※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
小田急ハルク新宿 アシックスランニングショップ
アシックス原宿フラッグシップ
アシックラン 東京丸の内
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
アシックスストア大阪
アシックス 大阪 心斎橋
アシックスストア神戸
アシックスステーションストア品川
アシックスキャンパスストア早稲田

東京都中央区銀座８－２－７ＮＴＴ銀座ビル １Ｆ
東京都新宿区西新宿１－１－３ハルクスポーツ２Ｆ
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
東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル地下1階
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ あべのハルカス近鉄本店ウイング館６Ｆ
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
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
兵庫県神戸市中央区加納町６－６－３
東京都港区高輪３－２６－２６（京浜急行品川駅構内）
東京都新宿区西早稲田１－６－１ 早稲田大学２７号館１階

03-3572-8301
03-3342-1111
03-6804-5263
03-6259-1601
06-6624-1111
06-6359-5680
06-6226-8506
078-332-0135
03-6277-0940
03-6205-5296

東京都新宿区西新宿1丁目5-1 ビックカメラ新宿西口店２F
東京都港区赤坂３丁目１−６ ビックカメラ赤坂見附店１F
東京都豊島区東池袋１丁目４１−５ ビックカメラ池袋東口店B1F

03-5326-1111
03-6230-1111
03-5396-1111

東京都大田区羽田空港3-3-2 第一旅客ターミナル2F
東京都大田区羽田空港3-4-2 第二旅客ターミナル3F
千葉県成田市成田国際空港 第一ターミナル中央棟4F

03-5757-8132
03-6428-8732
0476-32-6360

北海道北広島市大曲幸町２丁目８番地２

011-377-1477

宮城県仙台市泉区上谷刈四丁目１１番３６号

022-776-3981

山形県山形市馬見ヶ崎４丁目４番１５号

023-681-2751

福島県郡山市日和田町大原３番地

024-958-6401

茨城県下妻市 下妻丁６－１２
茨城県古河市西牛谷1086-1
茨城県鹿嶋市鉢形1513-1
茨城県水戸市笠原町９７８－３９
筑西市下岡崎１－２－１０

0296-43-0707
0280-30-0339
0299-85-3308
029-246-5993
0296-24-0123

栃木県宇都宮市竹林町１０８７－２
栃木県宇都宮市馬場通り3-1-1 パルコ宇都宮店７階
栃木県下野市祇園1-24
栃木県那須塩原市黒磯幸町３－７

028-621-7447
028-632-8091
0285-29-4929
0287-62-0030

群馬県高崎市飯塚町字大道東１００５－１

027-363-2221

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－３９
埼玉県さいたま市緑区原山 原山３－８－２１
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
埼玉県越谷市大沢534 専門店プラザリンデン1F・2F
埼玉県熊谷市原島1247-1
埼玉県坂戸市片柳2211
埼玉県三郷市戸ヶ崎2-302
埼玉県所沢市下富664-1
埼玉県所沢市牛沼３２２－４
埼玉県上尾市二ツ宮1080-1
埼玉県朝霞市幸町３－４－１５
埼玉県鶴ケ島市鶴ケ丘２７３－９

048-641-2198
048-885-1233
048-990-3391
048-971-3379
048-580-6062
049-280-3773
048-948-2044
04-2942-4731
04-2998-4649
048-770-6612
048-462-1321
0492-86-7288

東京2020オフィシャルショップ
東京2020オフィシャルショップ 新宿西口店
東京2020オフィシャルショップ 赤坂見附店
東京2020オフィシャルショップ 池袋東口店

空港
羽田空港 イベントスペース
羽田空港 Tokyo's Tokyo
成田空港 EXCITING SPORTS SCOREBOARD

北海道・東北
■北海道
スポーツデポ 大曲店

■宮城県
スポーツデポ 仙台泉店

■山形県
スポーツデポ 山形店

■福島県
スポーツデポ 郡山フェスタ店

関東・信越
■茨城県
(有）大山スポーツ商会
スポーツカムイ 古河店
スポーツカムイ 鹿嶋店
スポーツカムイ 水戸店
大島スポーツ

■栃木県
岩渕スポーツ
ときわスポーツ 宇都宮店
スポーツカムイ 自治医大店
村上スポーツ店 黒磯本店

■群馬県
スポーツデポ 高崎店

■埼玉県
(有）三晃社スポーツ
マインスポーツ
Victoria スポーツモール越谷レイクタウン店
スポーツカムイ 越谷店
スポーツカムイ 熊谷店
スポーツカムイ 坂戸店
スポーツカムイ 三郷店
スポーツカムイ 所沢店
Victoria 所沢店
スポーツカムイ 上尾店
フタバスポーツ 朝霞本店
スポーツショップ アスリート

