
モンスターブラックキャノン  取扱店 ⼀覧
　-スーパースポーツゼビオ-
店名 電話番号 住所

スーパースポーツゼビオ　北見店 0157-26-3115 北海道北見市東三輪4丁目12-2

スーパースポーツゼビオ　旭川永山店 0166-46-0717 北海道旭川市永山三条3-2-4

スーパースポーツゼビオ　釧路店 0154-37-5561 北海道釧路郡釧路町木場1-3-4

スーパースポーツゼビオ　新発寒店 011-665-5778 北海道札幌市手稲区新発寒四条1-1-85

スーパースポーツゼビオ　ドーム札幌月寒店 011-859-6670 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　札幌太平店 011-771-4501 北海道札幌市北区太平6条2丁目2番1号

スーパースポーツゼビオ　モルエ室蘭中島店 0143-41-6333 北海道室蘭市中島本町1-1-11

スーパースポーツゼビオ　帯広いっきゅう店 0155-38-5220 北海道帯広市西十九条南2-30-5

スーパースポーツゼビオ　滝川店 0125-23-6767 北海道滝川市東町8丁目311-1

スーパースポーツゼビオ　函館昭和タインプラザ店 0138-40-0258 北海道函館市昭和1-29-1

スーパースポーツゼビオ　苫小牧柳町店 0144-53-5755 北海道苫小牧市柳町4丁目3-25

スーパースポーツゼビオ　五所川原エルム店 0173-38-6700 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻509-1

スーパースポーツゼビオ　弘前高田店 0172-29-3100 青森県弘前市大字高田5-1-1

スーパースポーツゼビオ　青森中央店 017-762-1755 青森県青森市東大野2丁目12番1号

スーパースポーツゼビオ　ピアドゥ八戸店 0178-47-0801 青森県八戸市沼館4-7-113

スーパースポーツゼビオ　紫波店 019-672-1500 岩手県紫波郡紫波町高水寺欠上り2-1

スーパースポーツゼビオ　盛岡盛南店　　　 019-656-4666 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　名取店 022-383-1851 宮城県名取市杜せきのした三丁目8番地の6

スーパースポーツゼビオ　仙台泉中央店 022-371-9139 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　あすと長町店 022-748-0850 宮城県仙台市太白区あすと長町一丁目4番50号

スーパースポーツゼビオ　ザ・モール仙台長町店 022-308-9888 宮城県仙台市太白区長町7-20-3



スーパースポーツゼビオ　イオンタウン古川店　 0229-27-2356 宮城県大崎市古川字筒場浦15

スーパースポーツゼビオ　石巻店 022-521-5750 宮城県石巻市恵み野三丁目3番地17

スーパースポーツゼビオ　秋田茨島店　　　　 018-863-8001 秋田県秋田市茨島1-4-65

スーパースポーツゼビオ　イオンモール大曲店 0187-66-3727 秋田県大仙市和合字坪立177

スーパースポーツゼビオ　天童店 023-656-8290 山形県天童市芳賀タウン北一丁目８番２４号

スーパースポーツゼビオ　山形吉原店 023-647-3788 山形県山形市若宮4丁目4番17号

スーパースポーツゼビオ　ル・パークみかわ店 0235-68-0211 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端291-1

スーパースポーツゼビオ　米沢店 0238-24-4682 山形県米沢市金池6丁目7-1

ゼビオスポーツエクスプレス　アティ郡山店 024-927-0866 福島県郡山市駅前1-16-7　アティ郡山５階

スーパースポーツゼビオ　福島矢野目店 024-555-1240 福島県福島市南矢野目字桜内39-2

スーパースポーツゼビオ　福島南ＢＰ店 024-545-3399 福島県福島市黒岩字浅井18

スーパースポーツゼビオ　メガステージ須賀川店 0248-63-7511 福島県須賀川市広表19番1

スーパースポーツゼビオ　いわき店 0246-28-3939 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　会津若松町北店 0242-22-3839 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下158

スーパースポーツゼビオ　郡山西ﾉ内店 024-923-2739 福島県郡山市西ノ内2-11-35

スーパースポーツゼビオ　メガステージ白河店 0248-23-4223 福島県白河市字新高山8

スーパースポーツゼビオ　ドームつくば学園東大通り店 029-843-6610 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　日立城南店 0294-26-7181 茨城県日立市城南町3丁目4-3

