東北 AREA
青森県
アクアロマンス ・・・・・・・0178-44-7360

・八戸市青葉 3-14-17

ライフスタイルデザイン ・・0178-38-9242

・八戸市新井田寺滝 4-4 2Ｆ

グレ ・・・・・・・・・・・・017-729-8757

・青森市東大野 1 丁目 1-9

・http://www.gre.jp/mens/

宮城県
CARLSBAD・・・・・・・・・0225-96-1705

・石巻市南中里 4-5-227

シークレット ・・・・・・・・0225-23-7314

・石巻市大街道西 1 丁目 4-17

フルスピード ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・022-388-7781

・仙台市宮城野区田子字入 12-1

サーフカンパニーオーシャンギア・ ・022-259-7754

・仙台市宮城野区蒲生字須賀前 77

サーフ トリトン ・ ・ ・ ・ ・ ・0223-34-7577

・亘理郡亘理町長瀞字南原 32-6

ウェーブメーカー ・ ・ ・ ・ ・0224-56-2225

・柴田郡柴田町槻木駅西 1-9-11

マティーズ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・022-357-1333

・宮城郡七ヶ浜町花渕浜字長須賀 18-2

福島県
３℃ ・・・・・・・・・・・・024-927-9940

・郡山市並木 1-2-15

プライマスサーフ・・・・・・0240-33-3781

・双葉郡双葉町新山字蓬田 55-1

ライフマーケットマイク・ ・ ・0245-33-6522

・福島市宮下町 11-27

サンマリン ・・・・・・・・・0244-67-1335

・南相馬市鹿島区南右田字二つ沼 40

HAVANA AFFAIR ・・・

・郡山市富田町字後久保 45-13

・・024-983-8618

富田Ｋ２ビル 103

・http://www.3dc.co.jp/
・http://mikesurfnews.blogspot.com/2010/03/31.html

・http://www.havana-affair.com/

ノーススウェル・・・・・・・0246-21-1435

・いわき市平谷川瀬字泉町 70-1 ・http://northswell.jp/

ウェーブビジョン ・・・・・・0246-39-4440

・いわき市沼ﾉ内字代の下 95-1

茨城県
ウェッジサーフショップ ・・・0292-67-7088
ファンタジーアイランドサーフボード・0292-67-0573
サーフマーサー・・・・・・・0294-32-3562
ショップダフニー・・・・・・0291-39-8758
ステップ龍ヶ崎・・・・・・・0297-61-3332
ウェーブダンスサーフクラフト・・029-264-9391
サーフショップゲット ・・・・0299-84-7376

・東茨城郡大洗磯浜 8179-3
・東茨城郡大洗町大貫町前原下 256-22
・日立市多賀町 1-21-11
・鉾田市大蔵 1137-1
・茨城県龍ヶ崎市貝原塚町 3717-1
オーシャンプレイス 1Ｆ
・茨城県北茨城郡大洗町
大貫町前原下 256-474
・茨城県鹿嶋市平井 1-16

