
㈲ラケットショップスガワラ　 北海道 北海道札幌市中央区南一条西11-327 第3一条ﾋﾞﾙ 011-271-3855 辻井スポーツ津南 三重県 三重県津市藤方1217-3 059-225-3443

札幌スポーツ館 本店 北海道 北海道札幌市中央区南三条西3丁目 011-222-5151 辻井スポーツ松阪 三重県 三重県松阪市大黒田町宇畔719-1 0598-21-1147

プロショップYAMANO 北海道 北海道千歳市勇舞8-6-10 千歳ゆうまいﾌﾟﾗｻﾞE-102 0123-23-8341 スポーツ館ミツハシ　草津エイスクエア 滋賀県 滋賀県草津市西渋川1-18-38エイスクエアＳＡＲＡ北館１Ｆ 077-596-3284

こだまスポーツ　 北海道 北海道白老郡白老町大町3-6-8 0144-85-2132 京都スポーツクラフト㈱　　 京都府 京都府京都市上京区河原町荒神口下ﾙ上生洲町2243 075-231-3638

テニスステーション河原町店 京都府 京都府京都市上京区中町通丸太町上ﾙ俵屋町455-8 075-254-8955

アズーリ 青森県 青森県弘前市大町3-10-8 0172-26-7868 スポーツ館ミツハシ　ホワイトライン 京都府 京都府京都市中京区高宮町194 075-255-7284

タケダスポーツ下田店 青森県 青森県上北郡おいらせ町菜飯50-1 0178-56-2500 テニスピットナカムラ　　　 京都府 京都府京都市伏見区御香宮門前町187 075-603-2422

ネクサスみたけ店 岩手県 岩手県盛岡市みたけ2-8-40 019-647-2011 ㈲ホワイティ　　　　　　　 京都府 京都府京都市南区久世中久世2-47  075-934-6621

ウィナーテニスショップ仙台店 宮城県 宮城県仙台市青葉区大町2丁目14－15　ビューノ広瀬通ビル1階 022-225-7695 ビーウェイ㈱　太泰店 京都府 京都府京都市左京区嵯峨野神ﾉ木町36-2 075-882-2799

ウィナーテニスショップ泉中央店 宮城県 宮城県仙台市泉区泉中央1－7－1地下鉄泉中央駅ビル5階 022-343-1178 ビーウェイ㈱　宇治店 京都府 京都府宇治市小倉町神楽田25ﾚｲﾝﾎﾞｰ小倉2階 0774-21-5850

スポーツデポ仙台泉店 宮城県 宮城県仙台市泉区上谷刈4-11-36 022-776-3981 ビーウェイ㈱　桃山店 京都府 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下44-1 075-644-9511

スポーツデポ仙台新港店 宮城県 宮城県仙台市宮城野区中野字曲田133番地 022-258-5556 ビーウェイ㈱　長岡京店 京都府 京都府長岡京市開田2-9-12ファミール長岡京グランデュール１階 075-951-9955

ＫＥＩスポーツ 宮城県 宮城県石巻市門脇町5丁目17－11 022-522-6566 アプローチ京都店　　　　　 京都府 京都府宇治市槇島町清水48 ﾍﾞﾙﾌｧ宇治店2F 0774-66-2692

ｆｒａｔｔｏ 宮城県 宮城県仙台市太白区東中田6丁目3－30 022-306-5255 スポーツミツハシアルプラザ城陽 京都府 京都府城陽市富野荒見田１１２ 0774-57-3284

㈱ジャワ商会 山形県 山形県山形市六日町7-28 023-633-0333 スポーツ館ミツハシＭＯＭＯテラス 京都府 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32 075-601-3284

スポーツデポ郡山フェスタ 福島県 福島県郡山市日和田町大原４番地 024-958-6402 ビーウェイ㈱　阿倍野店 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-3HOOP5F 06-6622-6006