スーパースポーツゼビオ　水戸店 029-305-5712 茨城県水戸市笠原町188-1

スーパースポーツゼビオ　イーアスつくば店 029-868-7161 茨城県つくば市研究学園5丁目19番地

スーパースポーツゼビオ　宇都宮細谷店 028-643-6011 栃木県宇都宮市細谷町694-1

スーパースポーツゼビオ　宇都宮石井店 028-689-0045 栃木県宇都宮市陽東8-22-1

スーパースポーツゼビオ　小山店 0285-28-3261 栃木県小山市駅南町2-30-20

スーパースポーツゼビオ　足利店 0284-73-7141 栃木県足利市堀込町2485-2



ゼビオスポーツエクスプレス　トナリエ宇都宮店 028-616-1851 栃木県宇都宮市駅前通り1丁目4番6号

スーパースポーツゼビオ　スマーク伊勢崎店 0270-30-7800 群馬県伊勢崎市西小保方町368　スマーク2F

ゼビオスポーツエクスプレス　伊勢崎店 0270-20-6180 群馬県伊勢崎市宮子町2806

スーパースポーツゼビオ　アリオ上尾店 048-780-1220 埼玉県上尾市大字1丁目字上原351

スーパースポーツゼビオ　イオンモール川口店 048-287-8020 埼玉県川口市安行領根岸3180イオンモール川口2階

スーパースポーツゼビオ　アリオ鷲宮店 0480-57-1056 埼玉県久喜市久本寺字谷田7-1　アリオ鷲宮　2F

スーパースポーツゼビオ　ビバモールさいたま新都心店 048-815-8000 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号

スーパースポーツゼビオ　ピオニウォーク東松山店 0493-31-0075 埼玉県東松山市あずま町4丁目3番地

スーパースポーツゼビオ　埼玉ららぽーと富士見店 049-275-1315 埼玉県富士見市山室1-1313　3階35100

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと新三郷店 048-954-6541 埼玉県三郷市新三郷ららシティ３－１－１　ANNEX棟40001　３F

スーパースポーツゼビオ　セブンパークアリオ柏店 04-7137-7023 千葉県柏市大島田1-8-1

スーパースポーツゼビオ　イオンモール銚子店 0479-20-5611 千葉県銚子市三崎町2-2660-1　イオン銚子ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1Ｆ

スーパースポーツゼビオ　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 04-7178-2511 千葉県流山市おおたかの森南一丁目５番地１　

スーパースポーツゼビオ　イオンタウン成田富里店 0476-20-2155 千葉県成田市東町１３３番地

スーパースポーツゼビオ　アリオ蘇我店 043-209-2777 千葉県千葉市中央区川崎町52番地7

スーパースポーツゼビオ　ららぽーとTOKYO-BAY店 047-410-1131 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館2F

スーパースポーツゼビオ　モラージュ柏店 04-7137-6033 千葉県柏市大山台2-3

スーパースポーツゼビオ　フルルガーデン八千代店 047-405-6820 千葉県八千代市村上南1丁目4-1

ゼビオスポーツエクスプレス　イトーヨーカ堂曳舟店 03-5655-5690 東京都墨田区京島１－２－１　イトーヨーカ堂曳舟店　３F

スーパースポーツゼビオ　オリナス錦糸町店 03-5610-8670 東京都墨田区太平４－１－５　オリナスコア１F

スーパースポーツゼビオ　調布東京スタジアム前店 042-490-1180 東京都調布市飛田給１丁目３４番地１７

スーパースポーツゼビオ　アリオ葛西店 03-5675-6801 東京都江戸川区東葛西９-３-３　　アリオ葛西２F

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと豊洲店 03-6219-6181 東京都江東区豊洲2-4-9　ららぽーと豊洲2F

スーパースポーツゼビオ　イオンモール日の出店 042-588-8735 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3



スーパースポーツゼビオ　東京御茶ノ水本店 03-3233-1861 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　多摩境店 042-798-6286 東京都町田市小山が丘３-５-１

スーパースポーツゼビオ　イーアス高尾店 042-669-6061 東京都八王子市東浅川町550-1　イーアス高尾2F

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと立川立飛店 042-540-7180 東京都立川市泉町935番地1　1階　「12500」

スーパースポーツゼビオ　ヴィスポ横須賀店　 046-828-6239 神奈川県横須賀市平成町2丁目14番1号

スーパースポーツゼビオ　トレッサ横浜店 045-533-3351 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

スーパースポーツゼビオ　川崎ルフロン店 044-223-1630 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11　川崎ルフロン8F

スーパースポーツゼビオ　アリオ橋本店 042-775-6021 神奈川県相模原市緑区大山町1-22　

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと平塚店 0463-25-0058 神奈川県平塚市天沼10-1　1階　「14060」

スーパースポーツゼビオ　テラスモール湘南店 0466-38-3150 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　ららぽーと横浜店 045-929-3277 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1　ららぽーと横浜3F

スーパースポーツゼビオ　みなとみらい東急スクエア店 045-650-1680 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-2　