栃木県
ガスティー・・・・・・・・・0286-35-4237

・宇都宮市下栗町 1-10-1

群馬県
FLEA 伊勢崎店 ・・・・・・・027-021-7722

・伊勢崎市宮古町 3504-5-1

バレルサーフ・・・・・・・・027-261-6141

・前橋市朝倉町 1-1-6

・http://ﬂea.jp/

シティーヒルズ 103

・http://ﬂea.jp/

FLEA 熊谷店 ・・・・・・・・048-529-7227

・熊谷市大字代 875-1

・http://ﬂea.jp/

SURFERS ・・・・・・・・・0482-95-4994

・川口市東川口 4-1-2

・http://www.surfers.co.jp/

バース南浦和・・・・・・・・048-269-6632

・川口市芝 6975-9-1-A

・http://www.barcesurf.com/

ヴォーグ サーフ・・・・・・・048-653-1920

・さいたま市北区東大成町 2-521-8 ・http://www.voguesurf.com/

ギャラク・・・・・・・・・・0488-66-0044

・さいたま市南区別所 7-10-22

レイディックス越谷・・・・・048-986-4977

・越谷市南町 2-10-8

・http://www13.ocn.ne.jp/~radix/

マニアックコーポレーション ・・0489-85-4648

・越谷市南越谷 1-2875-2

・http://www.voguesurf.com/

リスキーサーフ・・・・・・・048-753-1372

・春日部市八丁目 1866

・http://www.rakuten.co.jp/brilliant-co/744936/791103/

SURYA ・・・・・・・・・・048-557-2523

・行田市酒巻 2049-1

・http://www.wind-surya.jp/

ライブリーサーフ所沢店 ・・・0429-39-3651

・所沢市緑町 1-17-11

埼玉県

千葉県
ウォームアップ千葉・・・・・0475-76-7777

・山武郡九十九里町小関 2323-5

CHP 本店 ・・・・・・・・・0475-42-4626

・長生郡一宮町東浪見 7428-3

HIC 千葉

・長生郡一宮町一宮 10055

・・・・・・・・・0475-42-1522

DEEP SURF ・・・・・・・・0475-42-5119

・長生郡一宮町一宮 10126-2

ビーチコーポレーション・・・0475-32-7314

・長生郡長生村一松戌 3451-7

マハロサーフ ・・・・・・・・0470-68-3002

・夷隅郡御宿町須賀 2208-47

VIGOUR ・・・・・・・・・・0470-68-6630

・夷隅郡御宿町須加 471-1

レイズサーフ・・・・・・・・043-265-6989

・千葉市中央区南町 2-11-6

ムーンライズガレージ・・・・043-213-1244

・千葉市美浜区打瀬 2-17
パティオス 18 番街 10

・http://www.raisesurf.com/
・http://www.moonrisegarage.com/

サンタクルーズサーフコンセプト・・043-350-0305

・千葉市美浜区幕張西 2-1-9

・http://surfc.com/

ブルースプラッシュ・・・・・043-276-3271

・千葉市花見川区花園 1-14-2

・http://bluesplash-shopping.com/index.html

アルトイズ・・・・・・・・・043-287-7317

・千葉市小仲台 6-2-10

・http://www.altoids-surf.com/

DUCK ・・・・・・・・・・・043-279-8630

・千葉市美浜区磯辺 3-14-5

MAG・・・・・・・・・・・・0473-32-7667

・市川市高石神 34-2

アイランドスタイルサーフ・・0473-96-0032

・市川市妙典 3-12-20

・http://www.h3.dion.ne.jp/~iss/

T ジェイズ ・・・・・・・・・0473-58-6699

・市川市荒井 2-2-6

・http://www.rakuten.co.jp/tjeys/

オーシャンゾーン鎌ヶ谷 ・・・0474-46-6981

・鎌ヶ谷市初富本町 2-19-1

・http://www.oceanzonesurf.com/

ステディーサーフ千葉 ・・・・047-473-7337

・習志野市東習志野 5-19-15 FMﾋﾞﾙ 101

ストライブサーフ・・・・・・0473-84-7312

・松戸市日暮 6-192 斉藤ﾋﾞﾙ 1F ・http://www.strive-surf.com/

インサニティープレジャーサーフ・・0471-71-2344

・柏市豊四季 951-3-102

レイディックス佐倉 ・・・・・0434-61-2332

・佐倉市井野 1491-2

マルデラカーサ・・・・・・・0478-83-2270

・香取市小見川 812-2RCﾋﾞﾙ 1F 101

