
モンスターブラックキャノン  取扱店 ⼀覧
　-ヒマラヤスポーツ-
店名 電話番号 住所

ヒマラヤスポーツ　マーケットシティ桐生店 0277-70-6300 群馬県桐生市相生町一丁目１２４番１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　高　崎　店 027-365-4801 群馬県高崎市緑町１－２９－４

ヒマラヤスポーツ　モラージュ菖蒲店 0480-87-2025 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５番地1　モラージュ菖蒲２階

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　ウニクス上里店 0495-35-0180 埼玉県児玉郡上里町大字七本木２２７２－１　ウニクス上里内

ヒマラヤスポーツ　新　座　店 048-480-4155 埼玉県新座市野火止７－４－１２

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオンモール千葉ニュータウン店 0476-48-1200 千葉県印西市中央北２－２　イオンモール千葉ニュータウン　エンジョイライフ棟２Ｆ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　葛飾奥戸店 03-5672-1740 東京都葛飾区奥戸３－２３－１９

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　木  場  店 03-5617-6450 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　相模原古淵 042-705-7250 神奈川県相模原市南区古淵６－１４－１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　サクラス戸塚店 045-869-5811 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１　サクラス戸塚ビル 地下1階

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　柏  崎  店 0257-21-8320 新潟県柏崎市岩上７－１４

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　長　岡　店 0258-28-4486 新潟県長岡市古正寺町1丁目１６１－１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　越  前  店 0778-22-1150 福井県越前市高木町３７－１－１

ヒマラヤスポーツ　本      館 058-276-8000 岐阜県岐阜市江添１－４－６

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　各務原インター店 058-383-8600 岐阜県各務原市小佐野町１丁目１９番１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　ラスパ御嵩店 0574-68-0150 岐阜県可児郡御嵩町上恵土１０１０－１　ラスパ御嵩　別棟

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　マーゴ関店 0575-21-2177 岐阜県関市倉知５１６

ヒマラヤスポーツ　高　山　店 0577-37-1520 岐阜県高山市岡本町４－１３９

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　クロスガーデン中津川店 0573-62-1650 岐阜県中津川市かやの木町１番５２号

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　モレラ岐阜店 058-320-2511 岐阜県本巣市三橋１１００　モレラ岐阜２Ｆ

ヒマラヤスポーツ　アピタ島田店 0547-33-2877 静岡県島田市宝来町８番２号　アピタ島田店１Ｆ



ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　アピタ稲沢店 0587-24-2630 愛知県稲沢市天池五反田町1　アピタ稲沢１Ｆ

ヒマラヤスポーツ　ギャラリエアピタ知立店 0566-84-5333 愛知県知立市長篠町大山１８番地１　ギャラリエアピタ知立店２Ｆ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　リブレ豊田元宮店 0565-37-1370 愛知県豊田市元宮町２丁目１１番　リブレ豊田元宮２Ｆ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　蒲  郡  店 0533-66-3055 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田１番地２６

ヒマラヤスポーツ　春 日 井 店 0568-56-7230 愛知県春日井市浅山町３－１６－７

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　東  海  店 052-689-2111 愛知県東海市荒尾町見幕８８

ヒマラヤスポーツ　半　田　店 0569-26-6771 愛知県半田市昭和町２－３８

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　伊勢みそのショッピングセンター店 0596-20-2700 三重県伊勢市御薗町長屋２１３６

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　松　阪　店 0598-25-2505 三重県松阪市田村町２３５－１　アドバンスモール内

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオン近江八幡店 0748-38-5133 滋賀県近江八幡市鷹飼町南３－７　イオン近江八幡 ２番街　１Ｆ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　水　口　店 0748-65-6322 滋賀県甲賀市水口町本綾野５０３－１３

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　ピエリ守山店 077-585-7900 滋賀県守山市今浜町２６２０－５　ピエリ守山１Ｆ

ヒマラヤスポーツ　精 華 台 店 0774-98-2100 京都府相楽郡精華町精華台９丁目２番地４

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　福 知 山 店 0773-25-2929 京都府福知山市駅前町５０４番地

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　ムサシ京都八幡店 075-983-7575 京都府八幡市欽明台北３－１ ホームセンタームサシ京都八幡店２Ｆ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　堺インター店 072-293-8805 大阪府堺市西区太平寺７１１－１ ベスピア堺インター２階

ヒマラヤスポーツ　茨  木  店 072-624-8661 大阪府茨木市上穂積１－１

ヒマラヤスポーツ　堺三国ヶ丘店 072-240-7737 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町１－２５－１

ヒマラヤスポーツ　泉 大 津 店 0725-40-5022 大阪府泉大津市板原４－２２－１０

ヒマラヤスポーツ　三　田　店 079-562-1002 兵庫県三田市けやき台１丁目７番 ｾﾝﾁｭﾘ-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾚｽﾎﾟ内

