エボシールド 正規取扱店
店名
（有）クラウン商会

郵便番号
050-0074

県名
北海道

住所

電話番号

室蘭市中島町３－２８－３１

0143-43-1006

備考

（株）スポーツハウス 札幌スポーツ館 本店

060-0063

北海道

札幌市中央区南３条西３丁目１

011-222-5151

（株）イレブン

003-0005

北海道

札幌市白石区東札幌５条６－６－３６

011-863-2121

スーパースポーツゼビオ ドーム札幌月寒店

062-0053

北海道

札幌市豊平区月寒東三条１１－１－１０

011-859-6670

フクシスポーツ

030-0862

青森県

青森市古川１－１４－５

0177-23-3567

（株）アップルガーデン ＭＯＶＥＳ

036-8003

青森県

弘前市駅前町１０－２ロイヤルコーポイースト１Ｆ

0172-55-5707

ネクサス 盛岡みたけ店

020-0122

岩手県

盛岡市みたけ２丁目８番４０号

019-647-2011

ネクサス 水沢店

023-0003

岩手県

奥州市水沢区佐倉河字慶徳８７

0197-22-8381

取扱い開始2020年2月

タケダスポーツ 花巻店

025-0092

岩手県

花巻市上小舟渡５１

0198-23-4272

取扱い開始2020年2月

野球専門店 仙台ドーム

981-3111

宮城県

仙台市泉区松森字後田４５－１

022-779-7791

野球専門店 秋田ドーム

010-0061

秋田県

秋田市卸町１丁目１－６

018-853-0458

野球専門店 大曲ドーム

014-0046

秋田県

大仙市大曲田町２０－３８

0187-66-8004

（株）マルケンスポーツ

016-0855

秋田県

能代市字西大瀬２３－１

0185-55-2222

（資）山城運動具店

017-0841

秋田県

大館市大町２８－３

0186-42-0065

カスカワスポーツ本店

990-2413

山形県

山形市南原町２－１１－１

023-642-0020

カスカワスポーツ寒河江店

991-0041

山形県

寒河江市大字寒河江字赤田６９－１

0237-86-5333

（有）マルゼンスポーツ

992-0472

山形県

南陽市宮内４５２４－７

0238-47-2362

（有）ホンマスポーツ

997-0028

山形県

鶴岡市山王町８－１４

0235-22-0467

（株）オノヤスポーツ ＭＡＸ店

960-8051

福島県

福島市曽根田町１－１８ ＭＡＸ福島３Ｆ

024-573-8607

（株）ワタナベスポーツ

963-8002

福島県

郡山市駅前２－９－８

024-922-3650

（有）ワールドスポーツ

975-0008

福島県

南相馬市原町区本町１－６１

0244-24-0496

（株）ミリオン

312-0018

茨城県

ひたちなか市笹野町２－３１７９－６２

029-276-2181

スーパースポーツ ゼビオドームつくば学園東大通り店

300-0843

茨城県

土浦市中村南６－１２－１８

029-843-6610

（株）カムイ 水戸店

310-0852

茨城県

水戸市笠原町９７８－３９

029-246-5993

（株）カムイ 小山店

323-0806

栃木県

小山市大字中久喜１２１９－１

0285-37-9311

（株）アベスポーツ 南店

326-0831

栃木県

足利市堀込町２６６３

0284-71-0303

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 高崎店

370-0073

群馬県

高崎市緑町１－２９－４

027-365-4801

カミスポーツ・プラス

370-0847

群馬県

高崎市和田町６－７

027-310-6888

ＳＹスポーツ

370-0861

群馬県

高崎市八千代町３－１７－８

027-323-1011

ベースマン 大宮店

330-0854

埼玉県

さいたま市大宮区桜木町４－２４４－１

048-643-8901

（有）ムーブ 戸田店

335-0034

埼玉県

戸田市笹目３－１０－１７

048-485-8555

