
ビンディングの取付け・調整は、国際規格 ISO 11088（日本でも1997年に JIS化： JIS S 7028）：

スキー/ビンディング/ブーツ（S-B-B システム）の組み立て・調整に準拠して行われなければなりません。

日本スキー産業振興協会では、毎年「S-B-B 認定整備技術者セミナー」を開催し、正しい手順について講習を行っています。

本年度受講され認定を受けたスキーショップ、レンタルショップ、スキースクールを一覧にしています。

ビンディングの取付け・調整は「S-B-B 認定整備技術者セミナー 2015」を受講し、正しい手順を学んだところで行ってください。



都道府県 店名 住所 電話番号

北海道 (株)GOLDWIN THE NORTH FACE  GRAVITY  NISEKO 044-0081 北海道虻田郡倶知安町山田170-150 0136-55-8086

北海道 (株)ICI石井スポーツ 宮の沢店 063-0051 北海道札幌市西区宮の沢一条1丁目6-1 011-676-8360

北海道 (株)ICI石井スポーツ 札幌店 060-0011 北海道札幌市中央区北十一条西15丁目29-3 011-726-2288

北海道 (株)Niseko343 044-0081 北海道虻田郡倶知安町山田170-301 0136-23-0343

北海道 (株)あすかスポーツ 067-0002 北海道江別市緑町西1丁目94番地 011-383-6750

北海道 (株)りんゆう観光 層雲峡事業所 078-1701 北海道上川郡上川町層雲峡大雪山層雲峡･黒岳ﾛｰﾌﾟｳｪｲ 01658-5-3031

北海道 (株)アルペン AP音更 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西16丁目1番地12 0155-30-1681

北海道 (株)アルペン AP小樽 047-0016 北海道小樽市信香町3番8号 0134-25-3440

北海道 (株)アルペン AP千歳 066-0039 北海道千歳市富士3丁目5-13 0123-26-2107

北海道 (株)アルペン AP函館梁川 040-0015 北海道函館市梁川町15番24号 0138-31-7581

北海道 (株)アルペン SD旭川永山 079-8412 北海道旭川市永山二条三丁目1番15号 0166-47-2073

北海道 (株)アルペン SD岩見沢 068-0851 北海道岩見沢市大和一条9丁目2番 0126-20-0510

北海道 (株)アルペン SD宮の沢 006-0004 北海道札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目1番8号 011-665-6140

北海道 (株)アルペン SD釧路 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木四丁目8番地 0154-36-8388

北海道 (株)アルペン SD光星 060-0909 北海道札幌市東区北九条東4-19 011-721-1565

北海道 (株)アルペン SD厚別東 004-0004 北海道札幌市厚別区厚別東四条3-24-5 011-899-3771

北海道 (株)アルペン SD帯広 080-0835 北海道帯広市稲田町南8線西10番6 0155-47-8150

北海道 (株)アルペン SD大曲 061-1278 北海道北広島市大曲幸町2丁目8番地2 011-377-1477

北海道 (株)アルペン SD北見 090-0835 北海道北見市光西町184番地4 0157-24-6980 

北海道 (株)アルペン スポーツデポ旭川永山店 079-8413 北海道旭川市永山3条7-2-3 0166-47-2073

北海道 (株)アルペン スポーツデポ大曲店 004-0072 北海道札幌市厚別区厚別北2条2丁目7番23号 090-9521-8475

北海道 (株)アンビックス 朝里川温泉スキー場 047-0154 北海道小樽市朝里川温泉1-394 0134-54-0101

北海道 (株)ウィンケル SIA公認 ウィンケルスノースクール 047-0154 北海道小樽市朝里川温泉2-686 0134-52-1185

北海道 (株)エアフォルク 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西17丁目4-9ﾉｰｽﾌｧｲﾝN5-202 011-699-5381

北海道 (株)エコノス 080-0102 北海道河東郡音更町大通北1-1-2 090-3770-7324

北海道 (株)エコノス 088-0622 北海道釧路郡釧路町木場1-3-3 0154-38-3330

北海道 (株)エコノス オフハウス 旭川パルプ店 070-0011 北海道旭川市ﾊﾟﾙﾌﾟ町1条2丁目505-2ｴｺﾀｳﾝ旭川ﾊﾟﾙﾌﾟ店 0166-23-4700

北海道 (株)エコノス オフハウス釧路鳥取大通店 084-0906 北海道釧路市鳥取大通2-6-15 015-468-4068

北海道 (株)エコノス オフハウス恵庭店 061-1409 北海道恵庭市黄金南7丁目18-1 0123-39-3380

北海道 (株)エコノス オフハウス札幌あいの里店 002-8071 北海道札幌市北区あいの里一条6丁目2-2 011-594-8864

北海道 (株)エコノス オフハウス札幌南郷20丁目店 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通20丁目南3番10号 011-827-7411

北海道 (株)エコノス オフハウス札幌伏古店 007-0862 北海道札幌市東区伏古二条4丁目3-5 011-781-2222

北海道 (株)エコノス オフハウス札幌北41条店 007-0841 北海道札幌市東区北四十一条東6丁目3-10 011-721-1433

北海道 (株)エコノス オフハウス小樽インター店 047-0005 北海道小樽市勝納町8-7 0134-64-1211

北海道 (株)エコノス オフハウス滝川店 073-0013 北海道滝川市南滝の川115-4 0125-26-1010

北海道 (株)エコノス オフハウス北見南大通店 090-0834 北海道北見市とん田西町248-1 015-732-7266

北海道 (株)エコノス オフハウス網走店 093-0033 北海道網走市駒場北5丁目84-14 0152-61-1788

北海道 (株)キロロアソシエイツ 046-0571 北海道余市郡赤井川村常盤128-1 0135-34-7171

北海道 (株)ゲオ セカンドストリート札幌手稲店 006-0816 北海道札幌市手稲区前田6条13丁目1番15号ｹﾞｵ札幌手稲店内 011-686-3000

北海道 (株)ゲオ セカンドストリート川沿店 005-0803 北海道札幌市南区川沿三条一丁目1-60 011-578-1450

北海道 (株)ゲオ セカンドストリート滝川店 073-0018 北海道滝川市朝日町西3丁目1番38号 0125-24-8572

北海道 (株)サッポロスタジオ モイワ山荘 064-0913 北海道札幌市中央区南十三条西23丁目5-15 011-374-1717

北海道 (株)スポーツハウス 札幌スポーツ館 本店 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西 011-222-5151

北海道 (株)スポーツハウス 札幌スポーツ館イオンモール旭川駅前店 070-0030 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前 0166-23-0191

北海道 (株)スポーツ用品店うめや 西野店 063-0062 北海道札幌市西区西町南5丁目1番20号 011-663-0767

北海道 (株)ハンクス KEI-SKI事業部 060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目10番地 011-232-1238

北海道 (株)パドルクラブ 札幌池内店 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西2丁目18池内GATE 4F 011-200-0357

北海道 (株)パドルクラブ 札幌店 004-0042 北海道札幌市厚別区大谷地西1丁目2 011-890-8777

北海道 (株)マックアースリゾート北海道 スノークルーズオーンズ 047-0265 北海道小樽市春香町357 0134-62-2228

北海道 (株)メガスポーツ 旭川西 070-0823 北海道旭川市緑町23丁目2161-3 0166-59-5801

北海道 (株)メガスポーツ 札幌苗穂 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂2条3-1-1 ｲｵﾝ札幌苗穂ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 011-789-6020

北海道 (株)メガスポーツ 苫小牧 053-0007 北海道苫小牧市柳町3-1-20 ｲｵﾝ苫小牧ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 0144-52-0588

北海道 (株)レモンコーポレーション 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西2丁目18番地 011-242-0404

北海道 (株)札幌リゾート開発公社 札幌国際スキー場 061-2301 北海道札幌市南区定山渓937札幌国際ｽｷｰ場 011-598-4511

北海道 (株)札幌振興公社 藻岩山事業部 064-0942 北海道札幌市中央区伏見5丁目3-7札幌もいわ山ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山麓駅 011-561-8177

北海道 (株)瑞宝舎 001-0010 北海道札幌市北区北十条西3丁目2番地 011-747-7777

北海道 (株)西條 士別店 095-0019 北海道士別市大通り東16丁目 0165-29-2525

北海道 (株)西條 枝幸店 098-5821 北海道枝幸郡枝幸町栄町301-1 0163-69-2525

北海道 (株)西條 稚内店 097-0005 北海道稚内市大黒4丁目7-1 0162-24-5151

北海道 (株)東急リゾートサービス ニセコグランヒラフ 044-0081 北海道虻田郡倶知安町字山田204 0136-22-0109

北海道 (株)北欧スポーツ 093-0014 北海道網走市南四条西一丁目 0152-44-7581

北海道 (株)北見都市施設管理公社 090-0808 北海道北見市若松651番地 0157-22-210

北海道 (有)ウィンターファースト 048-1321 北海道磯谷郡蘭越町湯里224-19 0136-58-2501

北海道 (有)ニセコファイン ニセコスキーサービス 048-1511 北海道虻田郡ﾆｾｺ町ﾆｾｺ431-1 0136-58-3568

北海道 (有)ブーム Boom Sports 044-0031 北海道虻田郡倶知安町南一条西1丁目12-2Boom BLDG. 0136-23-0011

北海道 (有)靴スポーツのすま 096-0011 北海道名寄市西一条南6丁目 01654-2-2616

北海道 (有)成田商店 061-1415 北海道恵庭市泉町62番地 0123-33-3770

北海道 CLIFF SKI SCHOOL 001-0901 北海道札幌市北区新琴似一条11丁目1-21 090-1528-3992

北海道 DDS 070-8017 北海道旭川市神居7条18丁目2-2 0166-62-7982

北海道 NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構 085-0467 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目6-20 0154-67-3200

北海道 SAWAウィンタースポーツアカデミー 061-3377 北海道石狩市親船町1-18 0133-62-8242



北海道 かもい岳スキー学校 073-0124 北海道砂川市吉野四条南4丁目1-5 090-5076-9576

北海道 ばんけいスキー学校 美穂 064-0954 北海道札幌市中央区宮の森四条12丁目6番25号 090-7051-7162

北海道 めむろスキースクール 082-0073 北海道河西郡芽室町中伏古 0155-61-5537

北海道 アミューズメント北海道(株) 060-0004 北海道札幌市中央区北四条西6丁目1毎日札幌会館9F 011-219-1501

北海道 アライ地所(株) カムイスキーリンクス 074-1181 北海道旭川市神居町西丘112 0166-72-2311

北海道 イオン北海道(株) イオン余市店 046-0003 北海道余市郡余市町黒川町12丁目62-1ｲｵﾝ余市店 0135-23-2527

北海道 エイチファクトリー 062-0054 北海道札幌市豊平区月寒東四条15丁目2-18 011-859-4430

北海道 エヌテック(株) 本社 065-0019 北海道札幌市東区北十九条東19丁目4-20ｴﾇﾃｯｸ株式会社 011-214-0122

北海道 オーンズスキースクール 047-0265 北海道小樽市春香町357番地 0134-62-1454

北海道 グローイングスポーツクラブ 080-0018 北海道帯広市西八条南31丁目28 0155-47-6090

北海道 サッポロモイワジュニアスキークラブ SIA公認札幌NEスキースクール 005-0832 北海道札幌市南区北ﾉ沢1904-59 011-572-2696

北海道 サンシャインジュニアスキー教室 060-0053 北海道札幌市中央区南三条東2丁目1番地ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾙ株式会社 011-221-3411

北海道 サンシャインスポーツクラブ 060-0053 北海道札幌市中央区南三条東2丁目ｻﾝｼｬｲﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 011-221-3411

北海道 シダックスフードサービス(株) 005-0862 北海道札幌市南区滝野247滝野すずらん公園 011-594-2444

北海道 ジャパンレンタル(株) 063-0012 北海道札幌市西区福井9丁目1-23 011-666-5995

北海道 スポーツシステム パーソン 080-0804 北海道帯広市東4条南17丁目19番地 0155-21-2745

北海道 スワローレンタサービス(株)東北 北海道支社 001-0906 北海道札幌市北区新琴似六条17丁目1-11 011-768-5255

北海道 ゼビオ(株) XS アリオ札幌 065-0007 北海道札幌市東区北7条東9丁目2番20号 011-743-9211

北海道 ゼビオ(株) ドーム札幌月寒 062-0053 北海道札幌市豊平区月寒東三条11-1-10 011-859-6670

北海道 ゼビオ(株) モルエ室蘭中島 050-0075 北海道室蘭市中島本町1-1-11 0143-41-6333

北海道 ゼビオ(株) 旭川永山 079-8413 北海道旭川市永山三条3-2-4 0166-46-0717

北海道 ゼビオ(株) 釧路 088-0622 北海道釧路郡釧路町木場1-3-4 0154-37-5561

北海道 ゼビオ(株) 札幌太平 002-8006 北海道札幌市北区太平6条2丁目2番1号 011-771-4501

北海道 ゼビオ(株) 新さっぽろ 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目3-15 011-802-2666

北海道 ゼビオ(株) 新発寒 006-0804 北海道札幌市手稲区新発寒四条1-1-85 011-665-5778

北海道 ゼビオ(株) 帯広いっきゅう 080-2469 北海道帯広市西十九条南2-30-5 0155-38-5220

北海道 ゼビオ(株) 滝川 073-0024 北海道滝川市東町8丁目311-1 0125-23-6767

北海道 ゼビオ(株) 苫小牧柳町 053-0053 北海道苫小牧市柳町4丁目3-25 0144-53-5755

北海道 ゼビオ(株) 函館昭和タウンプラザ 041-0812 北海道函館市昭和1-29-1 0138-40-0258

北海道 ゼビオ(株) 北見 090-0836 北海道北見市東三輪4-12-2 0157-26-3115

北海道 テングヤマスノースクール 047-0023 北海道小樽市最上2-21-2 0134-34-1471

北海道 トモエ商事(株) 北広島店 061-1121 北海道北広島市中央3丁目8-2第6ﾆｭｰｵｰﾀﾆﾋﾞﾙ 011-373-4677

北海道 ニセコビレッジ(株) 048-1592 北海道虻田郡ﾆｾｺ町字東山温泉ﾆｾｺﾋﾞﾚｯｼﾞｽｷｰﾘｿﾞｰﾄ 0136-44-2211

北海道 ヒラキスポーツ 043-1401 北海道奥尻郡奥尻町字奥尻265 01397-2-2460

北海道 プラッサ 073-0404 北海道歌志内市歌神95 0125-42-3939

北海道 マウントレースイ スキー&スノーボードスクール 068-0411 北海道夕張市末広２丁目４番 0123-52-5000

北海道 ワイエムエムプランニング スポーツ販売部 078-8802 北海道旭川市緑が丘東2条3丁目3-15 0166-66-0505

北海道 一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 藤野野外スポーツ交流施設(Fus snowareaスキースクール) 064-0931 北海道札幌市中央区中島公園1番5号 札幌市中島体育ｾﾝﾀｰ内 011-530-5550

北海道 加森観光(株) テイネ事業部 サッポロテイネ スキー場 006-0029 北海道札幌市手稲区手稲本町593番地3 011-682-6000

北海道 加森観光(株) ルスツリゾート レンタル 048-1711 北海道虻田郡留寿都村泉川13番地 0136-46-3848

北海道 加森観光(株) ルスツ事業部 アトラクション ケーブル 084-1711 北海道虻田郡留寿都村字泉川13番地 0136-46-3848

北海道 岩見沢スキー学校 068-0136 北海道岩見沢市栗沢町必成315-71 0126-45-4489

北海道 佐々木商事 041-1251 北海道北斗市本郷2丁目12-11 0138-77-6033

北海道 札幌市スポーツ救護赤十字奉仕団 003-0029 北海道札幌市白石区平和通5丁目北12-17 090-7055-4152

北海道 札幌藻岩山スキー学校 005-0040 北海道札幌市南区藻岩下1991 011-582-1166

北海道 七飯スキー学校 041-1351 北海道亀田郡七飯町東大沼666 090-4875-5121

北海道 新十津川スキー学校 073-1105 北海道樺戸郡新十津川町花月353-30 0125-74-2436

北海道 石田スポーツ(株) 068-0021 北海道岩見沢市一条西2丁目9番地1 0126-22-2500

北海道 日本ハーモニーリゾート(株) ニセコスポーツ 044-0082 北海道虻田郡倶知安町岩尾別328-1 090-6265-3688

北海道 風の(株) 052-0012 北海道伊達市松ｹ枝町 080-681-2258

北海道 北海道グラウンドサービス(株) 060-0010 北海道札幌市中央区北十条西16丁目拓殖ﾋﾞﾙ2階 011-624-8811

北海道 北広島スキースクール21 004-0865 北海道札幌市清田区北野5条5-21-16 011-377-4849

北海道 夕張リゾート(株)マウントレースイスキー場 068-0411 北海道夕張市末広ﾏｳﾝﾄﾚｰｽｲｽｷｰ場 0123-52-5151

青森県 (一財)青森市観光レクリエーション振興財団 030-0133 青森県青森市雲谷梨野木63 017-764-1110

青森県 (株)アルペン SD青森 038-0006 青森県青森市三好2丁目1番地15 017-783-4860

青森県 (株)スポルタアオモリ フクシスポーツ 本店 030-0862 青森県青森市古川一丁目14-5 017-723-3567

青森県 (株)ネクサス タケダスポーツむつ 035-0061 青森県むつ市下北町2-52 0175-23-8501

青森県 (株)ネクサス タケダスポーツ下田 039-2115 青森県上北郡おいらせ町字菜飯50-1 0178-56-2500

青森県 (株)ネクサス タケダスポーツ弘前 036-8092 青森県弘前市城東北4丁目5-5 0172-28-1533

青森県 (株)ネクサス タケダスポーツ堤橋 030-0903 青森県青森市栄町1丁目5-1 017-741-4545

青森県 (株)ネクサス タケダスポーツ柏 038-3103 青森県つがる市柏上古川八重崎138 0173-25-2451

青森県 (株)ブルーモリス 本社・工場 039-3361 青森県東津軽郡平内町藤沢竹達16 017-755-2251

青森県 (株)メガスポーツ 下田 039-2112 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 (有)ササキスポーツ 034-0011 青森県十和田市稲生町14-53 0176-23-2449

青森県 ゼビオ(株) ピアドゥ八戸 031-0071 青森県八戸市沼館4-7-113 0178-47-0801

青森県 ゼビオ(株) 五所川原エルム 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻509-1 0173-38-6700

