
 
 

 

 

 

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2012」を受講し、正しい手順を学んだところで行ってください。 
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都道府県 店名
北海道 (株)サッポロスタジオ
北海道 (株)あすかスポーツ
北海道 (株)GEO セカンドストリート札幌手稲店
北海道 (株)ICI石井スポーツ札幌店
北海道 (株)geo セカンドストリート旭川東光店
北海道 (株)ｹﾞｵ ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ平岸店
北海道 (株)ｹﾞｵ ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ北41条店
北海道 (株)ｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ釧路店 （株）ｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ釧路店
北海道 (株)GOLDWIN THE NORTH FACE GRAVITY NISEKO店
北海道 (株)エコノス
北海道 (株)キロロアソシエイツ kiroro ski ＆ snowboard academy
北海道 (株)キロロアソシエイツ
北海道 (株)ゲオ ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ恵み野店
北海道 (株)サッポロスキッド
北海道 (株)秀岳荘 北大店
北海道 (株)稚内振興公社
北海道 (株)ＮＡＣ
北海道 (株)あすかスポーツ
北海道 (株)りんゆう観光 層雲峡事業所
北海道 (株)アルペン ＡＰ音更
北海道 (株)アルペン ＡＰ小樽
北海道 (株)アルペン ＡＰ千歳
北海道 (株)アルペン ＡＰ函館梁川
北海道 (株)アルペン ＳＤ旭川永山
北海道 (株)アルペン ＳＤ岩見沢
北海道 (株)アルペン ＳＤ宮の沢
北海道 (株)アルペン ＳＤ釧路
北海道 (株)アルペン ＳＤ光星
北海道 (株)アルペン ＳＤ厚別東
北海道 (株)アルペン ＳＤ帯広
北海道 (株)アルペン ＳＤ大曲
北海道 (株)アルペン ＳＤ北見
北海道 (株)エコノス オフハウス札幌あいの里店
北海道 (株)ゲオ
北海道 (株)ゲオ スーパーセカンドストリート大谷地店
北海道 (株)ゲオ セカンドアウトドア川沿店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリートフレスポ帯広稲田店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート旭川大町店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート岩見沢店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート丘珠空港通店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート琴似店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート札幌光星店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート札幌北33条店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート室蘭店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート室蘭弥生店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート新琴似店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート清田店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート千歳店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート函館戸倉店
北海道 (株)ゲオ セカンドストリート函館昭和店
北海道 (株)ゲオセカンドストリート セカンドストリート旭川東光店
北海道 (株)スポーツハウス
北海道 (株)スポーツ用品店うめや西野店
北海道 (株)ニュージャパン
北海道 (株)ハードオフコーポレーション オフハウス石狩店
北海道 (株)ハードオフコーポレーション ハードオフ石狩店
北海道 (株)ハードオフコーポレーション 札幌西宮の沢店
北海道 (株)ハンクス
北海道 (株)パドルクラブ 札幌池内店
北海道 (株)パドルクラブ 札幌店
北海道 (株)メガスポーツ 旭川
北海道 (株)メガスポーツ 札幌
北海道 (株)メガスポーツ 苫小牧
北海道 (株)レモンコーポレーション iGATE IKEUCHI niseko hirafu
北海道 (株)星野リゾートトマム アクティビティユニット
北海道 (株)西條 株式会社西條名寄店
北海道 (株)西條稚内店
北海道 (株)西條稚内店
北海道 (株)東急リゾートサービス
北海道 (株)北欧スポーツ
北海道 (株)北見都市施設管理公社
北海道 (有)ウィンターファースト
北海道 (有)スポーツクリエイション
北海道 (有）ダウンヒル
北海道 CLIFFPROSKISCHOOL
北海道 DDS
北海道 ICI石井スポーツ 宮の沢店
北海道 ICI石井スポーツ宮の沢店
北海道 IPSSカムイスキーリンクスプロスキースクール
北海道 NACSNOWSPORTSSCHOOL



北海道 NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構 スキー場事業部
北海道 WINKELスノースクール
北海道 sawaウィンタースポーツアカデミー
北海道 ﾃﾝｸﾞﾔﾏ･ｽﾉｰｽｸｰﾙ
北海道 ﾆｾｺｱﾝﾇﾌﾟﾘｽｷｰｽｸｰﾙ
北海道 ﾌﾟﾗｯｻ
北海道 ﾏｳﾝﾄﾚｰｽｲｽｷｰ＆ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽｸｰﾙ
北海道 （公財）札幌スキー連盟
北海道 （有）靴スポーツのすま
北海道 かもい岳スキー学校
北海道 ばんけいスキー学校
北海道 めむろスキースクール めむろスキースクール
北海道 アライ地所(株) カムイスキーリンクス
北海道 エイチファクトリー
北海道 エヌテック(株) スポーツマート
北海道 エヌテック(株) スポテック 旭川店
北海道 オーンズスキースクール
北海道 グローイングスポーツクラブ
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
北海道 サンシャインスポーツクラブ
北海道 ジャパンレンタル(株)
北海道 スポルティヴァ(株)
北海道 スワローレンタサービス(株)東北 北海道支社
北海道 ゼビオ(株) XS アリオ札幌
北海道 ゼビオ(株) ドーム札幌月寒
北海道 ゼビオ(株) モルエ室蘭中島
北海道 ゼビオ(株) 旭川永山
北海道 ゼビオ(株) 釧路
北海道 ゼビオ(株) 札幌太平
北海道 ゼビオ(株) 新さっぽろ
北海道 ゼビオ(株) 新発寒
北海道 ゼビオ(株) 帯広いっきゅう
北海道 ゼビオ(株) 滝川
北海道 ゼビオ(株) 苫小牧柳町
北海道 ゼビオ(株) 函館昭和タウンプラザ
北海道 ゼビオ(株) 北見
北海道 トモエ商事(株) トモエスポーツ
北海道 トモエ商事(株) トモエスポーツ
北海道 ニセコビレッジ(株)レンタルコーナー
北海道 ニセコビレッジスキーリゾート
北海道 ニセコモイワスキースクール
北海道 パーソン
北海道 パーソン
北海道 ヒラキスポーツ
北海道 マウントレースイスキー＆スノーボードスクール
北海道 マックアースリゾート北海道
北海道 ユーラスポーツコミュニティクラブ
北海道 ルスツリゾートレンタル
北海道 ワイエムエムプランニングスポーツ販売部
北海道 一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 札幌市藤野野外スポーツ交流施設
北海道 加森観光(株)サッポロテイネスキー場 テイネ事業部
北海道 加森観光(株)サホロ事業部 サホロリゾートスキー場
北海道 株）Niseko343
北海道 岩見沢スキー学校
北海道 興部スキー協会興部スキージュニアクラブ
北海道 佐々木商事
北海道 札幌リゾート開発公社
北海道 札幌国際スクール
北海道 札幌市スポーツ救護赤十字奉仕団
北海道 七飯スキー学校
北海道 小賀坂スキー販売(株) 札幌連絡所
北海道 新十津川スキー連盟
北海道 森町スキー協会
北海道 西條 士別店
北海道 石田スポ－ツ(株) BRIO
北海道 特定非営利活動法人枝幸三笠山スポーツクラブ
北海道 日本ハーモニーリゾート(株) ニセコスポーツ
北海道 比布町産業振興課
北海道 北海道グラウンドサービス(株)
北海道 北見スキー学校
北海道 有限会社ニセコファイン
北海道 有限会社成田商店
北海道 有限会社エアーイズムスノーウェーブ
北海道 有限会社エムズレンタル
北海道 有限会社ブーム ブームスポーツ
北海道 夕張リゾート(株) マウントレースイスキー場
青森県 (株)ネクサス タケダスポーツむつ
青森県 (株)ネクサス タケダスポーツ下田店
青森県 (株)ネクサス タケダスポーツ弘前店
青森県 (株)ネクサス タケダスポーツ堤橋店
青森県 (株)ネクサス タケダスポーツ柏店



