大谷翔平選手 レプリカモデル 取り扱い店舗一覧
店名
北海道

札幌スポーツ館本店
タケシマスポーツ
岩手県

八森スポーツ
及川スポーツ 駅通本店
こもりスポーツ
宮城県

アキタアルペンスポーツ 仙台ドーム
秋田県

野球専門店 大曲ドーム
山形県

カスカワスポーツ 本店
吾妻スポーツ バード店
カスカワスポーツ 寒河江店
福島県

バンダイスポーツ 七日町店
茨城県

スポーツカムイ 水戸店
栃木県

ヤザワスポーツ
アベスポーツ
埼玉県

ベースボール ときわ大宮店
ベースマン 大宮店
ときわスポーツ 川越アスリート館
スポーツカムイ 越谷店
ムーブ
フタバスポーツ 朝霞本店
スポーツカムイ 三郷店
スポーツカムイ 坂戸店

電話番号

都道府県名

北海道

011-222-5151
0155-62-0222

北海道
北海道

札幌市中央区南３条西３
河西郡芽室町東めむろ３条南１－１－３

岩手県
岩手県
岩手県

花巻市末広町２－１１
奥州市水沢区寺小路２
二戸郡一戸町一戸字本町３３－５

宮城県

仙台市泉区松森字後田４５－１

秋田県

大仙市大曲田町２０－３８

山形県
山形県
山形県

山形市南原町２－１１－１
米沢市徳町１２９
寒河江市寒河江字赤田６９－１

福島県

会津若松市七日町２－３３

茨城県

水戸市笠原町９７８－３９

栃木県
栃木県

足利市旭町２２９６
足利市堀込町２６６３

埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県

さいたま市大宮区宮町１－６０ 大宮ラクーン６階
さいたま市大宮区桜木町４－２４４－１ 都筑ビル１Ｆ
川越市脇田町３３－１０－１１
越谷市大沢５３４ 専門店プラザリンデン１Ｆ・２Ｆ
戸田市笹目３－１０－１７
朝霞市幸町３－４－１５
三郷市戸ケ崎２－３０２
坂戸市片柳２２１１

岩手県

0198-24-8110
0197-23-3727
0195-33-2686
宮城県

022-779-7791
宮城県

0187-66-8004
山形県

023-642-0020
0238-23-0295
0237-86-5333
福島県

0242-27-8118
茨城県

029-219-1006
栃木県

0284-42-4576
0284-71-0303
埼玉県

048-644-7777
048-643-8901
049-224-4224
048-971-3379
048-449-7373
048-467-1128
048-948-2044
049-280-3773

大谷翔平選手 レプリカモデル 取り扱い店舗一覧
店名
千葉県

ときわスポーツ 千葉店
Ｂ．Ｂ．Ｔ
ときわスポーツ パシオン船橋店
超野球専門店ＣＶ
東京都

ときわスポーツ ベースボール新宿店
ベースマン
スポーツ寿苑 本店
富士ベースボール
イマイスポーツ
ベースボールマリオ
ブランロッシュ
スワロースポーツ
ベースマン 立川店
ベースボール ときわ立川店
カズマスポーツ
ときわスポーツ 調布フィールド店
ときわスポーツ 町田アスリート店
スポーツカムイ ザ・モールみずほ店
神奈川県

ときわスポーツ パシオン横浜店
安藤スポーツ 星川店
カトウスポーツ 港南台店
アサヒスポーツ
シラトリ SPOPIA平塚店
シラトリ 湘南藤沢店
ベースボールショップＹＢＣ
新潟県

共栄スポーツ 三条店
北野屋スポーツ本店

電話番号

都道府県名

千葉県

043-284-5113
047-372-6860
047-436-0391
047-445-1350

千葉県
千葉県
千葉県
千葉県

千葉市中央区弁天１－１５－２
市川市鬼高３－３４－４
船橋市浜町２－２－７ ビビット南船橋 南館３Ｆ
鎌ケ谷市丸山１－５－１

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

新宿区西新宿１－３－１５ 栃木ビル３Ｆ
新宿区揚場町２－１７
台東区上野４－６－３
品川区中延４－６－４
目黒区上目黒２－１６－１６
世田谷区北沢２－１９－２ 月村光ビル２階
練馬区栄町３２－１５
練馬区練馬４－１５－１１ 城南内田ビル６階
立川市柴崎町３－１０－２１
立川市曙町２－３－２ ２階
武蔵野市境２－３－４
調布市小島町２－５１－９ 高野ビル２Ｆ
町田市原町田１－１－３ハイスト－ンビル２Ｆ
西多摩郡瑞穂町高根６２３ ザ・モールみずほ１６内３Ｆ