青森県 ゼビオ(株) 弘前高田 036-8084 青森県弘前市大字高田5-1-1 0172-29-3100

青森県 ゼビオ(株) 青森中央 030-0847 青森県青森市東大野2丁目12番1号 017-762-1755

青森県 十和田観光電鉄(株) まかど温泉スキー場 018-5501 青森県十和田市奥瀬字十和田湖畔休屋486 0176-75-2201

青森県 青森リゾート(株) ナクア白神スキーリゾート 038-2793 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町鯵ｹ沢高原 0173-72-1011

青森県 八甲田ガイドクラブ 030-0111 青森県青森市大字荒川字寒水沢1-61 八甲田山登山口(ﾛｰﾌﾟｳｪｲ横) 017-728-1512

岩手県 (株)アルペン SD一関中里 021-0002 岩手県一関市中里字南白幡49-1 0191-31-2025



岩手県 (株)アルペン SD盛岡南 020-0851 岩手県盛岡市向中野7-16-90 019-635-7716

岩手県 (株)スポーツサブ 020-0143 岩手県盛岡市上厨川字小荒川33-1 019-645-5011

岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツネット 020-0133 岩手県盛岡市青山4―46―15 019-638-0110

岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ一関 021-0008 岩手県一関市石畑5-19 0191-23-7511

岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ花巻 025-0092 岩手県花巻市大通り1-583 0198-22-3933

岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ釜石 014-0044 岩手県釜石市上中島町2-7-36 0193-25-1970

岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ宮古 027-0053 岩手県宮古市長町1-6-22 0193-64-1123

岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ水沢 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字慶徳87 0197-22-8381

岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ青山 020-0133 岩手県盛岡市青山4-46-15 019-647-2011

岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ二戸 028-6101 岩手県二戸市福岡字上町9-1 0195-23-4321

岩手県 (株)ネクサス ネクサス一関 021-0041 岩手県一関市赤荻字堺10 0191-25-5270

岩手県 (株)ネクサス ネクサス水沢 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字慶徳87 0197-22-8352

岩手県 (株)ネクサス ネクサス仙北 020-0862 岩手県盛岡市東仙北1-10-27 019-635-1277

岩手県 (株)ネクサス ネクサス北上 024-0072 岩手県北上市北鬼柳18-35 0197-63-8500

岩手県 (株)プリンスホテル 雫石スキー場 020-0593 岩手県岩手郡雫石町西根栗木平152 019-693-1114

岩手県 (株)メガスポーツ イオンタウン釜石 026-0011 岩手県釜石市港町2丁目1番1号 ｲｵﾝﾀｳﾝ釜石3F 0193-31-3286

岩手県 (株)メガスポーツ 釜石 026-0011 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 (株)メガスポーツ 盛岡 020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡 019-605-3666

岩手県 (株)岩手ホテルアンドリゾート 安比高原スキー場 028-7395 岩手県八幡平市安比高原 0195-73-5111

岩手県 (有)ティーエムアイ 021-0027 岩手県一関市竹山町5-8 0191-23-4067

岩手県 (有)ティーエムアイ 021-0027 岩手県一関市竹山町5-8 0191-23-4067

岩手県 ICI石井スポーツ 盛岡店 020-0022 岩手県盛岡市大通2丁目8番14号MOSSﾋﾞﾙ2F 019-626-2122

岩手県 Narrows 020-0866 岩手県盛岡市本宮1-3 Narrows 019-659-2234

岩手県 イナリスポーツ 028-5133 岩手県二戸郡一戸町中山字大塚113-4 0195-35-3231

岩手県 インターアルペンスキースクール 020-0022 岩手県盛岡市大通3-11-1旭ﾋﾞﾙ 019-625-1993

岩手県 スワローレンタサービス(株)盛岡 020-0765 岩手県滝沢市大釜小屋敷80-1 019-687-3840

岩手県 ゼビオ(株) 紫波 028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺欠上り2-1 019-672-1500

岩手県 ゼビオ(株) 盛岡盛南 020-0866 岩手県盛岡市本宮字熊堂31-1 019-656-4666

岩手県 ハイランドパーク(株) 028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-509-1 0195-78-2577

岩手県 奥州市役所 023-0492 岩手県奥州市胆沢区南都田字加賀谷地270 0197-46-2111

岩手県 夏油高原スキースクール 024-0322 岩手県北上市和賀町岩崎新田 夏油高原ｽｷｰ場 ｽｷｰｽｸｰﾙ 0197-65-9000

岩手県 社会福祉法人 盛岡市民福祉バンク 福祉バンク 3Rセンター 020-0122 岩手県盛岡市みたけ1丁目5-45 019-647-3366

宮城県 (株)ICI石井スポーツ 仙台 981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町9-2 022-725-2567

宮城県 (株)ゆらいず 989-1502 宮城県柴田郡川崎町今宿 0224-84-5880

宮城県 (株)アルペン SD仙台新港 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字曲田133番地 022-258-5556

宮城県 (株)アルペン SD仙台泉 981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈四丁目11番36号 022-776-3981

宮城県 (株)エヌアンドエスケイ 989-1267 宮城県柴田郡大河原町小島2-1ﾌｫﾙﾃ1F 0224-86-3358

宮城県 (株)ネクサス ネクサス南方 987-0403 宮城県登米市南方町鴻ﾉ木127-1 0220-58-5034

宮城県 (株)フリーライド 981-0911 宮城県仙台市青葉区台原2丁目10-2ｱｰｸﾋﾙｽﾞ1F 022-234-2545

宮城県 (株)メガスポーツ 仙台中山 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山1-35-57 ｼﾞｬｽｺ仙台中山 022-303-2381

宮城県 (有)はあとリソート みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場 989-0612 宮城県刈田郡七ヶ宿町侭ﾉ上129 0224-37-3111

宮城県 SD SPORTS 981-0904 宮城県仙台市青葉区旭ｹ丘4-12-21 090-3367-5367

宮城県 アシックス販売(株) 東北支社 983-0047 宮城県仙台市宮城野区銀杏町19番2号 022-291-2101

宮城県 ガリウムジャパン(株) 981-3221 宮城県仙台市泉区根白石字下町6-5 022-348-2261

宮城県 ゼビオ(株) あすと長町 982-0007 宮城県仙台市太白区あすと長町1-4-50 022-748-0850

宮城県 ゼビオ(株) イオンタウン古川 989-6232 宮城県大崎市古川字筒場浦15 0229-27-2356

宮城県 ゼビオ(株) 石巻 986-0861 宮城県石巻市蛇田字新金沼338 022-521-5750

宮城県 ゼビオ(株) 仙台泉中央 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4-24-3 022-371-9139

宮城県 ゼビオ(株) 名取 981-1224 宮城県名取市杜せきのした3-8-6 022-383-1851

宮城県 フューチャースポーツ 983-0023 宮城県仙台市宮城野区福田町2-7-3 022-259-7107

宮城県 赤倉ハイムスキースクール 987-0113 宮城県遠田郡涌谷町字渋江104-3 0229-43-2197

宮城県 大生総業(株) 泉高原事業所 981-3225 宮城県仙台市泉区福岡字岳山14-2 022-379-3755

秋田県 (株)ICI石井スポーツ 秋田店 010-1414 秋田県秋田市御所野元町1-1-15ﾌﾚｽﾎﾟ御所1F 018-892-7291

秋田県 (株)アルペン APメルシティ潟上 018-1504 秋田県潟上市飯田川飯塚字上堤敷69-13 0188-77-7121

秋田県 (株)アルペン SD秋田茨島 010-0065 秋田県秋田市茨島四丁目3番20号 018-867-0201

秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ鹿角 018-5201 秋田県鹿角市花輪字扇の間111 0186-23-3530

秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ秋田 011-0904 秋田県秋田市寺内蛭根1-16-1 018-862-6600

秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ大館 017-0887 秋田県大館市水門町5-1 0186-42-9365

秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ大曲 014-0044 秋田県大曲市戸薪字錨17-1 0187-62-1200

秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ湯沢 012-0000 秋田県湯沢市字上荻生田162 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ湯沢店内 0183-79-5620

秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ能代 016-0855 秋田県能代市西大瀬30-3 0185-52-5201

秋田県 (株)ネクサス ネクサス横手 013-0043 秋田県横手市安田字越廻54-1 0182-36-2253

秋田県 (株)ネクサス ネクサス花巻 025-0062 秋田県横手市安田字越廻54-1 0198-22-4043

秋田県 (株)ネクサス ネクサス由利本荘 015-0013 秋田県由利本荘市石脇字田尻野17-24 0184-25-8050

秋田県 (株)マルシメ スーパーモールラッキー 019-0505 秋田県横手市十文字町仁井田東22-1 0182-42-3996

秋田県 (株)協和振興開発公社 協和スキー場 019-2401 秋田県大仙市協和船岡字上庄内71-1 018-893-2615

秋田県 (有)カサヤスポーツ 018-0311 秋田県にかほ市金浦字下谷地101-15 0184-43-5181

秋田県 (有)タイガースポーツ 014-0048 秋田県大仙市大曲上大町8-27 0187-63-5500

秋田県 (有)タミヤスポーツ 014-0061 秋田県大仙市大曲栄町1-17 0187-63-1611

秋田県 Snow Terrace 010-0063 秋田県秋田市牛島西1丁目4-20ｴﾙﾘｰｿﾞB202 090-3649-7896

秋田県 ゼビオ(株) イオンモール大曲 014-0044 秋田県大仙市戸蒔字錨111-1 0187-62-8255

秋田県 ゼビオ(株) 秋田茨島 010-0065 秋田県秋田市茨島1-4-65 018-863-8001



秋田県 大平山スキー場オーパスプロスキースクール 011-0942 秋田県秋田市土崎港東 018-857-1078

秋田県 田沢湖スキー学校 014-0346 秋田県仙北市角館町川原寺前112 090-6351-3708

秋田県 田沢湖高原リフト(株) 014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野73-2 0187-46-2011

秋田県 湯沢市 012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1-1湯沢市教育委員会 0183-55-8286

秋田県 特定非営利活動法人 森吉山 018-4624 秋田県北秋田市阿仁鍵ﾉ滝79-5 0186-82-3311

秋田県 備隆スポーツ 013-0521 秋田県横手市大森町字大森174 0182-26-2062

山形県 (株)アルペン SD山形 990-0810 山形県山形市馬見ヶ崎4丁目4番15号 023-681-2751

山形県 (株)カスカワスポーツ 南原本店 990-2413 山形県山形市南原町2-11-1 023-642-0020

山形県 (株)ダーリングコーポレーション 996-0041 山形県新庄市鳥越字駒場1488-75 0233-28-1123

山形県 (株)ネクサス タケダスポーツ山形清住 990-0834 山形県山形市清住町3丁目9-30 023-645-2121

山形県 (株)ネクサス タケダスポーツ米沢 992-0012 山形県米沢市金池7丁目4-5 0238-21-1650

山形県 (株)ネクサス ネクサスイオンタウン酒田 998-0018 山形県酒田市泉町201 0234-34-2045

山形県 (株)ハードオフコーポレーション オフハウス山形北店 990-0810 山形県山形市馬見ｹ崎1-22-18 023-612-0233

山形県 (株)吾妻スポーツ 本店 992-0052 山形県米沢市丸の内1-1-90 0238-23-7333

山形県 (株)川井スポーツ 990-0042 山形県山形市七日町二丁目7-21 023-622-8528

山形県 (株)富士スポーツ 本店 999-4224 山形県尾花沢市新町一丁目4番34号 0237-22-0153

山形県 (有)ノエル NRS 999-3114 山形県上山市永野字蔵王山国有林 023-695-8061

山形県 TRUNKBASE 999-0023 山形県山形市松波1-15-9 023-664-3336

山形県 ZAOフライツアイト シーシューレ 990-2301 山形県山形市蔵王温泉963　ﾎﾃﾙ蔵王 内 023-694-9259

山形県 ゼビオ(株) ル・パークみかわ 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端291-1 0235-68-0211

山形県 ゼビオ(株) 山形吉原 990-2453 山形県山形市若宮4丁目4番17号 023-647-3788

山形県 ゼビオ(株) 天童 994-0067 山形県天童市芳賀土地区画整備事業地内 第10街区-1 023-656-8290

山形県 ゼビオ(株) 米沢 992-0012 山形県米沢市金池6丁目7-1 0238-24-4682

山形県 ナカジマスポーツ 999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字砂田188-7 0237-73-4611

山形県 ベストレンタルプロショップ 999-3112 山形県上山市小倉9-1 023-679-2737

山形県 上田スポーツ店 999-0604 山形県西置賜郡飯豊町椿4440-3 0238-72-2264

山形県 蔵王ハンディスキースタッフ 栂池高原スキー場ロッジ大樹内 992-0302 山形県東置賜郡高畠町安久津3218ｰ1 023-852-3654

山形県 蔵王レンタサービス 999-3211 山形県上山市牧野157 023-674-3305

福島県 (株)アルペン SD郡山フェスタ 963-0534 福島県郡山市日和田町大原3番地 024-958-6401

福島県 (株)オーディエンスサービス 沼尻スキー場 969-2752 福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲2855-434 0242-67-1250

福島県 (株)サトウスポーツ 962-0842 福島県須賀川市宮先町63 024-875-3603

福島県 (株)スノーワークス 郡山店 963-8025 福島県郡山市桑野4-15-12 024-925-9199

福島県 (株)セーフ観光 969-3133 福島県耶麻郡猪苗代町千代田字打越51-2 0242-63-1000

福島県 (株)マックアースリゾート福島 会津高原高畑スキー場 967-0515 福島県南会津郡南会津町大桃字一の間々20-3 0241-76-2231

福島県 (株)メガスポーツ イオンタウン郡山 963-8812 福島県郡山市松木町2-88 024-941-7181

福島県 (株)会津ただみ振興公社 968-0421 福島県南会津郡只見町只見字田ﾉ口24 0241-83-1733

福島県 (株)佐藤物産 964-0074 福島県二本松市岳温泉1-14 0243-24-2504

福島県 (株)若木 967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字東荒井7-1 0241-62-0808

福島県 (株)東急リゾートサービス グランデコリゾート 969-2701 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字荒沢山ｸﾞﾗﾝﾃﾞｺﾘｿﾞｰﾄ 0241-32-2530

福島県 (有)オフィス・フォーチュン フォーチュンスポーツ少年団 969-3103 福島県耶麻郡猪苗代町字上村東1669番地 0242-62-4454

福島県 (有)サンリバー 963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙字材木町92-1 0247-43-3685

福島県 (有)東日本レンタル 969-3122 福島県耶麻郡猪苗代町本町27-3 0242-62-4377

福島県 ARSたかつえプロスキースクール 967-0321 福島県南会津郡南会津町井桁228 0241-78-7080

福島県 BENアスリーツレーシング 963-0534 福島県郡山市日和田町字千峯坦29ｻﾝｸｽE105 090-1932-2237

福島県 Fortune Pee-Wee Lesson 969-3103 福島県耶麻郡猪苗代町字上村東1669 0242-62-4454

福島県 NPO法人A・R・S 会津高原自然学校 967-0321 福島県南会津郡南会津町井桁228 0241-78-7080

福島県 はせべスポーツ 968-0421 福島県南会津郡只見町只見字宮前1307-2 0241-82-3011

福島県 みなみやま観光(株) 会津高原だいくらスキー場 967-0026 福島県南会津郡南会津町針生字昼滝山857-150ｾﾝﾀｰﾊｳｽ事務所 0241-64-2121

福島県 キサ・スキー・コンプリート 965-0857 福島県会津若松市柳原町1-18-23 0242-29-3192

福島県 グランディ羽鳥湖スキー&スノーボードスクール 962-0623 福島県岩瀬郡天栄村羽鳥湖高原 0248-85-1150

福島県 スクエアスキーレッスン 969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町城南135 0242-62-2137

福島県 スワローレンタサービス(株)東北 969-2663 福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字七ﾂ段1-1 0242-67-4650

福島県 ゼビオ(株) いわき 971-8133 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5 0246-28-3939

福島県 ゼビオ(株) メガステージ須賀川 962-0826 福島県須賀川市広表19番1 0248-63-7511

福島県 ゼビオ(株) メガステージ白河 961-0853 福島県白河市字新高山8番地 0248-23-4223

福島県 ゼビオ(株) 会津若松町北 965-0053 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下158 0242-22-3839

福島県 ゼビオ(株) 郡山西ノ内 963-8022 福島県郡山市西ﾉ内2-11-35 024-923-2739

福島県 ゼビオ(株) 福島南BP 960-8153 福島県福島市黒岩字浅井18 024-545-3399

福島県 ゼビオ(株) 福島矢野目 960-0112 福島県福島市南矢野目字桜内39-2 024-555-1240

福島県 タナベスポーツレンタル事業部(株)ティエヌビー 東北営業所 969-3302 福島県耶麻郡磐梯町更科字堰下4638-30 0242-23-8551

福島県 横向高原リゾート(株) 969-2751 福島県耶麻郡猪苗代町横向 0242-64-3377

福島県 高畑スキー学校 967-0515 福島県南会津郡南会津町大桃字一の間々20-3 0241-76-2231

福島県 長治観光(株) リステルスキーファンタジア 969-2696 福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字天王坂2414 0242-66-4111

福島県 磐梯スキーアカデミー 969-3102 福島県耶麻郡猪苗代町字葉山7105　ｳﾞｨﾗ･ｲﾅﾜｼﾛ内 0242-62-4124

福島県 磐梯レンタル 猪苗代店 969-3122 福島県耶麻郡猪苗代町本町27-3 0242-62-4377

茨城県 (株)アルペン APアクロスプラザ神栖 314-0141 茨城県神栖市居切1456-51 0299-92-7250

茨城県 (株)アルペン AP学園東大通り店シーズンスポーツ館 300-0847 茨城県土浦市卸町2丁目13-3 029-841-6011

茨城県 (株)アルペン AP神栖 314-0141 茨城県神栖市居切1456-51 0299-92-7250

茨城県 (株)アルペン SDひたちなか 312-0005 茨城県ひたちなか市新光町 27番1 029-200-2030

茨城県 (株)アルペン SDひたち野うしく 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東1-25-1 029-873-3781

茨城県 (株)アルペン SDイオンタウン守谷 302-0110 茨城県守谷市百合ヶ丘3丁目249-1 0297-46-4700

茨城県 (株)アルペン SDイオンタウン水戸南 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101 029-291-1761



