
店名 販売エリア 備考 住所 電話番号

くるピタボーイ
サッカーモデル
1KR2560C

マエダ本店 東北エリア 青森県むつ市小川町２丁目４番８号 0175-22-8333 ○

マエダガーラモール店 東北エリア 青森県青森市三好２−３−１９ 017-761-7000 ○

才高　ネット販売店舗名（ペンポート） 中部エリア 富山県高岡市問屋町５４ 0766-22-7115 ○

八郎靴鞄店ハンター店 近畿エリア 三重県鈴鹿市算所町２−５−１鈴鹿ハンター内 0593-82-0410 ○

ユニーアピタ松任店 中部エリア 4/30～5/10     8/20～8/30 石川県白山市幸明町２８０番地 076(274)6611 ○

ユニーアピタ富山東店 中部エリア 4/9～4/19    8/8～8/16 富山県富山市上富居３１０−１ 0764(52)3311 ○

ユニーアピタ福井大和田店 中部エリア 6/11～6/21     9/10～4月まで 福井県福井市大和田町３２ー２３ 0776(57)2211 ○

ユニーアピタ向山店 中部エリア 5/21～6/7     9/20～4月まで 愛知県豊橋市向山町中畑１−１ 0532(56)6400 ○

ユニーアピタ一宮店 中部エリア 6/4～6/14     8/20～4月まで 愛知県一宮市両郷町１−６ 0586(71)1211 ○

ユニーアピタ西尾店 中部エリア 4/30～5/10     8/6～8/16 愛知県西尾市高畠町３丁目２３−９ 0563-57-3211 ○

ユニーピアゴ新城店 中部エリア 7/23～8/2 愛知県新城市字的場２５−１１ 0536-23-3111 ○

ユニーアピタ飯田店 中部エリア 6/4～6/14     8/20～8/30 長野県飯田市鼎名古熊２４６１ 0265(53)8111 ○

ユニーアピタ稲沢店 中部エリア 5/28～6/7     8/6～4月まで 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 0587-24-9211 ○

ユニーアピタ名古屋北店 中部エリア 7/23～8/2 愛知県名古屋市北区辻町９−１ 052-917-8111 ○

ユニーアピタ知立店 中部エリア 4/30～5/10     9/20～4月まで 愛知県知立市長篠町大山１８番地 0566-85-3611 ○

ユニーアピタ阿久比店 中部エリア 4/29～5/10　　7/2～7/12   9/20～4月まで 愛知県知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉１番１２ 0569-48-7911 ○

ユニーアピタ長久手店 中部エリア 5/14～5/24     7/30～4月まで 愛知県愛知郡長久手町戸田谷９０１ー１ 0561(63)6777 ○

ユニーアピタ岡崎北店 中部エリア 6/5～6/14     8/6～8/16     9/20～4月まで 愛知県岡崎市日名北町４番地４６ 0564-26-6311 ○

ユニーアピタ鳴海店 中部エリア 7/30～8/9 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山３-９ 052(892)2411 ○

ユニーアピタ江南西店 中部エリア 7/16～7/26 愛知県江南市松竹町上野２０５ 0587(54)6411 ○

ユニーアピタ安城南店 中部エリア 5/7～5/17     9/3～9/13 愛知県安城市桜井町貝戸尻６０ 0566(99)6911 ○

ユニーアピタ大垣店 中部エリア 6/4～6/14     8/20～8/30 岐阜県大垣市林町６-８０-２１ 0584-83-1311 ○

ユニーアピタ御嵩店 中部エリア 4/23～5/3     8/20～4月まで 岐阜県可児郡御嵩町上恵土字西畑１０５２番１ 0574-67-6777 ○

ユニーアピタ島田店 中部エリア 5/29～6/7     8/6～8/16   9/20～4月まで 静岡県島田市宝来町８−２ 0547(33)0811 ○

ユニーアピタ浜北店 中部エリア 6/5～6/14     8/20～4月まで 静岡県浜松市浜北区貴布祢１２００番地 053(584)6611 ○

ユニーアピタ静岡店 中部エリア 4/24～5/6       8/6～8/16 静岡県静岡市駿河区石田１-５-１ 054(654)4600 ○

ユニーアピタ双葉店 中部エリア 5/15～5/24     8/27～9/6 山梨県甲斐市志田字柿木６４５-１ 0551-30-7111 ○

ユニーアピタ足利店 関東エリア 5/14～5/24    8/6～8/16 栃木県足利市朝倉町２４５ 0284(72)8811 ○

ユニーアピタ新潟亀田店 中部エリア 5/14～6/7     7/9～7/19    9/10～9/20 新潟県新潟市鵜ノ子４ー４６６ 025(383)3211 ○

