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Customer

ニューバランス公式オンラインストア

ニューバランス公式オンラインアウトレット

スポーツアクト 本店

スポーツアクト 2nd.STAGE

スポーツサクライ泉大津店

スポーツサクライ大東店

スポーツサクライ堺店

藤井寺スポーツ

超野球専門店ＣＶ

ベースボールマリオ

ヒマラヤ 公式オンラインショップ

Amazon.co.jp

STAND IN 甲子園

STAND IN 福岡本店

STAND IN @ FTビル 天神

STAND IN 佐世保店

スポーツデポ・アルペンオンラインストア

スポーツオーソリティ公式サイト

スーパースポーツゼビオ オンラインストア

対象店舗リスト一覧　※郵便番号順
店舗名 郵便番号 都道府県 住所

北海道

ニューバランスヒューリック札幌 060-0062 北海道 北海道札幌市中央区北三条西三丁目1番44 B1

ニューバランスファクトリーストア札幌北広島 061-1278 北海道 北海道北広島市大曲幸町３－７－６三井アウトレットパーク札幌北広島 クローバー・モール ２Ｆ

スーパースポーツゼビオ札幌太平店 002-8006 北海道 北海道札幌市北区太平6条2丁目2番1号

スポーツデポ厚別東店 004-0004 北海道 北海道札幌市厚別区厚別東４条3丁目24番5号

スポーツオーソリティ札幌平岡店 004-0873 北海道 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1  イオンモール札幌平岡1階

スポーツオーソリティ新さっぽろカテプリ店 004-8577 北海道 北海道札幌市厚別区中央2条5丁目7番 イオンカテプリ新さっぽろ 1階

スポーツデポ宮の沢店 006-0004 北海道 北海道札幌市手稲区西宮の沢４条二丁目１番８号

スポーツオーソリティ札幌苗穂店 007-0802 北海道 北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目1番1号  イオンモール札幌苗穂

スポーツデポ函館梁川店 040-0015 北海道 北海道函館市梁川町１５－２７

アルペン小樽店 047-0016 北海道 北海道小樽市信香町３－８

スーパースポーツゼビオ苫小牧店 053-0053 北海道 北海道苫小牧市柳町4丁目3-25

スポーツオーソリティ苫小牧店 053-0053 北海道 北海道苫小牧市柳町3-1-20 イオンモール苫小牧

スポーツデポ光星店 060-0909 北海道 北海道札幌市東区北９条東４丁目１番１０号

スポーツデポ大曲店 061-1278 北海道 北海道北広島市大曲幸町２－８－２

スーパースポーツゼビオ札幌月寒店 062-0053 北海道 北海道札幌市豊平区月寒東三条11-1-10

アルペン千歳店 066-0039 北海道 北海道千歳市富士３－５－１３

スポーツデポ岩見沢店 068-0851 北海道 北海道岩見沢市大和１条９丁目２番

スポーツオーソリティ旭川西店 070-0823 北海道 北海道旭川市緑町23丁目2161番地3 イオンモール旭川西

スポーツデポ旭川永山店 079-8413 北海道 北海道旭川市永山３条７丁目２番３号

スーパースポーツゼビオ旭川永山店 079-8413 北海道 北海道旭川市永山三条3-2-4

スポーツデポ帯広店 080-0835 北海道 北海道帯広市稲田町南８線西１０番６

スポーツデポ釧路店 088-0621 北海道 北海道釧路郡釧路町桂木４－８

スポーツデポ北見店 090-0835 北海道 北海道北見市光西町184番地4

スーパースポーツゼビオ青森中央店 030-0847 青森県 青森市東大野2丁目12番1号

スーパースポーツゼビオ八戸店 031-0071 青森県 青森県八戸市沼館4-7-113

スーパースポーツゼビオ弘前店 036-8084 青森県 青森県弘前市大字高田5-1-1

スポーツデポ青森店 038-0006 青森県 青森県青森市三好２－１－１５

スポーツオーソリティつがる柏店 038-3107 青森県 青森県つがる市柏稲盛幾世４１ イオンモールつがる柏

スポーツオーソリティ下田店 039-2112 青森県 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 イオンモール下田

スポーツオーソリティ盛岡店 020-0148 岩手県 岩手県盛岡市前潟4丁目7番1号 イオンモール盛岡

スポーツデポ盛岡南店 020-0851 岩手県 岩手県盛岡市向中野7丁目16番90号

スーパースポーツゼビオ盛岡盛南店 020-0866 岩手県 岩手県盛岡市本宮六丁目7番17号

スポーツデポ一関中里店 021-0002 岩手県 岩手県一関市中里字南白幡49-1

スポーツオーソリティイオンタウン釜石店 026-0011 岩手県 岩手県釜石市港町2丁目1番1号　 イオンタウン釜石　3階

ニューバランスファクトリーストア仙台泉 981-3204 宮城県 宮城県仙台市泉区寺岡６－１－１ 仙台泉プレミアム・アウトレット 区画２４２０

ニューバランスファクトリーストア仙台港 983-0013 宮城県 宮城県仙台市宮城野区中野３－７－２ 三井アウトレットパーク仙台港 ２Ｆ

スポーツオーソリティ新利府店 981-0114 宮城県 宮城県宮城郡利府町新中道三丁目1番1 イオンモール新利府　南館　2階

スーパースポーツゼビオ名取店 981-1227 宮城県 宮城県名取市杜せきのした三丁目8番地の6

スポーツオーソリティ名取店 981-1227 宮城県 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 イオンモール名取　3階

スポーツデポ仙台泉店 981-3121 宮城県 宮城県仙台市泉区上谷刈４丁目１１番３６号

スーパースポーツゼビオ泉中央店 981-3133 宮城県 宮城県仙台市泉区泉中央4-24-3

スーパースポーツゼビオあすと長町店 982-0007 宮城県 宮城県仙台市太白区あすと長町一丁目4番50号

スポーツデポ仙台新港店 983-0013 宮城県 宮城県仙台市宮城野区中野3丁目3番地4

スーパースポーツゼビオ石巻店 986-0868 宮城県 宮城県石巻市恵み野三丁目3番地17

秋田県

スポーツデポ秋田茨島店 010-0065 秋田県 秋田県秋田市茨島４－３－２０

スーパースポーツゼビオ秋田茨島店 010-0065 秋田県 秋田市茨島1-4-65

スポーツオーソリティ秋田店 010-1413 秋田県 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 イオンモール秋田3F

山形県

スポーツデポ山形店 990-0810 山形県 山形県山形市馬見ヶ崎４－４－１５

福島県

スーパースポーツゼビオ福島南店 960-8153 福島県 福島県福島市黒岩字浅井18

スポーツデポ郡山フェスタ店 963-0534 福島県 福島県郡山市日和田町大原３番地

スーパースポーツゼビオ郡山西ノ内店 963-8022 福島県 福島県郡山市西ノ内2-11-35

スポーツオーソリティイオンタウン郡山店 963-8812 福島県 福島県郡山市松木町2-88 イオンタウン郡山

スーパースポーツゼビオいわき店 971-8133 福島県 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5