茨城県 (株)カムイ スポーツカムイ古河店 306-0233 茨城県古河市西牛谷1086-1 0280-30-0339

茨城県 (株)カムイ スポーツカムイ鹿嶋店 314-0034 茨城県鹿嶋市鉢形1513-1 0299-85-3308

茨城県 (株)カムイ スポーツカムイ水戸店 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-39ﾛｾﾞｵSC内 029-246-5993

茨城県 (株)メガスポーツ 新ひたちなか 312-0005 茨城県ひたちなか市新光町35番地 029-264-2003

茨城県 MONSTER JAPAN 300-0322 茨城県稲敷郡阿見町君島530-1 029-889-5044

茨城県 サロモン ファクトリーアウトレットあみ店 300-0388 茨城県稲敷郡阿見町よしわら4-1-1あみﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ1915区 029-886-8838

茨城県 スポーツカムイ 古河店 306-0233 茨城県古河市西牛谷1086-1 0280-30-0339

茨城県 ゼビオ(株) イーアスつくば 305-0817 茨城県つくば市研究学園C50街区1 029-868-7161

茨城県 ゼビオ(株) ドームつくば学園東大通り 300-0843 茨城県土浦市中村南6-12-18 029-843-6610

茨城県 ゼビオ(株) 日立城南 317-0077 茨城県日立市城南町3丁目4-3 0294-26-7181

栃木県 (株)ICI石井スポーツ 宇都宮今泉店 321-0968 栃木県宇都宮市中今泉3-9-23 028-639-9650

栃木県 (株)アルペン AP西那須野 329-2705 栃木県那須塩原市南郷屋2丁目146-30 0287-36-1775

栃木県 (株)アルペン SDBM宇都宮 321-8555 栃木県宇都宮市陽東6丁目2番1号 028-689-7401

栃木県 (株)アルペン SDアシコタウン足利 326-0005 栃木県足利市大月町3番地2 0284-41-5551

栃木県 (株)アルペン SDハーヴェストウォーク小山 323-0014 栃木県小山市喜沢1475 ﾊｰｳﾞｪｽﾄｳｫｰｸ内 0285-24-8101

栃木県 (株)アルペン SD栃木 328-0075 栃木県栃木市箱森町42番28号  0282-23-7003

栃木県 (株)カサマヤ物産 329-2801 栃木県那須塩原市関谷1325-1(株)ｶｻﾏﾔ物産 0287-35-3300

栃木県 (株)カムイ スポーツカムイ自治医大店 329-1434 栃木県下野市祇園1-24 0285-29-4929

栃木県 (株)カムイ スポーツカムイ 自治医大店 329-0434 栃木県下野市祇園1-24 0285-29-4929

栃木県 (株)ヤマノホールディングス パワーズ小山店 323-0014 栃木県小山市喜沢1475-116 028-524-6510

栃木県 (株)ヴィラージュ 那須営業所 325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1147-631 0287-76-1977

栃木県 (株)東急リゾートサービス ハンターマウンテンン塩原 329-2922 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒 028-732-4580

栃木県 (有)カミヤマスポーツ 321-2114 栃木県宇都宮市下金井町899-9 028-665-7000

栃木県 MKSSスキークリニック 320-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町2936-24 090-4758-8519

栃木県 ゼビオ(株) 宇都宮細谷 320-0074 栃木県宇都宮市細谷町694-1 028-643-6011

栃木県 ゼビオ(株) 宇都宮石井 321-0904 栃木県宇都宮市陽東8-22-1 028-689-0045

栃木県 ゼビオ(株) 商品部(宇都宮オフィス) 320－0038 栃木県宇都宮市星が丘2丁目1-8  028-624-5134

栃木県 ゼビオ(株) 小山 323-0822 栃木県小山市駅南町2丁目30-20 0285-28-3261

栃木県 ゼビオ(株) 足利 326-0831 栃木県足利市堀込町2485-2 0284-73-7141

栃木県 ハンターマウンテンスキースクール 329-3123 栃木県那須塩原市塩野崎新田25-6 0287-69-6760

栃木県 ホテルエピナール那須 325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1ﾎﾃﾙｴﾋﾟﾅｰﾙ那須 0287-78-6000

栃木県 太陽スポーツ 324-0042 栃木県大田原市末広1-1-2 028-722-5495

栃木県 旅館ニューおおたか 325-0301 栃木県那須郡那須町湯本269 0287-76-2457

群馬県 (株)HAMA R&D 370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田621-12 0270-50-1112

群馬県 (株)ICI石井スポーツ 高崎前橋店 370-0001 群馬県高崎市中尾町44-1ｱｶﾏﾙ1階 027-361-4050

群馬県 (株)P&C尾瀬 378-0411 群馬県利根郡片品村戸倉329 080-1072-7420

群馬県 (株)アルペン SDガーデン前橋 379-2121 群馬県前橋市小屋原町472-1  027-267-0660

群馬県 (株)アルペン SDパワーモールおおた 373-0817 群馬県太田市飯塚町 639-1  0276-46-8825

群馬県 (株)アルペン SD高崎 370-0069 群馬県高崎市飯塚町字大道東1005-1 027-363-2221

群馬県 (株)アルペン SD前橋吉岡 370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保768 0279-54-1611

群馬県 (株)アルペン スポーツデポガーデン前橋店 379-2121 群馬県前橋市小屋原町472-1 027-267-0660

群馬県 (株)キドウラク FAMILY伊勢崎店 379-2201 群馬県伊勢崎市間野谷町1148 0270-20-2166

群馬県 (株)ヒマラヤ マーケットシティ桐生店 376-0011 群馬県桐生市相生町1-124-1 0277-53-7311

群馬県 (株)ヒマラヤ 伊勢崎店 372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町2806番地 0270-22-3300

群馬県 (株)ヒマラヤ 高崎店 370-0073 群馬県高崎市緑町1-29-4 027-365-4801

群馬県 (株)ベイシア ベイシアワールドスポーツ前橋みなみモール店 379-2143 群馬県前橋市新堀町967 027-897-2600

群馬県 (株)ベイシア ワールドスポーツ西部モール店 372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町3429-17 0270-26-1120

群馬県 (株)ベイシア  ベイシアワールドスポーツ 前橋みなみモール店 379-2143 群馬県前橋市新堀町967 027-897-2600

群馬県 (株)メガスポーツ 太田 373-0808 群馬県太田市石原町81番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ太田内 0276-47-8230

群馬県 (株)東急リゾートサービス たんばらスキーパーク 378-0071 群馬県沼田市上発知町350-1 027-823-9311

群馬県 (株)尾瀬岩鞍リゾート ホワイトワールド尾瀬岩鞍 378-0412 群馬県利根郡片品村土出2609 0278-58-7777

群馬県 (有)タキスポーツ スポーツファクトリータキ 376-0013 群馬県桐生市広沢町3丁目3794-1 0277-54-3331

群馬県 (有)基スポーツプラン 371-0812 群馬県前橋市広瀬町1-6-12 027-263-8135

群馬県 GenuineArticle(株) SKI SHOP D-STYLE 371-0031 群馬県前橋市下小出町1-26-18 1F 027-212-9716

群馬県 black crows powder center 370-0851 群馬県高崎市上中居町684 027-310-8333

群馬県 そのだスポーツ店 377-1526 群馬県吾妻郡嬬恋村三原452 0279-97-2138

群馬県 ゼビオ(株) スマーク伊勢崎 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町368 ｽﾏｰｸ2F 0270-30-7800

群馬県 ユニバーサルスポーツ協会 379-1617 群馬県利根郡みなかみ町湯原697-1 0278-72-5070

群馬県 群馬スノーアライアンス(株) 379-1614 群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139 0278-72-6688

群馬県 山とスキーの店石井DreamBOX 372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町3448-2 0270-21-8025

群馬県 水上高原・奥利根温泉藤原スキー場 379-1721 群馬県利根郡みなかみ町藤原4957-1 0278-75-2321

群馬県 水上高原プロスキースクール&キッズアカデミー 379-1721 群馬県利根郡みなかみ町藤原 0278-75-2222

群馬県 水上高原リゾート株式社 水上高原スキーリゾート 379-1721 群馬県利根郡みなかみ町藤原6152-1 0278-75-2314

群馬県 川場リゾート(株) 378-0101 群馬県利根郡川場村川場高原 0278-52-3345

群馬県 草津スキースクール 377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津110 0279-88-2155

群馬県 草津国際スキー場 377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根国有林158 0279-88-5351

群馬県 谷川温泉観光開発(株) ホワイトバレースキー場 379-1619 群馬県利根郡みなかみ町谷川温泉 0278-72-5094

群馬県 谷川岳ロープウエー(株) 379-1728 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽湯吹山国有林 0278-72-5840

群馬県 日本製紙総合開発(株)丸沼事業部 丸沼高原スキー場 378-0414 群馬県利根郡片品村東小川4658-58 0278-58-2003

群馬県 巴屋レンタルスキー 377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津524-104 0279-88-6662

群馬県 尾瀬パラレルスキースクール 378-0411 群馬県利根郡片品村戸倉445 027-858-7676

群馬県 武尊山観光開発(株) 371-0044 群馬県前橋市荒牧町2-38-9 027-237-1616



埼玉県 (株)ICI石井スポーツ 川越店 350-0045 埼玉県川越市南通町14-4 049-226-6751

埼玉県 (株)アルペン APデオシティ新座 352-0005 埼玉県新座市中野2-1-38 OSCﾃﾞｵｼﾃｨ新座MIX 048-483-2400

埼玉県 (株)アルペン APミエルかわぐち 332-0012 埼玉県川口市本町2-7-25 ﾐｴﾙかわぐち2F 048-222-2811

埼玉県 (株)アルペン AP岩槻 339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内2丁目1番16号 048-797-0660

埼玉県 (株)アルペン AP秩父 368-0005 埼玉県秩父市大野原1059番地1 0494-25-2447

埼玉県 (株)アルペン SD行田持田インター 361-0056 埼玉県行田市大字持田2160番1 048-553-6301

埼玉県 (株)アルペン SD北本 364-0001 埼玉県北本市深井6-87 048-543-7551

埼玉県 (株)カムイ スポーツカムイ越谷店 343-0025 埼玉県越谷市大沢534専門店ﾌﾟﾗｻﾞﾘﾝﾃﾞﾝ2F 048-971-3379

埼玉県 (株)カムイ スポーツカムイ宮代店 345-0811 埼玉県南埼玉郡宮代町道佛595 0480-48-5431

埼玉県 (株)カムイ スポーツカムイ熊谷店 360-0811 埼玉県熊谷市原島1247-1 048-580-6062

埼玉県 (株)カムイ 坂戸店 350-0219 埼玉県坂戸市片柳2211 049-280-3773

埼玉県 (株)ゴルフパートナー スポーツ&ゴルフパートナーR17本庄店 367-0021 埼玉県本庄市東台5-4-13 0495-71-9361

埼玉県 (株)スキッド 340-0835 埼玉県八潮市浮塚234-3 048-997-2514

埼玉県 (株)スポーツカムイ 三郷店 341-0044 埼玉県三郷市戸ｹ崎2-302 048-948-2044

埼玉県 (株)ヒマラヤ ウニクス上里店 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 ｳﾆｸｽ上里内 0495-34-2845

埼玉県 (株)ヒマラヤ モラージュ菖蒲店 346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲3555 ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲2階 0480-87-2025

埼玉県 (株)ヒマラヤ 新座店 352-0011 埼玉県新座市野火止7-4-12  048-480-4155

埼玉県 (株)ベイシア ワールドスポーツ本庄早稲田ゲート店 367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜2丁目1番1号 049-522-9000

埼玉県 (株)メガスポーツ 羽生 348-0046 埼玉県羽生市川崎2-281-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生2階 048-560-1113

埼玉県 (株)メガスポーツ 越谷レイクタウン 343-0826 埼玉県越谷市東町2丁目8番地 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ ﾓｰﾙ｢MORI｣2F 048-990-1340

埼玉県 (株)メガスポーツ 熊谷 360-0804 埼玉県熊谷市大字代1067 048-559-2733

埼玉県 (株)メガスポーツ 川越南古谷 350-0026 埼玉県川越市泉町2-1 049-230-3671 

埼玉県 (株)ヤマノホールディングス スポーツ事業部 パワーズ さいたま店 335-0031 埼玉県戸田市 美女木 1323-6 048-449-7130

埼玉県 (株)ヴィクトリア さいたま新都心 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-6 ｺｸｰﾝ3 3F 048-650-7455

埼玉県 (株)ヴィクトリア 所沢店 359-0026 埼玉県所沢市牛沼322-4 04-2998-4649

埼玉県 (株)ヴィクトリア 大宮店 331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-34 048-622-1731

埼玉県 (有)カムイ(FC)スポーツカムイ所沢店 359-0001 埼玉県所沢市下富664-1 04-2942-4789

埼玉県 (有)スポーツカムイ所沢店 スポーツカムイ所沢店 359-0001 埼玉県所沢市下富 0429-42-4789

埼玉県 (有)ベストスキーサービス 362-0043 埼玉県上尾市西宮下2-318 048-775-6565

埼玉県 (有)ムーブ 戸田本店 335-0034 埼玉県戸田市笹目3-10-17 048-449-7373

埼玉県 FGPROJAPAN 349-0213 埼玉県白岡市高岩1615FGPROJAPAN MOMENTSKI 048-093-7644

埼玉県 ICI石井スポーツ 大宮店 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1ｱﾙｼｪB1 048-641-5707

埼玉県 Kマイヤー 361-0038 埼玉県行田市前谷 048-564-3220

埼玉県 さいたまスキークラブ さいたま広域 339-0031 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚1625-3 090-1030-8227

埼玉県 スポーツカムイ 上尾店 362-0013 埼玉県上尾市二ﾂ宮1080-1 048-770-6612

埼玉県 ゼビオ(株) アリオ上尾 362-0046 埼玉県上尾市大字1丁目字上原351 048-780-1220

埼玉県 ゼビオ(株) アリオ鷲宮 340-0212 埼玉県久喜市久本寺字谷田7-1 ｱﾘｵ鷲宮2F 0480-57-1056

埼玉県 ゼビオ(株) ビバモールさいたま新都心 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13-1 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙさいたま新都心 4階 048-815-8000

埼玉県 ゼビオ(株) ピオニウォーク東松山 355-8606 埼玉県東松山市都市計画事業高坂駅東口第二特定土地区画整理事業地内25-1街区 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山2F 0493-31-0075

埼玉県 ゼビオ(株) 埼玉ららぽーと富士見 354-0022 埼玉県富士見市山室1-1313 3階35100 049-275-1315

埼玉県 ゼビオ(株) 蕨錦町 335-0005 埼玉県蕨市錦町1-12-1 048-447-8123

埼玉県 フジイスポーツサービス 340-0002 埼玉県草加市青柳3-20-13 048-935-3348

埼玉県 ベストスキーサービス 上尾店 362-0043 埼玉県上尾市西宮下2-318 048-775-6565

埼玉県 後藤学園 武蔵丘短期大学 355-0154 埼玉県比企郡吉見町南吉見111-1 0493-54-5101

埼玉県 取手スキークラブ キッズ担当 359-1132 埼玉県所沢市松が丘2-23-16 090-3133-9796

埼玉県 石川プロスキースクール 354-0011 埼玉県富士見市水子4980-7 049-254-5553

埼玉県 万座スキークラブ チームわがまま 350-1302 埼玉県狭山市東三ﾂ木165-4-101ｾﾗｰﾄﾞ新狭山 090-3542-0036

埼玉県 有)サンテクノ 337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作3-25-8 048-689-0003

千葉県 (株)アルペン APイオンタウン館山 294-0047 千葉県館山市八幡545-1 0470-23-2271

千葉県 (株)アルペン AP東金 283-0065 千葉県東金市押堀109-1 0475-55-4473

千葉県 (株)アルペン SDショップス市川 272-0015 千葉県市川市鬼高3丁目28-16 047-393-5281

千葉県 (株)アルペン SD市原五井 290-0050 千葉県市原市更級1丁目9番地8 0436-22-2311 

千葉県 (株)アルペン SD新習志野駅前 275-0024 千葉県習志野市茜浜2-2-1 ﾒﾙｸｽ新習志野内 047-453-0522

千葉県 (株)アルペン SD成田美郷台 286-0013 千葉県成田市美郷台1丁目17番 0476-24-5411

千葉県 (株)アルペン SD千葉ニュータウン 270-1334 千葉県印西市西の原一丁目1番3 0476-47-4661

千葉県 (株)アルペン SD千葉長沼 263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町330番地50  043-216-1650

千葉県 (株)アルペン SD南流山 270-0162 千葉県流山市大字木408番地(木B70街区1) 0471-50-7311

千葉県 (株)アルペン SD柏沼南 277-0924 千葉県柏市風早1丁目6-1 047-192-3671 

千葉県 (株)アルペン SD茂原 297-0074 千葉県茂原市小林1606番10 0475-22-0250

千葉県 (株)アルペン SD木更津金田 292-0008 千葉県木更津市中島1712番地  0438-41-6715 

千葉県 (株)アルペン SD野田船形 270-0233 千葉県野田市泉1丁目1番地の1 04-7125-9075

千葉県 (株)ゲオ 277-0922 千葉県柏市大島田470-2-313 090-6878-7072

千葉県 (株)ゲオ SSS八千代店 276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台2-14-4 ﾚｵﾊﾟﾚｽﾄﾞｴﾙ107 090-954-0252

千葉県 (株)ゲオ セカンドアウトドア船橋14号店 273-0003 千葉県船橋市宮本4-16-9 047-410-0070

千葉県 (株)ゲオホールディングス 千葉出店支援 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-3-1 043-293-1600

千葉県 (株)トレジャーファクトリー トレファクスポーツ柏店 277-0005 千葉県柏市柏310-1 047-164-1151

千葉県 (株)ヒマラヤ イオンモール千葉ニュータウン店 270-1392 千葉県印西市中央北2-2 ｲｵﾝﾓｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ ｴﾝｼﾞｮｲﾗｲﾌ棟2F 0476-48-1200

千葉県 (株)ヒマラヤ ユニモちはら台 290-0194 千葉県市原市ちはら台西3-4 0436-76-0010

千葉県 (株)メガ・ワールド 272-0004 千葉県市川市原木2526-32 047-329-6111

千葉県 (株)メガスポーツ 松戸 270-0027 千葉県松戸市二ﾂ木1782-1 047-374-5011

千葉県 (株)メガスポーツ 木更津 292-0835 千葉県木更津市築地1番4号 ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津1F 0438-30-7081

