
コールマン GOSOLO キャンペーン実施店舗 中部エリア

都道府県 店舗区分 店舗名 住所 TEL

新潟県 販売店 スーパースポーツゼビオ 新潟亀田店 新潟県新潟市江南区早苗4-3-3 025-383-3939

新潟県 販売店 スポーツオーソリティ 新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号イオンモール新潟南 025-383-5825

新潟県 販売店 スポーツデポ 上越店 新潟県上越市上源入651番地 0255-45-6270

新潟県 販売店 ヒマラヤスポーツ ⾧岡店 新潟県⾧岡市古正寺町1丁目161-1 0258-28-4486

新潟県 販売店 ヒマラヤスポーツ 柏崎店 新潟県柏崎市岩上7-14 0257-21-8320

富山県 販売店 アルペン 高岡店 富山県高岡市内免353番1 0766-26-5381

富山県 販売店 キャンパルショップ 富山店 富山県富山市新根塚町1丁目9-50 076-461-6851

富山県 販売店 スポーツオーソリティ 高岡店 富山県高岡市下伏間江383番地イオンモール高岡 0766-27-2485

富山県 販売店 スポーツデポ 婦中店 富山県富山市婦中町速星123番地の1 076-465-1930

石川県 販売店 スポーツオーソリティ かほく店 石川県かほく市内日角タ25番イオンモールかほく1階 076-289-2312

石川県 販売店 スポーツオーソリティ 新小松店 石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松3階 0761-58-0290

石川県 販売店 スポーツデポ 金沢鞍月店 石川県金沢市戸水二丁目105番 076-266-1770

石川県 販売店 スポーツデポ 金沢大桑店 石川県金沢市大桑2丁目405番地 076-243-8818

福井県 販売店 スポーツデポ 福井大和田店 福井県福井市大和田町1丁目308番地   0776-57-7371

福井県 販売店 ヒマラヤスポーツ 越前店 福井県越前市高木町37-1-1 0778-22-1150

福井県 販売店 フィールドセブン 福井北店 福井県福井市高柳2丁目2001 (オートバックス福井北店内) 0776-52-2657

山梨県 販売店 アウトドアワールド 甲府店 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1398 055-227-6620

山梨県 販売店 スポーツデポ 甲府昭和インター店 山梨県甲府市徳行5丁目12番30号 055-225-2370

山梨県 販売店 スポーツデポ 甲府店 山梨県甲府市上阿原町352-1 055-225-2431

⾧野県 直営店 コールマンショップ 軽井沢店 ⾧野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢プリンスショッピングプラザ E-B-1-2 0267-41-2571

⾧野県 販売店 スーパースポーツゼビオ 松本芳川店 ⾧野県松本市村井町北2-14-57 0263-85-4939

⾧野県 販売店 スーパースポーツゼビオ ⾧野南高田店 ⾧野県⾧野市大字高田1841-1 026-268-4811

⾧野県 販売店 スポーツオーソリティ松本店 ⾧野県松本市中央4丁目9番51号イオンモール松本 晴庭3階 0263-37-5090

⾧野県 販売店 スポーツデポ 佐久北インター店 ⾧野県小諸市御影新田字香久保2616-1 0267-22-0260

⾧野県 販売店 スポーツデポ ⾧野店 ⾧野県⾧野市大字川合新田3401番1   026-222-2244

⾧野県 販売店 スポーツデポ 南松本店 ⾧野県松本市南松本2丁目5番42号 0263-27-6971

岐阜県 直営店 コールマン 土岐プレミアムアウトレット店 岐阜県土岐市土岐ヶ丘1-2 土岐プレミアムアウトレット755区 0572-53-2572

岐阜県 アドバイザリーショップ ヒマラヤスポーツ 本館 岐阜県岐阜市江添1-4-6 058-276-8000

岐阜県 販売店 CAMP LINK 岐阜店 宇佐南1丁目15番地5号 058-278-2220

岐阜県 販売店 スポーツオーソリティ イオンタウン大垣店 岐阜県大垣市三塚町丹瀬463番地1イオンタウン大垣 0584-83-8333

岐阜県 販売店 スポーツオーソリティ 各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町3-8イオンモール各務原 058-375-3304

