※在庫状況につきましては、取扱店へお問い合わせください。

アシックスストア
アシックスストア東京

東京都中央区銀座８－２－７ＮＴＴ銀座ビル １Ｆ

03-3572-8301

アシックスステーションストア品川

東京都港区高輪３－２６－２６（京浜急行品川駅構内）

03-6277-0940

アシックスキャンパスストア早稲田

東京都新宿区西早稲田１－６－１ 早稲田大学２７号館１階

03-6205-5296

小田急ハルク新宿 アシックスランニングショップ

東京都新宿区西新宿１－５－１ハルクスポーツ２Ｆ

03-3342-1111

アシックス原宿フラッグシップ

東京都 渋谷区 神宮前1-5-8 1F 神宮前タワービルディング

03-6804-5263

あべのハルカス近鉄本店 アシックスランニングショップ

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

06-6628-6660

アシックスストア大阪

大阪府大阪市北区大深町３－１グランフロント大阪ナレッジキャピタル３Ｆ

06-6359-5680

アシックス 大阪 心斎橋

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-1 心斎橋カワチビル1F

06-6226-8506

アシックスストア神戸

兵庫県神戸市中央区加納町６－６－３

078-332-0135

アシックスストア広島

広島県広島市中区本通８－２４

082-246-8751

アシックスストア福岡

福岡県福岡市中央区天神２－３－１２

092-724-5707

空港
羽田空港 イベントスペース

東京都大田区羽田空港3-3-2 第一旅客ターミナル2F

03-6428-8154

羽田空港 Tokyo's Tokyo

東京都大田区羽田空港3-4-2 第二旅客ターミナル3F

03-6428-8732

成田空港 EXCITING SPORTS SCOREBOARD

千葉県成田市成田国際空港

0476-32-6360

第一ターミナル中央棟4F

北海道・東北
■北海道
札幌スポーツ館 本店

北海道札幌市中央区南三条西３丁目

011-222-5151

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三条１１－１－１０

011-859-6670

ニッセンスポーツ

北海道札幌市豊平区平岸２条１３丁目２－１６

011-376-1351

スポーツビーイングオバラ

北海道釧路郡釧路町桂木三丁目５番

0154-39-2715

青森県上北郡おいらせ町菜飯５０－１

0178-56-2500

岩手県盛岡市青山４－４６－１５

019-647-2011

■青森県
タケダスポーツ 下田店

■岩手県
タケダスポーツ 青山店

■宮城県
スーパースポーツゼビオ あすと長町店

宮城県仙台市太白区あすと長町１－４－５０

022-748-0850

スーパースポーツゼビオ 仙台泉中央店

宮城県仙台市泉区泉中央４－２４－３

022-371-9139

秋田県横手市安田字堰添34-1

0182-36-2553

山形県米沢市徳町１２９

0238-23-0295

■秋田県
ネクサス 横手店

■山形県
吾妻スポーツ バード店

■福島県
スーパースポーツゼビオ 郡山西ノ内店

福島県郡山市西ノ内２－１１－３５

024-923-2739

有限会社 遠藤運動具店

福島県いわき市平中町７－４

0246-23-8134

株式会社 オノヤスポーツ

福島県福島市北矢野目字竹ノ花32-2

024-552-2433

茨城県古河市西牛谷１０８６－１

0280-30-0339

関東・信越
■茨城県
スポーツカムイ 古河店

■栃木県
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６９４－１

028-643-6011

岩渕スポーツ

栃木県宇都宮市竹林町１０８７－２

028-621-7447

スポーツカムイ 自治医大店

栃木県下野市祇園１－２４

0285-29-4929
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■埼玉県
三晃社

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－３９

048-641-2198

マインスポーツ

埼玉県さいたま市緑区原山３－８－２１

048-885-1233

クマガヤ スポーツ プロショップ 上恩田店

埼玉県熊谷市上恩田３６７－１

048-507-9318

ヴィクトリア スポーツモール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棟Ａ－１１５

048-990-3391

スポーツカムイ 坂戸店

埼玉県坂戸市片柳２２１１

049-280-3773

スポーツショップ アスリート

埼玉県鶴ケ島市鶴ケ丘２７３－９