スポーツカムイ 宮代店
ときわスポーツ フットボールショップパシオン川越店

埼玉県南埼玉郡宮代町道佛１－１－５０
川越市脇田町３３－９

0480-48-5431
049-225-0905

千葉県市川市鬼高３丁目２８－１６
千葉県松戸市日暮１丁目１０－３
千葉県千葉市緑区おゆみ野南５丁目１９番地７
千葉県千葉市緑区おゆみ野南6-7-1 ２F
千葉市中央区弁天１－１５－２

047-393-5281
047-389-8971
043-226-9901
043-293-3318
043-284-5113

東京都羽村市小作台２－３－３
東京都江戸川区東葛西９-３-３イトーヨーカドー葛西店２Ｆ
東京都江東区豊洲２-４-９ららぽーと豊洲２Ｆ
東京都三鷹市新川３丁目１６－２５
東京都渋谷区宇田川町36-10 1F
東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿4F
東京都新宿区新宿４－１－１４
東京都西多摩郡瑞穂町大字高根623 ザ・モールみずほ16内 3階
東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２３７-３イオンモール日の出２Ｆ
東京都千代田区神田小川町３－６
東京都足立区加平２－４－１
東京都大田区蒲田５－４７－７
東京都町田市原町田６－４－１ツインズウェスト１・２Ｆ
東京都町田市原町田6-8-1 レミィ町田3F
東京都町田市小山が丘３-５-１
東京都八王子市東浅川町５５０－１イーアス高尾２Ｆ
東京都武蔵村山市榎１－１－３イオンモールむさし村山ミュー２Ｆ
東京都武蔵野市吉祥寺南町１－７－１
東京都豊島区西池袋３－２９－１
東京都豊島区東池袋３丁目３番５号
東京都墨田区太平４－１－５
東京都立川市泉町９３５番地１-１階 「１２５００」
東京都練馬区田柄４丁目３８
八王子市旭町１－１セレオ八王子北館 ８Ｆ
武蔵野市吉祥寺東町１－７－１９

042-554-0511
03-5675-6801
03-6219-6181
0422-72-8581
03-5728-3882
03-3354-3420
03-3354-8311
042-519-5562
042-588-8735
03-3233-1861
03-5697-3900
03-5711-1821
042-710-8790
042-739-6281
042-798-6286
042-669-6061
042-590-1041
0422-70-5361
03-5985-0831
03-5957-3811
03-5610-8670
042-540-7180
03-5998-2001
042-686-3701
0422-22-1630

横浜市神奈川区金港町６－２２
横浜市保土ヶ谷区星川2-6-30
小田原市中里２０８ ダイナシティ ウエスト内
神奈川県横須賀市平成町２丁目１４番１号ヴィスポ横須賀２Ｆ
神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３６－１アネックス１Ｆ・２Ｆ
神奈川県横浜市港北区師岡町７００番地トレッサ横浜北棟３Ｆ
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-２みなとみらい東急スクエア② B１階
神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５-１ららぽーと横浜３Ｆ
神奈川県横浜市都筑区中川中央１-２５-１ B１F
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
神奈川県海老名市中央１－４－１ ビナウォーク５番館３Ｆ
神奈川県座間市ひばりが丘4-11-1 ライズモールひばりが丘1F
神奈川県川崎市川崎区小田栄２－１－２
神奈川県川崎市川崎区日進町１-１１川崎ルフロン７Ｆ・８Ｆ
神奈川県相模原市光が丘3-31-25
神奈川県相模原市緑区大山町１-２２アリオ橋本２Ｆ 区画ＮＯ２２４
神奈川県藤沢市鵠沼石上 １－７－８ ビックライズビル
神奈川県藤沢市湘南台７－５３－３
神奈川県藤沢市辻堂神台１-３-１テラスモール湘南３Ｆ
神奈川県平塚市天沼１０-１ららぽーと湘南平塚１Ｆ １４０６０
東京都稲城市若葉台2-4-2 フレスポ若葉台店 2F
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
平塚市東八幡３－２－６

