Ｉ ＳＴＡＮＤ 取り扱い店舗一覧
店名

電話番号

北海道

都道府県名

住所

北海道

ドリスポ

011-511-5616

北海道

札幌市中央区南２６条西８－１－２７

クリエイトスポーツ・オバラ

011-211-4400

北海道

札幌市中央区南８条西１４－２－２１

札幌スポーツ館本店

011-222-5151

北海道

札幌市中央区南３条西３

瑞宝舎

011-747-7777

北海道

札幌市北区北１０条西３－２

イレブン

011-863-2121

北海道

札幌市白石区東札幌５条６－６－３６

ウメヤスポーツ 西野店

011-663-0767

北海道

札幌市西区西町南５－１－２０

ウメヤスポーツ

0134-23-7401

北海道

小樽市花園１－１１－１３

高木スポーツ

0166-35-9220

北海道

旭川市豊岡四条２－３－１５

茂藤スポーツ

0157-23-1515

北海道

北見市山下町３－２ー１１

石田スポーツ

0126-22-2500

北海道

岩見沢市１条西２－９

ニッセンスポーツアスリート 網走店

0152-61-1000

北海道

網走市南４条西３－１１

ウメダスポーツ

0158-42-2711

北海道

紋別郡遠軽町大通南２

タケシマスポーツ

0155-62-0222

北海道

河西郡芽室町東めむろ３条南１－１－３

スポーツビーイングオバラ

0154-39-2715

北海道

釧路郡釧路町桂木３－５

テルイスポーツ

0153-72-2750

北海道

標津郡中標津町東３条南１

Ｉ ＳＴＡＮＤ 取り扱い店舗一覧
店名

電話番号

青森県

都道府県名

住所

青森県

スポルタアオモリ

0177-23-3567

青森県

青森市古川１－１４－５

中村スポーツ社

0178-24-2746

青森県

八戸市小中野５－２－１３

岩手県

岩手県

藤沢体育堂

0196-23-1435

岩手県

盛岡市前九年３－６－２８

八森スポーツ

0198-24-8110

岩手県

花巻市末広町２－１１

サンエス・スポーツ

0197-35-0110

岩手県

奥州市江刺区杉ノ町１－６

井上スポーツ

0197-35-2000

岩手県

奥州市江刺区西大通り１０－１３

及川スポーツ 駅通本店

0197-23-3727

岩手県

奥州市水沢区寺小路２

こもりスポーツ

0195-33-2686

岩手県

二戸郡一戸町一戸字本町３３－５

宮城県

宮城県

タカハシ運動具店

022-231-0892

宮城県

仙台市若林区大和町２－４－２５

アクティー

022-349-8918

宮城県

仙台市若林区大和町５－１８－１２

アキタアルペンスポーツ 仙台ドーム

022-779-7791

宮城県

仙台市泉区松森字後田４５－１

秋田県

秋田県

アキタアルペン 秋田ドーム

0185-53-0458

秋田県

秋田市山王臨海２－３５

マルケンスポーツ

0185-55-2222

秋田県

能代市西大瀬２３－１

アキタアルペンスポーツ

0183-72-0468

秋田県

湯沢市杉沢字戸石崎３７－３

タミヤスポーツ

0187-63-1611

秋田県

大仙市大曲栄町１－１７

野球専門店 大曲ドーム

0187-66-8004

秋田県

大仙市大曲田町２０－３８

こばやしスポーツ店

018-875-2236

秋田県

南秋田郡八郎潟町一日市２６８

Ｉ ＳＴＡＮＤ 取り扱い店舗一覧
店名

電話番号

山形県

都道府県名

住所

山形県

川井スポーツ

023-622-8528

山形県

山形市七日町２－７－２１

カスカワスポーツ 本店

023-642-0020

山形県

山形市南原町２－１１－１

吾妻スポーツ バード店

0238-23-0295

山形県

米沢市徳町１２９

ホンマスポーツ

0235-22-0467

山形県

鶴岡市山王町８－１４

スポーツ館

0237-86-7232

山形県

寒河江市越井坂町１４３－１

カスカワスポーツ 寒河江店

0237-86-5333

山形県

寒河江市寒河江字赤田６９－１

富士スポーツ

0237-22-0153

山形県

尾花沢市新町１－４－３４

