
 

 

ビンディングの取付け・調整は、国際規格 ISO 11088︓ 

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（JSP）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2022」を受講し、正しい

⼿順を学んだところで⾏ってください。 



【北海道】
北海道 株式会社スポーツハウス 札幌スポーツ館本店
北海道 株式会社アルペン スポーツデポ厚別東店
北海道 株式会社アルペン スポーツデポ宮の沢店
北海道 株式会社アルペン アルペン⼩樽店
北海道 株式会社アルペン スポーツデポ光星店
北海道 株式会社アルペン スポーツデポ⼤曲店
北海道 株式会社アルペン アルペンアウトドアーズフラッグシップストア札幌発寒店
北海道 株式会社アルペン スポーツデポ帯広店
北海道 株式会社エコノス オフハウス釧路⿃取⼤通店
北海道 株式会社エコノス オフハウス網⾛
北海道 株式会社エムアンドエムカンパニー ニセコアンヌプリスキー&スノーボードスクール
北海道 株式会社オカモト RMC ビッグバン函館花園店 ビッグバン函館花園店
北海道 株式会社スポートピアふらの事業所
北海道 株式会社セカンドストリート ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ札幌美しが丘南店
北海道 株式会社セカンドストリート SSS⼤⾕地店
北海道 株式会社セカンドストリート ス－パ－セカンドストリート⼤⾕地店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリートウイングベイ⼩樽店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート函館⼾倉店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート伊達店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート札幌⼿稲店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート札幌美しが丘南店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート旭川⼤町店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート滝川店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート帯広⽩樺通り店
北海道 株式会社セカンドストリート 旭川花咲店
北海道 株式会社ニュージャパン 岩⾒沢市萩の⼭市⺠スキー場
北海道 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ札幌平岡店
北海道 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ苫⼩牧店
北海道 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ旭川⻄店
北海道 株式会社りんゆう観光 層雲峡事業所
北海道 株式会社札幌リゾート開発公社 Fu's（フッズ）スノーエリア
北海道 株式会社札幌リゾート開発公社 藤野豊平峡事業部
北海道 株式会社森本組 安平⼭スキー場
北海道 株式会社⽵松商店
北海道 株式会社エムズレンタル
北海道 有限会社パーソン
北海道 株式会社エコノス オフハウス札幌平岡店
北海道 株式会社エコノス オフハウス滝川店
北海道 株式会社エコノス オフハウス釧路⽊場店
北海道 株式会社オカモト ビッグバン苫⼩牧柳町店
北海道 株式会社オカモト なんでもリサイクルビッグバン札幌⼿稲店
北海道 株式会社オカモト ビッグバン旭川宮前店
北海道 株式会社ゲオ ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ琴似店
北海道 株式会社スポーツハウス 札幌スポーツ館 イオンモール旭川駅前
北海道 株式会社スポーツハウス S/H Park Store マルヤマクラス店
北海道 株式会社セカンドストリート 札幌北33条店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドアウトドア川沿店
北海道 株式会社セカンドストリート スーパーセカンドストリート⼤⾕地店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドアウトドア北野店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドアウトドア川沿店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート函館⼾倉店
北海道 株式会社セカンドストリート SS札幌宮の森店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート帯広⽩樺通り店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート函館昭和店
北海道 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス札幌⻄宮の沢店
北海道 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ札幌平岡店
北海道 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ新さっぽろカテプリ店
北海道 株式会社りんゆう観光
北海道 株式会社札幌リゾート開発公社 札幌国際スキー場
北海道 株式会社東川振興公社 キャンモアスキービレッジ
北海道 株式会社北⾒都市施設管理公社
北海道 Boom Sports(ブームスポーツ)
北海道 BOOT SOLUTIONS株式会社
北海道 CLIFF PRO SKI SCHOOL
北海道 Fu's snow area スキースクール