岐阜県 販売店 スポーツオーソリティ 岐阜マーサ21店 岐阜県岐阜市正木中1丁目2番1号0 058-296-5931

岐阜県 販売店 ヒマラヤスポーツ クロスガーデン中津川店 岐阜県中津川市かやの木町1番52号 0573-62-1650

岐阜県 販売店 ヒマラヤスポーツ マーゴ関店 岐阜県関市倉知516 0575-21-2177

岐阜県 販売店 ヒマラヤスポーツ モレラ岐阜店 岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜2F 058-320-2511

岐阜県 販売店 ヒマラヤスポーツ ラスパ御嵩店 岐阜県可児郡御嵩町上恵土1010-1ラスパ御嵩 別棟 0574-68-0150

岐阜県 販売店 ヒマラヤスポーツ 各務原インター店 岐阜県各務原市小佐野町1丁目19番1 058-383-8600

岐阜県 販売店 ヒマラヤスポーツ 高山店 岐阜県高山市岡本町4-139 0577-37-1520

岐阜県 販売店 ヒマラヤスポーツ 多治見店 岐阜県多治見市小田町6-1-4 0572-21-1552

岐阜県 販売店 ホームセンターバロー 各務原中央店  岐阜県各務原市蘇原青雲町四丁目1番21 058-380-7855

岐阜県 販売店 ホームセンターバロー 可児坂戸店 岐阜県可児市坂戸102番 0574-61-2424

岐阜県 販売店 ホームセンターバロー 北方店 岐阜県本巣郡北方町高屋西部土地区画整理地内16街区1 058-320-3522

岐阜県 販売店 ホームセンターバロー 瑞浪中央店 岐阜県瑞浪市益見町3丁目86番地 0572-66-5525

岐阜県 販売店 ホームセンターバロー メガストア羽島インター店 岐阜県羽島市江吉良町2939 058-397-1600

静岡県 直営店 コールマン 御殿場プレミアムアウトレット店 静岡県御殿場市深沢1312 御殿場プレミアムアウトレット2030区 0550-70-1277

静岡県 アドバイザリーショップ アルペンアウトドアーズ ららぽーと沼津店 静岡県沼津市東椎路字東荒301番地3   055-923-0215

静岡県 アドバイザリーショップ アルペンアウトドアーズ 浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3 053-466-5861

静岡県 販売店 キャンパルショップ 弁天島店 静岡県湖西市新居町新居3390-1 053-522-8881

静岡県 販売店 SWEN イオンモール富士宮店 静岡県富士宮市浅間町1-8イオンモール富士宮2F 0544-28-2700

静岡県 販売店 SWEN クロスガーデン富士中央店 静岡県富士市中央町3丁目13-7 0545-55-2300

静岡県 販売店 SWEN 御殿場店 静岡県御殿場市萩原51-3 0550-80-3551

静岡県 販売店 SWEN 三島店  静岡県駿東郡清水町玉川24-1(サントムーン柿田川SC敷地内) 055-981-8520

静岡県 販売店 SWEN 焼津店 静岡県焼津市東小川1丁目8番-4 054-621-5015

静岡県 販売店 SWEN 清水店 静岡県静岡市清水区袖師町1471-4 054-361-1581

静岡県 販売店 SWEN 袋井ｲﾝﾀｰ店 静岡県袋井市堀越518-1 0538-41-2155

静岡県 販売店 SWEN 島田店 静岡県島田市宝来町8-6 0547-36-5551

静岡県 販売店 SWEN 浜松店 静岡県浜松市東区和田町883-1 053-411-5133

静岡県 販売店 スーパースポーツゼビオ 浜松宮竹店 静岡県浜松市東区上西町1020-1 053-466-3030

静岡県 販売店 スポーツオーソリティ 浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂2丁目37番1号イオンモール浜松志都呂 2F 053-415-2021

静岡県 販売店 スポーピアシラトリ 黄瀬川店 静岡県駿東郡清水町八幡6-1 055-930-8888

静岡県 販売店 スポーピアシラトリ 静岡店 静岡県静岡市葵区東町66 054-254-0171

静岡県 販売店 スポーピアシラトリ 藤枝店 静岡県藤枝市築地575-1 054-646-2200

静岡県 販売店 スポーピアシラトリ 浜松中央店 静岡県浜松市東区上西町906 053-466-7700

静岡県 販売店 スポーピアシラトリ 富士店 静岡県富士市青葉町564 0545-60-3300

静岡県 販売店 ホームセンターバロー 浜松浜北店 静岡県浜松市浜北区平口2861 053-581-1811

愛知県 アドバイザリーショップ アルペンアウトドアーズ フラッグシップ愛知東郷店 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事 0561-39-3200