ウインザーラケットショップ梅田店 大阪府 大阪府大阪市北区梅田1-10-1-2大阪駅前第2ﾋﾞﾙ1F 06-6343-8971

㈲テニスショップトップ 茨城県 茨城県土浦市川口町1-6-2 すみれﾋﾞﾙ1F 0298-24-2196 アプローチ大阪店　　　　　 大阪府 大阪府大阪市都島区東野田町1-5-1 06-6358-8817

村上運動具店 栃木県 栃木県那須塩原市黒磯幸町3－7 0287‐62‐0030 (有)チャンプ天王寺 大阪府 大阪府大阪市天王寺区大通1-7-13ｽｶｲｱｯﾄ天王寺ﾋﾞﾙ1F 06-6771-4320

テニスコレクションハウディ 栃木県 栃木県宇都宮市塙田町2-5-28 028-621-4656 相川テニスプラザ 大阪府 大阪府大阪市東淀川区相川1-3-9   06-6340-0178

スポーツデポベルモール宇都宮店 栃木県 栃木県宇都宮市陽東6丁目2番1号 028-689-7401 プロショップモリタ 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阪南町 4-18-2 06-6623-1240

スポーツデポ前橋吉岡店 群馬県 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保大畑765-1 0279-54-1611 スポーツデポ天王寺店 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区天王寺南1丁目3番10号 06-6629-7151

但馬屋商店 群馬県 群馬県伊勢崎市本町12-10 0270-25-1820 サンメイトスポーツ株式会社　　　　 大阪府 大阪府堺市東区日置荘西町1-18-5 072-286-6668

ラケットショップキャビン　大宮店 埼玉県 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ﾋﾞｽB1 048-643-5865 ㈱キャピタルスポーツ　ラケットプラザ豊中店 大阪府 大阪府豊中市北桜塚3-1-5 06-6843-5851

ときわスポーツ大宮店 埼玉県 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 ㈱キャピタルスポーツ　ラケットプラザ石橋店 大阪府 大阪府池田市天神1-5-13     072-762-5851

ウインザーラケットショップ大宮店 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-35 大塚ﾋﾞﾙ2F 048-642-8885 サンスポーツ 大阪府 大阪府池田市石橋2-2-5 0727-62-2129

ときわスポーツ　川越店 埼玉県 埼玉県川越市脇田町33-10ｰ11 0492-24-4224 ラケットプラザ　江坂店　　 大阪府 大阪府吹田市広芝町11-15     06-6369-3838

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 埼玉県越谷市東町4-21-1 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE(A115区画) 048-990-3391 Ｒａｃｋｅｔ　Ｈｏｕｓｅ　ＫＩＮＧ関大前店 大阪府 大阪府吹田市千里山東1丁目16-16第二ﾒｿﾞｵｰﾄ108号 06-6337-3220

㈱ときわスポーツ　千葉店 千葉県 千葉県千葉市中央区弁天1-15-2 043-284-5113 江坂テニスセンター 大阪府 大阪府吹田市芳野町13-50 06-6338-1472

アルドールおゆみ野校 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1-15-3 043-300-2151 (有)チャンプ高槻 大阪府 大阪府高槻市高槻町20-23ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ高槻101 072-681-4320

アルドール幕張校 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3F 043-301-4002 テニスガーデン高槻 大阪府 大阪府高槻市奈佐原2-5-1 072-696-4145

パシオン　船橋店 千葉県 千葉県船橋市浜町2-2-7 ﾋﾞﾋﾞｯﾄｽｸｴｱ南船橋 南館1F 047-436-0391 (有)チャンプ 大阪府 大阪府守口市早苗町1-8 06-6998-4320

アルドール北松戸 千葉県 千葉県松戸市新作240-3ﾌﾟﾚｽﾒﾝﾄ内2F 047-330-2177 テニスショップラポーム 大阪府 大阪府枚方市東田宮1-11-1 072-844-3121

スポーツデポ茂原店 千葉県 千葉県茂原市小林字問屋町1606-3 0475-22-0250 (有)チャンプ枚方 大阪府 大阪府枚方市岡山手1-9ｱﾙﾌｧｰﾊｲﾂ101 0728-41-4320