（株）カムイ 三郷店

341-0044

埼玉県

三郷市戸ヶ崎２－３０２

048-948-2044

（株）カムイ 坂戸店

350-0219

埼玉県

坂戸市片柳２２１１

049-280-3773

スポーツショップ モスト

357-0038

埼玉県

飯能市仲町１３－８

0429-72-8181

（株）カムイ 上尾店

362-0013

埼玉県

上尾市大字上尾村１０８０－１

048-770-6612

ＢＢタウン

272-0015

千葉県

市川市鬼高3-34-4

047-711-1489

ベースマン 柏支店

277-0852

千葉県

柏市旭町１－５－４ プラザパスカビル１Ｆ

0471-47-6780

（有）ライオンベースボールプロショップ

260-0044

千葉県

千葉市中央区松波３－４－７

043-251-7175

スポーツオーソリティ 幕張新都心店

261-8535

千葉県

千葉市美浜区豊砂１－６ イオンモール幕張新都心 アクティブモール

043-296-1710

（株）スポーツシーブイ 超野球専門店ＣＶ

273-0103

千葉県

鎌ヶ谷市丸山１－１－１１

047-445-1359

（株）マエハラスポーツ

274-0825

千葉県

船橋市前原西７－１－２１

0474-77-1762

ベースマン 飯田橋本店

162-0824

東京都

新宿区揚場町２－１７

03-3260-2711

中央スポーツ

187-0043

東京都

小平市学園東町３－３－１６

0423-47-1122

ベースマン 立川店

190-0023

東京都

立川市柴崎町３－１０－２１ ワイ・アールビル１Ｆ

042-512-8923

スーパースポーツゼビオ 東京御茶ノ水本店

101-0052

東京都

千代田区神田小川町３－６

03-3233-1861

（株）パイン企画

144-0045

東京都

大田区南六郷３－２０－７

03-5480-3782

（株）イマイスポーツ

153-0051

東京都

目黒区上目黒２－１６－１６

03-3712-5556

ベースボールマリオ

155-0031

東京都

世田谷区北沢２－１９－２月村光ビル２Ｆ

03-6413-8255

ベースボール ときわ 新宿店

160-0023

東京都

新宿区西新宿１－３－１５栃木ビル３Ｆ

03-3340-5252

（株）スワロースポーツ

176-0001

東京都

練馬区練馬４－１５－１１城南内田ビル５階

03-6632-4860

クロスポベースボールショップ

236-0016

神奈川県

横浜市金沢区谷津町３６５ 芳枝ビル２Ｆ

045-780-5589

（株）アサヒスポーツ

241-0022

神奈川県

横浜市旭区鶴ケ峰２－５０－２

045-373-6485

パシオン 横浜

221-0056

神奈川県

横浜市神奈川区金港町６－２２

045-440-0700

スポーピア シラトリ湘南藤沢店

251-0042

神奈川県

藤沢市辻堂新町４－３－５ミスターマックス湘南藤沢ＳＣ

0466-99-0001

（株）カムイ 相模原店

252-0227

神奈川県

相模原市中央区光が丘３－３１－２５

042-759-7315

（株）クボタスポーツ

252-0231

神奈川県

相模原市中央区相模原６－２３－４

0427-52-3107

（株）ベルモ

252-0303

神奈川県

相模原市南区相模大野３－１９－３アーベイン相模ビル３

042-767-2722

ビーアンドディ－ 青葉台店

227-0062

神奈川県

横浜市青葉区青葉台１－９ 青葉台東急スクウェア Ｎｏｒｔｈ－２ ２Ｆ

045-985-8270

（株）共栄スポーツ 三条店

955-0083

新潟県

三条市荒町２－９－７

0256-32-0957

ｅｉｇｈｔｙ９

950-0983

新潟県

新潟市神道寺１－２－２６

025-241-8989

（株）北野屋 新潟店

950-0992

新潟県

新潟市中央区上所上２－１－１５

025-256-8089

太陽スポーツ

930-8216

富山県

富山市黒瀬北町１－７－７

076-425-1030

（株）かぶとやスポーツ

926-0812

石川県

七尾市北藤橋町ロ２７５－４