茨城県

ニューバランスファクトリーストア阿見 300-1161 茨城県 茨城県稲敷郡阿見町よしわら４－１－１ あみプレミアム・アウトレット 区画４３０

スポーツオーソリティ土浦店 300-0811 茨城県 茨城県土浦市上高津367番 イオンモール土浦　2F

スーパースポーツゼビオドームつくば店 300-0843 茨城県 茨城県土浦市中村南6丁目12-18

スポーツデポひたち野うしく店 300-1207 茨城県 茨城県牛久市ひたち野東１丁目２５-１

スポーツデポイオンタウン守谷店 302-0110 茨城県 茨城県守谷市百合丘３丁目２４９－1

スポーツオーソリティ下妻店 304-0033 茨城県 茨城県下妻市堀籠972-1 イオンモール下妻　1階

スポーツデポイオンタウン水戸南店 311-3116 茨城県 茨城県東茨城郡茨城町長岡３４８０－１０１

スポーツデポひたちなか店 312-0005 茨城県 茨城県ひたちなか市新光町２７番１

スポーツオーソリティ新ひたちなか店 312-0005 茨城県 茨城県ひたちなか市新光町35番地 ニューポートひたちなかファッションクルーズ

アルペンアクロスプラザ神栖店 314-0141 茨城県 茨城県神栖市居切１４５６-５１

スポーツオーソリティ水戸内原店 319-0317 茨城県 茨城県水戸市内原2丁目1番地 イオンモール水戸内原

栃木県

ニューバランスファクトリーストア佐野 327-0822 栃木県 栃木県佐野市越名町２０５８ 佐野プレミアム・アウトレット 区画１８５０

スーパースポーツゼビオ宇都宮細谷店 320-0074 栃木県 栃木県宇都宮市細谷町694-1

スポーツデポベルモール宇都宮店 321-8555 栃木県 栃木県宇都宮市陽東６－２－１

スポーツデポﾊｰｳﾞｪｽﾄｳｫｰｸ小山店 323-0014 栃木県 栃木県小山市喜沢1475　ハーヴェストウォーク内

https://www.sportsauthority.jp/shop/r/r61/

https://www.supersports.com/ja-jp/xebio/campaigns/63ef57043ba2f71575098985

青森県

岩手県

宮城県

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A184CB24-85E6-421C-A85C-97ABD9F20A24?ingress=0&visitId=3461075b-39d9-4c03-90c8-b03f987ab600&ref_=ast_bln
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https://www.fujispo.com/

https://www.spcv.jp/

https://www.sportsmario.net/

https://www.himaraya.co.jp/brand/0287
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スポーツオーソリティ佐野新都市店 327-0821 栃木県 栃木県佐野市高萩町1324-1 イオンモール佐野新都市１F

スポーツデポ栃木店 328-0075 栃木県 栃木県栃木市箱森町42番28号

アルペン西那須野店 329-2705 栃木県 栃木県那須塩原市南郷屋２丁目１４６－３０

群馬県

スポーツデポ高崎店 370-0069 群馬県 群馬県高崎市飯塚町字大道東１００５－１

ヒマラヤ高　崎　店 370-0073 群馬県 群馬県高崎市緑町１－２９－４

スポーツオーソリティ高崎店 370-3521 群馬県 群馬県高崎市棟高町1400番地 イオンモール高崎　3F

スポーツデポ前橋吉岡店 370-3602 群馬県 群馬県北群馬郡吉岡町大久保７６８

スポーツオーソリティ太田店 373-0808 群馬県 群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田

スポーツデポパワーモールおおた店 373-0817 群馬県 群馬県太田市飯塚町６３９－１

ヒマラヤマーケットシティ桐生店 376-0011 群馬県 群馬県桐生市相生町一丁目１２４番１

スポーツデポガーデン前橋店 379-2121 群馬県 群馬県前橋市小屋原町472-1

埼玉県

ニューバランスファクトリーストア越谷 343-0828 埼玉県 埼玉県越谷市レイクタウン４－１－１ レイクタウンアウトレット １ｓｔ Ａｖｅ． ２Ｆ［１２０５］

ニューバランスファクトリーストア入間 358-0014 埼玉県 埼玉県入間市宮寺３１６９－１ 三井アウトレットパーク入間 サウスストリート ２Ｆ

ニューバランスファクトリーストアふかや花園 369-1244 埼玉県 埼玉県深谷市黒田１６９ ふかや花園プレミアムアウトレット 区画１４０５

スーパースポーツゼビオビバモールさいたま新都心店 330-0071 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号ビバモールさいたま新都心4階

大宮支店 330-0854 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-244-1都築ビル1

アルペンﾐｴﾙかわぐち店 332-0012 埼玉県 埼玉県川口市本町２－７－２５　ミエルかわぐち２F

スポーツオーソリティ川口前川店 333-0842 埼玉県 埼玉県川口市前川1-1-11-218 イオンモール川口前川

スポーツオーソリティ北戸田店 335-0032 埼玉県 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 イオンモール北戸田

スポーツオーソリティ浦和美園店 336-8760 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区美園五丁目50番地1 イオンモール浦和美園　2階

スポーツオーソリティ与野店 338-0004 埼玉県 埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目2番9号 イオンモール与野

アルペン岩槻店 339-0042 埼玉県 埼玉県さいたま市岩槻区府内2丁目1番16号

スポーツオーソリティ越谷レイクタウン店 343-0828 埼玉県 埼玉県越谷市ﾚｲｸタウン3丁目1-1　イオンレイクタウン　MORI 2F

ヴィクトリアスポーツモール越谷イオンレイクタウン店 343-8558 埼玉県 埼玉県越谷市レイクタウン４丁目２番地２イオンレイクタウンＫＡＺＥ棟Ａ-１１５　１F

スポーツオーソリティ春日部店 344-0122 埼玉県 埼玉県春日部市下柳４２０－１ イオンモール春日部1階

ヒマラヤモラージュ菖蒲店 346-0195 埼玉県 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５番地1　モラージュ菖蒲２階

スポーツオーソリティ羽生店 348-0039 埼玉県 埼玉県羽生市川崎2-281-3　2F イオンモール羽生

スポーツオーソリティ川越南古谷店 350-0026 埼玉県 埼玉県川越市泉町2-1 

アルペンデオシティ新座店 352-0005 埼玉県 埼玉県新座市中野２－１－３８　ＯＳＣデオシティ新座ＭＩＸＭＩＸ２階

ヒマラヤ新　座　店 352-0011 埼玉県 埼玉県新座市野火止７－４－１２

スーパースポーツゼビオ富士見店 354-8560 埼玉県 埼玉県富士見市山室1-1313　3階35100

スポーツオーソリティ熊谷店 360-0804 埼玉県 埼玉県熊谷市大字代1067 ビッグベアーSC

スポーツオーソリティ上尾店 362-0034 埼玉県 埼玉県上尾市愛宕3丁目8番1号 イオンモール上尾2階

スポーツデポ北本店 364-0001 埼玉県 埼玉県北本市深井６丁目８７番地

ヒマラヤウニクス上里店 369-0306 埼玉県 埼玉県児玉郡上里町大字七本木２２７２－１　ウニクス上里内

千葉県

ニューバランスファクトリーストア幕張 261-0021 千葉県 千葉県千葉市美浜区ひび野２－８ 三井アウトレットパーク幕張 Ｃ－ＳＩＴＥ ２Ｆ

ニューバランスファクトリーストア酒々井 285-0912 千葉県 千葉県印旛郡酒々井町飯積２－４－１ 酒々井プレミアム・アウトレット 区画６５０

ニューバランスファクトリーストア木更津 292-0009 千葉県 千葉県木更津市金田東３－１－１ 三井アウトレットパーク木更津 ガーデンゾーン

スポーツオーソリティ幕張新都心店 261-8535 千葉県 千葉県千葉市美浜区豊砂1-6 イオンモール幕張新都心　ｱｸﾃｨﾌﾞﾓｰﾙ

スポーツオーソリティオンラインショップ 261-8535 千葉県 千葉県千葉市美浜区豊砂1-6 イオンモール幕張新都心　アクティブモール内

ヒマラヤイオンタウンおゆみの店 266-0033 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-37-1

