店舗名
スーパースポーツゼビオ札幌太平店
スーパースポーツゼビオ新さっぽろ店
スーパースポーツゼビオ新発寒店
スーパースポーツゼビオ函館昭和ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ店
スーパースポーツゼビオモルエ室蘭中島店
スーパースポーツゼビオ苫⼩牧柳町店
スーパースポーツゼビオドーム札幌⽉寒店
ゼビオスポーツｱﾘｵ札幌店
スーパースポーツゼビオ滝川店
スーパースポーツゼビオ旭川永⼭店
スーパースポーツゼビオ帯広いっきゅう店
スーパースポーツゼビオ釧路店
スーパースポーツゼビオ北⾒店
スーパースポーツゼビオ⻘森中央店
スーパースポーツゼビオﾋﾟｱﾄﾞｩ⼋⼾店
スーパースポーツゼビオ弘前⾼⽥店
スーパースポーツゼビオ五所川原エルム店
スーパースポーツゼビオ盛岡盛南店
スーパースポーツゼビオ紫波店
スーパースポーツゼビオ名取店
スーパースポーツゼビオ仙台泉中央店
スーパースポーツゼビオあすと⻑町店
スーパースポーツゼビオｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台⻑町店
スーパースポーツゼビオ⽯巻店
スーパースポーツゼビオｲｵﾝﾀｳﾝ古川店
スーパースポーツゼビオ秋⽥茨島店
スーパースポーツゼビオイオンモール⼤曲店
スーパースポーツゼビオ⼭形吉原店
スーパースポーツゼビオ⽶沢店
スーパースポーツゼビオ天童店
スーパースポーツゼビオﾙ･ﾊﾟｰｸみかわ店
スーパースポーツゼビオ福島⽮野⽬店
スーパースポーツゼビオ福島南ＢＰ店
スーパースポーツゼビオﾒｶﾞｽﾃｰｼﾞ⽩河店
スーパースポーツゼビオメガステージ須賀川店
ゼビオスポーツエクスプレスアティ郡⼭店
スーパースポーツゼビオ郡⼭⻄ﾉ内店
スーパースポーツゼビオ会津若松町北店
スーパースポーツゼビオいわき店
スーパースポーツゼビオドームつくば学園東⼤通り店
スーパースポーツゼビオイーアスつくば店
スーパースポーツゼビオ⽔⼾店
スーパースポーツゼビオ⽇⽴城南店
スーパースポーツゼビオ宇都宮細⾕店
スーパースポーツゼビオ宇都宮⽯井店
ゼビオスポーツエクスプレスララスクエア宇都宮店
スーパースポーツゼビオ⼩⼭店
スーパースポーツゼビオ⾜利店
スーパースポーツゼビオスマーク伊勢崎店
スーパースポーツゼビオビバモールさいたま新都⼼店
スーパースポーツゼビオさいたま新都⼼コクーンシティ店