0767-52-1182

神山スポーツ

400-0601

山梨県

南巨摩郡鰍沢町１７２７

0556-22-4330

富山店

店名

郵便番号

県名

住所

電話番号

（有）ヤナイスポーツ

402-0053

山梨県

都留市上谷１－３－１０

0554-45-0330

（株）カムイ 甲府店

400-0826

山梨県

甲府市西高橋町１３４－１

0552-32-9381

（株）長野スター商会

380-0842

長野県

長野市西町５４５

0262-34-2351

（有）マツヤスポーツ

383-0022

長野県

中野市中央１－４－２３

0269-22-4706

（株）上田スター商会

386-0016

長野県

上田市国分１１８２－１

0268-75-0189

ヒマラヤスポーツ 本館

500-8383

岐阜県

岐阜市江添１－４－６

058-276-8000

ＢＥＥ ＳＰＯＲＴＳ

501-6232

岐阜県

羽島市竹鼻町狐穴１２０３

058-394-2225

（有）センタースポーツ

507-0053

岐阜県

多治見市若松町４－５７

0572-22-2506

（株）ＡＱＵＡコーポレーション

509-5122

岐阜県

土岐市土岐津町土岐口１５９０－１

0572-44-8002

ミナトスポーツ

425-0071

静岡県

焼津市三ヶ名１３４１－２

054-628-7738

（株）シラトリ 静岡ジャンボ店

420-0836

静岡県

静岡市葵区東町６６

054-254-0171

スーパースポーツゼビオ 浜松宮竹店

435-0048

静岡県

浜松市東区上西町１０２０－１

053-466-3030

（株）名西スポーツ

452-0807

愛知県

名古屋市西区歌里町１０６

052-503-1414

（有）スポーツショップ コンドー

444-0806

愛知県

岡崎市緑丘２－１０－２３

0564-54-0505

スポーツプラザ カミオ

445-0073

愛知県

西尾市寄住町洲田２３－１

0563-57-0600

（株）カムイ 刈谷店

448-0810

愛知県

刈谷市場割町１－１－１

0566-22-3662

（有）ツボイスポーツ

454-0806

愛知県

名古屋市中川区澄池町２０－１１

052-365-3633

グランドスラム

454-0806

愛知県

名古屋市中川区澄池町１９－２８

052-365-1939

スポーツスタジアム ソブエ

457-0048

愛知県

名古屋市南区大磯通５－１８

052-811-9401

スポーツショップ ミズノ

457-0051

愛知県

名古屋市南区笠寺町西之門５番地

052-821-5474

Ａｔｈｌｅｔｅ Ｎｅｏ ニシオスポーツ

486-0837

愛知県

春日井市春見町５２－６

0568-81-8786

（有）辻井スポーツ 鈴鹿店

513-0807

三重県

鈴鹿市三日市３－１３－１３

0593-83-1231

スポーツショップキムラ彦根店

521-1114

滋賀県

彦根市彦富町９１３－１

0749-43-5918

スポーツアクトセカンドステージ

612-8373

京都府

京都市伏見区毛利町１５３

075-622-8980

プロショップ サムライ

620-0933

京都府

福知山市東羽合町１２２番地

0773-25-1789

ミツウマスポーツ 福知山店

620-0942

京都府

福知山市駅南町２－２９１

0773-22-2665

太陽スポーツ（株） 野球館

558-0031

大阪府

大阪市住吉区沢之町１－３－１

06-6692-3307

ラケットプラザ

563-0031

大阪府

池田市天神１－５－１３

0727-62-5851

野球堂 一球

572-0025

大阪府

寝屋川市石津元町１５－２

072-826-1919

藤井寺スポーツ

583-0033

大阪府

藤井寺市小山９丁目１－１３

072-938-5225

ヒマラヤスポーツ 泉大津店

595-0033

大阪府

泉大津市板原４－２２－１０

0725-40-5022

（有）アワジスポーツ

656-2132

兵庫県

淡路市志筑新島１０－４５

0799-62-0221