045-440-0700
045-331-2461
0465-48-4880
046-828-6239
045-828-2425
045-533-3351
045-650-1680
045-929-3277
045-910-0555
045-910-0635
046-292-2225
046-206-4501
044-366-0980
044-223-1630
042-759-7315
042-775-6021
0466-24-1501
0466-42-4493
0466-38-3150
0463-25-0058
042-401-4861
0466-99-0001
0463-24-2444

新潟県上越市上源入６５１番地
新潟県新潟市中央区上所上１－６－８
新潟県長岡市美沢３丁目４６９番地
新潟県南魚沼郡湯沢町神立３９－８

025-545-6270
025-283-1331
0258-38-0038
025-770-1301

山梨県甲府市西高橋町134-1
山梨県富士吉田市上吉田３２８４－１

055-232-9381
0555-24-1119

■千葉県
スポーツデポ ショップス市川店
Victoria 松戸八柱店
Victoria おゆみ野店
スポーツカムイ おゆみ野店
ときわスポーツ 千葉店

■東京都
Victoria 羽村店
スーパースポーツゼビオ アリオ葛西店
スーパースポーツゼビオ ららぽーと豊洲店
Victoria 三鷹店
ＧＡＬＬＥＲＹ・２ 渋谷店１Ｆ
ＧＡＬＬＥＲＹ・２ 新宿店４Ｆ
Victoria 新宿店
スポーツカムイ ザ・モールみずほ店
スーパースポーツゼビオ イオンモール日の出店
スーパースポーツゼビオ 東京御茶ノ水本店
Victoria 加平インター店
Victoria 蒲田店
Victoria 町田東急ツインズ店
ＧＡＬＬＥＲＹ・２ 町田店
スーパースポーツゼビオ 多摩境店
スーパースポーツゼビオ イーアス高尾店
Victoria イオンモールむさし村山店
スーパースポーツゼビオ スポーツエクスプレス丸井吉祥寺店
Victoria 池袋西口店
Victoria スポーツモール 池袋東口店
スーパースポーツゼビオ オリナス錦糸町店
スーパースポーツゼビオ ららぽーと立川立飛店
Victoria 光が丘店
Victoria セレオ八王子店
ときわスポーツ 吉祥寺店

■神奈川県
ときわスポーツ パシオン横浜店
安藤スポーツ 星川店
ＳＰＯＰＩＡシラトリ小田原ダイナシティ店
スーパースポーツゼビオ ヴィスポ横須賀店
Victoria オーロラモール東戸塚店
スーパースポーツゼビオ トレッサ横浜店
スーパースポーツゼビオ みなとみらい東急スクエア店
スーパースポーツゼビオ ららぽーと横浜店
スーパースポーツゼビオ 港北ノースポート・モール店
ＧＡＬＬＥＲＹ・２ 港北店
ＧＡＬＬＥＲＹ・２ 海老名店
スポーツカムイ 座間店
スポーツデポ 川崎店
スーパースポーツゼビオ 川崎ルフロン店
スポーツカムイ 相模原店
スーパースポーツゼビオ アリオ橋本店
ＧＡＬＬＥＲＹ・２ 藤沢店
Victoria 湘南台店
スーパースポーツゼビオ テラスモール湘南店
スーパースポーツゼビオ ららぽーと平塚店
スポーツカムイ フレスポ若葉台店
ＳＰＯＰＩＡシラトリ湘南藤沢店
ＳＰＯＰＩＡシラトリ平塚店

■新潟県
スポーツデポ 上越店
カワムラスポーツ
オオミヤスポーツ
クレブスポーツ 六日町店

■山梨県
スポーツカムイ 甲府店
スポーツカムイ 富士吉田店

■長野県
文正堂
スポーツカムイ 高森店
スポーツファームマスタカスポーツ
スポーツデポ 長野店

伊那市西町５１７８－２
長野県下伊那郡高森町吉田２３２５－１
長野県佐久市 佐久平駅南１１－４
長野県長野市大字川合新田３４０１－１

0265-72-7281
0265-35-3935
0267-66-7070
026-222-2244

富山県富山市 黒瀬北町1-7-7
富山県富山市婦中町速星１２３番地の１

076-425-1030
076-465-1930

石川県金沢市戸水２丁目１０５番
石川県七尾市北藤橋町ロ－２７５－４

076-266-1770
076-752-1182

福井県敦賀市神楽町１－３－２３
福井県福井市大宮6-15-32

0770-22-0204
0776-26-4646

岐阜県岐阜市藪田南１丁目１２番１号

058-273-2981

駿東郡清水町八幡６－１
駿東郡長泉町南一色３９５－１
静岡県沼津市杉崎町１１番５０号
静岡県静岡市駿河区南八幡町９番１号
静岡市葵区東町６６
袋井市国本２５４３－１
藤枝市築地５７５－１
浜松市東区上西町９０６
富士市青葉町５６４

