【北海道】
㈲ラケットショップスガワラ
スポーツデポ光星店
スポーツデポ宮の沢店
札幌スポーツ館
イトースポーツ
スポーツデポ旭川永山店
㈲スポーツプラス
スポーツデポ帯広店
ミヤザキスポーツ
プロショップヤマノ
スポーツデポ大曲店
スポーツデポ釧路店
【東北】
アズーリ
リベロ津軽スポーツクラブ
ラケットショップ十和田グリーン
タケダスポーツ下田店
ネクサス盛岡みたけ店
ラブインドアテニスクラブ
ストリングショップ１１０（いとう）
ウイナーテニスショップ
ラケットショップ広瀬
ウイナーテニスショップ泉中央店
スポーツデポ仙台泉店
Fratto
スポーツデポ仙台新港店
ラケットショップ広瀬泉店
KEIスポーツ
パラマウントスポーツ
ファンキーテニスアカデミー
ネクサス 横手店
㈱ジャワスポーツ
ラケットショップ山形
ネクサス 酒田店
サトウスポーツ
【関東】

北海道札幌市中央区南一条西１１－３２７ 第３一条ビル
北海道札幌市東区北９条東４丁目１番１０号
北海道札幌市手稲区西宮の沢４条２丁目１番８号
北海道札幌市中央区南3条西3丁目
北海道旭川市宮下通19丁目右8
北海道旭川市永山３条７丁目２番３号
北海道帯広市西三条南２１－６
北海道帯広市稲田町南８線西１０番６
北海道名寄市大通南6丁目
北海道千歳市勇舞8-6-10千歳ゆうまいタウンプラザE-102
北海道北広島市大曲幸町２丁目８番地２
北海道釧路郡釧路町桂木４丁目８番地

011-271-3855
011-721-1565
011-665-6140
011-222-2288
0166-32-1788
0166-47-2073
0155-23-9193
0155-47-8150
01654-2-2590
0123-21-8781
011-377-1477
0154-36-8388

青森県弘前市大町３－１０－８ １Ｆ－Ａ号
青森県弘前市新里西里見１５７ 弘前ゴルフプラザ２階
青森県十和田市東二十二番町１２－２５
青森県上北郡おいらせ町菜飯50-1
岩手県盛岡市みたけ2丁目8番40号
岩手県紫波郡紫波町日詰七久保１―２
宮城県仙台市青葉区双葉ケ丘１－４６－１
宮城県仙台市青葉区中央2丁目8－20村田エステート
宮城県仙台市青葉区立町1－3広瀬通㏍ビル1F
宮城県仙台市泉区泉中央1丁目7－1
宮城県仙台市泉区上谷刈四丁目１１番３６号
宮城県仙台市太白区東中田６－３－３０
宮城県仙台市宮城野区中野三丁目３番地の４
宮城県仙台市泉区市名坂字東浦90－4
宮城県石巻市門脇町5丁目17－11
宮城県柴田郡大河原町小島2－1
秋田県秋田市東通３－１１－９
秋田県横手市安田堰添34-1
山形県山形市六日町７－２８
山形県山形市久保田1丁目8－6
山形県酒田市泉町201
福島県須賀川市宮先町63

0172-26-7868
0172-55-5143
0176-22-6767
0178-56-2500
019-647-2011
019-671-1221
022-718-4030
022‐225‐7685
022‐265‐0778
022‐343‐1178
022-776-3981
022-306-5255
022-258-5556
022‐375‐2255
022-522-6566
022‐452‐1225
018-831-7071
0182-36-2553
023-633-0333
023-643-6238
0234-34-2045
024‐875‐3603