スポーツオーソリティ松戸店 270-0027 千葉県 千葉県松戸市二ツ木1782-1  プチモール フタツギ

スポーツデポ南流山店 270-0162 千葉県 千葉県流山市大字木４０８番地

スポーツデポ野田船形店 270-0239 千葉県 千葉県野田市泉１丁目１番地の１

スポーツデポ千葉ニュータウン店 270-1334 千葉県 千葉県印西市西の原一丁目１番３

ヒマラヤイオンモール千葉ニュータウン店 270-1392 千葉県 千葉県印西市中央北２－２　イオンモール千葉ニュータウン　エンジョイライフ棟２Ｆ

スポーツオーソリティ松戸西口店 271-0077 千葉県 千葉県松戸市根本4-2 ダイエー松戸西口店3階

スポーツデポショップス市川店 272-0015 千葉県 千葉県市川市鬼高３－２８－１６

スポーツオーソリティ船橋店 273-0045 千葉県 千葉県船橋市山手1丁目1-8 イオン船橋 2階

超野球専門店ＣＶ 273-0103 千葉県 千葉県鎌ケ谷市丸山1-1-11

スポーツオーソリティ津田沼店 275-0016 千葉県 千葉県習志野市津田沼1-23-1 イオンモール津田沼

スポーツオーソリティ八千代緑が丘店 276-0049 千葉県 千葉県八千代市緑が丘2-1-3 イオンモール八千代緑が丘

柏支店 277-0852 千葉県 千葉県柏市旭町1-5-4プラザパスカ1F

スーパースポーツゼビオアリオ柏店 277-0922 千葉県 千葉県柏市大島田1丁目8-1

スポーツデポららぽーと柏の葉 277-8518 千葉県 千葉県柏市若柴１７５　ららぽーと柏の葉 本館３階

スポーツオーソリティ野田店 278-0031 千葉県 千葉県野田市中根新田57-1　 パル・ノア

スポーツオーソリティ新浦安店 279-0012 千葉県 千葉県浦安市入船1-4-1 イオン新浦安　3階

スポーツオーソリティユーカリが丘店 285-0850 千葉県 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6丁目12番地3 イオンタウンユーカリが丘2階

スポーツデポ成田美郷台店 286-0013 千葉県 千葉県成田市美郷台１－１７

スポーツオーソリティ成田店 286-0029 千葉県 千葉県成田市ウイング土屋24番地 イオンモール成田

スポーツデポ市原五井店 290-0040 千葉県 千葉県市原市更級１丁目９番地８

スポーツデポ木更津金田店 292-0008 千葉県 千葉県木更津市中島１７１２番地（東１０－２街区４画地）

スポーツオーソリティ木更津店 292-0835 千葉県 千葉県木更津市築地１番４号　 イオンモール木更津　１F

アルペンイオンタウン館山店 294-0047 千葉県 千葉県館山市八幡５４５－１　イオンタウン館山内

スポーツデポ茂原店 297-0074 千葉県 千葉県茂原市小林１６０６番１０

東京都

ニューバランス銀座 104-0061 東京都 東京都中央区銀座3-10-6　マルイト銀座第3ビル1・2F

ニューバランスお台場 135-8707 東京都 東京都港区台場1-7-1　アクアシティお台場3Ｆ

ニューバランス原宿 150-0001 東京都 東京都渋谷区神宮前4-32-16

ニューバランス玉川髙島屋S・C 158-0094 東京都 東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川髙島屋S・C 南館5F

ニューバランスニュウマン新宿店 160-0022 東京都 東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿M2

ニューバランスファクトリーストア南大沢 192-0364 東京都 東京都八王子市南大沢１－６００ 三井アウトレットパーク多摩南大沢 ファクトリーアウトレッツ ２Ｆ

ニューバランスファクトリーストア南町田グランベリーパーク 194-8589 東京都 東京都町田市鶴間３－４－１ 南町田グランベリーパーク セントラルコート １Ｆ

スーパースポーツゼビオ東京御茶ノ水本店 101-0052 東京都 東京都千代田区神田小川町３－６

スポーツオーソリティビーンズ赤羽店 115-0045 東京都 東京都北区赤羽1-1-1 ビーンズ赤羽　ビーンズテラス

ヒマラヤ葛飾奥戸店 124-0022 東京都 東京都葛飾区奥戸３－２３－１９

スーパースポーツゼビオオリナス錦糸町店 130-0012 東京都 東京都墨田区太平４－１－５

スーパースポーツゼビオアリオ葛西店 134-0084 東京都 東京都江戸川区東葛西９-３-３　アリオ葛西２Ｆ

ヒマラヤ木  場  店 135-0042 東京都 東京都江東区木場１－５－３０ ｲﾄ-ﾖ-ｶﾄﾞ-木場店３階

スポーツオーソリティ有明ガーデン店 135-0063 東京都 東京都江東区有明2丁目1－8 有明ガーデン　商業棟　3F

スポーツオーソリティ　アウトドアステージ有明ガーデン店 135-0063 東京都 東京都江東区有明2丁目1－8 有明ガーデン　商業棟　3F

スポーツデポカメイドクロック店 136-0071 東京都 東京都江東区亀戸６丁目３１番６号　カメイドクロック ２階

スポーツデポ南砂町スナモ店 136-0075 東京都 東京都江東区新砂３-４-３１　南砂町ショッピングセンターSUNAMO 3F

ベースボールマリオ 155-0031 東京都 東京都世田谷区北沢２丁目１９－２ 月村光ビル 2階

Alpen TOKYO　１Ｆ 160-0022 東京都 東京都新宿区新宿三丁目２３番７号　新宿ユニカビル １Ｆ

ヴィクトリア新宿店 160-0022 東京都 東京都新宿区新宿４－１－１４

飯田橋本店 162-0824 東京都 東京都新宿区揚場町2番17号-1F

プロネットタウン 162-0824 東京都 東京都新宿区揚場町2番-17号-3F

ヴィクトリア三鷹店 181-0004 東京都 東京都三鷹市新川３丁目１６－２５

スポーツデポ府中四谷店 183-0035 東京都 東京都府中市四谷５丁目２３番地の１２

立川支店 190-0023 東京都 東京都立川市3-10-21　　　

スポーツデポぐりーんうぉーく多摩店 192-0363 東京都 東京都八王子市別所２－５６

スポーツデポ昭島店 196-0014 東京都 東京都昭島市田中町５７３－１－４

スポーツオーソリティ東久留米店 203-0023 東京都 東京都東久留米市南沢5丁目17番62号 イオンモール東久留米 3階

ヴィクトリアイオンモールむさし村山店 208-0022 東京都 東京都武蔵村山市榎１丁目１―３イオンモールむさし村山　ノースタワー２F

神奈川県

ニューバランスニュウマン横浜店 220-0005 神奈川県 神奈川県横浜市西区南幸１丁目１－１ニュウマン横浜6階

ニューバランスファクトリーストア横浜 236-0007 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区白帆５－２ 三井アウトレットパーク横浜ベイサイド Ａブロック３Ｆ

スーパースポーツゼビオ川崎ルフロン店 210-0024 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11　川崎ルフロン8F

スポーツデポ川崎店 210-0843 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区小田栄２－１－２

スポーツオーソリティ新百合ヶ丘店 215-0021 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-19 イオン新百合ヶ丘店5階

スポーツオーソリティMARK IS みなとみらい店 220-0012 神奈川県 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS みなとみらいB2F



スポーツデポ港北みなも店 224-0003 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央２－７－１

スポーツオーソリティ港北ニュータウン店 224-0032 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央14-12 港北KEY SOUTH

スポーツオーソリティアウトドアステージ センター南店 224-0032 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央53-1 コーナン港北センター南モール2F

スポーツオーソリティ上大岡店 233-0002 神奈川県 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1  京急百貨店スポーツ館