ユニーアピタ木更津店 関東エリア 8/20～8/30 千葉県木更津市ほたる野四丁目２番４８ 0438-30-5311 ○

ユニーアピタ長津田店 関東エリア 5/14～5/24      7/9～8/10     9/20～4月まで 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４-７-１ 045(989)0511 ○

ユニーアピタ前橋店 関東エリア 年間 群馬県前橋市文京町２-１-１ 027(226)8811 ○

ユニーアピタ長岡店 中部エリア 年間 新潟県長岡市千秋２-２７８ 0258(29)6111 ○

ユニーアピタ東松山店 関東エリア 年間 埼玉県東松山市あずま町４−３ピオニウォーク東松山 0493-31-0111 ○

ヨシヅヤストアー新稲沢店 中部エリア 愛知県稲沢市朝府町４番１号 0587-21-1121 ○

ヨシヅヤストアー師勝店 中部エリア 愛知県北名古屋市鹿田１９２９ 0568-23-2111 ○

ヨシヅヤストアー可児店 中部エリア 岐阜県可児市下恵土５７５０ 0574-63-4711 ○

ヨシヅヤストアー太平通り店 中部エリア 愛知県名古屋市中川区宮脇町２丁目１１番地 052-354-8211 ○

ヨシヅヤストアー清洲店 中部エリア 愛知県清須市西市場５−５−３ 052-401-3011 ○

ヨシヅヤストアー津島本店 中部エリア 愛知県津島市大字津島字北新開３５１番地 0567-23-7111 ○

ヨシヅヤストアー名古屋名西店 中部エリア 愛知県名古屋市西区名西２丁目３３−８ 052-528-4811 ○

ヨシヅヤストアーＪＲ蟹江駅前店 中部エリア 愛知県海部郡蟹江町桜一丁目２１２番地 0567-96-6711 ○

イオン北海道札幌桑園店 北海道エリア 北海道札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地 011-204-7200 ○

イオン九州筑紫野店 九州エリア 福岡県筑紫野市大字立明寺４３４−１ 092-918-3600 ○

イオン琉球南風原店 沖縄エリア 沖縄県島尻郡南風原町字高原２６４ 098-940-6100 ○

イオン琉球那覇店 沖縄エリア 沖縄県那覇市金城５ー１０ー２ 098(852)1515 ○

イオン九州鹿児島店 九州エリア 鹿児島県鹿児島市東開町７ 099(263)1800 ○

イオンスーパーセンタースーパーセンター一関店 東北エリア 岩手県一関市孤禅寺字石ノ瀬１１番１ 0191-31-6111 ○

イオン北海道ＳＵＣスーパーセンター石狩緑苑台 北海道エリア 北海道石狩市緑苑台中央１丁目２番 0133-75-9800 ○

イオンスーパーセンタースーパーセンター鏡石店 東北エリア 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡３７５−９ 0248-92-3080 ○

イオンスーパーセンタースーパーセンター鈎取店 東北エリア 宮城県仙台市太白区鈎取本町１丁目２１−１ 022-307-3635 ○

イオンスーパーセンタースーパーセンター佐沼店 東北エリア 宮城県登米市南方町新島前４６− 0220-21-5011 ○

イオンスーパーセンターＳＵＣ南相馬店 東北エリア 福島県南相馬市原町区大木戸金場７７番地 0244-25-1600 ○

イオン九州大村店 九州エリア 長崎県大村市幸町２５ー２００ 0957-54-3696 ○

イオン九州大塔店 九州エリア 長崎県佐世保市大塔町１４−２ 0956-27-2222 ○

イオン九州天草店 九州エリア 熊本県天草市亀場町食場後山下７４０ 0969-27-6767 ○

イオン九州熊本クレア店 九州エリア 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２ 096-235-6600 ○