都道府県 住所

電話番号
011-771-4501

北海道

札幌市北区太平6条2丁⽬2番1号

北海道

札幌市厚別区厚別中央2条5丁⽬3-15

北海道

札幌市⼿稲区新発寒四条1-1-85

北海道

函館市昭和1-29-1

北海道

室蘭市中島本町1-1-11

北海道

苫⼩牧市柳町4丁⽬3-25

北海道

札幌市豊平区⽉寒東三条11-1-10

北海道

札幌市東区北7条東9丁⽬2番20号

北海道

滝川市東町8丁⽬311-1

北海道

旭川市永⼭三条3-2-4

北海道

帯広市⻄⼗九条南2-30-5

北海道

釧路郡釧路町⽊場1-3-4

北海道

北⾒市東三輪4丁⽬12-2

⻘森県

⻘森市東⼤野2丁⽬12番1号

⻘森県

⼋⼾市沼館4-7-113

⻘森県

弘前市⼤字⾼⽥5-1-1

⻘森県

五所川原市⼤字唐笠柳字藤巻509-1

岩⼿県

盛岡市本宮六丁⽬7番17号

岩⼿県

紫波郡紫波町⾼⽔寺⽋上り2-1

宮城県

名取市杜せきのした三丁⽬8番地の6

宮城県

仙台市泉区泉中央4-24-3

宮城県

仙台市太⽩区あすと⻑町⼀丁⽬4番50号

宮城県

仙台市太⽩区⻑町7-20-3

宮城県

⽯巻市恵み野三丁⽬3番地17

宮城県

⼤崎市古川字筒場浦15

秋⽥県

秋⽥市茨島1-4-65

秋⽥県

⼤仙市和合字坪⽴177

⼭形県

⼭形市若宮4丁⽬4番17号

⼭形県

⽶沢市⾦池6丁⽬7-1

⼭形県

天童市芳賀タウン北⼀丁⽬8番24号

⼭形県

東⽥川郡三川町⼤字猪⼦字⼤堰端291-1

福島県

福島市南⽮野⽬字桜内39-2

福島県

福島市⿊岩字浅井18

福島県

⽩河市字新⾼⼭8

福島県

須賀川市広表19番1

福島県

郡⼭市駅前1-16-7 アティ郡⼭5階

福島県

郡⼭市⻄ノ内2-11-35

福島県

会津若松市町北町⼤字上荒久⽥字宮下158

福島県

いわき市⿅島町⽶⽥字⽇渡5

茨城県

⼟浦市中村南6丁⽬12-18

茨城県

つくば市研究学園5丁⽬19番地

茨城県

⽔⼾市笠原町188-1

茨城県

⽇⽴市城南町3丁⽬4-3

栃⽊県

宇都宮市細⾕町694-1

栃⽊県

宇都宮市陽東8-22-1

栃⽊県

宇都宮市駅前通り1丁⽬4番6号

栃⽊県

⼩⼭市駅南町2-30-20

栃⽊県

⾜利市堀込町2485-2

群⾺県

伊勢崎市⻄⼩保⽅町368 スマーク2F

埼⽟県

さいたま市浦和区上⽊崎1丁⽬13番1号ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙさいたま新都⼼4階

011-802-2666
011-665-5778
0138-40-0258
0143-41-6333
0144-53-5755
011-859-6670
011-743-9211
0125-23-6767
0166-46-0717
0155-38-5220
0154-37-5561
0157-26-3115
017-762-1755
0178-47-0801
0172-29-3100
0173-38-6700
019-656-4666
019-672-1500
022-383-1851
022-371-9139
022-748-0850
022-308-9888
022-521-5750
0229-27-2356
018-863-8001
0187-66-3727
023-647-3788
0238-24-4682
023-656-8290
0235-68-0211
024-555-1240
024-545-3399
0248-23-4223
0248-63-7511
024-927-0866
024-923-2739
0242-22-3839
0246-28-3939
029-843-6610
029-868-7161
029-305-5712
0294-26-7181
028-643-6011
028-689-0045
028-616-1851
0285-28-3261
0284-73-7141
0270-30-7800
048-815-8000
048-650-7455

埼⽟県

さいたま市⼤宮区吉敷町4丁⽬263-6

埼⽟県

蕨市錦町1-12-1

埼⽟県

久喜市久本寺字⾕⽥7-1 アリオ鷲宮 2F

0480-57-1056

ヴィクトリアｽﾎﾟｰﾂﾓｰﾙ越⾕ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ店
スーパースポーツゼビオ埼⽟ららぽーと富⼠⾒店

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 １階
富⼠⾒市⼭室1-1313 3階35100

048-990-3391
049-275-1315

スーパースポーツゼビオピオニウォーク東松⼭店

埼⽟県

スーパースポーツゼビオ蕨錦町店
スーパースポーツゼビオアリオ鷲宮店

048-447-8123

埼⽟県

東松⼭市あずま町4丁⽬3番地

0493-31-0075

ヴィクトリア所沢店
スーパースポーツゼビオアリオ上尾店

埼⽟県

所沢市⽜沼３２２－４
上尾市⼤字1丁⽬字上原351

04-2998-4649
048-780-1220

スーパースポーツゼビオアリオ蘇我店

埼⽟県
千葉県

千葉市中央区川崎町52番地7

043-209-2777

ヴィクトリアおゆみ野店
スーパースポーツゼビオ流⼭おおたかの森Ｓ・Ｃ店

千葉県

千葉市緑区おゆみ野南５丁⽬１９番地７

千葉県

流⼭市⻄初⽯6-185-2流⼭おおたかの森ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰANNEX

043-226-9901
04-7178-2511

ヴィクトリア松⼾⼋柱店
スーパースポーツゼビオららぽーとTOKYO-BAY店

千葉県

松⼾市⽇暮１丁⽬１０－３

千葉県

船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館2F

千葉県

⼋千代市村上南1丁⽬4-1

千葉県

柏市⼤⼭台2-3

千葉県

柏市⾵早1-3-13

千葉県

成⽥市東町133番地

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東京御茶ノ⽔本店

東京都

千代⽥区神⽥⼩川町３－６

03-3233-1861

ヴィクトリア⻘⼭外苑前店

東京都

港区北⻘⼭2-12-16吉川ビルB1F

03-5413-8091

スーパースポーツゼビオﾌﾙﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ⼋千代店
スーパースポーツゼビオモラージュ柏店
スーパースポーツゼビオかしわ沼南WOOWCITY店
スーパースポーツゼビオイオンタウン成⽥富⾥店
スーパースポーツゼビオイオンモール銚⼦店

