
WHY YOU RUNキャンペーン

対象オンラインショップ一覧
ショップ名

ニューバランス公式オンラインストア https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEfuelcell

Amazon.co.jp https://www.amazon.co.jp/stores/page/96172830-94CB-48B8-97F9-19CBCAE87314?ingress=0&visitId=f6acb753-563e-4040-9b61-3b3b4e541bc0&ref_=ast_bln

エビスヤスポーツ https://www.ebisuyasports.jp

オオミヤスポーツ http://www.ohmiya-sports.net/

ギャラリー２ https://www.gallery2.co.jp/?gclid=EAIaIQobChMIqMKBs5HT6gIVUnRgCh2dWQYEEAAYASAAEgJv4vD_BwE

コイケスポーツ https://www.koikesports.com/

ステップスポーツ https://step-japan.jp/sports/

スポーツオーソリティ https://www.sportsauthority.jp/shop/c/cSA/

スポーツデポ・アルペン https://store.alpen-group.jp/

スポーツマリオ https://www.sportsmario.net/

スーパースポーツゼビオ https://www.supersports.com/ja-jp/xebio

ヒマラヤスポーツ https://www.himaraya.co.jp/category/feature_newbalance_why_you_run_cp

フタバスポーツ https://www.futaba-soccerspike.net/

フライトスポーツ https://www.flight-sp.jp/shop/

マツバラスポーツ https://www.matsubarasports.com/

モリヤマスポーツ https://www.morispo.shop/

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
ニューバランス札幌 060-0062 北海道 北海道札幌市中央区南2条西4-11

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２番　１０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２丁目１番８号　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 新発寒店 006-0804 北海道 北海道札幌市手稲区新発寒四条1-1-85

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

アルペン函館梁川店 040-0015 北海道 北海道函館市梁川町１５番２７号　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 函館昭和ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ店 041-0812 北海道 北海道函館市昭和1-29-1

アルペン小樽店 047-0016 北海道 北海道小樽市信香町３番８号　　　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ モルエ室蘭中島店 050-0075 北海道 北海道室蘭市中島本町1-1-11

スーパースポーツゼビオ 苫小牧柳町店 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１９番地　　　　　　　　　　　

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丁目８番地２　　　　　　　　　　　　

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

ゼビオスポーツエクスプレス アリオ札幌店 065-0007 北海道 北海道札幌市東区北7条東9丁目2番20号

アルペン千歳店 066-0039 北海道 北海道千歳市富士３丁目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

スーパースポーツゼビオ 滝川店 073-0024 北海道 北海道滝川市東町8丁目311-1

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　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 帯広いっきゅう店 080-2469 北海道 北海道帯広市西十九条南2-30-5

スポーツビーイング 088-0621 北海道 北海道釧路郡釧路町桂木３－５

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丁目８番地　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 釧路店 088-0622 北海道 北海道釧路郡釧路町木場1-3-4

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 北見店 090-0836 北海道 北海道北見市東三輪4丁目12-2

青森県
スーパースポーツゼビオ 青森中央店 030-0847 青森県 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 ピアドゥ八戸店 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 弘前高田店 036-8084 青森県 青森県弘前市大字高田5-1-1

スーパースポーツゼビオ 五所川原エルム店 037-0004 青森県 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻509-1

スポーツデポ青森店 038-0006 青森県 青森県青森市三好２丁目１番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

岩手県
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七丁目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

スーパースポーツゼビオ 紫波店 028-3303 岩手県 岩手県紫波郡紫波町高水寺欠上り2-1

宮城県
ステップスポーツ　仙台店 980-0811 宮城県 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-27 フィットエル仙台一番町 1F

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四丁目１１番３６号　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 仙台泉中央店 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

スーパースポーツゼビオ ザ・モール仙台長町店 982-0011 宮城県 宮城県仙台市太白区長町7-20-3

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三丁目３番地の４　　　　　　　　　　

スポーツオーソリティ石巻店 986-0866 宮城県 宮城県石巻市茜平四丁目104番地イオンモール石巻1階

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

スーパースポーツゼビオ イオンタウン古川店 989-6223 宮城県 宮城県大崎市古川字筒場浦15

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

スポーツデポ秋田茨島店 010-0065 秋田県 秋田県秋田市茨島四丁目３番２０号　　　　　　　　　　　　　　

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

スーパースポーツゼビオ イオンモール大曲店 014-0033 秋田県 秋田県大仙市和合字坪立177

山形県
スポーツデポ山形店 990-0810 山形県 山形県山形市馬見ケ崎４丁目４番１５号　　　　　　　　　　　　

カスカワスポーツ本店 990-2413 山形県 山形市南原町2丁目11-1

スーパースポーツゼビオ 山形吉原店 990-2453 山形県 山形県山形市若宮4丁目4番17号

スーパースポーツゼビオ 米沢店 992-0012 山形県 山形県米沢市金池6丁目7-1

スーパースポーツゼビオ 天童店 994-0082 山形県 山形県天童市芳賀ﾀｳﾝ北一丁目8番24号

富士スポーツ村山店 995ｰ0033 山形県 山形県村山市楯岡新町１－１０－２

スーパースポーツゼビオ ル・パークみかわ店 997-1316 山形県 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端291-1

富士スポーツ尾花沢店 999ｰ4200 山形県 山形県尾花沢市新町１丁目４－３４　

福島県
スーパースポーツゼビオ 福島矢野目店 960-0112 福島県 福島県福島市南矢野目字桜内39-2

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

スーパースポーツゼビオ メガステージ白河店 961-0853 福島県 福島県白河市字新高山8

スーパースポーツゼビオ メガステージ須賀川店 962-0826 福島県 福島県須賀川市広表19番1
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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　　　　　　　　　　　　　　　