㈱ラケットショップキャビン　柏店 千葉県 千葉県柏市中央町1-1柏ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞB1 04-7166-7756 スポーツデポ箕面店 大阪府 大阪府箕面市西宿1丁目12番8 072-726-6051

アルドール柏の葉 千葉県 千葉県柏市若柴146-1街区3 04-7137-1212 テニスショップピジョン　　 大阪府 大阪府東大阪市小阪2-2-15  井戸本ﾋﾞﾙ1F 06-6788-8519

吉田記念テニス研修センター 千葉県 千葉県柏市花野井936-1 0471-34-3030 インドアテニスワールド石切 大阪府 大阪府東大阪市西石切町5丁目2-41 072-981-3999

アド柏 千葉県 千葉県柏市旭町1-6-1ｻｻﾞﾝﾃﾅ3F 04-7145-2540 テニスポート　　　　　　　 大阪府 大阪府大阪狭山市池之原2丁目1140-3 0723-68-0034

アルドール市原校 千葉県 千葉県市原市五所1773 0436-37-5541 プロショップユゲ 大阪府 大阪府藤井寺市大井1-4-12 072-955-0706

インフォマージュビースタイル 千葉県 千葉県流山市富士見台1-3-5 04-7179-5903 プロショップユゲ堺東店 大阪府 大阪府堺市堺区北田出井町1-3-2 072-227-4040

テニスショップ　ラフィノ 千葉県 千葉県浦安市当代島3-1-29 047-380-3831 プロショップユゲ平野店 大阪府 大阪府大阪市平野区喜連東１-2-21-Ａ号 06-6700-8288

株式会社ＲＨＫラケットハウスキング　浦安店 千葉県 千葉県浦安市当代島2-6-50-105 047-317-7158 プロショップユゲ貝塚店 大阪府 大阪府貝塚市海塚67-1 0724-32-2237

スポーツデポ千葉ニュータウン店 千葉県 千葉県印西市草深字原1984-1 0476-47-4661 プロショップユゲ弁天町駅前店 大阪府 大阪府大阪市港区市岡元町3-9-18 06-6583-1299

YONEX TOKYO SHOWROOM 東京都 東京都港区新橋1-12-9  A-PLACE新橋駅前ﾋﾞﾙ2階 03-6263-8511 テニストピア 大阪府 大阪府高石市西取石3-23-18 0722-64-3741

スポーツナロ 東京都 東京都渋谷区代々木1-15-3 03-3320-0404 スポーツ館ミツハシイオンモール大日店 大阪府 大阪府守口市大日東町１－１８イオンモール大日３Ｆ 06-6905-3284

ウインザーラケットショップ渋谷店 東京都 東京都渋谷区桜丘町15-14 ﾌｼﾞﾋﾞﾙ40 B1F 03-3464-9251 スポーツ館ミツハシＡｒｉｏ八尾店 大阪府 大阪府八尾市光町2-3 072-998-3284

ヴィクトリア新宿店　　　　　　　　　　　　　　　 東京都 東京都新宿区新宿4-1-14 03-3354-8311 テニスショップラリー　　　 兵庫県 兵庫県神戸市長田区2番町3-1    078-577-2151

ウインザーラケットショップ新宿店 東京都 東京都新宿区西新宿1-3-15 栃木ﾋﾞﾙ 1F 03-3343-5021 ㈱キャピタルスポーツ　ラケットプラザ三宮店 兵庫県 兵庫県神戸市中央区雲井通5-3-1ｻﾝﾊﾟﾙ1F  078-231-5851

ウインザーラケットショップ池袋店 東京都 東京都豊島区東池袋1-1-4 ﾀｶｾﾋﾞﾙ6F 03-3989-0401 (有)チャンプ三宮 兵庫県 兵庫県神戸市中央区旭通5-1-7 078-251-4320

ヴィクトリアスポーツモール池袋東口店 東京都 東京都豊島区東池袋3-3-5 1F 03-5957-3811 スポーツデポ学園南インター店 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区小束台868-1032 078-795-2935

