
No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

スーパースポーツゼビオ 旭川永山店 0166-46-0717

ミッキー靴店 0166-22-5414

芦別市 吉川スポーツ 0124-23-0536

虻田郡 スポーツたきぐち 01362-2-6396

江別市 アスカスポーツ 011-383-6750

小樽市 スポーツ用品店うめや 0134-23-7401

帯広市 カラサワ靴店 0155-23-4538

北見市 スーパースポーツゼビオ 北見店 0157-26-3115

釧路市 サワダバッグとまと屋 0154-52-6676

Ｓ・Ｓシューズラッキー北４９条店 011-721-3000

アスリートクラブ 札幌中央店 011-207-5033

ジーエスケーボアネージュ 011-642-8080

シュー・パブ札幌店 011-212-2367

スーパースポーツゼビオ ドーム札幌月寒店 011-859-6670

スーパースポーツゼビオ 札幌太平店 011-771-4501

スーパースポーツゼビオ 新発寒店 011-665-5778

スポーツハウス札幌スポーツ館 011-222-5151

ボストン手稲店 011-684-5512

マエダＭ・ＳＴＡＧＥ 行啓店 011-520-5060

マエダＭ・ＳＴＡＧＥイオン東札幌店 011-817-5525

マエダＭ・ＳＴＡＧＥイオン苗穂店 011-782-5524

マエダＭ・ＳＴＡＧＥ円山店 011-213-7250

マエダＭ・ＳＴＡＧＥ麻生店 011-374-6660

マエダサンロマーノ 平岡店 011-888-3211

マエダサンロマーノ真栄店 011-888-3250

リーディングポジションＵＦＩ 011-890-2205

丸井今井札幌 本店 011-205-1560

札幌丸井三越札幌三越 3階婦人靴売場 011-222-8129

札幌丸井三越札幌三越 ７階紳士靴売場 011-222-8182

沙流郡 トミカワ教材フレンド 01456-2-0977

標津郡 スポ－ツピア 0153-72-1902

滝川市 スーパースポーツゼビオ 滝川店 0125-23-6767

伊達市 アルファスポーツ 0142-21-2200

プロショップＹＡＭＡＮＯ 0123-23-8341

マエダサンロマーノ イオン千歳店 0123-27-5565

Fifty Five Star SELECT SPORTS ORIGINAL 0144-84-1448

マエダＭ・ＳＴＡＧＥイオン苫小牧店 0144-52-5553

マエダＭＡＥＤＡ錦岡店 0144-67-5118

マエダサンロマーノ ステイ店 0144-84-6355

ラケットショップ ビーストローク 0144-74-3239

函館市 ブリックシオタ 0138-32-1535

※商品の取扱い等、ご来店される前に一度お電話にてお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

北海道1

※キャンペーン参加店は一覧表よりご確認ください。
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No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

函館市 函館丸井今井 0138-32-1174

日高郡 フットルース 0146-43-0632

美唄市 竹松商店 0126-64-2221

室蘭市 スーパースポーツゼビオ モルエ室蘭中島店 0143-41-6333

留萌市 高梨商事 0164-42-1570

青森市 ラ・ビアン 新町店 0177-23-3151

スーパースポーツゼビオ ピアドゥ八戸店 0178-47-0801

靴のハシブン 本社 0178-28-1661

シューズモリフットウェルネス弘前店 0172-29-5122

スーパースポーツゼビオ 弘前高田店 0172-29-3100

一関市 カントウ靴店 0191-23-2337

北上市 フットウェルネス北上店 0197-61-3030

アネックスカワトク２階シューズショップ 019-681-7592

シューズモリカワトク１Ｆ店 019-653-1501

シューズモリカワトク３Ｆ店 019-624-9241

スーパースポーツゼビオ 盛岡盛南店 019-656-4666

石巻市 スーパースポーツゼビオ 石巻店 0225-21-5750

大崎市 スーパースポーツゼビオ イオンタウン古川店 0229-27-2356

イワマ靴店 ＨＰ仙台店 022-261-4103

ウォーキング専門店 歩楽人 022-296-4192

ウォーキング専門店 歩楽人泉中央店 022-773-1192

シュープラザ仙台南吉成タウンプラザ 022-277-1007

スーパースポーツゼビオ あすと長町店 022-748-0850

スーパースポーツゼビオ ザ・モール仙台長町店 022-308-9888

スーパースポーツゼビオ 仙台泉中央店 022-371-9139

藤崎 022-261-5111

登米市 ＳＨＯＥＳ そると 0220-22-5517

名取市 スーパースポーツゼビオ 名取店 022-383-1851

秋田市 スーパースポーツゼビオ 秋田茨島店 0188-63-8001

北秋田市 シューズショップイトウ 0186-62-5578

大仙市 スーパースポーツゼビオ イオン大曲店 0187-66-3727

新庄市 高橋履物店 0233-22-0348

天童市 スーパースポーツゼビオ 天童店 023-656-8290

東田川郡 スーパースポーツゼビオ ル・パークみかわ店 0235-68-0211

スーパースポーツゼビオ 山形吉原店 023-647-3788

仙台三越ＭＩＰＬＡＺＡ山形 023-615-1262

会津若松市 スーパースポーツゼビオ 会津若松町北店 0242-22-3839

うすい百貨店 024-932-0001

スーパースポーツゼビオ 郡山西ノ内店 024-923-2739

ラ・ビアンイトーヨーカドー郡山店 024-925-7388

髙松靴店タカマツ中町店 024-924-1230

白河市 スーパースポーツゼビオ メガステージ白河店 0248-23-4223

須賀川市 スーパースポーツゼビオ メガステージ須賀川店 0248-63-7511
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No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