スーパースポーツゼビオヴィスポ横須賀店 238-0013 神奈川県 神奈川県横須賀市平成町2丁目14番1号

スポーツデポ大和店 242-0013 神奈川県 神奈川県大和市深見台1-1-18

スポーツデポ厚木下荻野店 243-0203 神奈川県 神奈川県厚木市下荻野１２００番地１

ヒマラヤサクラス戸塚店 244-0003 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１　サクラス戸塚ビル 地下1階

スポーツオーソリティ座間店 252-0012 神奈川県 神奈川県座間市広野台2丁目10-4 イオンモール座間1階

スポーツオーソリティ西橋本店 252-0131 神奈川県 神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目4番3号 

スポーツデポ相模原店 252-0205 神奈川県 神奈川県相模原市中央区小山３丁目３７－１

ヒマラヤ相模原古淵店 252-0344 神奈川県 神奈川県相模原市南区古淵６－１４－１

アルペン藤沢菖蒲沢店 252-0823 神奈川県 神奈川県藤沢市菖蒲沢仲ノ桜８９５－１

スポーツデポ平塚田村店 254-0013 神奈川県 神奈川県平塚市田村3-5-1

スポーツデポ小田原店 256-0813 神奈川県 神奈川県小田原市前川　１００

スポーツオーソリティ秦野店 257-0041 神奈川県 神奈川県秦野市入船町12-1 イオン秦野

新潟県

ヒマラヤ長　岡　店 940-2103 新潟県 新潟県長岡市古正寺町1丁目１６１－１

スポーツデポ長岡古正寺店 940-2103 新潟県 新潟県長岡市古正寺町３８５番地

スポーツデポ上越店 942-0052 新潟県 新潟県上越市上源入６５１番地

ヒマラヤ柏  崎  店 945-0811 新潟県 新潟県柏崎市岩上７－１４

スポーツデポ新潟河渡店 950-0015 新潟県 新潟県新潟市東区河渡庚２５９番

スポーツオーソリティ新潟南店 950-0150 新潟県 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号 イオンモール新潟南

スポーツデポ新潟黒埼インター店 950-1101 新潟県 新潟県新潟市西区山田５５番地

スポーツデポ燕三条店 955-0093 新潟県 新潟県三条市下須頃五枚田６２番

アルペン新発田店 957-0065 新潟県 新潟県新発田市舟入町３－１０－３

富山県

ニューバランスファクトリーストア小矢部 932-8538 富山県 富山県小矢部市西中野９７２－１ 三井アウトレットパーク北陸小矢部 ２Ｆ

スポーツオーソリティ高岡店 933-0813 富山県 富山県高岡市下伏間江383番地 イオンモール高岡

アルペン高岡店 933-0941 富山県 富山県高岡市内免３５３番１

スポーツデポファボーレ婦中店 939-2706 富山県 富山県富山市婦中町速星１２３番地の１

石川県

スーパースポーツゼビオ金沢ベイ店 920-0333 石川県 石川県金沢市無量寺四丁目102番地-1

スポーツデポ金沢鞍月店 920-8204 石川県 石川県金沢市戸水二丁目１０５番

スポーツデポ金沢大桑店 921-8045 石川県 石川県金沢市大桑２丁目４０５番

アルペン小松沖町店 923-0000 石川県 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業施工地区内仮　5街区1号

スポーツオーソリティ新小松店 923-8565 石川県 石川県小松市清六町315番地 イオンモール新小松3階

福井県

ヒマラヤ越  前  店 915-0091 福井県 福井県越前市高木町３７－１－１

山梨県

スポーツデポ甲府昭和インター店 400-0047 山梨県 山梨県甲府市徳行５丁目１２番３０号

スポーツデポ甲府店 400-0814 山梨県 山梨県甲府市上阿原町３５２－１

スポーツデポフォレストモール富士河口湖店 401-0302 山梨県 山梨県南都留郡富士河口湖町小立４２９１番

長野県

ニューバランスファクトリーストア軽井沢 389-0102 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢プリンス ショッピング プラザ ニューイーストＮＥ－３４・３５

スポーツデポ長野店 380-0913 長野県 長野県長野市大字川合新田３４０１－１

スーパースポーツゼビオ長野南高田店 381-0034 長野県 長野市大字高田1841-1

スポーツデポ佐久北インター店 384-0808 長野県 長野県小諸市御影新田字香久保2616-1

アルペン上田インター店 386-0002 長野県 長野県上田市住吉５８番－２

スポーツデポ南松本店 390-0832 長野県 長野県松本市南松本２－５－４２

スポーツオーソリティ松本店 390-8560 長野県 長野県松本市中央4丁目9番51号 イオンモール松本　晴庭3階

アルペン諏訪インター店 391-0000 長野県 長野県茅野市中沖１１－２

アルペン飯田インター店 395-0151 長野県 長野県飯田市北方８００－１

アルペン伊那福島店 396-0001 長野県 長野県伊那市福島133

スーパースポーツゼビオ松本芳川店 399-0035 長野県 長野県松本市村井町北2-14-57

アルペン穂高店 399-8303 長野県 長野県安曇野市穂高１３８２－１

岐阜県

ヒマラヤ本      館 500-8383 岐阜県 岐阜県岐阜市江添１－４－６

スポーツデポ岐阜県庁前店 500-8384 岐阜県 岐阜県岐阜市藪田南１－１２－１

ヒマラヤモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県 岐阜県本巣市三橋１１００　モレラ岐阜２Ｆ

ヒマラヤマーゴ関店 501-3936 岐阜県 岐阜県関市倉知５１６

スポーツオーソリティ岐阜マーサ21店 502-0882 岐阜県 岐阜県岐阜市正木中1丁目2-1 マーサ21 南館3階

スポーツオーソリティイオンタウン大垣店 503-0808 岐阜県 岐阜県大垣市三塚町丹瀬463番地1 イオンタウン大垣

ヒマラヤ各務原インター店 504-0942 岐阜県 岐阜県各務原市小佐野町１丁目１９番１

スポーツオーソリティ各務原店 504-0943 岐阜県 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 イオンモール各務原

ヒマラヤラスパ御嵩店 505-0126 岐阜県 岐阜県可児郡御嵩町上恵土１０１０－１　ラスパ御嵩　別棟

アルペンフレスポ高山店 506-0025 岐阜県 岐阜県高山市天満町１丁目５－８

ヒマラヤ高　山　店 506-0054 岐阜県 岐阜県高山市岡本町４－１３９

アルペン多治見店 507-0051 岐阜県 岐阜県多治見市西坂町５－３１－１

ヒマラヤクロスガーデン中津川店 508-0045 岐阜県 岐阜県中津川市かやの木町１番５２号

スポーツオーソリティアウトドアステージ土岐店 509‐5122 岐阜県 岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372番地の１ イオンモール土岐1階

アルペン中津川店 509-9132 岐阜県 岐阜県中津川市茄子川２０７７番１８

静岡県

ニューバランスファクトリーストア御殿場 412-8701 静岡県 静岡県御殿場市深沢１３１２ 御殿場プレミアム・アウトレット 区画２１１０

スポーツデポ沼津店 410-0033 静岡県 静岡県沼津市杉崎町１１－５０

スポーツデポ富士南店 416-0945 静岡県 静岡県富士市宮島　８４１－１

スポーツデポマークイズ静岡店 420-0821 静岡県 静岡県静岡市葵区柚木１９１

アルペン静岡石田店 422-8074 静岡県 静岡県静岡市駿河区南八幡町９番１号

アルペン藤枝店 426-0033 静岡県 静岡県藤枝市小石川町４－６－４５

ヒマラヤアピタ島田店 427-0016 静岡県 静岡県島田市宝来町８番２号　アピタ島田店１Ｆ

スポーツオーソリティ浜松志都呂店 432-8069 静岡県 静岡県浜松市西区志都呂2丁目37番1号 イオンモール浜松志都呂　2F

スポーツデポプレ葉ウォーク浜北店 434-8502 静岡県 静岡県浜松市浜北区貴布祢１２００

スーパースポーツゼビオ浜松宮竹店 435-0048 静岡県 静岡県浜松市東区上西町1020-1

スポーツデポイオンモール浜松市野店 435-0052 静岡県 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3

