■サカイクフリーマガジン 設置スポーツ店一覧
※店舗によって部数や設置をするタイミングが異なります。一度店舗に確認を取ってからのご来店をおすすめいたします。
県

ショップ名

住所

帯広店

北海道帯広市公園東町3-11-1

電話番号
0155-25-8813

旭川店

北海道旭川市1条3-1701-1 セクション103 1F

0166-29-3838

北海道札幌市豊平区月寒東三条11-1-10

011-859-6670

札幌苗穂

北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目1番1号 イオン札幌苗穂

011-789-6020

旭川西

北海道旭川市緑町23丁目2161番地3 イオン旭川西

0166-59-5801

苫小牧

北海道苫小牧市柳町3-1-20 イオン苫小牧

0144-52-0588

下田

青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 イオンモール下田

0178-50-5005

タケダスポーツ

むつ店

青森県むつ市下北町2-52

0175-23-8501

タケダスポーツ

本社

岩手県盛岡市永井15-70

019-638-0110

スポーツオーソリティー

盛岡

岩手県盛岡市前潟4丁目7番1号 イオンモール盛岡

019-605-3666

山形県山形市本町1-4-23

023-622-3033

仙台中山

宮城県仙台市泉区南中山1-35-57 イオン仙台中山 別館

022-303-2381

利府

宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22番地 イオン利府

022-349-1151

イオンタウン郡山

福島県郡山市松木町2-88 イオンタウン郡山

024-941-7181

鹿嶋店

茨城県鹿嶋市宮中2002

0299-85-3308

古河店

茨城県古河市西牛谷1086-1

0280-30-0339

茨城店

茨城県東茨城郡茨城町前田1694-1

029-219-1006

茨城県常総市蔵持906

0297-42-8251

水戸内原

茨城県水戸市中原町字西135番地 イオンモール水戸内原

029-259-1595

新ひたちなか

茨城県ひたちなか市新光町35番地 ニューポートひたちなかファッションクルーズ

029-264-2003

下妻

茨城県下妻市堀籠972-1 イオン下妻 1階

0296-30-0670

つくば

茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば 2F

029-839-2091

土浦

茨城県土浦市上高津367番 イオン土浦 2F

029-835-5013

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

ときわスポーツ

宇都宮店

栃木県宇都宮市馬場通り2-3-12 MEGAドン・キホーテ ラパーク宇都宮店6F

028-632-8091

佐野新都心店

栃木県佐野市高萩町1324-1 イオンモール佐野新都市1F

0283-27-2461

ベルモール宇都宮店

栃木県宇都宮市陽東6-2-1

028-689-7401

太田

群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田

0276-47-8230

太田店

群馬県太田市新島町959

0276-47-0007

高崎店

群馬県高崎市新町5−11

027-328-3812

プレイヤーズ
北海道

スーパースポーツゼビオ ドーム札幌月寒店
スポーツオーソリティー

青森県
岩手

店舗

スポーツオーソリティー

山形県

（有）辻スポーツ店

宮城

スポーツオーソリティー

福島県

スポーツオーソリティー
スポーツカムイ
マスダスポーツ

茨城県
スポーツオーソリティー

栃木県

スポーツオーソリティー
スポーツデポ
スポーツオーソリティー

群馬県

キック・オフ

スポーツカムイ

フタバスポーツ
埼玉県

ときわスポーツ

スポーツオーソリティー

ときわスポーツ
エベスポーツ

千葉
スポーツオーソリティー

ギャラリー2

越谷店

埼玉県越谷市大沢534 専門店プラザリンデン１F・２F

048-971-3379

上尾店

埼玉県上尾市二ツ宮1080-1

048-770-6612

坂戸店

埼玉県坂戸市片柳2211

049-280-3773

三郷店

埼玉県三郷市戸ヶ崎2-302

048-948-2044

熊谷店

埼玉県熊谷市銀座2-97カルパビル1F

048-580-6062

所沢店

埼玉県所沢市下富664-1

04-2942-4731

宮代店

埼玉県南埼玉郡宮代町道佛595 カスミ フードスクエア宮代店2F

0480-48-5431

朝霞サッカー館

埼玉県朝霞市青葉台1丁目5-1

048-462-1321

大宮店

埼玉県さいたま市大宮区大門町2-73 大宮中央デパート

048-645-8548

フットボールショップ パシオン川越店 埼玉県川越市脇田町33-9

049-225-0905

パシオン所沢店

埼玉県所沢市東町5-22 ダイエー所沢店6階

04-2920-1090

