SHOP LIST
※2021年6月現在
※店舗により営業時間・在庫などに変動がございます。店舗にお問い合わせのうえご来店をお願いいたします。

直営店
アシックスオンラインストア（ＥＣ）
アシックス 原宿フラッグシップ
アシックス 大阪心斎橋

東京都
大阪府

渋谷区神宮前１‐５‐８ 神宮前タワービルディング１Ｆ
大阪市中央区心斎橋筋１‐８‐１ 心斎橋カワチビル１Ｆ

03-6804-5263
06-6226-8506

北海道
宮城県
宮城県
福島県

札幌市豊平区月寒東３条１１‐１‐１０
仙台市青葉区本町１‐１１‐１１
仙台市太白区あすと長町１‐４‐５０
郡山市西ノ内２‐１１‐３５ 西部プラザ２Ｆ

011-859-6670
022-797-6533
022-748-0850
024-923-2739

茨城県
茨城県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県

水戸市笠原町９７８‐３９ ロゼオ水戸内
土浦市中村南６‐１２‐１８
さいたま市大宮区吉敷町４‐２６３‐６ コクーン３ ３Ｆ
東松山市箭弓町２‐１０‐２８
上尾市二ツ宮１０８０‐１
船橋市本町３‐２‐２ 丸善ビル１Ｆ
千代田区神田小川町３‐６
新宿区新宿３‐１５‐１１ アドホックビル５Ｆ
台東区上野４‐６‐３
江東区青海１‐１‐４０ ダイバーシティ東京プラザ４Ｆ
江東区豊洲２‐４‐９ ＮＯＲＴＨ ＰＯＲＴ ２Ｆ
江東区新砂３‐４‐３１ 南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ３Ｆ
‐
渋谷区宇田川町３３‐８ 塚田ビル３Ｆ
渋谷区宇田川町１９‐３
渋谷区宇田川町３６‐１０ １Ｆ
調布市飛田給１‐３４‐１７
横浜市保土ケ谷区星川２‐６‐３０
横浜市都筑区池辺町４０３５‐１
平塚市東八幡３‐２‐６
藤沢市辻堂新町４‐３‐５ ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター内

029-246-5993
029-843-6610
048-650-7455
0493-22-3444
048-770-6612
047-406-5556
03-3233-1861
03-3341-2460
03-3831-7961
03-3527-6290
03-6219-6181
03-5677-0721
03-6455-3101
03-5456-6170
03-5728-3651
042-490-1180
045-331-2461
045-929-3277
0463-24-2444
0466-99-0001

富山県

高岡市駅南２‐３‐２

0766-21-3391

岐阜県
岐阜県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
愛知県
愛知県

岐阜市柳津町丸野４‐５８‐１
岐阜市大福町５‐３５
静岡市葵区２‐２‐１ 札の辻ビル２Ｆ
静岡市葵区東町６６
浜松市中区住吉３‐１２‐３１
浜松市東区上西町９０６
沼津市杉崎町１１‐５０
富士市青葉町５６４
藤枝市築地５７５‐１
袋井市国本２５４３‐１
駿東郡清水町八幡６‐１
豊田市元宮町１‐７
小牧市堀の内５‐１４６

058-372-3450
058-296-1055
054-204-2777
054-254-0171
053-401-0555
053-466-7700
055-920-3167
0545-60-3300
054-646-2200
0538-44-8100
055-930-8888
0565-34-3116
0568-76-0787

北海道・東北
スーパースポーツゼビオ ドーム札幌月寒店
ＢＡＬＬＥＲ’Ｓ 仙台店
スーパースポーツゼビオ あすと長町店
スーパースポーツゼビオ 郡山西ノ内店

関東
スポーツカムイ 水戸店
スーパースポーツゼビオ ドームつくば学園東大通り店
スーパースポーツゼビオ さいたま新都心コクーンシティ店
和信スポーツ
スポーツカムイ 上尾店
ＢＡＬＬＥＲ’Ｓ 船橋店
スーパースポーツゼビオ 東京御茶ノ水本店
ＧＡＬＬＥＲＹ・２ 新宿アドホック５Ｆ店
スポーツジュエン 本店
スーパースポーツゼビオ ダイバーシティ東京プラザ店
スーパースポーツゼビオ ららぽーと豊洲店
スポーツデポ 南砂町スナモ店
アマゾンジャパン
ｍｓ‐ｔｏｋｙｏ
スーパースポーツゼビオ 渋谷公園通り店
ＧＡＬＬＥＲＹ・２ 渋谷店１Ｆ
スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店
アンドウスポーツ 星川店
スーパースポーツゼビオ ららぽーと横浜店
シラトリ ＳＰＯＰＩＡ平塚店
シラトリ ＳＰＯＰＩＡ湘南藤沢店

北信越
バスケットボールプロショップ ヨシエスポーツ

中部
ＢＡＬＬＥＲ’Ｓ 岐阜店
ザ・パワーハウス 岐阜店
ｍｓ‐ｓｈｉｚｕｏｋａ
シラトリ 静岡ジャンボ店
ミゾグチスポーツ
シラトリ 浜松中央店
スポーツデポ 沼津店
シラトリ 富士ジャンボ店
シラトリ 藤枝店
シラトリ 袋井国本店
シラトリ ＳＰＯＰＩＡ黄瀬川店
フライトスポーツ ２４８店
スポーツデポ 小牧店
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近畿・中四国
スポーツタイガー
バスケットショップ アリウープ
Ｂ．ＢＡＬＬ 大阪あべの店
ＢＡＬＬＥＲ’Ｓ 神戸店
ザ・パワーハウス 神戸店
エイコースポーツ
トリプルダブル 山口店
ＢＡＬＬＥＲ’Ｓ 高松店

大阪府
大阪府
大阪府
兵庫県
兵庫県
岡山県
山口県
香川県

大阪市都島区都島北通１‐１‐６
大阪市福島区福島５‐３‐７ エステイ西梅田ビル１Ｆ
大阪市阿倍野区阿倍野筋１‐２‐３０ Ｈｏｏｐ５Ｆ
神戸市中央区御幸通６‐１‐１２ 三宮ビル東館１Ｆ
神戸市中央区三宮町３‐９‐１８
岡山市北区大供１‐３‐７
山口市駅通り１‐７‐７
高松市伏石町２１３９‐１３

06-6921-7004
06-6451-0505
06-6622-6758
078-291-6233
078-334-0182
086-231-5897
083-922-0856
087-814-7631

福岡県
福岡県
福岡県
佐賀県
長崎県
沖縄県

北九州市小倉北区浅野２‐９‐８ 小倉興産ＫＭＭ南館１０１
福岡市中央区天神５‐７‐３ 福岡天神北ビル１Ｆ
大野城市御笠川２‐１８‐５
佐賀市駅前中央１‐６９
諫早市栗面町８０３‐１
那覇市天久１‐２‐１ 天久りうぼう楽市ショッピングセンター内

093-512-0233
092-737-5577
092-504-5636
0952-23-2588
0957-21-9999
098-861-0460

九州・沖縄
トリプルダブル 小倉店
ＢＡＬＬＥＲ’Ｓ 福岡店
スポーツデポ 太宰府インター店
コイケスポーツ
マツバラスポーツ Ｑスタジアム
スポーツデポ 天久店

BASKETBALL