アルペン掛川店 436-0034 静岡県 静岡県掛川市梅橋字高畑３３９－１

愛知県

ニューバランス名古屋 460-0008 愛知県 愛知県名古屋市中区栄三丁目3番21号セントライズ栄

スポーツデポ豊橋店 440-0851 愛知県 愛知県豊橋市前田南町２丁目１７番地

スーパースポーツゼビオ豊橋向山店 440-0858 愛知県 愛知県豊橋市つつじヶ丘1-11-3

スポーツオーソリティ豊橋南店 441-8124 愛知県 愛知県豊橋市野依町字落合1-12 イオン豊橋南店1階

スポーツデポ豊川店 442-0884 愛知県 愛知県豊川市光明町1丁目１９

ヒマラヤ蒲  郡  店 443-0037 愛知県 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田１番地２６

スポーツオーソリティ岡崎店 444-0840 愛知県 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎

アルペン岡崎店 444-0912 愛知県 愛知県岡崎市井田西町４－２

スポーツデポ西尾店 445-0872 愛知県 愛知県西尾市矢曽根町長配８番地

スポーツデポmozoワンダーシティ店 452-0817 愛知県 愛知県名古屋市西区二方町４０番

スポーツデポ山王店 454-0011 愛知県 愛知県名古屋市中川区山王２－３－４７

スポーツデポみなと稲永駅前店 455-0841 愛知県 愛知県名古屋市港区一州町１－３

スポーツオーソリティ名古屋茶屋店 455-0858 愛知県 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11 イオンモール名古屋茶屋2階

スポーツオーソリティ熱田店 456-8763 愛知県 愛知県名古屋市熱田区六野1丁目2番11号 イオンモール熱田4階

スポーツデポ名古屋南店 457-0841 愛知県 愛知県名古屋市南区豊田5丁目21番1号

スポーツデポ有松インター店 458-0911 愛知県 愛知県名古屋市緑区南陵601番地　有松ジャンボリー内

スポーツオーソリティ大高店 459-8016 愛知県 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450番地 イオンモール大高　2階



スポーツデポ砂田橋店 461-0045 愛知県 愛知県名古屋市東区砂田橋４丁目１番６０号

スポーツデポアルペンモール守山志段味店 463-0003 愛知県 愛知県名古屋市守山区下志段味字南荒田２３００番１

スポーツデポららぽーと愛知東郷店 470-0186 愛知県 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業６２街区１・３ららぽーと愛知東郷３階

スポーツオーソリティ三好店 470-0224 愛知県 愛知県みよし市三好町青木91番地 イオン三好店・アイモール

スポーツデポ東浦店 470-2102 愛知県 愛知県知多郡東浦町大字緒川字北新田８－１

スポーツオーソリティ東浦店 470-2102 愛知県 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2  イオンモール東浦

ヒマラヤリブレ豊田元宮店 471-0871 愛知県 愛知県豊田市元宮町２丁目１１番　リブレ豊田元宮２Ｆ

ヒマラヤギャラリエアピタ知立店 472-0045 愛知県 愛知県知立市長篠町大山１８番地１　ギャラリエアピタ知立店２Ｆ

ヒマラヤ半　田　店 475-0922 愛知県 愛知県半田市昭和町２－３８

ヒマラヤ東  海  店 476-0003 愛知県 愛知県東海市荒尾町見幕８８

スポーツオーソリティ常滑店 479-0882 愛知県 愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3 イオンモール常滑2F

アルペン長久手店 480-1123 愛知県 愛知県長久手市東狭間１００２番地

スポーツデポ小牧店 485-0046 愛知県 愛知県小牧市堀の内５－１４６

スポーツオーソリティ小牧店 485-0831 愛知県 愛知県小牧市東1－126 イオン小牧店2階

ヒマラヤ春 日 井 店 486-0857 愛知県 愛知県春日井市浅山町３－１６－７

スポーツデポ一宮店 491-0063 愛知県 愛知県一宮市常願通７丁目２７番地

ヒマラヤアピタ稲沢店 492-8275 愛知県 愛知県稲沢市天池五反田町1　アピタ稲沢１Ｆ

三重県

ニューバランスファクトリーストア長島 511-1135 三重県 三重県桑名市長島町浦安３６８ 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 サウスエリア ２Ｆ

スポーツオーソリティイオンタウン四日市泊店 510-0883 三重県 三重県四日市市泊小柳町4番5-1号 イオンタウン四日市泊　2階

スポーツデポ四日市日永店 510-0885 三重県 三重県四日市市日永１丁目１番６号

スポーツデポ桑名店 511-0005 三重県 三重県桑名市大字桑名字太一丸６８７番１

スポーツオーソリティ東員店 511-0255 三重県 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510番地1 イオンモール東員1階

スポーツオーソリティ桑名店 511-0863 三重県 三重県桑名市新西方1-22 イオンモール桑名　２番街

スポーツオーソリティ鈴鹿店 513-0834 三重県 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 イオンモール鈴鹿

スポーツデポイオンモール津南店 514-0817 三重県 三重県津市高茶屋小森町145番地

ヒマラヤ松　阪　店 515-0055 三重県 三重県松阪市田村町２３５－１　アドバンスモール内

スポーツデポアピタ松阪三雲店 515-2121 三重県 三重県松阪市市場庄町１２６６番地の１

ヒマラヤ伊勢みそのショッピングセンター店 516-0804 三重県 三重県伊勢市御薗町長屋２１３６

スポーツデポ名張店 518-0445 三重県 三重県名張市瀬古口字西２６番地

滋賀県

ニューバランスファクトリーストア滋賀竜王 520-2551 滋賀県 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字砂山１１７８－６９４ 三井アウトレットパーク滋賀竜王 南モール ２Ｆ

スポーツオーソリティ大津京店 520-0025 滋賀県 滋賀県大津市皇子が丘3-11-1 イオンスタイル大津京4階

スポーツデポレイクサイドガーデン大津店 520-2143 滋賀県 滋賀県大津市萱野浦２４－６５

アルペン栗東店 520-3035 滋賀県 滋賀県栗東市霊仙寺５－４－１７

スポーツデポ彦根松原店 522-0002 滋賀県 滋賀県彦根市松原町字石持１８３６

スポーツオーソリティイオンタウン彦根店 522-0007 滋賀県 滋賀県彦根市古沢町255-1 イオンタウン彦根

ヒマラヤイオン近江八幡店 523-0898 滋賀県 滋賀県近江八幡市鷹飼町南３－７　イオン近江八幡 ２番街　１Ｆ

ヒマラヤピエリ守山店 524-0101 滋賀県 滋賀県守山市今浜町２６２０－５　ピエリ守山１Ｆ

ヒマラヤ水　口　店 528-0037 滋賀県 滋賀県甲賀市水口町本綾野５０３－１３

京都府

ニューバランス京都藤井大丸 600-8031 京都府 京都府京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町605番地6F

