プロステイタス プレミアム取扱ダイヤモンド・プラチナショップリスト

（2017年 4月13日 現在）

北海道

ゼビオ ドーム札幌月寒店
☎011-859-6670

（株）スポーツハウス札幌スポーツ館

（有）高木スポーツ

（株）
アベスポーツ 南店

（有）石川スポーツ

（有）岩渕スポーツ

（株）
ベースマン 大宮支店

（有）ムーブ 戸田本店

（有）
ライオンベースボール プロショップ

（株）前原スポーツ

タケシマスポーツ
☎0155-62-0222

☎011-221-6411

☎0166-35-9220

青森県

（株）中村スポーツ社
☎0178-24-2746
秋田県

（株）アキタアルペンスポーツ
☎0183-72-0468

（株）
アキタアルペンスポーツ 秋田ドーム
☎018-853-0458

岩手県

ゼビオ 盛岡盛南店
☎019-656-4666
山形県

（株）カスカワスポーツ
☎023-642-0020

（株）
カスカワスポーツ 寒河江店
☎0237-86-5333

宮城県

ゼビオ 仙台泉中央店
☎022-371-9139

（株）
アキタアルペンスポーツ 仙台ドーム
☎022-779-7791

福島県

ゼビオ 郡山西ノ内店
☎024-923-2739
茨城県

ゼビオ ドームつくば学園東大通り店
☎029-843-6610

（有）
サンスポーツ
☎0298-72-6460

栃木県

（株）ヤザワスポーツ
☎0284-42-4576

☎0284-71-0303

☎0282-24-3161

☎028-621-7470

群馬県

ヒマラヤ 高崎店
☎027-365-4801
埼玉県

（株）ベースボールときわ 大宮店
☎048-644-7777

☎048-643-8901

☎048-449-7373

千葉県

スポーツオーソリティ 幕張新都心店
☎043-296-1710

（株）ときわスポーツ 千葉店
☎043-284-5113

☎043-251-7175

（有）堀川スポーツ

☎047-477-1762

☎04755-4-3434

（株）
ベースマン 柏支店
☎0471-47-6780

東京都

（株）ササキスポーツ
☎03-3675-2233

カズマスポーツ
（株）
☎0422-51-2034

（株）ベースマン 立川支店
☎042-512-8923

（株）
イマイスポーツ

（株）スポーツ寿苑 本店

（株）
ベースボールときわ 新宿店

（株）ベースボールときわ 立川店

☎03-3712-5556

☎03-3340-5252

ベースボールマリオ

☎03-3831-7961

☎03-5790-2900

☎042-512-5671

（株）ベースマン

☎03-3260-2711

スワロースポーツ
☎03-5984-4860

神奈川県

スポーツオーソリティ 港北ニュータウン店
☎045-947-1333

（有）カトウスポーツ 港南台店
☎045-832-3898

スポーツオーソリティ MARK IS みなとみらい店
☎045-227-2581

パシオン 横浜店

（株）安藤スポーツ

☎045-440-0700

☎045-331-2461

（株）
アサヒスポーツ
☎045-373-6485

新潟県

（株）オオミヤ イーストスクエア長岡
☎0258-38-0038

（有）
小黒スポーツ
☎0250-43-0223

富山県

昭和スポーツ

☎0766-23-5865

（株）
太陽スポーツ 富山店
☎076-425-1030

石川県

スポーツデポ 金沢鞍月店
☎076-266-1770
福井県

（株）オザキスポーツ アバックスタジアム店
☎0776-26-4646
長野県

スポーツショップイケダ
☎0263-86-2821
岐阜県

ヒマラヤ 本館

☎058-276-8000

（株）
オーゾネ

（有）スポーツショップイネ

（株）
シルバースポーツ 沼津店

（株）双葉運動具店 袋井店

☎058-392-1597

（株）竹中スポーツ

☎0577-35-9037

☎058-264-2200

（株）日比野スポーツ
☎0574-62-0229
静岡県

ゼビオ 浜松宮竹店
☎053-466-3030