ゼビオスポーツ　燕三条店 0256-33-8278 新潟県三条市須頃1-44

スーパースポーツゼビオ　新潟亀田店 025-383-3939 新潟県新潟市江南区早苗4-3-3

スーパースポーツゼビオ　アピタ新潟西店 025-201-1066 新潟県新潟市西区小新５丁目７番地２１号

スーパースポーツゼビオ　新潟桜木インター店 025-241-7361 新潟県新潟市中央区神道寺2-6-19

スーパースポーツゼビオ　新発田店 0254-27-1833 新潟県新発田市新栄町3-3-2

スーパースポーツゼビオ　長岡店 0258-27-5539 新潟県長岡市古正寺1丁目180

スーパースポーツゼビオ　上越店 025-544-5439 新潟県上越市下門前1968番地

スーパースポーツゼビオ　長岡リバーサイド千秋店 0258-20-5571 新潟県長岡市千秋二丁目1087番地1ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ千秋ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ1Ｆ

ゼビオスポーツエクスプレス　新潟駅店 025-240-0511 新潟県新潟市中央区花園一丁目1番21号　CoCoLo南館

スーパースポーツゼビオ　アピタ富山東店 076-452-3355 富山県富山市上冨居3-8-38

スーパースポーツゼビオ　富山蜷川店 076-429-8744 富山県富山市蜷川183

スーパースポーツゼビオ　イオンモール金沢白山店 076-256-3941 石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山　2階



スーパースポーツゼビオ　フェアモール松任店 076-274-6755 石川県白山市幸明町150

スーパースポーツゼビオ　アピタタウン金沢ベイ店 076-225-2505 石川県金沢市無量寺四丁目102番地-1

スーパースポーツゼビオ　フェアモール福井大和田店 0776-57-2181 福井県福井市大和田町2-1230

スーパースポーツゼビオ　アリオ上田店 0268-29-6100 長野県上田市天神3丁目5番1号　アリオ上田2F

スーパースポーツゼビオ　松本芳川店 0263-85-4939 長野県松本市村井町北2-14-57

スーパースポーツゼビオ　佐久平店 0267-66-0600 長野県佐久市岩村田字挟石1444-1

スーパースポーツゼビオ　諏訪店 0266-57-4455 長野県諏訪市沖田町3-7

スーパースポーツゼビオ　長野南高田店　　 026-268-4811 長野県長野市大字高田1841-1

スーパースポーツゼビオ　飯田鼎店 0265-21-6266 長野県飯田市鼎名古熊651

スーパースポーツゼビオ　カラフルタウン岐阜店 058-218-3050 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6

スーパースポーツゼビオ　浜松宮竹店　　　 053-466-3030 静岡県浜松市東区上西町1020-1

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと沼津店 055-929-8830 静岡県沼津市東椎路字東荒301番地３　２階　27010

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと磐田店 0538-59-0415 静岡県磐田市高見丘1200番地 2階2190

スーパースポーツゼビオ　名古屋砂田橋店 052-725-7616 愛知県名古屋市東区砂田橋1丁目1番10　砂田橋ショッピングセンター　2階

スーパースポーツゼビオ　豊田東新店 0565-74-0071 愛知県豊田市東新町6-17-1　豊田ラッツ2F

スーパースポーツゼビオ　三河安城店 0566-74-9293 愛知県安城市三河安城南町1丁目9番地18

スーパースポーツゼビオ　岡崎インター店 0564-25-5422 愛知県岡崎市洞町字的場10-1

スーパースポーツゼビオ　豊橋向山店 0532-64-5677 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　名古屋富田店 052-309-7311 愛知県名古屋市中川区富田町大字榎津西乗江525-2

スーパースポーツゼビオ　津ラッツ店 059-221-4700 三重県津市藤方716

スーパースポーツゼビオ　鈴鹿ラッツ店 059-381-1211 三重県鈴鹿市西條町480

スーパースポーツゼビオ　イオンモール草津店 077-516-0233 滋賀県草津市新浜町300番地 B104

スーパースポーツゼビオ　イオンモールＫＹＯＴＯ店 075-693-7556 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地　ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO

スーパースポーツゼビオ　もりのみやキューズモール店 06-6910-1550 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央二丁目１番70号



スーパースポーツゼビオ　なんばパークス店 06-6641-1525 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号

スーパースポーツゼビオ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ　　 06-4864-8360 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　東大阪菱江店　 072-960-6571 大阪府東大阪市中野南1-71

スーパースポーツゼビオ　ニトリモール枚方店 072-866-1439 大阪府枚方市北山１丁目２番１号　302区画

ゼビオスポーツエクスプレス　くずはモール店 072-866-2090 大阪府枚方市楠葉花園町10-85　くずはモール南館1F

スーパースポーツゼビオ　ららぽーと和泉店 0725-51-2970 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉3階