福島県

福島県

オノヤスポーツ

024-523-0221

福島県

福島市曾根田町１－１８ ＭＡＸふくしま３階

フクシマスポーツランド

024-536-1611

福島県

福島市南中央２－３４－２

ワタナベスポーツ

024-922-3650

福島県

郡山市駅前２－９－８

スポーツショップナイン

0246-29-9229

福島県

いわき市常磐上矢田町太良作３６

遠藤運動具店

0246-23-8134

福島県

いわき市平字中町７－４

村上運動具店 白河店

0248-22-7650

福島県

白河市転坂６８－２

サトウスポーツ

0248-75-3603

福島県

須賀川市宮先町６３

ワールドスポーツ

0244-24-0496

福島県

南相馬市原町区本町１－６１

シューズスポーツまつもと

0247-33-3320

福島県

東白川郡棚倉町古町５－１

Ｉ ＳＴＡＮＤ 取り扱い店舗一覧
店名

電話番号

茨城県

都道府県名

住所

茨城県

スポーツカムイ 水戸店

029-219-1006

茨城県

水戸市笠原町９７８－３９

コヤマスポーツ

029-231-5177

茨城県

水戸市南町２－６－１５

サンスポーツカミノ

0299-26-3399

茨城県

石岡市旭台３－１６－２１

ミリオン

029-276-2181

茨城県

ひたちなか市笹野町２－３１７９－６２

栃木県

栃木県

岩渕スポーツ

028-621-7447

栃木県

宇都宮市竹林町１０８７－２

アベスポーツ

0284-71-0303

栃木県

足利市堀込町２６６３

石川スポーツ

0282-24-3161

栃木県

栃木市万町１６－４

群馬県

群馬県

サイデンシュトラッセジャパン

027-323-1011

群馬県

高崎市八千代町３－１７－８

イチカワスポーツ

0274-64-1240

群馬県

富岡市七日市１０８３

埼玉県

埼玉県

ベースボール ときわ大宮店

048-644-7777

埼玉県

さいたま市大宮区宮町１－６０ 大宮ラクーン６階

ベースマン 大宮店

048-643-8901

埼玉県

さいたま市大宮区桜木町４－２４４－１ 都筑ビル１Ｆ

ときわスポーツ 川越アスリート館

049-224-4224

埼玉県

川越市脇田町３３－１０－１１

スポーツカムイ 所沢店

042-942-4731

埼玉県

所沢市下富６６４－１

ときわスポーツ パシオン所沢店

042-920-1090

埼玉県

所沢市東町５－２２ イオン所沢店６Ｆ

ムーブ

048-449-7373

埼玉県

戸田市笹目３－１０－１７

フタバスポーツ 朝霞本店

048-467-1128

埼玉県

朝霞市幸町３－４－１５

スポーツカムイ 三郷店

048-948-2044

埼玉県

三郷市戸ケ崎２－３０２

Ｉ ＳＴＡＮＤ 取り扱い店舗一覧
店名

電話番号

千葉県

都道府県名

住所

千葉県

ときわスポーツ 千葉店

043-284-5113

千葉県

千葉市中央区弁天１－１５－２

Ｂ．Ｂ．Ｔ

047-372-6860

千葉県

市川市鬼高３－３４－４

ときわスポーツ パシオン船橋店

047-436-0391

千葉県

船橋市浜町２－２－７ ビビット南船橋 南館３Ｆ

ベースマン 柏店

0471-47-6780

千葉県

柏市旭町１－５－４

超野球専門店ＣＶ

047-445-1350

千葉県

鎌ケ谷市丸山１－５－１

東京都

東京都

ときわスポーツ ベースボール新宿店

03-3340-5252

東京都

新宿区西新宿１－３－１５ 栃木ビル３Ｆ

ベースマン

03-3260-2711

東京都

新宿区揚場町２－１７

ベースマンヤフー店

03-3260-8912

東京都

新宿区揚場町２－１７ ＢＭ３Ｆ

スポーツ寿苑 本店

03-3831-7961

東京都

台東区上野４－６－３

イマイスポーツ

03-3712-5556

東京都

目黒区上目黒２－１６－１６

スポーツショップエンゼル

03-3744-2594

東京都

大田区西糀谷４－１４－１５

ブランロッシュ

03-3994-1055

東京都

練馬区栄町３２－１５

070-4476-1785

東京都