㈱フミヤテニスショップ池袋店 東京都 東京都豊島区南池袋1-28-1西武百貨店9F 03-5949-5944 ㈱ワダスポーツ　　　　　　　 兵庫県 兵庫県姫路市網干区坂上160     0792-74-3202

シャトルハウス上野 東京都 東京都台東区上野4-2-5美濃里ﾋﾞﾙ3F 03-6803-2364 ㈱ワダスポーツ姫路駅前店 兵庫県 兵庫県姫路市西駅前町88番地ｷｬｽﾊﾟﾋﾞﾙ1階123号 079-226-5202

近畿　北海道　

東北　

関東　



ウインザーラケットショップ上野店 東京都 東京都台東区上野3-10-9 国井ﾋﾞﾙ 1F 03-3833-2678 YOUスポーツ 兵庫県 兵庫県尼崎市武庫之荘1-6-1 06-6431-5332

ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾﾞﾋﾞｵ　ｵﾘﾅｽ錦糸町店 東京都 東京都墨田区太平4-1-5 03-5610-8670 タツミスポーツ　　　　　　 兵庫県 兵庫県明石市桜町11-13      078-911-5148

㈱ときわスポーツ　八王子店 東京都 東京都八王子市明神町4ｰ7ｰ4 0426-45-1106 (有)チャンプ西宮 兵庫県 兵庫県西宮市高木西町11-4-101 0798-65-4324

ウインザーラケットショップ立川店 東京都 東京都八王子市明神町3-14-6 0426-56-3300 トップランテニスカレッジ 兵庫県 兵庫県加古川市平岡町一色93 079-437-1668

㈱ラケットショップフジ　立川店 東京都 東京都立川市錦町1-8-2乙幡ﾋﾞﾙ2F 042-527-9554 スポーツデポ加古川別府店 兵庫県 兵庫県加古川市別府町緑町2番地 079-435-5545

㈱ときわスポーツ　吉祥寺店 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-7-17 0422-22-1630 スポーツデポ中山寺駅前店 兵庫県 兵庫県宝塚市中筋5丁目10番地27号 0797-89-2645

㈱ラケットショップフジ　吉祥寺店 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-7-8ﾏ-ﾌﾞﾙﾋﾞﾙ4F 0422-22-8844 スポーツ館ミツハシ　イオンタウン富雄南店 奈良県 奈良県奈良市石木町100-1ｲｵﾝﾀｳﾝ富雄南E棟2F 0742-48-3284

プロスキー武蔵境店 東京都 東京都武蔵野市境南町2-27-5 0422-32-5545 スポーツミツハシ奈良イオンモール大和郡山店 奈良県 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 0743-55-3284

スポーツデポ昭島店 東京都 東京都昭島市田中町573-1-4 042-545-7701 テニスショップリブ　　　　 奈良県 奈良県高市郡明日香村御園83-1   07445-4-3484

㈱ときわスポーツ　調布店 東京都 東京都調布市小嶋町2-51-9高野ﾋﾞﾙ2F 042-485-3363 ミキスポーツ　　　　　　　 和歌山県 和歌山県和歌山市元寺町4-11     0734-28-3741

㈱ときわスポーツ　町田店 東京都 東京都町田市原町田1-1-3天幸ﾋﾞﾙ21 042-721-2213

ウインザーラケットショップ町田店 東京都 東京都町田市森野1-13-3 竹内ﾋﾞﾙ 1F 0427-27-0102 テニスショップ　フラシーノ 鳥取県 鳥取県鳥取市南吉方1丁目112-3 0857-32-5578

㈱ラケットショップフジ　国分寺店 東京都 東京都国分寺市南町3-19-1 042-322-5626 タナカスポーツ　 島根県 島根県松江市東朝日町116-7 0852-24-9266

㈱ときわスポーツ　福生アスリート館 東京都 東京都福生市東町10-9 042-530-7112 スポーツデポ岡山伊島店 岡山県 岡山県岡山市北区伊島町2丁目9番43号 086-251-2515