スーパースポーツゼビオ　大阪守口店 06-6916-5550 大阪府守口市佐太東町2-9-10

スーパースポーツゼビオ　LINKS　UMEDA店 06-6292-4064 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　スポーツタウン久宝寺店 072-928-4010 大阪府八尾市龍華町2丁目2番1号　2Ｆ

スーパースポーツゼビオ　神戸ハーバーランド店 078-366-6333 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-5  3F

スーパースポーツゼビオ　ららぽｰと甲子園店 0798-81-6933 兵庫県西宮市甲子園8番町1-100　ららぽーと甲子園2Ｆ店番

スーパースポーツゼビオ　神戸学園南インター店　本館 078-793-2200 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868番1376

スーパースポーツゼビオ　 0742-64-5722 奈良県奈良市西九条町5-3-13

スーパースポーツゼビオ　アクロスプラザ橿原店 0744-21-1272 奈良県橿原市曽我町45番1　アクロスプラザ橿原２Ｆ

スーパースポーツゼビオ　セントラルシティ和歌山店 073-428-8050 和歌山県和歌山市小雑賀805-1

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン出雲店 0853-24-7655 島根県出雲市姫原4丁目5-1　ゆめタウン出雲　別館スポーツ棟

スーパースポーツゼビオ　松江東津田店 0852-60-2021 島根県松江市東津田町487-7

スーパースポーツゼビオ　岡山新保店 086-235-2626 岡山県岡山市南区新保1101-3

スーパースポーツゼビオ　広島アルパーク店　　　 082-501-3120 広島県広島市西区草津南4丁目7-1

スーパースポーツゼビオ　福山店 084-971-1200 広島県福山市入船町3-1-25

スーパースポーツゼビオ　広島八木店　 082-873-3325 広島県広島市安佐南区八木2-16-10

スーパースポーツゼビオ　ゆめモール下関店 083-228-5111 山口県下関市新椋野一丁目2番13号

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン宇部店 0836-45-0620 山口県宇部市黒石北３丁目４番１号

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン徳島店 088-693-0730 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1



スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン高松店 087-869-7710 香川県高松市上天神町字高田362-1(別館2階)

スーパースポーツゼビオ　松山問屋町店 089-917-7601 愛媛県松山市問屋町5番22号

スーパースポーツゼビオ　エミフル松前店 089-961-6630 愛媛県伊予郡松前町筒井850番

スーパースポーツゼビオ　高知インタ－店 088-846-3391 高知県高知市薊野西町三丁目34番1号

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン久留米店　　 0942-45-7456 福岡県久留米市新合川1-3-30

スーパースポーツゼビオ　春日店 092-595-5500 福岡県春日市春日5-51

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン筑紫野店 092-918-6565 福岡県筑紫野市針摺東3丁目1-8

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン博多店 092-643-9060 福岡県福岡市東区東浜1-1-1

スーパースポーツゼビオ　キャナルシティ博多店 092-283-8520 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

スーパースポーツゼビオ　小倉東インター店 093-932-1220 福岡県北九州市小倉南区上葛原1丁目17-1

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン大牟田店 0944-41-5566 福岡県大牟田市旭町2丁目28

スーパースポーツゼビオ　リバーウｫーク北九州店 093-562-6851 福岡県北九州市小倉北区室町1丁目1-1　

スーパースポーツゼビオ　イオンタウン黒崎店 093-644-7778 福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1

スーパースポーツゼビオ　福岡木の葉モール橋本店 092-811-8290 福岡県福岡市西区橋本2丁目27番2号　木の葉モール橋本　2F

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン佐賀店 0952-36-8220 佐賀県佐賀市兵庫北五丁目14番1号

スーパースポーツゼビオ　アクロスプラザ佐世保藤原町店 0956-20-8500 長崎県佐世保市藤原町20番7号

スーパースポーツゼビオ　熊本本山店　 096-361-1600 熊本県熊本市中央区本山町143-4

スーパースポーツゼビオ　ゆめタウン八代店 0965-35-7033 熊本県八代市建馬町3番1号

スーパースポーツゼビオ　熊本ゆめタウン光の森店 096-233-2200 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 097-554-6776 大分県大分市光吉382番1

スーパースポーツゼビオ　宮崎花ヶ島店 0985-61-6131 宮崎県宮崎市花ヶ島町小物町2653番地

スーパースポーツゼビオ　宮崎店 0985-52-8085 宮崎県宮崎市中村西3-4-14

スーパースポーツゼビオ　オプシア鹿児島店 099-812-7177 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目3番5号

スーパースポーツゼビオ　うるま店 098-979-0003 沖縄県うるま市字前原183-9



スーパースポーツゼビオ　イーアス沖縄豊崎店 098-996-1439 沖縄県豊見城市豊崎3番35

スーパースポーツゼビオ　宜野湾店 098-870-9611 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目28番3号