0297-46-4700
028-621-4656
028-689-7401
0270-25-1820
0279-54-1611
048-642-8885
埼玉県さいたま市大宮区宮町１－３８－１ 野村不動産大宮共同ビルＢ１ 048-643-5865
埼玉県さいたま市大宮区宮町1－60 大宮ラクーン6F
048-644-1118
埼玉県川越市脇田町３３－１０―１１
0492-24-4224
埼玉県所沢市東町５－２２ ダイエー所沢店 ６階
04-2920-1090
ヴィクトリアスポーツモール越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市東町4-21-1ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE（A1-15区画）
048-990-3391
㈱ときわスポーツ 千葉店
千葉県千葉市中央区弁天１－１５－２
043-284-5113
アルドールおゆみ野校
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1丁目１５－３
043-300-2151
アルドール幕張
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ブモールスポーツオーソリティ3F 043-301-4001
南市川テニスガーデン
千葉県市川市二俣572番地
047-328-3311
ライザップ株式会社スポーツワールド市川店 千葉県市川市鬼高1-1-1 コルトンプラザ イーストモール３F 047-314-0505
スポーツデポショップス市川店
千葉県市川市鬼高３丁目２８－１６
047-393-5281
パシオン 船橋店
千葉県船橋市浜町2-2-7 ビビットスクエア南館１F
047-436-0391
アルドール北松戸
千葉県松戸市新作２４０－３
047-330-2177
スポーツデポ茂原店
千葉県茂原市小林１６０６番１０
0475-22-0250
㈱ラケットショップキャビン 柏店
千葉県柏市柏１－２－３５
04-7166-7756
アルドール柏の葉
千葉県柏市若柴１４６－１
0471-37-1212
吉田記念
千葉県柏市花野井９３６－１
0471-34-3030
アルドール市原
千葉県市原市五所１７７３
0436-37-5541
テニスショップ ラフィノ
千葉県浦安市当代島３－１－２９
047-380-3831
スポーツデポ千葉ニュータウン店
千葉県印西市草深字原１９８４－１
0476-47-4661
テニスショップＷＡＫＡＵＭＥ
千葉県山武郡横芝光町栗山3157
047-982-3892
㈲ウエンブレー秋葉原店
東京都千代田区神田佐久間町１－２１山傳ビル５Ｆ
03-3258-2626
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
YONEX TOKYO SHOWROOM
東京都港区新橋1-12-9 A-PLACE新橋駅前 2階
03-6263-8511
ウインザーラケットショップ新宿店
東京都新宿区西新宿１－３－１５ 栃木ビル １Ｆ
03-3343-5021
㈱ＹＯ３シャトルハウス東京上野店
東京都台東区上野4-2-5美濃里ビル３F
03-6803-2364
ウインザーラケットショップ上野店
東京都台東区上野３－１０－９ 国井ビル １Ｆ
03-3833-2678
㈱ラケットショップフジ 世田谷店
東京都世田谷区南烏山6-4-13
03-5314-9851
ウインザーラケットショップ渋谷店
東京都渋谷区桜丘町１５－１４ フジビル４０ Ｂ１Ｆ
03-3464-9251
ウインザーラケットショップ池袋店
東京都豊島区東池袋１－１－４ タカセビル６Ｆ
03-3989-0401
㈱フミヤテニスショップ池袋店
東京都豊島区南池袋１－２８－１西武百貨店９Ｆ
03-5949-5944
㈱ラケットショップフジ 赤羽店
東京都北区赤羽西1-28-5
03-3900-9554
パシオン 八王子店
東京都八王子市明神町４－７－４
042-645-1106
㈱ラケットショップフジ 八王子店
東京都八王子市子安町４－２７－１２
042-623-5191
スポーツデポグリーンウォーク多摩店
東京都八王子市別所2-56
042-677-0251
㈱ラケットショップフジ 立川店
東京都立川市錦町１－８－２
042-527-9554
㈱ときわスポーツ 立川店
東京都立川市曙町2-3-2高柳ビル２F
042-595-6266
ウインザーラケットショップ立川店
東京都立川市柴崎町3-8-1 NACビル1F
042-548-8903
㈱ときわスポーツ 吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺東町１－７－１９
0422-22-1630
㈱ラケットショップフジ 吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－７－８マ－ブルビル４Ｆ
0422-22-8844
スポーツデポ昭島店
東京都昭島市田中町５７３－１－４
042-545-7701
㈱ときわスポーツ 調布店
東京都調布市小嶋町２－５１－９
042-485-3363
㈱ときわスポーツ 町田店
東京都町田市原町田１－１－３
042-721-2213
ウインザーラケットショップ町田店
東京都町田市森野１－１３－３ 竹内ビル １Ｆ
0427-27-0102
㈱ラケットショップフジ 国分寺店
東京都国分寺市南町３－１９－１
042-322-5626
