
店舗名 郵便番号 住所
ニューバランス札幌 060-0062 北海道札幌市中央区南2条⻄4丁⽬11番地
ニューバランス原宿 150-0001 東京都渋⾕区神宮前4-32-16
ニューバランス⼤阪 550-0014 ⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江1-6-2 サンワールドビル
ニューバランスグランフロント⼤阪 530-0011 ⼤阪府⼤阪市北区⼤深町4番20号 グランフロント⼤阪南館5階 A-504
ニューバランス銀座 104-0061 東京都中央区銀座3-10-6 マルイト銀座第3ビル1・2F
ニューバランス名古屋 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-25-20
ニューバランス⽟川髙島屋S・C 158-0094 東京都世⽥⾕区⽟川3-17-1 ⽟川髙島屋S・C 南館5F
ニューバランス福岡 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-5-16 TENJIN216
ニューバランスオフィシャルオンラインストア https://shop.newbalance.jp
ステップスポーツ⼤阪店 530-0013 ⼤阪府⼤阪市北区茶屋町１４−１３
ステップスポーツ⼤宮店 330-0854 埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町２−３−２ １Ｆ
ステップスポーツ東京本店 113-0033 東京都⽂京区本郷１−１４−３東野ビル １Ｆ
ステップ陸上⼤阪店 530-0013 ⼤阪府⼤阪市北区茶屋町14-5
ステップスポーツ仙台店 980-0811 宮城県仙台市⻘葉区⼀番町２−７−２７ フィットエル仙台１番町
ステップスポーツ福岡店 810-0041 福岡県福岡市中央区⼤名２−１１−１９
ステップスポーツ熊本店 860-0846 熊本県熊本市城東町５−３６ １Ｆ
ステップ陸上⿅児島店 892-0827 ⿅児島県⿅児島市中町３−５ ⾺場電機本店ビル１階
ステップスポーツ静岡店 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町８−６
ステップスポーツ横浜店 220-0004 神奈川県横浜市⻄区北幸１−５−５⼩池ビル１Ｆ
ステップスポーツ柏店 277-0005 千葉県柏市柏１−５−１６
ステップスポーツ京都店 604-8034 京都府京都市中京区新京極三条下ル松ヶ枝町４５７
ステップ陸上元町店 650-0022 兵庫県神⼾市中央区元町通１−１０−１２
ステップ陸上名古屋店 453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町１８−２２
ステップスポーツ⾦沢店 920-0981 ⽯川県⾦沢市⽚町２−８−２０ ⽚町冨町ビル１Ｆ
ステップスポーツ広島店 730-0036 広島県広島市中区袋町１−２４ ２Ｆ
ステップ陸上本店 558-0004 ⼤阪府⼤阪市住吉区住吉区⻑居東４−５−２５
ステップ陸上岡⼭店 700-0901 岡⼭県岡⼭市北区本町6-116 第⼀セントラルビル4号館 1F
ステップスポーツ新潟店 950-0909 新潟県新潟市中央区万代１−３−３０アルタ２Ｆ
ステップスポーツ新宿本店 160-0022 東京都新宿区新宿３丁⽬１７−１９中野ビル１−２Ｆ
ステップスポーツ星ヶ丘 464-0802 愛知県名古屋市千種区星が丘元町２−１ ウィステリア星ヶ丘１Ｆ
ステップスポーツ⽴川 190-0012 東京都⽴川市曙町２−１０−１ ぶどうやビル１Ｆ
ステップスポーツつかしん 661-0001 兵庫県尼崎市塚⼝本町4-8-1 グンゼタウンセンター つかしん新館１F
ステップスポーツWEB 556-0022 ⼤阪府⼤阪市浪速区桜川4-11-18丸⼗興産ビル1F
ステップスポーツ瑞穂店 467-0012 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通り3丁⽬34-2
ステップスポーツ 公式オンラインストア https://step-japan.jp/sports/
Amazon.co.jp https://amzn.to/3oyh6Vg
スポーツオーソリティ⼤⾼店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南⼤⾼⼆丁⽬450番地ｲｵﾝﾓｰﾙ⼤⾼ 2階
スポーツオーソリティ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江2614番地イオンモール姫路リバーシテイ隣
スポーツオーソリティ奈良橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1-316ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原
スポーツオーソリティ港北ニュータウン店 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央14-12港北KEY SOUTH
スポーツオーソリティ上⼤岡店 233-0002 神奈川県横浜市港南区上⼤岡⻄1-15-1 京急百貨店スポーツ館
スポーツオーソリティ幕張新都⼼店 261-8535 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
スポーツオーソリティ倉敷店 710-8560 岡⼭県倉敷市⽔江1番地ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷
スポーツオーソリティ公式オンラインストア https://www.sportsauthority.jp/
スポーツデポ mozo ワンダーシティ店 452-0817 愛知県 名古屋市⻄区 ⼆⽅町40番 mozo ワンダーシティ内 4F