与野

埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目2番9号 イオンモール与野

048-527-5855

浦和美園サッカー館

埼玉県さいたま市緑区大字大門3710 イオンモール浦和美園

048-263-5160

浦和美園

埼玉県さいたま市緑区大字大門3710 イオンモール浦和美園 2階

048-449-5179

羽生

埼玉県羽生市川崎2-281-3 2F イオンモール羽生

048-851-6920

越谷レイクタウン

埼玉県越谷市東町2丁目8番地 イオンレイクタウン モール「MORI」2F

049-230-3671

熊谷

埼玉県熊谷市大字代1067 ビッグベアーSC

048-812-6880

北戸田

埼玉県戸田市美女木東1-3-1 イオンモール北戸田

048-560-1113

川越南古谷

埼玉県川越市泉町2-1

048-990-1340

川口

埼玉県川口市前川1-1-11-218 イオンモール川口前川

048-990-1346

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船橋南館３F

047-436-0391

千葉店

千葉県千葉市中央区弁天1-15-2

043-284-5113

柏店

柏市あけぼの3-3-3

04-7143-3332

津田沼

千葉県習志野市津田沼1-23-1 イオンモール津田沼

047-403-2111

松戸

千葉県松戸市二ツ木字宮前1782-1 プチモール フタツギ

047-374-5011

成田

千葉県成田市ウイング土屋24番地 イオンモール成田

0476-23-8811

ボンベルタ成田

千葉県成田市赤坂2-1-10 ボンベルタ成田 3階

0476-20-6001

幕張新都心

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

043-296-1710

船橋

千葉県船橋市山手1丁目1-8 イオン船橋 2階

047-437-6488

八千代緑が丘

千葉県八千代市緑が丘2-1-3 イオンモール八千代緑が丘

047-480-0121

野田

千葉県野田市中根新田57-1 パル・ノア

04-7126-1170

新宿アドホック店 6F（サッカー）

東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿6F

03-3354-2192

渋谷店・1F

東京都渋谷区宇田川町36-10 1F

03-5728-3882

町田店

東京都町田市原町田4-9-8 サウスフロントタワー町田シエロ2Ｆ

042-739-6281

吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ8F

0422-27-2201

スポーツカムイ
フタバスポーツ

東京都
ときわスポーツ

多摩店

東京都多摩市鶴牧3-1941

042-311-5800

瑞穂店

東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎1347-1 オリンピック瑞穂店1F

042-519-5562

原宿店

東京都渋谷区神宮前1-8-8 Coxy188 2階

03-5785-2800

小金井本店

東京都小金井市本町2-5-5

042-381-2560

調布フィールド

東京都調布市小島町2-51-9 高野ビル2F

042-485-3363

八王子アスリート館

東京都八王子市明神町3-16-9

042-656-0680

吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺東町1-7-19

0422-22-1630

町田アスリート館

東京都町田市原町田1-1-3 ハイストーンビル2F

042-721-6055

福生店

東京都福生市東町10-9

042-530-7112

聖蹟桜ヶ丘店

東京都多摩市関戸1-1-5 ザ・スクエア2F

042-337-9009

千代田区外神田6-10-9島田ビル2F

03-3833-1812

世田谷区北沢2-35-14 第2シンヤシキビルB1

03-5790-2400

府中

東京都府中市西原町1-3-1 府中ショッピングスクエア

042-358-3517

赤羽

東京都北区赤羽1-67-58 アルカード赤羽 生活提案館

03-5939-4940

多摩センター

東京都多摩市落合1-45-2

042-357-3451

藤沢店

神奈川県藤沢市鵠沼石上1-7-8 ビックライズビル

0466-24-1501

港南台テスコ店

神奈川県横浜市港南区港南台4-1-1 テスコビル1F

045-832-2191

海老名店

神奈川県海老名市中央2-5-41 海老名サティポトラッチ館1F

046-292-2225

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

045-910-0635

相模原店

神奈川県相模原市光が丘3-31-25

042-759-7315

長津田店

神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-6-1 スーパービバホーム2F

