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店舗名 郵便番号 TEL HP 

タケシマスポーツ 082-0813 北海道 北海道　河西郡芽室町東めむろ三条南１－１－３ 0155-62-0222

ﾐﾁｲｽﾎﾟｰﾂ 660-0076 兵庫県 兵庫県尼崎市大島3-32-16 06-6419-3576 http://michii-sports.com/

野球工房Ｍ 加古川店 675-0033 兵庫県 兵庫県加古川市加古川町南備後４７－１ 079-457-2077 http://www.kobeya-sp.co.jp/index.html

Ｔ＆Ｎホールディングス野球一筋 677-0033 兵庫県 兵庫県西脇市鹿野町４４８－１ 0795-23-2354

シューズスポーツ　まつもと 963-6131 福島県 福島県東白川郡棚倉町棚倉大字棚倉字古町５－１ 0247-33-3320 https://townpage.goo.ne.jp/shopdetail.php?matomeid=076622176000000899

バンダイスポーツ　七日町店 965-0044 福島県 福島県会津若松市七日町２－３３ 0242-27-8118 https://peraichi.com/landing_pages/view/bandaispkobayashi/

文化堂スポーツ 964-0911 福島県 福島県二本松市亀谷1-54 0243-23-2020 https://bunkado-sports.co.jp/

スタンドイン福岡店 812-0063 福岡県 福岡県福岡市東区原田4-2-14 092-260-7789 https://stand-in.jp/

ハスポ福岡営業部 812-0063 福岡県 福岡県福岡市東区原田4-2-14 092-260-7790 https://stand-in.jp/

野球工房Ｍ　小倉店 802-0076 福岡県 福岡県北九州市小倉北区中島1－19－67 093－512－5100 https://y-kobom.jimdofree.com/%E5%B0%8F%E5%80%89%E5%BA%97/

スポーツショップ　サン・イトウ 839-0862 福岡県 福岡県久留米市野中町147-1 大石ビル1F 0942-27-5998

オザキスポーツＡｂａｃｋ.Ｓｔａｄｉｕｍ店 910-0016 福井県 福井県福井市大宮6-15-32 0776-26-4646 https://www.ozaki-sports.co.jp/

スポーツコバヤシ 914-0063 福井県 福井県敦賀市神楽町1-3-23 0770-22-0204 https://spokoba.jp/

ｱﾐｭｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 634-0021 奈良県 奈良県橿原市東池尻町161 080-8505-9163 https://www.rakuten.co.jp/amuse37/

ヤザワスポーツ 326-0802 栃木県 栃木県足利市旭町２２９６ 0284-42-4576 https://yazawasp.stores.jp/

アレックススポーツ 沖浜店 770-8052 徳島県 徳島県徳島市沖浜２－５ 088-653-0001 https://www.axas.co.jp/shoplist/alex-sports_okinohama/tabid/123/Default.aspx

ベースボール　ときわ　新宿店 160-0023 東京都 東京都新宿区西新宿１－３－１５栃木ビル　３Ｆ 03-3340-5252 https://www.at-ml.jp/70783/

ベースマン飯田橋本店 162-0824 東京都 東京都新宿区揚場町２－１７ＢＭ飯田橋ビル　１Ｆ 03-3260-2711 https://www.baseman.co.jp/

ベースマン　プロネットタウン 162-0824 東京都 東京都新宿区揚場町２－１７ＢＭ飯田橋ビル　４Ｆ 03-3260-8912 https://www.baseman.co.jp/

ベストナイン・ジャパン 110-0015 東京都 東京都　台東区東上野６－３－８ 03-5828-9880 http://bestnine.jp/

スポーツプラザ二協社 693-0004 島根県 島根県出雲市渡橋町３１８－１ 0853-21-5155 http://nikyosha.com/

ホームラン堂運動具店 386-0018 長野県 長野県上田市踏入2-1-14　ユダビル東号室 0268-22-1113 https://www.homerun-do.net/

スタンドイン佐世保店 857-0878 長崎県 長崎県佐世保市山県町6-11 0956-23-5598 https://stand-in.jp/

スタンドイン 859-3701 長崎県 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2173-2 0956-56-8089 https://stand-in.jp/onlineshop/

アオバヤスポーツ大分店 870-0921 大分県 大分県大分市萩原1－13－13 097－551－5460 https://www.aobayasports.com/

株式会社キャピタルスポーツ 530-0043 大阪府 大阪府　大阪市北区天満２－１３－８ 06-4800-3906 https://www.capitalsports.jp/

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丁目17-12 072-239-4241 https://www.sposaku.jp/