047-389-8971
047-410-1131
047-405-6820
04-7137-6033
04-7160-6200
0476-20-2155
0479-20-5611

ヴィクトリア加平インター店

東京都

⾜⽴区加平２－４－１

03-5697-3900

スーパースポーツゼビオオリナス錦⽷町店（スーパースポーツゼビオ）

東京都

墨⽥区太平４－１－５オリナスコア１Ｆ

03-5610-8670

スーパースポーツゼビオアリオ葛⻄店

東京都

江⼾川区東葛⻄９－３－３イトーヨーカドー葛⻄店２Ｆ

03-5675-6801

スーパースポーツゼビオららぽーと豊洲店(スーパースポーツゼビオ)

東京都

江東区豊洲２-４-９ららぽーと豊洲２Ｆ

03-6219-6181

ヴィクトリア蒲⽥店

東京都

⼤⽥区蒲⽥５－４７－７

03-5711-1821

ヴィクトリア新宿店

東京都

新宿区新宿４－１－１４

03-3354-8311

ヴィクトリアスポーツモール池袋東⼝店

東京都

豊島区東池袋3丁⽬3番5号

03-5957-3811

ヴィクトリア池袋⻄⼝店

東京都

豊島区⻄池袋３－２９－１

03-5985-0831

ヴィクトリア光が丘店

東京都

練⾺区⽥柄４丁⽬３８

03-5998-2001

ゼビオスポーツエクスプレス丸井吉祥寺店

東京都

武蔵野市吉祥寺南町１－７－１丸井吉祥寺店５Ｆ

0422-70-5361

ヴィクトリア三鷹店
スーパースポーツゼビオ調布東京スタジアム前店

東京都

三鷹市新川３丁⽬１６－２５

東京都

調布市⾶⽥給１丁⽬３４番地１７

0422-72-8581
042-490-1180

スーパースポーツゼビオららぽーと⽴川⽴⾶店（スーパースポーツゼビオ）

東京都

⽴川市泉町935番地1-1階 「12500」

042-540-7180

スーパースポーツゼビオイオンモール⽇の出店

東京都

⻄多摩郡⽇の出町平井三吉野桜⽊２３７－３イオンモール⽇の出２Ｆ

042-588-8735

ヴィクトリアセレオ⼋王⼦店

東京都

⼋王⼦市旭町１－１セレオ⼋王⼦

スーパースポーツゼビオイーアス⾼尾店

東京都

⼋王⼦市東浅川550-1イーアス⾼尾 2F

042-669-6061

ヴィクトリア町⽥東急ツインズ店

東京都

町⽥市原町⽥６－４－１ツインズＷＥＳＴ 1・2Ｆ

北館８F

042-686-3701
042-710-8790

スーパースポーツゼビオ多摩境店

東京都

町⽥市⼩⼭が丘３－５－１

042-798-6286

ヴィクトリア⽻村店

東京都

⽻村市⼩作台２－３－３

042-554-0511

ヴィクトリアイオンモールむさし村⼭店

東京都

武蔵村⼭市榎１丁⽬１―３イオンモールむさし村⼭

スーパースポーツゼビオ川崎ルフロン店

神奈川県 川崎市川崎区⽇進町１－１１川崎ルフロン７Ｆ・８Ｆ

ノースタワー２F

042-590-1041
044-223-1630

店舗名

都道府県 住所

電話番号

スーパースポーツゼビオみなとみらい東急スクエア店

神奈川県 横浜市⻄区みなとみらい２－３－２みなとみらい東急スクエア②

B１階

045-650-1680

スーパースポーツゼビオトレッサ横浜店（※）

神奈川県 横浜市港北区師岡町７００トレッサ横浜北棟３Ｆ

スーパースポーツゼビオ港北ノースポート・モール店