㈱ときわスポーツ 福生アスリート館 東京都福生市東町１０－９
042-530-7112
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
㈱ときわスポーツ 聖蹟桜ヶ丘店
東京都多摩市関戸１－１－５
042-337-9009
ウインザーラケットショップ聖蹟桜ヶ丘店 東京都多摩市関戸2ー37－3 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターさくらゲート2階 042-374-0150
ウインザーラケットショップ横浜店
神奈川県横浜市西区高島町２－１９－１ スカイビル９Ｆ
045-453-1785
パシオン 横浜店
神奈川県横浜市神奈川区金港町6-22
045-440-0700
㈱横浜黒川スポーツギャラリー２港北店 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・４０２ 045-532-3164
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番11 川崎ルフロン8Ｆ
044-223-1630
ウインザーラケットショップ藤沢店
神奈川県藤沢市藤沢６００ 松涛園ビル ２Ｆ
0466-22-5156
【甲信越・北陸】
サイトウスポーツ
新潟県新潟市中央区秣川岸通り２－２３４２
0252-23-1959
㈱オオミヤスポーツ
新潟県長岡市美沢3丁目469番地
0258-38-0039
ヨネックステニスクラブ
新潟県長岡市喜多町字下川原１１１６
0258-27-5855
スポーツハウス柚木
石川県金沢市新神田１－１２－１
076-291-4991
スポーツデポ金沢鞍月店
石川県金沢市戸水２丁目１０５番
076-266-1770
スポーツデポ金沢大桑店
石川県金沢市大桑２丁目４０５番
076-243-8818
オザキスポーツフィールド店
福井県福井市大宮６－１７－１７
0776-26-3300
スポーツデポ福井大和田店
福井県福井市大和田１丁目３０８番地
0776-57-7371
エストテニスショップ甲府店
山梨県甲府市里吉3-8
055-232-0040
スポーツデポ甲府昭和ｲﾝﾀｰ店
山梨県甲府市徳行５丁目１２番３０号
055-225-2370
スポーツデポ長野店
長野県長野市大字川合新田３４０１－１
026-222-2244
ストリンガーハウスm&m
長野県長野市東和田５９２
026-244-4311
スポーツショップハマ
長野県松本市深志２－３－２１
0263-32-2677
スポーツデポ南松本店
長野県松本市南松本２－５－４２
0263-27-6971
スポーツショップ日新
長野県須坂市北横町１３０３－１
026-245-0272
カムイスポーツ伊那店
長野県伊那市西春近下島２７１３
0265-74-9199
【東海】
岐阜県岐阜市茜部野瀬１－１８
058-274-6855
テニスプロショップＮＡＷＡ
スポーツデポ岐阜県庁前店
岐阜県岐阜市薮田南１丁目１２番１号
058-273-2981
スポーピアシラトリ 静岡ジャンボ店
静岡県静岡市葵区東町６６
054-254-0171
静岡県静岡市駿河区国吉田８０１－１ マロンハイツ１Ｆ
054-263-5425
㈲クレストン
静岡県浜松市中区肴町３１６－２
053-454-9148
アオヤマスポーツ
スポーピアシラトリ 浜松中央店
静岡県浜松市東区上西町９０６
053-466-7700
静岡県浜松市南区高塚町２３１５－３２
053-448-7061
マインドサン
スポーツデポ沼津店
静岡県沼津市杉崎町１１番５０号
055-920-3167
055-923-1024
テニスプロショップ クレストン 沼津店 静岡県沼津市東熊堂４１１－５
ラケットショップフジ 静岡店
静岡県沼津市庄栄町３－１７ ２F
0559-29-9666
スポーピアシラトリ 富士ジャンボ店
静岡県富士市青葉町５６４
0545-60-3300
スポーピアシラトリ 藤枝店
静岡県藤枝市築地575番地の１
054-646-2200
スポーピアシラトリ 袋井国本店
静岡県袋井市国本２５４３－１
0538-44-8100
スポーピアシラトリ 黄瀬川店
静岡県駿東郡清水町八幡６－１
055-930-8888
スポーピアシラトリ 長泉バイパス店 静岡県駿東郡長泉町南一色３９５－１
055-989-1200
052-835-4040
㈲テニスジャパンテニスステーション 愛知県名古屋市昭和区山手通り１－１２
スポーツデポ有松インター店
愛知県名古屋市緑区有松町大字桶狭間字畦道7-1有松ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ内 052-624-1160
愛知県豊橋市前田南町２－１２－１１
0532-53-5642
ウシダスポーツ㈲
愛知県豊橋市菰口町２－６０
0532-31-4515
㈲テニスショップたけがわ
H,W,S
愛知県一宮市本町４－７－１４
0586-71-6886
スポーツデポ豊川店
愛知県豊川市光明町1丁目19
0533-85-2777
愛知県豊田市御幸本町２－２０３－５
0565-28-6887
㈲フライトスポーツ本店
スポーツデポ西尾店
愛知県西尾市矢曽根町長配８番地
0563-53-1436
スポーツデポ小牧店
愛知県小牧市堀の内５丁目１４６番地
0568-76-0787
アルペン長久手店
愛知県長久手市東狭間１００２番地
0561-62-6622
三重グリーンテニスクラブ
三重県四日市市西坂部町２８０－１
059-348-2188
スポーツデポイオンタウン守谷店