千葉県 (株)メガスポーツ 野田 278-0022 千葉県野田市中根新田57-1 ﾊﾟﾙ･ﾉｱ 04-7126-1170



千葉県 (株)ヤマノホールディングス スポーツワールド市川店 272-0015 千葉県市川市鬼高1-1-1ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞｲｰｽﾄﾓｰﾙ3階 047-314-0505

千葉県 (株)ヨシキスポーツ 275-0026 千葉県習志野市谷津1-13-17 047-470-8090

千葉県 (株)ヴィクトリア LB千葉NT店 270-1392 千葉県印西市中央北3-2 ｲｵﾝﾓｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ ﾓｰﾙ棟2F 0476-48-5912

千葉県 (株)ヴィクトリア おゆみ野店 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-19-7 043-226-9901

千葉県 (株)ヴィクトリア 流山おおたかの森S・C 270-0121 千葉県流山市西初石6-185-2 04-7178-2512

千葉県 MR-TUNE 271-0086 千葉県松戸市二十世紀が丘萩町161 047-703-6630

千葉県 ゼビオ(株) かしわ沼南 277-0924 千葉県柏市風早1-3-13 04-7160-6200

千葉県 ゼビオ(株) かしわ沼南 277-0924 千葉県柏市風早1-3-13 04-7160-6200

千葉県 ゼビオ(株) ららぽーとTOKYO-BAY 273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1 TOKYO-BAYららぽｰとｲｰｽﾄ2F  047-410-1131

千葉県 ゼビオ(株) アリオ蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町52番地7 043-209-2777

千葉県 ゼビオ(株) イオンモール銚子 288-0815 千葉県銚子市三崎町二丁目2660-1 ｲｵﾝ銚子ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F 0479-20-5611

千葉県 ゼビオ(株) フルルガーデン八千代 276-0028 千葉県八千代市村上南1丁目4-1 047-405-6820

千葉県 ゼビオ(株) モラージュ柏 277-0837 千葉県柏市大山台2-3 04-7137-6033

千葉県 ゼビオ(株) 新浦安 279-0014 千葉県浦安市明海4丁目1番1号 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ新浦安店2F 047-316-8111

千葉県 ゼビオ(株) 成田 286-0134 千葉県成田市東和田字高崎565-2 0476-20-2155

千葉県 ピステ(株) 佐倉サービスセンター 285-0801 千葉県佐倉市木野子163 043-498-2640

東京都 (一財)東京都スキー連盟 安全対策委員会 187-0035 東京都小平市小川西町5-10-9 090-3230-2239

東京都 (株)ICI石井スポーツ カンダコンペカン 101-0051 東京都千代田区神田神保町1-6-1-ﾀｷｲ東京ﾋﾞﾙ1F 03-3295-6060

東京都 (株)ICI石井スポーツ 神田本館 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-10 03-3295-3215

東京都 (株)ときわスポーツ プロスキー武蔵境店 180-0023 東京都武蔵野市境南町2-27-5 042-232-5545

東京都 (株)アクタスディストリビューション se7en summits 105-0012 東京都港区芝大門2-1-18GSﾊｲﾑ芝大門807号 03-6452-9377

東京都 (株)アルペン AP高井戸 168-0072 東京都杉並区高井戸東4-1-13 03-3332-0650

東京都 (株)アルペン AP神田 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6-9 03-3295-6080

東京都 (株)アルペン AP東大和 207-0003 東京都東大和市狭山五丁目1624-3 042-565-5653

東京都 (株)アルペン AP練馬関町 177-0053 東京都練馬区関町南3丁目13番12号 03-5991-9991

東京都 (株)アルペン SDグリーンウォーク多摩 192-0363 東京都八王子市別所2-56 042-677-0251

東京都 (株)アルペン SD昭島 196-0014 東京都昭島市田中町573-1-4 042-545-7701

東京都 (株)アルペン SD南砂町スナモ 136-0075 東京都江東区新砂3-4-31 03-5677-0721

東京都 (株)アルペン SD府中四谷 183-0035 東京都府中市四谷5丁目23番地の12  042-365-3760

東京都 (株)アルペン アルペン神田店 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6-9神田第2ｱﾒﾚｯｸｽﾋﾞﾙ 03-3295-6080

東京都 (株)オオイワスポーツ 101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2ｻﾝﾌﾞﾘﾁﾞﾋﾞﾙ1F 03-3294-3474

東京都 (株)カムイ スポーツカムイ瑞穂店 190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎1347-1 042-519-5562

東京都 (株)カモシカスポーツ 本店 169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-6清光ﾊｲﾑ2F 03-3232-1121

東京都 (株)カンダハー 町田店 194-0013 東京都町田市原町田5-9-15 042-732-7877

東京都 (株)スキーショップジロー 107-0062 東京都港区南青山4-8-23 03-3404-6644

東京都 (株)ドリームゲート SPORTS CREW 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2-6 03-3293-6887

東京都 (株)ドリームゲート スキーショップベイル 101-0052 東京都千代田区神田小川町2-1木村ﾋﾞﾙ1F 03-5577-6411

東京都 (株)ドリームゲート フソウスポーツ 101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-3神田小川町SKYﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-3293-8965

東京都 (株)ドリームゲート プロスキーショップアスペン 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6 03-3233-1607

東京都 (株)ドリームゲート ワンメイクチューンナップショップ 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-1-30 03-6273-7752

東京都 (株)ベルカディア 194-0004 東京都町田市鶴間3-4-1 042-788-3535

東京都 (株)メガスポーツ 府中 183-0046 東京都府中市西原町1-3-1 府中ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸｴｱ2F 042-358-3517

東京都 (株)メガスポーツ 本部 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋ｺｱﾋﾞﾙ3F 03-5644-3666

東京都 (株)ヤマノホールディングス 池袋秀山荘 170-0013 東京都豊島区東池袋1-44-8 03-3984-4211

東京都 (株)リンクファスト 174-0072 東京都板橋区南常盤台2-6-1 03-6909-4424

東京都 (株)ロンドンスポーツ 神田店 101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3松岡ﾋﾞﾙ1F 03-3292-0333

東京都 (株)ワイケーティ 136-0072 東京都江東区大島5-47-5ｻﾝﾋﾙｽﾞ703号室 03-5627-7878

東京都 (株)ヴィクトリア V新宿店 160-0022 東京都新宿区新宿4-1-14 03-3354-8311

東京都 (株)ヴィクトリア むさし村山店 208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-3 ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山ﾐｭｰﾉｰｽﾀﾜｰ2F 042-590-1041

東京都 (株)ヴィクトリア エルブレス新宿店 160-0022 東京都新宿区新宿4-1-11 03-3354-8951

東京都 (株)ヴィクトリア テクニカルセンター 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-4 8F 03-3219-8933

東京都 (株)ヴィクトリア 羽村店 205－0001 東京都羽村市小作台2-3-3 042-554-4412

東京都 (株)ヴィクトリア 加平インター店 121-0055 東京都足立区加平2-4-1 03-5697-3909

東京都 (株)ヴィクトリア 蒲田店 144-0052 東京都大田区蒲田5-47-7 03-5711-1825

東京都 (株)ヴィクトリア 光が丘店 179-0073 東京都練馬区田柄4-38 03-5998-2001

東京都 (株)ヴィクトリア 三鷹店 181-0004 東京都三鷹市新川3-16-25 0422-72-8582

東京都 (株)ヴィクトリア 池袋店 171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-1 03-5985-0831

東京都 (株)ヴィクトリア 町田東急ツインズ店 194-0013 東京都町田市原町田6-4-1 042-710-8791

東京都 (株)ヴィクトリア 本店 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-4 03-3295-2955

東京都 (株)阪急阪神エクスプレス 第三営業部 105-0004 東京都港区新橋3-3-9KHD東京ﾋﾞﾙ7階 03-6745-1221

東京都 (有)アレンジ 174-0041 東京都板橋区舟渡2-8-4-101 03-6413-0180

東京都 (有)オフィスゼロ 130-001 東京都墨田区横網2-12-7 03-5637-8464

東京都 BUMPS KANDA BUMPS KANDA 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-24-15第2川田BLD1F 03-3219-1016

東京都 FULLMARKS 代官山店 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-30-16 B1 03-3461-2272

東京都 FULLMARKS 町田店 194-0013 東京都町田市原町田 042-724-9199

東京都 HEADオピニオン 192-0372 東京都八王子市下柚木3-2-1-305 042-677-7642

東京都 ICI石井スポーツ 新宿西口店 160-0023 東京都新宿区西新宿1-16-7 033-346-0301

東京都 NODAスキー工房 174-0064 東京都板橋区中台3-7-9 090-9975-4146

東京都 Outdoor Sports Club ZAC 134-0081 東京都江戸川区北葛西2-1-39 03-6671-0201

東京都 SALOMON 昭島アウトドアヴィレッジ店 196-0014 東京都昭島市田中町610-4ﾓﾘﾊﾟｰｸｱｳﾄﾄﾞｱｳﾞｨﾚｯｼﾞ棟5 042-519-7424

東京都 eskimore 130-0024 東京都墨田区菊川1-9-1-101Lumiere 03-5624-0266

東京都 イレブンフェイスプロダクツ(株) 111-0053 東京都台東区浅草橋2-22-11 03-3863-3434



東京都 インターアルペンスキースクール 171-0022 東京都豊島区南池袋2-6-10 03-5979-7413

東京都 クオリティ・セブン (株) 174-0074 東京都板橋区東新町1-8-1ozio 常盤台702 033-553-7320

東京都 スキーファクトリー グレーシャー 183-0034 東京都府中市住吉町1-29-1ｲﾁﾌｸﾋﾞﾙ1F 0423-34-6888

東京都 ゼビオ(株) ららぽーと豊洲 135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽｰと豊洲 2F 03-6219-6181

東京都 ゼビオ(株) イオンモール日の出 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3 042-588-8735

東京都 ゼビオ(株) 葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ2F 03-5675-6801

東京都 ゼビオ(株) 多摩境 194-0215 東京都町田市小山が丘3-5-1 042-798-6286

東京都 チューニングショップ土釜 157-0061 東京都世田谷区北烏山1-14-9 03-3308-5648

東京都 トレトレ 113-0033 東京都文京区本郷2-3-2ﾊﾟﾚｽお茶の水2号館  1F 03-5802-4733

東京都 パンダルマンキッズスクール としまえん 176-8531 東京都練馬区向山3-25-1としまえんﾊﾟﾝﾀﾞﾙﾏﾝｷｯｽﾞｽｸｰﾙ 03-3577-8408

東京都 ボトムライン 177-0031 東京都練馬区三原台2-18-7石神井公園卑弥呼ﾏﾝｼｮﾝ 105 03-3978-1809

東京都 マティ スキー スタジオ 186-0003 東京都国立市富士見台4-9-9白金ﾋﾞﾙ1F 042-576-4406

東京都 ワンゲルスポーツ 101-0052 東京都千代田区神田小川町2-6-12 03-3293-0491

東京都 小賀坂スキー販売(株) 東京営業所 169-0075 東京都新宿区高田馬場4-4-11内藤ﾋﾞﾙ1階 03-3364-3693

東京都 新宿スキークラブ 115-0052 東京都北区赤羽北 090-9101-5859

東京都 東京都スキー連盟 安全対策委員会 168-0081 東京都杉並区宮前2-5-23 03-5856-1808

東京都 東京美装興業(株) 技術部 160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1西新宿三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ9階 03-5322-2724

神奈川県 (株)ICI石井スポーツ 横浜店 231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通7番地日本大通7ﾋﾞﾙ1階 045-651-3681

神奈川県 (株)アルペン AP横浜岡津 245-0003 神奈川県横浜市泉区岡津町147-1 045-814-3055

神奈川県 (株)アルペン AP座間 228-0015 神奈川県座間市南栗原6丁目32-32 046-257-7200

神奈川県 (株)アルペン AP川崎野川 213-0027 神奈川県川崎市高津区野川1249番地3 044-799-1521

神奈川県 (株)アルペン AP藤沢菖蒲沢 252-0823 神奈川県藤沢市菖蒲沢仲ﾉ桜895-1 0466-48-0695

神奈川県 (株)アルペン SD厚木下荻野 243-0203 神奈川県厚木市下荻野1200番地1  046-241-9181

神奈川県 (株)アルペン SD港北みなも 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-7-1 045-594-0015

神奈川県 (株)アルペン SD小田原 256-0813 神奈川県小田原市前川100 0465-49-0620

神奈川県 (株)アルペン SD川崎 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄2-1-2 044-366-0980

神奈川県 (株)アルペン SD相模原 229-1105 神奈川県相模原市小山3丁目37-1 042-774-2720

神奈川県 (株)アルペン SD平塚田村 254-0013 神奈川県平塚市田村3-5-1 0463-53-1101

神奈川県 (株)アルペン スポーツデポ厚木下荻野店 243-0203 神奈川県厚木市下荻野1200-1 046-241-9181

神奈川県 (株)カムイ スポーツカムイ座間店 252-0227 神奈川県相模原市中央区光が丘3-31-25 042-759-7315

神奈川県 (株)カムイ スポーツカムイ相模原店 229-0027 神奈川県相模原市中央区光が丘3-32-25 042-759-7315

神奈川県 (株)カムイ スポーツカムイ長津田店 226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-6-1 045-989-3313

神奈川県 (株)カムイ 首都圏本部 242-0017 神奈川県相模原市中央区光が丘3-31-25ｽﾎﾟｰﾂｶﾑｲ相模原店 042-851-4333

神奈川県 (株)カムイ 相模原店 252-0227 神奈川県相模原市中央区光が丘3-31-25 042-759-7315

神奈川県 (株)トレジャーファクトリー トレファクスポーツ青葉台店 227-0064 神奈川県横浜市青葉区田奈町1-26 045-988-7055

神奈川県 (株)メガスポーツ MARK IS みなとみらい 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目5番1号 MARK IS みなとみらい B2F 045-227-2581

神奈川県 (株)メガスポーツ つきみ野 242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-1 つきみ野ｻﾃｨ4F 046-278-0068

神奈川県 (株)メガスポーツ 港北センター南 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央53-1 045-949-5461

神奈川県 (株)メガスポーツ 秦野 257-0041 神奈川県秦野市入船町12-1 0463-85-3880

神奈川県 (株)ヴィクトリア AM東戸塚店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町536-1 ｵｰﾛﾗﾓｰﾙ東戸塚ｱﾈｯｸｽ1F 045-828-2425

神奈川県 (株)ヴィクトリア 港北NT店 224-0006 神奈川県横浜市都筑区荏田東2-1-66 045-941-7734

神奈川県 (株)ヴィクトリア 湘南台店 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台7-53-3 0466-42-4494

神奈川県 (資)関水スポーツ 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-3-1 0466-26-7731

神奈川県 (有)ビッグ・バン 215-0012 神奈川県川崎市麻生区東百合丘4-36-6ｷｬｯｽﾙ百合丘101 044-965-2441

神奈川県 (有)善行 スノーランド 252-0826 神奈川県藤沢市宮原3345-4 0466-48-8633

神奈川県 (有)保一堂運動具店 231-0041 神奈川県横浜市中区吉田町4-8 045-261-3187

神奈川県 ZERO 252-0153 神奈川県相模原市緑区根小屋2915-74 042-814-2284

神奈川県 カンダハー 横浜店 221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町1-3-6 045-313-1876

神奈川県 シモムラスポーツ 251-0031 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4-17-23 046-650-5657

神奈川県 ゼビオ(株) アリオ橋本 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 ｱﾘｵ橋本2F 042-775-6021

神奈川県 ゼビオ(株) テラスモール湘南 251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 ﾃﾗｽﾓｰﾙ湘南3F 0466-38-3150

神奈川県 ゼビオ(株) トレッサ横浜 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町700番3F 045-533-3351

神奈川県 ゼビオ(株) ヴィスポ横須賀 238-0013 神奈川県横須賀市平成町2丁目14番1号 046-828-6239

神奈川県 ゼビオ(株) 港北ノースポート・モール 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 045-910-0555

神奈川県 ゼビオ(株) 川崎ルフロン 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎ﾙﾌﾛﾝ8F 044-223-1630

神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵2-14-20 042-769-1511

新潟県 (株)ICI石井スポーツ 新潟店 950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南1-16-52 025-241-5134

新潟県 (株)SPOOKYスポーツ INOUEK2プロスキースクール 949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽1041-2ﾍﾟﾝｼｮﾝ･ﾀﾞｯｸﾃｰﾙ 025-787-0302

新潟県 (株)アルペン AP新発田 957-0065 新潟県新発田市舟入町3丁目10番3号 0254-26-8872

新潟県 (株)アルペン SD燕三条 955-0093 新潟県三条市下須頃五枚田62番 0256-35-3222

新潟県 (株)アルペン SD上越 942-0052 新潟県上越市上源入51番地 025-545-6270

新潟県 (株)アルペン SD新潟河渡 957-0065 新潟県新潟市東区河渡庚259番 025-275-2170

新潟県 (株)アルペン SD新潟黒埼インター 950-1101 新潟県新潟市西区山田55 025-377-7725

新潟県 (株)アルペン SD長岡古正寺 940-2103 新潟県長岡市古正寺町385番地 0258-29-6500

新潟県 (株)アルペン スポーツデポ新潟河渡店 950-0015 新潟県新潟市東区河渡庚259 025-275-2170

新潟県 (株)ウチヤマ 本社 955-0051 新潟県三条市鶴田2-2-11 0256-38-5041

新潟県 (株)エビスヤ 948-0056 新潟県十日町市高田町6 025-757-2220

新潟県 (株)カスタム 946-0075 新潟県魚沼市吉田1063 025-792-2977

新潟県 (株)ガーラ湯沢 949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町茅平1039-2ｶﾞｰﾗ湯沢 025-785-6543

新潟県 (株)クレブ 949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町神立39-8 025-785-7288

新潟県 (株)クレブ クレブスポーツ六日町 949-6681 新潟県南魚沼市余川3079-1 025-770-1301

新潟県 (株)ゲオ セカンドアウトドア上越店 943-0173 新潟県上越市富岡3524J-max 1F 025-521-1866



新潟県 (株)コナヤ スポーツ 941-0068 新潟県糸魚川市本町7-8 025-552-0160

新潟県 (株)シャトー塩沢 949-6402 新潟県南魚沼市吉里1562 025-782-1191

新潟県 (株)ヒマラヤ 長岡店別館 940-2103 新潟県長岡市古正寺町1-56 0258-25-8818

新潟県 (株)ヒマラヤ 柏崎店 945-0811 新潟県柏崎市岩上7-14 0257-21-8320

新潟県 (株)ライフスタイルサービス 949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽731-79 025-787-3211

