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店名 郵便番号 TEL HP

イレブン 003-0005 北海道 北海道札幌市白石区東札幌５条６－６－３６ 011-863-2121 https://eleven-sport.net/

札幌SP館 060-0063 北海道 北海道　札幌市中央区南三条西３丁目角 011-222-5151 https://www.sportskan.co.jp/

パワーズ 061-3241 北海道 北海道　石狩市新港西１－７４２－１ 0133-75-1000

ドリスポ 064-0926 北海道 北海道札幌市中央区南二十六条西８－１－２７ 011-511-5616 http://drspo.com/

古内スポーツ 005-0842 北海道 北海道　札幌市南区石山二条２－８－２２ 011-591-3587 https://sp-furuuchi.com/

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

スタンドイン甲子園店(新店) 663-8152 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園町8番15号甲子園ﾌﾟﾗｽ1F https://stand-in.jp/

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

オノヤスポーツMAXふくしま店 960-8051 福島県 福島県福島市曽根田町1-18 MAXふくしま３F 024-573-8607 https://onoya-sports.com/shop/

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/

ワールドスポーツ 975-0008 福島県 福島県南相馬市原町区本町１－６１ 0244-24-0496
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-
OQ5IRDfj7M6//?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1

ワタナベスポーツ 963-8002 福島県 福島県郡山市駅前2-9-8 024-922-3650
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-
d2SxnGFZQOw//?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1

遠藤スポーツ 970-8020 福島県 福島県いわき市平中町７－４ 0246-23-8146 https://endosp.jimdofree.com/

スポーツショップナイン 971-8131 福島県 福島県いわき市常磐上矢田町太良作３６ 0246-29-9229 http://www.sports-nine.com/

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

スタンドイン天神店(新店) 810-0004 福岡県 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目8-28F.Tﾋﾞﾙ https://stand-in.jp/

フジタスポーツ 910-0023 福井県 福井県福井市順化1-3-1 0776-23-2122

岩渕スポーツ 321-0974 栃木県 栃木県宇都宮市竹林町１０８７－２ 0286-21-7447 http://www.iwabuchi-sports.com/

㈱アベスポーツ　南店　2F 326-0831 栃木県 栃木県足利市堀込町２６６３ 0284-71-0303 http://www.abespo.com/

カズマスポーツ㈱ 180-0022 東京都 東京都武蔵野市境2丁目3番4号 042-251-2034 https://kazuma.storeinfo.jp/

中央スポーツ 187-0043 東京都 東京都小平市学園東町3-3-16 042-347-1122 http://koshien-tokyo.com/

ベースマン本店 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/

イマイスポーツ 153-0051 東京都 東京都目黒区上目黒２－１６－１６ 03-3712-5556 http://www.imaisp.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/

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２１天幸ビル２Ｆ 0427-21-6055 https://www.at-ml.jp/70781/

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/

ベースボールときわ立川店 190-0012 東京都 東京都　立川市曙町２－３－２高柳ビル２Ｆ 042-512-5671 https://www.at-ml.jp/71911/

スワロースポーツ 176-0001 東京都 東京都練馬区練馬4-15-11 城南内田ビル5F 03-5984-4860 https://www.4860.jp/

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/

ハスポNET 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/

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/

太陽スポーツ野球館 558-0031 大阪府 大阪府大阪市住吉区沢之町1ｰ3ｰ1 06-6692-3307 https://www.tai-spo.co.jp/

シミズスポーツ　ＢＳ 537-0022 大阪府 大阪府大阪市東成区中本２－１１－２ 06-6974-5210 http://www.shimizu-sports.com/

スポタカ心斎橋ビックステップ本 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/

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/

スポーツ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/

ライオンベースボール 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/

マエハラスポーツ 274-0825 千葉県 千葉県船橋市前原西７－１－２１ 0474-77-1762 http://www.maesupo.com/

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１－１５－２ 043-284-5113 https://www.at-ml.jp/70780/

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/

双葉袋井 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

ﾊｶﾏﾀｽﾎﾟｰﾂ 432-8023 静岡県 静岡県浜松市中区鴨江１丁目１－４ 053-453-3105 https://sporting-goods-store-841.business.site/

シラトリ　静岡ジャンボ店 420-0836 静岡県 静岡県静岡市葵区東町６６ 054-254-0171 https://www.spopia-shiratori.com/

シラトリ　浜松中央店 435-0048 静岡県 静岡県浜松市東区上西町９０６ 053-466-7700 https://www.spopia-shiratori.com/

スウィングＳＰ 425-0041 静岡県 静岡県焼津市石津６９３－５ 054-624-7544 https://swing-sports.jimdofree.com/

スポーツショップナイン 427-0024 静岡県 静岡県島田市横井３－９－２９ 0547-36-9790 https://www.revo-9.com/

㈱中村スポーツ社 031-0802 青森県 青森県八戸市小中野４－１－３５ 0178-24-2746 https://www.rakuten.co.jp/pronakaspo/info.html

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

アサヒスポーツ外商 241-0022 神奈川県 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２－５０－２ 3F 045-373-7700 https://baseballasahi.wixsite.com/baseballasahi

カトウ港南台 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/

シラトリ　湘南藤沢店 251-0042 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂新町４－３－５ミスターマックス湘南藤沢ＳＣ 046-699-0001 https://www.spopia-shiratori.com/

ときわスポーツ　パシオン横浜 221-0056 神奈川県 神奈川県　横浜市神奈川区金港町６－２２ 045-440-0700 https://www.at-ml.jp/70786/

クロスポ 236-0016 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区谷津町365　芳枝ビル2F 045-780-5589 https://www.kurospo.jp/company.html