スポーツオーソリティ京都桂川店 601-8211　 京都府 京都府京都市南区久世高田町376番1 イオンモール京都桂川　１階

スポーツアクト 本店 603-8331 京都府 京都府京都市北区大将軍西町１５７－２

スポーツアクト 2nd.STAGE 612-8373 京都府 京都府京都市伏見区毛利町１５３

スポーツデポ京都南インター店 612-8456 京都府 京都府京都市伏見区中島中道町３番

スポーツオーソリティイオンタウン久御山店 613-0024 京都府 京都府久世郡久御山町森 小字大内３３７ イオンタウン久御山2階

ヒマラヤムサシ京都八幡店 614-8294 京都府 京都府八幡市欽明台北３－１ ホームセンタームサシ京都八幡店２Ｆ

ヒマラヤ精 華 台 店 619-0238 京都府 京都府相楽郡精華町精華台９丁目２番地４

ヒマラヤ福 知 山 店 620-0045 京都府 京都府福知山市駅前町５０４番地

アルペン舞鶴店 624-0946 京都府 京都府舞鶴市字下福井６５３－１

大阪府

ニューバランスグランフロント大阪 530-0011 大阪府 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館5F A-504

ニューバランス大阪 550-0014 大阪府 大阪府大阪市西区北堀江1-6-2 サンワールドビル

ニューバランス阪急うめだ本店 530-8350 大阪府 大阪府大阪市北区角田町8-7阪急うめだ本店　スポーツファッション『イングス』

ニューバランスファクトリーストアりんくう 598-0047 大阪府 大阪府泉佐野市りんくう往来南４ー１７ りんくうプレミアム・アウトレット区画７８００

スポーツデポ新大阪店 532-0004 大阪府 大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目２－１７

スポーツデポ天王寺店 545-0002 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南１－３－１０

スポーツデポ住之江店 559-0023 大阪府 大阪府大阪市住之江区泉１－１－１００

スポーツオーソリティデュー阪急山田店 565-0824 大阪府 大阪府吹田市山田西4-1-2-301 デュー阪急山田

ヒマラヤ茨  木  店 567-0036 大阪府 大阪府茨木市上穂積１－１

スポーツデポ高槻城西店 569-0065 大阪府 大阪府高槻市城西町６－２８

スーパースポーツゼビオ大阪守口店 570-0017 大阪府 大阪府守口市佐太東町2-9-10

スポーツデポくずはモール店 573-1121 大阪府 大阪府枚方市楠葉花園町１５－１

スポーツデポフォレオ枚方店 573-1131 大阪府 大阪府枚方市高野道１丁目２０番１０号

スポーツサクライ大東店 574-0016 大阪府 大阪府大東市南津の辺町22-26

スポーツオーソリティ四條畷店 575-0001 大阪府 大阪府四條畷市砂四丁目3番2号 イオンモール四條畷　２F

スポーツデポ東大阪長田店 577-0013 大阪府 大阪府東大阪市長田中２丁目４－２８

スーパースポーツゼビオ東大阪菱江店 578-0985 大阪府 大阪府東大阪市中野南1-71

藤井寺スポーツ 583-0033 大阪府 大阪府藤井寺市小山9-1-13

スポーツデポ羽曳野西浦店 583-0861 大阪府 大阪府羽曳野市西浦1547番地

スポーツオーソリティりんくう泉南店 590-0535 大阪府 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南

ヒマラヤ堺三国ヶ丘店 591-8031 大阪府 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町１－２５－１

ヒマラヤ堺インター店 593-8314 大阪府 大阪府堺市西区太平寺７１１－１ ベスピア堺インター２階

スポーツデポ和泉中央店 594-1151 大阪府 大阪府和泉市唐国町３丁目１１７６番地

スポーツサクライ泉大津店 595-0011 大阪府 大阪府泉大津市曽根町3-9-40

ヒマラヤ泉 大 津 店 595-0033 大阪府 大阪府泉大津市板原４－２２－１０

スポーツデポりんくう店 598-0047 大阪府 大阪府泉佐野市りんくう往来南３番地の２７

スポーツサクライ堺店 599-8253 大阪府 大阪府堺市中区深阪5丁17-12

兵庫県

ニューバランス大丸神戸 650-0037 兵庫県 兵庫県神戸市中央区明石町40番地 大丸神戸6F M BASE

ニューバランスファクトリーストア神戸三田 651-1515 兵庫県 兵庫県神戸市北区上津台７－３ 神戸三田プレミアム・アウトレット 区画１６１０

アルペンステップガーデン藤原台店 651-1302 兵庫県 兵庫県神戸市北区藤原台中町一丁目４

スポーツオーソリティ神戸南店 652-0844 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区中之島2丁目1番1号 イオンモール神戸南　2F

スポーツデポ学園南インター店 655-0008 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区小束台８６８番１０３２

スポーツデポサンシャインワーフ神戸店 658-0027 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区青木１－２－３４

スポーツデポ尼崎道意店 660-0083 兵庫県 兵庫県尼崎市道意町７－１

スポーツデポ尼崎下坂部店 661-0975 兵庫県 兵庫県尼崎市下坂部３丁目２番３０号

STAND IN 甲子園 663-8152 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園町8-15 甲子園プラス 1F

スポーツオーソリティ西宮今津店 663-8226 兵庫県 兵庫県西宮市今津港町1番26号 

スポーツオーソリティ伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 イオンモール伊丹昆陽２F

スポーツデポ中山寺駅前店 665-0874 兵庫県 兵庫県宝塚市中筋５丁目１０番２７号

ヒマラヤ三　田　店 669-1321 兵庫県 兵庫県三田市けやき台１丁目７番 ｾﾝﾁｭﾘ-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾚｽﾎﾟ内

アルペン姫路中地店 670-0975 兵庫県 兵庫県姫路市中地南町４５-１

スポーツオーソリティ姫路大津店 671-1146 兵庫県 兵庫県姫路市大津区大津町2丁目5番 イオンモール姫路大津

スポーツオーソリティ姫路リバーシティ店 672-8064 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区細江2614番地 

スポーツデポ明石大蔵海岸店 673-0879 兵庫県 兵庫県明石市大蔵海岸通２－１

スポーツデポ加古川別府店 675-0124 兵庫県 兵庫県加古川市別府町緑町２番地

アルペン加西北条店 675-2312 兵庫県 兵庫県加西市北条町北条３０８－１

奈良県

アルペン奈良尼辻店 630-8021 奈良県 奈良県奈良市尼辻町乙４３１－１番地

スポーツデポ奈良橿原店 634-0003 奈良県 奈良県橿原市常盤町488番地の1

スポーツオーソリティ奈良橿原店 634-0837 奈良県 奈良県橿原市曲川町7-20-1-316 イオンモール橿原

和歌山県



スポーツオーソリティアーバンステージ和歌山店 640-8451 和歌山県 和歌山県和歌山市中字楠谷573 イオンモール和歌山

スポーツデポ和歌山店 640-8412 和歌山県 和歌山県和歌山市狐島字南汐畑６９１ー２０

スーパースポーツゼビオ和歌山店店 641-0007 和歌山県 和歌山市小雑賀805-1

ヒマラヤ岩  出  店 649-6235 和歌山県 和歌山県岩出市西野１００－２

鳥取県

スポーツデポ鳥取店 680-0903 鳥取県 鳥取県鳥取市晩稲399

ヒマラヤ鳥  取  店 680-0913 鳥取県 鳥取県鳥取市安長７１－１　エディオン２Ｆ

アルペン米子店 683-0805 鳥取県 鳥取県米子市西福原８－１８－３３

スポーツオーソリティ日吉津店 689-3553 鳥取県 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1 イオンモール日吉津　西館

島根県

スポーツデポ松江店 690-0045 島根県 島根県松江市乃白町2068

スポーツオーソリティ出雲店 693-0004 島根県 島根県出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲内2F

