取扱店舗は今後も拡大予定です。随時更新していきます。
本リストに掲載されている店舗様が近隣にない場合は、
お近くのスポーツ店様や卓球専門店様にお問い合わせください。

三英除菌スプレー 主な取扱店様一覧 (2022. 2/1現在)

-北海道スポーツショップキタザト

〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東７丁目15-1

011-210-1123

お店様HP

https://www.spokita.jp/

卓球HOUSEアラキ

〒053-0054 北海道苫小牧市明野新町1丁目4-2

0144-57-2215

お店様HP

http://www.final-win.jp/

Ｔ－２スポーツ

〒080-0801 北海道帯広市東1条南1丁目5-24 渡辺ビル

0155-26-2533

卓球ショップワンスター

〒085-0058 釧路市愛国東1丁目13-13

0154-39-4649

お店様HP

https://www.onestar-kushiro.jp/

卓球道場Cut Back

〒039-1103 青森県八戸市長苗代字二日市8番8号

0178-79-4562

お店様HP

https://www.cutback-hachinohe.com/

スポーツショップTAC

〒039-1164 青森県八戸市下長3丁目13-9 クボタハイツ1-2

0178-29-4382

サトウスポーツ

〒035-0082 青森県むつ市文京町26-20

0175-29-1000

スポーツ・オールス

〒027-0084 岩手県宮古市末広町4-1

0193-63-7075

卓球のタマチ

〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-7-31グランフェリシア1F

022-299-3268

仙台卓球センター

〒983-0044 宮城県仙台市宮城野区宮千代３丁目７－４

022-284-8690

お店様HP

http://sendaitakkyucenter.storeblog.jp/

高友商店 タカトモスポーツ

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向109

0224-52-1006

竹谷スポーツ

〒010-0871 秋田県秋田市千秋中島町3-27

018-833-0038

工藤スポーツ

〒010-0941 秋田県秋田市土崎港北1丁目12-36

018-845-4504

タミヤスポーツ

〒014-0061 秋田県大仙市大曲栄町1-17

0187-63-1611

お店様HP

http://www.tamiya-ss.co.jp/

こばやしスポーツ店

〒018-1622 秋田県南秋田郡八郎潟町字一日市268

018-875-2236

スポーツ館

〒991-0044 山形県寒河江市越井坂町143-1

0237-86-7232

ナカジマスポーツ

〒999-3512 山形県西村山郡河北町谷地中央5丁目5-15

0237-73-4611

お店様HP

https://www.nakajima-sports.com/

通販サイト

https://item.rakuten.co.jp/auc-nakajima-sp/01119/

090-9425-2120

お店様HP

https://culspo.club/

-東北-

カルスポ倶楽部

〒982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目32-22 プラザ泉崎105

スポーツ ショウジ

〒981-3124 宮城県仙台市泉区野村鐙坂14-1

022-375-3358

お店様HP

https://www.sports-shoji.com/

ピンポンジュン

〒960-8001 福島県福島市天神町10-20

024-533-2299

お店様HP

https://www.ping-pong-jun.com/

遠藤スポーツ

〒970-8026 福島県いわき市平中町7-4

024-623-8134

お店様HP

https://endosp.jimdofree.com/

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

大島スポーツ

〒308-0826 茨城県筑西市下岡崎1丁目2-10

0296-24-0123

サンスポーツ

〒300-1222 茨城県牛久市南2-11-38

029-872-6460

お店様HP

http://www.sunsports.jp/shop/

サワラスポーツ

〒310-0845 茨城県水戸市吉沢町271－1

029-246-3441

お店様HP

http://www.takkyuu-sawara.com/

ゼネラルスポーツ

〒316-0003 茨城県日立市多賀町5-7-19

0294-33-1025

お店様HP

http://www.ping-pong.jp/

フジタスポーツ

〒311-0108 茨城県那珂郡那珂町額田北郷1078-12

0292-98-6648

西山スポーツ

〒306-0400 茨城県猿島郡境町旭町218-9

0280-87-1349

カモチスポーツ

〒326-0044 栃木県足利市助戸1丁目612-2

0284-42-0517

サンスポーツ 小山店

〒329-0214 栃木県小山市乙女1-12-4

0285-45-5422

あおきスポーツ

〒329-0214 栃木県小山市乙女2-13-14

0285-45-3673

お店様HP

https://www.aokisports.com/

上毛卓球

〒371-0817 群馬県前橋市ぬで島町25-2

027-289-8788

お店様HP

https://joumoutakkyu.jimdofree.com/

高崎卓球

〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町346

027-362-6322

お店様HP

http://www12.plala.or.jp/takataku/

大宮卓球

