
オンヨネウェア早期受注会　開催店舗一覧

都道府県 店名 営業 WEBサイト 電話番号 住所

新潟県 オンヨネ株式会社 5/6まで臨時休業 https://www.powerpit.net/ 025-757-9531 長岡市高見町4327

北海道 Ski　Pro　Shop　EBISU 営業中 http://blog.livedoor.jp/team_ebisu-ver.2/ 090-6444-8439 函館市北美原2丁目11-12

北海道 カンダハー北見店 営業中 https://www.kandahar.co.jp/ 0157-23-7155 北見市本町3-1-13
北海道 パドルクラブ 営業中 http://www.paddle-club.com/ 011-890-8777 札幌市厚別区大谷地西1丁目1
北海道 スポーツたきぐち 5月末迄臨時休業 https://www.spotaki.co.jp/ 0136-22-0128 虻田郡倶知安町南1条西1丁目
北海道 タケシマスポーツ 営業中 0155-62-0222 河西郡芽室町東芽室3条南1丁目1-3
北海道 ニッセンスポーツ 5月15日迄臨時休業 https://xc-nissen.jp/ 011-376-1351 札幌市白石区本通7丁目北1番34号
北海道 ゼビオドーム札幌月寒店 営業中 011-859-6181 北海道札幌市豊平区月寒東三条11-1-10

北海道 石井ｽﾎﾟｰﾂ 札幌店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/sapporo/ 011-726-2288 北海道札幌市中央区北11条西15-29-3
北海道 石井ｽﾎﾟｰﾂ 宮の沢店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/miyanosawa/ 011-676-8360 北海道札幌市西区宮の沢1条1-6-1
北海道 石井ｽﾎﾟｰﾂ 札幌西ｲﾝﾀｰ店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/sapporo_west/ 011-688-7636 北海道札幌市西区宮の沢1条1-4-3
青森県 タケダスポーツ　下田店 営業中 http://takeda-sports.jp/ 0178-56-2500 上北郡おいらせ町菜飯50-1
青森県 タケダスポーツ　弘前店 営業中 http://takeda-sports.jp/ 0172-28-1533 弘前市城東北4丁目5-5
岩手県 イナリスポーツ 営業中 http://www.inarisports.jp/ 0195-35-3231 二戸郡一戸町中山字大塚201-6

岩手県 ネクサス　盛岡みたけ店 営業中 http://takeda-sports.jp/ 019-647-2011 盛岡市みたけ2丁目8番40号
岩手県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 盛岡店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/morioka/ 019-626-2122 岩手県盛岡市大通2-8-14MOSSビル 2階
宮城県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 仙台泉店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/sendaiizumi/ 022-725-2567 宮城県仙台市泉区市名坂字中道100-1ヨークタウン市名坂内
秋田県 ㈲斎藤スポーツ 営業中 0186-29-4357 鹿角郡小坂町小坂鉱山栗平22−6

秋田県 ネクサス　横手店 営業中 http://takeda-sports.jp/ 0182-36-2553 横手市安田字堰添34-1
秋田県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 秋田店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/akita/ 018-892-7291 秋田県秋田市御所野元町1-1-15
山形県 ㈱富士スポーツ 営業中 http://fujisports.co.jp/ 0237-22-0153 尾花沢市新町1丁目4−34
山形県 ㈱吾妻スポーツ　スポーツバード店 営業中 http://azumasports.com/shop/index.html 0238-23-0295 米沢市徳町129