神奈川県 横浜市都筑区中川中央１－２５－１港北ノースポートモールＢ１

045-910-0555

スーパースポーツゼビオららぽーと横浜店

神奈川県 横浜市都筑区池辺町４０３５－１ららぽーと横浜３Ｆ

045-929-3277

045-533-3351

スーパースポーツゼビオヴィスポ横須賀店

神奈川県 横須賀市平成町２－１４－１ヴィスポ横須賀２Ｆ

エルブレスららぽーと海⽼名店

神奈川県 海⽼名市扇町１３番１号ららぽーと海⽼名３階 30110

046-292-7507

ヴィクトリアオーロラモール東⼾塚店

神奈川県 横浜市⼾塚区品濃町５３６－１オーロラモール東⼾塚アネックス1・2Ｆ

045-828-2425

スーパースポーツゼビオテラスモール湘南店

神奈川県 藤沢市辻堂神台１－３－１テラスモール湘南３Ｆ

0466-38-3150

スーパースポーツゼビオアリオ橋本店

神奈川県 相模原市緑区⼤⼭町１－２２アリオ橋本２Ｆ

ヴィクトリア湘南台店

神奈川県 藤沢市湘南台７－５３－３

スーパースポーツゼビオららぽーと平塚店
スーパースポーツゼビオ⻑岡リバーサイド千秋店

新潟県

神奈川県 平塚市天沼１０－１ららぽーと湘南平塚１Ｆ

スーパースポーツゼビオ⻑岡店
スーパースポーツゼビオ上越店
ゼビオスポーツエクスプレス新潟駅店
スーパースポーツゼビオ新潟⻲⽥店
スーパースポーツゼビオ新潟桜⽊ｲﾝﾀｰ店
スーパースポーツゼビオアピタ新潟⻄店
ゼビオスポーツ燕三条店
スーパースポーツゼビオ新発⽥店
スーパースポーツゼビオ⻑野南⾼⽥店
スーパースポーツゼビオ佐久平店
スーパースポーツゼビオアリオ上⽥店
スーパースポーツゼビオ諏訪店
スーパースポーツゼビオ飯⽥⿍店
スーパースポーツゼビオ松本芳川店
スーパースポーツゼビオｱﾋﾟﾀ富⼭東店
スーパースポーツゼビオ富⼭蜷川店
スーパースポーツゼビオｱﾋﾟﾀﾀｳﾝ⾦沢ﾍﾞｲ店
スーパースポーツゼビオﾌｪｱﾓｰﾙ松任店
スーパースポーツゼビオﾌｪｱﾓｰﾙ福井⼤和⽥店
スーパースポーツゼビオカラフルタウン岐⾩店
スーパースポーツゼビオ浜松宮⽵店
スーパースポーツゼビオららぽーと磐⽥店
スーパースポーツゼビオ豊橋向⼭店
スーパースポーツゼビオ岡崎ｲﾝﾀｰ店
スーパースポーツゼビオｻﾞ･ﾓｰﾙ安城店
スーパースポーツゼビオ名古屋富⽥店
スーパースポーツゼビオ名古屋ゼロゲート店
スーパースポーツゼビオ名古屋砂⽥橋店
スーパースポーツゼビオ豊⽥東新店
スーパースポーツゼビオ鈴⿅ラッツ店
スーパースポーツゼビオ津ラッツ店
スーパースポーツゼビオイオンモール草津店
ゼビオスポーツエクスプレス京都ヨドバシ店
スーパースポーツゼビオイオンモールＫＹＯＴＯ店
スーパースポーツゼビオヨドバシ梅⽥店
スーパースポーツゼビオもりのみやキューズモール店
スーパースポーツゼビオなんばパークス店
スーパースポーツゼビオららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ
スーパースポーツゼビオ⼤阪守⼝店
スーパースポーツゼビオニトリモール枚⽅店
ゼビオスポーツエクスプレスくずはモール店
スーパースポーツゼビオ東⼤阪菱江店
スーパースポーツゼビオスポーツタウン久宝寺店
スーパースポーツゼビオららぽーと和泉店
スーパースポーツゼビオ神⼾ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店
スーパースポーツゼビオ神⼾学園南インター店