ゼビオスポーツエクスプレス アティ郡山店 963-8002 福島県 福島県郡山市駅前1-16-7 ｱﾃｨ郡山5階

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 会津若松町北店 965-0053 福島県 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下158

遠藤スポーツ 970-8026 福島県 福島県いわき市平中町７－４

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
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 ドームつくば学園東大通り店 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　　　　　　　　　　　　

スポーツデポ守谷店 302-0110 茨城県 茨城県守谷市百合ヶ丘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

スポーツオーソリティつくば店 305-0071 茨城県 茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば　２F

スーパースポーツゼビオ イーアスつくば店 305-0817 茨城県 茨城県つくば市研究学園5丁目19番地

カムイ古河店 306-0004 茨城県 茨城県古河市雷電町1-18  2F

スーパースポーツゼビオ 水戸店 310-0852 茨城県 茨城県水戸市笠原町188-1

カムイ水戸店 310-0852 茨城県 茨城県水戸市笠原町978-39

スポーツデポ水戸南店 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番地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番地ﾆｭｰﾎﾟｰﾄひたちなかﾌｧｯｼｮﾝｸﾙｰｽﾞ

カムイ鹿嶋店 314-0034 茨城県 茨城県鹿嶋市鉢形1513

アルペン神栖店 314-0141 茨城県 茨城県神栖市居切１４５６－５１　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 日立城南店 317-0077 茨城県 茨城県日立市城南町3丁目4-3

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

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

スーパースポーツゼビオ 宇都宮石井店 321-0904 栃木県 栃木県宇都宮市陽東8-22-1

ゼビオスポーツエクスプレス トナリエ宇都宮店 321-0964 栃木県 栃木県宇都宮市駅前通り1丁目4番6号

岩渕スポ－ツ 321-0974 栃木県 栃木県宇都宮市竹林町１０８７－２

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丁目２番１号　　　　　　　　　　　　　　

スポーツデポＨＷ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　　　　　

カムイ小山店 323-0806 栃木県 栃木県小山市大字中久喜1219-1

スーパースポーツゼビオ 小山店 323-0822 栃木県 栃木県小山市駅南町2-30-20

奈良スポーツ 324-0058 栃木県 栃木県大田原市紫塚２－２６０９－９７

村上運動具店 325-0057 栃木県 栃木県那須塩原市黒磯幸町３－７

スーパースポーツゼビオ 足利店 326-0831 栃木県 栃木県足利市堀込町2485-2

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

OUTSIDE　THE　BOX高崎オーパ店 370-0849 群馬県 群馬県高崎市八島町46－1高崎オーパ2階

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　　　　　　　　　　　　　　

ゼビオスポーツエクスプレス 伊勢崎店 372-0801 群馬県 群馬県伊勢崎市宮子町2806

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　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ スマーク伊勢崎店 379-2224 群馬県 群馬県伊勢崎市西小保方町368 ｽﾏｰｸ2F

埼玉県
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

ステップスポーツ　大宮店 330-0854 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3-2 泰伸ビル1F

カムイ大宮西店 331-0052 埼玉県 埼玉県さいたま市西区三橋6-607-13 ｲｵﾝ大宮西店 4F

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　

スーパースポーツゼビオ イオンモール川口 333-0834 埼玉県 埼玉県川口市安行領根岸3180

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

モリ商会コルソ店 336-0011 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区高砂　１－１２－１コルソ３Ｆ

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　　　　　　　　　

スポーツマリオ草加店 340-0015 埼玉県 埼玉県草加市高砂2-9-1　 草加マルイ4F

スーパースポーツゼビオ アリオ鷲宮店 340-0212 埼玉県 埼玉県久喜市久本寺字谷田7-1 ｱﾘｵ鷲宮 2F

カムイ三郷店 341-0044 埼玉県 埼玉県三郷市戸ｹ崎2-302

スーパースポーツゼビオ ららぽーと新三郷店 341-8550 埼玉県 埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3-1-1ANNEX棟40001 3F

カムイ越谷店 343-0025 埼玉県 埼玉県越谷市大沢534 専門店ﾌﾟﾗｻﾞﾘﾝﾃﾞﾝ1F･2F

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    ←H26.11.15より住所変更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

カムイ坂戸店 350-0219 埼玉県 埼玉県坂戸市片柳2211

ときわスポーツ川越アスリート 350-1122 埼玉県 埼玉県川越市脇田町33-10-11

フタバスポーツ朝霞本店 351-0015 埼玉県 埼玉県朝霞市幸町３－４－１５

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

スポーツマリオ志木店 353-0004 埼玉県 埼玉県志木市本町5-26-1　マルイファミリー志木5F

スーパースポーツゼビオ 埼玉ららぽーと富士見店 354-8560 埼玉県 埼玉県富士見市山室1-1313 3階35100

スーパースポーツゼビオ ピオニウォーク東松山店 355-0048 埼玉県 埼玉県東松山市あずま町4丁目3番地

カムイ所沢店 359-0001 埼玉県 埼玉県所沢市下富664-1

ヴィクトリア 所沢店 359-0026 埼玉県 埼玉県所沢市牛沼322-4

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

カムイ熊谷店 360-0811 埼玉県 埼玉県熊谷市原島1247-1

カムイ上尾店 362-0017 埼玉県 埼玉県上尾市二ﾂ宮1080-1

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

スーパースポーツゼビオ アリオ上尾店 362-0046 埼玉県 埼玉県上尾市大字1丁目字上原351

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
ときわスポーツ千葉店 260-0045 千葉県 千葉県千葉市中央区弁天1-15-2