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-5-9 スズキビル3Ｆ

048-644-6158

お店様HP

https://www.omiya-tabletennis.com/

KASUKABE卓球

〒344-0065 埼玉県春日部市谷原2-1-9

048-753-6298

スポーツショップアスリート

〒350-2204 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘273-9

0492-86-7288

国際卓球 所沢店

〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3-4-7

04-2991-1050

お店様HP

https://www.kokusaitakkyu.com/html/newpage.html?code=6

通販サイト

https://www.kokusaitakkyu.com/shopdetail/000000010902/ct2858/page1/order/

-関東-

卓球家８４０

〒340-0816 埼玉県八潮市中央2丁目5-5 大広第三ビル2F

048-997-4436

お店様HP

http://tt840.jp/

卓球家８４０ 草加卓球場

〒341-0055 埼玉県草加市清門1-256セーモンプラザ新館1F

048-951-2242

お店様HP

http://soukapingpong.com/

テーブルテニスナガセ

〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田１丁目9-9

048-278-3914

お店様HP

埼玉卓球会館

〒343-0032 埼玉県越谷市大字袋山１１２１－１

048-975-4850

お店様HP

https://www.saitamatakkyu.com/

サイタスポーツ蘇我店

〒260-0834 千葉市中央区今井1-4-15

043-209-5288

お店様HP

http://www.takkyu-nakama.com/shop/index.php?shop=087.php

千葉卓球センター

〒263-0015 千葉県千葉市稲毛区作草部2-4-26

043-253-1100

お店様HP

http://www.chibatakkyu.co.jp/

OHYA卓球センター

〒273-0853 千葉県船橋市金杉8-7-10

047-448-7311

お店様HP

http://www1.ttcn.ne.jp/~TLS/tabletennis_004.htm

卓球専門店プロショップOHYA

〒273-0005 千葉県船橋市本町3-3-1

047-422-1268

お店様HP

http://www1.ttcn.ne.jp/~TLS/tabletennis_003.htm

渡辺スポーツ

〒294-0045 千葉県館山市北条２５７６

0470-23-6123

イガラシスポーツ

〒271-0073 千葉県松戸市小根本４２－３ 野口ビル１Ｆ

047-365-1510

卓球ショップ ユーアイ

〒277-0011 千葉県柏市東上町６－１

04-7163-3075

唐橋卓球代々木店

〒151-0053 東京都渋谷区代々木１丁目13-3

03-3379-5151

お店様HP

http://yoyogi.karahashi.com/

国際卓球 高田馬場店

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-18 和光ビル1階

03-3205-1601

お店様HP

https://www.kokusaitakkyu.com/html/newpage.html?code=2

通販サイト

https://www.kokusaitakkyu.com/shopdetail/000000010902/ct2858/page1/order/

お店様HP

https://www.kokusaitakkyu.com/html/newpage.html?code=3

通販サイト

https://www.kokusaitakkyu.com/shopdetail/000000010902/ct2858/page1/order/

お店様HP

https://www.kunitaku.com/

お店様HP

https://protandt.wixsite.com/tandt

国際卓球 渋谷店

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目15番3号 プリメーラ道玄坂1階

03-3463-1660

クニヒロ卓球 代々木店

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目42-4 代々木P1ビル3F

03-3374-5008

卓球用品専門店めいこう

〒144-0051 東京都大田区西蒲田5丁目3-21

03-3736-0235

プロショップT&T

〒112-0012 東京都文京区大塚3-37-4林ビル1階

03-5976-8967

TTヨシダ

〒178-0062 東京都練馬区大泉町3-19-2

090-8486-5678

富士見スポーツ

〒175-0092 東京都板橋区赤塚7-18-12

03-5967-1912

丸芝スポーツ

〒131-0043 東京都墨田区立花4丁目3-2

03-3613-0481

ファイブスポーツ

〒121-0075 東京都足立区一ツ家2-4-5

03-3858-2470

お店様HP

https://www.phiten.com/shop/shop_9470/

カタオカスポーツ

〒165-0025 東京都中野区沼袋１丁目４４－３

03-3389-3577

お店様HP

http://kataokasports.sakura.ne.jp/kataoka%20original/

クニヒロ卓球 荻窪店

〒167-0043 東京都杉並区上荻1-18-13 文化ビルB1F

03-3393-2731

お店様HP

https://www.kunitaku.com/

国際卓球 町田店

〒194-0013 東京都町田市原町田1-13-1 町田ハイツ壱番館１F