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22-26 072-878-5009 https://www.sposaku.jp/

株式会社スポーツタカハシ 542-0086 大阪府 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14 BIGSTEP B1F 06-6484-7164 https://spotaka.co.jp/

すみれスポーツ 567-0046 大阪府 大阪府　茨木市南春日丘２－９－２０ 072-665-6710 http://s-sports.jp/

 野球堂一球 572-0025 大阪府 大阪府寝屋川市石津元町15-2 072-826-1919 http://www.yakyudo-ikkyu.com/

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾗﾝﾄﾞ友井 577-0816 大阪府 大阪府東大阪市友井5-1-51 06-6722-0822 http://www.baseballland-tomoi.com/

ライオンベースボールプロショップ 260-0044 千葉県 千葉県千葉市中央区松波３－４－７ 043-251-7175 https://lion-basepro.com/

超野球専門店　ＣＶ 273-0103 千葉県 千葉県鎌ヶ谷市丸山１－１－１１ 047-445-1359 https://www.spcv.jp/

 ベースマン　柏店 277-0852 千葉県 千葉県柏市旭町１－５－４プラザパスカビル　１Ｆ 0471-47-6780 https://www.baseman.co.jp/

手取スポーツ 923-1245 石川県 石川県能美市辰口町467番地 0761-51-5320 https://tedorisports.com/

かぶとやスポーツ 926-0812 石川県 石川県七尾市北藤橋町口275-4 0767-52-1182 https://kabutoya-sports.jimdofree.com/

双葉運動具店　　袋井店 437-0023 静岡県 静岡県袋井市高尾２０－８ 0538-43-4189 http://www.futaba-sp.net/tenpo.html

スポーツプラザ十字屋 418-0056 静岡県 静岡県富士宮市西町１７－１西町ビル 0544-23-1717 https://jujiya.wixsite.com/jujiya

カトウスポーツ 港南台店 234-0054 神奈川県 神奈川県横浜市港南区港南台9-24-6 045-832-3898 https://www.katoh-sports.jp/

アサヒスポーツ 241-0022 神奈川県 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２－５０－２ 045-373-6485 https://baseballasahi.wixsite.com/baseballasahi

スポーツショップキムラ彦根本店 521-1123 滋賀県 滋賀県彦根市彦富町913-1番地 0749-43-5918 https://www.spkimura.com/

スポーツショップキムラ草津店 525-0032 滋賀県 滋賀県草津市大路2丁目8-14　ジョイ6番館2 077-566-2932 https://www.spkimura.com/

周南スポーツ 746-0042 山口県 山口県周南市福川南町２－３ 0834-34-3089 http://www.syunan-sports.co.jp/

ダイワスポーツ 751-0862 山口県 山口県下関市伊倉町２－２－１５ 0832-54-3078 https://daiwa-sports.jp/

ハタヤスポーツ 366-0824 埼玉県 埼玉県深谷市西島町1-3-6 048-571-0563 http://hataya-sp.co.jp/

入間　モンタナスポーツ 358-0024 埼玉県 埼玉県入間市久保稲荷4-22-14 04-2965-3000 https://www.imontana.co.jp/

マルビシスポーツ 763-0074 香川県 香川県丸亀市原田町２２６０－１ 0877-22-2367 http://marubishisports.com/

オオニシ 730-0046 広島県 広島県広島市中区昭和町１２－１０ 082-249-0024

体育堂FULLSWING 860-0863 熊本県 熊本県熊本市中央区坪井6-21-20 096-215-6010 http://taiikudo.jp/full-swing/

美津馬スポーツ 626-0018 京都府 京都府福知山市駅南町2-291 0773-22-2665 https://mitsuumasports.com/

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153 075-622-8980 https://sportsact.co.jp/

力健スポーツ 615-0906 京都府 京都府京都市右京区梅津高畝町1番地ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙ梅津1階 075-863-5300 https://fcompany-kyoto.com/

アキタ　アルペンスポーツ　仙台ドーム 981-3111 宮城県 宮城県仙台市泉区松森字後田４５－１ 022-779-7791 http://alpinesp.s70.xrea.com/shop/

ますかスポーツ 501-6244 岐阜県 岐阜県　羽島市竹鼻町丸の内３－３４ 058-392-3133 https://www.masuka-sports.com/

竹中スポーツ 500-8835 岐阜県 岐阜県　岐阜市玉宮町２丁目 058-264-2200 https://www.takenaka-sports.com/

日比野スポーツ 509-0214 岐阜県 岐阜県可児市広見５－９９ 0574-62-0229 http://www.hibino-sp.co.jp/

藤沢体育堂 020-0133 岩手県 岩手県盛岡市青山４－１０－２８ 019-601-2260 https://taiikudou.jimdofree.com/

サイエンススポーツ　タカギ 703-8235 岡山県 岡山県岡山市中区原尾島3-2-9 086-272-2341 https://takagisports.business.site/

