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Customer

ニューバランス公式オンラインストア

メガスポーツ（スポーツオーソリティオンラインショップ）

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 札幌市中央区北三条西三丁目1番44 B1

スポーツオーソリティ札幌平岡店 004-0873 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 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

スポーツオーソリティ札幌苗穂店 007-0802 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

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

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

青森県

スポーツオーソリティつがる柏店 038-3107 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 上北郡おいらせ町中野平40-1イオンモール下田

岩手県

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

スポーツオーソリティイオンタウン釜石店 026-0011 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

宮城県

スポーツオーソリティ名取店 981-1227 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

秋田県

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

福島県

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

茨城県

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

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

スポーツオーソリティ新ひたちなか店 312-0005 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

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

群馬県

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

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

埼玉県

スポーツオーソリティ川口前川店 333-0842 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 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 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 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

スポーツオーソリティ越谷レイクタウン店 343-0828 埼玉県 越谷市ﾚｲｸタウン3丁目1-1    ←H26.11.15より住所変更イオンレイクタウン　MORI 2F

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

スポーツオーソリティ羽生店 348-0039 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 川越市泉町2-10

スポーツオーソリティ熊谷店 360-0804 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 上尾市愛宕3丁目8番1号イオンモール上尾2階

千葉県

スポーツオーソリティ幕張新都心店 261-8535 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松戸店 270-0027 千葉県 松戸市二ツ木1782-1 プチモール フタツギ

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

スポーツオーソリティ津田沼店 275-0016 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 八千代市緑が丘2-1-3イオンモール八千代緑が丘

スポーツオーソリティ野田店 278-0031 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 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 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

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

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

東京都

ニューバランス銀座 104-0061 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 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 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 世田谷区玉川3-17-1 玉川髙島屋S・C 南館5F

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

スポーツオーソリティ東久留米店 203-0023 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

神奈川県

スポーツオーソリティ新百合ヶ丘店 215-0021 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 横浜市西区みなとみらい3-5-1MARK IS みなとみらいB2F

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 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上大岡店 233-0002 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

スポーツオーソリティ座間店 252-0012 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
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スポーツオーソリティ西橋本店 252-0131 神奈川県 相模原市緑区西橋本5丁目4番3号0

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

新潟県

スポーツオーソリティ新潟南店 950-0150 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

富山県

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

石川県

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

長野県

スポーツオーソリティ松本店 390-8560 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

岐阜県

スポーツオーソリティ岐阜マーサ21店 502-0882 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 大垣市三塚町丹瀬463番地1イオンタウン大垣

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

静岡県

スポーツオーソリティ浜松志都呂店 432-8069 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

愛知県

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

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

スポーツオーソリティ豊川店 442-8550 愛知県 豊川市白鳥町兎足1-16イオンモ-ル豊川 1F

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

スポーツオーソリティ名古屋茶屋店 455-0858 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 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

スポーツオーソリティ大高店 459-8016 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

スポーツオーソリティ三好店 470-0224 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

スポーツオーソリティ東浦店 470-2102 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

スポーツオーソリティ常滑店 479-0882 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

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

三重県

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 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

スポーツオーソリティ東員店 511-0255 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 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 鈴鹿市庄野羽山4-1-2イオンモール鈴鹿

滋賀県

スポーツオーソリティ大津京店 520-0025 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

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

京都府

スポーツオーソリティ京都桂川店 601-8211　 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

スポーツオーソリティイオンタウン久御山店 613-0024 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

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 大阪市西区北堀江1-6-2 サンワールドビル

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

スポーツオーソリティ四條畷店 575-0001 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

スポーツオーソリティりんくう泉南店 590-0535 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

兵庫県

スポーツオーソリティ神戸南店 652-0844 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

スポーツオーソリティ西宮今津店 663-8226 兵庫県 西宮市今津港町1番26号0

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

スポーツオーソリティ姫路大津店 671-1146 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 姫路市飾磨区細江2614番地

奈良県

スポーツオーソリティ奈良橿原店 634-0837 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 和歌山市中字楠谷573イオンモール和歌山

鳥取県

スポーツオーソリティ日吉津店 689-3553 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

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

岡山県

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 岡山市北区下石井１丁目２番１号イオンモール岡山　4F

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

広島県

スポーツオーソリティ広島祗園店 731-0196 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

スポーツオーソリティ広島店 734-0014 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 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中

山口県

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



徳島県

スポーツオーソリティ徳島店 770-0865 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

香川県

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

愛媛県

スポーツオーソリティ新居浜店 792-0007 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 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

高知県

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

福岡県

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

スポーツオーソリティ福岡店 811-2303 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 福津市日蒔野6丁目16番地の1イオンモール福津　2階

スポーツオーソリティ福岡伊都店 819-0379 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

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

スポーツオーソリティ大牟田店 836-0037 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 小郡市大保字弓場110イオン小郡ショッピングセンター

佐賀県

スポーツオーソリティ唐津店 847-0022 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

熊本県

スポーツオーソリティ熊本店 861-3106 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八代店 866-0013 熊本県 八代市沖町六番割 3987-3イオン八代　2 階

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 大分市公園通り西2丁目1番パークプレイス大分

宮崎県

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

スポーツオーソリティ新利府店 981-0114 宮崎県 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

鹿児島県

スポーツオーソリティ鹿児島店 891-0115 鹿児島県 鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島　3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 姶良市東餅田336イオンタウン姶良2階

沖縄県

スポーツオーソリティ沖縄ライカム店 901-2306 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