青森県 (株)アルペン ＳＤ青森
青森県 (株)スポルタアオモリフクシスポーツ
青森県 (株)ブルーモリス
青森県 (株)メガスポーツ 下田
青森県 (株)佐々木スポーツ
青森県 （一財）青森市観光レクリエーション振興財団
青森県 ゼビオ(株) ピアドゥ八戸
青森県 ゼビオ(株) 五所川原エルム
青森県 ゼビオ(株) 弘前高田
青森県 ゼビオ(株) 青森中央
青森県 十和田観光電鉄(株) まかど温泉スキー場
岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツネット店
岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ花巻店
岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ釜石店
岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ宮古店
岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ水沢店
岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ青山店
岩手県 (株)ネクサス タケダスポーツ二戸店
岩手県 (株)ネクサス ネクサス一関店
岩手県 (株)ネクサス ネクサス水沢店
岩手県 (株)ネクサス ネクサス仙北店
岩手県 (株)ネクサス ネクサス北上店
岩手県 (株)岩手ホテル＆リゾート
岩手県 (株)アルペン ＳＤ一関中里
岩手県 (株)アルペン ＳＤ盛岡南
岩手県 (株)スポーツサブ
岩手県 (株)メガスポーツ 釜石
岩手県 (株)メガスポーツ 盛岡
岩手県 ICI石井スポーツ 盛岡店
岩手県 ICI石井スポーツ盛岡店 盛岡店
岩手県 Narrows
岩手県 いなりスポーツ
岩手県 くのへJr.
岩手県 インターアルペンスキースクール
岩手県 スワローレンタサービス(株)盛岡
岩手県 ゼビオ(株) 紫波
岩手県 ゼビオ(株) 盛岡盛南
岩手県 社会福祉法人盛岡市民福祉バンク
岩手県 八幡平リゾート(株)
岩手県 有限会社ティーエムアイ
宮城県 (株)ICI石井スポーツ 仙台泉店
宮城県 (株)ネクサス ネクサス南方店
宮城県 (株)ゆらいず
宮城県 (株)アルペン ＳＤ仙台新港
宮城県 (株)アルペン ＳＤ仙台泉
宮城県 (株)エヌアンドエスケイ パラマウントスポーツ
宮城県 (株)オニコウベ
宮城県 (株)メガスポーツ 仙台中山
宮城県 (株）フリーライド
宮城県 ICI石井スポーツ
宮城県 SDSPORTS
宮城県 SIA
宮城県 みやぎ蔵王スキー学校
宮城県 ガリウムｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) ガリウムｼﾞｬﾊﾟﾝ? GENE
宮城県 ガリウムジャパン(株) GENE
宮城県 ゴールデンスキークラブ
宮城県 スプリングバレースキースクール
宮城県 ゼビオ(株) あすと長町
宮城県 ゼビオ(株) イオンタウン古川
宮城県 ゼビオ(株) ザ・モール仙台長町
宮城県 ゼビオ(株) 石巻
宮城県 ゼビオ(株) 仙台泉中央
宮城県 ゼビオ(株) 名取
宮城県 フューチャースポーツ
宮城県 蔵王ハイム・スキースクール
宮城県 大生総業(株) スプリングバレー泉高原スキー場
宮城県 有限会社はあとリソート みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場
秋田県 (株)ICI石井スポーツ
秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ鹿角店
秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ秋田店
秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ大館店
秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ大曲店
秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ湯沢店
秋田県 (株)ネクサス タケダスポーツ能代店
秋田県 (株)ネクサス ネクサス横手店
秋田県 (株)ネクサス ネクサス花巻店
秋田県 (株)ネクサス ネクサス由利本荘店
秋田県 (株)アルペン ＡＰメルシティ潟上
秋田県 (株)アルペン ＳＤ秋田茨島
秋田県 (株)マルシメ スーパーモールラッキー
秋田県 (株)メガスポーツ 秋田



秋田県 ゴールデン佐渡史跡尾去沢鉱山 （水晶山スキー場）
秋田県 ゼビオ(株) イオンモール大曲
秋田県 ゼビオ(株) 秋田茨島
秋田県 ミーティングルーム
秋田県 レンタルスキーリトルベアー
秋田県 秋田八幡平スキー場
秋田県 太平山ｽｷｰ場ｵｰﾊﾟｽﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
秋田県 太平山観光開発(株) 太平山スキー場 オーパス
秋田県 田沢湖スキー学校
秋田県 特定非営利活動法人森吉山 阿仁スキー場
秋田県 備隆スポーツ
秋田県 有限会社カサヤスポーツ
秋田県 有限会社タイガースポーツ
秋田県 有限会社タミヤスポーツ
山形県 (株)ネクサス タケダスポーツ山形清住店
山形県 (株)ネクサス タケダスポーツ米沢店
山形県 (株)ネクサス ネクサスイオンタウン酒田店
山形県 (株)川井スポーツ
山形県 (株)アルペン ＳＤ山形
山形県 (株)カスカワスポーツ南原本店
山形県 (株)ダーリングコーポレーション
山形県 (株)プラネット
山形県 (株)吾妻スポーツ
山形県 (株)朝日自然観
山形県 (株)富士スポーツ 本店
山形県 TRUNKBASE
山形県 ZAOﾌﾗｲﾂｱｲﾄｼｰｼｭｰﾚ
山形県 ＺＡＯユートピアスキースクール
山形県 ゼビオ(株) ル・パークみかわ
山形県 ゼビオ(株) 山形吉原
山形県 ゼビオ(株) 天童
山形県 ゼビオ(株) 米沢
山形県 ナカジマすポーツ
山形県 ハードオフコーポレーション オフハウス山形北店
山形県 ベストレンタルプロショップ
山形県 山形スワローレンタサービス(株)
山形県 上田スポーツ店
山形県 蔵王ハンディスキースタッフ（山形本部） 栂池高原スキー場 ロッジ大樹内
山形県 蔵王レンタサービス
山形県 有限会社ノエルＮＲＳ
福島県 (株)サトウスポーツ
福島県 (株)佐藤物産
福島県 (株)アルペン ＳＤ郡山フェスタ
福島県 (株)オーディエンスサービス沼尻スキー場
福島県 (株)スノーワークス 郡山店
福島県 (株)セーフ観光
福島県 (株)ハードオフコーポレーション オフハウス福島笹谷店
福島県 (株)マックアースリゾート福島
福島県 (株)メガスポーツ 郡山
福島県 (株)若木
福島県 (株)東急リゾートサービス
福島県 (株)東急リゾートサービス 裏磐梯 グランデコ 東急ホテル
福島県 (有)東日本レンタル
福島県 ARSたかつえﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
福島県 FORTUNERacingAcademy
福島県 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ羽鳥湖ｽｷｰ&ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽｸｰﾙ
福島県 ｽｸｴｱｽｷｰﾚｯｽﾝ
福島県 （有）サンリバー
福島県 ＮＰＯ法人Ａ．Ｒ．Ｓ
福島県 みなみやま観光(株) 会津高原だいくらスキー場
福島県 キサ・スキー・コンプリート
福島県 スワローレンタサービス(株)東北
福島県 ゼビオ(株) いわき
福島県 ゼビオ(株) メガステージ須賀川
福島県 ゼビオ(株) メガステージ白河
福島県 ゼビオ(株) 会津若松町北
福島県 ゼビオ(株) 郡山西ノ内
福島県 ゼビオ(株) 福島南ＢＰ
福島県 ゼビオ(株) 福島矢野目
福島県 タナベスポーツレンタル事業部 ティエヌビー東北営業所
福島県 リステルスキーファンタジア
福島県 会津高原高畑スキー場
福島県 高畑スキー学校
福島県 磐梯ｽｷｰｱｶﾃﾞﾐｰ
茨城県 (株)たっぷとりで
茨城県 (株)アルペン ＡＰアクロスプラザ神栖
茨城県 (株)アルペン ＡＰ学園東大通り
茨城県 (株)アルペン ＳＤひたちなか
茨城県 (株)アルペン ＳＤひたち野うしく
茨城県 (株)アルペン ＳＤイオンタウン守谷
茨城県 (株)アルペン ＳＤイオンタウン水戸南