スーパースポーツゼビオ アリオ蘇我店 260-0835 千葉県 千葉県千葉市中央区川崎町52番地7

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　ｱｸﾃｨﾌﾞﾓｰﾙ内

ゼビオスポーツエクスプレス 千葉浜野 266-0026 千葉県 千葉県千葉市緑区古市場町904-12

ヴィクトリア おゆみ野店 266-0033 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5丁目19番地7

スポーツオーソリティアーバンステージテラスモール松戸店 270-0023 千葉県 千葉県松戸市八ヶ崎2－8－1テラスモール松戸　3階

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

スーパースポーツゼビオ 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 270-0139 千葉県 千葉県流山市おおたかの森南一丁目5番地1 

栃木県



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　（木Ｂ７０街区１）　

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

スポーツデポ市川店 272-0015 千葉県 千葉県市川市鬼高３丁目２８－１６　　　　　　　　　　　　　　

ときわスポーツパシオン船橋店 273-0012 千葉県 千葉県船橋市浜町2-2-7　ビビット南船橋南館3階

スーパースポーツゼビオ ららぽーとTOKYO-BAY店 273-0012 千葉県 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽｰとTOKYO-BAY 北館2F

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

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

スーパースポーツゼビオ ﾌﾙﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ八千代店 276-0028 千葉県 千葉県八千代市村上南1丁目4-1

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

ステップスポーツ　柏店 277-0005 千葉県 千葉県柏市柏1-5-16

スーパースポーツゼビオ モラージュ柏店 277-0837 千葉県 千葉県柏市大山台2-3

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

ゼビオスポーツエクスプレス かしわ沼南WOOWCITY店 277-0924 千葉県 千葉県柏市風早1-3-13

スポーツデポららぽーと柏の葉店 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丁目１７番地　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ イオンタウン成田富里店 286-0025 千葉県 千葉県成田市東町133番地

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

スーパースポーツゼビオ イオンモール銚子店 288-0815 千葉県 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 ｲｵﾝ銚子ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

スポーツデポ市原五井店 290-0050 千葉県 千葉県市原市更級１丁目９番地８　　　　　　　　　　　　　　　

カムイ市原店 290-0062 千葉県 千葉県市原市八幡333ｰ1 2F

ヒマラヤユニモちはら台店 290-0194 千葉県 千葉県市原市ちはら台西３丁目４番－２００１

スポーツデポ木更津金田店 292-0009 千葉県 千葉県木更津市金田東二丁目１４番地１　　　　　　　　　　　　

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　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 玉川高島屋S・C 南館5F　

ニューバランス新宿小田急ハルク 160-0023 東京都 東京都新宿区西新宿1-1-3 小田急百貨店 新宿店 ハルクスポーツ2F

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

ステップスポーツ　東京本店 113-0033 東京都 東京都文京区本郷1-14-3

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

ヴィクトリア 加平インター店 121-0055 東京都 東京都足立区加平2-4-1

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

スポーツマリオ亀有店 125-0061 東京都 東京都葛飾区亀有3-49-3　アリオ亀有2F

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ｵﾘﾅｽｺｱ1F

スポーツマリオ錦糸町店 130-0022 東京都 東京都墨田区江東橋3-9-10　マルイ錦糸町5F

ゼビオスポーツエクスプレス イトーヨーカ堂曳舟店 131-0046 東京都 東京都墨田区京島1-2-1ｲﾄｰﾖｰｶ堂曳舟店3F

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

スーパースポーツゼビオ ダイバーシティ東京プラザ店 135-0064 東京都 東京都江東区青海1-1-40 4F 40110

スーパースポーツゼビオ ららぽーと豊洲店 135-8614 東京都 東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽｰと豊洲2F

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　　　　　　　　　　　　　　　　

ヴィクトリア 蒲田店 144-0052 東京都 東京都大田区蒲田5-47-7

スーパースポーツゼビオ 渋谷公園通り店 150-0042 東京都 東京都渋谷区宇田川町19-3

スポーツマリオ新宿髙島屋店 151-0051 東京都 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2　新宿髙島屋ウェルビーフィールド8F

ギャラリー２　新宿店　４Ｆ 160-0022 東京都 東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿4F

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

アルペン高井戸店 168-0072 東京都 東京都杉並区高井戸東４－１－１３　２Ｆ　　　　　　　　　　　

ヴィクトリア スポーツモール池袋東口店 170-0013 東京都 東京都豊島区東池袋3丁目3番5号

ヴィクトリア 池袋西口店 171-0021 東京都 東京都豊島区西池袋3-29-1

ヴィクトリア 光が丘店 179-0073 東京都 東京都練馬区田柄4丁目38

ときわスポーツ吉祥寺店 180-0002 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-7-19

ゼビオスポーツエクスプレス 丸井吉祥寺店 180-8552 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-7-1丸井吉祥寺店5F

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

ときわスポーツ調布店 182-0026 東京都 東京都調布市小島町2-51-9　高野ビル2階

スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店 182-0036 東京都 東京都調布市飛田給1丁目34番地17

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　　　　　　　　　　　　

ときわスポーツ小金井本店 184-0004 東京都 東京都小金井市本町2-5-5

スポーツマリオ国分寺店 185-8562 東京都 東京都国分寺市南町3-20-3　国分寺マルイ5F

ステップスポーツ　立川店 190-0012 東京都 東京都立川市曙町2-10-1　ふどうやビル1Ｆ

スーパースポーツゼビオ ららぽーと立川立飛店 190-0015 東京都 東京都立川市泉町935番地1 1階 ｢12500｣

スーパースポーツゼビオ イオンモール日の出店 190-0182 東京都 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3