新潟県 (株)ワールドアイランド Big Sports Rental 赤倉温泉 949-2111 新潟県妙高市赤倉402 025-587-2870

新潟県 (株)ワールドアイランド Big Sports Rental 野沢温泉 949-2111 新潟県妙高市赤倉402 025-587-2870

新潟県 (株)糸魚川シーサイドバレー 949-0554 新潟県糸魚川市山口151-1 025-558-2311

新潟県 (株)上越観光開発 949-6431 新潟県南魚沼市樺野沢112-1 025-782-2745

新潟県 (株)舞子リゾート 舞子スノースクール 949-6423 新潟県南魚沼市舞子2056-108 025-783-4106

新潟県 (有)ウィットスポルトハイム 949-2102 新潟県妙高市田切580-1 0255-70-2036

新潟県 (有)エキップ 940-1165 新潟県長岡市水梨町147-1 0258-23-8166

新潟県 (有)パーマーク 940-1162 新潟県長岡市西宮内2-97 0258-37-1200

新潟県 (有)金六イレブン 949-6212 新潟県南魚沼郡湯沢町三国123 025-789-2568

新潟県 (有)三共 949-2102 新潟県妙高市田切218-396 0255-87-2755

新潟県 (有)三清 レンタル三清 949-6211 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣743ﾛｯﾁﾞ三清 025-788-9502

新潟県 (有)小島スポーツ 943-0831 新潟県上越市仲町2-5-26 025-523-3525

新潟県 (有)湯米心まつのやま 松之山温泉スキー場 942-1431 新潟県十日町市松之山湯山138-1 025-596-2402

新潟県 GALA湯沢スキー&スノーボードスクール 949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町茅平1039-2ｶﾞｰﾗ湯沢 025-785-6543

新潟県 NPO法人ネージュ 障害者スキースクール・ネージュ 949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽178-1ｽｶｲﾘｿﾞｰﾄ湯沢516 025-787-6720

新潟県 かぐら・田代スキースクール 949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽165ｰ2ﾌｧﾐｰﾙｳﾞｨﾗ2の1111 080-519-4358

新潟県 さとみやスポーツ店 944-2111 新潟県妙高市赤倉585-4 0255-87-2129

新潟県 オートパークナカヤス 949-6372 新潟県南魚沼市石打60-5 025-783-4067

新潟県 オオミヤスポーツ 940-0856 新潟県長岡市美沢3-469 0258-38-0038

新潟県 カネウチスポーツ(株) 940-0087 新潟県長岡市千手1-11-1 0258-33-2297

新潟県 スキーの専門店 いいよし 949-2112 新潟県妙高市関川 0255-86-2338

新潟県 ステーションV 949-6372 新潟県南魚沼市石打1632 025-783-2496

新潟県 スワローレンタサービス(株)湯沢 949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3069-1 025-785-5577

新潟県 ゼビオ(株) XS燕三条 955-0092 新潟県三条市須頃1-44 0256-33-8278

新潟県 ゼビオ(株) アピタ新潟西 950-2023 新潟県新潟市西区小新字白鳥474番地 ｱﾋﾟﾀ新潟西店1F 025-201-1066

新潟県 ゼビオ(株) 上越 942-0051 新潟県上越市下源入字四反田223-1 025-544-5439

新潟県 ゼビオ(株) 新潟亀田 950-0156 新潟県中蒲原郡亀田町早苗4-3-3 025-383-3939

新潟県 ゼビオ(株) 新潟桜木インター 950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺2-6-19 025-241-7361

新潟県 ゼビオ(株) 新発田 957-0063 新潟県新発田市新栄町3-3-2 0254-27-1833

新潟県 ゼビオ(株) 長岡 940-2103 新潟県長岡市古正寺1丁目180 0258-27-5539

新潟県 ゼビオ(株) 長岡リバーサイド千秋 940-2108 新潟県長岡市千秋二丁目1087-1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ千秋ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ1F 0258-20-5571

新潟県 フリーダムサーフカンパニー 940-0097 新潟県長岡市山田2-1-2 0258-33-8502

新潟県 ホテル苗場ホワイトパレス 949-6212 新潟県南魚沼郡湯沢町三国324 025-789-2785

新潟県 マルセスポーツ 946-0011 新潟県魚沼市小出島367-4 025-792-0558

新潟県 ミヤコスポーツ(株) 新潟営業所 950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-9-19近江ﾋﾞﾙ3F 025-283-3771

新潟県 レンタルショップ かみきや 949-6372 新潟県南魚沼市石打1615 025-783-3422

新潟県 レンタルショップ ベアースポーツ 949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽64-70 025-787-3728

新潟県 火打山麓振興(株) シャルマン火打スキー場 949-1322 新潟県糸魚川市西飛山1821 025-568-2244

新潟県 株 アルペン スポーツデポ新潟黒埼インター店 950-1101 新潟県新潟市西区山田55 025-377-7725

新潟県 松之山スキー協会 942-1432 新潟県十日町市松之山湯本1390-1 025-596-2307

新潟県 新潟県立こども自然王国(高柳スキー場) 945-1505 新潟県柏崎市高柳町高尾 0257-41-3355

新潟県 石打プロスキースクール 949-6372 新潟県南魚沼市石打 石打丸山ｽｷｰ場 025-783-2825

新潟県 赤倉ヨーデルスキー学校 949-2102 新潟県妙高市田切218-382 0255-87-2232

新潟県 全日本ウィンタースポーツ専門学校 949-2219 新潟県妙高市原通76 0255-81-3131

新潟県 長岡東山フェニックスグループ 長岡市営スキー場 940-0821 新潟県長岡市栖吉町3300番地 0258-34-2225

新潟県 湯沢高原スキースクール 949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢490 025-784-3562

新潟県 特定非営利活動法人 スノーパーク小出 小出スキー場 946-0043 新潟県魚沼市青島1609 025-792-5320

新潟県 入広瀬S.Cスキー学校 946-0303 新潟県魚沼市大白川750-1魚沼大原ｽｷｰ場内 090-9009-1568

新潟県 八海山スキースクール 949-7302 新潟県南魚沼市浦佐5406-1 025-777-4771

新潟県 妙高観光開発(株) 妙高スキーパーク 949-2235 新潟県妙高市関山6323-4 0255-82-4189

新潟県 妙高杉ノ原スキー&スノーボードスクール 949-2113 新潟県妙高市杉野沢 0255-86-6920

富山県 (株)アルペン APイータウンとなみ 939-1365 富山県砺波市三島町11番26号  ｲｰﾀｳﾝとなみ敷地内 0763-32-1965

富山県 (株)アルペン AP魚津 937-0041 富山県魚津市吉島二丁目5番23号 0765-23-0225

富山県 (株)アルペン AP高岡 933-0941 富山県高岡市内免353-1 0766-26-5381

富山県 (株)アルペン SDファボーレ婦中 939-2706 富山県富山市婦中町速星123番地の1 076-465-1930

富山県 (株)メガスポーツ となみ 939-1344 富山県砺波市中神土地区画整理事業地内31街区1 ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ1階 0763-32-7190

富山県 (株)メガスポーツ 高岡 933-0813 富山県高岡市下伏間江383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡1F 0766-27-2485

富山県 (株)太陽スポーツ ランプジャック 939-8211 富山県富山市二口町3-6-2 076-492-8612

富山県 (株)太陽スポーツ 砺波店 939-1351 富山県砺波市千代137-1 0763-34-5151

富山県 (有)アクトスポーツギア 939-8023 富山県富山市古寺419-3 076-425-5859

富山県 (有)スポーツのマンゾク 930-0003 富山県富山市桜町2-4-5 076-431-4790

富山県 iox-arosa 939-1681 富山県南砺市才川七115 076-355-1326

富山県 ゼビオ(株) アピタ富山東 930-0835 富山県富山市上冨居3-8-38 076-452-3355

富山県 ゼビオ(株) 富山蜷川 939-8222 富山県富山市蜷川183 076-429-8744

富山県 タニグチ PRO SKISCHOOL 930-1454 富山県富山市原359番地　極楽坂ｽｷｰ場ﾌﾟﾁﾎﾃﾙ内 076-481-1550

富山県 上平観光開発(株) タカンボースキー場 939-1977 富山県南砺市西赤尾町1767 0763-67-3766

富山県 富山県スキー連盟フリースタイル部 930-1304 富山県富山市南大場49-1 076-483-1723



富山県 立山アドベンチャープロスキースクール 930-1406 富山県中新川郡立山町芦峅寺7 076-482-1072

富山県 立山山麓スキー学校 930-1454 富山県富山市原11-1 076-482-1418

石川県 (株)アルペン AP小松沖町 923-0000 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業施行地区内仮 5街区1号 0761-24-2060

石川県 (株)アルペン SD金沢鞍月 920-8204 石川県金沢市戸水2丁目105番 076-266-1770

石川県 (株)アルペン SD金沢大桑 921-8045 石川県金沢市大桑2丁目405番地 076-243-8818

石川県 (株)ヒマラヤ イオンモールかほく店 929-1126 石川県かほく市内日角ﾀ25 076-289-1001

石川県 (株)メガスポーツ 松任 924-0841 石川県白山市平松町102-1 ｼﾞｬｽｺ松任店 076-274-9635

石川県 スポーツショップNOBU 920-0925 石川県金沢市天神町1-14-31 076-262-0059

石川県 ゼビオ(株) アピタタウン金沢ベイ 920-0333 石川県金沢市無量寺土地区画整理事業地内 16街区 076-225-2505

石川県 ゼビオ(株) フェアモール松任 924-0817 石川県白山市幸明町150 076-274-6755

石川県 黒ゆりプロスキースクール 920-2333 石川県白山市尾添ヌ117-1　ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾑ一里野 内 076-256-7714

福井県 (一財)南越前町公共施設管理公社 今庄365スキー場 919-0128 福井県南条郡南越前町板取85-36 0778-45-1115

福井県 (株)アルペン AP鯖江 916-0044 福井県鯖江市五郎丸町312番地 0778-51-6004

福井県 (株)アルペン SD福井大和田 910-0802 福井県福井市大和田町20号32番地 0776-57-7371

福井県 (株)オザキスポーツ 大野店 912-0071 福井県大野市鍬掛7-43 0779-66-2257

福井県 (株)ヒマラヤ 越前店 915-0091 福井県越前市高木町37-1-1 0778-22-1150

福井県 (株)東急リゾートサービス スキージャム勝山 911-0000 福井県勝山市170-70ｽｷｰｼﾞｬﾑ勝山 0779-87-6109

福井県 (有)スポーツガイド野辺 勝山店 911-0801 福井県勝山市沢町2-2-26 077-987-1111

福井県 (有)スポーツガイド野辺 大野店 912-0016 福井県大野市友江12-3-2 0779-66-4618

福井県 SKI PRO SHOP J1 916-0041 福井県鯖江市東鯖江 2-5-12 0778-54-7323

福井県 まんぞくPRO SHOP メンテ屋 KUBOTA 910-0003 福井県福井市松本1-5-4 0776-97-9337

福井県 エスケイファクトリー 911-0034 福井県勝山市滝波町5丁目1003-1 0779-88-5044

福井県 ジャムプロスキースクール 911-0000 福井県勝山市170-70 0779-87-6109

福井県 ゼビオ(株) 福井大和田 910-0802 福井県福井市大和田町第38号4 0776-57-2181

福井県 今庄365スキー学校 919-0131 福井県南条郡南越前町今庄59-8-1 0778-45-1515

山梨県 (株)ICI石井スポーツ 甲府店 400-0814 山梨県甲府市上阿原町481-1 055-221-0141

山梨県 (株)アルペン SDフォレストモール富士河口湖 401-0302 山梨県南都留郡富士河口湖町小立4291番 0555-83-2001 

山梨県 (株)アルペン SD甲府 400-0814 山梨県甲府市上阿原町352-1 055-225-2431

山梨県 (株)アルペン SD甲府昭和インター 400-0047 山梨県甲府市徳行5-12-30 055-225-2370

山梨県 (株)アルペン スポーツデポ甲府昭和インター店 400-0047 山梨県甲府市徳行5-12-30 055-225-2370

山梨県 (株)カムイ 甲府店 400-0826 山梨県甲府市西高橋町134-1 055-232-9381

山梨県 (株)スポーツカムイ 富士吉田店 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田 0555-24-1119

山梨県 (株)星野リゾート・八ヶ岳 アクティビティセンター 408-0044 山梨県北杜市小淵沢町129-1 055-136-5209

山梨県 ふじてんスノーリゾート 401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村8545-1ふじてんｽﾉｰﾘｿﾞｰﾄ 0555-85-2000

山梨県 ふじてんスノーリゾート スキースクール 401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山8545-1 055-585-2000

山梨県 ハイランドパーク(株) サンメドウズ清里事業所 407-0311 山梨県北杜市大泉町西井出8240-1ｻﾝﾒﾄﾞｳｽﾞ清里ｽｷｰ場 0551-48-4111

山梨県 ペンションりとる・ばーど 407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545 0551-48-2951

山梨県 合同会社 リスポ 400-0108 山梨県甲斐市宇津谷879-2 0551-45-7977

長野県 (株)ICI石井スポーツ 松本 390-0811 長野県松本市中央2-3-17 0263-36-3039

長野県 (株)PASSO 383-0051 長野県中野市七瀬97-1 0269-22-7987

長野県 (株)TNB 信州南営業所 383-0043 長野県中野市三ﾂ和1719小林袈裟冶宅内 0269-24-6008

長野県 (株)らんぷ屋 わんぱくスキー塾 黒姫プロスキースクール 389-1305 長野県上水内郡信濃町柏原4648-1 026-255-5589

長野県 (株)アビラ 斑尾高原ホテル 389-2257 長野県飯山市斑尾高原 0269-64-3311

長野県 (株)アルペン AP伊那福島 396-0001 長野県伊那市福島133 06-6907-0020

長野県 (株)アルペン AP上田インター 386-0002 長野県上田市大字住吉58番-2 0268-21-2080

長野県 (株)アルペン AP諏訪インター 391-0000 長野県茅野市中沖11-2 0266-82-2112

長野県 (株)アルペン AP飯田インター 395-0151 長野県飯田市北方800-1 0265-25-1291

長野県 (株)アルペン AP穂高 399-8303 長野県安曇野市穂高1382-1 0263-82-1072

長野県 (株)アルペン SD佐久北インター 384-0808 長野県小諸市御影新田字香久保2616-1  0267-22-0260 

長野県 (株)アルペン SD長野 380-0913 長野県長野市大字川合新田3401-1 026-222-2244

長野県 (株)アルペン SD南松本 390-0832 長野県松本市南松本2丁目5番42号 0263-27-6971

長野県 (株)アルペン アルペン上田インター店 386-0005 長野県上田市古里1584-14ﾚｵﾊﾟﾚｽｱｾﾞﾘｱ201 080-6173-2449

長野県 (株)ウッディクリエーション レンタルショップ ウッディ 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城828-112 0261-72-4580

長野県 (株)オオハタスポーツ 397-0001 長野県木曽郡木曽町福島5105-1 026-422-2497

長野県 (株)オファーテック ロコチューンナップサービス 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城2127-4 0261-72-6739

長野県 (株)カムイ スポーツカムイ高森店 399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田2325-1 0265-35-3935

長野県 (株)カムイ 伊那店 399-4431 長野県伊那市西春近2713 0265-74-9199

長野県 (株)ストリーム 384-2309 長野県北佐久郡立科町芦田八ｹ野432 026-755-6453

長野県 (株)スパイシー 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城3020-118 0261-72-2858

長野県 (株)スワロースキー 389-2255 長野県飯山市静間1382-1 0269-62-1111

長野県 (株)スワロースキー エスキューブ中野店 381-0012 長野県中野市一本木591-3 0269-26-62

長野県 (株)スワロースキー サービス部 398-2255 長野県飯山市大字静馬1382-1 0269-62-3150

長野県 (株)ティエヌビー長野 383-0053 長野県中野市草間1537-5 0269-24-6255

長野県 (株)ネーヴェ Okabe Tetsuya Ski School 389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1357-16 0267-41-0623

長野県 (株)パレス APPLE RENTAL 白馬 399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙12840‐1 026-171-5260

長野県 (株)パレス JAM RENTAL 栂池 399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙12840‐1 026-171-5260

長野県 (株)パレス 白馬マウンテンラウンジ 399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙12840‐1 026-171-5260

長野県 (株)パンダルマン パンダルマンキッズスクール 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城5746-3白馬ﾗｲｵﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 090-5201-0102

長野県 (株)パンダルマン 軽井沢パンダルマンキッズスクール 389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ場内 026-741-0036

長野県 (株)ブルークリフ 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城7077-1 0261-72-8557

長野県 (株)プレスト 386-0003 長野県上田市上野436-1 0268-26-0401

長野県 (株)マックアース 黒姫ライジングサンホテル 389-1303 長野県上水内郡信濃町野尻瑞穂3807-5黒姫ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝﾎﾃﾙ 026-255-3211



長野県 (株)マックアース 黒姫高原スノーパーク 389-1303 長野県上水内郡信濃町野尻3807ｺｽﾓﾌﾟﾗｻﾞ 026-255-3176

長野県 (株)マックアース 信州菅平パインビークスキー場 386-2204 長野県上田市菅平高原1223-3433信州菅平ﾊﾟｲﾝﾋﾞｰｸｽｷｰ場 0268-74-2138

長野県 (株)マテリアルスポーツ 白馬支店 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城ｴｺｰﾗﾝﾄﾞ3020-850 0261-72-5506

長野県 (株)リゾートジャパン Three Peaks 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城5090ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽﾎﾃﾙ ｱｰｹｰﾄﾞ内 0261-85-0064

長野県 (株)ルミエール 384-2309 長野県北佐久郡立科町芦田八ｹ野2030 0267-55-6246

長野県 (株)レザティ 386-2211 長野県須坂市仁礼峰の原3153-974ｾｯｼｮﾝｸﾗﾌﾞ 0268-74-3174

長野県 (株)伊那リゾート 399-4431 長野県伊那市西春近3390 026-573-8855

長野県 (株)奥志賀高原リゾート 381-0405 長野県下高井郡山ﾉ内町奥志賀高原 0269-34-2225

長野県 (株)金森スポーツ 飯山店 389-2253 長野県飯山市飯山大字飯山2285-2 0269-62-0186

長野県 (株)金森スポーツ 本店 389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9757 0269-852-204