スーパースポーツゼビオ 福島南バイパス店 024-545-3399

スーパースポーツゼビオ 福島矢野目店 024-555-1240

潮来市 シューズショップ カネヒラ 0299-80-3553

稲敷市 ヤマベ パルナ店 0299-80-5881

コンフォートタカヤてくてく館 0298-70-5880

サワムラヤ靴店 029-873-2725

笠間市 ピコット笠間ポレポレ店 0296-70-1833

鹿嶋市 ヤマベ靴店 チェリオ店 0299-84-6685

古河市 シュープラザ古河 0280-30-7572

猿島郡 しゅーずとと乃境店 0280-87-3610

下妻市 グリ－ンボックス下妻 0296-44-8778

筑西市 シュープラザ下館 0296-25-4378

シューマート つくば研究学園店 029-893-4492

スーパースポーツゼビオ イーアスつくば店 029-868-7161

ブロックつくばキュート店 029-855-2223

グリ－ンボックス土浦 029-826-8841

クローバーリーフイオンモール土浦 029-835-8805

スーパースポーツゼビオ ドームつくば学園東大通店 029-843-6610

取手市 シュープラザ取手 0297-70-1170

常陸大宮市 ピコット常陸大宮ピサーロ店 0295-54-1830

日立市 スーパースポーツゼビオ 日立城南店 0294-26-7181

シューズショップワールド田彦店 029-229-3755

シュープラザＮＰひたちなかファッションクルーズ 029-265-2665

スポーツオーソリティ 新ひたちなか店 029-264-2003

グリ－ンボックス水戸内原 029-259-9201

スーパースポーツゼビオ 水戸店 029-305-5712

スポーツオーソリティ 水戸内原店 029-259-1595

水戸京成百貨店 婦人靴売場 029-231-1111

守谷市 シュープラザ守谷 0297-47-8277

あかい靴 0284-72-2189

シューマート 足利店 0284-70-3035

シューズイケダ 峰店 028-661-2046

シュープラザ宇都宮簗瀬 028-649-7273

スーパースポーツゼビオ 宇都宮石井店 0286-89-0045

田中本店 028-635-7398

東武宇都宮百貨店 028-651-5176

福田屋百貨店 宇都宮店スポーツ売場 028-623-5261

福田屋百貨店ＩＰ店婦人靴売場スポーツシューズコーナー 028-657-5000

シュープラザ小山 0285-28-2854

スーパースポーツゼビオ 小山店 0285-28-3261

さくら市 シューズショップ おちあい 028-682-2026

日光市 シュープラザ今市 0288-23-0810

10 群馬県 吾妻郡 トリオ原町店 0279-68-4811
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No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

シューワールドヨシダ 0273-93-0039

靴のオカダ安中店 027-382-7287

シューマート 伊勢崎宮子店 0270-20-6170

スーパースポーツゼビオ スマーク伊勢崎店 0270-30-7800

グリ－ンボックス太田 0276-45-5761

スポーツオーソリティ 太田店 0276-47-8230

北群馬郡 シューマート 前橋吉岡店 0279-30-5330

桐生市 チヨダ桐生ヤオコー 0277-55-5266

渋川市 シューマート 渋川店 0279-20-1160

シューマート 高崎上中居店 027-320-8306

シューマート 高崎飯塚店 027-370-3115

スズラン百貨店高崎店 紳士靴売場 027-326-6588

スズラン百貨店高崎店 婦人靴売場 027-326-6588

スポーツオーソリティ 高崎店 027-388-1851

トリオ高崎店 027-395-7002

シューズミランアゼリアモール店 0276-75-5620

清水靴店 0276-72-2205

富岡市 靴のオカダ 富岡バイパス店 0274-67-5574

沼田市 トリオ沼田店 0278-30-2360

シューマート 前橋上泉店 027-289-0592

スズラン百貨店前橋店 婦人靴売場 0272-33-1111

スタジオＪ前橋店 027-288-0220

アサカシューズ 大間々店 0277-72-7033

スタジオＪ 大間々店 0277-73-5840

スタジオＪ上尾店 048-871-7273

丸広百貨店 上尾店 紳士靴売場 048-777-1111

丸広百貨店 上尾店 婦人靴売場 048-777-1111

グリ－ンボックス入間 04-2966-4716

丸広百貨店 入間店 紳士靴売場 042-963-1111

丸広百貨店 入間店 婦人靴売場 042-963-1111

桶川市 ａ．ｒ．ｕ．ｃ桶川店 048-778-8101

グリ－ンボックス春日部 048-747-0361

スポーツオーソリティ 春日部店 048-718-0131

もりいずみ靴店 048-752-2557

グリ－ンボックス川口前川 048-261-7478

コーアドウ 048-281-0806

スーパースポーツゼビオ イオンモール川口店 048-287-8020

足道楽プラスイオンモール川口店 048-287-9636

足道楽川口店 048-299-2585

丸広百貨店 川越店 紳士靴売場 0492-24-1111

丸広百貨店 川越店 婦人靴売場 0492-24-1111

東京靴流通センター川越クレアモール 049-227-4088

久喜市 スーパースポーツゼビオ アリオ鷲宮店 0480-57-1056

埼玉県11
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No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