カムイザモールみずほ店 190-1203 東京都 東京都西多摩郡瑞穂町高根623  ｻﾞ･ﾓｰﾙみずほ16 内 3F

ときわスポーツパシオン八王子店 192-0046 東京都 東京都八王子市明神町4-7-4

ヴィクトリア セレオ八王子店 192-0083 東京都 東京都八王子市旭町1-1ｾﾚｵ八王子 北館8F

スポーツデポＧＷ多摩店 192-0363 東京都 東京都八王子市別所２－５６　　　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ イーアス高尾店 193-0834 東京都 東京都八王子市東浅川町550-1 ｲｰｱｽ高尾2F

ときわスポーツ町田アスリート 194-0013 東京都 東京都町田市原町田1-1-3　ハイストーンビル2階

ギャラリー２　町田店 194-0013 東京都 東京都町田市原町田6-8-1 レミィ町田 3F

ヴィクトリア 町田東急ツインズ店 194-0013 東京都 東京都町田市原町田6-4-1ﾂｲﾝｽﾞWEST 1･2F

スーパースポーツゼビオ 多摩境店 194-0215 東京都 東京都町田市小山が丘3-5-1

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　　　　　　　　　　　　　　

ときわスポーツ福生店 197-0021 東京都 東京都福生市東町10-9

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

スポーツオーソリティ多摩センター店 206-0033 東京都 東京都多摩市落合1-45-2

カムイ フレスポ若葉台店 206-0824 東京都 東京都稲城市若葉台2-4-2 ﾌﾚｽﾎﾟ若葉台店2F

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ｰ3ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山 ﾉｰｽﾀﾜｰ2F

神奈川県
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　　　　　　　　　　　　

スポーツマリオ武蔵小杉店 211-0004 神奈川県 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135　グランツリー武蔵小杉2F

スポーツマリオ溝口店 213-0001 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1　マルイファミリー志木5F溝口6F

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

ステップスポーツ　横浜店 220-0004 神奈川県 神奈川県横浜市西区北幸1-5-5　小池ビル1F

スポーツマリオ横浜店 220-0011 神奈川県 神奈川県横浜市西区高島2-19-12　マルイシティ横浜5F

スーパースポーツゼビオ みなとみらい東急スクエア店 220-0012 神奈川県 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-2 

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3-5-1MARK IS みなとみらいB2F

ときわスポーツパシオン横浜店 221-0056 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区金港町６－２２

スーパースポーツゼビオ トレッサ横浜店 222-0002 神奈川県 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地 ﾄﾚｯｻ横浜 北棟3F

ギャラリー２　港北店 224-0003 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポートモール4F

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

スーパースポーツゼビオ ららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽｰと横浜3F

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　　　　　　　　　　　　　

ギャラリー２　海老名店 243-0432 神奈川県 神奈川県海老名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館3階

エルブレス ららぽーと海老名店 243-0482 神奈川県 神奈川県海老名市扇町１３番１号

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

ヴィクトリア オーロラモール東戸塚店 244-0801 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区品濃町536-1ｵｰﾛﾗﾓｰﾙ東戸塚ｱﾈｯｸｽ1F

スーパースポーツゼビオ テラスモール湘南店 251-0041 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1

カムイ座間店 252-0003 神奈川県 神奈川県座間市ひばりが丘4-11-1ﾗｲｽﾞﾓｰﾙひばりが丘1F

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

スーパースポーツゼビオ アリオ橋本店 252-0146 神奈川県 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 

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　　　　　　　　　　

カムイ相模原店 252-0227 神奈川県 神奈川県相模原市中央区光が丘3-31-25

ヴィクトリア 湘南台店 252-0804 神奈川県 神奈川県藤沢市湘南台7-53-3

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　　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ ららぽーと平塚店 254-0031 神奈川県 神奈川県平塚市天沼10-1 1階 ｢14060｣

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
オオミヤ 940-0856 新潟県 新潟県長岡市美沢3丁目469番地

スーパースポーツゼビオ 長岡リバーサイド千秋店 940-2093 新潟県 新潟県長岡市千秋二丁目1087番地1 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ千秋ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ1F

スーパースポーツゼビオ 長岡店 940-2103 新潟県 新潟県長岡市古正寺1丁目180

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　　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 上越店 942-0063 新潟県 新潟県上越市下門前1968番地

ヒマラヤ柏  崎  店 945-0811 新潟県 新潟県柏崎市岩上７－１４

エビスヤプラザ店 948-0056 新潟県 新潟県十日町市上島丑700-7

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　　　　　　　　　　　　　　　

ゼビオスポーツエクスプレス 新潟駅店 950-0086 新潟県 新潟県新潟市中央区花園一丁目1番21号 CoCoLo南館

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

スーパースポーツゼビオ 新潟亀田店 950-0156 新潟県 新潟県新潟市江南区早苗4-3-3

ステップスポーツ　新潟店 950-0909 新潟県 新潟県新潟市中央区八千代2丁目1-2　万代シティ・ビルボードプレイス 4F 408区画

スーパースポーツゼビオ 新潟桜木インター店 950-0983 新潟県 新潟県新潟市中央区神道寺2-6-19

かわむら運動具店 950-0992 新潟県 新潟県新潟市中央区上所上1-6-8

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　　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ アピタ新潟西店 950-2023 新潟県 新潟県新潟市西区小新5丁目7番地21号

ゼビオスポーツ 燕三条店 955-0092 新潟県 新潟県三条市須頃1-44

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　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 新発田店 957-0063 新潟県 新潟県新発田市新栄町3-3-2

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

富山県
スーパースポーツゼビオ アピタ富山東店 930-0835 富山県 富山県富山市上冨居3-8-38

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　　　　　　　　　　　　　　　　　

スポーツオーソリティとなみ店　 939-1344 富山県 富山県砺波市中神一丁目174ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ　1階