東京都

03-3340-5252
03-3260-2711
03-3831-7961
03-3786-1800
03-3712-5556
03-6413-8255
03-3994-1055
070-4476-1785
042-512-8923
042-512-5671
0422-51-2034
0424-85-3363
0427-21-6055
042-519-5562
神奈川県

045-440-0700
045-331-2461
045-832-3898
045-373-6485
0463-24-2444
0466-99-0001
0465-64-0886

神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県

横浜市神奈川区金港町６－２２
横浜市保土ケ谷区星川２－６－３０
横浜市港南区港南台９－２４－６
横浜市旭区鶴ケ峰２－５０－２
平塚市東八幡３－２－６
藤沢市辻堂新町４－３－５
足柄下郡湯河原町中央５－１５－５

新潟県

0256-32-0957
0257-23-2345

新潟県
新潟県

三条市荒町２－９－７
柏崎市東本町１－１６－３３

大谷翔平選手 レプリカモデル 取り扱い店舗一覧
店名
富山県

太陽スポーツ 富山店
石川県

レンダ小松店
福井県

フジタスポーツ
オザキスポーツ アバックスタジアム
山梨県

甲府スポーツ
長野県

マスタカスポーツ 佐久平店
岐阜県

スポーツオーゾネ
静岡県

シラトリ 静岡ジャンボ店
友愛スポーツ
シラトリ 浜松中央店
シラトリ 富士ジャンボ店
シラトリ 藤枝店
愛知県

ツボイスポーツ
スポーツスタジアムソブエ
ニシオスポーツ ＡＴＨＬＥＴＥ ＮＥＯ
スポーツショップワールド
滋賀県

モリヤマスポーツ アスリート大津店
スポーツショップキムラ 本店
スポーツショップウイナー 近江八幡店
スポーツショップキムラ 草津店

電話番号

都道府県名

富山県

0764-25-1030

富山県

富山市黒瀬北町１－７－７

石川県

小松市園町ホ－９４－１

福井県
福井県

福井市順化１－３－１
福井市大宮６－１５－３２

山梨県

甲府市武田３－１－９

長野県

佐久市佐久平駅南１１－４

岐阜県

羽島市竹鼻町丸の内４－７４－２

静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県

静岡市葵区東町６６
浜松市中区中山町６ 小出ビル１Ｆ
浜松市東区上西町９０６
富士市青葉町５６４
藤枝市築地５７５－１

愛知県
愛知県
愛知県
愛知県

名古屋市中川区澄池町２０－１１
名古屋市南区大磯通５－１８
春日井市春見町５２－６
知多市新舞子東町１－２－６

滋賀県
滋賀県
滋賀県
滋賀県

大津市一里山７－１－１
彦根市彦富町９１３－１
近江八幡市鷹飼町４５５－１２
草津市大路２－８－１４

石川県

0761-23-1163
福井県

0776-23-2122
0776-26-4646
山梨県

055-252-6556
長野県

0267-66-7070
岐阜県

058-392-1597
静岡県

054-254-0171
053-456-0075
053-466-7700
0545-60-3300
054-646-2200
愛知県

052-413-8939
052-811-9401
0568-81-8786
0569-43-5558
滋賀県

077-547-5030
0749-43-5918
0748-32-3303
077-566-2932

大谷翔平選手 レプリカモデル 取り扱い店舗一覧
店名
京都府

スポーツアクト
スポーツミツハシ 烏丸御池本店
スポーツアクト２ｎｄ．ＳＴＡＧＥ
プロショップサムライ
大阪府

太陽スポーツ 野球館
ミズシマスポーツ
スポーツサクライ ＥＣ事業部
スポーツサクライ 堺店野球
スポーツサクライ
野球堂一球
スポーツサクライ 大東店
兵庫県

ミチイスポーツ
Ａｗａ-Ｓｐｏ（アワジスポーツ）
スポーツショップアント
奈良県

マツダスポーツ 奈良店
マツダスポーツ 高田店
スポーツミツハシ 奈良イオンモ－ル大和郡山店
和歌山県

城北スポーツ
赤井スポーツ
島根県

二協社スポーツ店
岡山県

エイコースポーツ
タカギスポーツ
広島県

体育社
パワーズ福山店

電話番号