茨城県 (株)カムイ スポーツカムイ古河店
茨城県 (株)カムイ スポーツカムイ鹿嶋店
茨城県 (株)カムイ スポーツカムイ水戸店
茨城県 (株)シーメンテ
茨城県 (株)ベイシア
茨城県 (株)メガスポーツ 新ひたちなか
茨城県 MONSTERJAPAN
茨城県 ゼビオ(株) イーアスつくば
茨城県 ゼビオ(株) ドームつくば学園東大通り
茨城県 ゼビオ(株) 水戸
茨城県 ゼビオ(株) 日立城南
栃木県 (株)東急リゾートサービス
栃木県 (株)ＩＣＩ石井スポーツ宇都宮今泉店
栃木県 (株)アルペン ＡＰ西那須野
栃木県 (株)アルペン ＳＤＢＭ宇都宮
栃木県 (株)アルペン ＳＤアシコタウン足利
栃木県 (株)アルペン ＳＤハーヴェストウォーク小山
栃木県 (株)アルペン ＳＤ栃木
栃木県 (株)カサマヤ物産
栃木県 (株)ヤマノホールディングスパワーズ小山店 パワーズ小山店
栃木県 (株)ヴィラージュ 那須営業所
栃木県 (株)東急リゾートサービスマウントジーンズ那須
栃木県 mkssスキークリニック
栃木県 （有）カミヤマスポーツ
栃木県 スキーボードショップ
栃木県 スポーツカムイ
栃木県 スポーツカムイ 自治医大店
栃木県 ゼビオ(株) 宇都宮細谷
栃木県 ゼビオ(株) 宇都宮石井
栃木県 ゼビオ(株) 商品部
栃木県 ゼビオ(株) 小山
栃木県 ゼビオ(株) 足利
栃木県 ハンターマウンテンスキースクール
栃木県 ホテルエピナール那須
栃木県 鬼怒高原開発(株)
栃木県 太陽スポーツ
栃木県 旅館ニューおおたか
群馬県 (株)HAMAR&amp;D
群馬県 (株)ICI石井スポーツ 高崎前橋店
群馬県 (株)P＆C尾瀬
群馬県 (株)アルペン ＳＤガーデン前橋
群馬県 (株)アルペン ＳＤパワーモールおおた
群馬県 (株)アルペン ＳＤ高崎
群馬県 (株)アルペン ＳＤ前橋吉岡
群馬県 (株)アルペン スポーツデポガーデン前橋店
群馬県 (株)キドウラク FAMILY伊勢崎店
群馬県 (株)ヒマラヤ マーケットシティ桐生店
群馬県 (株)ヒマラヤ 伊勢崎店
群馬県 (株)ヒマラヤ 高崎店
群馬県 (株)ベイシア ワールドスポーツ渋川
群馬県 (株)ベイシア ワールドスポーツ本庄早稲田ゲート店
群馬県 (株)ベイシアベイシアワールドスポーツ ワールドスポーツ前橋みなみモール店
群馬県 (株)ベイシア ワールドスポーツ西部モール店
群馬県 (株)ベイシア 西部モール店
群馬県 (株)メガスポーツ 太田
群馬県 (株)東急リゾートサービス たんばらスキーパーク
群馬県 (株)尾瀬岩鞍リゾート ホワイトワールド尾瀬岩鞍
群馬県 blackcrowspowdercenter
群馬県 そのだスポーツ店
群馬県 ほたか牧場スキー場
群馬県 ゼビオ(株) スマーク伊勢崎
群馬県 ユニバーサルスポーツ協会
群馬県 群馬スノーアライアンス(株)
群馬県 山とスキーの店石井DreamBOX
群馬県 草津スキースクール
群馬県 草津スキースクール
群馬県 草津国際スキー場
群馬県 谷川岳ロープウエー(株)
群馬県 巴屋レンタルスキー
群馬県 尾瀬ﾊﾟﾗﾚﾙｽｷｰｽｸｰﾙ
群馬県 美山スポーツ
群馬県 苗場スキー場
群馬県 武尊山観光開発(株)
群馬県 有限会社基スポーツプラン
埼玉県 (株)ICI石井スポーツ 川越店
埼玉県 (株)ICI石井スポーツ 大宮店
埼玉県 (株)カムイ スポーツカムイ越谷店
埼玉県 (株)カムイスポーツ坂戸店 坂戸店
埼玉県 (株)アルペン ＡＰデオシティ新座
埼玉県 (株)アルペン ＡＰミエルかわぐち
埼玉県 (株)アルペン ＡＰ岩槻



埼玉県 (株)アルペン ＡＰ狭山
埼玉県 (株)アルペン ＡＰ秩父
埼玉県 (株)アルペン ＳＤ行田持田インター
埼玉県 (株)アルペン ＳＤ北本
埼玉県 (株)カムイ スポーツカムイ熊谷店
埼玉県 (株)カムイ スポーツカムイ宮代店
埼玉県 (株)スキッド
埼玉県 (株)ドリームシップ
埼玉県 (株)ヒマラヤ ウニクス上里店
埼玉県 (株)ヒマラヤ モラージュ菖蒲店
埼玉県 (株)ヒマラヤ 新座店
埼玉県 (株)ベイシア ベイシアワールドスポーツひだかモール店
埼玉県 (株)ベイシア ベイシアワールドスポーツ大利根店
埼玉県 (株)ベイシア ワールドスポーツひだかモール店
埼玉県 (株)ベイシア 株式会社ベイシアワールドスポーツ本庄早稲田
埼玉県 (株)メガスポーツ 羽生
埼玉県 (株)メガスポーツ 越谷
埼玉県 (株)メガスポーツ 狭山店
埼玉県 (株)メガスポーツ 熊谷
埼玉県 (株)メガスポーツ 川越
埼玉県 (株)メガスポーツ 川口
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
埼玉県 (株)ヴィクトリア 越谷レイクタウン
埼玉県 (株)ヴィクトリア 所沢
埼玉県 (株)ヴィクトリア 大宮
埼玉県 (株)三清 レンタル三清
埼玉県 FGPROJAPAN
埼玉県 FGPROJapan
埼玉県 K'sCreativeStudio
埼玉県 SIA
埼玉県 SNMT
埼玉県 TeamMRacingService
埼玉県 さいたまスキークラブ
埼玉県 グライドスキーサービス
埼玉県 スポーツカムイ
埼玉県 スポーツカムイ三郷店
埼玉県 スポーツカムイ所沢店
埼玉県 ゼビオ(株) さいたま新都心コクーンシティー
埼玉県 ゼビオ(株) アリオ上尾
埼玉県 ゼビオ(株) アリオ鷲宮
埼玉県 ゼビオ(株) ビバモールさいたま新都心
埼玉県 ゼビオ(株) ピオニウォーク東松山
埼玉県 ゼビオ(株) 埼玉ららぽーと富士見
埼玉県 ゼビオ(株) 蕨錦町
埼玉県 ベストスキーサービス上尾店
埼玉県 後藤学園 武蔵丘短期大学
埼玉県 取手スキークラブ
埼玉県 神立高原フリースキースクール
埼玉県 湯元千代田館
埼玉県 万座ｽｷｰｸﾗﾌﾞﾁｰﾑわがまま 万座スキークラブ
埼玉県 有限会社ベストスキーサービス
埼玉県 有限会社ムーブ 戸田本店
千葉県 (株)ヨシキスポーツ
千葉県 (株)アルペン ＡＰイオンタウン館山
千葉県 (株)アルペン ＡＰ東金
千葉県 (株)アルペン ＳＤショップス市川
千葉県 (株)アルペン ＳＤ市原五井
千葉県 (株)アルペン ＳＤ新習志野駅前
千葉県 (株)アルペン ＳＤ成田美郷台
千葉県 (株)アルペン ＳＤ千葉ニュータウン
千葉県 (株)アルペン ＳＤ千葉長沼
千葉県 (株)アルペン ＳＤ南流山
千葉県 (株)アルペン ＳＤ柏沼南
千葉県 (株)アルペン ＳＤ茂原
千葉県 (株)アルペン ＳＤ木更津金田
千葉県 (株)アルペン ＳＤ野田船形
千葉県 (株)ケイアンドエイ
千葉県 (株)ゲオ セカンドアウトドア船橋14号店
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
千葉県 (株)ヒマラヤ イオンモール千葉ニュータウン店
千葉県 (株)ヒマラヤ ユニモちはら台
千葉県 (株)メガスポーツ 松戸
千葉県 (株)メガスポーツ 木更津
千葉県 (株)メガスポーツ 野田
千葉県 (株)メガスポーツ 野田
千葉県 (株)ヴィクトリア ＬＢイオン千葉ＮＴ
千葉県 (株)ヴィクトリア 松戸八柱
千葉県 MR-TUNE
千葉県 アキラプロダクツ(株) 苗場パンダルマンキッズスクール
千葉県 ゼビオ(株) かしわ沼南
千葉県 ゼビオ(株) ららぽーとTOKYO-BAY