スタジオＪ鷲宮店 0480-31-7701

足道楽プラスモラージュ菖蒲店 048-031-8538

スポーツオーソリティ 熊谷店 048-527-5855

八木橋 内 婦人靴 048-526-4455

鴻巣市 Parade吹上 048-598-5800

ヴィクトリア スポーツモール越谷レイクタウン店 048-990-3391

グリ－ンボックスレイクタウン 048-989-6981

ブロック 越谷レイクタウン店 048-989-2222

ASbee与野 048-851-5036

グリ－ンボックス浦和美園 048-812-3161

グリ－ンボックス与野 048-853-8166

クロシードビバモール新都心 048-711-2392

クロシード岩槻 048-797-9283

シュープラザマーレ武蔵浦和 048-710-4880

シュープラザ東岩槻 048-758-3738

スター・スニーカーズ・プラス 048-833-7790

シュープラザ坂戸 049-289-0209

丸広百貨店 坂戸店 紳士靴売場 049-288-0001

丸広百貨店 坂戸店 婦人靴売場 049-288-0001

幸手市 シュープラザ幸手ジョイフル本田 0480-40-4400

草加市 ラ・フローラ ムラカミ 0489-42-1433

秩父市 トリオ 秩父店 0494-26-5275

所沢市 シュープラザザ・マーケットプレイス所沢北原 04-2991-7222

戸田市 グリ－ンボックス北戸田 048-424-1112

新座市 グリ－ンボックス新座 048-486-3607

羽生市 グリ－ンボックス羽生 048-562-5751

飯能市 スタジオＪ飯能店 042-978-6270

スーパースポーツゼビオ ピオニウォーク東松山店 0493-31-0075

丸広百貨店 東松山店 紳士靴売場 0493-23-1111

丸広百貨店 東松山店 婦人靴売場 0493-23-1111

シュープラザ大井町ビバモール 049-256-8331

足と靴の相談室ＴＯＭＯＥ 049-261-0091

本庄市 トリオ本庄店 0495-24-7600

我孫子市 ブロック 本店 0471-85-2226

シュープラザ市原カインズモール 0436-20-0322

足と靴の相談室ディアーフット 047-325-1192

グリ－ンボックス千葉ニュータウン 0476-46-9421

シュープラザジョイフル本田千葉ニュータウン 0476-48-1825

ロムコーポレーション 0476-48-4001

浦安市 チヨダイオンスタイル新浦安 047-304-2533

グリ－ンボックス柏 04-7146-2886

スーパースポーツゼビオ セブンパークアリオ柏店 04-7137-7023

ブロック 柏店 04-7160-2224

埼玉県11
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No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

香取郡 ビッグワン 0478-82-2542

鎌ヶ谷市 グリ－ンボックス鎌ヶ谷 047-446-3081

鴨川市 ａ．ｒ．ｕ．ｃ アミーイザワ鴨川店 04-7093-0100

佐倉市 グリ－ンボックスユーカリ 043-312-9279

Ｓｈｕ＆Ｓｈｏｅ検見川浜店 043-279-5008

グリ－ンボックスマリンピア 043-277-9061

グリ－ンボックス稲毛 043-252-3110

グリ－ンボックス鎌取 043-293-8651

シューズショップふじや 043-205-7005

シュープラザイコアス千城台 043-237-6555

スーパースポーツゼビオ アリオ蘇我店 043-209-2777

スポーツオーソリティ 幕張新都心店 043-296-1710

ゼビオ スポーツエクスプレス千葉浜野店 04-7128-1464

そごう千葉店本館３階スポーツ売場 043-245-2111

ファミリーコーポレーション 043-237-0271

ブロックイオンモール幕張店 043-296-2222

ワールド 043-232-6880

銚子市 スーパースポーツゼビオ イオン銚子店 0479-20-5611

東金市 シューズヨシヤ サンピア１階店 0475-52-5518

グリ－ンボックス津田沼 047-493-9521

スポーツオーソリティ 津田沼店 047-403-2111

丸靴店 047-451-2668

グリ－ンボックス成田 0476-22-7391

コンフォートタカヤフットフォーライフ成田店 0476-20-5230

スーパースポーツゼビオ イオンタウン成田富里店 0476-20-2155

スポーツオーソリティ 成田店 0476-23-8811

野田市 ＡＳＢｅｅ ｆａｍ野田 0471-20-1463

船橋市 東武百貨店船橋店 0474-25-7529

松戸市 スポーツオーソリティ 松戸店 047-374-5011

茂原市 ヨシヤシューズ 茂原マーケットプレイス店 0475-25-4488

グリ－ンボックス八千代緑ヶ丘 047-450-2321

スーパースポーツゼビオ フルルガーデン八千代店 047-405-6820

四街道市 靴 ダニー 043-421-1219

足立区 福島屋商店 03-3881-5967

グリ－ンボックス板橋 03-3937-1171

クロシード高島平 03-3934-1192

グリ－ンボックス葛西 03-5676-7208

シューマックス瑞江店 03-3698-0798

スーパースポーツゼビオ 葛西店 03-5675-6801

つるや本店 03-3655-5188

クロシード青梅インター 0428-33-0091

シュープラザ青梅インター 0428-32-4362

大田区 ヴィクトリア 蒲田店 03-5711-1821

千葉県12
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No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