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオンタウン姫路店 079-223-7575 兵庫県姫路市延末４３５－３　イオンタウン姫路２Ｆ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　岩  出  店 0736-63-2000 和歌山県岩出市西野１００－２

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　鳥  取  店 0857-32-2730 鳥取県鳥取市安長７１－１　エディオン２Ｆ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　益　田　店 0856-31-1605 島根県益田市高津７－１９－１４



ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　岡山豊浜店 086-261-5300 岡山県岡山市南区豊浜町１０番６０号

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　岡山久米店 086-805-2235 岡山県岡山市北区久米３１０－１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　津山インター店 0868-26-1213 岡山県津山市河辺９１１番地１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　尾  道  店 0848-56-1620 広島県尾道市東尾道１４－１４

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　呉 駅 前 店 0823-32-6230 広島県呉市宝町１－１２

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　フジグラン東広島店 082-493-6200 広島県東広島市西条町御薗宇４４０５番地　フジグラン東広島２階

ヒマラヤスポーツ　広島商工センター店 082-270-5800 広島県広島市西区商工センター８丁目２番４９号

ヒマラヤスポーツ　フジグラン神辺店 084-960-3633 広島県福山市神辺町大字新道上字２丁目１０番２６号 

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　フジグラン三原店 0848-61-5615 広島県三原市円一町１－１－７　フジグラン三原２Ｆ

ヒマラヤスポーツ　ゆめタウン南岩国店 0827-34-3033 山口県岩国市南岩国１丁目２０番３０号

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　フレスタモールカジル岩国店 0827-29-3150 山口県岩国市室の木町１－２－３８　フレスタモールカジル岩国２Ｆ

ヒマラヤスポーツ　フジグラン宇部店 0836-37-0500 山口県宇部市明神町３丁目１番１号

ヒマラヤスポーツ　サンリブ下松店 0833-45-0750 山口県下松市南花岡６－８－１　サンリブ下松２Ｆ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　おのだサンパーク店 0836-81-1055 山口県山陽小野田市中川６丁目４番１号　おのだサンパーク２Ｆ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　新 下 関 店 083-251-6633 山口県下関市伊倉新町５－６－６

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオンタウン周南店 0834-61-3020 山口県周南市古市１丁目４番１号　ｲｵﾝﾀｳﾝ周南店ﾋﾏﾗﾔ棟

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　小　郡　店 083-976-2111 山口県山口市小郡維新町４－１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　山  口  店 083-927-0335 山口県山口市大内矢田南４－１－１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオンモール綾川店 087-876-1091 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１　イオンモール綾川２Ｆ

ヒマラヤスポーツ　松  山  店 089-926-2180 愛媛県松山市衣山１－１６０

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　今  治  店 0898-34-8601 愛媛県今治市南高下町１－４－２２

ヒマラヤスポーツ　フジグラン川之江店 0896-59-5150 愛媛県四国中央市妻鳥町１１３６番地1

ヒマラヤスポーツ　フジグラン四万十店 0880-31-2735 高知県四万十市具同２２２２番地　フジグラン四万十SC内

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　飯  塚  店 0948-25-3042 福岡県飯塚市弁分２－１



ヒマラヤスポーツ　福岡新宮店 092-940-6650 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前２丁目６番１５号

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　八 幡 西 店 093-601-1511 福岡県北九州市八幡西区八枝２丁目１番３号

ヒマラヤスポーツ　イオンモール筑紫野店 092-919-5540 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１　イオンモール筑紫野店２Ｆ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　くりえいと宗像店 0940-32-7661 福岡県宗像市くりえいと２丁目１番１号

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　コスタ行橋店 0930-24-0063 福岡県行橋市西泉６－１－１　コスタ行橋２Ｆ

ヒマラヤスポーツ　諫　早　店 0957-35-1570 長崎県諫早市長野町１５９６－１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　大  村  店 0957-54-6661 長崎県大村市幸町２５番２２７

ヒマラヤスポーツ　佐 世 保 店 0956-27-8801 長崎県佐世保市大和町９７８－６

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　南 長 崎 店 095-832-5067 長崎県長崎市磯道町３７－５　　

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　中　津　店 0979-26-1565 大分県中津市宮夫２２３－１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　日  田  店 0973-22-0200 大分県日田市大字渡里３３－３

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　延  岡  店 0982-28-0111 宮崎県延岡市別府町４４０５　　　　　　　　　　　　スポーツ

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　都　城　店 0986-47-1901 宮崎県都城市吉尾町１３５－１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　出  水  店 0996-64-8030 鹿児島県出水市今釜町７６４

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　薩摩川内店 0996-20-7040 鹿児島県薩摩川内市原田町１４－１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　鹿屋バイパス店 0994-40-6555 鹿児島県鹿屋市笠之原町２０６６番１

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　霧島隼人店 0995-64-2080 鹿児島県霧島市隼人町見次５４５　サンキュー隼人店1階

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ　イオン名護店 0980-51-0311 沖縄県名護市字名護見取川原４４７２　イオン名護１Ｆ