千葉県 ゼビオ(株) アリオ蘇我
千葉県 ゼビオ(株) フルルガーデン八千代
千葉県 ゼビオ(株) モラージュ柏
千葉県 ゼビオ(株) 新浦安
千葉県 ゼビオ(株) 成田冨里
千葉県 ゼビオ(株) 流山おおたかの森S・C
東京都 (一財)東京都スキー連盟 安全対策部
東京都 (株)ICI石井スポーツ カンダコンペカン
東京都 (株)ICI石井スポーツ 神田本館
東京都 (株)アスティー アスティー
東京都 (株)ＩＣＩ石井スポーツ カンダコンペカン
東京都 (株)ときわスポーツ プロスキー武蔵境店
東京都 (株)アルペン ＡＰ高井戸
東京都 (株)アルペン ＡＰ東大和
東京都 (株)アルペン ＡＰ練馬関町
東京都 (株)アルペン ＳＤぐりーんうぉーく多摩
東京都 (株)アルペン ＳＤ昭島
東京都 (株)アルペン ＳＤ南砂町スナモ
東京都 (株)アルペン ＳＤ府中四谷
東京都 (株)アルペン スポーツデポ昭島店
東京都 (株)アルペン 練馬関町店
東京都 (株)オオイワスポーツ
東京都 (株)カムイ スポーツカムイ フレスポ若葉台店
東京都 (株)カムイ スポーツカムイ瑞穂店
東京都 (株)カンダハー カンダハー町田店
東京都 (株)スキーショップジロー
東京都 (株)ドリームゲート
東京都 (株)ドリームゲート FUSO SKI＆BOOTSTUNE
東京都 (株)ドリームゲート SKI SHOP VAIL
東京都 (株)ドリームゲート SPORTS CREW
東京都 (株)ドリームゲート WHITE CLIFF
東京都 (株)パンダルマン としまえん校
東京都 (株)メガスポーツ 府中
東京都 (株)モンベル 恵比寿店
東京都 (株)ロンドンスポーツ 神田店
東京都 (株)ワンゲルスポーツ
東京都 (株)ヴィクトリア Ｖ新宿
東京都 (株)ヴィクトリア おゆみ野
東京都 (株)ヴィクトリア むさし村山
東京都 (株)ヴィクトリア ららぽーと豊洲
東京都 (株)ヴィクトリア テクニカルセンター
東京都 (株)ヴィクトリア ヴィクトリアスポーツモール池袋東口
東京都 (株)ヴィクトリア 羽村
東京都 (株)ヴィクトリア 加平インター
東京都 (株)ヴィクトリア 蒲田
東京都 (株)ヴィクトリア 光が丘
東京都 (株)ヴィクトリア 三鷹
東京都 (株)ヴィクトリア 池袋西口
東京都 (株)ヴィクトリア 町田東急ツインズ
東京都 (株)ヴィクトリア 本
東京都 (株)御苑スワロー体育スクール
東京都 (株）ICI石井スポーツ 神田本館
東京都 HEADJAPAN
東京都 ICI石井スポーツ新宿西口店
東京都 NODAスキー工房
東京都 OutdoorSportsClubZAC
東京都 VISTJAPAN(株)
東京都 bottomline
東京都 eskimore
東京都 （有）アレンジ
東京都 アキラプロダクツ(株)
東京都 イレブンフェイスプロダクツ(株) 志賀高原
東京都 インターアルペンスキースクール
東京都 クオリティ・セブン(株)
東京都 サイジョウトレーディング
東京都 ゼビオ(株) イオンモール日の出
東京都 ゼビオ(株) 葛西
東京都 ゼビオ(株) 多摩境　
東京都 チューニングショップ土釜
東京都 トレトレ
東京都 パノラマスノーアカデミー
東京都 ブランシェリー・スキー・クローブ
東京都 ミヤコスポーツ(株)
東京都 リンクファスト
東京都 小賀坂スキー販売(株) 東京営業所
東京都 日本スキーパトロール協会
東京都 有限会社オフィスゼロ

神奈川県 (株)ICI石井スポーツ 横浜店
神奈川県 (株)カムイ 首都圏本部
神奈川県 (株)ときわスポーツ パシオン横浜店
神奈川県 (株)アルペン ＡＰ横浜岡津