大田区 足道楽大森店 03-6410-8700

ａ．ｒ．ｕ．ｃ青戸ユアエルム店 03-5650-3253

チヨダ四つ木ＩＹ 03-5672-1236

東京靴流通センター金町東急ストア 03-5876-1992

マルノ靴店 03-3902-0308

足道楽東十条店 03-6903-0717

鈴忠 王子サンスクエア店 03-5390-2822

グリ－ンボックス南砂 03-3645-1668

クロシード豊洲 03-5547-8015

足道楽門前仲町店 03-5809-8814

小金井市 足道楽武蔵小金井店 042-316-3399

クロシード西国分寺 042-326-4149

ラケットショップフジ FOOT CARE FACTRY 042-312-2572

狛江市 クロシード狛江 03-3488-3602

グリ－ンボックス品川シーサイド 03-3458-0503

足道楽戸越銀座店 03-6426-4866

クロシード笹塚 03-5452-1779

東急百貨店本店 03-3477-3318

ヴィクトリア 新宿店 03-3354-8311

京王百貨店 新宿店スポ－ツシュ－ズ売場 03-5321-5327

シュープラザ阿佐ヶ谷パールセンター 03-5378-6028

トヨダヤ 西荻窪店 03-3395-4734

足道楽西荻窪店 03-6913-7161

Parade錦糸町 03-5610-7370

ゼビオスポーツ エクスプレスイトーヨーカドー曳舟店 03-5655-5690

シュープラザ千歳船橋 03-5426-2392

チヨダ三軒茶屋 03-3414-2220

高島屋玉川店 紳士靴売場 03-3709-3111

足道楽千歳船橋店 03-6413-5853

東京靴流通センター池尻大橋 03-5430-0223

スポーツ寿苑ベネックス館 03-3836-5057

松坂屋 上野店地下１階パルコヤ側婦人靴売場 03-3832-1111

鈴忠 浅草店 03-3844-2558

スーパースポーツゼビオ 立川立飛店 042-540-7186

足道楽 立川駅前店 042-519-3545

シュープラザグリナード永山 042-371-1136

スポーツオーソリティ 多摩センター店 042-357-3451

ムラサキスポーツ聖蹟桜ヶ丘店 042-337-2460

京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 042-337-2111

中央区 マティノス 03-6228-6720

調布市 スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム 042-490-1180

ヨネックスフィッティングスタジオ秋葉原 03-3527-1318

スーパースポーツゼビオ 東京御茶ノ水本店 03-3233-1861

東京都13

千代田区

杉並区

墨田区

世田谷区

台東区

立川市

多摩市

北区

江東区

国分寺市

品川区

渋谷区

新宿区

葛飾区



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

アルプスシューズ 03-3949-0086

西武百貨店 池袋店 03-5992-8949

東武百貨店池袋店 03-5951-9353

グリ－ンボックス日の出 042-597-1488

スーパースポーツゼビオ イオンモール日の出店 042-588-8735

足道楽プラスイオンモール日の出 042-588-4155

Ｔａｋｅ５ひばりが丘 0424-38-5600

チヨダ田無アスタ 042-460-2229

練馬区 東京靴流通センター練馬 03-3948-0420

ヴィクトリア セレオ八王子店 042-686-3701

スーパースポーツゼビオ イーアス高尾店 042-669-6061

東久留米市 シュープラザ東久留米 0424-74-2833

東京靴流通センター町田コビルナ 042-732-0155

小田急百貨店町田店 １階婦人靴売場 042-720-1111

足道楽町田店 042-711-6882

港区 YONEX TOKYO SHOWROOM 03-6263-8511

武蔵野市 シュープラザ吉祥寺 0422-23-7092

ヴィクトリア イオンモールむさし村山店 042-590-1041

グリ－ンボックス武蔵村山 042-562-5320

目黒区 グリ－ンボックス碑文谷 03-3711-6767

愛甲郡 サンシューズ愛川 046-286-3204

厚木市 シュープラザ厚木 046-222-2183

伊勢原市 シュープラザ伊勢原 0463-93-6313

エテルナ小田原 0465-49-8138

シュープラザ小田原フレスポ 0465-49-5575

アイ・サービス シューズラボｉ 0467-38-8816

イトウ靴店 0467-46-6471

ロビンフット 0467-42-6322

スーパースポーツゼビオ 川崎ルフロン店 044-223-1630

トップスマルシマ 044-946-0082

ヒカリ 044-922-8366

足道楽武蔵小杉店 044-750-8581

東京靴流通センター川崎インター 044-829-2636

末広堂 044-822-2845

グリ－ンボックス橋本 042-771-5958

グリ－ンボックス相模原 042-776-7163

足道楽橋本駅前店 042-703-4649

足道楽相模大野店 042-705-7979

座間市 スポーツオーソリティ 座間店 046-259-5965

茅ヶ崎市 イトウ靴店 （ハッシュパピー茅ヶ崎店） 0467-85-3966

中郡 シューズパーク平塚西店 0463-36-9241

キララ 046-388-2660

グリ－ンボックス秦野 0463-82-4191

東京都13

秦野市

神奈川県14

武蔵村山市

小田原市

鎌倉市

川崎市

相模原市

豊島区

西多摩郡

西東京市

八王子市

町田市



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

秦野市 スポーツオーソリティ 秦野店 0463-85-3880

スーパースポーツゼビオ ららぽーと平塚店 0463-25-0058

チヨダ平塚ユーユー駅前 0463-20-1720

小田急百貨店藤沢店 1階婦人靴売場 0466-26-6111

東京靴流通センター湘南とうきゅう 0466-89-0550

足道楽 中央林間店 046-244-0911

足道楽大和店 046-200-9507

スーパースポーツゼビオ ヴィスポ横須賀店 046-828-6239

わかまつ靴店 046-851-4428

東京靴流通センター横須賀 046-834-8291

イシケンスポ－ツ 瀬谷店 045-301-6044

ヴィクトリア オーロラモール東戸塚店 045-828-2425

グリ－ンボックス金沢八景 045-781-5557

グリ－ンボックス東戸塚 045-822-3818

グリ－ンボックス東神奈川 045-402-1910

クロシード長津田 045-988-5140

シュー・パブたまプラーザ店 045-903-2415

シュープラザイオン金沢八景 045-791-3447

シュープラザ横浜四季の森 045-958-1241

スーパースポーツゼビオ トレッサ横浜店 045-533-3351

スーパースポーツゼビオ みなとみらい東急スクエア店 045-650-1680