049-286-7288

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２－１－１ララポートＥ２Ｆ

047-410-1131

わかしおスポーツ

千葉県山武郡九十九里町真亀４３３３

0475-76-6363

■千葉県

■東京都
ヴィクトリア Ｗａｒｄｒｏｂｅ

東京都千代田区神田小川町３－６

03-3233-1861

ヴィクトリア 青山外苑前店

東京都港区北青山２－１２－１６ 吉川ビルB１F

03-5413-8091

ＧＡＬＬＥＲＹ・２新宿アドホック６Ｆ

東京都新宿区新宿３－１５－１１ アドホックビル６Ｆ

03-3354-2192

アートスポーツ新宿東口ビックロ店

東京都新宿区新宿３－２９－１ビックロ東口店８Ｆ

03-6273-1255

ヴィクトリア 新宿店

東京都新宿区新宿４－１－１４

03-3354-8311

京王百貨店 新宿店 ５Ｆスポーツウエア－・用品売場

東京都新宿区西新宿１－１－４

03-3342-2111

ステップスポーツ 新宿本店

東京都新宿区新宿3丁目17-19 中野ビル1-2F

03-3226-4492

ステップスポーツ 東京本店

東京都文京区本郷１－１４－３

03-5840-6068

アートスポーツ 本店

東京都台東区上野３－２５－１０ 松坂屋パークプレイス24 1F&2F

03-3833-8636

スポーツ寿苑 ベネックス

東京都台東区上野６－９－３ベネックス

03-3836-5057

スポーツ寿苑 ランニング館

東京都台東区上野６－１４－７

03-3837-6171

ヴィクトリア 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４－１－２

03-5610-8670

スポーツマリオ マルイ錦糸町店

東京都墨田区江東橋３－９－１０マルイ錦糸町店５Ｆ

03-6659-4538

ヴィクトリア スーパースポーツゼビオららぽーと豊洲店

東京都江東区豊洲２－４－９アーバンドッグららぽーと豊洲２Ｆ２５７０

03-6219-6181

ウィンザ－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

03-3464-9251

東京都渋谷区宇田川町３３－８ ３Ｆ

03-6455-3101

西武池袋本店 ８階 西武スポーツ

東京都豊島区南池袋１－２８－１

03-3981-0111

スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店

東京都調布市飛田給１-３４

042-490-1180

佐藤スポーツ

東京都青梅市東青梅２－２－７

0428-24-8661

m-sports 渋谷店

■神奈川県
ウィンザ－ラケットショップ 横浜店

神奈川県横浜市西区高島町２－１９－２スカイビル９Ｆ

045-453-1785

ＳＰＯＰＩＡ シラトリ 湘南藤沢店

神奈川県藤沢市辻堂新町４－３－５湘南藤沢ショッピングセンター内

0466-99-0001

関水スポーツ

神奈川県藤沢市鵠沼石上１－３－１

0466-26-3355

■新潟県
カワムラスポーツ

新潟県新潟市中央区上所上１－６－８

025-283-1331

オオミヤスポーツ

新潟県長岡市美沢３－４６９

0258-38-0038

クレブスポーツ 六日町

新潟県南魚沼市余川３０７９－１

025-770-1301

山梨県甲府市西高橋町１３４－１

055-232-9381

文正堂スポーツ

長野県伊那市西町５１７８－２

0265-72-7281

スポーツファームマスタカスポーツ 佐久平店

長野県佐久市佐久平駅南１１－４

0267-66-7070

富山県富山市 黒瀬北町1-7-7

076-425-1030

オザキスポーツ アバックスタジアム店

福井県福井市大宮６－１５－３２

0776-26-4646

スポーツコバヤシ

福井県敦賀市神楽町１－３－２３

0770-22-0204

■山梨県
スポーツカムイ 甲府店

■長野県

北陸・東海・近畿
■富山県
太陽スポーツ 富山店

■福井県
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■岐阜県
日比野スポーツ

岐阜県可児市広見５－９９

0574-62-0229

■静岡県
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

スポーツタウン メイセイ

静岡県浜松市中区高林５－９－１３

053-472-4533

シラトリ 浜松中央店

静岡県浜松市東区上西町９０６

053-466-7700

シラトリ 黄瀬川店

静岡県駿東郡清水町八幡６－１

055-930-8888

■愛知県
オキ

愛知県名古屋市東区矢田１－２０－１２パレス大曽根１Ｃ－３

052-721-9791

スーパースポーツゼビオ 名古屋ゼロゲート店

愛知県名古屋市中区栄３－２８－１０