サーファーズサポート・・・・0475-84-3314

・山武市本須賀 3828-61

オーサイドサーフ ・・・・・・0475-86-3117

・山武市蓮沼平 151-2

ザ フラット・・・・・・・・・0479-62-7341

・旭市野中 2035-1

SURF CO・・・・・・・・・・0470-28-2666

・館山市大神宮 116-1

・http://www.awa.or.jp/home/surfco/

C.H.P WEST ・・・・・・・・0436-41-6320

・市原市山田橋 3-3-1

・http://blogs.yahoo.co.jp/chpwest6320

・http://www.radix-s.com/sakura/topmain.htm
・http://www.surfers-support.com/

関東 AREA
東京都
ニューエボリューションサーフ・・03-3841-1826

・台東区松が谷 3--4-10

・http://www.new-evolution.jp/

ABC MARINE ・・・・・・・03-3841-9334

・台東区松が谷 1-3-17

・http://abc-goofy.com/

T-STYLE ・・・・・・・・・・03-3397-7222

・杉並区下井草 5-1-3

・http://www.tstyle.net/

サブスタンス ・・・・・・・・03-3338-9905

・杉並区高円寺北 2-1-1 勝間ビル 1F ・http://www.substancesurf.com/

イエローマーケット ・・・・・03-5384-4173

・世田谷区南烏山 5-1-13

・http://www.yellowmarket.net/

ダブルナイン ・・・・・・・・03-3700-1996

・世田谷区玉川台 2-1-15

・http://www.99surf.com/Page/TOP

LUV SURF ・・・・・・・・・03-3732-5532

・大田区西蒲田 7-15-7

ザ ハーレムサーフ・・・・・・03-3741-4173

・大田区東糀谷 5-16-21

ロッツジャパン ・・・・・・・03-3627-7560

・葛飾区水元3-16-13細谷マンション102

ブルースカイサーフショップ ・・03-3650-4191

・葛飾区高砂 4-2-26 #108

プレイヤーサーフショップ ・・・03-655-0720

・江戸川区中央 1-15-23

キラーサーフ東京・・・・・・・03-3655-5135

・江戸川区一之江 8-3-2MM ビル 1F ・http://killer-surf.com/

H & L ・・・・・・・・・・・03-3675-3336

・江戸川区東葛西 1-3-3

スクランブルサーフ ・・・・・03-3688-7254

・江戸川区東葛西 1-20-19

ロコモコサーフ ・・・・・・・03-877-2151

・江戸川区船堀 2-19-10

・http://www.locomoco.jp/

クリスタルジャパン ・・・・・03-3946-8354

・文京区千石 4-46-10

・http://www.crystaljapan.co.jp/

コーラルリーフ ・・・・・・・03-5600-3282

・江東区新大橋 3-18-10

・http://www.cr-surf.com/

コブラ ・・・・・・・・・・・03-5851-3680

・足立区六月 2-22-16-101

エムエーアール ・・・・・・・03-3894-6425

・北区東田端 1-12-11

・http://www.mar-surf.com/

アルファサーフショップ ・・・03-3624-1994

・墨田区業平 4-18-14

・http://www.alpha-surf.jp/

NAKI SURF 原宿ショウルーム ・・03-5772-2044

・渋谷区神宮前 3-20-3

・http://www.nakisurf.com/showroom/

ニュービーチジャパン ・・・・03-5788-2835

・品川区小山 4-5-1

・http://www.newbeach.jp/

サウスボーダー多摩 ・・・・・042-533-4757

・羽村市川崎 1-9-8

・http://www18.ocn.ne.jp/~sbt-surf/

フリュードパワー ・・・・・・0467-86-6944

・茅ヶ崎市東海岸南 1-21-1

・http://www.ﬂuidpower.jp/

キラーサーフ湘南 ・・・・・・0467-57-7771

・茅ヶ崎市緑が浜７ー４３

・http://killer-surf.com/

USA サーフ・・・・・・・・・0466-36-2437

・藤沢市鵠沼海岸 4-3-26

・http://www.surﬁng007usa.com/

コーストライン ・・・・・・・0466-34-1618

・藤沢市鵠沼海岸 2-16

・http://surﬁngschool.jp/

カイマナトレーディング ・・・0466-25-9990

・藤沢市片瀬 5-11-7

・http://www.kaimana.net/