スーパースポーツゼビオ ららぽーと横浜店 045-929-3277

スポーツオーソリティ 上大岡店 045-882-0600

横浜黒川スポーツテスコ店 045-832-2191

京急百貨店 ６Ｆウォーキング売り場 045-848-7276

靴のカメヤ 045-331-1192

高島屋横浜店 5階スポーツ売場 045-311-5111

足道楽戸塚店 045-392-7077

足道楽青葉台店 045-511-8670

東京靴流通センター港北ニュータウン 045-942-7748

富士シューズ横浜ジョイナス店 045-311-6304

保一堂運動具店 045-261-3187

阿賀野市 靴のかまたウオロク店 0250-63-2704

糸魚川市 Parade糸魚川 025-552-8901

Parade柏崎 0257-23-0257

北野屋 0257-23-2345

加茂市 ミナトシューズ 0256-52-0948

Parade三条東新保 0256-64-7845

シューマート 三条店 0256-36-6550

かまた 靴のかまた新発田店 0254-22-1204

スーパースポーツゼビオ 新発田店 0254-27-1833

Parade上越インター 025-531-1557

カメイシューズ 025-523-3582

新潟県15

上越市

神奈川県14

大和市

横須賀市

横浜市

柏崎市

三条市

新発田市

平塚市

藤沢市



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

上越市 シューマート 上越ｳｲﾝｸﾞ店 0255-21-1545

胎内市 やまごん 中条国道店 0254-44-7733

十日町市 Parade十日町 025-761-7813

Parade長岡アークガレリア 0258-22-5614

シューズハウスすきっぷ 0258-37-3939

シューマート長岡ﾏｰｹｯﾄﾓｰﾙ店 0258-29-8892

スキップＥ・ＰＬＡＺＡ店 025-832-3300

靴のカネトク本店 0258-32-2702

山甲トッピィ店 0258-52-1662

Parade河渡 025-279-1414

Parade新津 0250-21-1296

イザワ靴店 0250-22-0625

イザワ靴店 程島店 0250-21-2223

シューズショップたんたん 025-283-7771

SSVほんだい 0256-72-2062

靴のかまた 豊栄本店 025-387-2473

新潟三越伊勢丹 025-243-7143

見附市 ぬしせ靴店フットパークヌシセ 0258-63-2071

村上市 Parade村上インター 0254-56-0577

Parade魚津 0765-23-9110

太陽スポーツ 魚津店 0765-24-2411

黒部市 Parade黒部 0765-32-4192

ｋａｓａｂｌｏｗ いわた靴店アスカ店 0765-83-1235

ｋａｓａｂｌｏｗ いわた靴店コスモ店 0765-74-9123

Parade高岡 0766-27-3466

トータルフィットネス アルプス 0766-84-0899

砺波市 ＳＨＯＥＳ ＳＨＯＰＴａｋａｙａ 0763-33-5071

Parade下飯野 076-438-9055

Parade今泉本店 076-495-5210

Parade総曲輪 076-407-1030

Parade天正寺 076-494-1573

Parade富山羽根 076-461-7825

ウォーキング専門店スキップ 076-464-6616

スーパースポーツゼビオ 富山蜷川店 0764-29-8744

スポーツショップランナー 076-422-7688

太陽スポーツ 富山店 0764-25-1030

滑川市 靴のサイズ 076-475-8521

南砺市 シューズ＆バッグ ヨシエ 0763-22-1411

鹿島郡 シューズセンターマツモト 0767-76-2314

Parade金沢高柳 076-254-1917

Parade金沢松村 076-268-3841

シュー・パブ金沢香林坊店 076-220-1933

めいてつ・エムザスポーツ用品売場 076-260-2030

石川県17

新潟県15

富山県16

富山市

金沢市

長岡市

新潟市

魚津市

下新川郡

高岡市



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

河北郡 シューズセンターマツモトコンフォモール内灘店 076-237-2203

シューズ愛ランド 小松店 0761-21-4400

マイシューズしのはらジャスコ小松店 076-124-2113

七尾市 シューズ＆バッグキノシタ 0767-53-0655

Parade野々市三日市 076-246-8230

Parade野々市上林 076-294-8855

白山市 スーパースポーツゼビオ イオンモール金沢白山店 076-256-3941

鳳珠郡 シューズアンドバッグいしきり 0768-62-0109

輪島市 たたみ靴店 0768-22-1383

大野市 靴のパリー・ヴィオ店 0779-65-0928

鯖江市 クツのエミー 0778-53-2771

ＫＯＢＥシューズＯＮＥ飯田店 055-222-6010

シューマート 甲府向町店 055-242-9294

中巨摩郡 シューマート 甲府昭和店 0552-30-8022

南都留郡 靴のフジノヤ 0555-72-0426

安曇野市 シューマート エルサあづみ野店 0263-87-2792

シューマート 飯田ｲﾝﾀｰ店 0265-21-1571

シューマート 飯田座光寺店 0265-24-7100

伊那市 シューマート 伊那店 0265-74-1661

上田市 シューマート 上田国分店 0268-26-4192

クサマ商事 0266-22-2739

ヨシハラ靴店 0266-22-3802

上伊那郡 シューマート 箕輪店 0265-70-1015

サトウシューズプリンス店 0267-42-8588

サトウシューズ本部 0267-42-3322

更埴市 シューマート 更埴店 026-261-3412

Parade佐久 0267-66-1987

シューズアンドバッグシノハラアーサ店 0267-82-8025

シューマート 佐久平店 0267-66-0172

スーパースポーツゼビオ 佐久平店 0267-66-0600

須坂市 シューマート 須坂店 026-251-2482

諏訪市 シュープラザ諏訪ステーションパーク 0266-82-3641

中野市 シューマート 中野江部店 0269-24-1230

シュー・パブ長野店 026-219-3526

シュープラザ長野檀田アクロス 026-256-6151

シューマート 稲田店 026-251-0775

シューマート 長野稲里店 026-286-1657

シューマート 東和田店 026-241-2528

スーパースポーツゼビオ 長野南高田店 026-268-4811

ながの東急百貨店 026-226-9757

シューマート 松本つかま店 0263-87-2292

シューマート 松本村井店 0263-86-3309

スーパースポーツゼビオ 松本芳川店 0263-85-4939
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石川県17