アルペンイータウンとなみ店 939-1365 富山県 富山県礪波市三島町１１番２６号　　　　　　　　　　　　　　　

スポーツデポ婦中店 939-2706 富山県 富山県富山市婦中町速星１２３番地の１　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 富山蜷川店 939-8222 富山県 富山県富山市蜷川183

石川県
スーパースポーツゼビオ ｱﾋﾟﾀﾀｳﾝ金沢ﾍﾞｲ店 920-0333 石川県 石川県金沢市無量寺四丁目102番地-1

ステップスポーツ　金沢店 920-0981 石川県 石川県金沢市片町2丁目8番20号 片町冨田ビル

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番地　　　　　　　　　　　　　　

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工地内仮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

スーパースポーツゼビオ イオンモール金沢白山 924-0011 石川県 石川県白山市横江町土地区画整理事業施工地区1街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ白山 2階

スーパースポーツゼビオ フェアモール松任店 924-0817 石川県 石川県白山市幸明町150

スポーツオーソリティかほく店 929-1198 石川県 石川県かほく市内日角タ25番イオンモールかほく1階

福井県
スーパースポーツゼビオ ﾌｪｱﾓｰﾙ福井大和田店 910-0802 福井県 福井県福井市大和田町2-1230

スポーツデポ福井大和田店 910-0836 福井県 福井県福井市大和田町１丁目３０８番地　　　　　　　　　　　　

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　　　　　　　　　　　　　　　

カムイ甲府店 400-0826 山梨県 山梨県甲府市西高橋町134-1

スポーツデポ富士河口湖店 401-0302 山梨県 山梨県南都留郡富士河口湖町小立８０１２－１　　　　　　　　　

カムイ吉田店 403-0032 山梨県 山梨県富士吉田市上吉田東6-1-39

スポーツオーソリティ甲府昭和店 409-3852 山梨県 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1イオンモール甲府昭和2階

長野県
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番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　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 佐久平店 385-0022 長野県 長野県佐久市岩村田字挟石1444-1

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　　　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ アリオ上田店 386-0025 長野県 長野県上田市天神3丁目5番1号 ｱﾘｵ上田2F

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丁目５番４２号　　　　　　　　　　　　　

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 諏訪店 392-0013 長野県 長野県諏訪市沖田町3-7

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　　　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 飯田鼎店 395-0804 長野県 長野県飯田市鼎名古熊651

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

カムイ高森店 399-3102 長野県 長野県下伊那郡高森町吉田2325-1

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 岐阜県岐阜市薮田南１丁目１２番１号　　　　　　　　　　　　　

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

スーパースポーツゼビオ カラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6

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番1号

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

ヒマラヤ多 治 見 店 507-0023 岐阜県 岐阜県多治見市小田町６－１－４

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

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
スポーツデポ沼津店 410-0033 静岡県 静岡県沼津市杉崎町１１番５０号　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ ららぽーと沼津店 410-8541 静岡県 静岡県沼津市東椎路字東荒301番地3 2階 27010

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　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヒマラヤ　イオンモール富士宮店 418-0032 静岡県 静岡県富士宮市浅間町１番８号　イオンモール富士宮１Ｆ

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１０２６番地　　　　　　　　　　　　　　

ステップスポーツ　静岡店 420-0852 静岡県 静岡県静岡市葵区紺屋町8-6　ミマツ駅前ビル1F

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丁目６番４５号　　　　　　　　　　　　

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寺字諏訪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　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ ららぽーと磐田店 438-0801 静岡県 静岡県磐田市高見丘1200番地 2階2190

愛知県
ニューバランス名古屋 460-0003 愛知県 愛知県名古屋市中区錦3-25-20

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

スーパースポーツゼビオ 岡崎インター店 444-0008 愛知県 愛知県岡崎市洞町字的場10-1

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　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 三河安城店 446-0058 愛知県 愛知県安城市三河安城南町1丁目9番地18

カムイ刈谷店 448-0810 愛知県 愛知県刈谷市場割町1-1-1

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

ステップ陸上　名古屋店 453-0015 愛知県 愛知県名古屋市中村区椿町18-22　ロータスビル1F

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丁目３－４７　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 名古屋富田店 454-0953 愛知県 愛知県名古屋市中川区富田町大字榎津西乗江525-2

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

スーパースポーツゼビオ ららぽーと名古屋みなとアクルス店 455-8501 愛知県 愛知県名古屋市港区港明2-3-2 ららぽｰと名古屋みなとｱｸﾙｽ 1F 1300号室

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

スタジアムソブエ 457-0048 愛知県 愛知県名古屋市南区大磯通5 丁目18 番地

スポーツデポ有松インター店 458-0918 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

スーパースポーツゼビオ 名古屋砂田橋店 461-0045 愛知県 愛知県名古屋市東区砂田橋1丁目1番10 砂田橋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2階

スポーツデポ砂田橋店 461-0045 愛知県 名古屋市東区砂田橋四丁目１番６０号　　　　　　　　　　　　　

ハシリニ　ニシオスポーツ 462-0846 愛知県 愛知県名古屋市北区名城1-4-1　tonarino　1F

スポーツデポ守山志段味店 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　　　　

スポーツオーソリティ守山店 463-0812 愛知県 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3丁目1228番地ｲｵﾝ守山

ステップスポーツ　星ヶ丘店 464-0802 愛知県 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘元町2-1　ウィステリア星ヶ丘1F

ステップスポーツ　瑞穂店 467-0012 愛知県 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通3-34-2

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　　

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

スーパースポーツゼビオ 豊田東新店 471-0045 愛知県 愛知県豊田市東新町6-17-1 豊田ﾗｯﾂ2F

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

至誠堂スポーツ 477-0037 愛知県 愛知県東海市高横須賀町１－３８　　１Ｆ

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

スポーツオーソリティアウトドアステージ　長久手店 480-1100 愛知県 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区イオンモール長久手 3階