045-989-3313

MARK IS みなとみらい

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS みなとみらいB2F

045-227-2581

秦野

神奈川県秦野市入船町12-1 イオン秦野ショッピングセンター

0463-85-3880

港北ニュータウン

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央14-12 港北KEY SOUTH

045-947-1333

つきみ野

神奈川県大和市つきみ野1-6-1 つきみ野サティ4F

046-278-0068

上大岡

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 京急百貨店スポーツ館

045-882-0600

西橋本

神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目4番3号

港北センター南

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央53-1 コーナン港北センター南モール2F

株式会社ドリームス
サッカーマリオ
スポーツオーソリティー

ギャラリー2

スポーツカムイ
神奈川県

スポーツオーソリティー

新潟県

富山県

石川県

スポーツショップ リオ

042-700-0720
045-949-5461

新潟県新潟市中央区幸西3‐1‐6

025-246-0911

新潟南

新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号 イオンモール新潟南

025-383-5825

富山店

富山市黒瀬北町1-7-7

076-425-1030

魚津店

富山県魚津市上村木2-3-30

0765-24-2411

砺波店

富山県砺波市千代137-1

0763-34-5151

スポーツオーソリティー

高岡

富山県高岡市下伏間江383番地 イオンモール高岡

0766-27-2485

アスリートゾーン Ｎ＆Ｓ

コマツ

石川県小松市日の出町4-66

0761-21-1313

スポーツオーソリティー

松任

石川県白山市平松町102-1 イオン松任

076-274-9635

スポーツオーソリティー
太陽スポーツ

福井県

山梨県

オザキスポーツ

スポーツカムイ

スタジアム店

福井県福井市大宮6-17-17

0776-26-7711

武生店

福井県武生市新町7-8

0778-24-1118

大野店

福井県大野市鍬掛7-43

0779-66-2257

敦賀店

福井県敦賀市呉竹町2-503

0770-23-3553

甲府店

山梨県甲府市西高橋町134-1

055-232-9381

富士吉田店

山梨県富士吉田市上吉田3284-1

0555-24-1119

山梨県甲府市丸の内3-10-15

055-228-2760

高森店

長野県下伊那郡高森町吉田2325-1

0265-35-3935

伊那店

長野県伊那市西春近下島2713

0265-74-9199

イオンタウン大垣

岐阜県大垣市三塚町丹瀬463番地1 イオンタウン大垣

0584-83-8333

各務原

岐阜県各務原市那加萱場町3-8 イオン各務原

058-375-3304

大垣南

岐阜県大垣市外野2丁目100番地 イオンモール大垣2階

0584-87-0510

岐阜マーサ21

岐阜県岐阜市正木中1丁目2番1号

058-296-5931

岐阜店（本店）

岐阜県岐阜市県町1-2

058-262-2345

岐阜県可児市広見5-99

0574-62-0229

岐阜県大垣市見取町2-15-7

0584-74-5081

静岡県静岡市清水区辻5-1-31

054-367-1930

静岡県藤枝市本町3-6-8

054-641-1358

浜松志都呂

静岡県浜松市西区志都呂町5605番地 イオンモール浜松志都呂

053-415-2021

浜松市野

静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3 イオン浜松市野

053-411-3741

刈谷店

愛知県刈谷市場割町1-1-1

0566-22-3662

248店（球技専門）

愛知県豊田市元宮町1-7

0565-34-3116

広小路店

愛知県豊橋市広小路3丁目57番地 ビューシエル豊橋広小路1階102

0532-55-2510

ジュンスポーツ
長野県

スポーツカムイ

スポーツオーソリティー
岐阜県
ユニオンスポーツ
スポーツプラザ ヒビノ
とらやスポーツ
ゴール
静岡県

清水本店

清水屋スポーツ（株）
スポーツオーソリティー
スポーツカムイ
フライト
スポーツ堂

愛知県豊橋市前田南町2-12-11

0532-53-5642

スポーツフィールド東郷

牛田スポーツ（有）

愛知県愛知郡東郷町諸輪富士見台138

0561-39-0022

スポーツフィールド植田

名古屋市天白区植田本町1丁目1315

052-848-3900

守山

愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3丁目1228番地 イオン守山