テニスコレクション・ハウディ
スポーツデポﾍﾞﾙﾓｰﾙ宇都宮店
但馬屋商店
スポーツデポ前橋吉岡店
ウインザーラケットショップ大宮店
ラケットショップキャビン 大宮店
ときわスポーツ大宮店
ときわスポーツ 川越アスリート店
パシオン 所沢店

茨城県守谷市百合丘3丁目字向原249-1
栃木県宇都宮市塙田町2-5-28
栃木県宇都宮市陽東６丁目２番１号
群馬県伊勢崎市本町12－10
群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保大畑765-1
埼玉県さいたま市大宮区仲町１－３５ 大塚ビル2Ｆ

【近畿】
ウィナー近江八幡
スポーツ館ミツハシ ホワイトライン
テニスピットナカムラ
アプローチ京都店
ビーウェイ㈱ 桃山店
ビーウェイ㈱ 太泰店
ビーウェイ㈱ 宇治店
ビーウェイ㈱ 長岡京店
ビーウェイ㈱ 阿倍野店
スポーツデポ天王寺店
ウインザーラケットショップ梅田店
㈱スポーツタカハシ
アプローチ
㈲ツルヤテニス堂
チャンプ天王寺
相川テニスプラザ
モリタテニススクール靱
プロショップユゲ平野店
プロショップユゲ弁天町
プロショップユゲ堺東

滋賀県近江八幡市鷹飼町455－12
京都府京都市中京区富小路通三条上る福長町１０１番地
京都府京都市伏見区御香宮門前町１８７
京都府京都市伏見区下鳥羽澱女町１２６
京都府京都市伏見区桃山町山ノ下44-1
京都府京都市右京区嵯峨野神ノ木町３６-２
京都府宇治市小倉町久保１１１－１ 辻岩ビル新館１Ｆ

和歌山県和歌山市元寺町４－１１

0748-32-3303
075-252-3284
075-603-2422
075-602-0789
075-644-9511
075-882-2799
0774-21-5850
075-951-9955
06-6622-6006
06-6629-7151
06-6343-8971
06-6484-7164
06-6358-8817
06-6771-6064
06-6771-4320
06-6340-0178
06-6441-6211
06-6700-8288
06-6583-1299
072-227-4040
06-6843-5851
072-762-5851
0727-62-2129
06-6369-3838
06-6337-3220
06-6338-1472
072-696-4145
072-681-4320
06-6998-4320
072-841-4320
072-432-2237
072-839-8430
072-726-6051
072-955-0706
072-981-3999
06-4309-7275
078-577-2151
078-231-5851
078-251-4320
078-452-5721
078-795-2935
079-274-3202
079-226-5202
06-6431-5332
06-6491-8141
078-911-5148
0798-65-4324
079-435-5545
0797-89-2645
0743-55-3284
0734-28-3741