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丁目１４６番地　　　　　　　　　　　　　

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

アスリートネオニシオ 486-0837 愛知県 愛知県春日井市春見町52-6

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

スポーツオーソリティ木曽川店 493-0001 愛知県 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ッヶ池25-1ｲｵﾝﾓｰﾙ木曽川

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 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一丁目１番６号　　　　　　　　　　　　　　

スポーツオーソリティ四日市北店 510-8016 三重県 三重県四日市市富州原町2番40号イオンモール四日市北2階

スポーツデポ桑名店 511-0009 三重県 三重県桑名市大字桑名太一丸６８７－１　　　　　　　　　　　　

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

スーパースポーツゼビオ 鈴鹿ラッツ店 513-0808 三重県 三重県鈴鹿市西條町480

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

スーパースポーツゼビオ 津ラッツ店 514-0815 三重県 三重県津市藤方716

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 三重県松坂市市場庄町１２６６番地の１　　　　　　　　　　　　

辻井スポーツララパーク店 516-0007 三重県 三重県伊勢市小木町曽祢イオンララパークＳＣ　１Ｆ

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
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ＬＳＧ大津店 520-2143 滋賀県 滋賀県大津市萱野浦２４番６５号　　　　　　　　　　　　　　　

モリスポアスリート大津店 520-2153 滋賀県 滋賀県大津市一里山7-1-1 

アルペン栗東店 520-3035 滋賀県 滋賀県栗東市霊仙寺５丁目４番１７号　　　　　　　　　　　　　

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

ウィナー近江八幡店 523-0891 滋賀県 滋賀県近江八幡市鷹飼町455-12

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



スーパースポーツゼビオ イオンモール草津店 525-0067 滋賀県 滋賀県草津市新浜町300番地 B104

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 大阪府京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町605番地6F

ゼビオスポーツエクスプレス 京都ヨドバシ店 600-8216 京都府 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2 京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ5階

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

スーパースポーツゼビオ イオンモールＫＹＯＴＯ店 601-8417 京都府 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO

ステップスポーツ　京都店 604-8034 京都府 京都府京都市中京区新京極通三条下ル松ヶ枝町457　

ＢＥＳＴ９ 604-8436 京都府 京都市中京区西ノ京下合町３７番地レトロマンションⅢ１ｆ

スタジアムモリスポ伏見店 612-8372 京都府 京都府京都市伏見区北端町69

アルペン京都南インター店 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

ナガオカ 617-0823 京都府 京都府長岡京市長岡２－１－１

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

プロショップサムライ 620-0933 京都府 京都府福知山市東羽合町１２２

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8階 スポーツファッション『イングス』

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 サンワードビル

スーパースポーツゼビオ LINKS　UMEDA店 530-0011 大阪府 大阪府大阪市北区大深町1-1 ﾖﾄﾞﾊﾞｼ梅田ﾋﾞﾙ6F

ステップ陸上　大阪店 530-0013 大阪府 大阪府大阪市北区茶屋町14-5

ステップスポーツ　大阪店 530-0013 大阪府 大阪府大阪市北区茶屋町14-13　1・2F

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

スーパースポーツゼビオ もりのみやキューズモール店 540-0003 大阪府 大阪府大阪市中央区森ﾉ宮中央二丁目1番70号

スポーツタカハシ 542-0086 大阪府 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14

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丁目３番１０号　　

ブルーピーター 555-0031 大阪府 大阪市西淀川区出来島３丁目１－４０

スーパースポーツゼビオ なんばパークス店 556-0011 大阪府 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号

ステップ陸上　本店 558-0004 大阪府 大阪府大阪市住吉区長居東4-5-25

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丁目１番１００号　　　　　　　　　　

スポーツデポみのおキューズモ店 562-0034 大阪府 大阪府箕面市西宿１丁目１２番８　　　　　　　　　　　　　　　

ステップスポーツ　吹田店 565-0823 大阪府 大阪府吹田市山田南34-7

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

スーパースポーツゼビオ ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 565-0826 大阪府 大阪府吹田市千里万博公園2-1 2階 20330

スタジアムモリスポ吹田店 565-0841 大阪府 大阪府吹田市上山手町22-12

ヒマラヤ茨  木  店 567-0036 大阪府 大阪府茨木市上穂積１－１

ステップスポーツ　茨木店 567-0829 大阪府 大阪府茨木市双葉町2-16 ザ・レジデンス茨木

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番２８号　　　　　　　　　　　　　　　　

スタジアムモリスポ高槻店 569-0094 大阪府 大阪府高槻市緑町4-11

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

スーパースポーツゼビオ ニトリモール枚方店 573-0171 大阪府 大阪府枚方市北山1丁目2番1号 302区画

ゼビオスポーツエクスプレス くずはモール店 573-1121 大阪府 大阪府枚方市楠葉花園町10-85 くずはﾓｰﾙ南館1F

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

スーパースポーツゼビオ スポーツタウン久宝寺店 581-0069 大阪府 大阪府八尾市龍華町2丁目2番1号 2F

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

スポーツオーソリティ堺鉄砲町店 590-0905 大阪府 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地イオンモ－ル堺鉄砲町 ２F

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三丁目１７番５６号　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ ららぽーと和泉店 594-1157 大阪府 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽｰと和泉3階

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　　　　　　　　　　

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40番地 大丸神戸6F M BASE

ステップスポーツ　元町店 650-0022 兵庫県 兵庫県神戸市中央区元町通1-10-1　1-2F

スーパースポーツゼビオ 神戸ハーバーランド店 650-0044 兵庫県 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-5  3F

