
Runmetrix 主な取扱店舗

都道府県 市町村 店舗名 住所 電話番号

北海道 札幌市 ヨドバシカメラ　マルチメディア札幌 札幌市北区北6条西5-1-22 011-707-1010

札幌市 G-SHOCK STORE SAPPORO 札幌市中央区北二条西3丁目1番地20号　sitatte sapporo 1階 011-205-0340

札幌市 ビックカメラ 札幌店 札幌市中央区北五条西2-1 011-261-1111

宮城県 仙台市 ヨドバシカメラ　マルチメディア仙台 仙台市宮城野区榴岡1丁目2番13号 022-295-1010

仙台市 G-SHOCK STORE SENDAI 仙台市青葉区中央2-１-27 022-796-7080

福島県 郡山市 ヨドバシカメラ　マルチメディア郡山 郡山市駅前1-16-7 024-931-1010

茨城県 水戸市 ビックカメラ 水戸駅店 水戸市宮町1-7-31 エクセルみなみ4F・5F 029-303-1111

栃木県 宇都宮市 ヨドバシカメラ　マルチメディア宇都宮 宇都宮市駅前通り1-4-6 宇都宮西口ビル 028-616-1010

群馬県 高崎市 ビックカメラ 高崎東口店 高崎市栄町10-10 027-327-2111

埼玉県 さいたま市 ヨドバシカメラ　マルチメディアさいたま新都心駅前店 さいたま市大宮区吉敷町4-263-6　コクーン3 地下1階～地上2階 048-645-1010

さいたま市 ビックカメラ 大宮西口そごう店 さいたま市大宮区桜木町1-8-4 048-647-1111

所沢市 ビックカメラ 所沢駅店 所沢市日吉町12-1　西武所沢S.C. 6階 04-2903-1111

千葉県 千葉市 ヨドバシカメラ　千葉店 千葉市中央区富士見2-3-1 043-224-1010

船橋市 ビックカメラ 船橋駅FACE店 船橋市本町1-3-1 047-460-1111

柏市 ビックカメラ 柏店 柏市柏1-1-20 04-7165-1111

東京都 千代田区 ヨドバシカメラ　マルチメディアAkiba 千代田区神田花岡町1-1 03-5209-1010

千代田区 ビックカメラ 有楽町店 千代田区有楽町1-11-1 03-5221-1111

千代田区 ビックカメラ ＡＫＩＢＡ 千代田区外神田4-1-1 03-6260-8111

千代田区 G-SHOCK STORE MARUNOUCHI 千代田区丸の内2-7-2 KITTE丸の内 3F 03-3217-2026

千代田区 アシックスラン　東京丸の内 千代田区丸の内2-5-2 三菱ビルB1F 03-6259-1601

中央区 G-SHOCK STORE GINZA 中央区銀座5-2-1  東急プラザ銀座  5F 03-6264-5780

中央区 アシックス　東京銀座 中央区銀座8-2-7　NTT銀座ビル1F 03-3572-8301

港区 ビックカメラ 赤坂見附駅店 港区赤坂3-1-6 03-6230-1111

新宿区 ヨドバシカメラ　新宿西口本店 新宿区西新宿1-11-1 03-3346-1010

新宿区 ヨドバシカメラ　マルチメディア新宿東口 新宿区新宿3-26-7 03-3356-1010

新宿区 ビックカメラ 新宿西口店 新宿区西新宿1-5-1 新宿西口ハルク 2F～7F 03-5326-1111

新宿区 ビックロ ビックカメラ新宿東口店 新宿区新宿3-29-1 03-3226-1111

新宿区 ビックカメラ 新宿東口駅前店 新宿区新宿3-26-10 03-5312-1111

新宿区 小田急ハルク アシックスショップ新宿 新宿区西新宿1-5-1 別館ハルクスポーツ2F 03-5325-0594

台東区 ヨドバシカメラ　マルチメディア上野 台東区上野4-10-10 03-3837-1010

墨田区 ヨドバシカメラ　マルチメディア錦糸町 墨田区江東橋3-14-5　テルミナ1F - 3F 03-3632-1010

渋谷区 ビックカメラ 渋谷東口店 渋谷区渋谷1-24-12 03-5466-1111

渋谷区 ビックカメラ 渋谷ハチ公口店 渋谷区道玄坂2-5-9 03-3477-0002

渋谷区 ビックカメラ セレクト原宿店 渋谷区神宮前1丁目19番24 03-6804-1111

渋谷区 G-SHOCK STORE SHIBUYA 渋谷区神宮前6丁目20番10号 RAYARD MIYASHITA PARK South 2階 20900 03-6712-5270

渋谷区 アシックス　原宿フラッグシップ 渋谷区神宮前1-5-8 1F　神宮前タワービルディング 03-6804-5263

豊島区 ビックカメラ 池袋本店 豊島区東池袋1-41-5 03-5396-1111

豊島区 ビックカメラ 池袋西口店 豊島区西池袋1-16-3 03-5960-1111

江東区 アシックス東京　有明ガーデン 江東区有明2-1-8 有明ガーデン2階 03-6380-7661

八王子市 ヨドバシカメラ　八王子店 八王子市東町7-4 042-643-1010

八王子市 ビックカメラ JR八王子駅店 八王子市旭町1-17 セレオ八王子南館(1F～5F) 042-646-1111

立川市 ビックカメラ 立川店 立川市曙町2-12-2 042-548-1111

武蔵野市 ヨドバシカメラ　マルチメディア吉祥寺 武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 0422-29-1010