神奈川県 (株)アルペン ＡＰ座間
神奈川県 (株)アルペン ＡＰ川崎野川
神奈川県 (株)アルペン ＡＰ藤沢菖蒲沢
神奈川県 (株)アルペン ＳＤ厚木下荻野
神奈川県 (株)アルペン ＳＤ港北みなも
神奈川県 (株)アルペン ＳＤ小田原
神奈川県 (株)アルペン ＳＤ川崎
神奈川県 (株)アルペン ＳＤ相模原
神奈川県 (株)アルペン ＳＤ平塚田村
神奈川県 (株)アルペン スポーツデポ　ガーデン前橋店
神奈川県 (株)エコクリエーション オフハウスコーナン港北センター南店
神奈川県 (株)カムイ スポーツカムイ相模原店
神奈川県 (株)カムイスポーツ 座間店
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
神奈川県 (株)ベルカディア
神奈川県 (株)メガスポーツ MARKIS みなとみらい
神奈川県 (株)メガスポーツ つきみ野
神奈川県 (株)メガスポーツ 港北センター南
神奈川県 (株)メガスポーツ 秦野
神奈川県 (株)ヴィクトリア ＡＭ東戸塚
神奈川県 mont-bell恵比寿店
神奈川県 zero
神奈川県 （資）関水スポーツ
神奈川県 カンダハー横浜店
神奈川県 シモムラスポーツ
神奈川県 スポーツカムイ 首都圏本部
神奈川県 ゼビオ(株) アリオ橋本
神奈川県 ゼビオ(株) テラスモール湘南
神奈川県 ゼビオ(株) トレッサ横浜
神奈川県 ゼビオ(株) ヴィスポ横須賀
神奈川県 ゼビオ(株) 横浜みなとみらいｸｲｰﾝｽﾞｲｰｽﾄ
神奈川県 ゼビオ(株) 港北ノースポート・モール
神奈川県 ゼビオ(株) 川崎ルフロン
神奈川県 ブックオフコーポレーション(株)
神奈川県 湘南自然学校
神奈川県 神立高原フリースキースクール
神奈川県 渡邉技術事務所
神奈川県 有限会社ビッグ・バン
神奈川県 有限会社保一堂運動具店
新潟県 (株)ICI石井スポーツ 新潟店
新潟県 (株)ICI石井スポーツ 長岡店
新潟県 (株)SPOOKYスポーツ INOUEK２プロスキースクール
新潟県 (株)エビスヤ
新潟県 (株)ライフスタイルサービス
新潟県 (株)上越観光開発
新潟県 (株)アルペン ＡＰ新発田
新潟県 (株)アルペン ＳＤ燕三条
新潟県 (株)アルペン ＳＤ上越
新潟県 (株)アルペン ＳＤ新潟河渡
新潟県 (株)アルペン ＳＤ新潟黒埼インター
新潟県 (株)アルペン ＳＤ長岡古正寺
新潟県 (株)ウチヤマ
新潟県 (株)ガーラ湯沢
新潟県 (株)クレブ 統括本部
新潟県 (株)ゲオ ｾｶﾝﾄﾞｱｳﾄﾄﾞｱ上越店
新潟県 (株)ゲオ セカンドアウトドア上越
新潟県 (株)コナヤスポーツ
新潟県 (株)ハードオフコーポレーション オフハウス新潟竹尾店
新潟県 (株)ヒマラヤ 長岡店別館
新潟県 (株)ヒマラヤ 柏崎店
新潟県 (株)プリンスホテル かぐらスキー場
新潟県 (株)糸魚川シーサイドバレー 糸魚川シーサイドバレースキー場
新潟県 (株)胎内リゾート
新潟県 (有)ウィットスポルトハイム
新潟県 (有)小島スポーツ
新潟県 (有）サトウスポーツ
新潟県 GALA湯沢スキースクール
新潟県 MR.TUNE
新潟県 NPO法人ネージュ 障がい者スキースクール・ネージュ
新潟県 TEAM-D
新潟県 さとみやスポーツ店
新潟県 オートパークナカヤス
新潟県 オオミヤスポーツ
新潟県 クレブスポーツ六日町
新潟県 シャトーテル塩沢
新潟県 スキーの専門店いいよし
新潟県 スポーツエリアカスタム
新潟県 スポーツデポ新潟黒埼インター
新潟県 スワローレンタサービス(株)湯沢
新潟県 ゼビオ(株) XS燕三条
新潟県 ゼビオ(株) アピタ新潟西



新潟県 ゼビオ(株) 上越
新潟県 ゼビオ(株) 新潟亀田
新潟県 ゼビオ(株) 新潟桜木インター
新潟県 ゼビオ(株) 新発田
新潟県 ゼビオ(株) 長岡
新潟県 ゼビオ(株) 長岡リバーサイド千秋
新潟県 ハードオフコーポレーション オフハウス山形北店
新潟県 ハードオフコーポレーション オフハウス新潟南万代店
新潟県 ハイランドパーク(株) 湯沢高原スキー場
新潟県 マルセスポーツ
新潟県 ミヤコ・スポーツ(株) 新潟営業所
新潟県 レンタルショップベアースポーツ
新潟県 レンタルショップかみきや レンタルショップかみきや
新潟県 ㈲高野製作所
新潟県 一般社団法人アウトドアソリューション
新潟県 岡村勇 ステーションＶ
新潟県 火打山麓振興(株) シャルマン火打スキー場
新潟県 石打ﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
新潟県 赤倉ﾖｰﾃﾞﾙｽｷｰ学校
新潟県 全日本ウィンタースポーツ専門学校
新潟県 中里スキー学校
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
新潟県 東京YMCA野外教育センター
新潟県 湯沢高原スキースクール
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
新潟県 八海山スキースクール
新潟県 八海山スキースクール
新潟県 八海山スキースクール
新潟県 妙高ﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
新潟県 有限会社金六イレブン
新潟県 有限会社エキップ スキーショップ エキップ
新潟県 有限会社パーマーク
新潟県 有限会社ムラタヤスポーツ
富山県 (株)アルペン ＡＰイータウンとなみ
富山県 (株)アルペン ＡＰ魚津
富山県 (株)アルペン ＡＰ高岡
富山県 (株)アルペン ＳＤファボーレ婦中
富山県 (株)メガスポーツ となみ
富山県 (株)メガスポーツ 高岡
富山県 (株）太陽スポーツ RAMPJACK
富山県 (株）太陽スポーツ 魚津店
富山県 ﾀﾆｸﾞﾁPROSKISCHOOL
富山県 ゼビオ(株) アピタ富山東
富山県 ゼビオ(株) 富山蜷川
富山県 医王アローザ?
富山県 有限会社スポーツのマンゾク
富山県 立山山麓スキー学校 立山山麓スキー学校
石川県 (株)アルペン ＡＰ小松沖町
石川県 (株)アルペン ＳＤ金沢鞍月
石川県 (株)アルペン ＳＤ金沢大桑
石川県 (株)ヒマラヤ イオンモールかほく店
石川県 (株)メガスポーツ 松任
石川県 ゼビオ(株) アピタタウン金沢ベイ
石川県 ゼビオ(株) フェアモール松任
福井県 (株)アルペン ＡＰ鯖江
福井県 (株)アルペン ＳＤ福井大和田
福井県 (株)オザキスポーツ 大野店
福井県 (株)ヒマラヤ 越前店
福井県 (株)東急リゾートサービス スキージャム勝山
福井県 エスケイファクトリースノーピット
福井県 スノークラフト
福井県 ゼビオ(株) 福井大和田
福井県 今庄３６５スキースクール
福井県 有限会社スポーツガイド野辺 大野店
山梨県 (株)ICI石井スポーツ 甲府店
山梨県 (株)アルペン ＳＤフォレストモール富士河口湖
山梨県 (株)アルペン ＳＤ甲府
山梨県 (株)アルペン ＳＤ甲府昭和インター
山梨県 (株)カムイ
山梨県 (株)スポーツカムイ 富士吉田店
山梨県 (株)ホライズン・ホテルズ アクティビティセンター
山梨県 SK-NET
山梨県 ふじてんスノーリゾート
山梨県 ふじてんスノーリゾートスキースクール
山梨県 アルペングループスポーツデポ スポーツデポフォレストモール富士河口湖店
山梨県 サンメドウズ清里(株)
山梨県 スポーツカムイ 甲府
山梨県 ペンションりとる・ばーど
山梨県 合同会社リスポ
長野県 (株)パレス 白馬マウンテンラウンジ
長野県 (株)ICI石井スポーツ松本店