練馬区練馬４－１５－１１ 城南内田ビル６階

ときわスポーツ 八王子アスリート館

0426-56-0680

東京都

八王子市明神町３－１６－９

ＳＰＯＲＴＳ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ

042-529-1666

東京都

立川市羽衣町２－４９－１２

ベースマン 立川店

042-512-8923

東京都

立川市柴崎町３－１０－２１

ベースボール ときわ立川店

042-512-5671

東京都

立川市曙町２－３－２ ２階

ときわスポーツ 吉祥寺店

0422-22-1630

東京都

武蔵野市吉祥寺東町１－７－１９

スワロースポーツ

Ｉ ＳＴＡＮＤ 取り扱い店舗一覧
店名

電話番号

都道府県名

ときわスポーツ 町田アスリート店

0427-21-6055

東京都

町田市原町田１－１－３ハイスト－ンビル２Ｆ

中央スポーツ

0423-43-2015

東京都

小平市学園東町３－３－１６

ときわスポーツ 福生店

042-530-7112

東京都

福生市東町１０－９

神奈川県

住所

神奈川県

ウシオダスポーツ

045-572-2144

神奈川県

横浜市鶴見区上末吉１－１７－２９

ときわスポーツ パシオン横浜店

045-440-0700

神奈川県

横浜市神奈川区金港町６－２２

金港スポーツ

045-662-2727

神奈川県

横浜市中区相生町４－６９

アサヒスポーツ

045-373-6485

神奈川県

横浜市旭区鶴ケ峰２－５０－２

タカミネスポーツ

045-361-0043

神奈川県

横浜市瀬谷区三ツ境１５－９

関水スポーツ

0466-26-3355

神奈川県

藤沢市鵠沼石上１－３－１

新潟県

新潟県

野球工房北野屋 新潟店

025-256-8089

新潟県

新潟市中央区上所上２－１－１５

共栄スポーツ 三条店

0256-32-0957

新潟県

三条市荒町２－９－７

ホンマスポーツ

025-422-7121

新潟県

新発田市大栄町７－１－４

桑田屋スポーツ

0256-52-2696

新潟県

加茂市本町３－５

コナヤ

025-552-0160

新潟県

糸魚川市上刈３－１６－２１

大原スポーツ 新井店

0255-72-1970

新潟県

妙高市朝日町１

小黒スポーツ

0250-43-0223

新潟県

五泉市本町２－４－２

クレブスポーツ 六日町店

025-770-1301

新潟県

南魚沼市余川本町３０７９－１

富山県
コスギスポーツ 富山店

富山県
076-433-3029

富山県

富山市五福末広町２３６０

Ｉ ＳＴＡＮＤ 取り扱い店舗一覧
店名

電話番号

石川県
レンダ小松店

都道府県名

住所

石川県
0761-23-1163

長野県

石川県

小松市園町ホ－９４－１

長野県

タヤマスポーツ

026-243-8668

長野県

長野市北尾張部７６２－１

スポーツショップイケダ

0263-86-2821

長野県

松本市村井町南１－３１ー１７

アサヒドースポーツ

0266-22-4154

長野県

岡谷市神明町３－１３－１

文正堂

0265-72-7281

長野県

伊那市西町５１７８－２

マツヤスポーツ

0269-22-4706

長野県

中野市中央１－４－２３

Ｓキューブ バイパス店

0269-62-4266

長野県

飯山市静間町尻１２８９－５

長峰スポーツ

0266-72-2692

長野県

茅野市玉川４６５６－２

マスタカスポーツ 佐久平店

0267-66-7070

長野県

佐久市佐久平駅南１１－４

滋賀県

滋賀県

スポーツショップキムラ 本店

0749-43-5918

滋賀県

彦根市彦富町９１３－１

スポーツショップウイナー 近江八幡店

0748-32-3303

滋賀県

近江八幡市鷹飼町４５５－１２

スポーツショップキムラ 草津店

077-566-2932

滋賀県

草津市大路２－８－１４

京都府
スポーツミツハシ 烏丸御池本店

京都府
075-252-6680

大阪府

京都府

京都市中京区高宮町１９４

大阪府

太陽スポーツ 野球館

06-6692-6655