スポーツデポ 天久店 900-0005 沖縄県 那覇市 天久1-2-1那覇新都⼼ 天久りうぼう楽市ショッピングセンター内
スポーツデポ ⼩牧店 485-0046 愛知県 ⼩牧市 堀の内5丁⽬146番地
スポーツデポ 太宰府インター店 816-0912 福岡県 ⼤野城市 御笠川2丁⽬18番5号
スポーツデポ ⾼松伏⽯店 761-8071 ⾹川県 ⾼松市伏⽯町 2138番地5
スポーツデポ 豊崎店 901-0225 沖縄県 豊⾒城市 字豊崎1-411
スポーツデポ ⾼知店 781-5106 ⾼知県 ⾼知市 介良⼄317-1
スポーツデポ 福井⼤和⽥店 910-0836 福井県 福井市 ⼤和⽥1丁⽬308番地
スポーツデポ ららぽーと愛知東郷店 470-0100 愛知県 愛知郡東郷町東郷中央⼟地区画整理事業62街区1・3 ららぽーと愛知東郷3階
スポーツデポ・アルペン公式オンラインストア https://store.alpen-group.jp/
ヒマラヤスポーツ 福知⼭店 620-0045 京都府福知⼭市駅前町５０４番地
ヒマラヤスポーツ ⽊場店 135-0042 東京都江東区⽊場１−５−３０ ｲﾄ-ﾖ-ｶﾄﾞ-⽊場店３階
ヒマラヤスポーツ ⼋幡⻄店 807-0856 福岡県北九州市⼋幡⻄区⼋枝２丁⽬１番３号
ヒマラヤスポーツ ⾼崎店 370-0073 群⾺県⾼崎市緑町１−２９−４
ヒマラヤスポーツ 本館 500-8383 岐⾩県岐⾩市江添１−４−６
スーパースポーツゼビオ 仙台泉中央店 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4-24-3
スーパースポーツゼビオ 豊橋向⼭店 440-0858 愛知県豊橋市つつじヶ丘1-11-3
スーパースポーツゼビオ 宇都宮細⾕店 320-0074 栃⽊県宇都宮市細⾕町694-1
スーパースポーツゼビオ ピアドゥ⼋⼾店 031-0071 ⻘森県⼋⼾市沼館4-7-113
スーパースポーツゼビオ ドーム札幌⽉寒店 062-0053 北海道札幌市豊平区⽉寒東三条11-1-10
スーパースポーツゼビオ ⻑野南⾼⽥店 381-0034 ⻑野県⻑野市⼤字⾼⽥1841-1
スーパースポーツゼビオ 郡⼭⻄ﾉ内店 963-8022 福島県郡⼭市⻄ノ内2-11-35
スーパースポーツゼビオ 旭川永⼭店 079-8413 北海道旭川市永⼭三条3-2-4
スーパースポーツゼビオ 浜松宮⽵店 435-0048 静岡県浜松市東区上⻄町1020-1
スーパースポーツゼビオ いわき店 971-8133 福島県いわき市⿅島町⽶⽥字⽇渡5
スーパースポーツゼビオ 熊本ゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁⽬39-1
スーパースポーツゼビオ ⼤分店 870-1132 ⼤分県⼤分市光吉382番1
スーパースポーツゼビオ エミフル松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番
スーパースポーツゼビオ 盛岡盛南店 020-0866 岩⼿県盛岡市本宮六丁⽬7番17号
スーパースポーツゼビオ ドームつくば学園東⼤通り店 300-0843 茨城県⼟浦市中村南6丁⽬12-18
スーパースポーツゼビオ イオンモールＫＹＯＴＯ店 601-8417 京都府京都市南区⻄九条⿃居⼝町1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO
スーパースポーツゼビオ LINKS UMEDA店 530-0011 ⼤阪府⼤阪市北区⼤深町1-1 ヨドバシ梅⽥ビル6F
スーパースポーツゼビオ あすと⻑町店 982-0007 宮城県仙台市太⽩区あすと⻑町⼀丁⽬4番50号
スーパースポーツゼビオ ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 565-0826 ⼤阪府吹⽥市千⾥万博公園２−１ ２階 20330
スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店 182-0036 東京都調布市⾶⽥給１丁⽬３４番地１７
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 343-0828 埼⽟県越⾕市レイクタウン４丁⽬２番地２ イオンレイクタウンＫＡＺＥ棟Ａ-１１５ １F
スーパースポーツゼビオ 東京御茶ノ⽔本店 101-0052 東京都千代⽥区神⽥⼩川町３−６ 
スーパースポーツゼビオ 渋⾕公園通り店 150-0042 東京都渋⾕区宇⽥川町１９−３ 
スーパースポーツゼビオ 川崎ルフロン店 210-0024 神奈川県川崎市川崎区⽇進町１-１１ 川崎ﾙﾌﾛﾝ７・８F
スーパースポーツゼビオ テラスモール湘南店 251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台１-３-１ 
スーパースポーツゼビオ 公式オンラインストア https://www.supersports.com/
カスカワ⼭形本店    990-2413 ⼭形県⼭形市南原町２−１１−１
ニシオスポーツhasiri-Ni 462-0846 愛知県名古屋市北区名城１−４−１ｔｏｎａｒｉｎｏ１Ｆ
Runpro  700-0028 岡⼭県岡⼭市北区絵図町１−５０ＯＳＫ健幸プラザ１Ｆ
KOIKESPORTS 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央１丁⽬６９番
KOIKESPORTS https://www.koikesports.com/
マツバラスポーツＱスタジアム 854-0055 ⻑崎県諫早市栗⾯町８０３−１
GALLERY・2港北店 224-0003 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４Ｆ４０２
GALLERY・2 https://www.gallery2.co.jp/

FuelCell RC ELITE / TC ギャランティキャンペーン展開店舗リスト