042-721-7041

お店様HP

https://www.kokusaitakkyu.com/html/newpage.html?code=5

通販サイト

https://www.kokusaitakkyu.com/shopdetail/000000010902/ct2858/page1/order/

丸善スポーツ

〒192-0053 東京都八王子市八幡町8-1

042-623-2264

お店様HP

http://maruzen-sp.com/

多摩スポーツ

〒186-0001 東京都国立市北１丁目12-2

042-575-4722

お店様HP

https://www.tamasports.jp/

るのスポーツ

〒197-0803 東京都あきる野市瀬戸岡161-4

042-550-6876

お店様HP

http://runosports.jp/

カズマスポーツ

〒180-0022 東京都武蔵野市境2丁目3-4

042-251-2034

お店様HP

https://kazuma.storeinfo.jp/

高橋運動具店

〒183-0022 東京都府中市宮西町1丁目12-1

042-362-3711

マルミスポーツ

〒191-0062 東京都日野市多摩平5-10-4

0425-81-1878

国際卓球 上大岡店

〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西2-9-28 ホワイトプラザ1F

045-844-2420

お店様HP

https://www.kokusaitakkyu.com/html/newpage.html?code=4

通販サイト

https://www.kokusaitakkyu.com/shopdetail/000000010902/ct2858/page1/order/

グリーンスポーツ

〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2丁目23-23

045-371-1858

お店様HP

https://greensp.jp/

TMスポーツ

〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町809-10

045-984-3219

お店様HP

http://www.tm-sports.co.jp/

河原ｽﾎﾟｰﾂ

〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町2-66

045-662-3036

フジスポーツ

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-28-3

044-711-0505

球スポーツ

〒243-0002 神奈川県厚木市元町9-26

046-224-4015

お店様HP

https://www.tamasports.com/

イシケンスポーツ本店

〒243-0018 神奈川県厚木市中町3丁目12-7

046-221-4176

関水スポーツ

〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-3-1

0466-26-3355

お店様HP

http://www.sekispo.jp/

卓球専門店 米山

〒400-0025 山梨県甲府市朝日4丁目5-17

055-252-8780

お店様HP

https://www.takkyu1.jp/

たくせん

〒380-0921 長野県長野市大字栗田850

026-226-0371

クラチスポーツ

〒395-0016 長野県飯田市伝馬町1丁目5番地

0265-22-5285

文正堂スポーツ

〒396-0026 長野県伊那市西町5178-2

0265-72-7281

お店様HP

http://www.bunseido-sports.jp/main.html

サイトウスポーツ

〒951-8046 新潟県新潟市中央区秣川岸通2-2342

0252-23-1959

お店様HP

http://www.saispo.com/

山甲スポーツ

〒940-0227 新潟県長岡市谷内2丁目4番2号

0258-52-2542

通販サイト

http://www.tochio.net/yamako/

氷見スポーツ

〒935-0021 富山県氷見市幸町28-16

0766-72-8567

お店様HP

https://himisports.com/

清水スポーツ

〒921-8011 石川県金沢市入江1-125

076-291-4545

お店様HP

https://ameblo.jp/shimizu-sp/

タクシンスポーツ

〒456-0053 愛知県名古屋市熱田区一番3-8-8

052-682-5068

お店様HP

http://www.takushin-sports.co.jp/

カトウスポーツ

〒505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町1749

0574-25-0865

お店様HP

http://www.katosp.com/

松生卓球道場

〒514-0823 三重県津市半田５９２－１

059-246-7500

西飯スポーツ

〒510-0244 三重県鈴鹿市白子町６９－９

059-386-7161

アポロゾーンスポーツ

〒543-0024 大阪府大阪市天王寺区内舟橋町11-5

06-6768-3103

お店様HP

https://aporozone.shop/

テーブルテニスアルファー

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目6-32

06-6302-8066

ハマダ卓球

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目１６－６

06-6649-5324

東大阪卓球

〒578-0937 大阪府東大阪市花園本町1-3-4

072-963-0390

お店様HP

https://higasioosakatakkyuu.com/

フジスポーツ

〒567-0817 大阪府茨木市別院町3−26