長野県 (株)五竜 399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城22184-10 0261-75-2101

長野県 (株)菅平スキーハウス 386-2204 長野県上田市菅平高原1223 0268-74-2226

長野県 (株)太田興産 黒姫営業所 389-1303 長野県上水内郡信濃町野尻3807-211 026-255-3214

長野県 (株)大糸 399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城26092 0261-75-2636

長野県 (株)長和町振興公社 ブランシュたかやまスキーリゾート 386-0601 長野県小県郡長和町大門3652 0268-69-2232

長野県 (株)東急リゾートサービス 391-0301 長野県茅野市北山字鹿山4026-2 0266-69-3211

長野県 (株)東急リゾートサービス タングラムスキーサーカス 389-1302 長野県上水内郡信濃町古海3575-8 026-258-3673

長野県 (株)白馬さのさか 399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城458 0261-75-2452

長野県 (株)白馬三津野白馬スポーツ事業部 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城6029 026-172-2329

長野県 (株)北志賀竜王 381-0405 長野県下高井郡山ﾉ内町夜間瀬 11700 0269-33-7131

長野県 (株)野沢温泉 389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷7653 0269-85-3166

長野県 (有)みなみ信州平谷リゾート 395-0601 長野県下伊那郡平谷村1511 0265-48-2100

長野県 (有)やぶはら高原山の家 399-6202 長野県木曽郡木祖村菅2968-1 026-436-2421

長野県 (有)やまびこ レンタルショップやまびこ、レンタルショップECHO 386-0601 長野県小県郡長和町大門125 0268-69-2940

長野県 (有)エスペロ エスペロ本店・エスペロ支店・レンタルオリオン 397-0201 長野県木曽郡王滝村3691-2 0264-48-2202

長野県 (有)オフィスエーアンドエム アライスポーツ 399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙12840-1幸雪 0261-83-2005

長野県 (有)デイオフ 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城9343 0261-72-6778

長野県 (有)フルマークス 白馬店 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城5595-11 0261-72-7344

長野県 (有)マツヤスポーツ 383-0022 長野県中野市中央1-4-23 0269-22-4706

長野県 (有)ワールドスポーツ 381-3303 長野県上水内郡小川村大字小根山4392-6 026-269-1112

長野県 (有)ヴィレッジボックススポーツ 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城4259 0261-72-5035

長野県 (有)白樺 スキー&スノーボードレンタルサービス 白樺 389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷2166 0269-85-2166

長野県 (有)白馬ヤマトヤ 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城6350 0261-72-2200

長野県 (有)八子ヶ峰ホテル 391-0301 長野県茅野市北山3424 0266-68-2341

長野県 (有)福田屋商店 レンタル ハウスサンアントン 389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷大字豊郷9515 0269-85-2275

長野県 GR ski life 384-1303 長野県南佐久郡南牧村広瀬1958-9 090-243-8246

長野県 GROVE 389-2303 長野県下高井郡木島平村上木島3027-1 0269-82-4535

長野県 GoFun Japan 399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城24196-11白馬山荘 090-2423-2884

長野県 ICI石井スポーツ 長野店 380-0825 長野県長野市末広町1356Nacs末広 2階 026-229-7739

長野県 JAPANジュニアスキーアカデミー 386-2211 長野県須坂市仁礼峰の原3153-203 0268-74-3121

長野県 KMF 399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙6750 0261-82-3214

長野県 Ks Creative Studio 381-0006 長野県長野市富竹1121-2 090-1828-3016

長野県 MSスタープロスキースクール 389-2257 長野県飯山市斑尾高原　空の家 0269-64-3130

長野県 NOZAWA Sports Thanx 389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷7814 0269-67-0112

長野県 SAJ戸隠スキースクール 381-4101 長野県長野市戸隠3507-80 026-254-3806

長野県 SNOWKING Telemark&Alpine Ski School 386-0601 長野県小県郡長和町大門3518-2525山の家かわかみ 026-869-2047

長野県 SnowLink Academy 386-2204 長野県上田市菅平高原1223-4629 0268-74-2650

長野県 THE NORTH FACE GRAVITY HAKUBA 399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城5930-1 0261-85-2855

長野県 Villa Alpen 381-0401 長野県下高井郡山ﾉ内町平穏7148Villa Alpen 0269-34-2731

長野県 さかえ倶楽部スキー場 389-2702 長野県下水内郡栄村北信2903 0269-87-3333

長野県 さつき食堂 399-6203 長野県木曽郡木祖村小木曽4550 080-2059-0939

長野県 アイ・ティー・エス タングラムキッズ&ジュニアスクール 389-1302 長野県上水内郡信濃町古海3575-8ﾎﾃﾙ ﾀﾝｸﾞﾗﾑ 026-258-3673

長野県 アスモグループ株 開田高原マイアスキー場 397-0302 長野県木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 0264-44-1111

長野県 アメアスポーツジャパン(株) SALOMON ARC`TERYX軽井沢 389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢PSPｲｰｽﾄ 0267-41-2256

長野県 インターラーケンスポーツアカデミー 389-2303 長野県下高井郡木島平村上木島字高社山256 0269-82-4515

長野県 エーデルワイススキースクール 381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬　ﾎﾃﾙｱﾗﾗｷﾞ内 0269-34-2886

長野県 エコーバレースノースポーツスクール 386-0601 長野県小県郡長和町大門3518-2546 080-188-9891

長野県 ケルンズショップ 386-2211 長野県須坂市仁礼町3153-699 0268-74-2591

長野県 コパンブランアウトドアスクール 381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原熊の湯　ﾎﾃﾙ一望閣 内 0269-34-2526

長野県 サニープロスキースクール 381-0400 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原高天ヶ原　ﾎﾃﾙｻﾆｰ志賀 内 0269-34-2049

長野県 ジェイ・マウンテンズ・セントラル(株) 395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4 0265-44-2311

長野県 スポーツメイト スナヤマ 389-1305 長野県上水内郡信濃町柏原2554-2 026-255-2073

長野県 ゼビオ(株) アリオ上田 386-0025 長野県上田市天神3-5-1 ｱﾘｵ上田2F 0268-29-6100

長野県 ゼビオ(株) 佐久平 385-0022 長野県佐久市岩村田字挟石1444-1 0267-66-0600

長野県 ゼビオ(株) 松本芳川 399-0032 長野県松本市芳川村井町北2-14-57 0263-85-4939

長野県 ゼビオ(株) 諏訪 392-0013 長野県諏訪市沖田町3-7 0266-57-4455

長野県 ゼビオ(株) 長野南高田 381-0034 長野県長野市大字高田1841-1 026-268-4811

長野県 ゼビオ(株) 飯田鼎 395-0804 長野県飯田市鼎名古熊651 0265-21-6266

長野県 チューンナップショップ88° 386-2204 長野県上田市菅平高原1223-2569 0268-61-7006

長野県 チューンナップショップ健造 386-2204 長野県上田市菅平高原1265 026-874-2529

長野県 パノラマスノーアカデミー 399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703富士見ﾊﾟﾉﾗﾏﾘｿﾞｰﾄ内 0266-62-8610

長野県 ビアンカスキースクール 381-0400 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬　志賀一ノ瀬荘 内 0269-34-2347



長野県 ピステ(株) HEAD SPORTS STATION HAKUBA 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城4098-1 0261-72-6716

長野県 フィールド・マネジメント 389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 026-746-9311

長野県 ブライトレンタル 399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城22203-145 0267-75-523

長野県 ヘブンスそのはらプロスキースクール 395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4 0265-44-2310

長野県 ペンションかおる 397-0002 長野県木曽郡木曽町新開10221-1 0264-27-6404

長野県 ボードチューン 雪蔵 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城1612-23 0261-72-5638

長野県 ヤマボク スノーアカデミー 382-0821 長野県上高井郡高山村牧 026-242-2133

長野県 ヨッシースポーツ 384-0083 長野県小諸市市695-2 090-4448-2281

長野県 ランプ食堂 389-2411 長野県飯山市豊田5882 0269-65-2128

長野県 レンタル 中門 399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見9540-1 0266-62-2293

長野県 レンタルスキー 広進堂 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城5113 0261-72-2441

長野県 ロッジ 山の音 380-0888 長野県長野市大字上ｹ屋2471-2118 026-239-2001

長野県 ロッジ花紋 389-0501 長野県東御市新張湯の丸1270番地 0268-64-3377

長野県 ワイズスノースポーツスクール 381-0400 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原丸池ｽｷｰ場　ｼｬﾚｰﾄﾞｲﾝ志賀内 0269-24-2180

長野県 ヴィラ・アルペン 381-0401 長野県下高井郡山ﾉ内町平穏7148 0269-34-2731

長野県 一般財団法人上田市地域振興事業団 386-0507 長野県上田市武石上本入2469 0268-86-2525

長野県 奥白馬高原開発(株) 399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1 0261-82-3852

長野県 樫山スノーテック(株) 385-0002 長野県佐久市上平尾2066-1 0267-67-3301

長野県 樫山スノーテック(株) あさひプライムスキー場 390-1104 長野県東筑摩郡朝日村古見 0263-99-3700

長野県 株 ドリームシップ COMPASS HOUSE 389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷6463-15 0269-67-0224

長野県 戸隠スキー学校 381-4101 長野県長野市戸隠3631-2 026-254-4070

長野県 戸隠フランススキー学校 381-4101 長野県長野市戸隠3682-4 026-254-2274

長野県 黒姫スキー学校 389-1303 長野県上水内郡信濃町野尻3807-213 026-255-3210

長野県 山光商店 389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9275-1 0269-85-2195

長野県 治部坂観光(株) 治部坂高原スキー場 レンタル 395-0501 長野県下伊那郡阿智村浪合1192 0265-47-1111

長野県 小賀坂スキー販売㈱ 380-0921 長野県長野市栗田653 026-226-0678

長野県 焼額山スノースクール 381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山　志賀高原プリンスホテル西館1F 0269-24-2061

長野県 信州綜合開発観光 (株) 391-0301 長野県茅野市北山3413車山ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ 0266-68-2723

長野県 杉山スキー&スノースポーツスクール 381-0405 長野県下高井郡山ﾉ内町奥志賀高原ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾑ奥志賀 0269-34-2551

長野県 菅平サクラメント・スキースクール 386-2201 長野県上田市菅平高原　菅平ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ内 0268-74-2007

長野県 菅平ハイランドプロスキースノーボードスクール 386-2201 長野県上田市菅平高原1223-6192 0268-74-3545

長野県 菅平プリンスホテル 386-2204 長野県上田市菅平高原1223-3735 0268-74-2100

長野県 菅平高原テレマークスキースクール 386-2204 長野県上田市菅平高原ﾚｯｸｽｳﾞｨﾗ菅平Ⅲ-201 090-8059-9654

長野県 石川プロスキースクール 381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原丸池　丸池ﾎﾃﾙ 内 0269-34-2562

長野県 大屋民宿 399-6202 長野県木曽郡木祖村菅2637 026-436-2491

長野県 大町温泉観光(株) 398-0001 長野県大町市平4819 0261-22-0551

長野県 中央アルプス観光(株) 399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂759-489 0265-83-3107

長野県 中山 隆 399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城27721-592 0261-75-4876

長野県 鶴井スキースクール 381-0401 長野県下高井郡山ﾉ内町志賀高原ほたる温泉志賀ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ内 0269-34-2045

長野県 湯の丸観光開発(株) 389-0501 長野県東御市新張湯の丸1270 0268-62-0376

長野県 南志賀開発(株) 382-0800 長野県上高井郡高山村大字奥山田3530-1 026-242-2611

長野県 白樺リゾートプロスキースクール 386-0412 長野県上田市御嶽堂1510-12 0268-43-1550

長野県 白馬さのさかスキースクール 399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城458―165 0261-75-3280

長野県 白馬乗鞍スキー学校 399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙12852-1 0261-82-2571

長野県 白馬八方尾根スキースクール 399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城3901 0261-72-2126

長野県 飯綱高原スキー場 380-0882 長野県長野市富田1-1 026-239-2505

長野県 富士見パノラマリゾート 399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703 0266-62-5666

長野県 富士見高原リゾート(株) 富士見高原スキー場 399-0101 長野県諏訪郡富士見町境12067 0266-66-2932

長野県 米沢省吾プロスキースクール 386-2201 長野県上田市菅平高原1223-3396 0268-74-3439

長野県 北志賀スキースクール 381-0405 長野県下高井郡山ﾉ内町夜間瀬1721 0269-33-2000

長野県 北村スノースポーツスクール 381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬　志賀一井ﾎﾃﾙ内 0269-34-2729

長野県 野沢温泉スキースクール 389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷8153-2 0269-85-3158

長野県 練馬区立軽井沢少年自然の家 389-0115 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分1341-1 0267-46-4141

長野県 楜沢レンタルスキー 385-0024 長野県佐久市平塚143 0267-67-0707

岐阜県 (株)ひらゆの森 506-1433 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-1 0578-89-3338

岐阜県 (株)アルペン APフレスポ高山 506-0025 岐阜県高山市天満町1丁目5-8 0577-36-5181

岐阜県 (株)アルペン AP岐阜 500-8383 岐阜県岐阜市江添一丁目3番10号 058-273-1241

岐阜県 (株)アルペン AP多治見 507-0051 岐阜県多治見市西坂町5丁目31番1 0572-24-6698

岐阜県 (株)アルペン AP中津川 509-9132 岐阜県中津川市茄子川字青木1993-5 0573-68-2133

岐阜県 (株)エスタンシア 501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見5378番地 0575-73-0278

岐阜県 (株)ヒマラヤ クロスガーデン中津川店 508-0045 岐阜県中津川市かやの木町1-52 0573-62-1650

岐阜県 (株)ヒマラヤ マーゴ関店 501-3936 岐阜県関市倉知516 0575-21-2177

岐阜県 (株)ヒマラヤ ラスパ御嵩店 505-0126 岐阜県可児郡御嵩町上恵土1010-1 ﾗｽﾊﾟ御嵩別棟 0574-67-1233

岐阜県 (株)ヒマラヤ 高山店 506-0054 岐阜県高山市岡本町4-139 0577-35-5771

岐阜県 (株)ヒマラヤ 商品部 500-8383 岐阜県岐阜市江添1-3-12 058-276-8911

岐阜県 (株)ヒマラヤ 多治見店 507-0023 岐阜県多治見市小田町6-1-4 0572-21-1552

岐阜県 (株)ヒマラヤ 大垣店 500-8383 岐阜県岐阜市江添1-4-6 058-276-8000

岐阜県 (株)ヒマラヤ 販売チャネル統括部 販売支援チーム 500-8630 岐阜県岐阜市江添1-1-1 058-276-6570

岐阜県 (株)ヒマラヤ 本館 500-8383 岐阜県岐阜市江添1-4-6 058-276-8234

岐阜県 (株)メガスポーツ 各務ヶ原 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 ｲｵﾝ各務原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 058-375-3304

岐阜県 (株)メガスポーツ 各務原 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 ｲｵﾝ各務原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 058-375-3304

岐阜県 (株)メガスポーツ 岐阜マーサ21 502-8521 岐阜県岐阜市正木中1-2-1 ﾏｰｻ21 058-296-5931



岐阜県 (株)メガスポーツ 大垣南 503-0933 岐阜県大垣市外野2丁目100番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ大垣 0584-87-0510

岐阜県 (有)アイゲンミョウカン 500-8381 岐阜県岐阜市市橋6-3-1 058-272-0571

岐阜県 (有)スポーツショップイネ 高山店 506-0825 岐阜県高山市石浦町2-435 0577-35-9037

岐阜県 (有)スポーツショップダイコクヤ 501-4612 岐阜県郡上市大和町剣94-8 057-588-2272

岐阜県 (有)センタースポーツ センタースポーツPOWERS 507-0053 岐阜県多治見市若松町4-57 057-225-1544

岐阜県 (有)ホワイトゾーン 507-0901 岐阜県多治見市笠原町2455-322 0572-56-6301

岐阜県 ひるがの高原ﾌﾟﾛｽｷｰ＆ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽｸｰﾙ 501-5122 岐阜県郡上市白鳥町為真1232-2 0575-82-5436

岐阜県 オリンピア 501-5301 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-3086 0575-73-2001

岐阜県 スポーツプラザヒビノ恵那店 509-7201 岐阜県恵那市大井町225-1 0573-22-9080

岐阜県 スポーツワークス キープワン 506-0825 岐阜県高山市石浦町9-145 0577-36-0008

岐阜県 ゼビオ(株) カラフルタウン岐阜 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6 058-218-3050

岐阜県 フッド(株) 501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良661-2 0575-82-6188

岐阜県 モンデウス飛騨位山スノーパーク 506-0025 岐阜県高山市天満町2-94 0577-34-7822

岐阜県 レストハウスえびす 506-2114 岐阜県高山市丹生川町日影101 0577-79-2116

岐阜県 一般財団法人いびがわ 揖斐高原スキー場 501-0804 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山264-3 0585-52-2605

岐阜県 奥長良観光開発(株) ホワイトピアスキー場 501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見1173 0575-72-6375

岐阜県 向鷲見観光(株) 501-5303 岐阜県郡上市高鷲町大鷲 0575-72-5903

岐阜県 中部スノーアライアンス(株) 高鷲スノーパーク 501-5305 岐阜県郡上市高鷲町西洞3086-1高鷲ｽﾉｰﾊﾟｰｸ 0575-72-7000

岐阜県 朴ノ木平スキー学校 506-2121 岐阜県高山市丹生川町坊方2072 0577-79-2637

静岡県 (株)ICI石井スポーツ 松坂屋静岡店 420-8560 静岡県静岡市葵区御幸町10-2松坂屋静岡店北館5階 054-652-3132

静岡県 (株)アルペン AP掛川 436-0034 静岡県掛川市梅橋字高畑339-1 0537-24-9216

静岡県 (株)アルペン AP静岡石田 422-8074 静岡県静岡市駿河区南八幡町9番1号 054-284-3777

静岡県 (株)アルペン AP藤枝 426-0033 静岡県藤枝市小石川町四丁目6番45号 054-645-3275

静岡県 (株)アルペン SDイオンタウン磐田 438-0026 静岡県磐田市西貝塚3690 0538-33-5401

静岡県 (株)アルペン SDプレ葉ウォーク浜北 434-0038 静岡県浜松市貴布祢1200 053-585-7201

静岡県 (株)アルペン SDマークイズ静岡 420-0012 静岡県静岡市葵区柚木191 054-262-7200

静岡県 (株)アルペン SD沼津 410-0033 静岡県沼津市杉崎町11番50号 055-920-3167

静岡県 (株)アルペン SD富士南 416-0945 静岡県富士市宮島841-1 0545-65-4340

静岡県 (株)アルペン スポーツデポ富士南店 416-0945 静岡県富士市宮島841-1 0545-65-4340

静岡県 (株)フジヤマリゾート スノータウン イエティ 410-1231 静岡県裾野市須山字藤原2428 055-998-0636

静岡県 ゼビオ(株) ららぽーと磐田 438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番地 2階2190 0538-59-0415