大阪府

大阪市住吉区沢之町１－３－１

スポーツサクライ ＥＣ事業部

072-239-4245

大阪府

堺市中区深阪１５２６－１

スポーツサクライ 堺店野球

072-239-4241

大阪府

堺市中区深阪５－１７－１２

スポーツサクライ

0725-31-4946

大阪府

泉大津市曽根町３－９－４０

Ｉ ＳＴＡＮＤ 取り扱い店舗一覧
店名

電話番号

都道府県名

スポーツミツハシ イオンモール大日店

06-6905-3284

大阪府

守口市大日東町１－１８ イオンモール大日３Ｆ

スポーツミツハシ アリオ八尾店

072-998-3284

大阪府

八尾市光町２－３

スポーツサクライ 大東店

072-878-5009

大阪府

大東市南津の辺町２２－２６

藤井寺スポーツ

0729-38-5225

大阪府

藤井寺市小山９－１－１３

ベースボールランド友井

06-6722-0822

大阪府

東大阪市友井５－１－１５

兵庫県

住所

兵庫県

ナカデスポーツ

078-994-9041

兵庫県

神戸市西区押部谷町栄８０－１

飯塚運動具店

0792-36-4121

兵庫県

姫路市広畑区東新町１－３４

ミチイスポーツ

06-6419-3576

兵庫県

尼崎市大島３－３２－２０

野球人ウメダ

078-946-1111

兵庫県

明石市魚住町長坂寺３６６－１

西垣ギャレックス

078-922-6868

兵庫県

明石市西明石北町３－３－５

ポッポヤ

0798-33-8888

兵庫県

西宮市六湛寺町１５－７

飛鳥スポーツ

0791-42-0678

兵庫県

赤穂市東浜町１５

コーベヤスポーツ 本店

0794-82-6130

兵庫県

三木市末広２－４－８

大坪スポーツ

0795-64-2345

兵庫県

三田市大原３７６－２

加西平和堂スポーツ

0790-42-5331

兵庫県

加西市北条町横尾３４１－１

徳岡塾

0795-87-0755

兵庫県

丹波市青垣町栗住野４－１

タグチスポーツ 氷上店

0795-82-4566

兵庫県

丹波市氷上町本郷３１８－８

スポーツショップアント

0791-62-2900

兵庫県

たつの市龍野町堂本６２－８

Ｉ ＳＴＡＮＤ 取り扱い店舗一覧
店名

電話番号

奈良県

都道府県名

住所

奈良県

マツダスポーツ 高田店

0745-52-2450

奈良県

大和高田市内本町３－３

スポーツミツハシ 奈良イオンモ－ル大和郡山店

0743-55-3284

奈良県

大和郡山市下三橋町７４１ イオンモ－ル大和郡山

島根県
二協社スポーツ店

島根県
0853-21-5155

岡山県
タカギスポーツ

086-272-2341

岡山県

岡山市中区原尾島３－２－９

徳島県
088-679-8822

香川県
マルビシスポーツ

出雲市渡橋町３１８－１

岡山県

徳島県
笹倉スポーツ

島根県

徳島県

徳島市南田宮２ー３ー１０８

香川県
0877-22-2367

愛媛県

香川県

丸亀市原田町２２６０－１（丸亀市民体育館前）

愛媛県

フクヤスポーツ 南松山店

089-932-5858

愛媛県

松山市朝生田町６－２－４８

ワケスポーツ 松山店

089-955-7776

愛媛県

松山市平井町２２７３－１

オオウエスポーツ

0897-33-4740

愛媛県

新居浜市田所町４－６１

アオキ

0897-56-6611

愛媛県

西条市東町１－２７１

プロスポーツ

089-983-3523

愛媛県

伊予市米湊４３６－２

ミヤザキスポーツ

0896-24-5520

愛媛県

四国中央市三島中央２－１２－５

Ｉ ＳＴＡＮＤ 取り扱い店舗一覧
店名

電話番号

高知県
にしむらスポーツ

都道府県名

住所

高知県
088-832-8191

沖縄県

高知県

高知市梅ノ辻８－１２

沖縄県

奥武山スポーツ店

098-857-1071

沖縄県

那覇市奥武山町２６－３９

ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＰＲＯＳＨＯＰ ＡＣＥ

098-945-3737

沖縄県

南城市大里稲嶺２０５６－３