052-269-1571

祖父江運動具店

愛知県名古屋市南区大磯通５－１８

052-811-9401

ウシダスポーツ

愛知県豊橋市前田南町2-12-11

0532-53-5642

フットジヨグ

愛知県岡崎市矢作町北河原１

0564-31-5861

ニシオスポーツ ＡＴＨＬＥＴＥ ＮＥＯ

愛知県春日井市春見町５２－６

0568-81-8786

フライトスポーツ

愛知県豊田市御幸本町２丁目２０３－５第２河合ビル１Ｆ

0565-28-6887

■滋賀県
スポーツショップキムラ 本店

滋賀県彦根市彦富町９１３－１

0749-43-5918

平和堂 ビバシテイ平和堂

滋賀県彦根市竹ケ鼻町４３－１

0749-27-5555

平和堂 アルプラザ草津店

滋賀県草津市西渋川１－２３－３０

077-561-6200

髙島屋 京都店 ５階 スポーツ売場

京都府京都市下京区四条通河原町西入真町５２

075-221-8811

B.ball 京都店

京都府京都市下京区五条通堺町東入塩竈町３７４

075-352-3905

■京都府

■大阪府
スーパースポーツゼビオ ヨドバシ梅田店

大阪府大阪市北区大深町大深町１－１ヨドバシ梅田６Ｆ

06-6292-4064

ステップスポーツ 大阪店

大阪府大阪市北区茶屋町１４－１３ １・２F

06-6292-2213

スーパースポーツゼビオもりのみやキューズモール店

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２－１－７０

06-6910-1550

ＵＳスポーツ商会

大阪府豊中市中桜塚１－２－２

06-6855-3001

■兵庫県
ＢＡＬＬＥＲ’Ｓ

兵庫県神戸市中央区御幸通６－１－１２三宮ビル東館

078-291-6233

スーパースポーツゼビオ 神戸ハーバーランド店

兵庫県神戸市中央区東川崎町１－７－５

078-366-6333

RIZAP株式会社 スポーツワールド三宮店

兵庫県神戸市中央区三宮町２－１０－７

078-332-7332

スポーツマン

兵庫県姫路市白銀町１３

0792-22-0642

平和堂 アルプラザあまがさき店

兵庫県尼崎市潮江１－３－１

06-6470-3111

全但スポーツ アクティ店

兵庫県豊岡市船町３４４－１

0796-24-6565

アワジスポーツ 津名店

兵庫県淡路市志筑新島１０－４５

0799-62-0221

奈良県奈良市高天市町１９－１

0742-24-9199

ヤマモトスポーツ

和歌山県田辺市神子浜2丁目21−20

0739-22-6627

シモジスポーツ

和歌山県新宮市新宮７６３９

0735-22-2480

島根県出雲市今市町北本町１－１－３

0853-23-1234

岡山県岡山市北区大供１－３－７

086-231-5897

■奈良県
トラックアンドフィールド

■和歌山県

中国・四国
■島根県
セントラルスポーツ

■岡山県
エイコースポーツ

■広島県
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体育社 本店

広島県広島市中区三川町７－５

082-246-1212

アクトスポーツ

広島県広島市中区大手町２－１−９ 渡邉ビル

082-247-4639

山口県周南市岐南町８－１８

0834-31-1345

香川県高松市上天神町高田３６２−１ 別館２F

087-869-7710

愛媛県伊予郡松前町筒井８５０

089-961-6630

高知県高知市本町３－５－２０

088-822-6151

■山口県
ムラシゲスポーツ周南店

■香川県
スーパースポーツゼビオゆめタウン高松店

■愛媛県
スーパースポーツゼビオ エミフルＭＡＳＡＫＩ店

■高知県
ヒロマツスポーツ

九州
■福岡県
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１－２－７４キャナルシティ博多サウスビル３Ｆ

092-283-8520

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１－３－３０

0942-45-7456

ステップスポーツ 福岡店

福岡県福岡市中央区大名２－１１－１９

092-739-8592

長崎県諫早市栗面町８０３－１

0957-21-9999

ハヤシスポーツ

熊本県熊本市東区桜木１－１２－２７

096-367-0101

ハヤカワスポーツ スポーツ館 上通本店

熊本県熊本市上通町９番１号

096-324-3700

鹿児島県鹿児島市城南町１０－３

099-223-9811

沖縄県宜野湾市真志喜３－２８ー３

098-870-9611

■長崎県
マツバラスポーツ Ｑスタジアム

■熊本県

■鹿児島県
中央 スポーツ

沖縄
■沖縄県
スーパースポーツゼビオ 宜野湾店
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