
店舗名 住所 電話番号
EGOZARU OFFLINE STORE SAPPORO 北海道札幌市中央区北2条東4丁⽬ サッポロファクトリー2条館 2F 011-206-0236
EGOZARU OFFLINE STORE FUKUOKA 福岡県福岡市東区⾹椎照葉6丁⽬6番地6号アイランドアイ1階B‐4‐(1) 今春OPEN予定
スーパースポーツゼビオ 帯広いっきゅう店 北海道帯広市⻄１９条南２丁⽬３０−５ 0155-38-5220
スーパースポーツゼビオ ドーム札幌⽉寒店 北海道札幌市豊平区⽉寒東３条１１丁⽬１−１０ 011-859-6670
スーパースポーツゼビオ 旭川永⼭店 北海道旭川市永⼭３条３丁⽬２−４ 0166-46-0717
スーパースポーツゼビオ 苫⼩牧柳町店 北海道苫⼩牧市柳町４丁⽬３−２５ 0144-53-5755
スーパースポーツゼビオ ピアドゥ⼋⼾店 ⻘森県⼋⼾市沼館４丁⽬７−１１３ 0178-47-0801
スーパースポーツゼビオ 弘前⾼⽥店 ⻘森県弘前市⾼⽥５丁⽬1−１ 0172-29-3100
スーパースポーツゼビオ 盛岡盛南店 岩⼿県盛岡市本宮６丁⽬７−番17号 019-656-4666
スーパースポーツゼビオ あすと⻑町店 宮城県仙台市太⽩区あすと⻑町１丁⽬４−５ 022-748-0850
スーパースポーツゼビオ 秋⽥茨島店 秋⽥県秋⽥市茨島１丁⽬４−６５ 018-863-8001
スーパースポーツゼビオ ル・パークみかわ店 ⼭形県東⽥川郡三川町猪⼦⼤堰端２９１−１ 0235-68-0211
スーパースポーツゼビオ 郡⼭⻄ノ内店 福島県郡⼭市⻄ノ内２丁⽬１１−３５ ⻄部プラザ 2F 024-923-2739
スーパースポーツゼビオ ドームつくば学園東⼤通り店 茨城県⼟浦市中村南６丁⽬１２−１８ 029-843-6610
スーパースポーツゼビオ ⽔⼾店 茨城県⽔⼾市笠原町１８８−１ 029-305-5712
スーパースポーツゼビオ 宇都宮細⾕店 栃⽊県宇都宮市細⾕町６９４−１ 028-643-6011
スーパースポーツゼビオ スマーク伊勢崎店 群⾺県伊勢崎市⻄⼩保⽅町３６８ スマーク伊勢崎 2F 0270-30-7800
スーパースポーツゼビオ ビバモールさいたま新都⼼店 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 4F 048-815-8000
スーパースポーツゼビオ 埼⽟ららぽーと富⼠⾒店 埼⽟県富⼠⾒市⼭室1−１３１３ 埼⽟ららぽーと富⼠⾒ 3F 35100 049-275-1315
ヴィクトリア越⾕イオンレイクタウン店 埼⽟県 越⾕市 レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンKAZE A115 048-990-3391
スーパースポーツゼビオ ららぽーと新三郷店 埼⽟県 三郷市 新三郷ららシティ3丁⽬1-1 ららぽーと新三郷ANNEX3階 048-954-6541
スーパースポーツゼビオ ららぽーとTOKYO-BAY店 千葉県船橋市浜町２丁⽬１−１ ららぽーとTOKYO-BAY北館 2F 047-410-1131
スーパースポーツゼビオ セブンパークアリオ柏店 千葉県 柏市 ⼤島⽥1丁⽬8-1 04-7137-7023
ヴィクトリアイオンモールむさし村⼭店 東京都 武蔵村⼭市 榎1-1-3 イオンモールむさし村⼭ ノースタワー2F 042-590-1041
ヴィクトリア町⽥東急ツインズ店 東京都 町⽥市 原町⽥6-4-1 町⽥東急ツインズWEST 1F・2F 042-710-8790
スーパースポーツゼビオ オリナス錦⽷町店 東京都 墨⽥区 太平4-1-5 オリナスコア 1F 03-5610-8670
ヴィクトリア池袋⻄⼝店 東京都 豊島区 ⻄池袋3-29-1 03-5985-0831
スーパースポーツゼビオ 東京御茶ノ⽔本店 東京都 千代⽥区 神⽥⼩川町3-6 03-3233-1861
スーパースポーツゼビオ 渋⾕公園通り店 東京都 渋⾕区 宇⽥川町19-3 03-5456-6170
MS TOKYO 東京都渋⾕区宇⽥川町33-8 塚⽥ビル3F 03-6455-3101
スーパースポーツゼビオ 川崎ルフロン店 神奈川県川崎市川崎区⽇進町１−１１ 川崎ルフロン 7F・8F 044-223-1630
スーパースポーツゼビオ ヴィスポ横須賀店 神奈川県横須賀市平成町２丁⽬14番1号 046-828-6239
スーパースポーツゼビオ トレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町700番 トレッサ 横浜 北棟 ３F 045-533-3351
スーパースポーツゼビオ ららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５−１ 045-929-3277
スーパースポーツゼビオ アリオ橋本店 神奈川県相模原市緑区⼤⼭町１−２２ アリオ橋本 2 042-775-6021
スーパースポーツゼビオ みなとみらい東急スクエア店 神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２丁⽬３−２ 東急スクエア② B1F 045-650-1680
スーパースポーツゼビオ テラスモール湘南店 神奈川県藤沢市辻堂神台１丁⽬３−１ テラスモール湘南 3F 0466-38-3150
スーパースポーツゼビオ 新潟⻲⽥店 新潟県新潟市江南区早苗４丁⽬３−３ 025-383-3939
スーパースポーツゼビオ ⻑岡リバーサイド千秋店 新潟県⻑岡市千秋２丁⽬１０８７−１ センタープラザ 1F 0258-20-5571
