
コールマン　GOSOLO キャンペーン実施店舗　北海道・東北エリア

都道府県 店舗区分 店舗名 住所 TEL

北海道 アドバイザリーショップ アルペンアウトドアーズ フラッグシップ札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒9条12丁目1番15 011-671-5800

北海道 販売店 アイビック コルソ札幌 札幌市手稲区富丘3条4丁目11-1 011-590-0992

北海道 販売店 アルペン 函館梁川店 北海道函館市梁川町15番27号 0138-31-7581

北海道 販売店 イオン北海道 札幌発寒店 札幌市西区発寒8条12丁目1 011-669-5000

北海道 販売店 イオン北海道 札幌平岡店 札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 011-889-5001

北海道 販売店 イオン北海道 苫小牧店 苫小牧市柳町3丁目1-20 0144-51-3100

北海道 販売店 ジョイフルエーケー 帯広店 帯広市東7条南16丁目2-1 0155-28-3333

北海道 販売店 ジョイフルエーケー 大曲店 北広島市大曲工業団地7丁目3番4号 011-370-5555

北海道 販売店 ジョイフルエーケー 大麻店 江別市大麻198番地3 011-351-3333

北海道 販売店 ジョイフルエーケー 屯田店 札幌市北区屯田8条5丁目5番1号 011-775-7777

北海道 販売店 スーパースポーツゼビオ ドーム札幌月寒店 札幌市豊平区月寒東三条11-1-10 011-859-6670

北海道 販売店 スーパースポーツゼビオ 旭川永山店 旭川市永山三条3-2-4 0166-46-0717

北海道 販売店 スポーツオーソリティ 旭川西店 北海道旭川市緑町23丁目2161番地3イオンモール旭川西 0166-59-5801

北海道 販売店 スポーツオーソリティ 札幌苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目1番1号 イオンモール札幌苗穂 011-789-6020

北海道 販売店 スポーツオーソリティ 札幌平岡店 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 イオンモール札幌平岡1階 011-887-3370

北海道 販売店 スポーツオーソリティ 苫小牧店 北海道苫小牧市柳町3-1-20イオンモール苫小牧 0144-52-0588

北海道 販売店 スポーツデポ 旭川永山店 北海道旭川市永山3条7丁目2番3号　　　 0166-47-2073

北海道 販売店 スポーツデポ 宮の沢店 北海道札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目1番 011-665-6140

北海道 販売店 スポーツデポ 釧路店 北海道釧路郡釧路町桂木4丁目8番地　　　 0154-36-8388

北海道 販売店 スポーツデポ 光星店 北海道札幌市東区北9条東4丁目19番地 011-721-1565

北海道 販売店 スポーツデポ 帯広店 北海道帯広市稲田町南8線西10番6 0155-47-8150

北海道 販売店 スポーツデポ 大曲店 北海道北広島市大曲幸町2丁目8番地2 011-377-1477

北海道 販売店 坂本ホーマ アウトドア・フィッシング FLOS店 北見市中央三輪6丁目443-1 0157-36-0288

北海道 販売店 坂本ホーマ 斜里店 北海道斜里郡斜里町青葉33-2 0152-23-6001

北海道 販売店 秀岳荘 白石店 札幌市白石区本通1丁目南2-14 011-860-1111

北海道 販売店 秀岳荘 北大店 札幌市北区北12条西3丁目2-15 011-726-1235

北海道 販売店 DCMホーマック 元町店アウトドア・レジャー館 札幌市東区北16条東19丁目4-15 011-789-7575

北海道 販売店 DCMホーマック 篠路店アウトドア・レジャー館 札幌市北区太平12条1丁目1-1（MEGA ﾄﾞﾝ・キホーテ 札幌篠路店2F） 011-776-5222

青森県 販売店 スポーツオーソリティ つがる柏店 青森県つがる市柏稲盛幾世41イオンモールつがる柏 0173-27-5260

青森県 販売店 スポーツオーソリティ 下田店 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1イオンモール下田 0178-50-5005

青森県 販売店 スポーツデポ 青森店 青森県青森市三好2丁目1番15 017-783-4860

青森県 販売店 タケダスポーツ 弘前店 青森県弘前市城東北4-5-5 0172-28-1533

青森県 販売店 DCMサンワ 青森中央1号館 青森市緑3丁目11番地の3 017-734-3000

岩手県 販売店 スーパースポーツゼビオ 盛岡盛南店 岩手県盛岡市本宮六丁目7番17号 019-656-4666

岩手県 販売店 スポーツオーソリティ イオンタウン釜石店 岩手県釜石市港町2丁目1番1号　イオンタウン釜石　3階 0193-31-3286

岩手県 販売店 スポーツオーソリティ 盛岡店 岩手県盛岡市前潟4丁目7番1号イオンモール盛岡 019-605-3666

岩手県 販売店 スポーツデポ 盛岡南店 岩手県盛岡市向中野七丁目16番90号　　 019-635-7716

宮城県 販売店 スーパースポーツゼビオ あすと長町店 宮城県仙台市太白区あすと長町一丁目4番50号 022-748-0850

宮城県 販売店 スーパーセンタートラスト 岩出山店 宮城県大崎市岩出山山上野目字涎池17⁻1 0229-73-1511

宮城県 販売店 スポーツオーソリティ 新利府店 宮城県宮城郡利府町新中道三丁目1番1イオンモール新利府 南館 2階 022-349-1151

宮城県 販売店 スポーツオーソリティ 石巻店 宮城県石巻市茜平四丁目104番地イオンモール石巻1階 0225-92-4031

宮城県 販売店 スポーツオーソリティ 名取店 宮城県名取市杜せきのした5-3-1イオンモール名取 3階 022-381-1251

宮城県 販売店 スポーツデポ 仙台新港店 宮城県仙台市宮城野区中野三丁目3番地の4 022-258-5556

宮城県 販売店 スポーツデポ 仙台泉店 宮城県仙台市泉区上谷刈四丁目11番36号 022-776-3981

宮城県 販売店 WILD-1 仙台泉店 宮城県仙台市泉区泉中央2-11-8 022-371-7611

宮城県 販売店 WILD-1 仙台東インター店 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1-22-55 022-254-8780

秋田県 販売店 スーパースポーツゼビオ 秋田茨島店 秋田県秋田市茨島1-4-65 018-863-8001

秋田県 販売店 スーパーセンタートラスト 雄物川店 秋田県横手市雄物川町造山字杜の前103 0182-56-2340

秋田県 販売店 スポーツオーソリティ 秋田店 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1イオンモール秋田3F 018-892-7531

秋田県 販売店 スポーツデポ 秋田茨島店 秋田県秋田市茨島四丁目3番20号 018-867-0201

山形県 販売店 スポーツデポ 山形店 山形県山形市馬見ケ崎4丁目4番15号　　 023-681-2751

福島県 販売店 APORITO いわき鹿島店 福島県いわき市鹿島町走熊字西反町2 Wonder GOO いわき鹿島店内 0246-46-0651

福島県 販売店 スーパースポーツゼビオ いわき店 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5 0246-28-3939

福島県 販売店 スーパースポーツゼビオ 郡山西ノ内店 福島県郡山市西ノ内2-11-35 024-923-2739

福島県 販売店 スポーツオーソリティ イオンタウン郡山店 福島県郡山市松木町2-88イオンタウン郡山 024-941-7181

福島県 販売店 スポーツデポ 郡山フェスタ店 福島県郡山市日和田町大原3番地 024-958-6401

福島県 販売店 WILD-1 郡山店 福島県郡山市大槻町字針生西11-1 024-931-5180