松本市

長野県20

福井県18

山梨県

岡谷市

北佐久郡

佐久市

長野市

小松市

野々市

甲府市

飯田市



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

松本市 井上百貨店　一階婦人靴売り場 0263-33-1150

南佐久郡 シューズ＆バッグのシノハラ 0267-88-4177

大垣市 スポーツオーソリティ イオンタウン大垣店 0584-83-8333

シューズステージ 058-296-0161

スーパースポーツゼビオ カラフルタウン岐阜店 058-218-3050

高島屋岐阜店 058-264-1101

郡上市 シューズプラザ キシヤマ 0575-65-3321

土岐市 吉田靴店　土岐店 0572-55-5599

瑞浪市 吉田靴店　瑞浪店 0572-67-2554

シュープラザ磐田 0538-39-2660

スーパースポーツゼビオ ららぽーと磐田店 0538-59-0415

掛川市 みつぼし掛川店 0537-23-1233

菊川市 みつぼし菊川店 0537-37-0511

御殿場市 シュープラザ御殿場 0550-81-0383

シュープラザ下川原 054-268-4551

シュープラザ静岡フレスポ 054-344-2801

裾野市 シュープラザ裾野 055-995-3077

田方郡 シューズハウス大石 0559-79-2369

グリ－ンボックス浜松市野 053-467-1145

シューズ愛ランド 浜松市野店 053-411-2010

シューズ愛ランド 浜松入野店 053-445-1212

シュープラザ浜松葵イオンタウン 053-430-6011

スーパースポーツゼビオ 浜松宮竹店 053-466-3030

メインワシントン 053-587-1257

袋井市 シューズ＆バッグマルオー 0538-23-8908

富士市 シュープラザ富士 0545-66-2116

富士宮市 シュープラザ富士宮 0544-28-4055

牧之原市 みつぼし 0548-52-3093

三島市 シュープラザイトーヨーカドー三島日清プラザ 055-981-6919

安城市 吉田靴店　YCUBE安城店 0566-77-4180

スポーツオーソリティ 木曽川店 0586-84-3221

名鉄百貨店一宮店 0586-46-8340

ｎａｔｕｒａｌｆｉｔ大府店 0562-47-1600

足軽家 共和店 0562-47-7280

シュープラザ岡崎 0564-66-0330

スーパースポーツゼビオ 岡崎インター店 0564-25-5422

知多市 くっく 知多店 0562-56-5658

津島市 チヨダ津島イッツボナンザシティ 0567-23-7317

東海市 シュープラザ東海荒尾アピタ 052-689-6080

豊川市 クロッグイシハラ カーマ店 0533-86-2127

豊田市 スーパースポーツゼビオ 豊田東新店 0565-33-6011

豊橋市 シュープラザ豊橋北山 0532-29-4336

名古屋市 ＡＳＢｅｅ ｆａｍ八事 052-861-7038

愛知県23

長野県20

岐阜県21

静岡県22

磐田市

静岡市

浜松市

一宮市

大府市

岡崎市

岐阜市



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

ASbee今池本店 052-732-9211

グリ－ンボックス新瑞橋 052-823-7177

シュープラザ千代田橋アピタ 052-725-7221

シュープラザ名古屋北アピタ 052-910-3761

ビグネコーポレーション異邦人 大須店 052-228-9612

靴のアオヤマ 052-623-7141

大丸松坂屋百貨店名古屋店 052-264-2763

名古屋三越星ヶ丘店３Ｆ婦人靴売場 052-783-3196

名鉄百貨店メンズ館１Ｆ紳士靴売場 052-585-2545

名鉄百貨店本館３Ｆ婦人靴売場 052-585-2216

西尾市 ｎａｔｕｒａｌ ｆｉｔ西尾店 0563-54-2405

日進市 ASbee香久山 052-809-0092

幡豆郡 あさひや 吉良店 0563-32-3122

ｎａｔｕｒａｌ ｆｉｔ半田店 0569-26-1120

シュープラザ半田 0569-22-5001

碧南市 石川屋靴店 0566-42-5038

みよし市 スポーツオーソリティ 三好店 0561-33-3260

熊野市 アカサカスポーツ 059-789-4711

ハチロウ 0593-78-9865

シューズ愛ランド 鈴鹿店 059-381-5353

スポーツオーソリティ 鈴鹿店 0593-75-0655

津市 グリ－ンボックス津 059-246-8192

鳥羽市 靴のやまだ 0599-26-3828

四日市 スポーツオーソリティ 四日市泊店 059-328-4920

エルドラード近江八幡店 0748-38-5610

シューズショップコダマ本店 0748-32-2273

シュープラザ近鉄草津 077-564-2665

スーパースポーツゼビオ イオンモール草津店 077-516-0233

高島市 シェリーズラック安曇川店 0740-32-0317

彦根市 靴工房ＳＴＵＤＩＯ－Ｋ 0749-26-5151

綾部市 シューズベルアスパ店 0773-42-9804

グリ－ンボックス京都桂川 075-925-9727

シュープラザラクト山科 075-502-4040

シュープラザ京都ファミリー 075-321-5745

スポーツオーソリティ 京都桂川店 075-924-2860

ナトゥーラ洛北阪急スクエア 075-702-3155

城陽市 ますやエルドラード城陽店 0774-57-1050

池田市 シュープラザダイエー池田駅前 072-750-3331

和泉市 シューズ ＷＡＬＫ ＵＰ 0725-57-0192

茨木市 ＲＩＶ靴店 072-623-2048

ウォーキングシューズ専門店異邦人大阪梅田本店 06-6343-3992

スーパースポーツゼビオ もりのみやキューズモール店 06-6910-1550

スーパースポーツゼビオ リンクス梅田店 06-6292-4064

滋賀県25

京都府26

大阪府27

愛知県23

名古屋市

三重県24

大阪市

半田市

鈴鹿市

近江八幡市

草津市

京都市



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

堺市 シューズ愛ランド 堺なかもず店 072-246-6767

グリ－ンボックス四條畷 072-812-5122

スポーツオーソリティ 四條畷店 072-803-0250

シュープラザイオン吹田 06-4860-9063

スポーツオーソリティ デュー阪急山田店 06-6836-6277

泉南市 スポーツオーソリティ りんくう泉南店 0724-80-4530

高石市 シューズ愛ランド 泉北高石店 072-267-5800

高槻市 大持靴店 072-691-7387

豊中市 チヨダ千里中央 06-6836-6855

羽曳野市 シューズ愛ランド 羽曳野店 072-950-0555

シュープラザ布施 06-6783-9600

スーパースポーツゼビオ 東大阪菱江店 0729-60-6571

Ｓｃｈｕ Ｓｔｅｒ 072-808-8992

ティオ フジヤ 072-843-4475

箕面市 ルビエアトリエ店 072-724-4646

スーパースポーツゼビオ 大阪守口店 06-6916-5550

京阪百貨店 06-6994-1313

シューズ愛ランド 八尾沼店 0729-20-6200

スーパースポーツゼビオ スポーツタウン久宝寺店 072-928-4010

朝来郡 シューズハウス・チャオエスタ和田山店 079-670-2649

スポーツオーソリティ 伊丹昆陽店 072-778-6940

だるまや 阪急Ｒｅｉｔａ店 0727-72-3680

加古川市 加古川ヤマトヤシキ 079-425-2206

加西市 ゼロ＆オー 0790-42-0286

加東市 Ｆｉｔ Ｈｏｕｓｅ あうんＯＳＡＫＡＹＡ 0795-42-7100

スーパースポーツゼビオ 神戸ハーバーランド店 078-366-6333

チヨダコアキタマチ 078-582-2562

ヒラキ靴のヒラキ 岩岡店 078-967-1065

快足館 078-646-4192

阪急阪神百貨店 神戸阪急 078-200-7768

阪急阪神百貨店神戸阪急７階紳士靴 078-200-7217

大丸松坂屋須磨店２階婦人靴売場 078-791-3111

篠山市 シューズベル篠山店 079-594-2623

洲本市 たかみシューズイオン洲本店 0779-22-5500

高砂市 シューズパークサンダー 0794-48-7890

たつの市 サカイシューズたつの店 0791-62-1256

丹波市 アーク 0795-82-8457

スーパースポーツゼビオ ららぽーと甲子園店 0798-81-6933

阪急阪神百貨店 西宮阪急 0798-62-1381

グリ－ンボックス姫路大津 079-239-1351

スポーツオーソリティ 姫路リバーシティ店 0792-33-7180

スポーツオーソリティ 姫路大津店 0792-30-0450

山陽百貨店 0792-23-9452

大阪府27

兵庫県28

八尾市

伊丹市

神戸市

西宮市

姫路市

四条畷市

吹田市

東大阪市

枚方市

守口市



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

28 兵庫県 南あわじ市 たかみシューズ イオン店 0799-50-2082

生駒市 近鉄百貨店生駒店シューズショップD 0743-72-2717

シューズ愛ランド 橿原店 0744-20-1515

スポーツオーソリティ 奈良橿原店 0744-21-8252

近鉄百貨店橿原店 0744-25-1111(代)