イオン九州パークプレイス大分店 九州エリア 大分県大分市公園通り西２丁目１ 097-528-7500 ○

イオン九州都城店 九州エリア 宮崎県都城市早鈴町１９９０ 0986-46-2222 ○

イオン九州八幡東店 九州エリア 福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２−１０２ 093-663-8111 ○

イオン九州福岡ルクル店 九州エリア 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２-１ 092(939)7700 ○

イオン九州直方店 九州エリア 福岡県直方市湯野原２-１-１ 0949-29-8900 ○

イオン九州宮崎店 九州エリア 宮崎県宮崎市新別府町８６２-１ 0985-60-8181 ○

イオン九州イオン福津店 九州エリア 福岡県福津市日蒔野６丁目１６−１ 0940-38-5600 ○

イオン北海道旭川西店 北海道エリア 北海道旭川市緑町２３丁目２１６１−３ 0166-59-7800 ○

イオン北海道札幌元町店 北海道エリア 北海道札幌市東区北３１条１５丁目１-１ 011-750-5200 ○

イオン北海道札幌苗穂店 北海道エリア 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目１ー１ 011-780-7600 ○

イオン琉球具志川店 沖縄エリア 沖縄県うるま市字前原幸崎原３０３ 098-983-6565 ○

イオン北海道釧路昭和店 北海道エリア 北海道釧路市昭和中央４-１８-１ 0154-55-7711 ○

イオン北海道札幌平岡店 北海道エリア 北海道札幌市清田区平岡３条５丁目２７６ー１ 011-889-5001 ○

イオン北海道札幌発寒店 北海道エリア 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目 011-669-5515 ○

イオン北海道苫小牧店 北海道エリア 北海道苫小牧市柳町３丁目１−２０ 0144-51-3100 ○

イオン北海道室蘭店 北海道エリア 北海道室蘭市東町２−４−３２ 0143-45-1414 ○

イオン北海道登別店 北海道エリア 北海道登別市若山町４−３３−１ 0143(82)3000 ○

イオン北海道伊達店 北海道エリア 北海道伊達市末永町８−１ 0142-21-3100 ○

イオン北海道旭川永山店 北海道エリア 北海道旭川市永山３条１２丁目２番１１号 0166-47-7111 ○

イオン北海道釧路店 北海道エリア 北海道釧路郡釧路町桂木１−１−7 0154-36-3111 ○

イオン北海道江別店 北海道エリア 北海道江別市幸町３５番地 011-384-3100 ○

イオン北海道札幌藻岩店 北海道エリア 北海道札幌市南区川沿２条２丁目１番１号 011(571)3100 ○

イオン北海道帯広店 北海道エリア 北海道帯広市西４条南２０丁目1番地 0155-24-3100 ○

イオン北海道千歳店 北海道エリア 北海道千歳市栄町６−５１ 0123(24)3100 ○

イオン北海道小樽店 北海道エリア 北海道小樽市築港１１番６号 0134(21)3100 ○

イオン北海道北見店 北海道エリア 北海道北見市北進町１丁目１−１ 0157-66-3100 ○

イオン北海道岩見沢店 北海道エリア 北海道岩見沢市大和４条８丁目１番地 0126(33)6100 ○

イオン北海道名寄店 北海道エリア 北海道名寄市字徳田８０番地１ 01654-9-5000 ○

イオン北海道イオン上磯店 北海道エリア 北海道北斗市七重浜４丁目４４−１ 0138-49-8188 ○

イオン北海道イオン滝川店 北海道エリア 北海道滝川市東町２−２５−３ 0125-24-4711 ○

イオン琉球イオンライカム店 沖縄エリア 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業地内４街区 098-889-5475 ○