スーパースポーツゼビオ出雲店 693-0068 島根県 島根県出雲市姫原4丁目5-1　ゆめタウン出雲　別館スポーツ棟

ヒマラヤ益　田　店 698-0041 島根県 島根県益田市高津７－１９－１４

岡山県

ニューバランスファクトリーストア倉敷 710-0813 岡山県 岡山県倉敷市寿町１２－３ 三井アウトレットパーク倉敷 ２Ｆ

スポーツデポ岡山伊島店 700-0016 岡山県 岡山県岡山市北区伊島町2丁目9番43号

ヒマラヤ岡山豊浜店 700-0853 岡山県 岡山県岡山市南区豊浜町１０番６０号

スポーツオーソリティアウトドアステージ 岡山店 700-0907 岡山県 岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山 5階

スポーツオーソリティアーバンステージ岡山店 700-0907　 岡山県 岡山県岡山市北区下石井１丁目２番１号 イオンモール岡山　4F

ヒマラヤ岡山久米店 701-0144 岡山県 岡山県岡山市北区久米３１０－１

ヒマラヤ津山インター店 708-0842 岡山県 岡山県津山市河辺９１１番地１

スポーツオーソリティ倉敷店 710-8560 岡山県 岡山県倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷

広島県

ニューバランスファクトリーストア広島 731-5162 広島県 広島県広島市佐伯区石内東４－１－１ ＴＨＥＯＵＴＬＥＴＳ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ２Ｆアウトレットフロア ３１３

ヒマラヤフジグラン神辺店 720-2107 広島県 広島県福山市神辺町大字新道上字２丁目１０番２６号 

スポーツデポ福山店 721-0974 広島県 広島県福山市東深津町３－２１－４８

ヒマラヤ尾  道  店 722-0051 広島県 広島県尾道市東尾道１４－１４

ヒマラヤフジグラン三原店 723-0015 広島県 広島県三原市円一町１－１－７　フジグラン三原２Ｆ

スポーツデポ広島八木店 731-0101 広島県 広島県広島市安佐南区八木１－１７－１８

スポーツオーソリティ広島祗園店 731-0196 広島県 広島県広島市安佐南区祇園3丁目2-1 イオンモール広島祇園内2F

ヒマラヤ広島商工センター店 733-0833 広島県 広島県広島市西区商工センター８丁目２番４９号

スーパースポーツゼビオ広島アルパーク店 733-0863 広島県 広島市西区草津南4丁目7-1

スポーツオーソリティ広島店 734-0014 広島県 広島県広島市南区宇品西2-16-51 ベイシティ宇品

スポーツオーソリティ広島府中店 735-0021 広島県 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 イオンモール広島府中

ヒマラヤ呉 駅 前 店 737-0029 広島県 広島県呉市宝町１－１２

ヒマラヤフジグラン東広島店 739-0024 広島県 広島県東広島市西条町御薗宇４４０５番地　フジグラン東広島２階

山口県

ヒマラヤフレスタモールカジル岩国店 740-0021 山口県 山口県岩国市室の木町１－２－３８　フレスタモールカジル岩国２Ｆ

ヒマラヤゆめタウン南岩国店 740-0034 山口県 山口県岩国市南岩国１丁目２０番３０号

ヒマラヤサンリブ下松店 744-0027 山口県 山口県下松市南花岡６－８－１　サンリブ下松２Ｆ

ヒマラヤイオンタウン周南店 746-0025 山口県 山口県周南市古市１丁目４番１号　ｲｵﾝﾀｳﾝ周南店ﾋﾏﾗﾔ棟

スポーツオーソリティイオンタウン防府店 747-0823 山口県 山口県防府市鐘紡町7-1 イオンタウン防府　2F

ヒマラヤ新 下 関 店 751-0869 山口県 山口県下関市伊倉新町５－６－６

スポーツデポ山口店 753-0214 山口県 山口県山口市大内御堀字下堀９６４－１

ヒマラヤ山  口  店 753-0222 山口県 山口県山口市大内矢田南４－１－１

ヒマラヤ小　郡　店 754-0029 山口県 山口県山口市小郡維新町４－１

ヒマラヤフジグラン宇部店 755-0008 山口県 山口県宇部市明神町３丁目１番１号

ヒマラヤおのだサンパーク店 756-8585 山口県 山口県山陽小野田市中川６丁目４番１号　おのだサンパーク２Ｆ

徳島県

スポーツオーソリティ徳島店 770-0865 徳島県 徳島県徳島市南末広町4番1号 イオンモール徳島1,2階

スポーツデポ徳島藍住店 771-1265 徳島県 徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜８７番地２

香川県

ヒマラヤイオンモール綾川店 761-2304 香川県 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１　イオンモール綾川２Ｆ

スポーツオーソリティ高松店 761-8012 香川県 香川県高松市香西本町1番1 イオンモール高松

スポーツデポ高松伏石店 761-8071 香川県 香川県高松市伏石町２１３８番地５

スポーツデポ丸亀店 763-0072 香川県 香川県丸亀市山北町５０－１

愛媛県

スーパースポーツゼビオエミフル松前店 791-3120 愛媛県 愛媛県伊予郡松前町筒井850番

ヒマラヤ松  山  店 791-8025 愛媛県 愛媛県松山市衣山１－１６０

スポーツオーソリティ新居浜店 792-0007 愛媛県 愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜

スポーツオーソリティ今治新都市店 794-0068 愛媛県 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1 イオンモール今治新都市1F

ヒマラヤ今  治  店 794-0811 愛媛県 愛媛県今治市南高下町１－４－２２

アルペン大洲店 795-0064 愛媛県 愛媛県大洲市東大洲６５５番１

ヒマラヤフジグラン川之江店 799-0113 愛媛県 愛媛県四国中央市妻鳥町１１３６番地1

高知県

スポーツオーソリティ高知店 780-0026 高知県 高知県高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知

スポーツデポ高知店 781-5106 高知県 高知県高知市介良乙３１７－１

ヒマラヤフジグラン四万十店 787-0019 高知県 高知県四万十市具同２２２２番地　フジグラン四万十SC内

福岡県

ニューバランスファクトリーストアジ・アウトレット北九州 805-0071 福岡県 北九州市八幡東区東田４丁目１－１ ＴＨＥ ＯＵＴＬＥＴＳ ＫＩＴＡＫＹＵＳＨＵ １階１６１６区画

ニューバランス福岡 810-0001 福岡県 福岡市中央区天神2-5-16 TENJIN216

ニューバランス博多阪急 812-0012 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街1番1号 博多阪急8F

ニューバランスららぽーと福岡 812-8627 福岡県 福岡市博多区那珂6-23-1 2階　25040

スポーツデポ小倉東インター店 800-0255 福岡県 福岡県北九州市小倉南区上葛原二丁目１８番１７号

スポーツデポスペースワールド駅前店 805-0071 福岡県 福岡県北九州市八幡東区東田２－３－９

ヒマラヤ八 幡 西 店 807-0856 福岡県 福岡県北九州市八幡西区八枝２丁目１番３号

スポーツオーソリティアウトドアステージ 若松店 808-0103 福岡県 福岡県北九州市若松区二島1-3-1 イオン若松ショッピングセンター2階

STAND IN @ FTビル 天神 810-0004 福岡県 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目8-28 FTビル 2階

ヒマラヤ福岡新宮店 811-0120 福岡県 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前２丁目６番１５号