北葛城郡 シュープラザエコール・マミ 0745-54-6033

天理市 ホンダ靴店 0743-62-4192

シューズ愛ランド 奈良柏木店 0742-32-2233

チヨダ学園前パラディ 0742-53-7080

田辺市 シューズショップきりんや 0739-25-3131

橋本市 シューズ＆バツグ こにし 0736-42-2049

和歌山市 靴のまつや フロイデ店 073-425-2789

シューズショップコマツパープルタウン店 0858-26-5343

シューズ愛ランド 鳥取倉吉店 0858-27-4101

シューズ愛ランド 鳥取安長店 0857-37-1166

シューズ愛ランド 鳥取吉成店 0857-37-4030

鳥取大丸 0857-25-2111

コダニＳＲＥＥＬ 0859-21-1271

シューズ愛ランド 米子皆生店 0859-39-0456

シューズ愛ランド 米子道笑町店 0859-39-0400

高島屋米子店 0859-22-1136

シューズ愛ランド 出雲店 0853-20-0181

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン出雲店 0853-24-7655

江津市 シューズショップノムラ 0855-54-0321

浜田市 靴のまつむら 0855-22-7570

シューズ愛ランド 松江学園通店 0852-32-2880

シューズ愛ランド 松江上乃木店 0852-32-2900

ＤＵＯ 岡南店 086-264-6147

ＤＵＯ 原尾島店 086-272-3917

ＳＨＯＥＳキシモト（カラコロ） 086-943-0056

シューズ愛ランド 岡山十日市店 086-234-6060

シュープラザ岡山 086-805-6345

やすだ靴店 平島店 086-297-6679

高島屋岡山店 086-232-1111

竹波運動具店 086-225-3788

グリ－ンボックス倉敷 086-423-7732

シューズ愛ランド 倉敷下庄店 086-464-0111

シューズ愛ランド 倉敷笹沖店 086-430-0055

スポーツオーソリティ 倉敷店 086-430-5590

靴のニシヤマ玉島トップス店 086-441-8788

玉野市 タウン・タウンシューズＤＵＯ玉野店 0863-32-5948

津山市 シューズ愛ランド 津山店 0868-28-7050

34 広島県 尾道市 シューズ愛ランド 東尾道店 0848-20-3811

岡山県33

和歌山県30

鳥取県31

島根県32

奈良県29

岡山市

倉敷市

奈良市

倉吉市

鳥取市

米子市

出雲市

松江市

橿原市



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

尾道市 大原商店シューズショップれもん 0845-27-4010

呉市 シュープラザ呉広 0823-76-5623

庄原市 エムランド庄原店（カラコロ） 0824-72-4111

竹原市 シューズファクトリーマツイ 0846-22-3003

東広島市 ニューアテネエルピエ 082-421-9911

シューズ愛ランド 広島緑井店 082-830-0272

スーパースポーツゼビオ 広島八木店 082-873-3325

スポーツオーソリティ 広島店 082-250-0001

スポーツマルヒロ 082-876-5202

福屋 八丁堀本店紳士５階靴売場 082-246-2182

福屋広島駅前店 ９階 スポーツシューズ売場 082-568-3914

福屋八丁堀本店婦人４階スポーツ売場 082-246-2654

シューズ愛ランド 福山蔵王店 082-943-5480

スーパースポーツゼビオ 福山店 0849-71-1200

府中市 シューズワールドスキッパー 0847-45-8185

三次市 靴のイノウエ 0824-62-1132

岩国市 シューズ愛ランド 南岩国店 0827-34-0010

シューズ愛ランド 宇部店 0836-37-0700

靴のパリー フジグラン店 0836-36-2217

シューズ ウメザキ 0833-45-1103

シューズ愛ランド 山口周南店 0833-45-0260

シューズ愛ランド 下関店 0852-50-1133

スーパースポーツゼビオ ゆめモール下関店 083-228-5111

山口市 シューズ愛ランド 山口店 083-933-1888

阿南市 こんど履物店阿南店 088-424-8800

シューズコレクションＬａＬａ北島店 088-697-3311

シューズショップタケダ藍住店 088-641-1458

小松島市 こんど履物店小松島店 0885-35-2250

こんど履物店 南島田店 088-632-0011

シュープラザ徳島川内 088-637-1275

名西郡 シューズショップタケダ石井店 0886-74-7799

三好市 靴アサヒヤ 0883-72-6251

吉野川市 こんど履物店鴨島店 0883-26-1217

シュープラザ高松レインボーロ―ド 087-868-2258

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン高松店 087-869-7710

今治市 靴のヤザマ 0898-33-3009

伊予郡 スーパースポーツゼビオ エミフルMASAKI店 089-961-6630

宇和島市 ちゃんぴおん 0895-22-3221

西予市 ワケスポーツ 08946-2-0260

新居浜市 つるや新居浜店 0897-34-7540

シュープラザ松山はなみずき通り 089-905-8040

伊予鉄高島屋 089-948-2377

39 高知県 吾川郡 ナベヤサニーアクシスいの店 088-893-1230

徳島県36

香川県37

愛媛県38

広島県34

山口県35 下松市

下関市

板野郡

徳島市

高松市

松山市

広島市

福山市

宇部市



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

ウォークインつるや 088-825-0580

フットワーク足の元気館 088-821-8692

須崎市 ナベヤ須崎店 0889-42-7563

Ａｒｃｏｎｅ 0888-63-6461

ナベヤ南国店 088-863-1192