鳥取県鳥取市晩稲３９９番地
島根県安来市安来町1833
岡山県岡山市北区伊島町２丁目９番４３号
岡山県倉敷市笹沖３６１リード第一ビル
岡山県総社市中央6-15-102
広島県広島市南区金屋町2番6号
広島県広島市中区三川町7番5号
広島県広島市安佐南区八木１丁目１７－１８
広島県呉市本通6丁目5-19
広島県福山市東深津町３丁目２１番４８号
広島県東広島市西条町助実1778-1
山口県山口市大内御堀六丁目1番5号
山口県下松市大手町２丁目
徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜８７番地２
香川県高松市一宮町９０８－３
香川県高松市伏石町２１３８番地５
香川県丸亀市山北町５０－１
香川県観音寺市植田町33-1
愛媛県松山市西万一町8-9
愛媛県松山市朝生町6丁目2-48
愛媛県松山市柳井町3丁目4番地3
愛媛県新居浜市一宮町2-2-43
愛媛県新居浜市中須賀町1-1-31
高知県高知市百石町１－１８－１４
高知県高知市介良乙３１７－１

0857-32-1630
08542-3-1211
086-251-2515
086-421-2030
0866-92-7100
082-263-3939
082-243-1002
082-873-5700
0823-22-8880
084-922-7161
082-423-9933
083-925-8111
0833-41-0273
088-693-1121
087-885-7333
087-866-5004
0877-21-2511
0875-24-1503
0899-33-2366
089-932-5858
089-921-7744
0897-34-9191
0897-33-7373
088-832-8939
088-860-3321

福岡県福岡市博多区那珂６－１－２１ コイドビル２階
福岡県福岡市西区小戸２丁目1２番３０号
福岡県福岡市東区香椎駅前３丁目４-２８-１０１
福岡県久留米市東櫛原町370-3
福岡県筑紫野市上古賀３-６－７
佐賀県佐賀市兵庫北六丁目６番１号
長崎県長崎市住吉町２－１４ １Ｆ
長崎県諫早市栗面町８１１－８
長崎県諫早市久山町２３０３番地１
長崎県西彼杵郡時津町日並郷１３２０－１０９
熊本県熊本市中央区白山1丁目5-3
熊本県熊本市中央区上通町９－１
熊本県熊本市西区春日１－３－１
熊本県熊本市東区神園１丁目１番５号
大分県大分市府内町３―３－２１ アフリカビル２Ｆ
大分県大分市玉沢７５５－１ ﾄｷﾊわさだﾀｳﾝ内
宮崎県都城市五十町２３７５番地
宮崎県都城市都北町５７４０番
宮崎県延岡市大貫町４丁目２８９０番地
鹿児島県鹿児島市西千石町７－３３ エントピア西千石１Ｆ
鹿児島県鹿児島市与次郎１－１０－２８
沖縄県那覇市天久１－２－１
沖縄県豊見城市字豊崎１－４１１
沖縄県うるま市字前原徳森原３６０

092-432-0565
092-884-3312
092-671-1124
0942-35-8800
092-923-8190
0952-33-4130
095-845-3070
0957-21-9977
0957-26-8800
095-881-0085
096-372-8031
096-324-3700
096-322-1700
096-388-6681
097-534-4380
097-542-7910
0986-26-3288
0986-38-6711
0982-34-6126
099-226-6362
099-257-7920
098-861-0460
098-851-1150
098-974-8660

京都府長岡京市開田２丁目９ー１２ファミール長岡京グランデュ－ル１F

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－２－３ＨＯＯＰ５Ｆ
大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南１丁目３番１０号
大阪府大阪市北区梅田１－１０－１－２大阪駅前第２ビル１Ｆ

大阪府大阪市中央区西心斎橋１－６－１４
大阪府大阪市都島区東野田町１－５－１
大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻１－１－７
大阪府大阪市天王寺区大道１－７－１３スカイアット天王寺ビル１階