長野県 (株)ICI石井スポーツ長野店
長野県 (株)スパイシー
長野県 (株)プレスト 上田店
長野県 (株)金森スポーツ 本店
長野県 (株)五竜
長野県 (株)長和町振興公社
長野県 (株)東急リゾートサービス
長野県 (株)野沢温泉
長野県 (株)アビラ斑尾高原ホテル
長野県 (株)アルペン ＡＰ伊那福島
長野県 (株)アルペン ＡＰ上田インター
長野県 (株)アルペン ＡＰ諏訪インター
長野県 (株)アルペン ＡＰ飯田インター
長野県 (株)アルペン ＡＰ穂高
長野県 (株)アルペン ＳＤ佐久北インター
長野県 (株)アルペン ＳＤ長野
長野県 (株)アルペン ＳＤ南松本
長野県 (株)ウッディクリエーション ウッディレンタル八方本店
長野県 (株)オオハタスポーツ
長野県 (株)ゴールドウイン THE NORTH FACE GRAVITY HAKUBA
長野県 (株)スワロースキー
長野県 (株)ドリームシップ Mt`Dock
長野県 (株)ネーヴェ 岡部哲也スキースクール
長野県 (株)フィールド・マネジメント
長野県 (株)ブルークリフ
長野県 (株)プリンスホテル 軽井沢プリンスホテルスキー場
長野県 (株)プレスト
長野県 (株)プレスト 上田店
長野県 (株)マックアース 菅平パインビークスキー場
長野県 (株)マックアース菅平パインビークスキー場 （株）マックアース 菅平パインビークスキー場
長野県 (株)マテリアルスポーツ 白馬支店
長野県 (株)リゾートジャパン
長野県 (株)伊那リゾート
長野県 (株)丸栄産業
長野県 (株)金森スポーツ 飯山店
長野県 (株)金森スポーツ本店
長野県 (株)五竜
長野県 (株)菅平スキーハウス
長野県 (株)太田興産 黒姫営業所
長野県 (株)大糸
長野県 (株)北八ヶ岳リゾート
長野県 (株）ICI石井スポーツ 松本店
長野県 (株）スワロースキー エスキューブ中野店
長野県 (株）スワロースキーS・キューブ飯山バイパス店
長野県 (有)みどりかわスポーツ
長野県 (有)マツヤスポーツ
長野県 (有）エスペロ エスペロ・レンタルオリオン
長野県 (有）白馬ヤマトヤ
長野県 2in1ﾍﾞｰｼｯｸﾚｰｼﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ
長野県 BIGUP
長野県 FULLMARKS白馬店
長野県 GRskilife
長野県 ICI石井スポーツ 長野店
長野県 ICI石井スポーツ長野店
長野県 KMF
長野県 NOZAWASPORTSTHANX
長野県 SAJ戸隠スキースクール
長野県 SNOWKINGTelemark＆AlpineSkiSchool
長野県 SnowLinkAcademy
長野県 TNB信州南営業所
長野県 VillaAlpen
長野県 WingProSkiSchool
長野県 ｲﾝﾀｰﾗｰｹﾝｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ
長野県 ｴｺｰﾊﾞﾚｰｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｽｸｰﾙ
長野県 ｼｭﾅｲﾀﾞｰｽｷｰｽｸｰﾙ
長野県 ﾋﾞｱﾝｶｽｷｰｽｸｰﾙ
長野県 ﾌｼﾞｲｽﾎﾟｰﾂｻｰﾋﾞｽｽｷｰｽｸｰﾙ
長野県 ﾍﾌﾞﾝｽそのはらﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
長野県 （一社）長野市開発公社飯綱高原スキー場
長野県 （有）オフィスエーアンドエム アライスポーツ
長野県 （有）スポーツショップ安曇野
長野県 （有）河達商店
長野県 さつき食堂
長野県 アキラプロダクツ(株)
長野県 カムイＦＣ伊那店
長野県 ケルンズショップ
長野県 コスモレンタル
長野県 ジェイ・マウンテンズ・セントラル(株)
長野県 スポーツカムイ高森店
長野県 スポーツメイトスナヤマ
長野県 ゼビオ(株) アリオ上田



長野県 ゼビオ(株) 佐久平
長野県 ゼビオ(株) 松本芳川
長野県 ゼビオ(株) 諏訪
長野県 ゼビオ(株) 長野南高田
長野県 ゼビオ(株) 飯田鼎
長野県 タングラムキッズ＆ジュニアスクール アイ・ティー・エス
長野県 チューンナップショップ88°
長野県 ティエヌビー長野
長野県 パノラマスノーアカデミー
長野県 パンダルマンキッズスクール
長野県 ピステ(株) HEAD SPORTS STATION HAKUBA
長野県 ペンションかおる
長野県 ホテルシェラリゾート白馬
長野県 マックアースＭｔ.乗鞍スノーリゾート
長野県 ヨッシースポーツ
長野県 ランプ食堂
長野県 レストハウスサンアントン
長野県 レンタルYAMATA
長野県 レンタルショップナゲットハウス
長野県 レンタルスキー広進堂
長野県 レンタルスキーふなる
長野県 レンタルスキーナイスワン
長野県 ロッジ山の音 ロッジ
長野県 ロッジ花紋
長野県 ロッヂ五竜 レンタルヤマハ
長野県 一般社団法人富士見町開発公社
長野県 栄村 さかえ倶楽部スキー場
長野県 奥白馬高原開発(株)
長野県 樫山スノーテック(株)
長野県 樫山スノーテック(株) あさひプライムスキー場
長野県 樫山スノーテック(株) あさひプライムスキー場
長野県 関曹市ﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
長野県 戸隠スキー学校
長野県 戸狩スキー学校
長野県 黒姫スキー学校
長野県 治部坂観光(株)
長野県 小賀坂スキー販売(株)
長野県 焼額山スノースクール
長野県 信州綜合開発観光(株)車山スカイプラザ
長野県 信州綜合開発観光(株)車山スカイプラザ
長野県 杉山スキー＆スノースポーツスクール
長野県 菅平ｻｸﾗﾒﾝﾄ･ｽｷｰｽｸｰﾙ
長野県 菅平ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾛｽｷｰｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽｸｰﾙ
長野県 菅平プリンスホテル
長野県 菅平高原テレマークスキースクール
長野県 石川ﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
長野県 大屋民宿
長野県 鶴井ｽｷｰｽｸｰﾙ
長野県 湯の丸観光開発(株)
長野県 白樺ﾘｿﾞｰﾄ池の平ｽｷｰｽｸｰﾙ
長野県 白馬ｽｷｰｸﾘﾆｯｸ
長野県 白馬さのさスキースクール
長野県 白馬スポーツ
長野県 白馬五竜とおみスキースクール
長野県 白馬乗鞍スキー学校
長野県 白馬八方尾根スキースクール
長野県 富士見高原スキー場
長野県 米沢省吾ﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
長野県 北村ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂｽｸｰﾙ
長野県 有限会社スノーマン
長野県 有限会社ビー・フリー
長野県 有限会社みなみ信州平谷リゾート 平谷高原スキー場
長野県 有限会社やまびこ
長野県 有限会社ヴィレッジボックススポーツ
長野県 練馬区立軽井沢少年自然の家
長野県 楜沢レンタルスキー
岐阜県 (株)アルペン ＡＰフレスポ高山
岐阜県 (株)アルペン ＡＰ多治見
岐阜県 (株)アルペン ＡＰ中津川
岐阜県 (株)アルペン ＳＤ岐阜県庁前
岐阜県 (株)アルペン 本社・リゾート事業部
岐阜県 (株)エスタンシア
岐阜県 (株)ヒマラヤ お客様サービス部
岐阜県 (株)ヒマラヤ クロスガーデン中津川店
岐阜県 (株)ヒマラヤ マーゴ関店
岐阜県 (株)ヒマラヤ ラスパ御嵩店
岐阜県 (株)ヒマラヤ 高山店
岐阜県 (株)ヒマラヤ 商品部
岐阜県 (株)ヒマラヤ 大垣店
岐阜県 (株)ヒマラヤ 本館
岐阜県 (株)メガスポーツ 各務原