静岡県 ゼビオ(株) 浜松宮竹 435-0048 静岡県浜松市上西町1020-1 053-466-3030

愛知県 (株)ICI石井スポーツ IBS石井スポーツ名古屋店 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目16番27号栄ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ2F 052-973-2780

愛知県 (株)SPA 473-0907 愛知県豊田市竜神町寺池30-4 0565-29-5271

愛知県 (株)アルペン AP一社 465-0093 愛知県名古屋市名東区一社1丁目64番地 052-704-5701

愛知県 (株)アルペン AP岡崎 444-0912 愛知県岡崎市井田西町4-2 0564-21-9733

愛知県 (株)アルペン AP春日井 486-0816 愛知県春日井市東野新町2丁目1-21 0568-56-7261

愛知県 (株)アルペン AP長久手 480-1123 愛知県愛知郡長久手町東狭間1002番地 0561-62-6622

愛知県 (株)アルペン AP東海 476-0003 愛知県東海市荒尾町脇ﾉ田30番地の1 052-601-3781

愛知県 (株)アルペン AP尾張旭 488-0043 愛知県尾張旭市北本地ｹ原町四丁目25 0561-54-1301

愛知県 (株)アルペン AP豊川インター 442-0806 愛知県豊川市天神町16番                                             0533-85-9567

愛知県 (株)アルペン Eコマース部 460-8637 愛知県名古屋市中区丸の内2-9-40 052-559-0136

愛知県 (株)アルペン SDみなと稲永駅前 455-0841 愛知県名古屋市港区一州町1番地3 052-384-5481

愛知県 (株)アルペン SD一宮 491-0063 愛知県一宮市常願通7丁目27番地 0586-23-2560

愛知県 (株)アルペン SD蟹江 497-0034 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江本町ｺﾉ割1 0567-96-8222

愛知県 (株)アルペン SD砂田橋 491-0063 愛知県一宮市常願通7丁目27番地 0586-23-2560

愛知県 (株)アルペン SD山王 454-0011 愛知県名古屋市中川区山王2丁目3-47 052-323-8441

愛知県 (株)アルペン SD小牧 485-0046 愛知県小牧市堀の内5丁目146番地 0568-76-0787

愛知県 (株)アルペン SD西尾 445-0872 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地 0563-53-1436

愛知県 (株)アルペン SD東浦 470-2102 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 (株)アルペン SD豊橋 440-0851 愛知県豊橋市前田南町2丁目17番地 0532-52-3008

愛知県 (株)アルペン SD名西 451-0064 愛知県名古屋市西区名西二丁目33番8号 052-532-3731

愛知県 (株)アルペン SD有松インター 458-0918 愛知県名古屋市緑区南陵601番地 有松ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ内 052-624-1160

愛知県 (株)アルペン リゾート事業部 460-8637 愛知県名古屋市中区丸の内2-9-40 052-559-1040

愛知県 (株)アルペン 商品第4部 460-8637 愛知県名古屋市中区丸の内2-9-40 052-559-0171

愛知県 (株)エリア 465-0014 愛知県名古屋市名東区上菅2丁目1105番地ﾋﾙﾊｲﾂｸﾛｰﾊﾞｰ1F 052-726-5180

愛知県 (株)パドルクラブ 名古屋店 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-6-41AMﾋﾞﾙ 052-959-3004

愛知県 (株)ヒマラヤ 岡崎店 444-2134 愛知県岡崎市大樹寺1-2-2 0564-26-1160

愛知県 (株)ヒマラヤ 春日井店 486-0857 愛知県春日井市浅山町3-16-7 0568-56-7230

愛知県 (株)ヒマラヤ 千音寺店 454-0972 愛知県名古屋市中川区新家3丁目1204番地 ｱｽﾞﾊﾟｰｸ 052-432-3220

愛知県 (株)ヒマラヤ 知立店 472-0053 愛知県知立市南新地1丁目13番地18 0566-83-8555

愛知県 (株)ヒマラヤ 東海店 476-0003 愛知県東海市荒尾町見幕88 052-689-2111

愛知県 (株)ヒマラヤ 半田店 475-0922 愛知県半田市昭和町2-38 0569-26-6771

愛知県 (株)ヒマラヤ 豊橋店 441-8109 愛知県豊橋市小松町219-1 0532-38-5060

愛知県 (株)ヒマラヤ 豊田店 471-0864 愛知県豊田市広路町3-24 0565-32-1600

愛知県 (株)ベイシア ワールドスポーツ常滑インター店 479-0868 愛知県常滑市飛香台3-3-2 0569-89-7775

愛知県 (株)メガスポーツ ワンダーシティ 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番 ｲｵﾝﾓｰﾙmozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ内402 052-509-5691

愛知県 (株)メガスポーツ 三好 470-0224 愛知県西加茂郡三好町大字三好青木91 ｼﾞｬｽｺ三好店･ｱｲﾓｰﾙ 0561-33-32604

愛知県 (株)メガスポーツ 守山 463-0812 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3-1228 ｼﾞｬｽｺｼﾃｨ守山 052-739-0211

愛知県 (株)メガスポーツ 東浦 470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川字申新田2区67-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦 0562-82-2611

愛知県 (株)メガスポーツ 熱田 456-8763 愛知県名古屋市熱田区六野1丁目2番11号 ｲｵﾝ熱田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 052-884-7937

愛知県 (有)スポーツアカデミー 468-0004 愛知県名古屋市天白区梅が丘1-112 052-805-5820



愛知県 (有)ムース 植田本店 468-0009 愛知県名古屋市天白区元植田2-1904 052-848-2780

愛知県 (有)リッド 462-0059 愛知県名古屋市北区駒止町2-17 052-914-6704

愛知県 H&R SKIMAN Studio 本店 491-0101 愛知県一宮市浅井町尾関字小山75-3 0586-78-3916

愛知県 Outdoor Speciality MOOSE 468-0009 愛知県名古屋市天白区元植田2丁目1904番地MOOSE 052-848-2780

愛知県 SEED合同会社 466-0838 愛知県名古屋市昭和区五軒家町ﾘﾌﾞﾛｰﾈ南山 052-835-7035

愛知県 アイ・メックス ジャパン(株) 460-0015 愛知県名古屋市中区大井町7-13 090-1417-6590

愛知県 イエティスキークラブ 474-0074 愛知県大府市共栄町4-151 0562-47-3228

愛知県 エンジョイライフプランニング 461-0025 愛知県名古屋市東区徳川三旺徳川苑1F 052-930-5025

愛知県 オールマウンテンスポーツDoing 457-0072 愛知県名古屋市南区寺部通2-6-1 052-217-9634

愛知県 ゼビオ(株) ザ・モール安城 446-0065 愛知県安城市大東町9-31 0566-74-9293

愛知県 ゼビオ(株) 岡崎インター 444-0008 愛知県岡崎市洞町字的場10-1 0564-25-5422

愛知県 ゼビオ(株) 豊橋向山 440-0858 愛知県豊橋市つつじヶ丘1-11-3 0532-64-5677

愛知県 ゼビオ(株) 豊田 471-0454 愛知県豊田市東新町6-17-1 豊田ﾗｯﾂ2F 0565-74-0071

愛知県 ゼビオ(株) 名古屋みなと 455-0056 愛知県名古屋市港区砂美町1-5 052-665-2081

愛知県 ゼビオ(株) 名古屋砂田橋 461-0045 愛知県名古屋市東区砂田橋1丁目1番10 砂田橋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階 052-725-7616

愛知県 ゼビオ(株) 名古屋富田 454-0953 愛知県名古屋市中川区富田町大字榎津西乗江525-2 052-309-7311

愛知県 トリイスポーツクラブ 468-0011 愛知県名古屋市天白区平針一丁目107番地ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ平針第7 703号 052-805-2077

愛知県 フォーチューン 441-1315 愛知県新城市大海宮ﾉ前10-3 0536-25-1166

愛知県 一般財団法人 茶臼山高原協会 茶臼山高原スキー場 449-0405 愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字御所平70-185 0536-87-2345

愛知県 宇津美スポーツ 457-0861 愛知県名古屋市南区明治2-20-5 052-692-3111

愛知県 金森スポーツ名古屋 451-0025 愛知県名古屋市西区上名古屋4-9-10 052-521-3953

愛知県 三沢シーハイルクラブ 685-0012 愛知県小牧市小牧原新田1879 0568-55-2744

愛知県 穂高 448-0028 愛知県刈谷市桜町1-13 0566-23-8611

三重県 (株)アルペン AP伊勢 516-0007 三重県伊勢市小木町字出渕686-5 0596-36-5261

三重県 (株)アルペン AP津南 514-0817 三重県津市高茶屋小森町字丸田260-3 059-234-1700

三重県 (株)アルペン SDアピタ松阪三雲 515-0039 三重県松阪市清生町558-9ﾚｵﾊﾟﾚｽｳﾞｨﾗﾄﾞﾙﾁｪ松阪108号室 090-5626-5909

三重県 (株)アルペン SD桑名 511-0005 三重県桑名市桑名太一丸687-1 0594-24-9222

三重県 (株)アルペン SD四日市日永 510-0885 三重県四日市市日永1-1-6 059-347-5622

三重県 (株)アルペン SD名張 518-0445 三重県名張市瀬古口字西26番地 0595-61-2111

三重県 (株)ヒマラヤ アクロス鈴鹿店 513-0833 三重県鈴鹿市庄野共進二丁目7番8号 059-375-7710

三重県 (株)メガスポーツ イオンタウン四日市泊 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-5 059-348-0555

三重県 (有)アプレスキー ウォータージャンプ K-air 511-0864 三重県桑名市西方小谷2411 0594-25-1112

三重県 ゼビオ(株) イオンモール四日市北 510-8016 三重県四日市市富洲原町2-40 059-361-1315

三重県 ゼビオ(株) 津ラッツ 514-0815 三重県津市藤方716 059-221-4700

三重県 ゼビオ(株) 鈴鹿ラッツ 513-0808 三重県鈴鹿市西條町480 059-381-1211

三重県 御在所ロープウエイ(株) 510-1233 三重県三重郡菰野町菰野湯の山温泉 059-392-2261

滋賀県 (株)アルペン AP栗東 520-3035 滋賀県栗東市霊仙寺五丁目4番17号 077-553-6661

滋賀県 (株)アルペン AP長浜 526-0845 滋賀県長浜市小堀町418-1 近新家具1階 0749-63-0640

滋賀県 (株)アルペン SDレイクサイドガーデン大津 520-2143 滋賀県大津市萱野浦24番65号 077-544-2000

滋賀県 (株)アルペン SD彦根松原 522-0002 滋賀県彦根市松原町字石持1836 0749-24-6110

滋賀県 (株)ヒマラヤ イオン近江八幡店 523-0898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3-7 ｲｵﾝ近江八幡 2番街1階 0748-38-5133

滋賀県 (株)ヒマラヤ 水口店 528-0037 滋賀県甲賀市水口町本綾野503-13 0748-65-6322

滋賀県 (株)ヒマラヤ 草津店 525-0051 滋賀県草津市木川町91 077-565-7353

滋賀県 (株)メガスポーツ 彦根 522-0007 滋賀県彦根市古沢町255-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ彦根 0749-21-3167

滋賀県 (株)モリヤマスポーツ モリヤマスポーツ 本店 524-0044 滋賀県守山市古高町13 077-581-2000

滋賀県 びわこ成蹊スポーツ大学 520-0503 滋賀県大津市北比良1204 077-596-8480

滋賀県 びわ湖バレイプロスキースクール 520-0514 滋賀県大津市木戸1547-1 077-592-2010

滋賀県 ゼビオ(株) イオンモール草津 525-0067 滋賀県草津市新浜町300番地 B104 077-516-0233

滋賀県 ハイランドパーク(株)びわ湖バレイ事業所 520-0514 滋賀県大津市木戸1547-1 077-592-1155

滋賀県 一般財団法人朽木むらおこし公社 520-1415 滋賀県高島市朽木柏341番地3 0740-38-2770

滋賀県 奥伊吹観光(株) 521-0301 滋賀県米原市甲津原530 0749-59-0322

滋賀県 今津自衛隊スキー部 520-1401 滋賀県高島市朽木市場924-1 0740-38-2182

滋賀県 滋賀県スキー連盟安全対策部 520-1414 滋賀県高島市朽木宮前坊976 090-7499-4633

京都府 (株)アルペン AP宇治 611-0041 京都府宇治市槇島町大川原16番地 0774-20-5531

京都府 (株)アルペン AP京都南インター 612-8456 京都府京都市伏見区中島中道町3番 075-612-2871

京都府 (株)アルペン AP向日町 617-0004 京都府向日市鶏冠井町馬司15-1 075-932-4157

京都府 (株)アルペン AP舞鶴 624-0946 京都府舞鶴市字下福井653-1 0773-75-3171

京都府 (株)スポーツ館 ミツハシ 京都ブラウニー 604-0825 京都府京都市中京区御所八幡町240 075-251-6637

京都府 (株)ヒマラヤ ムサシ京都八幡店 614-8294 京都府八幡市欽明台北3-1 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾑｻｼ京都八幡店2階 075-983-7575

京都府 (株)ヒマラヤ 精華台店 619-0238 京都府相楽郡精華町精華台9丁目2番地4 0774-94-5111

京都府 (株)ヒマラヤ 福知山店 620-0931 京都府福知山市字天田109-3 0773-25-2929

京都府 ゼビオ(株) イオンモール KYOTO 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO Kaede館3F 075-693-7556

京都府 ワシダプロスキースクール 612-8001 京都府京都市伏見区桃山町日向32ｰ2ﾜｼﾀﾞﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ 075-601-8333

京都府 京都府スキー連盟 競技部 620-0934 京都府福知山市字天田46-1府営住宅矢見所団地1-303 0773-24-1282

京都府 滋賀県スキー連盟 安全対策部 602-8311 京都府京都市上京区柏清盛町970-78 090-8482-4909

大阪府 (株)K2ジャパン 大阪事務所 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-12-5大阪屋北2号館601 06-6885-4000

大阪府 (株)アルペン AP河内長野 586-0007 大阪府河内長野市松ｹ丘東町1450 0721-56-8444

大阪府 (株)アルペン AP藤井寺 583-0011 大阪府藤井寺市沢田二丁目1番26号 072-952-9300

大阪府 (株)アルペン SDみのおキューズモール 562-0034 大阪府箕面市西宿1丁目12番8 072-726-6051

大阪府 (株)アルペン SDりんくう 598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番地27 072-469-0401

大阪府 (株)アルペン SDフォレオ枚方 573-1131 大阪府枚方市高野道1-20-10 072-856-9531

大阪府 (株)アルペン SD高槻城西 569-0065 大阪府高槻市城西町6番28号 072-675-8061



大阪府 (株)アルペン SD住之江 559-0023 大阪府大阪市住之江区泉一丁目1番100号 06-6686-9230

大阪府 (株)アルペン SD新大阪 532-0004 大阪府淀川区西宮原2-2-17 06-6399-0771

大阪府 (株)アルペン SD摂津鳥飼西 566-0072 大阪府摂津市鳥飼西5丁目5番5号  0726-53-0550

大阪府 (株)アルペン SD天王寺 545-0002 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南1丁目3番10号 06-6629-7151

大阪府 (株)アルペン SD東大阪長田 577-0013 大阪府東大阪市長田中2丁目4-28 06-6743-0330

大阪府 (株)アルペン スポーツデポ フォレオ枚方店 573-1131 大阪府枚方市高野道1-20-10 072-856-9531

大阪府 (株)オーティーズ 543-0053 大阪府大阪市天王寺区北河堀町2-20-103 06-7891-3311

大阪府 (株)スポーツサンロード 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野5丁目12-23 06-6460-3535

大阪府 (株)スポーツタカハシ ビッグステップ本店 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14ﾋﾞｯｸﾞｽﾃｯﾌﾟ 06-6484-7164

大阪府 (株)タナベスポーツ 540-0017 大阪府大阪市中央区松屋町住吉5-4ﾀﾅﾍﾞｽﾎﾟｰﾂ 06-6763-3901

大阪府 (株)ティエヌビー 583-0012 大阪府藤井寺市道明寺4-10-62 072-952-3144

大阪府 (株)ヒマラヤ 茨木店 567-0036 大阪府茨木市上穂積1-1 072-624-8661

大阪府 (株)ヒマラヤ 堺インター店 593-8314 大阪府堺市西区太平寺711-1 ﾍﾞｽﾋﾟｱ堺ｲﾝﾀｰ2階 072-293-8805

大阪府 (株)ヒマラヤ 堺三国ヶ丘店 593-8314 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町1丁25番の1 072-240-7737

大阪府 (株)ヒマラヤ 泉大津店 595-0033 大阪府泉大津市板原4-22-10 0725-40-5022

大阪府 (株)ヒマラヤ 門真店 571-0033 大阪府門真市一番町5-18 06-6907-0055

大阪府 (株)ピーエスジェイコーポレーション 586-0001 大阪府河内長野市木戸2-22-17 0721-56-7706

大阪府 (株)ベルカディア 550-0013 大阪府大阪市西区新町2丁目2-2 06-6538-5773

大阪府 (株)マテリアルスポーツ 本社 570-0027 大阪府守口市桜町1-30 06-6992-2070

大阪府 (株)メガスポーツ りんくう泉南 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 ｲｵﾝﾓｰﾙりんくう泉南 072-480-4530

大阪府 (株)メガスポーツ デュー阪急山田 565-0824 大阪府吹田市山田西4-1-2-301 ﾃﾞｭｰ阪急山田 06-6836-6277

大阪府 (株)モリヤマスポーツ 池田店 563-0043 大阪府池田市神田2丁目18-3 072-751-3000

大阪府 (株)モリヤマスポーツ 東大阪店 578-0984 大阪府東大阪市菱江2丁目1-28 072-965-3000

大阪府 (株)ヨシミスポーツ 543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町4-70 06-6772-7231