スーパースポーツゼビオ アピタタウン⾦沢ベイ店 ⽯川県⾦沢市無量寺４丁⽬102番地-1 076-225-2505
スーパースポーツゼビオ ⻑野南⾼⽥店 ⻑野県⻑野市⾼⽥１８４１−１ 026-268-4811
スーパースポーツゼビオ 松本芳川店 ⻑野県松本市村井町北２丁⽬１４−５７ 0263-85-4939
MS SHIZUOKA 静岡県静岡市葵区呉服町2-1-1 2F 054-204-2777
m-sports 浜松店 静岡県浜松市中区鍛冶町100-1 ショッピングモールZAZA CITY 中央館1F 053-458-2700
m-sports 沼津店 静岡県沼津市⾼島町28-16 055-929-1800
スーパースポーツゼビオ 豊橋向⼭店 愛知県豊橋市 つつじヶ丘1-11-3 0532-64-5677
スーパースポーツゼビオ 名古屋砂⽥橋店 愛知県名古屋市東区砂⽥橋１丁⽬１番10 ショッピングセンタ 2F 052-725-7616
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 愛知県名古屋市港区港明２丁⽬３−２ ららぽーと名古屋みなとアクルス 3F 3220 052-659-4001
B.ball名古屋 愛知県名古屋市千種区四⾕通1-17-1ヨツヤインプレス1F 052-781-0992
スーパースポーツゼビオ 津ラッツ店 三重県津市藤⽅７１６ 059-221-4700

※店舗によって取り扱いの無いサイズがある場合がございます。
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店舗名 住所
スーパースポーツゼビオ イオンモール草津店 滋賀県草津市新浜町３００ イオンモール草津 B棟 077-516-0233
B.ball京都 京都府京都市下京区五条通堺町東⼊塩竈町374 075-352-3905
スーパースポーツゼビオ LINKS UMEDA店 ⼤阪府⼤阪市北区⼤深町1−１ ヨドバシ梅⽥ビル 6F 06-6292-4064
B.ball⼤阪梅⽥ ⼤阪府⼤阪市北区⻄天満4丁⽬11-22 阪神神明ビル1F 06-6940-0305
B.ball⼤阪あべの ⼤阪府⼤阪市阿倍野区阿倍野筋1丁⽬2番30号 Hoop5階 06-6622-6758
スーパースポーツゼビオ セントラルシティ和歌⼭店 和歌⼭県和歌⼭市⼩雑賀８０５−１ 073-428-8050
スーパースポーツゼビオ ゆめタウン出雲店 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 0853-24-7655
スーパースポーツゼビオ 松江東津⽥店 島根県松江市東津⽥町４８７−７ 0852-60-2021
エイコースポーツ 岡⼭県岡⼭市北区⼤供1丁⽬3番7号 086-231-5897
スーパースポーツゼビオ 広島アルパーク店 広島県 広島市 ⻄区 草津南4-7-1 082-501-3120
スーパースポーツゼビオ ゆめタウン徳島店 徳島県板野郡藍住町奥野東中須８８−１ ゆめタウン徳島 1F 088-693-0730
スーパースポーツゼビオ エミフルMASAKI店 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０ 089-961-6630
スーパースポーツゼビオ ⾼知インター店 ⾼知県⾼知市薊野⻄町３丁⽬３４−番 088-846-3391
スーパースポーツゼビオ 春⽇店 福岡県春⽇市春⽇5−５１ 092-595-5500
スーパースポーツゼビオ ゆめタウン久留⽶店 福岡県久留⽶市新合川１丁⽬３−３０ 0942-45-7456
スーパースポーツゼビオ ⼩倉東インター店 福岡県北九州市⼩倉南区上葛原１丁⽬１７−１ 093-932-1220
スーパースポーツゼビオ 福岡⽊の葉モール橋本店 福岡県福岡市⻄区橋本２丁⽬２７−２ ⽊の葉モール橋本 2F 092-811-8290
スーパースポーツゼビオ キャナルシティ博多店 福岡県福岡市博多区住吉１丁⽬２−７４ 092-283-8520
スーパースポーツゼビオ リバーウォーク北九州店 福岡県北九州市⼩倉北区室町１丁⽬１−１ リバーウォーク北九州 3F 093-562-6851
スーパースポーツゼビオ ゆめタウン佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北５丁⽬14番1号 0952-36-8220
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 ⻑崎県佐世保市藤原町２０−番7号 0956-20-8500
スーパースポーツゼビオ 熊本本⼭店 熊本県熊本市中央区本⼭町１４３−４ 096-361-1600
スーパースポーツゼビオ 熊本ゆめタウン光の森店 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁⽬39−１ 096-233-2200
スーパースポーツゼビオ ⼤分店 ⼤分県⼤分市光吉382番1 097-554-6776
スーパースポーツゼビオ 宮崎店 宮崎県宮崎市中村⻄３丁⽬４−１４ 0985-52-8085
スーパースポーツゼビオ オプシア⿅児島店 ⿅児島県⿅児島市宇宿２丁⽬３−番5号 099-812-7177
スーパースポーツゼビオ 宜野湾店 沖縄県宜野湾市真志喜３丁⽬ 28番3号 098-870-9611
スーパースポーツゼビオ うるま店 沖縄県うるま市前原１８３−９ 098-979-0003
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