大阪府大阪市東淀川区相川１－３－９
大阪府大阪市西区靱本町２－１－１４
大阪府大阪市平野区喜連東1－2－21－A号
大阪府大阪市港区市岡元町3－9－18
大阪府堺市堺区北田出井町1－3－2
㈱キャピタルスポーツ ラケットプラザ豊中店 大阪府豊中市北桜塚３－１－５
㈱キャピタルスポーツ ラケットプラザ石橋店 大阪府池田市天神１－５－１３
サンスポーツ
大阪府池田市石橋２－２－５
ラケットプラザ 江坂店
大阪府吹田市広芝町１１－１５
Ｒａｃｋｅｔ Ｈｏｕｓｅ ＫＩＮＧ関大店
大阪府吹田市千里山東１丁目１６－１６第二メゾオート１０８号
江坂テニスセンター
大阪府吹田市芳野町１３－５０
テニスガーデン高槻
大阪府高槻市奈佐原２－５－１
チャンプ高槻
大阪府高槻市高槻町２０－２３グランディ高槻１０１
チャンプ
大阪府守口市早苗町１－８
チャンプ枚方
大阪府枚方市岡山手町１-9
プロショップユゲ貝塚店
大阪府貝塚市海塚67－1
アゲイン
大阪府寝屋川市八坂町２９－９
スポーツデポみのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
大阪府箕面市西宿１丁目１２番８
プロショップユゲ藤井寺
大阪府藤井寺市大井１－４－１２
インドアテニスワールド石切
大阪府東大阪市西石切町５丁目２－４１
プロショップユゲ東大阪
大阪府東大阪市若江西新町2－11－16コムプラザ八戸ノ里E号
テニスショップラリー
兵庫県神戸市長田区２番町３－１
㈱キャピタルスポーツ ラケットプラザ三宮店 兵庫県神戸市中央区雲井通５－３－１サンパル１Ｆ
チャンプ三宮
兵庫県神戸市中央区旭通５－１－７
スポーツデポサンシャインワーフ神戸店 兵庫県神戸市東灘区青木１丁目２番３４号
スポーツデポ学園南インター店
兵庫県神戸市垂水区小束台868-1032
ワダスポーツ網干
兵庫県姫路市網干区坂上１０２－３
ワダスポーツ姫路駅前
兵庫県姫路市西駅前町８８キャスパビル１階１２３号
YOUスポーツ
兵庫県尼崎市武庫之荘1-6-1
スポーツデポ尼崎下坂部店
兵庫県尼崎市下坂部３丁目２番３０号
起己スポーツ
兵庫県明石市桜町11-13
チャンプ西宮
兵庫県西宮市高木西町１１－４
スポーツデポ加古川別府店
兵庫県加古川市別府町緑町２番地
スポーツデポ中山寺駅前店
兵庫県宝塚市中筋５丁目１０番２７号
スポーツミツハシ奈良イオンモール大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町７４１イオンモール大和郡山店内２３３

ミキスポーツ
【中国・四国】
スポーツデポ鳥取店
スポーツショップまつもと
スポーツデポ岡山伊島店
テニス・バドショップ プロシード
カザハヤスポーツ ポテト館
杉山スポーツ
体育社
スポーツデポ広島八木店
体育社呉店
スポーツデポ福山店
エキヒロ
スポーツデポ山口店
ムネスエスポーツ
スポーツデポ徳島藍住店
ラケットショップアッド
スポーツデポ高松伏石店
スポーツデポ丸亀店
シノハラスポーツ
ラケットショップハマナカ
フクヤスポーツ南松山
テニスショップミズキ
ラケットショップハマナカ新居浜
フクヤスポーツ新居浜
スポーツショップフットワーク
スポーツデポ高知店
【九州・沖縄】
スポーツアイランド
スポーツデポﾏﾘﾉｱｼﾃｨ福岡店
スリーエス
スポーツデポ久留米櫛原店
㈲ストリング工房
スポーツデポ佐賀店
ドリームスポーツ
マツバラスポーツ フィールド館
スポーツデポ諫早インター店
スポーツデポ長崎時津店
スポーツショップベスト
ハヤカワスポーツ館
スポーツプラザ体育堂
スポーツデポ熊本ｲﾝﾀｰ店
PUERI
スポーツデポ大分店
クラブハウスイワキリ
スポーツデポ都城店
延岡ロイヤルテニスクラブ
㈱プロエース
㈱サングリーンスポーツ
スポーツデポ天久店
スポーツデポ豊崎店
スポーツデポ具志川店