安藤スポーツ 240-0006 神奈川県 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川2-6-30 045-331-2461 https://ando-sports.co.jp/

北野屋　新潟店 950-0992 新潟県 新潟県新潟市中央区上所上2-1-15 025-256-8089 http://www.kitanoya-sp.info/shop02.php

秋田ドーム 010-0061 秋田県 秋田県秋田市卸町１－１－１６ 018-853-0458 http://alpinesp.s70.xrea.com/shop/

文洋堂 897-0009 鹿児島県 鹿児島県南さつま市加世田ハーモニー15-1 0993-53-4111 https://www.rakuten.co.jp/sportsinfinity/index.html

ﾓﾘﾔﾏ大津様 520-2153 滋賀県 滋賀県大津市一里山7-1-1 フォレオ大津一里山1F 077-547-5030 http://www.morispo.co.jp/

キムラ草津様 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/

ホンマスポーツ 997-0028 山形県 山形県鶴岡市山王町８－１４ 0235-22-0467 https://honma-sports.jimdofree.com/

マルゼンスポーツ 992-0472 山形県 山形県南陽市宮内４５２４－７ 0238-47-2362 http://www.maruzen-sp.jp/

アカサカスポーツ 519-4323 三重県 三重県　熊野市木本町記念通 05978-9-4711 http://www13.plala.or.jp/akaspo-hp/

辻井スポーツ松阪店 515-0063 三重県 三重県松阪市大黒田町719-1 0598-26-7488 http://www.tsujiisports.com/

辻井スポーツ津店 514-0815 三重県 三重県津市藤方米津1217 059-225-3443 http://www.tsujiisports.com/

辻井スポーツ鈴鹿店 513-0807 三重県 三重県鈴鹿市三日市3-13-13 059-383-1231 http://www.tsujiisports.com/

ハタヤSP 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/

スポーツショップモスト 357-0038 埼玉県 埼玉県飯能市仲町13-8 0429-72-8181 https://most-sp.jp/

カムイ三郷 341-0044 埼玉県 埼玉県三郷市戸ヶ崎2-302 048-948-2044 http://www.kamuisp.com/

ベースマン　大宮店 330-0854 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1　都筑ビル1F 048-643-8901 https://www.baseman.co.jp/

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

店舗所在地（都道府県別）
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カミスポーツ・プラス 370-0847 群馬県 群馬県高崎市和田町6-7 027-310-6888 http://www.kami-sports.com/

ベースボールショップ野球屋 372-0055 群馬県 群馬県伊勢崎市曲輪町5-16 0270-23-8941

SYスポーツ 370-0861 群馬県 群馬県高崎市八千代町3-17-8 027-323-1011 http://www.seidenstrasse.net/symain.html

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/

アクト２ＮＤ 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/

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/

KEIﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 501-6232 岐阜県 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴１２０３ 058-394-2225 https://www.rakuten.co.jp/bouvardia/

ますかｽﾎﾟｰﾂ 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/

ｲｼﾊﾗｽﾎﾟｰﾂ 501-3245 岐阜県 岐阜県　関市北福野２－１０４ 0575-22-6872 http://www.ccn2.aitai.ne.jp/~ishrtki/

竹中ｽﾎﾟｰﾂ 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/

ｷﾄｳｽﾎﾟｰﾂ 507-0004 岐阜県 岐阜県　多治見市小名田町４－８－２ 0572-23-7708 https://www.rakuten.ne.jp/gold/ksports/smart/

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

八森㈱ 025-0079 岩手県 岩手県花巻市末広町２－１１ 0198-24-8110 https://hachimori-sports.jimdofree.com/

アタックスポーツ 021-0885 岩手県 岩手県一関市田村町1-29 0191-23-7285
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-
Qv_mR_0fpgk//?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1

オイカワスポーツ駅前店 023-0811 岩手県 岩手県奥州市水沢区中町119-２ 0197-25-8823
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-
NWmR7ES9IUk//?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1

ネクサス盛岡みたけ店 020-0122 岩手県 岩手県盛岡市みたけ2-8-40 019-647-2011 http://nexas-sports.jp/

岡山　ﾀｶｷﾞｽﾎﾟｰﾂ 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/

岡山　ｶｻﾞﾊﾔｽﾎﾟｰﾂ 719-1126 岡山県 岡山県総社市総社2-21-35 0866-93-3221 http://kazahaya-sports.com/

カムイ水戸 310-0852 茨城県 茨城県水戸市笠原町978-39 ロゼオ水戸SC内 029-246-5993 http://www.kamuisp.com/

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/

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑ 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/

祖父江ｽﾎﾟｰﾂ 457-0048 愛知県 愛知県名古屋市　南区大磯通５－１８ 052-811-9401 https://www.sobuesport.jp/

水野ｽﾎﾟｰﾂ 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

NEOﾆｼｵ 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

http://www.kami-sports.com/
http://www.seidenstrasse.net/symain.html
http://taiikudo.jp/full-swing/
https://sportsact.co.jp/
http://alpinesp.s70.xrea.com/shop/
https://www.rakuten.co.jp/bouvardia/
https://www.masuka-sports.com/
http://www.ccn2.aitai.ne.jp/~ishrtki/
https://www.takenaka-sports.com/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/ksports/smart/
http://www.hibino-sp.co.jp/
https://hachimori-sports.jimdofree.com/
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-Qv_mR_0fpgk/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-Qv_mR_0fpgk/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-NWmR7ES9IUk/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-NWmR7ES9IUk/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
http://nexas-sports.jp/
https://takagisports.business.site/
http://kazahaya-sports.com/
http://www.kamuisp.com/
http://www.sunsports.jp/shop/
https://www.rakuten.co.jp/tsuboi-s/
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