本館

スーパースポーツゼビオららぽｰと甲⼦園店
スーパースポーツゼビオ奈良店
スーパースポーツゼビオアクロスプラザ橿原店
スーパースポーツゼビオセントラルシティ和歌⼭店
スーパースポーツゼビオ松江東津⽥店
スーパースポーツゼビオゆめタウン出雲店
スーパースポーツゼビオ岡⼭新保店
スーパースポーツゼビオ福⼭店
スーパースポーツゼビオ広島⼋⽊店
スーパースポーツゼビオ広島アルパーク店
スーパースポーツゼビオゆめモール下関店
スーパースポーツゼビオゆめタウン宇部店
スーパースポーツゼビオゆめタウン徳島店
スーパースポーツゼビオゆめﾀｳﾝ⾼松店
スーパースポーツゼビオｴﾐﾌﾙ松前店
スーパースポーツゼビオ松⼭問屋町店
スーパースポーツゼビオ⾼知インタ－店
スーパースポーツゼビオ⼩倉東ｲﾝﾀｰ店
スーパースポーツゼビオリバーウｫーク北九州店
スーパースポーツゼビオイオンタウン⿊崎店
ゼビオスポーツエクスプレス博多マルイ店
スーパースポーツゼビオキャナルシティ博多店
スーパースポーツゼビオゆめﾀｳﾝ博多店
スーパースポーツゼビオ春⽇店
スーパースポーツゼビオゆめタウン筑紫野店
スーパースポーツゼビオ福岡⽊の葉モール橋本店
スーパースポーツゼビオゆめタウン⼤牟⽥店
スーパースポーツゼビオゆめタウン久留⽶店
スーパースポーツゼビオゆめタウン佐賀店
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
スーパースポーツゼビオ熊本本⼭店
スーパースポーツゼビオゆめタウン⼋代店
スーパースポーツゼビオ熊本ゆめタウン光の森店

区画ＮＯ２２４
１４０６０

新潟県

⻑岡市古正寺1丁⽬180

新潟県

上越市下⾨前1968番地

新潟県

新潟市中央区花園⼀丁⽬1番21号 ＣｏＣｏＬｏ南館

新潟県

新潟市江南区早苗4-3-3

新潟県

新潟市中央区神道寺2-6-19

新潟県

新潟市⻄区⼩新５丁⽬７番地２１号

新潟県

三条市須頃1-44

新潟県

新発⽥市新栄町3-3-2

⻑野県

⻑野市⼤字⾼⽥1841-1

⻑野県

佐久市岩村⽥字挟⽯1444-1

⻑野県

上⽥市天神3丁⽬5番1号 アリオ上⽥2F

⻑野県

諏訪市沖⽥町3-7

⻑野県

飯⽥市⿍名古熊651

⻑野県

松本市村井町北2-14-57

富⼭県

富⼭市上冨居3-8-38

富⼭県

富⼭市蜷川183

⽯川県

⾦沢市無量寺四丁⽬102番地-1

⽯川県

⽩⼭市幸明町150

福井県

福井市⼤和⽥町2-1230

岐⾩県

岐⾩市柳津町丸野3-3-6

静岡県

浜松市東区上⻄町1020-1

静岡県

磐⽥市⾼⾒丘1200番地 2階2190

愛知県

豊橋市つつじヶ丘1-11-3

愛知県

岡崎市洞町字的場10-1

愛知県

安城市⼤東町9-31

愛知県

名古屋市中川区富⽥町⼤字榎津⻄乗江525-2

愛知県

名古屋市中区栄3-28-11 3階

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

愛知県

豊⽥市東新町6-17-1 豊⽥ﾗｯﾂ２F

三重県

鈴⿅市⻄條町480

三重県

津市藤⽅716

滋賀県

草津市新浜町300番地 B104

京都府

京都市下京区烏丸通七条下る東塩⼩路町590-2 京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ5階

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 Kaede館 3F

⼤阪府

⼤阪市北区⼤深町1-1 ヨドバシ梅⽥ビル6F
⼤阪市中央区森ノ宮中央⼆丁⽬1番70号

042-775-6021
0466-42-4493

⻑岡市千秋⼆丁⽬1087番地1 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ千秋ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ 1Ｆ