岐阜県 (株)メガスポーツ 大垣南
岐阜県 (有)スポーツショップイネ 高山店
岐阜県 (有）スポーツショップダイコクヤ
岐阜県 ひるがのオリンピア
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
岐阜県 めいほうﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
岐阜県 めいほう高原開発(株)
岐阜県 スポーツプラザヒビノ恵那店
岐阜県 スポーツワークスキープワン
岐阜県 ゼビオ(株) カラフルタウン岐阜
岐阜県 モンデウス飛騨位山スノーパーク
岐阜県 ロッジえびす
岐阜県 奥長良観光開発(株) ホワイトピアスキー場
岐阜県 向鷲見観光(株)
岐阜県 中部スノーアライアンス 高鷲スノーパーク
岐阜県 中部スノーアライアンス(株) ダイナランド
岐阜県 朴ノ木平スキー学校
岐阜県 有限会社ホワイトゾーン
岐阜県 有限会社センタースポーツ センタースポーツＰＯＷＥＲＳ
岐阜県 鷲ヶ岳スキー・スノーボードスクール
静岡県 (株)アルペン ＡＰ掛川
静岡県 (株)アルペン ＡＰ静岡石田
静岡県 (株)アルペン ＡＰ藤枝
静岡県 (株)アルペン ＳＤイオンタウン磐田
静岡県 (株)アルペン ＳＤプレ葉ウォーク浜北
静岡県 (株)アルペン ＳＤマークイズ静岡
静岡県 (株)アルペン ＳＤ沼津
静岡県 (株)アルペン ＳＤ富士南
静岡県 SNOWBIRD
静岡県 ゼビオ(株) 浜松宮竹
愛知県 (株)ICI石井スポーツ IBS石井スポーツ名古屋店
愛知県 (株)ＳＰＡ
愛知県 (株)アルペン ＡＰ一社
愛知県 (株)アルペン ＡＰ岡崎
愛知県 (株)アルペン ＡＰ春日井
愛知県 (株)アルペン ＡＰ長久手
愛知県 (株)アルペン ＡＰ尾張旭
愛知県 (株)アルペン ＳＤみなと稲永駅前
愛知県 (株)アルペン ＳＤ一宮
愛知県 (株)アルペン ＳＤ蟹江
愛知県 (株)アルペン ＳＤ砂田橋
愛知県 (株)アルペン ＳＤ山王
愛知県 (株)アルペン ＳＤ小牧
愛知県 (株)アルペン ＳＤ西尾
愛知県 (株)アルペン ＳＤ東浦
愛知県 (株)アルペン ＳＤ豊橋
愛知県 (株)アルペン ＳＤ名古屋南
愛知県 (株)アルペン ＳＤ名西
愛知県 (株)アルペン ＳＤ有松インター
愛知県 (株)アルペン 本社・商品第４部
愛知県 (株)パンダルマン
愛知県 (株)ヒマラヤ 岡崎店
愛知県 (株)ヒマラヤ 春日井店
愛知県 (株)ヒマラヤ 千音寺店
愛知県 (株)ヒマラヤ 東海店
愛知県 (株)ヒマラヤ 半田店
愛知県 (株)ヒマラヤ 半田店
愛知県 (株)ヒマラヤ 豊橋店
愛知県 (株)ヒマラヤ 豊田店
愛知県 (株)ベイシア ベイシアワールドスポーツ常滑インター店
愛知県 (株)ベイシア ワールドスポーツ常滑インター店
愛知県 (株)メガスポーツ ワンダーシティ
愛知県 (株)メガスポーツ 三好
愛知県 (株)メガスポーツ 守山
愛知県 (株)メガスポーツ 常滑
愛知県 (株)メガスポーツ 東浦
愛知県 (株)メガスポーツ 熱田
愛知県 (有)リッド
愛知県 H&RSKIMANStudio
愛知県 SEED合同会社
愛知県 アイ・メックスジャパン(株)
愛知県 イエティスキークラブ
愛知県 エンジョイライフプランニング
愛知県 オールマウンテンスポーツDoing
愛知県 ゼビオ(株) ザ･モール安城
愛知県 ゼビオ(株) 岡崎インター
愛知県 ゼビオ(株) 豊橋向山
愛知県 ゼビオ(株) 豊田東新
愛知県 ゼビオ(株) 名古屋みなと
愛知県 ゼビオ(株) 名古屋砂田橋
愛知県 ゼビオ(株) 名古屋富田



愛知県 トリイスポーツクラブ
愛知県 パドルクラブ名古屋店
愛知県 フォーチューン
愛知県 マウンテンサイド
愛知県 メガスポーツ 木曽川
愛知県 一般財団法人茶臼山高原協会
愛知県 宇津美スポーツ
愛知県 金森スポーツ名古屋
愛知県 三沢シーハイルクラブ
愛知県 有限会社AMS
三重県 (株)アルペン ＡＰ伊勢
三重県 (株)アルペン ＡＰ津南
三重県 (株)アルペン ＳＤアピタ松阪三雲
三重県 (株)アルペン ＳＤ桑名
三重県 (株)アルペン ＳＤ四日市日永
三重県 (株)アルペン ＳＤ名張
三重県 (株)ヒマラヤ アクロス鈴鹿店
三重県 (株)メガスポーツ ユーカリが丘
三重県 (株)メガスポーツ 四日市泊
三重県 ゼビオ(株) イオンモール四日市北
三重県 ゼビオ(株) 津ラッツ
三重県 ゼビオ(株) 鈴鹿ラッツ
三重県 御在所ロープウエイ(株)
三重県 有限会社アプレスキー ウォータージャンプ K-air
滋賀県 (株)アルペン ＡＰ栗東
滋賀県 (株)アルペン ＡＰ長浜
滋賀県 (株)アルペン ＳＤレイクサイドガーデン大津
滋賀県 (株)アルペン ＳＤ彦根松原
滋賀県 (株)ヒマラヤ イオン近江八幡店
滋賀県 (株)ヒマラヤ 水口店
滋賀県 (株)ヒマラヤ 草津店
滋賀県 (株)メガスポーツ 彦根
滋賀県 (株)モリヤマスポーツ モリヤマスポーツ本店
滋賀県 (株)モリヤマスポーツ 東大阪店
滋賀県 びわこ成蹊スポーツ大学
滋賀県 びわ湖ﾊﾞﾚｲﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
滋賀県 びわ湖バレイ(株)
滋賀県 ゼビオ(株) イオンモール草津
滋賀県 一般財団法人高島まちおこし公社 朽木スキー場
滋賀県 滋賀短期大学
京都府 (株)アルペン ＡＰ宇治
京都府 (株)アルペン ＡＰ京都南インター
京都府 (株)アルペン ＡＰ向日町
京都府 (株)アルペン ＡＰ舞鶴
京都府 (株)アルペン スポーツデポフォレオ枚方
京都府 (株)スポーツ館ミツハシ 京都ブラウニー店
京都府 (株)ヒマラヤ ムサシ京都八幡店
京都府 (株)ヒマラヤ 精華台店
京都府 (株)ヒマラヤ 福知山店
京都府 ゼビオ(株) イオンモール　KYOTO
京都府 京都府スキー連盟競技部 京都府スキー連盟 競技部
大阪府 (株)スポーツタカハシ
大阪府 (株)ティエヌビー
大阪府 (株)アルペン ＡＰ河内長野
大阪府 (株)アルペン ＳＤみのおキューズモール
大阪府 (株)アルペン ＳＤりんくう
大阪府 (株)アルペン ＳＤフォレオ枚方
大阪府 (株)アルペン ＳＤ羽曳野西浦
大阪府 (株)アルペン ＳＤ高槻城西
大阪府 (株)アルペン ＳＤ住之江
大阪府 (株)アルペン ＳＤ新大阪
大阪府 (株)アルペン ＳＤ摂津鳥飼西
大阪府 (株)アルペン ＳＤ天王寺
大阪府 (株)アルペン ＳＤ東大阪長田
大阪府 (株)アルペン ＳＤ和泉中央
大阪府 (株)オーティーズ
大阪府 (株)タナベスポーツ 松屋町店
大阪府 (株)ティエヌビー
大阪府 (株)ヒマラヤ 茨木店
大阪府 (株)ヒマラヤ 堺インター店
大阪府 (株)ヒマラヤ 堺三国ヶ丘店
大阪府 (株)ヒマラヤ 泉大津店
大阪府 (株)ヒマラヤ 門真店
大阪府 (株)ピーエスジェイコーポレーション
大阪府 (株)ベルカディア
大阪府 (株)マテリアルスポーツ 本社
大阪府 (株)メガスポーツ 阪急山田
大阪府 (株)メガスポーツ 泉南
大阪府 (株)モリヤマスポーツ モリヤマスポーツ池田店
大阪府 IBS石井スポーツ 大阪本店
大阪府 SPORTS3110