福島県 株式会社若木 営業中 0241-62-0808 福島県南会津郡南会津町田島字東荒井 7-1
福島県 (有)フクシマスポーツランド 営業中 024-536-1611 福島県福島市南中央２－３４－２
栃木県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 宇都宮今泉店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/utsunomiya/ 028-639-9650 栃木県宇都宮市中今泉3-9-23
栃木県 カミヤマスポーツ 営業中 http://park1.aeonnet.ne.jp/~kamiyamasports/ 028-665-7000 栃木県宇都宮市下金井町８９９－９
栃木県 POWER'S小山店 時短営業中 http://sportsgear.rizap.jp/ 0285-24-6510 栃木県小山市喜沢1475-116
群馬県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 高崎前橋店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/takasaki/ 027-361-4050 群馬県高崎市中尾町44-1
埼玉県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 大宮店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/ohmiya/ 048-641-5707 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 DOMショッピングセンター　ダイエー専門店　３階
埼玉県 カンダハー大宮店 営業中 https://www.kandahar.co.jp/ 048-653-9771 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-132-102
千葉県 yoshiki&p2 5/31まで臨時休業 http://yoshiki-p2.com/ 047-470-8090 千葉県習志野市谷津1-13-17
千葉県 エタニティーフィールド ○　※事前予約制 http://www.eternity-field.com/ 047－426-1916 千葉県橋市東船橋3－14－7
東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂ カンダコンペカン 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/kandakonpekan/ 03-3295-6060 東京都千代田区神田神保町1-6-1タキイ東京ビル 1階
東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂ 神田本館 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/kandahonkan/ 03-3295-3215 東京都千代田区神田小川町3-10
東京都 石井ｽﾎﾟｰﾂ 新宿西口店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/shinjukunishiguchi/ 03-3346-0301 東京都新宿区西新宿1-16-7
東京都 ワンゲルスポーツ 5/31まで臨時休業 http://wangel.jp 03-3293-0491 東京都千代田区神田小川町2-6-12-1F
東京都 スポーツカムイ瑞穂店 5/31まで臨時休業 http://www.kamuisp.com/cntact.html 042-519-5562 東京都西多摩郡瑞穂町大字高根623 ザ・モールみずほ16店 3F
東京都 スポーツカムイ若葉台店 5/31まで臨時休業 http://www.kamuisp.com/cntact.html 042-401-4861 東京都稲城市若葉台2-4-2 フレスポ若葉台2F
東京都 Fuso Ski & Boots Tune ○　※土日臨時休業 http://www.fusosports.jp/ 03-3291-8020 東京都千代田区神田小川町2-1
東京都 Pro Ski Shop Aspen ○　※土日臨時休業 http://www.aspen-skishop.com/ 03-3233-1607 東京都千代田区神田小川町3-6
東京都 カンダハーウェア―店 営業中 https://www.kandahar.co.jp/ 03-3233-3046 東京都千代田区神田神保町1-22
東京都 カンダハー町田店 営業中 https://www.kandahar.co.jp/ 042-732-7877 東京都町田市原町田5-9-15
東京都 テスタ 臨時休業中 http://www.testa-inc.com/ 03-3261-6863 東京都千代田区飯田橋1-8-8　ASKビル1F
東京都 マティスキースタジオ 5/20まで臨時休業 042-576-4406 東京都国立市富士見台4-10-17　島田ビル１F
東京都 リンクファスト 営業中 http://linkfast.co.jp/ 03-6240-7235 東京都足立区綾瀬2-13-19　1F
東京都 オオイワスポーツ 5/31まで臨時休業 http://www.oiwa-sports.jp/ 03-3294-3474 東京都千代田区神田小川町2-2　サンブリヂ小川町ビル1F
東京都 ヴィクトリア 本店 営業中 03-3295-2955 東京都千代田区神田小川町3-4
神奈川県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 横浜店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/yokohama/ 045-651-3681 神奈川県横浜市中区日本大通7日本大通7ビル  1階
神奈川県 スポーツカムイ相模原店 営業中 http://www.kamuisp.com/cntact.html 042-759-7315 神奈川県相模原市中央区光が丘3-31-25
神奈川県 スポーツカムイ座間店 営業中 http://www.kamuisp.com/cntact.html 046-206-4501 神奈川県座間市ひばりが丘4-11-1 ライズモールひばりが丘1F
神奈川県 カンダハー横浜FC店 営業中 https://www.kandahar.co.jp/ 045-313-1876 神奈川県横浜市神奈川区反町1-3-6
神奈川県 ZERO 5/31まで臨時休業 http://www.spshop-zero.com/ 042-814-2284 神奈川県相模原市緑区根小屋2915-74
新潟県 ㈱エビスヤ　スポーツプラザ店 営業中 025-757-2219 十日町市高田町6
新潟県 ㈲庭野スポーツ 営業中 025-757-9531 十日町市住吉町6−1
新潟県 ㈱クレブ　クレブスポーツ六日町店 営業中 http://www.xraeb.co.jp/ 025-770-1301 南魚沼市余川3079−1
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新潟県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 新潟店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/niigata/ 025-257-8070 新潟県新潟市中央区姥ケ山108