アルペンステップガーデン藤原店 651-1302 兵庫県 兵庫県神戸市北区藤原台中町１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

スーパースポーツゼビオ 神戸学園南インター店　本館 655-0001 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868番1376

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　　　　　　　　　　

赤玉スポーツ店 657-0831 兵庫県 神戸市灘区水道筋３丁目１９

スポーツデポ神戸店 658-0027 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区青木一丁目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丁目１番　　　　　　　　　　　　　　　　

ステップスポーツ　つかしん尼崎店 661-0001 兵庫県 兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8-1 グンゼタウンセンターつかしん にしまち新館1階 W-105区画

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　　　　　　　　　　　　　

スタジアムモリスポ西宮店 663-8125 兵庫県 兵庫県西宮市小松西町1-3-25

スーパースポーツゼビオ ららぽｰと甲子園店 663-8178 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園8番町1-100 ららぽｰと甲子園2F店番

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　　　　　　　　　　　　　

全但スポーツ 668-0805 兵庫県 兵庫県豊岡市船町３４４－１

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

ヒマラヤ　イオンタウン姫路店 670-0966 兵庫県 兵庫県姫路市延末４３５－３　イオンタウン姫路２Ｆ

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ﾊﾞｰｼﾃｨ店 672-8064 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区細江2614番地

株式会社コーベヤ三木店 673-0403 兵庫県 兵庫県三木市末広町２－４－８

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丁目１番　　　　　　　　　　　　　　

コーベヤ　ニッケパークタウン店 675-0066 兵庫県 兵庫県加古川市加古川町寺家町１７３－１　ニッケパークタウン２Ｆ

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　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ 奈良店 630-8453 奈良県 奈良県奈良市西九条町5-3-13

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　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ アクロスプラザ橿原店 634-0831 奈良県 奈良県橿原市曽我町45番1 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ橿原2F

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６９１－２０　　　　　　　　　　

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

スーパースポーツゼビオ セントラルシティ和歌山店 641-0007 和歌山県 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 680-0904 鳥取県 鳥取県鳥取市晩稲３９９番地　　　　　　　　　　　　　　　　　



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丁目１８番３３号　　　　　　　　　　　　

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
スーパースポーツゼビオ 松江東津田店 690-0011 島根県 島根県松江市東津田町487-7

スポーツデポ松江店 690-0045 島根県 島根県松江市乃白町２０６８番地　　　　　　　　　　　　　　　

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 ゆめタウン出雲店 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 別館ｽﾎﾟｰﾂ棟

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
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　　　　　　　　　　　

ランプロ 700-0028 岡山県 岡山市北区絵図町1-1-50 OSK健幸プラザ1F

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

ステップ陸上　岡山店 700-0901 岡山県 岡山県岡山市北区本町6-116 第一セントラルビル4号館1F

スポーツオーソリティ岡山店 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

栄光スポーツ本館 700-0913 岡山県 岡山市北区大供1-3-7

スーパースポーツゼビオ 岡山新保店 700-0945 岡山県 岡山県岡山市南区新保1101-3

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

モミジヤスポーツ 704-8116 岡山県 岡山県岡山市東区西大寺中１－１１－１５

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
スーパースポーツゼビオ 福山店 720-0801 広島県 広島県福山市入船町3-1-25

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 

フジ　神辺店 720-2107 広島県 広島県福山市神辺町大字新道上字二丁目１０番地２６

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丁目２１番４８号　　　　　　　　　　　

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

フジ　グラン尾道店 722-0051 広島県 広島県尾道市東尾道１９番地７

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

フジグラン三原店 723-0015 広島県 広島県三原市円一町一丁目１番７号

ステップスポーツ　広島店 730-0036 広島県 広島県広島市中区袋町1-24 

フジグラン広島店 730-0044 広島県 広島県広島市中区宝町２番１号

スーパースポーツゼビオ 広島八木店 731-0101 広島県 広島県広島市安佐南区八木2-16-10

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一丁目　１７番１８号　　　　

フジ　緑井店 731-0103 広島県 広島県広島市安佐南区緑井一丁目５番２号

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

フジグラン安芸店 731-4311 広島県 広島県安芸郡坂町北新地二丁目３番３０号

フジ　庚午店 733-0823 広島県 広島県広島市西区庚午南一丁目７番２５号

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

フジグランナタリー店 738-0054 広島県 広島県廿日市市阿品三丁目１番１号

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

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

フジグラン高陽店 739-1742 広島県 広島県広島市安佐北区亀崎一丁目１番６号

山口県
フジグラン岩国店 740-0018 山口県 山口県岩国市麻里布町二丁目９番８号

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

スーパースポーツゼビオ ゆめモール下関店 751-0820 山口県 山口県下関市新椋野一丁目2番13号

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六丁目１番５号　　　　　　　　　　　　　

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

フジグラン山口店 753-0851 山口県 山口県山口市黒川３７３６番地

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

フジグラン宇部店 755-0008 山口県 山口県宇部市明神町三丁目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

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン宇部店 759-0213 山口県 山口県宇部市黒石北3丁目4番1号

フジ　長門店 759-4106 山口県 山口県長門市仙崎字網田３２２番地２

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

フジグラン北島店 771-0204 徳島県 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４番地

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1

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　　　　　

フジ　阿南店 774-0011 徳島県 徳島県阿南市領家町土倉１０番地

フジ　石井店 779-3222 徳島県 徳島県名西郡石井町高川原字天神５４４番地１

香川県
スポーツオーソリティ高松東店 760-0066 香川県 香川県高松市福岡町3-8-5イオンモール高松東3階

フジグラン十川店 761-0434 香川県 香川県高松市十川東町５５番地1

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

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン高松店 761-8056 香川県 香川県高松市上天神町字高田362-1(別館2階)