⼤阪府

046-828-6239

⼤阪府

⼤阪市浪速区難波中2丁⽬10番70号

⼤阪府

吹⽥市千⾥万博公園2-1 2階 20330

⼤阪府

守⼝市佐太東町2-9-10

⼤阪府

枚⽅市北⼭1丁⽬2番1号 302区画

⼤阪府

枚⽅市楠葉花園町10-85 くずはモール南館1F

⼤阪府

東⼤阪市中野南1-71

⼤阪府

⼋尾市⿓華町2丁⽬2番1号 2Ｆ

⼤阪府

和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3階

兵庫県

神⼾市中央区東川崎町1-7-5 3F

兵庫県

神⼾市垂⽔区多聞町字⼩束⼭868番1376

兵庫県

⻄宮市甲⼦園8番町1-100ららぽーと甲⼦園2Ｆ店番ʻ2010ʼ

奈良県

奈良市⻄九条町5-3-13

奈良県

橿原市曽我町45番1 アクロスプラザ橿原2Ｆ

和歌⼭県 和歌⼭市⼩雑賀805-1
島根県

松江市東津⽥町487-7

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

岡⼭県

岡⼭市南区新保1101-3

広島県

福⼭市⼊船町3-1-25

広島県

広島市安佐南区⼋⽊2-16-10

広島県

広島市⻄区草津南4丁⽬7-1

⼭⼝県

下関市新椋野⼀丁⽬2番13号

⼭⼝県

宇部市⿊⽯北３丁⽬４番１号

徳島県

板野郡藍住町奥野字東中須88-1

⾹川県

⾼松市上天神町字⾼⽥362-1(別館2階)

愛媛県

伊予郡松前町筒井850番

愛媛県

松⼭市問屋町5番22号

⾼知県

⾼知市薊野⻄町三丁⽬34番1号

福岡県

北九州市⼩倉南区上葛原1丁⽬17-1

福岡県

北九州市⼩倉北区室町1丁⽬1-1 リバーウｫーク北九州3階

福岡県

北九州市⼋幡⻄区⻄曲⾥町3-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ⿊崎2階223区画

福岡県

福岡市博多区博多駅中央街9番1号 7階

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

福岡県

福岡市東区東浜1-1-1

福岡県

春⽇市春⽇5-51

福岡県

筑紫野市針摺東3丁⽬1-8

福岡県

福岡市⻄区橋本2丁⽬27番2号 ⽊の葉モール橋本 2F

福岡県

⼤牟⽥市旭町2丁⽬28

福岡県

久留⽶市新合川1-3-30

佐賀県

佐賀市兵庫北五丁⽬14番1号

⻑崎県

佐世保市藤原町20番7号

熊本県

熊本市中央区本⼭町143-4

熊本県

⼋代市建⾺町3番1号

熊本県

菊池郡菊陽町光の森7丁⽬39-1

0463-25-0058
0258-20-5571
0258-27-5539
025-544-5439
025-240-0511
025-383-3939
025-241-7361
025-201-1066
0256-33-8278
0254-27-1833
026-268-4811
0267-66-0600
0268-29-6100
0266-57-4455
0265-21-6266
0263-85-4939
076-452-3355
076-429-8744
076-225-2505
076-274-6755
0776-57-2181
058-218-3050
053-466-3030
0538-59-0415
0532-64-5677
0564-25-5422
0566-74-9293
052-309-7311
052-269-1570
052-725-7616
0565-74-0071
059-381-1211
059-221-4700
077-516-0233
075-353-6850
075-693-7556
06-6292-4064
06-6910-1550
06-6641-1525
06-4864-8360
06-6916-5550
072-866-1439
072-866-2090
072-960-6571
072-928-4010
0725-51-2970
078-366-6333
078-793-2200
0798-81-6933
0742-64-5722
0744-21-1272
073-428-8050
0852-60-2021
0853-24-7655
086-235-2626
084-971-1200
082-873-3325
082-501-3120
083-228-5111
0836-45-0620
088-693-0730
087-869-7710
089-961-6630
089-917-7601
088-846-3391
093-932-1220
093-562-6851
093-644-7778
092-432-8010
092-283-8520
092-643-9060
092-595-5500
092-918-6565
092-811-8290
0944-41-5566
0942-45-7456
0952-36-8220
0956-20-8500
096-361-1600
0965-35-7033
096-233-2200

店舗名
スーパースポーツゼビオ⼤分店
スーパースポーツゼビオ宮崎花ヶ島店
スーパースポーツゼビオ宮崎店
スーパースポーツゼビオｵﾌﾟｼｱ⿅児島店
スーパースポーツゼビオ宜野湾店
スーパースポーツゼビオうるま店

都道府県 住所
⼤分県

⼤分市光吉382番1

宮崎県

宮崎市花ヶ島町⼩物町2653番地

宮崎県

宮崎市中村⻄3-4-14

⿅児島県 ⿅児島市宇宿2丁⽬3番5号
沖縄県

宜野湾市真志喜3丁⽬28番3号

沖縄県

うるま市字前原183-9

電話番号
097-554-6776
0985-61-6131
0985-52-8085
099-812-7177
098-870-9611
098-979-0003