大阪府 サンプラス(株)
大阪府 スキー工房ヒグチ（(株)STAGE）
大阪府 ゼビオ(株) もりのみやキューズモール
大阪府 ゼビオ(株) スポーツタウン久宝寺
大阪府 ゼビオ(株) ニトリモール枚方
大阪府 ゼビオ(株) 大阪守口
大阪府 ゼビオ(株) 東大阪菱江
大阪府 ユーピースポーツ(株)
大阪府 気象庁スキークラブ
兵庫県 (株)ICI石井スポーツIBS石井スポーツ神戸三宮店
兵庫県 (株)サンダイフク
兵庫県 (株)マルマツスポーツ
兵庫県 (株)アルペン ＡＰステップガーデン藤原台
兵庫県 (株)アルペン ＡＰ加西北条
兵庫県 (株)アルペン ＡＰ姫路中地
兵庫県 (株)アルペン ＳＤサンシャインワーフ神戸
兵庫県 (株)アルペン ＳＤ加古川別府
兵庫県 (株)アルペン ＳＤ学園南インター
兵庫県 (株)アルペン ＳＤ中山寺駅前
兵庫県 (株)アルペン ＳＤ尼崎下坂部
兵庫県 (株)アルペン ＳＤ尼崎道意
兵庫県 (株)アルペン ＳＤ明石大蔵海岸
兵庫県 (株)ニチレク レンタルショップ
兵庫県 (株)ヒマラヤ イオンタウン姫路店
兵庫県 (株)ヒマラヤ 三田店
兵庫県 (株)メガスポーツ 西宮
兵庫県 (株)メガスポーツ 姫路リバーシティ
兵庫県 (株)ヤマノホールディングス スポーツワールド三宮店
兵庫県 (株)谷常
兵庫県 D-RIDE
兵庫県 PAPASU
兵庫県 RiverWalker
兵庫県 SPORTS-NETPROSKISCHOOL
兵庫県 ｽｶｲﾊﾞﾚｲｽｷ-･ﾎﾞｰﾄﾞｽｸ-ﾙ
兵庫県 ゼビオ(株) 神戸ハーバーランド
兵庫県 ゼビオ(株) 神戸学園南インター
兵庫県 チューンナップ工房フレッシュＲ
兵庫県 ハチ高原荘
兵庫県 レンタルマックス
兵庫県 焼額山スノースクール
兵庫県 牧場公園スキー場
兵庫県 六甲山観光(株)
奈良県 (株)アルペン ＡＰ奈良尼辻
奈良県 (株)アルペン ＳＤ奈良橿原
奈良県 (株)ヒマラヤ 香芝店
奈良県 ゼビオ(株) アクロスプラザ橿原
奈良県 ゼビオ(株) 奈良

和歌山県 (株)アルペン ＳＤ和歌山
和歌山県 (株)ヒマラヤ 岩出店
和歌山県 ゼビオ(株) セントラルシティ和歌山
鳥取県 (株)アルペン ＡＰ米子
鳥取県 (株)アルペン ＳＤ鳥取
鳥取県 (株)ヒマラヤ 鳥取店
鳥取県 (株)メガスポーツ 日吉津
鳥取県 (株)ヤマノホールディングス パワーズ米子店
鳥取県 よなご山荘
鳥取県 アルペン スポーツデポ鳥取店
鳥取県 ジュニア・スポーツクラブ
鳥取県 大山レンタルサービス
鳥取県 大山一番館
鳥取県 鳥取砂丘大山観光(株)
島根県 (株)アルペン ＳＤ松江
島根県 (株)ヒマラヤ 益田店
島根県 (株)ヒマラヤ 出雲店
島根県 (株)メガスポーツ 出雲
島根県 ゼビオ(株) ゆめタウン出雲
島根県 ゼビオ(株) 松江東津田
島根県 持田スポーツ
島根県 瑞穂リゾート(株)
岡山県 (株)アルペン ＳＤ岡山伊島
岡山県 (株)ヒマラヤ 岡山久米店
岡山県 (株)ヒマラヤ 岡山豊成店
岡山県 (株)ヒマラヤ 倉敷店
岡山県 (株)ヒマラヤ 津山インター店
岡山県 (株)メガスポーツ 倉敷
岡山県 (株)ヤマノホールディングス パワーズ岡山店
岡山県 ゼビオ(株) 岡山新保
岡山県 ヒルゼンスポーツ
広島県 (株)ＩＣＩ石井スポーツ 広島店
広島県 (株)アルペン ＡＰ三原
広島県 (株)アルペン ＳＤ広島八木



広島県 (株)アルペン ＳＤ福山
広島県 (株)エムケイサービス
広島県 (株)ヒマラヤ 広島商工センター店
広島県 (株)メガスポーツ 広島
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
広島県 (株)ヤマノホールディングス パワーズ広島店
広島県 ステップレンタル
広島県 ゼビオ(株) 広島アルパーク
広島県 ゼビオ(株) 広島八木
広島県 ゼビオ(株) 福山
広島県 ラ・ポールプロスノースクール
広島県 女鹿平温泉めがひらスキー場
広島県 有限会社カラージュ
山口県 (株)アルペン ＳＤ山口
山口県 (株)ヒマラヤ イオンタウン周南店
山口県 (株)ヒマラヤ クロスモール下関長府店
山口県 (株)ヒマラヤ 山口店
山口県 (株)ヒマラヤ 小郡店
山口県 (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
山口県 ゼビオ(株) ゆめモール下関
徳島県 (株)アルペン ＳＤ徳島藍住
徳島県 アクサス(株)アスレ事業部 アレックス沖浜店
徳島県 ゼビオ(株) ゆめタウン徳島
香川県 (株)アルペン ＡＰ宇多津
香川県 (株)アルペン ＳＤ丸亀
香川県 (株)アルペン ＳＤ高松伏石
香川県 スポーツショップCSP
香川県 ゼビオ(株) ゆめタウン高松
愛媛県 (株)アルペン ＡＰイオン川之江
愛媛県 (株)アルペン ＡＰ大洲
愛媛県 (株)アルペン ＳＤ松山谷町
愛媛県 (株)ヒマラヤ 松山店
愛媛県 (株)メガスポーツ 今治
愛媛県 ゼビオ(株) エミフル松前
愛媛県 ゼビオ(株) 松山問屋町
高知県 (株)アルペン ＳＤ高知
高知県 ゼビオ(株) 高知インター
福岡県 (株)アルペン ＳＤスペースワールド駅前
福岡県 (株)アルペン ＳＤフォレストシティ春日白水
福岡県 (株)アルペン ＳＤマリノアシティ福岡
福岡県 (株)アルペン ＳＤ久留米櫛原
福岡県 (株)アルペン ＳＤ小倉東インター
福岡県 (株)アルペン ＳＤ太宰府インター
福岡県 (株)アルペン ＳＤ福岡香椎
福岡県 (株)ラリーグラス
福岡県 ゼビオ(株) イオンタウン黒崎
佐賀県 (株)アルペン ＳＤ佐賀
佐賀県 (株)アルペン ＳＤ唐津
長崎県 (株)アルペン ＳＤ佐世保大塔インター
長崎県 (株)アルペン ＳＤ長崎時津
長崎県 (株)アルペン ＳＤ諫早インター
熊本県 (株)アルペン ＳＤ宇土
熊本県 (株)アルペン ＳＤ熊本インター
熊本県 (株)アルペン ＳＤ南熊本
熊本県 MACKSPORTSBAR
熊本県 ゼビオ(株) 熊本本山
大分県 (株)アルペン ＡＰ佐伯
大分県 (株)アルペン ＳＤ大分
宮崎県 (株)アルペン ＳＤニトリモール宮崎
宮崎県 (株)アルペン ＳＤ延岡多々良
宮崎県 (株)アルペン ＳＤ都城

鹿児島県 (株)アルペン ＳＤスクエアモール鹿児島宇宿
鹿児島県 (株)アルペン ＳＤフレスポジャングルパーク
沖縄県 (株)アルペン ＳＤ豊川