スポーツオーソリティ福岡店 811-2303 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡2階

スポーツオーソリティ福津店 811-3209 福岡県 福岡県福津市日蒔野6丁目16番地の1 イオンモール福津　2階

ヒマラヤくりえいと宗像店 811-4184 福岡県 福岡県宗像市くりえいと２丁目１番１号

スーパースポーツゼビオゆめタウン博多店 812-0055 福岡県 福岡県福岡市東区東浜1-1-1

STAND IN 福岡本店 812-0063 福岡県 福岡県福岡市東区原田4丁目2-14

スポーツデポ福岡香椎店 813-0015 福岡県 福岡県福岡市東区香椎団地１番２０号

スーパースポーツゼビオ春日店 816-0814 福岡県 福岡県春日市春日5-51

スポーツデポ太宰府インター店 816-0912 福岡県 福岡県大野城市御笠川２－１８－５

ヒマラヤイオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１　イオンモール筑紫野店２Ｆ

スポーツデポマリノアシティ福岡店 819-0001 福岡県 福岡県福岡市西区小戸２－１２－３０

スーパースポーツゼビオ福岡木の葉モール橋本店 819-0031 福岡県 福岡県福岡市西区橋本2丁目27番2号　木の葉モール橋本　2F

スポーツオーソリティ福岡伊都店 819-0379 福岡県 福岡県福岡市西区北原1丁目3番1号 イオンモール福岡伊都　別館1階

ヒマラヤ飯  塚  店 820-0088 福岡県 福岡県飯塚市弁分２－１

スポーツオーソリティ直方店 822-0008 福岡県 福岡県直方市湯野原2丁目1-1 イオンモール直方

ヒマラヤコスタ行橋店 824-0038 福岡県 福岡県行橋市西泉６－１－１　コスタ行橋２Ｆ

スポーツデポ久留米櫛原店 830-0003 福岡県 福岡県久留米市東櫛原町３７０－３

スポーツオーソリティ大牟田店 836-0037 福岡県 福岡県大牟田市岬町3-4 イオンモール大牟田

スポーツオーソリティ小郡店 838-0115 福岡県 福岡県小郡市大保字弓場110 イオン小郡ショッピングセンター

スーパースポーツゼビオ久留米店 839-0865 福岡県 福岡県久留米市新合川1-3-30

佐賀県

ニューバランスファクトリーストア鳥栖 841-0005 佐賀県 佐賀県鳥栖市弥生が丘８－１ 鳥栖プレミアム・アウトレット 区画５３０

スポーツオーソリティ唐津店 847-0022 佐賀県 佐賀県唐津市鏡立神4671番地 イオン唐津ショッピングセンター　2階



スポーツデポ唐津店 847-0084 佐賀県 佐賀県唐津市和多田西山１番３号

スポーツデポ佐賀店 849-0914 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫北六丁目6番1号

スーパースポーツゼビオ佐賀店 849-0919 佐賀県 佐賀市兵庫北五丁目14番1号

長崎県

ヒマラヤ南 長 崎 店 850-0971 長崎県 長崎県長崎市磯道町３７－５　　

スポーツデポ長崎時津店 851-2108 長崎県 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1320－109

ヒマラヤ諫　早　店 854-0036 長崎県 長崎県諫早市長野町１５９６－１

スポーツデポ諫早インター店 854-0066 長崎県 長崎県諫早市久山町2303番地1

ヒマラヤ大  村  店 856-0836 長崎県 長崎県大村市幸町２５番２２７

STAND IN 佐世保店 857-0878 長崎県 長崎県佐世保市山県町6-11

スポーツデポ佐世保大塔インター店 857-1161 長崎県 長崎県佐世保市大塔町8番地57

ヒマラヤ佐 世 保 店 857-1165 長崎県 長崎県佐世保市大和町９７８－６

熊本県

スポーツデポ南熊本店 860-0812 熊本県 熊本県熊本市南熊本３丁目５番１

スーパースポーツゼビオ熊本本山店 860-0822 熊本県 熊本県熊本市中央区本山町143-4

スポーツオーソリティ熊本店 861-3106 熊本県 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 イオンモール熊本

スポーツオーソリティアウトドアステージ 西熊本店 861-4132 熊本県 熊本県熊本市南区上之郷2-16-1 イオンタウン西熊本

スポーツデポ熊本インター店 861-8044 熊本県 熊本県熊本市東区神園１丁目１番５号

スポーツオーソリティ八代店 866-0013 熊本県 熊本県八代市沖町六番割 3987-3 イオン八代　2 階

スポーツデポ宇土店 869-0411 熊本県 熊本県宇土市水町５０番１

スーパースポーツゼビオ熊本光の森店 869-1108 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目39-1

大分県

スポーツオーソリティパークプレイス大分店 870-0174 大分県 大分県大分市公園通り西2丁目1番 パークプレイス大分

スーパースポーツゼビオ大分店 870-1132 大分県 大分市光吉382番1

スポーツデポ大分店 870-1155 大分県 大分県大分市玉沢755-1　トキハわさだタウン内

ヒマラヤ中　津　店 871-0012 大分県 大分県中津市宮夫２２３－１

アルペン佐伯店 876-0047 大分県 大分県佐伯市鶴岡西町１丁目166番地

ヒマラヤ日  田  店 877-0082 大分県 大分県日田市大字渡里３３－３

宮崎県

スーパースポーツゼビオ宮崎花ヶ島店 880-0036 宮崎県 宮崎市花ヶ島町小物町2653番地

スポーツオーソリティ宮崎店 880-0834 宮崎県 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎 

スーパースポーツゼビオ宮崎店 880-0905 宮崎県 宮崎市中村西3-4-14

スポーツデポニトリモール宮崎店 880-0927 宮崎県 宮崎県宮崎市源藤町東田４５４番地

スポーツデポ延岡多々良店 882-0056 宮崎県 宮崎県延岡市岡富町１５１番地

ヒマラヤ延  岡  店 882-0861 宮崎県 宮崎県延岡市別府町４４０５

スポーツデポ都城店 885-0004 宮崎県 宮崎県都城市都北町５７４０

ヒマラヤ都　城　店 885-0006 宮崎県 宮崎県都城市吉尾町１３５－１

鹿児島県

スポーツデポフレスポジャングルパーク店 890-0062 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目11番1号

スーパースポーツゼビオオプシア鹿児島店 890-0073 鹿児島県 鹿児島市宇宿2丁目3番5号

スポーツデポ鹿児島宇宿店 890-0073 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目２番１８号

スポーツオーソリティ鹿児島店 891-0115 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島　3階

ヒマラヤ鹿屋バイパス店 893-0023 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市笠之原町２０６６番１

ヒマラヤ薩摩川内店 895-0074 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市原田町１４－１

ヒマラヤ出  水  店 899-0137 鹿児島県 鹿児島県出水市今釜町７６４

ヒマラヤ霧島隼人店 899-5117 鹿児島県 鹿児島県霧島市隼人町見次５４５　サンキュー隼人店1階

スポーツオーソリティイオンタウン姶良店 899-543 鹿児島県 鹿児島県姶良市東餅田336 イオンタウン姶良2階

沖縄県

スポーツデポ天久店 900-0005 沖縄県 沖縄県那覇市天久１－２－１

スポーツデポ豊崎店 901-0225 沖縄県 沖縄県豊見城市字豊崎１―４１１

スポーツデポ浦添パルコシティ店 901-2123 沖縄県 沖縄県浦添市西洲3丁目1-1　区画2037

スーパースポーツゼビオ宜野湾店 901-2224 沖縄県 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目28番3号

スポーツオーソリティ沖縄ライカム店 901-2306 沖縄県 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 イオンモール沖縄ライカム2階

スポーツデポ具志川店 904-2235 沖縄県 沖縄県うるま市字前原徳森原３６０

スーパースポーツゼビオうるま店 904-2235 沖縄県 沖縄県うるま市字前原183-9

ヒマラヤイオン名護店 905-0012 沖縄県 沖縄県名護市字名護見取川原４４７２　イオン名護１Ｆ