ジャニス SPD・・・・・・・・0466-61-7079

・藤沢市鵠沼海岸 2-5-4

・http://www.janissdp.jp/

サクラサーフ ・・・・・・・・0467-31-8384

・鎌倉市腰越 3-4-6

・http://www.sakura-surf.jp/

カラーズ ・・・・・・・・・・044-542-3973

・川崎市幸町2-593森ファーストビル1Ｆ・http://www.colors73.com/

ＣHP 横浜 ・・・・・・・・・045-911-9194

・横浜市都筑区北山田 4-8-19 ｸﾚｽﾄ石原 103 ・http://www.chpyokohama.co.jp/

BSM SURF ・・・・・・・・・045-710-6595

・横浜市南区大岡 2-17-24

・http://www.bsmsurf.com/

SPEEDWALL ・・・・・・・・045-785-8988

・横浜市金沢区町屋町 33-11

・http://www.withone.com/speedwall/

EARTHF ・・・・・・・・・・045-713-2767

・横浜市保土ヶ谷区岩井町 86-15 ・http://earth45.web.infoseek.co.jp/

CB SURFERS ・・・・・・・・046-873-5225

・逗子市新宿 5-2-3

神奈川県

中部 AREA
新潟県
ウェストボードクルー・・・・0256-72-8819

・新潟市西蒲区赤鏥 998-1

・http://www.chus-west.com/

富山県
Wave Lunch ・・・・・・・・0766-24-0357

・高岡市上北島 33-2

石川県
オーシャンブルーバーﾄﾞ金沢 ・・0762-39-0661

・金沢市南新保町 ロｰ86-1

ネームレス ・・・・・・・・・076-237-3391

・河北郡内灘町千鳥台 3 丁目 201-3

静岡県
surf shop reaL ・・・・・・・0558-27-0771

・下田市 吉佐美 1612-1

・http://www.real-surf.com/index.html

白浜マリーナ・・・・・・・・0558-22-6008

・下田市 白浜海岸 2752-16

・http://www.mariner.co.jp/

POSEIDON SURF&SNOW ・・0545-53-6954

・富士市 田島 65-2

Approach OceanSports ・・・054-653-1563

・静岡市 葵区本通 3-10-1

WATERS・・・・・・・・・・054-221-1000

・静岡市 駒形通 6-6-1

・http://waters-bs.com/

JACK OCEAN SPORTS 静岡店・・・054-653-1563

・静岡市 葵区 七間町 1-5

・http://www.jack-surf.com/

JACK OCEAN SPORTS 静波店・・・0548-22-1563

・牧之原市 静波 2308-4

・http://www.jack-surf.com/

BROS surf&sports ・・・・・0548-22-2865

・牧之原市 細江 1-1

・http://www.bros-s.com/

MGF・・・・・・・・・・・・0548-22-7531

・牧之原市 靜波 2235-10

J SURF・・・・・・・・・・・0538-32-2424

・磐田市 今之浦 3-3-2 今之浦ビル 1F

CRER SURF ROOM ・・・・・0538-58-3190

・磐田市 豊浜 505

CHP 浜松・・・・・・・・・・053-442-4360

・浜松市 南区中田島 1158-1

ウインズ 171・・・・・・・・053-489-2300

・浜松市西区村櫛町 5747-1

・www.winds171.net

愛知県
キーパー・・・・・・・・・・0531-45-3456

・田原市赤羽根町大道浦４７−６ ・http://www.cmacs.jp/32277/keepersurf/

近畿 AREA
三重県
R2 SURF・・・・・・・・・・0596-27-8552

・伊勢市中須町 858

ワイルズサーフ＆スポーツ ・・0598-21-1973

・松阪市駅部田町 75-1

・http://www.r2-surf.com/

京都府
ノースポイント・・・・・・・075-221-8890

・中京区河原町丸太町下ル東側
文華堂ビル 1 階

ストラディ・・・・・・・・・075-646-2977

・http://www.northpoint-kyoto.com/

・伏見区深草西浦町 3-3-3

・http://www.stradiy.com

スポーツタカハシ本店・・・・06-6211-7175

・大阪市中央区西心斎橋 2-5-9

・http://www.spotaka.com/

サーフアップ・・・・・・・・06-6353-1182

・大阪市北区菅栄町 5-14

・http://www.surfup.co.jp/

リップスサーフ・・・・・・・06-6339-1713

・吹田市泉町 3-19-23