都道府県名

京都府

075-463-6556
075-252-6680
075-622-8980
0773-25-1789

京都府
京都府
京都府
京都府

京都市北区大将軍西町１５７－２
京都市中京区高宮町１９４
京都市伏見区毛利町１５３
福知山市東羽合町１２２

大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府

大阪市住吉区沢之町１－３－１
大阪市平野区平野馬場１－１８－１２
堺市中区深阪１５２６－１
堺市中区深阪５－１７－１２
泉大津市曽根町３－９－４０
寝屋川市石津元町１５－２
大東市南津の辺町２２－２６

兵庫県
兵庫県
兵庫県

尼崎市大島３－３２－２０
淡路市志筑新島１０－４５
たつの市龍野町堂本６２－８

奈良県
奈良県
奈良県

奈良市三条大宮町２－２０
大和高田市内本町３－３
大和郡山市下三橋町７４１ イオンモ－ル大和郡山

大阪府

06-6692-6655
06-6794-7100
072-239-4245
072-239-4241
0725-31-4946
072-826-1919
072-878-5009
兵庫県

06-6419-3576
0799-62-0221
0791-62-2900
奈良県

0742-30-5800
0745-52-2450
0743-55-3284
和歌山県

0734-31-6366
0736-33-0605

和歌山県
和歌山県

和歌山市西大工町１０
橋本市東家５－２３２－５

島根県

0853-21-5155

島根県

出雲市渡橋町３１８－１

岡山県
岡山県

岡山市北区大供１ー３－７
岡山市中区原尾島３－２－９

広島県
広島県

広島市中区三川町７－５
福山市東深津町２－７－３７

岡山県

086-231-5897
086-272-2341
広島県

082-246-1212
084-921-7866

大谷翔平選手 レプリカモデル 取り扱い店舗一覧
店名
徳島県

笹倉スポーツ
香川県

マルビシスポーツ
愛媛県

フクヤスポーツ 南松山店
スポーツメイトホソイ
オオウエスポーツ
アオキ
プロスポーツ
ワケスポーツ 宇和店
高知県

にしむらスポーツ
福岡県

ベースボールショップドラフト 戸畑店
ベースボールパークスタンドイン
長崎県

ベースボールパークスタンドイン 長崎店
ベースボールパークスタンドイン 佐世保店
熊本県

ベースボールショップドラフト
ハヤカワスポーツ 八代店
ハヤカワスポーツ 山鹿店
鹿児島県

中央スポーツ
沖縄県

奥武山スポーツ店
ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＰＲＯＳＨＯＰ ＡＣＥ

電話番号

都道府県名

徳島県

088-679-8822

徳島県

徳島市南田宮２ー３ー１０８

香川県

丸亀市原田町２２６０－１（丸亀市民体育館前）

愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県

松山市朝生田町６－２－４８
宇和島市中沢町１－１－１５
新居浜市田所町４－６１
西条市東町１－２７１
伊予市米湊４３６－２
西予市宇和町卯之町４－３４５

高知県

高知市梅ノ辻８－１２

福岡県
福岡県

北九州市戸畑区新池１－４ー５ 小田ビル１Ｆ
福岡市東区原田４－２－１４

長崎県
長崎県

長崎市御船蔵町３－１
佐世保市山県町６－１１

熊本県
熊本県
熊本県

熊本市中央区出水１－５－４４
八代市本町１－７－３３
山鹿市方保田字鳥越３４３－１

香川県

0877-22-2367
愛媛県

089-932-5858
0895-22-0526
0897-33-4740
0897-56-6611
089-983-3523
0894-62-0260
高知県

088-832-8191
福岡県

093-872-8935
092-260-7789
長崎県

095-801-5689
0956-23-5598
熊本県

096-364-1910
0965-34-0555
0968-32-0036
鹿児島県

099-223-9811

鹿児島県

鹿児島市城南町１０－３

沖縄県

098-857-1071
098-945-3737

沖縄県
沖縄県

那覇市奥武山町２６－３９
南城市大里稲嶺２０５６－３