愛知県 アドバイザリーショップ アルペンアウトドアーズ 春日井店 愛知県春日井市東野新町二丁目1-21 0568-56-7261

愛知県 アドバイザリーショップ スポーツオーソリティ 常滑店 愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3イオンモール常滑2F 0569-36-1560

愛知県 販売店 アルペン 岡崎店 愛知県岡崎市井田西町4-2 0564-21-9733

愛知県 販売店 エルブレス 名古屋みなと店 愛知県名古屋市港区砂美町1-5 052-665-2081

愛知県 販売店 SWEN エアポートウォーク名古屋店 愛知県西春日井郡豊山町豊場林先1番8 エアポートウォーク名古屋 3F 0568-39-3443

愛知県 販売店 SWEN ヒルズウォーク徳重店  愛知県名古屋市緑区元徳重1丁目505番地ヒルズウォーク徳重ガーデンズ2F 052-879-6810

愛知県 販売店 SWEN ラグーナ蒲郡店 愛知県蒲郡市海陽町2丁目2番地 0533-58-2202

愛知県 販売店 SWEN 一宮店 愛知県一宮市常願通8丁目14 0586-26-1315

愛知県 販売店 SWEN 高蔵寺店 愛知県春日井市中央台1-1-2 0568-94-5175

愛知県 販売店 SWEN 豊田店 愛知県豊田市前山町4丁目5-1 0565-25-2252

愛知県 販売店 スーパースポーツゼビオ 豊橋向山店 愛知県豊橋市つつじヶ丘1-11-3 0532-64-5677

愛知県 販売店 スポーツオーソリティ アウトドアステージ ⾧久手店 愛知県⾧久手市⾧久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区イオンモール⾧久手 3階 0561-64-5270

愛知県 販売店 スポーツオーソリティ 岡崎店 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5イオンモール岡崎 0564-59-2020

愛知県 販売店 スポーツオーソリティ 守山店 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3丁目1228番地イオン守山 052-739-0211

愛知県 販売店 スポーツオーソリティ 東浦店 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 イオンモール東浦 0562-82-2611

愛知県 販売店 スポーツオーソリティ 木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ッヶ池25-1イオンモール木曽川 0586-84-3221



愛知県 販売店 スポーツオーソリティ熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1丁目2-11 イオンモール熱田 4F 052-884-7937

愛知県 販売店 スポーツオーソリティ名古屋茶屋店 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11イオンモール名古屋茶屋2階 052-309-7533

愛知県 販売店 スポーツデポ 一宮店 愛知県一宮市常願通7丁目27番地 0586-23-2560

愛知県 販売店 スポーツデポ 山王店 愛知県名古屋市中川区山王2丁目3-47  052-323-8441

愛知県 販売店 スポーツデポ 小牧店 愛知県小牧市堀の内5丁目146番地    0568-76-0787

愛知県 販売店 スポーツデポ 東浦店 愛知県知多郡東浦町大字緒川字北新田8-1 0562-84-4401

愛知県 販売店 スポーツデポ 有松インター店 名古屋市緑区南陵601番地 052-624-1160

愛知県 販売店 ヒマラヤスポーツ アピタ稲沢店 愛知県稲沢市天池五反田町1 アピタ稲沢1F 0587-24-2630

愛知県 販売店 ヒマラヤスポーツ ギャラリエアピタ知立店 愛知県知立市⾧篠町大山18番地1 ギャラリエアピタ知立店2F 0566-84-5333

愛知県 販売店 ヒマラヤスポーツ リブレ豊田元宮店 愛知県豊田市元宮町2丁目11番 リブレ豊田元宮2F 0565-37-1370

愛知県 販売店 ヒマラヤスポーツ 蒲郡店 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田1番地26 0533-66-3055

愛知県 販売店 ヒマラヤスポーツ 春日井店 愛知県春日井市浅山町3-16-7 0568-56-7230

愛知県 販売店 ヒマラヤスポーツ 東海店 愛知県東海市荒尾町見幕88 052-689-2111

愛知県 販売店 ホームセンターバロー 小牧岩崎店 愛知県小牧市小牧岩崎山前土地区画事業地内68街区1-1 0568-42-2900

愛知県 販売店 ホームセンターバロー メガストア稲沢平和店 愛知県稲沢市平和町上三宅上屋敷1-3 0567-47-1200

愛知県 販売店 WILD-1 名古屋守山店 愛知県名古屋市守山区森孝3-115 052-777-3120