052-739-0211

三好

愛知県みよし市三好町青木91番地 イオン三好店・アイモール

0561-33-3260

岡崎

愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎

0564-59-2020

東浦

愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田2区67-8 イオンモール東浦

0562-82-2611

熱田

愛知県名古屋市熱田区六野1丁目2番11号 イオン熱田

052-884-7937

木曽川

愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ッヶ池25-1 イオンモール木曽川

0586-84-3221

大高

愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子1番地の1 イオン大高

052-629-5701

ワンダーシティ

愛知県名古屋市西区二方町40番 イオンモール mozo ワンダーシティ内 店舗番号 402 052-509-5691

愛知県

スポーツオーソリティー

辻井スポーツ

三重県

三重県鈴鹿市三日市3-13-13

059-383-1231

松阪店

三重県松阪市大黒田町719-1

0598-26-7488

伊勢店

三重県伊勢市曽祢2-10-21

0596-24-4748

AEON松阪マーム店

三重県松阪市船江町木坪

0598-52-2539

AEON伊勢ララパーク店

三重県伊勢市小木町曽弥538

0596-36-4762

三重県名張市木屋町812-2

0595-64-9533

アスリートプラザ

三重県四日市市日永西３丁目３－２３

059-347-0567

イオンタウン四日市泊

三重県四日市市泊小柳町4-5

059-348-0555

鈴鹿

三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 イオンモール鈴鹿

059-375-0655

桑名

三重県桑名市新西方1-22 イオン桑名店 ２番街

0594-27-0560

ＷＩＮＮＥＲ 守山店

滋賀県守山市焔魔堂町233

077-583-8382

（有）スポーツマツヤマ
コロナスポーツ
スポーツオーソリティー

滋賀県

鈴鹿店

モリヤマスポーツ（モリスポ） ＷＩＮＮＥＲ 近江八幡店
スポーツデポ

滋賀県近江八幡市鷹飼町455-12

0748-32-3303

MORISPO ATHLETE 大津店

滋賀県大津市一里山7-1-1 フォレオ大津一里山内

077-547-5030

彦根松原店

滋賀県彦根市松原町字石持1836

0749-24-6110

京都府京都市伏見区北端町69

075-604-3000

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-16-8 3F

06-6484-7190

大阪府吹田市上山手町22-12

06-6193-3333

なんば店

大阪府大阪市浪速区日本橋西1-3-19 南海日本橋ビル1F

06-6643-5597

PROFF梅田店

大阪府大阪市北区万歳町3-20 北大阪ビルディング1F

06-6361-3737

大津店

大阪府泉大津市曽根町3-9-40

0725-31-4946

堺店

大阪府堺市中区深阪1526-1

072-239-4243

泉佐野店

大阪府泉佐野市上瓦屋236-1

072-475-1100

本店

大阪府堺市堺区大町東2-1-12

072-221-6229

2号館

大阪府堺市堺区甲斐町東2-1-42 和香ビル1F

072-221-0277

デュー阪急山田

大阪府吹田市山田西4-1-2-301 デュー阪急山田

06-6836-6277

コムボックス光明池

大阪府和泉市室堂町824-36 コムボックス光明池

0725-57-6720

りんくう泉南

大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南

072-480-4530

京都府 モリヤマスポーツ（モリスポ） STADIUM MORISPO 伏見店
スポタカ

心斎橋ビックステップＷＥＳＴ店

モリヤマスポーツ（モリスポ） STADIUM MORISPO 吹田店
ミカドスポーツ
スポーツサクライ
大阪府

KISHISPO
（株）センヤスポーツ

スポーツオーソリティー

モリヤマスポーツ（モリスポ） STADIUM MORISPO 西宮店

兵庫県

兵庫県西宮市小松西町1-3-25

0798-42-1000

ミカドスポーツ

川西店

兵庫県川西市栄町10-5 パルティ川西2F

0727-59-7371

ヤノスポーツ

本店

兵庫県神戸市中央区三宮町3-8-1

078-391-1121

兵庫県姫路市西二階町118

079-281-5897

姫路・リバーシティ

兵庫県姫路市飾磨区細江350番地

079-233-7180

姫路大津

兵庫県姫路市大津区大津町2丁目5番 イオン姫路大津

079-230-0450

西宮今津

兵庫県西宮市今津港町1番26号

0798-38-1670