新潟県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 長岡店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/nagaoka/ 0258-89-6901 新潟県長岡市古正寺町110
富山県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 富山店 臨時休業中 https://www.ici-sports.com/shop/toyama/ 076-465-1017 富山県富山市婦中町下轡田165-1
富山県 カンダハー富山FC店 営業中 https://www.kandahar.co.jp/ 076-422-6910 富山県富山市今泉29
石川県 ㈲モンタナスポーツ 5月末迄臨時休業 http://www.montanasports.jp/ 076-262-3070 石川県金沢市旭町3-13-10
石川県 スポーツサロン葉山 営業中 http://www5c.biglobe.ne.jp/~hayama/index.html 076-296-0077 石川県金沢市高尾台3-86
石川県 (有) 新田スポーツ 営業中 https://hakusan-nittaspo.jimdo.com/ 076-278-2802　 石川県白山市美川浜町ソ459番地
山梨県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 甲府店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/koufu/ 055-221-0141 山梨県甲府市上阿原町481-1
山梨県 スポーツカムイ甲府店 営業中 http://www.kamuisp.com/cntact.html 055-233-3309 山梨県甲府市西高橋町134-1
長野県 (有)白馬ヤマトヤ 営業中 https://www.hakubayamatoya.com/ 0261-72-2200 長野県北安曇郡白馬村大字北城6350
長野県 ホリディスポーツ 営業中 0269-22-7767 長野県下高井郡山ノ内町佐野413-6
長野県 ゼビオ長野南高田店 営業中 026-268-4361 長野県長野市大字高田1841-1
長野県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 松本店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/matsumoto/ 0263-85-1008 長野県松本市平田東3-1-5
長野県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 長野店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/nagano/ 026-229-7739 長野県長野市末広町1356Nacs 末広 2階
長野県 プレスト上田店 水～土PM1:00～6：00迄 http://presto-pre.com 0268-26-0401 長野県上田市上野436-1
岐阜県 ヒマラヤスポーツ 一部臨時休業中 https://www.himaraya.co.jp/ 058-276-8000 岐阜市江添1-4-6 
岐阜県 センタースポーツ 営業中 http://www.cs-pow.com/ 077-581-2000 多治見市若松町4丁目57
静岡県 SPOPIAシラトリ 静岡ジャンボ店 営業中 https://www.spopia-shiratori.co.jp/shop 054-254-0171 静岡県静岡市葵区東町66
愛知県 Doing 5月末迄臨時休業 https://www.ams-doing.com/ 052-217-9634 名古屋市南区寺部通2−６−１
愛知県 RID 営業中 http://rid.jp/ 052-914-6704 名古屋市北区駒止町２丁目１７
愛知県 金森スポーツ 5月6日迄臨時休業 http://www5f.biglobe.ne.jp/~kanamori/ 052-521-3953 名古屋市西区上名古屋４丁目９−１０
三重県 AG-TUNE 6月1日から営業 http://www.ag-tune.com/ 080-3683-8369 桑名市大字芳ケ崎１２９８−２２
滋賀県 モリヤマスポーツ本店 6月27日から営業 http://www.morispo.co.jp/ 077-581-2000 守山市古高町13
京都府 カンダハー京都店 営業中 https://www.kandahar.co.jp/ 075-256-8028 京都府京都市中京区河原町二条上ル清水町341-8　アールヴェール河原二条1F
大阪府 タナベスポーツ 5月末迄臨時休業 https://www.tanabesports.jp/ 06-6763-3901 大阪市中央区松屋町住吉5-4
大阪府 石井ｽﾎﾟｰﾂ ﾘﾝｸｽ梅田店 営業中 https://www.ici-sports.com/shop/ibsosaka/ 06-6136-8514 大阪府大阪市北区大深町1-1ヨドバシ梅田タワーLINKS UMEDA　6階
大阪府 モリヤマスポーツ 東大阪店 6月27日から営業 http://www.morispo.co.jp/ 072-965-3000 大阪府東大阪市菱江2-1-28
大阪府 モリヤマスポーツ 池田店 6月27日から営業 http://www.morispo.co.jp/ 072-751-3000 大阪府池田市神田2-18-3
大阪府 スキー工房ヒグチ 営業中 http://www.ski-studio.com/ 06-6773-9761 大阪市中央区谷町６－５－２稲垣ビル１Ｆ STAGE LABO内
兵庫県 オカザキスポーツ 営業中 http://www.carving-ski.com/ 0796-23-6558 兵庫県豊岡市弥栄町1-9
兵庫県 石井ｽﾎﾟｰﾂ 神戸三宮店 臨時休業中 https://www.ici-sports.com/shop/kobesannomiya/ 078-262-5301 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15三宮オーパ2 6階
鳥取県 よなご山荘 営業中 http://yonagosansou.sakura.ne.jp/index.html 0859-32-3601 鳥取県米子市富士見町２-149
島根県 ㈱持田スポーツ 営業中 https://mochidasports.com/ 0853-21-0074 島根県出雲市今市町北本町３-２-７
岡山県 POWER'S岡山店 時短営業中 http://sportsgear.rizap.jp/ 086-244-4106 岡山県岡山市南区西市115-5
広島県 SKI PRO SHOP Piste 営業中 https://www.piste.ws/ 082-293-6741 広島市中区舟入南5-5-29   教学ビル    
広島県 POWER'S広島店 時短営業中 http://sportsgear.rizap.jp/ 082-873-1212 広島県広島市安佐南区八木1-20-18
福岡県 ラリーグラス 営業中 http://raliguras.com/ 092-712-8909 福岡県福岡市中央区2-2-46