調布市 ビックカメラ 京王調布店 調布市小島町2-48-6 トリエ京王調布 B館 1～4階 042-444-1111

町田市 ヨドバシカメラ　マルチメディア町田 町田市原町田1-1-11 042-721-1010

町田市 ビックカメラ 町田店 町田市原町田6-12-20 042-726-1111

多摩市 ビックカメラ 聖蹟桜ヶ丘駅店 多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館6階 042-310-1111

神奈川県 川崎市 ヨドバシカメラ　マルチメディア川崎ルフロン 川崎市川崎区日進町1-11　ルフロン地下1F～地上4F 044-223-1010

川崎市 ビックカメラ ラゾーナ川崎店 川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1F～4F 044-520-1111

横浜市 ヨドバシカメラ　マルチメディア横浜 横浜市西区北幸1-2-7 045-313-1010

横浜市 ヨドバシカメラ　マルチメディア京急上大岡 横浜市港南区上大岡西1-6-1 045-845-1010

横浜市 ビックカメラ 横浜西口店 横浜市西区南幸2-1-29 045-320-0002

横浜市 ビックカメラ 新横浜店 横浜市港北区新横浜2-100-45 045-478-1111

横浜市 ビックカメラ イトーヨーカドーたまプラーザ店 横浜市青葉区美しが丘1-6-1 イトーヨーカドー たまプラーザ店 3F 045-507-1111

相模原市 ビックカメラ 相模大野駅店 相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアB館 6階 042-701-1111

藤沢市 ビックカメラ 藤沢店 藤沢市藤沢559 0466-29-1111

新潟県 新潟市 ヨドバシカメラ　マルチメディア新潟駅前店 新潟市中央区弁天1-2-6 025-249-1010

新潟市 ビックカメラ 新潟店 新潟市中央区花園1-1-21（CoCoLo南館内） 025-248-1111

静岡県 浜松市 ビックカメラ 浜松店 浜松市中区砂山町322-1 053-455-1111

愛知県 名古屋市 ヨドバシカメラ　マルチメディア名古屋松坂屋店 名古屋市中区栄3−16−1 052-265-1010

名古屋市 ビックカメラ 名古屋駅西店 名古屋市中村区椿町6-9 052-459-1111

名古屋市 ビックカメラ 名古屋JRゲートタワー店 名古屋市中村区名駅1-1-3 052-569-1111

名古屋市 アシックス名古屋mozoワンダーシティ 名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1階 052-325-3077

京都府 京都市 ヨドバシカメラ　マルチメディア京都 京都市下京区京都駅前　京都タワー横 075-351-1010

京都市 ビックカメラ JR京都駅店 京都市下京区東塩小路町927 075-353-1111

京都市 ビックカメラ セレクト京都四条河原町店 京都市下京区四条通麩屋町東入奈良物町364番地 B1F～2F 075-252-2111

大阪府 大阪市 ヨドバシカメラ　マルチメディア梅田 大阪市北区大深町1-1 06-4802-1010

大阪市 G-SHOCK STORE OSAKA（※短縮営業11：00～） 大阪市北区大深町3-1　グランフロント大阪　北館1F 06-6467-8890

大阪市 ビックカメラ あべのキューズモール店 大阪市阿倍野区阿倍野筋1－6－1  あべのキューズモール内 06-6631-1111

大阪市 ビックカメラ なんば店 大阪市中央区千日前2-10-1 06-6634-1111

大阪市 アシックスストア　大阪 大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪ナレッジキャピタル3F 06-6359-5680

大阪市 アシックス　大阪心斎橋 大阪市中央区心斎橋筋1-8-1　心斎橋カワチビル1F 06-6226-8506

八尾市 ビックカメラアリオ八尾店 八尾市光町2-3 アリオ八尾2F 072-993-1111

兵庫県 神戸市 アシックスストア　神戸 神戸市中央区加納町6-6-3 078-332-0135

岡山県 岡山市 ビックカメラ 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-1-1 086-236-1111

広島県 広島市 エディオン 広島本店 広島市中区紙屋町2-1-18 西館 8F 082-247-5111

広島市 ビックカメラ 広島駅前店 広島市南区松原町5-1 082-506-1111

福岡県 福岡市 ヨドバシカメラ　マルチメディア博多 福岡市博多区博多駅中央街6-12 092-471-1010

福岡市 G-SHOCK STORE FUKUOKA 福岡市中央区天神2-4-29 フェス天神 1F 092-791-6750

福岡市 ビックカメラ 天神2号館 福岡市中央区天神2-4-5 092-732-1111

鹿児島県 鹿児島市 ビックカメラ 鹿児島中央駅店 鹿児島市中央町1-1 えきマチ1丁目 鹿児島 1F・2F 099-814-1111