（有）ミチイスポーツ

660-0076

兵庫県

尼崎市大島３－３２－１６

06-6419-3576

バッティングセンターシャローム尼崎店

661-0977

兵庫県

尼崎市久々知１－１０－１

06-6494-4665

（株）マツダスポーツ 奈良店

630-8123

奈良県

奈良市三条大宮町２－２０

0742-30-4600

モリタスポーツ

634-0844

奈良県

橿原市土橋町１７０－９

0744-24-1556

（株）オーケースポーツ

639-0201

奈良県

北葛城郡上牧町片岡台１丁目１－６

0745-73-2641

ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ

680-0804

鳥取県

鳥取市田島３６７－８

0857-29-1137

680-0846

鳥取県

鳥取市幸町１２－１０

0857-23-5321

（株）栄光スポーツ アスリート２Ｆ

700-0913

岡山県

岡山市北区大供１丁目３－７

086-231-5897

（株）サイエンススポーツ タカギ

703-8235

岡山県

岡山市中区原尾島３丁目２－９

086-272-2341

（株）カザハヤスポーツ

719-1126

岡山県

総社市総社２－２１－３５

0866-93-3221

パワーズ

721-0974

広島県

福山市東深津町２－７－３７

0849-21-7866

（株）体育社 本店４Ｆ

730-0029

広島県

広島市中区三川町７－５

082-246-1212

（株）ムネスエスポーツ

744-0011

山口県

下松市西豊井８８６－８

0833-41-0273

（株）周南スポーツ

746-0042

山口県

周南市福川南町２－３

0834-34-3089

770-0004

徳島県

徳島市南田宮２－３－１０８

088-679-8822

マルビシスポーツ

763-0074

香川県

丸亀市原田町２２６０－１

0877-22-2367

プロスポーツ

799-3113

愛媛県

伊予市米湊４３６－２

089-983-3523

ワケスポーツ

797-0015

愛媛県

西予市宇和町卯之町４－３４５

08946-2-0260

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ 八幡西店

807-0856

福岡県

北九州市八幡西区八枝２－１－３

093-601-1511

野球工房Ｍ 福岡店

810-0036

福岡県

福岡市中央区梅光園団地２－４

092-726-0089

ベースボールパークスタンドイン

812-0063

福岡県

福岡市東区原田４－２－１４

092-260-7789

Ｋ－ＦＩＥＬＤ

849-1311

佐賀県

鹿島市大字高津原４０７８祐徳ビル内１Ｆ

0954-62-3123

（株）ハスポ ネット事業部

859-3701

長崎県

東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷２１７３－２

0956-56-8089

（株）体育堂

860-0863

熊本県

熊本市中央区坪井６－２１－２０

096-215-6010

ハヤカワスポーツ 八代店

866-0861

熊本県

八代市本町１丁目７－３３

0965-34-0555

（有）アオバヤスポーツ 大分店

870-0913

大分県

大分市松原町３－１－１鉄鋼ビル１Ｆ

097-551-5460

スーパースポーツゼビオ 大分店

870-1132

大分県

大分市光吉３８２－１

097-554-6776

（有）文洋堂

897-0009

鹿児島県

南さつま市加世田ハーモニー１５－１

0993-53-4111

（株）橋尾スポーツ

鳥取店

福山店

笹倉スポーツ社

徳島本店

ＦＵＬＬＳＷＩＮＧ

エススタイル岸和田

072-493-8162

備考

実店舗なし

アマゾン・ドットコム インターナショナル セールス インク

インターネット販売店

ＷＥＢスポーツ

インターネット販売店

（株）ｅ ＳＰＯＲＴＳ

インターネット販売店

（株）ベースマンプロネットタウン

インターネット販売店