飯塚市 ボンフカヤイオン穂波店 0948-21-7557

大野城市 シューズあすなろ下大利店 092-501-9050

大牟田市 スーパースポーツゼビオ ゆめタウン大牟田店 0944-41-5566

遠賀郡 靴のワシントン遠賀店 093-293-8578

春日市 スーパースポーツゼビオ 春日店 092-595-5500

糟屋郡 シューズ愛ランド 福岡新宮店 092-940-5111

シューズ愛ランド 小倉下曽根店 093-474-0800

シューズ愛ランド 北九州折尾店 093-693-2170

井筒屋 093-522-2220

靴のワシントンサニーサイドモール店 093-471-2033

靴のワシントン柳町店 093-381-8592

サンテングヤ 本店 0942-34-1155

シューズ愛ランド 久留米上津バイパス店 0942-21-0040

靴のパリジャン 0942-35-8983

太宰府市 シューズ愛ランド 太宰府店 092-920-7302

直方市 グリ－ンボックス直方 0949-26-0511

くつのこぼり 092-882-1469

サンデーシューズ新天町店 092-721-6668

シューズ愛ランド 福岡福重店 092-895-5533

シュープラザアクロスモール春日 092-707-9545

シュープラザイオンスタイル笹丘 092-738-0001

スーパースポーツゼビオ キャナルシティ博多店 092-283-8520

スーパースポーツゼビオ ゆめタウン博多店 092-643-9060

ベストフット大橋店 092-554-4766

靴のナラザキ 新天町北通り店 092-771-8944

阪急阪神百貨店博多阪急 092-461-1381

宗像市 靴のワシントン宗像店 0940-32-0066

シューズ愛ランド コスタ行橋店 0930-26-6960

靴のワシントン行橋店 09302-4-8122

唐津市 辻徳イオン唐津店 0955-77-3937

神埼市 シューズ＆バックさとう サピエ店 0952-52-5311

シューズ愛ランド 佐賀店 0952-27-9181

ボンフカヤ 佐賀玉屋店 0952-22-3260

諫早市 靴のまえだ 0957-23-2356

大村市 靴のみさ 0957-54-5008

長崎市 ファミリーシューズヤマモト新大工店 095-825-6374

靴のやまだ 0969-22-3055

靴のやまだイオン天草店 0969-27-6710

長崎県42

天草市熊本県43

高知県39

福岡県40

佐賀県41

佐賀市

高知市

南国市

北九州市

久留米市

福岡市

行橋市



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

天草市 靴のやまだ北店 0969-24-2511

荒尾市 尚美堂ゆめタウン荒尾店 0968-57-8833

宇土市 靴の尚美堂宇土シティ店 0964-27-5035

上益城郡 スポーツオーソリティ 熊本店 096-235-6500

菊池郡 シューズ愛ランド 熊本光の森店 096-232-5551

菊池市 靴のニシムラ 菊池店 0968-24-5840

キクタシューズ 096-354-5681

シュープラザ熊本サンロードシティ 096-214-1761

ニシムラ靴店 本店 0962-72-0132

靴のテヅカ上熊本店 096-288-0696

靴のテヅカ渡鹿店 096-311-9200

靴のテヅカ飛田店 096-215-0222

靴のニシムラ玉名店 0968-57-9874

靴の尚美堂玉名店 0968-57-7477

人吉市 靴の尚美堂 人吉店 0966-22-1150

八代市 合資会社 橋本商店 シューズＳＨＯＰメルシー 0965-39-3571

山鹿市 シューズひぐち 09684-3-1807

カガシヤ ８８店 0975-52-1949

カガシヤ サン店 0975-23-3833

カガシヤイオン高城店 097-503-0370

カガシヤわさだ本店 097-547-7078

トキハ スポーツ用品部 0975-38-1111

ボン・フルール カガシヤ 097-532-3425

中津市 カガシヤ 中津店 0979-25-2055

別府市 カガシヤ 別府店 0977-27-3502

小林市 靴の尚美堂小林店 0984-27-3356

日南市 フットウェア ＰＯＳＥＲ 0987-31-1736

延岡市 靴のテヅカ延岡多々良店 0982-29-2999

東臼杵郡 ｆｏｏｔ ＰＡＬ 0982-63-1325

都城市 靴のテヅカ都城店 0986-45-1675

グリ－ンボックス宮崎 0985-25-8017

宮崎 山形屋 0985-31-3237

靴のテヅカ 加納店 0985-85-2823

靴のテヅカ宮交シティー店 0985-51-1699

靴のテヅカ霧島店 0985-35-7395

靴のテヅカ柳丸店 0985-23-1755

出水市 靴の尚美堂出水店 0996-68-1665

指宿市 尚美堂指宿店 0993-22-6237

靴の尚美堂 Ｎ’ｓ－ＣＩＴＹニシムタ店 099-267-5770

靴の尚美堂 オプシアミスミ店 099-812-7616

靴の尚美堂 本店 099-222-5121

靴の尚美堂ニシムタ鴨池店 099-202-0216

靴の尚美堂吉野店 099-298-9241

鹿児島市

大分県44

宮崎県45

鹿児島県46

熊本県43
熊本市

玉名市

大分市

宮崎市



No. 都道府県 市町村群 店舗名 電話番号

靴の尚美堂中山店 0992-67-7191

山形屋スポーツ用品部 0992-27-6111

靴の尚美堂鹿屋店 0994-41-2091

尚美堂鹿屋だいわ店 0994-43-2758

靴の尚美堂イオン隼人国分店 0995-43-8744

靴の尚美堂国分店 0995-73-7791

靴の尚美堂 川内だいわ店 0996-22-1826

靴の尚美堂 川内店 0996-22-9230

南九州市 靴の京屋 0993-83-2555

南さつま市 靴の尚美堂 加世田店 0993-53-3133

浦添市 サンエー経塚シティ店 098-871-3333

那覇市 サンエー那覇メインプレイス 098-951-3300

鹿児島市

鹿児島県46

沖縄県47

鹿屋市

霧島市

薩摩川内市