大阪府 IBS石井スポーツ 大阪本店 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2大阪駅前第2ﾋﾞﾙ1F 06-6344-5225

大阪府 サンプラス(株) 540-0017 大阪府大阪市中央区松屋町住吉5-6 09-6762-1458

大阪府 スキー工房ヒグチ ((株)STAGE) 557-0063 大阪府大阪市西成区南津守6-8-2 06-6659-5374

大阪府 スポーツ3110 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-12 066-201-5110

大阪府 ゼビオ(株) もりのみやキューズモール 540-0003 大阪府大阪市中央区森ﾉ宮中央二丁目1番70 06-6910-1550

大阪府 ゼビオ(株) スポーツタウン久宝寺 581-0069 大阪府八尾市龍華町2丁目2番1号 2F 072-928-4010

大阪府 ゼビオ(株) 大阪守口 570-0017 大阪府守口市佐太東町2-9-10 06-6916-5550

大阪府 ゼビオ(株) 東大阪菱江 578-0984 大阪府東大阪市菱江339-1 072-960-6571

大阪府 ユーピースポーツ(株) 579-8013 大阪府東大阪市西石切町5-182-1 072-986-2000

大阪府 気象庁スキークラブ 547-0026 大阪府大阪市平野区喜連西1-15-2-222 090-2380-1685

兵庫県 (株)ICI石井スポーツ IBS神戸三宮駅前店 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15ﾀﾞｲｴｰ神戸三宮6F 078-262-5301

兵庫県 (株)アルペン APステップガーデン藤原台 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町1丁目4 078-987-4370 

兵庫県 (株)アルペン AP加西北条 675-2312 兵庫県加西市北条町北条308-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条 0790-43-2235

兵庫県 (株)アルペン AP姫路中地 670-0975 兵庫県姫路市中地南町45-1 079-233-7566

兵庫県 (株)アルペン SDサンシャインワーフ神戸 658-0027 兵庫県神戸市東灘区青木一丁目2-34 078-452-5721 

兵庫県 (株)アルペン SD加古川別府 675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2番地 079-435-5545

兵庫県 (株)アルペン SD学園南インター 655-0008 兵庫県神戸市垂水区小束台868番1032 078-795-2935

兵庫県 (株)アルペン SD中山寺駅前 665-0874 兵庫県宝塚市中筋5丁目10番27号 0797-89-2645

兵庫県 (株)アルペン SD尼崎下坂部 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部3丁目2番30号 06-6491-8141

兵庫県 (株)アルペン SD尼崎道意 660-0083 兵庫県尼崎市道意町7丁目1番地 06-6413-5345

兵庫県 (株)アルペン SD明石大蔵海岸 673-0879 兵庫県明石市大蔵海岸通り2-1 078-914-4121

兵庫県 (株)サンダイフク 667-1124 兵庫県養父市丹戸909 079-667-8737

兵庫県 (株)ヒマラヤ イオンタウン姫路店 670-0966 兵庫県姫路市延末435-3 ｲｵﾝﾀｳﾝ姫路2F 079-223-7575

兵庫県 (株)ヒマラヤ 三田店 669-1321 兵庫県三田市けやき台1丁目7番 ｾﾝﾁｭﾘ-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾚｽﾎﾟ内 079-562-1002

兵庫県 (株)マックアース ハチ高原スキーアカデミー 667-1124 兵庫県養父市丹戸896-2ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ白樺館 079-667-8001

兵庫県 (株)マルマツスポーツ 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺400-30 0796-42-0015

兵庫県 (株)メガスポーツ 西宮今津 663-8222 兵庫県西宮市今津港町1-26 0798-38-1670

兵庫県 (株)メガスポーツ 姫路リバーシティ 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江350-1 079-233-7180

兵庫県 (株)ヤマノホールディングス スポーツワールド33 三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町2-10-7ｸﾞﾚｰｽﾋﾞﾙ 078-332-7332

兵庫県 (株)但馬牧場公園スキー場 669-6813 兵庫県美方郡新温泉町丹土1033 0796-92-1005

兵庫県 D-RIDE 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯69-1 0796-92-1122

兵庫県 PAPASU 672-8093 兵庫県姫路市飾磨区矢倉町1-21 079-237-9037

兵庫県 SPORTS-NET PRO SKI SCHOOL 675-0005 兵庫県加古川市神野町石守313-23 090-8797-1222

兵庫県 このはなレンタル 本社 667-1124 兵庫県養父市丹戸909-1ﾌﾟﾗﾄｰこのはな 079-667-7111

兵庫県 ゼビオ(株) ららぽーと甲子園 663-8178 兵庫県西宮市甲子園8番町1-100 ららぽｰと甲子園2F 0798-81-6933

兵庫県 ゼビオ(株) 神戸ハーバーランド 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-5 ﾀﾞｲﾔﾆｯｾｲﾋﾞﾙ4F 078-366-6333

兵庫県 ゼビオ(株) 神戸学園南インター 655-0001 兵庫県神戸市垂水区多聞町小束山868-1376 078-793-2200 

兵庫県 チューンナップ工房 フレッシュ R 651-1423 兵庫県西宮市山口町船坂2178-12 078-907-3833

兵庫県 ハチ高原荘 667-1127 兵庫県養父市大久保212-1 079-667-8024

兵庫県 レンタルショップ アルビレオ 669-5377 兵庫県豊岡市日高町山田147-1 0796-451066

兵庫県 レンタルマックス 669-5377 兵庫県豊岡市日高町山田96 0796-43-5370

兵庫県 一番館 667-1124 兵庫県養父市丹戸896-1 079-667-8755

兵庫県 六甲山観光(株) 六甲山スノーパーク 657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98 078-891-0366

奈良県 (株)アルペン AP奈良尼辻 630-8021 奈良県奈良市尼辻町乙431-1番地 0742-35-7451

奈良県 (株)アルペン SD奈良橿原 634-0003 奈良県橿原市常盤町488-1 0744-29-8530

奈良県 (株)スポーツ館ミツハシ イオンタウン富雄南店 631-0054 奈良県奈良市石木町100-1ｲｵﾝﾀｳﾝ富雄南E棟2F 0742-48-3284

奈良県 (株)スポーツ館ミツハシ イオンモール大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町741ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山店内233 074-355-3284

奈良県 (株)ヒマラヤ 香芝店 639-0261 奈良県香芝市尼寺2丁目259 0745-71-6311



奈良県 スポーツあすか 636-0203 奈良県磯城郡川西町梅戸65-5 0745-43-1400

奈良県 ゼビオ(株) アクロスプラザ橿原 634-0831 奈良県橿原市曽我町45番1 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ橿原2F 0744-21-1272

奈良県 ゼビオ(株) 奈良 630-8453 奈良県奈良市西九条町5-3-13 0742-64-5722

和歌山県 (株)アルペン SD和歌山 640-8412 和歌山県和歌山市狐島字南汐畑691-20 073-452-0871

和歌山県 (株)ヒマラヤ 岩出店 649-6235 和歌山県岩出市西野100-2 0736-63-2000

和歌山県 ゼビオ(株) セントラルシティ和歌山 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀805-1 073-428-8050

鳥取県 (株)アルペン AP米子 683-0805 鳥取県米子市西福原8-18-33 0859-22-6810

鳥取県 (株)アルペン SD鳥取 680-0903 鳥取県鳥取市南隈105-1 0857-32-1630

鳥取県 (株)ヒマラヤ 鳥取店 680-0942 鳥取県鳥取市湖山東3-45 0857-31-1551

鳥取県 (株)メガスポーツ 日吉津 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1 0859-37-0335

鳥取県 よなご山荘 683-0055 鳥取県米子市冨士見町2-149 0859-32-3601

鳥取県 ジュニア・スポーツクラブ 680-0872 鳥取県鳥取市宮長183-1-105 0857-30-0399

鳥取県 大山レンタルサービス ナシ 689-3318 鳥取県西伯郡大山町大山 085-952-2070

島根県 (株)アルペン SD松江 690-0045 島根県松江市乃白町2068 0852-25-5113

島根県 (株)ヒマラヤ 益田店 698-0041 島根県益田市高津7-19-14 0856-31-1605

島根県 (株)ヒマラヤ 出雲店 693-0004 島根県出雲市渡橋町1158 0853-20-1500

島根県 (有)協和建材 大山ロッジ 692-0015 島根県安来市今津町38 085-422-3136

島根県 ゼビオ(株) ゆめタウン出雲 693-0068 島根県出雲市姫原4-5-1 ゆめﾀｳﾝ出雲 別館ｽﾎﾟｰﾂ棟 0853-24-7655

島根県 ゼビオ(株) 松江東津田 690-0011 島根県松江市東津田町487-7 0852-60-2021

島根県 瑞穂ハイランド 697-0631 島根県邑智郡邑南町市木6242-19 0855-85-1111

島根県 瑞穂リゾート(株) 697-0631 島根県邑智郡邑南町市木6242-19 0855-85-1111

岡山県 (株)アルペン AP倉敷笹沖 710-0842 岡山県倉敷市吉岡196 086-421-0903

岡山県 (株)アルペン SD岡山伊島 700-0016 岡山県岡山市北区伊島町2丁目9番43号 086-251-2515 

岡山県 (株)ヒマラヤ 岡山久米店 701-0144 岡山県岡山市北区久米310-1 086-245-8700

岡山県 (株)ヒマラヤ 岡山豊成店 700-0942 岡山県岡山市南区豊成2-11-8 086-261-0621

岡山県 (株)ヒマラヤ 倉敷店 710-0836 岡山県倉敷市沖92-1 086-435-3939

岡山県 (株)ヒマラヤ 津山インター店 708-0842 岡山県津山市河辺911番地1 0868-26-1213

岡山県 (株)メガスポーツ 倉敷 710-8560 岡山県倉敷市水江1 ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷 086-430-5590

岡山県 (株)ヤマノホールディングス パワーズ岡山店 700-0953 岡山県岡山市南区西市115-5 086-244-4106

岡山県 ゼビオ(株) 岡山新保 700-0945 岡山県岡山市南区新保1101-3 086-235-2626

岡山県 ヒルゼンスポーツ 717-0501 岡山県真庭市蒜山中福田363-7 0867-66-4229

岡山県 岡山県中学校体育連盟スキー部 709-3703 岡山県久米郡美咲町打穴中1079-1 090-3639-3015

岡山県 休暇村蒜山高原 717-0602 岡山県真庭市蒜山上福田1205-281 086-766-2501

岡山県 上齋原スキークラブ 708-0601 岡山県苫田郡鏡野町上齋原1264 0868-44-2263

広島県 (株)アルペン AP三原 723-0013 広島県三原市古浜一丁目5番11号 0848-67-8707

広島県 (株)アルペン SD広島八木 731-0101 広島県広島市安佐南区八木1丁目17-18 082-873-5700

広島県 (株)アルペン SD福山 721-0974 広島県福山市東深津町3丁目21番48号 084-922-7161

広島県 (株)ヒマラヤ 広島商工センター店 733-0833 広島県広島市西区商工ｾﾝﾀｰ8丁目2番49号 082-270-5800

広島県 (株)メガスポーツ 広島 734-0014 広島県広島市南区宇品西2-16-51 082-250-0001

広島県 (株)ヤマノホールディングス パワーズ広島マリーナHOP店 733-0036 広島県広島市西区観音新町4-14-35 082-503-7217

広島県 (株)ヤマノホールディングス パワーズ広島店 731-0101 広島県広島市安佐南区八木1-20-18 082-830-2180

広島県 (株)ヤマノホールディングス パワーズ山口ザモール周南店 731-0101 広島県広島市安佐南区八木1-20-18 082-873-4806

広島県 (株)ヤマノホールディングス 雪板工房 721-0974 広島県広島県福山市東深津2-7-37 084-921-7866

広島県 (有)ガラージュ 721-0926 広島県福山市大門町2-6-4 084-943-7288

広島県 (有)ピーケント 730-0847 広島県広島市中区舟入南5-5-29教学ﾋﾞﾙ 082-293-6741

広島県 ゼビオ(株) 広島アルパーク 733-8626 広島県広島市西区草津南4丁目7-1 082-501-3120

広島県 ゼビオ(株) 広島八木 731-0101 広島県広島市安佐南区八木2-16-10 082-873-3325

広島県 ゼビオ(株) 福山 720-0801 広島県福山市入船町3-1-25 084-971-1200

広島県 ヤマノホールディングス パワーズ三次店 728-0017 広島県三次市南畑敷町478-1 0824-63-3000

広島県 ラ・ポールプロスノースクール 731-2314 広島県山県郡北広島町才乙 0826-35-1655

山口県 (株)アルペン APアトラス萩 758-0025 山口県萩市土原川島沖田424-1 0838-22-3100

山口県 (株)アルペン SD山口 753-0214 山口県山口市大内御堀字下堀964-1 083-925-8111

山口県 (株)ヒマラヤ イオンタウン周南店 746-0025 山口県周南市古市1-4-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ周南店ﾋﾏﾗﾔ棟 0834-61-3020

山口県 (株)ヒマラヤ クロスモール下関長府店 752-0928 山口県下関市長府才川1丁目42番30号 ｸﾛｽﾓｰﾙ下関長府店2階 083-249-2320

山口県 (株)ヒマラヤ 山口店 753-0215 山口県山口市大内矢田470-1 083-927-0335

山口県 (株)ヒマラヤ 小郡店 754-0002 山口県山口市小郡維新町4-1 083-973-2550

山口県 ゼビオ(株) ゆめモール下関 751-0820 山口県下関市新椋野一丁目2番13号 083-228-5111

徳島県 (株)アルペン SD徳島藍住 771-1265 徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜87番地2 088-693-1121

徳島県 アクサス(株) アレックススポーツ沖浜 770-8052 徳島県徳島市沖浜2-5 088-653-0001

徳島県 ゼビオ(株) ゆめタウン徳島 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1 088-693-0730

香川県 (株)アルペン AP宇多津 761-2400 香川県綾歌郡宇多津町浜5番町60-10 0877-49-7531

香川県 (株)アルペン SD丸亀 763-0072 香川県丸亀市山北町50-1 0877-21-2511

香川県 (株)アルペン SD高松伏石 761-8071 香川県高松市伏石町216 087-866-5004

香川県 (有)スポーツショップCSP 760-0068 香川県高松市松島町2-18-1 087-831-4011

香川県 ゼビオ(株) ゆめタウン高松 761-8056 香川県高松市上天神町字高田362-1(別館2階) 087-869-7710

愛媛県 (株)アルペン APイオン川之江 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町上樋之上1795-1 0896-58-0400

愛媛県 (株)アルペン AP大洲 795-0064 愛媛県大洲市東大洲655番1 0893-23-5180 

愛媛県 (株)アルペン SD松山谷町 791-8002 愛媛県松山市谷町91-1 089-978-7020

愛媛県 (株)ヒマラヤ 松山店 791-8025 愛媛県松山市衣山1-160 089-926-2180

愛媛県 ゼビオ(株) エミフル松前 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番 089-961-6630

高知県 (株)アルペン SD高知 781-5106 高知県高知市介良乙317-1 088-860-3321

高知県 ゼビオ(株) 高知インター 781-0015 高知県高知市薊野西町3丁目34番 088-846-3391



福岡県 (株)アルペン SDスペースワールド駅前 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田2丁目3番9号 093-671-0600

福岡県 (株)アルペン SDフォレストシティ春日白水 816-0844 福岡県春日市大字上白水1308-1 0925-95-5801 

福岡県 (株)アルペン SDマリノアシティ福岡 819-0001 福岡県福岡市西区小戸2丁目12番30号 092-884-3312

福岡県 (株)アルペン SD久留米櫛原 830-0003 福岡県久留米市東櫛原町370-3 0942-35-8800

福岡県 (株)アルペン SD小倉東インター 800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原二丁目18番17号 093-951-3633

福岡県 (株)アルペン SD太宰府インター 816-0912 福岡県大野城市御笠川2丁目18番5号 092-504-5636

福岡県 (株)アルペン SD福岡香椎 813-0015 福岡県福岡市東区香椎団地1番20号 092-662-2900

福岡県 (株)ラリーグラス 大名本店 810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-2-46 092-712-8909

福岡県 セカンドストリート 古賀店 811-3112 福岡県古賀市花見東1-10-7 092-940-1205

福岡県 ゼビオ(株) イオンタウン黒崎 806-0036 福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ黒崎2階 223区画 093-644-7778

福岡県 ゼビオ(株) 小倉東インター 800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原1丁目17-1 093-932-1220

佐賀県 (株)アルペン SD佐賀 849-0914 佐賀県佐賀市兵庫町大字西渕1922-1 0952-33-4130

佐賀県 (株)アルペン SD唐津 847-0084 佐賀県唐津市和多田西山1番3号 0955-72-1500

長崎県 (株)アルペン SD長崎時津 851-2108 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1320-109 095-881-0085

長崎県 (株)アルペン SD諫早インター 854-0066 長崎県諫早市久山町2303番地1 0957-26-8800

熊本県 (株)アルペン SD宇土 869-0411 熊本県宇土市水町50番1 0964-22-6711 

熊本県 (株)アルペン SD熊本インター 861-8044 熊本県熊本市神園1丁目1番5号 096-388-6681

熊本県 (株)アルペン SD南熊本 860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本3丁目5番1 096-362-7005

熊本県 MACK SPORTS BAR 861-4232 熊本県熊本市南区城南町高429-5 0964-28-0028

熊本県 ゼビオ(株) 熊本本山 860-0822 熊本県熊本市本山町143-4 096-361-1600

大分県 (株)アルペン AP佐伯 876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町1-166 0972-22-5277

大分県 (株)アルペン SD大分 870-1155 大分県大分市玉沢755-1 ﾄｷﾊわさだﾀｳﾝ内ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞﾎﾟ 097-542-7910

大分県 石川プロスキースクールin九重 879-4912 大分県玖珠郡九重町大字湯坪八丁原 0973-79-3048

宮崎県 (株)アルペン SDニトリモール宮崎 880-0927 宮崎県宮崎市源藤町東田454番地 0985-50-1301

宮崎県 (株)アルペン SD延岡多々良 882-0056 宮崎県延岡市岡富町151番地 0982-21-3855 

宮崎県 (株)アルペン SD都城 885-0004 宮崎県都城市都北町5740番 0986-38-6711

鹿児島 (株)アルペン SDSM鹿児島宇宿 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目2番18号 099-250-0010

鹿児島 (株)アルペン SDフレスポジャングルパーク 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目11番1号 099-206-9001