☎055-929-6034

ミナトスポーツ

☎0538-43-4189

☎054-628-7738

愛知県

（株）祖父江運動具店
☎052-811-9401

（有）ヤマモトスポーツ
☎0532-41-2834

アスリートネオ

☎0568-81-8786

ニシオスポーツ

（有）
スポーツキューブ共栄
☎0562-47-1361

（有）ツボイスポーツ

（株）グランドスラム

☎052-365-3633

☎052-365-1939

プリンススポーツ
☎0562-83-3635

滋賀県

アスリートショップモリスポ 大津店
☎077-547-5030

スポーツショップキムラ
☎0749-43-5918

スポーツショップキムラ 草津店
☎077-566-2932

京都府

プロショップ

サムライ

☎0773-25-1789

ＢＥＳＴ９

☎075-748-0481

（株）スポーツアクト

（株）スポーツアクト ２ｎｄ．ＳＴＡＧＥ

☎075-463-6556

☎075-622-8980

大阪府

ヒマラヤ 泉大津店

スポーツオーソリティ デュー阪急山田店

シミズスポーツ ＢＳ

太陽スポーツ

太陽スポーツ
（株）インターネット事業部

太陽スポーツ 野球館

スポーツサクライ（株）

スポーツサクライ（株）堺店野球館

スポーツサクライ
（株）大東店

グランドスポーツ

野球堂 一球

スポーツデポ 天王寺店

スポーツオーソリティ 西宮今津店

マイルドスポーツ ウエステ

☎0725-40-5022
☎06-6616-7804

☎072-878-5009

☎06-6836-6277
☎06-6692-6655
☎072-368-6411

☎06-6974-5210

☎06-6692-3307

☎0725-31-4946

☎072-239-4241

☎072-826-1919

☎06-6629-7151

兵庫県

スポーツオーソリティ 姫路リバーシティ店
☎079-233-7180

☎0798-38-1670

☎078-708-4334

０５４

（有）アワジスポーツ
☎0799-62-0221

（有）ミチイスポーツ
☎06-6419-3576
奈良県

（株）マツダスポーツ
☎0745-22-1732

（株）
マツダスポーツ 奈良店
☎0742-30-4600

（株）スポーツシティアラキ
☎0744-43-7110

岡山県

（株）栄光スポーツ アスリート館４Ｆ
☎086-231-5897

（株）
カザハヤスポーツ
☎0866-93-3221

広島県

ヒマラヤ フジグラン東広島店
☎082-493-6200

（株）
体育社

４Ｆ

☎082-243-1004

シオダスポーツ

☎0829-32-5353

山口県

ヒマラヤ 山口店
☎083-927-0335
徳島県

（株）笹倉スポーツ社 阿南店
☎0884-23-1005

（株）
笹倉スポーツ 空港店
☎0886-99-7550

香川県

（株）マルビシスポーツ
☎0877-22-2367

ＳＰＯＲＴＳ ＳＨＯＰ ＢＩＧ１
☎087-867-8713

高知県

にしむらスポーツ
☎088-832-8191
福岡県

ゼビオ ゆめタウン久留米店
☎0942-45-7456

ヒマラヤ 八幡西店
☎093-601-1511

ベースボールパーク スタンドイン
☎092-260-7789

スポーツデポ 太宰府インター店
☎092-504-5636

長崎県

ハスポ ネット事業部
☎0956-56-8089
熊本県

（有）スポーツプラザ体育堂 野球外商部
☎096-245-7831

ハヤカワスポーツ 八代店
☎0965-34-0555

大分県

ヒマラヤ 中津店
☎0979-26-1565

（有）
アオバヤスポーツ 大分店
☎097-551-5460

鹿児島県

ゼビオ オプシア鹿児島店
☎099-812-7177

（有）
寿スポーツ

☎0994-44-2123

沖縄県

（有）エースプロジェクト 大里店
☎098-946-8058

スポーツデポ 天久店
☎098-861-0460

スポーツタニヤマ
☎099-267-5001

（株）中央スポーツ 野球館
☎099-223-9810