サンスポーツ本店 300-1222 茨城県 茨城県牛久市南２－１１－３７ 0298-72-6460 http://www.sunsports.jp/shop/

オオウエスポーツ 792-0804 愛媛県 愛媛県新居浜市田所町４－６１ 0897-33-4740 https://ooue-sports.com/

87sports 790-0035 愛媛県 愛媛県松山市藤原1丁目3-3 https://www.87sports.net/

ロイヤル 460-8535 愛知県 愛知県名古屋市中区栄2-11-30　セントラルビル3Ｆ 052-231-6185 http://www.ryl.co.jp/company/index.html

水野スポーツ 488-0830 愛知県 愛知県　尾張旭市東印場町２－４－５ 0561-54-2789 https://ameblo.jp/mizusupo0561/entry-12581145693.html

スポーツショップワールド 478-0037 愛知県 愛知県　知多市新舞子東町１丁目２番地の６ 0569-43-5558 http://world89.net/e_shop/

ツボイスポーツ 454-0806 愛知県 愛知県名古屋市中川区澄池町２０－１１ 052-365-3633 https://tsuboi-sports.com/

グランドスラム 454-0806 愛知県 愛知県名古屋市中川区澄池町１９－２８ 052-365-1939 https://www.rakuten.co.jp/tsuboi-s/

ＡｔｈｌｅｔｅＮｅｏニシオＳＰ 486-0837 愛知県 愛知県　春日井市春見町５２－６ 0568-81-8786 https://nishio-sports.co.jp/athlete_neo/index.html

所在地（都道府県別）

100%(ワンハンドレッド)取り扱い店舗一覧

http://michii-sports.com/
http://www.kobeya-sp.co.jp/index.html
https://townpage.goo.ne.jp/shopdetail.php?matomeid=076622176000000899
https://peraichi.com/landing_pages/view/bandaispkobayashi/
https://bunkado-sports.co.jp/
https://stand-in.jp/
https://stand-in.jp/
https://y-kobom.jimdofree.com/%E5%B0%8F%E5%80%89%E5%BA%97/
https://www.ozaki-sports.co.jp/
https://spokoba.jp/
https://www.rakuten.co.jp/amuse37/
https://yazawasp.stores.jp/
https://www.axas.co.jp/shoplist/alex-sports_okinohama/tabid/123/Default.aspx
https://www.at-ml.jp/70783/
https://www.baseman.co.jp/
https://www.baseman.co.jp/
http://bestnine.jp/
http://nikyosha.com/
https://www.homerun-do.net/
https://stand-in.jp/
https://stand-in.jp/onlineshop/
https://www.aobayasports.com/
https://www.capitalsports.jp/
https://www.sposaku.jp/
https://www.sposaku.jp/
https://spotaka.co.jp/
http://s-sports.jp/
http://www.yakyudo-ikkyu.com/
http://www.baseballland-tomoi.com/
https://lion-basepro.com/
https://www.spcv.jp/
https://www.baseman.co.jp/
https://tedorisports.com/
https://kabutoya-sports.jimdofree.com/
http://www.futaba-sp.net/tenpo.html
https://jujiya.wixsite.com/jujiya
https://www.katoh-sports.jp/
https://baseballasahi.wixsite.com/baseballasahi
https://www.spkimura.com/
https://www.spkimura.com/
http://www.syunan-sports.co.jp/
https://daiwa-sports.jp/
http://hataya-sp.co.jp/
https://www.imontana.co.jp/
http://marubishisports.com/
http://taiikudo.jp/full-swing/
https://mitsuumasports.com/
https://sportsact.co.jp/
https://fcompany-kyoto.com/
http://alpinesp.s70.xrea.com/shop/
https://www.masuka-sports.com/
https://www.takenaka-sports.com/
http://www.hibino-sp.co.jp/
https://taiikudou.jimdofree.com/
https://takagisports.business.site/
http://www.sunsports.jp/shop/
https://ooue-sports.com/
https://www.87sports.net/
http://www.ryl.co.jp/company/index.html
https://ameblo.jp/mizusupo0561/entry-12581145693.html
http://world89.net/e_shop/
https://tsuboi-sports.com/
https://www.rakuten.co.jp/tsuboi-s/
https://nishio-sports.co.jp/athlete_neo/index.html