072-624-5101

さがねスポーツ

〒623-0066 京都府綾部市駅前通4

0773-42-2338

八幡スポーツ

〒614-8372 京都府八幡市男山笹谷4-2-D19-101

075-982-2355

ＣＯＭＦＹ ＡＲＥＮＡ

〒615-8103 京都府京都市西京区川島六ノ坪10-2ＴａｕＴ阪急洛西口Ｎ－15

075-394-7300

お店様HP

https://www.comfyarena.com/

ＴＴＳタカハシ神戸本店

〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目2-23メトロこうべ地下街

078-360-4343

お店様HP

https://www.tts-takahashi.com/kobe_shop.html

卓球専門店Ｇｒｅｅｎ

〒670-0971 兵庫県姫路市西延末１５６－７ テイサンビル２Ｆ北

079-298-8860

エムアイスポーツ

〒673-0532 兵庫県三木市緑が丘町中2-1-14

0794-85-0567

デジタルストライブ

〒524-0041 滋賀県守山市勝部１丁目３－１２ DSビル１F

077-598-1834

お店様HP

https://t-advance.jp/

卓球ショップバンバン

〒763-0071 香川県丸亀市田村町1271-1

0877-58-0302

ファミリー卓球

〒792-0811 愛媛県新居浜市庄内町１丁目11-61

0897-37-0841

お店様HP

https://fami-taku.jimdofree.com/

萩原卓球用具店 本店

〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町25-22

086-252-3821

お店様HP

https://itp.ne.jp/info/330245034400000899/

萩原卓球用具店 倉敷店

〒710-0824 岡山県倉敷市白楽町539

086-424-5500

お店様HP

https://itp.ne.jp/info/330245034400000899/

Kスポーツ

〒719-0104 岡山県浅口市金光町占見新田425-7

086-542-5777

広島縫製

〒730-0804 広島県広島市中区広瀬町6番5

082-291-6161

お店様HP

https://www.hiroshima-housei.com/

卓球ショップＳＫ

〒735-0008 広島県安芸郡府中町鶴江2-17-3

082-207-0933

お店様HP

http://www.pingpong-sk.com/

プロショップＡＴＳ 鳥取店

〒680-0861 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル2Ｆ

0857-51-0511

お店様HP

http://www.proshop-ats.com/ats/02_04tottori/02_04tottori.html

ＳＲＥ卓球ショップ出雲店

〒693-0007 島根県出雲市駅北町10-3 出雲アトネス出雲内

0853-31-9009

お店様HP

http://www.karahashi.com/shop/3483/

ＳＲＥ卓球ショップ浜田店

〒697-0015 島根県浜田市竹迫町2701-14

0855-22-6900

お店様HP

http://www.karahashi.com/shop/3479/

ＳＲＥ卓球ショップ益田店

〒698-0004 島根県益田市東町口1209

0856-31-4400

お店様HP

http://www.karahashi.com/shop/3475/

ワダ卓球

〒690-0017 島根県松江市西津田6-11-22

0852-25-4132

お店様HP

http://wadatakkyu.jp/

PROSPORTSアサキ

〒690-0015 島根県松江市上乃木４－３２－１ 大野ビル２階

0852-61-5461

幸太郎スポーツ

〒755-0033 山口県宇部市琴芝町1-1-25

0836-21-0884

お店様HP

https://www.yamasan-grp.co.jp/kotaro-sports/

プロショップＡＴＳ 山口店

〒753-0824 山口県山口市穂積町1-2 リバーサイド山陽2号館

083-928-5461

お店様HP

http://www.proshop-ats.com/ats/02_02yamaguchi/02_02yamaguchi.html

ヤマウチスポーツ本店

〒744-0012 山口県下松市北斗町８－２１

0833-41-4355

防府卓球センター ウチダスポーツ

〒747-0807 山口県防府市桑南2-14-3

0835-25-2251

お店様HP

https://uchidasp2000.wixsite.com/uchidasp

こぞのえスポーツ

〒816-0864 福岡県春日市須玖北9-40

092-573-5208

お店様HP

http://www.kozonoe-sports.com/

友愛スポーツ用品店

〒800-0025 福岡県北九州市門司区柳町1丁目3-14

093-381-0265

宝スポーツ

〒850-0044 長崎県長崎市天神町3-1

095-845-3477

フォース卓球アカデミー

〒870-0846 大分県大分市花園2丁目10-26

097-546-3313

-甲信越-

-北陸-

-中部-

-関西-

-中国・四国-

-九州-

-ショッピングサイト卓球応援団

http://www.tt-ouendan.com/products/detail.php?product_id=19453

卓激屋

https://www.takugekiya.com/product_info.php/products_id/11554

卓球99.com

https://ta999.com/products/detail/4028

JASUPO

https://www.jasupo.com/shop/jspcube/html/products/detail.php?product_id=79933