平和堂ベル店 中部エリア 福井県福井市花堂南２ー１６ー１ 0776(35)3111 ○

平和堂アルプラザ金沢店 中部エリア 石川県金沢市諸江町３０−１ 0762-60-1331 ○

平和堂ビバシティ店 近畿エリア 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３−１ 0749-27-5555 ○

平和堂アル・プラザ香里園店 近畿エリア 大阪府寝屋川市日新町５番５号 072-835-6600 ○

平和堂アル・プラザ富山店 中部エリア 富山県富山市婦中町下轡田１６５ー１ 076-466-1800 ○

平和堂アル・プラザつかしん店 近畿エリア 兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８−１ 06(6420)8216 ○

平和堂ＡＰ尼崎店 近畿エリア 兵庫県尼崎市潮江一丁目３番１号 06-6470-3111 ○

イズミヤ西宮ガーデンズ店 近畿エリア 兵庫県西宮市高松町１４番３号 0798-68-1133 ○

橘百貨店 九州エリア 宮崎県宮崎市橘通西３−１０−３２ 0985-24-4111 ○

サンリブシティ小倉店 九州エリア 福岡県北九州市小倉南区上葛原２-１４-１ 093-932-5777 ○

タイヨー新栄店 九州エリア 鹿児島県鹿児島市新栄町９番１号 099-286-3900 ○

ダックスカバン（久野商店） 九州エリア 福岡県直方市植木下町５５２－2 0949-28-0726 ○

丸富 中国エリア 山口県岩国市麻里布町６-８-５ 0827-22-0103 ○

西條稚内店　※9/5～取扱い予定 北海道エリア 北海道稚内市大黒４-７-１ 0162(24)5151 ○

平和堂アル・プラザ草津 近畿エリア 滋賀県草津市西渋川１丁目２３番３０号 077(561)6200 ○

八木橋百貨店 関東エリア 埼玉県熊谷市仲町７４八木橋百貨店 048-522-6441 ○

京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店 関東エリア 東京都多摩市関戸１−１０−１ 042-337-2200 ○

㈱迫田　与次郎店 九州エリア 鹿児島県鹿児島市与次郎１丁目９－１７ 099-255-9500 ○

㈱迫田　筑紫野店 九州エリア 福岡県筑紫野市原田８３６－４ 092-926-9900 ○

㈱迫田　大分新川店 九州エリア 大分市新川町２丁目１２６１-１ 097-513-1444 ○

㈱迫田　熊本店 九州エリア 熊本県宇土市水町８０－１ 0964-26-1717 ○

㈱迫田　小戸公園前店 九州エリア 福岡県福岡市西区小戸２丁目１－３２ 092-895-6600 ○



平和堂AP高槻店 近畿エリア 大阪府高槻市芥川1丁目2番C-201号 072-684-9100 ○

平和堂エール東舞鶴店 近畿エリア 京都府舞鶴市南浜町27番地5 0773-66-0098 ○

イオン北海道根室店 北海道エリア 北海道根室市常盤町3-9 01654-9-5000 ○

イオン北海道稚内店 北海道エリア 北海道日高郡新ひだか町静内末広町2-2-1 0146-42-3100 ○

イオン北海道紋別店 北海道エリア 北海道紋別市花園町3-4-39 0143-82-3000 ○

イオン北海道余市店 北海道エリア 北海道余市郡余市町黒川町12-62-1 0135-23-2527 ○

イオン北海道旭川春光店 北海道エリア 北海道旭川市春光町10 0166-55-3100 ○

イオン北海道SUCスーパーセンター三笠店 北海道エリア 北海道三笠市岡山1059-1 01267-4-5100 ○

イオン北海道SUCスーパーセンター札幌手稲店 北海道エリア 北海道札幌市手稲区明日風6-1-1 011-699-8201 ○

サンエー　具志川MC店 沖縄エリア 沖縄県うるま市字江洲４５０－１ 098(974)1300 ○

サンエー　那覇ＭＰ 沖縄エリア 沖縄県那覇市おもろまち４－４－９ 098(951)3300 ○

サンエー　浦添西海岸ﾊﾟﾙｺ店 沖縄エリア 沖縄県浦添市西洲３丁目１－１ 098-871-1126 ○