サーフプロジェクト・・・・・06-6864-0253

・豊中市曽根南 3-3-1

大阪府

・http://www.surfproject.jp/index.html

奈良県
ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ ・・・・0744-24-2470

・橿原市葛本町 808-1
グリーンタウン北八木Ｎｏ11 ・http://www.rakuten.co.jp/connection/

和歌山県
Ｋａｉｓｅｒʼｓ・・・・・・・0734-80-4115

・和歌山市本脇 559-1

中国 AREA
広島県
フィールサーフ + カフェ・・・0849-63-1642

・福山市神辺町新徳田 267

・http://www.kaisers.jp/

四国 AREA
徳島県
グレア サーフショップ ・・・・0886-66-4081

・徳島市川内町旭野 365-3

ラステック サーフショップ・・・0886-85-3173

・鳴門市無養町斉田字浜端北 107

ローカルエナジーサーフショップ・・0884-26-1563

・阿南市桑野花坂 81-29

パビリオン サーフ ・・・・・0884-76-3277

・海部郡海陽町宍喰浦字松原 218-1・www.pavilion-surf.com/

・www.glaresurf.jp/
・www.lessurf.com/LES/HOME.html

香川県
ザ ガレージ ・・・・・・・・087-822-1173

・高松市本町 9-5

フレンドリー サーフ ・・・・0878-44-2311

・高松市屋島西町 2486-21

コーンウォール ・・・・・・・0878-64-5655

・高松市木太町 503-1

高知県
ビッグジョイ ・・・・・・・・0888-31-7712

・高知市仲田町 6-24

・http://www.bigjoy.co.jp/

ノブサーフギャラリー ・・・・0880-43-2185

・幡多郡黒潮町浮鞭 3570-5

・http://www.40010map.com/contents/360/index.php

ジャムサーフ ・・・・・・・・093-223-5523

・遠賀郡芦屋町浜口 9-65

・http://jamsurf.net

ＴＨＥ Ｔ2 ＳＵＲＦ福岡・・・092-262-4339

・福岡市博多区対馬小路 11-13

九州 AREA
福岡県

レガリータ天神東Ⅱ１Ｆ

・http://www.inf9.co.jp/t2/

佐賀県
トゥルース ・・・・・・・・・0955-75-0148

・唐津市西浜町 1-62-101

・http://www.ragesurf.com/truthsurfdept/

熊本県
ロウ・サーフスタイル ・・・・096-339-1020

・熊本市龍田 9-4-41 田中ビル 1F ・http://www.raw-surfstyle.com/

大分県
ボトムラインサーフショップ ・・097-569-9127

・大分市下郡北下郡下 11-2

BlueSurf・・・・・・・・・・097-552-4353

・花津留１−２−２１第２分建ビル１０１・http://www.bluesurf-jp.com/

宮崎県
ＲＥＤ−Ｅサーフ ・・・・・・098-555-2611

・宮崎市大字郡司分甲 5227-10 ・http://www.red-esurf.com/

ＴＨＥ Ｔ2 ＳＵＲＦ宮崎・・・098-525-1609

・宮崎市松橋 2-5-8

GLANCE SURFBOARDS ・・・0985-55-3818

・宮崎市大字熊野 10314-1

ナギサストア ・・・・・・・・098-565-1070

・宮崎市青島１ー１１−７

・http://nagisastore.com/

NEW WAVE SURF&SKATE・・0985-58-2155

・宮崎市大字熊野 1315-1

・http://www.newwave-jp.net/

ON THE BEACH SURFSHOP ・・098-257-2548

・日向市平岩金ヶ浜 2220

・http://onthebeach.jp/

・http://www.inf9.co.jp/t2/

鹿児島県
アクティブスポーツガンコ ・・099-274-4690

・日置市東市来町伊作田 7263-2 ・ http://www.ne.jp/asahi/ganko/hp/

量販店
ムラサキスポーツ 各店 ・・・・・・・・ ・ http://www.murasaki.co.jp/
オッシュマンズジャパン 各店・・・・・ ・ http://www.oshmans.co.jp/
シラトリスポーツ 各店・・・・・・・・ ・ http://www.spopia-shiratori.co.jp/
ミナミスポーツ【ASR 含む】各店 ・・・ ・ http://www.minami.co.jp/
スポーツタカハシ 各店 ・・・・・・・・ ・ http://www.spotaka.com/
※各店舗によりお取り扱いの無い店舗もございますので、お手数ですが、直接各店舗へお問い合わせお願い致します。