ヴィクトリアイオンモールむさし村山店 東京都 東京都武蔵村山市榎1-1-3 2F 042-590-1041 テニス・バドショップ　プロシード 岡山県 岡山県倉敷市笹沖361ﾘｰﾄﾞ第一ﾋﾞﾙ 086-421-2030

ウインザーラケットショップ聖蹟桜ヶ丘店 東京都 東京都多摩市関戸2ｰ37-3 京王聖蹟桜ヶ丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰさくらｹﾞｰﾄ2階 042-374-0150 体育社　本店 広島県 広島県広島市中区三川町7-5 082-246-1212

パシオン　横浜店 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-22 045-440-0700 杉山スポーツ　 広島県 広島県広島市南区金屋町2-6 082-261-0790

ウインザーラケットショップ横浜店 神奈川県 神奈川県横浜市西区高島町2-19-1 ｽｶｲﾋﾞﾙ9F 045-453-1785 スポーツデポ広島八木店 広島県 広島県広島市安佐南区八木1丁目17-18 082-873-5700

スーパースポーツゼビオららぽーと横浜店 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 3F 045-929-3277 スポーツデポ福山店 広島県 広島県福山市東深津町3丁目21番地48号 084-922-7161

ギャラリー２港北店 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 045-910-0635 タツヤ　 山口県 山口県宇部市松島町10ｰ8 0836-36-5670

スーパースポーツゼビオ川崎ルフロン店 神奈川県 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 ムネスエスポーツ　 山口県 山口県下松市大手町2丁目 0833-41-0273

ウインザーラケットショップ藤沢店 神奈川県 神奈川県藤沢市藤沢600 松涛園ﾋﾞﾙ 2F 0466-22-5156 南海テニス 徳島県 徳島県徳島市南出来島町1-31-1 088-622-6393

スーパースポーツゼビオテラスモール湘南店 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 0466-38-3150 アレックススポーツ　沖浜本店 徳島県 徳島県徳島市沖浜町2-5 088-653-0001

スポーツデポ徳島藍住店 徳島県 徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥が浜87番地2 088-693-1121

㈱オオミヤスポーツ 新潟県 新潟県長岡市美沢3丁目469番地 0258-38-0039 ラケットワールドラビット 香川県 香川県高松市伏石町2-3 087-868-2213

ヨネックステニスクラブ 新潟県 新潟県長岡市喜多町字下川原1116 0258-27-5855 株式会社スポーツライフ 香川県 香川県高松市一宮町908-3 087-885-7333

スポーツハウス柚木　 石川県 石川県金沢市新神田1-12-1 076-291-4991 スポーツデポ高松伏石店　　　 香川県 香川県高松市伏石町216        087-866-5004

かぶとやスポーツ 石川県 石川県七尾市北藤橋町275-4 0767-52-1182 テニスショップ　ミズキ　 愛媛県 愛媛県松山市柳井町3-4-3 089-921-7744

オザキスポーツアバックスタジアム店 福井県 福井県福井市大宮6-15-32 0776-26-4646 スポーツショップフットワーク 高知県 高知県高知市百石町1-18-14 088-832-8939

ビーウェイ甲府店 山梨県 山梨県甲府市丸の内2-1-8 ﾀﾑﾗﾋﾞﾙ3F 055-288-8283

エストラケットショップ甲府店 山梨県 山梨県甲府市里吉3-8 055-232-0040 テニスディーボ北九州 福岡県 福岡県北九州市小倉南区津田4-1-1 093-472-2223

スポーツデポ甲府昭和インター店 山梨県 山梨県甲府市徳行5丁目12番30号 055-225-2370 ㈱オン・ザ・ロード 福岡県 福岡県北九州市熊本1-1-1 093-931-0609

スポーツデポ甲府店 山梨県 山梨県甲府市上阿原町352-2 055-225-2432 ラケットショッププロエース　福岡店 福岡県 福岡県福岡市早良区飯倉3-41-21-1F 092-852-7250