伊丹昆陽

兵庫県伊丹市池尻4-1-1 イオン伊丹昆陽2F

072-778-6940

高田店

奈良県大和高田市内本町３－３

0745-52-2450

奈良橿原

奈良県橿原市曲川町7-20-1-316 イオンモール橿原

0744-21-8252

和歌山県和歌山市元寺町5-22

073-432-0011

ベンスポーツ

スポーツオーソリティー

奈良県

マツダスポーツ
スポーツオーソリティー

和歌山県 サッカーショップ イレブン

鳥取県
岡山県

広島

香川県
愛媛県
高知県

ハート
スポーツオーソリティー

長崎県

0857-21-7711

鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1 イオン日吉津 西館

0859-37-0335

岡山県倉敷市白楽町410-5

086-425-7070

倉敷

岡山県倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷

086-430-5590

広島

広島県広島市南区宇品西2-16-51 ベイシティ宇品

082-250-0001

広島府中

広島県安芸郡府中町大須2-1-1 イオンモール広島府中

082-561-0680

広島祗園

広島県広島市安佐南区祇園3丁目2-1 イオンモール広島祇園内2F

082-832-3572

日吉津

けまり屋（ヨコタスポーツ）
スポーツオーソリティー
スポーツオーソリティー
サッカーハウス アミーゴ

香川県高松市伏石町1218-2

087-867-6660

高松

香川県高松市香西本町1番1 イオン高松

087-842-7677

東松山店

愛媛県松山市平井町２８５８－１

089-990-8880

新居浜

愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜

0897-31-0780

プロエース店

高知県高知市はりまや町2-11-24

088-883-8600

高知

高知県高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知

088-826-7630

小倉店

福岡県 北九州市小倉南区葛原2-14-1サンリブシティー小倉1F

093-932-5886

小郡

福岡県小郡市大保字弓場110 イオン小郡

0942-41-7010

福岡

福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡１階

092-652-1511

大牟田

福岡県大牟田市岬町3-4 イオンモール大牟田

0944-41-0620

直方

福岡県直方市湯野原2丁目1-1 イオンモール直方

0949-29-2510

福津

福岡県福津市793番地 イオンモール福津 2階

0940-38-5031

リバーウォーク北九州

福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1-7315 リバーウォーク北九州デコシティ

093-573-1570

長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都 3F

095-829-2828

上通本店

熊本県熊本市上通町9-1

096-324-3700

山鹿店

熊本県山鹿市方保田字鳥越3431-1

0968-32-0036

イオンモール宇城店

熊本県宇城市小川町河江1-1

0964-43-3370

八代店

熊本県八代市本町1-7-33

0965-34-0555

熊本県宇城市小川町西北小川367-1

0964-43-3028

八代

熊本県八代市沖町六番割 3987-3 イオン八代 2 階

0965-39-5561

熊本

熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 イオンモール熊本

096-235-6500

パークプレイス大分

大分県大分市公園通り西2丁目1番 パークプレイス大分

097-528-7667

宮崎店

宮崎県宮崎市橘通東2-2-3

0985-25-5756

スポーツオーソリティー

宮崎

宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎

0985-60-3890

スポーツオーソリティー

鹿児島

鹿児島県鹿児島市東開町7 イオン鹿児島 3階

099-263-1615

本店

沖縄県沖縄市美里1-2-1

098-938-3497

那覇店

沖縄県那覇市安謝2-3-7

098-941-1101

豊崎店

沖縄県豊見城市字豊崎1-411

098-851-1150

沖縄県那覇市牧志2-17-17 2F

098-988-4278

スポーツオーソリティー
フクヤスポーツ
スポーツオーソリティー
プロエース
スポーツオーソリティー
スポーツステータス

福岡県

鳥取県鳥取市興南町１３

スポーツオーソリティー

グローバルスポーツ長崎 長崎店

ハヤカワスポーツ
熊本県
オガワスポーツ
スポーツオーソリティー
大分県
宮崎県
鹿児島県

スポーツオーソリティー
野口スポーツ

ヤングスポーツ
沖縄県

スポーツデポ
トルシィーダ