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　　　　　　　　　　　　　　　　　

フジグラン丸亀店 763-0092 香川県 香川県丸亀市川西町南１２８０番地１

シノハラスポーツ 768-0012 香川県 香川県観音寺市植田町３３番地１

愛媛県
フジ道後店 790-0843 愛媛県 愛媛県松山市道後町一丁目１番１２号

フジグラン松山店 790-8567 愛媛県 愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

フジ　重信店 791-0216 愛媛県 愛媛県東温市野田三丁目１番地１３

フジ砥部店 791-2112 愛媛県 愛媛県伊予郡砥部町重光２３９番地

ＧＦ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

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

スーパースポーツゼビオ 松山問屋町店 791-8018 愛媛県 愛媛県松山市問屋町5番22号

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

フジ北斎院店 791-8031 愛媛県 愛媛県松山市北斎院町６９８番地１

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

フジグラン新居浜店 792-0802 愛媛県 愛媛県新居浜市新須賀町二丁目１０番7号

フジ西条店 793-0028 愛媛県 愛媛県西条市新田字北新田２３５番地

フジ　グラン今治店 794-0033 愛媛県 愛媛県今治市東門町五丁目１３番１号

フジ今治店 794-0064 愛媛県 愛媛県今治市小泉四丁目５番１号

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

フジグラン大洲店 795-0054 愛媛県 愛媛県大洲市中村２４６番地１



アルペン大洲店 795-0064 愛媛県 愛媛県大洲市東大洲６５５番１　　　　　　　　　　　　　　　　

フジグラン北浜 796-0048 愛媛県 愛媛県八幡浜市北浜一丁目４番３３号

フジ宇和店 797-0015 愛媛県 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目６５４番地

フジ　北宇和島店 798-0023 愛媛県 愛媛県宇和島市伊吹町甲９１２番地２

フジ南宇和店 798-4132 愛媛県 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５４４番地

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

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

フジ東予店 799-1371 愛媛県 愛媛県西条市周布７１５番地１

フジ　伊予店 799-3113 愛媛県 愛媛県伊予市米湊字安広７２８番３

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

フジ　葛島店 780-0801 高知県 高知市小倉町３番３０号

フジグラン高知店 780-8076 高知県 高知市朝倉東町５２番１５号

スーパースポーツゼビオ 高知インタ－店 781-0015 高知県 高知県高知市薊野西町三丁目34番1号

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　　　　　　　　　　　　　　　　

フジ　野市店 781-5232 高知県 高知県香南市野市町西野２００７番地1

フジ　須崎店 785-0009 高知県 高知県須崎市西町二丁目７番１５号

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

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

フジ宿毛店 788-0000 高知県 高知県宿毛市宿毛５３８０番地１

福岡県
ニューバランス福岡 810-0001 福岡県 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 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号 博多阪急8F

スーパースポーツゼビオ 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1丁目17-1

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　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ リバーウｫーク北九州店 803-0812 福岡県 福岡県北九州市小倉北区室町1丁目1-1 

スポーツデポスペースＷ駅前店 805-0071 福岡県 福岡県北九州市八幡東区東田２丁目３番９号　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ イオンタウン黒崎店 806-0036 福岡県 福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1

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ｲｵﾝ若松ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-2階

ステップスポーツ　福岡店 810-0041 福岡県 福岡県福岡市中央区大名2-11-19

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

ゼビオスポーツエクスプレス 博多マルイ店 812-0012 福岡県 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号 7階

スーパースポーツゼビオ キャナルシティ博多店 812-0018 福岡県 福岡県福岡市博多区住吉1-2-74  ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多ｻｳｽﾋﾞﾙ3F

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

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丁目１８番５号　　　　　　　　　　　　

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

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン筑紫野店 818-0081 福岡県 福岡県筑紫野市針摺東3丁目1-8

スポーツデポ福岡店 819-0001 福岡県 福岡県福岡市西区小戸２丁目１２番３０号　　　　　　　　　　　

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

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン大牟田店 836-0807 福岡県 福岡県大牟田市旭町2丁目28

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ｲｵﾝ小郡ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

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

佐賀県
コイケスポーツ 840-0801 佐賀県 佐賀市駅前中央１丁目６９番　　

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ﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　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　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン佐賀店 849-0919 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫北五丁目14番1号

スポーツデポ佐賀店 849-0919 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫北六丁目６番１号　　　　　　　　　　　　　　

長崎県
グローバルスポーツ長崎店 850-0035 長崎県 長崎市元船町10－1　ゆめﾀｳﾝ夢彩都3F

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

マツバラスポーツ 854-0055 長崎県 諫早市栗面町８０３－１

スポーツデポ諌早インター店 854-0066 長崎県 長崎県諌早市久山町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

スーパースポーツゼビオ アクロスプラザ佐世保藤原町店 857-0832 長崎県 長崎県佐世保市藤原町20番7号

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 熊本県熊本市中央区南熊本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

ステップスポーツ　熊本店 860-0846 熊本県 熊本県熊本市中央区城東町5-36 大祥ビル1F

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

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン八代店 866-0045 熊本県 熊本県八代市建馬町3番1号

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 熊本ゆめタウン光の森店 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ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分店 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１６１　　　　　　　　　　　　　　

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 宮崎県宮崎市中村西3-4-14

スポーツデポ宮崎店 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番　　　　　　　　　　　　　　　　

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 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目3番5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

ステップ陸上　鹿児島店 892-0827 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市中町3-5 ババデンキビル1F

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 899-5421 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　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオ イーアス沖縄豊崎店 901-0225 沖縄県 沖縄県豊見城市豊崎3番35

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

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　　　　　　　　　　　　　　

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