055-930-8888
055-989-1200
055-920-3167
054-284-3777
054-254-0171
0538-44-8100
054-646-2200
053-466-7700
0545-60-3300

愛知県岡崎市矢作町北河原１
愛知県名古屋市中川区山王２丁目３－４７

0564-31-5861
052-323-8441

滋賀県彦根市彦富町913-1

0749-43-5918

京都市下京区 五条通堺町東入

075-352-3905

大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南１丁目３番１０号
大阪府大阪市住之江区泉一丁目１番１００号

06-6629-7151
06-6686-9230

兵庫県神戸市中央区三宮町２－１０－７
兵庫県淡路市志筑新島１０－４５
兵庫県姫路市白銀町１３
兵庫県豊岡市船町３４４－１

078-332-7332
0799-62-0221
0792-22-0642
0796-24-6565

鳥取県鳥取市晩稲３９９番地
島根県出雲市 今市町北本町１－１－３

0857-32-1630
0853-23-1234

広島県広島市安佐南区八木１丁目１７－１８
広島県広島市中区 三川町７－５
広島県広島市中区 大手町２－１－９
広島県福山市東深津町３丁目２１番４８号

082-873-5700
082-243-1001
082-247-4639
084-922-7161

山口県山口市 大内問田３丁目２２番８号

083-924-0520

北陸・東海・近畿
■富山県
太陽スポーツ 富山店
スポーツデポ ファボーレ婦中店

■石川県
スポーツデポ 金沢鞍月店
かぶとやスポーツ

■福井県
スポーツコバヤシ
オザキスポーツ アバックスタジアム

■岐阜県
スポーツデポ 岐阜県庁駅前店

■静岡県
シラトリ ＳＰＯＰＩＡ黄瀬川店
シラトリ 長泉バイパス店
スポーツデポ 沼津店
アルペン 静岡石田店
シラトリ 静岡ジャンボ店
シラトリ 袋井国本店
シラトリ 藤枝店
シラトリ 浜松中央店
シラトリ 富士ジャンボ店

■愛知県
フットジヨグ
スポーツデポ 山王店

■滋賀県
スポーツショップキムラ 本店

■京都府
B.ball 京都店

■大阪府
スポーツデポ 天王寺店
スポーツデポ 住之江店

■兵庫県
ｓｐoｒｔｓ Ｗｏｒｌｄ 三宮店
Ａｗａ－Ｓｐｏ（アワジスポーツ）
スポーツマン
全但スポーツ アクティ店

中国・四国
■鳥取県
スポーツデポ 鳥取店
セントラルスポーツ

■広島県
スポーツデポ 広島八木店
体育社 本店
アクトスポーツ
スポーツデポ 福山店

■山口県
グリーンスポーツ本店

■徳島県
アレックススポーツ沖浜店
笹倉スポーツ 本店

徳島県徳島市 沖浜２－５
徳島県徳島市南田宮２丁目３－１０８

088-653-0001
088-679-8822

香川県高松市伏石町２１３８－５

087-866-5004

高知県高知市介良乙３１７－１
高知市本町３－５－２０

088-860-3321
0888-22-6151

福岡県大野城市御笠川２丁目１８番５号
福岡県福岡市西区小戸２丁目１２番３０号
福岡県北九州市八幡東区東田２丁目３番９号

092-504-5636
092-884-3312
093-671-0600

大分県大分市玉沢７５５－１トキハわさだタウン内

097-542-7910

沖縄県那覇市天久１－２－１

098-861-0460

■香川県
スポーツデポ 高松伏石店

■高知県
スポーツデポ 高知店
ヒロマツスポーツ

九州
■福岡県
スポーツデポ 大宰府インター店
スポーツデポ マリノアシティ福岡店
スポーツデポ スペースワールド駅前店

■大分県
スポーツデポ 大分店

沖縄
■沖縄県
スポーツデポ 天久店