ストリンガーハウスｍ＆ｍ 長野県 長野県長野市東和田592 026-244-4311 スポーツアイランドショップ福岡 福岡県 福岡県福岡市博多区諸岡1丁目15－25－2F 092-710-4049

スポーツショップ日新 長野県 長野県須坂市北横町１３０３－１　 0262-45-0272 ストリング工房 福岡県 福岡県筑紫野市上古賀3－6－7 092-923-8190

スポーツデポ長野店　　　　　 長野県 長野県長野市大字川合新田3401番1  026-222-2244 スポーツデポ太宰府インター店 福岡県 福岡県大野城市御笠川２丁目１８番６号　　 092-504-5637

スポーツデポ福岡香椎店 福岡県 福岡県福岡市東区香椎団地１番21号 092-662-2901

テニスショップナワ 岐阜県 岐阜県岐阜市茜部乗せ1-18 0582-74-6855 スポーツデポ佐賀店 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫町大字西渕1922-1 0952-33-4130

スポーツデポ岐阜県庁前店 岐阜県 岐阜県岐阜市薮田南1丁目12番1号 058-273-2981 ラケットショッププロエース　長崎店 長崎県 長崎県長崎市幸町6-12 095-832-8069

スポーツプラザヒビノ 岐阜県 岐阜県可児市広見5-99 0574-62-0229 マツバラスポーツ　フィールド館 長崎県 長崎県諫早市栗面町818-1 0957-21-9977

㈲クレストン　 静岡県 静岡県静岡市駿河区国吉田801-1 ﾏﾛﾝﾊｲﾂ1F 054-263-5425 スポーツデポ長崎時津店 長崎県 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1320-109 095-881-0085

アオヤマスポーツ 静岡県 静岡県浜松市中区肴町316-2 053-454-9148 スポーツショップベスト　 熊本県 熊本県熊本市中央区白山1-5-3-2F    096-372-8031

テニスプロショップ　クレストン　沼津店 静岡県 静岡県沼津市東熊堂411-5 055-923-1024 スポーツデポ熊本インター店 熊本県 熊本県熊本市神園1丁目1番5号 096-388-6681

スポーツデポ沼津店　 静岡県 静岡県沼津市杉崎町11番50号     055-920-3167 PUERI 大分県 大分県大分市府内町3ｰ3-21 ｱﾌﾘｶﾋﾞﾙ2F 097-534-4380

Tennis House With 愛知県 愛知県名古屋市守山区新守町63番地 052-793-7139 スポーツデポ大分店 大分県 大分県大分市玉沢755-1 ﾄｷﾊわさだﾀｳﾝ内 097-542-7910

㈱祖父江運動具店 愛知県 愛知県名古屋市南区大磯通5-18 052-811-9401 クラブハウスイワキリ 宮崎県 宮崎県都城市五十町2375番地 0986-26-3288

スポーツデポ有松インター店 愛知県 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 延岡ロイヤルテニスクラブ　 宮崎県 宮崎県延岡市大貫町4丁目2890番地 0982-34-6126

スポーツデポmozoワンダーシティ店 愛知県 愛知県名古屋市西区二方町40番 052-502-1331 ラケットショッププロエース　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市西千石町7-33 ｴﾝﾄﾋﾟｱ西千石1F 099-226-6362

スポーツデポ西尾店 愛知県 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地 0563-53-1436 ㈱サングリーンスポーツ 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市与次郎1-10-28 099-257-7920

スポーツデポ小牧店 愛知県 愛知県小牧市堀の内5丁目146番地 0568-76-0787 スポーツデポ　ﾌﾚｽﾎﾟｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾊﾟｰｸ店 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市与次郎１丁目１１番２号 099-206-9002

アルペン長久手店 愛知県 愛知県長久手市東狭間1002番地    0561-62-6622 スポーツデポ天久店　 沖縄県 沖縄県那覇市天久1-2-1 098-861-0460

スポーツデポ豊崎店 沖縄県 沖縄県豊見城市字豊崎1-411 098-851-1150

中国・四国　

九州・沖縄

甲信越・北陸　

東海　
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