北海道 HEAD KORE STATION IWANAI HEAD KORE STATION IWANAI
北海道 HOKKAIDO IKEUCHI OUTFITTERS
北海道 moriski
北海道 Niseko Sports
北海道 ＮＰＯ法⼈枝幸三笠⼭スポーツクラブ 枝幸町三笠⼭スキー場
北海道 SAJ公認 ばんけいスキー学校
北海道 Salomon Atomic Station
北海道 SAWAウィンタースポーツアカデミー
北海道 SIA 三浦雄⼀郎＆スノードルフィンスキースクール
北海道 SIA公認インカルプロスキースクール
北海道 SIA北海道⽀部
北海道 SOTORENT ⼿稲店
北海道 SPORTPIAふらの
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ函館昭和タウンプラザ店
北海道 ゼビオ株式会社 SSX新発寒店
北海道 ゼビオ株式会社 SSX滝川店
北海道 ゼビオ株式会社 SS丘珠空港通店
北海道 STAS ski tuning and service
北海道 Team snow trail
北海道 TSO SKI ACADEMY
北海道 ゼビオ株式会社 ゼビオスポーツエキスプレスアリオ札幌
北海道 あすかスポーツ
北海道 アスカスポーツ 紙屋秀隆
北海道 アトミックサロモンステーション 富良野
北海道 株式会社アルペン 千歳店
北海道 インカルプロスキースクール
北海道 インターラーケンスポーツアカデミー
北海道 エヌテック株式会社
北海道 オーンズスキースクール
北海道 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス⾳更
北海道 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス岩⾒沢店
北海道 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス札幌中の島店
北海道 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス帯広⻄5条店
北海道 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス苫⼩牧店
北海道 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス函館昭和店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート琴似店
北海道 株式会社秀岳荘 北⼤店
北海道 かもい岳スキー学校 清美
北海道 キロロスノーアカデミー
北海道 クラブメッド北海道スキースクール
北海道 くりやまスノースクール
北海道 グローイング・スキークラブ
北海道 ゲストハウスアサヒカワライド
北海道 サッポロスキークリエーティブ
北海道 サッポロテイネ
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ札幌太平店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ函館昭和タウンプラザ店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオモルエ室蘭中島店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ旭川永⼭店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ釧路店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ新発寒店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ帯広いっきゅう店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ滝川店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ苫⼩牧柳町店
北海道 スキーショップ ヴァンクール
北海道 スキーショップアル
北海道 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ苫⼩牧店
北海道 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ旭川⻄店
北海道 スポーツたきぐち 知安店
北海道 株式会社アルペン スポーツデポ旭川永⼭店
北海道 株式会社アルペン スポーツデポ岩⾒沢店
北海道 株式会社アルペン スポーツデポ函館梁川店
北海道 株式会社アルペン スポーツデポ北⾒店
北海道 スポートピア富良野
北海道 スマイルスキーレンタル
北海道 スワローレンタサービス株式会社東北 北海道⽀社



北海道 株式会社セカンドストリート 琴似店
北海道 株式会社セカンドストリート ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ豊平36号店
北海道 株式会社セカンドストリート 札幌北41条店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート丘珠空港通店
北海道 株式会社セカンドストリート ウイングベイ⼩樽店
北海道 株式会社セカンドストリート 室蘭店
北海道 株式会社セカンドストリート 旭川⼤町店
北海道 株式会社セカンドストリート 旭川花咲店
北海道 株式会社セカンドストリート 帯広⽩樺通り店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート恵み野店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート帯広⽩樺通り店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート中標津店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート苫⼩牧緑町店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート平岸店
北海道 株式会社セカンドストリート 琴似店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ帯広いっきゅう店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ北⾒店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオドーム札幌⽉寒店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオドーム札幌⽉寒店
北海道 ゼビオ株式会社 SSX北⾒店
北海道 ゼビオ株式会社 ゼビオスポーツエキスプレス アリオ札幌店
北海道 ゼビオ株式会社 SSX札幌太平店
北海道 ゼビオ株式会社 XSEアリオ札幌店
北海道 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ旭川永⼭店
北海道 セロリ株式会社
北海道 チューンナップショップＫ＆Ｋ
北海道 テングヤマスノースクール
北海道 トモエ商事㈱ トモエスポーツ
北海道 株式会社オカモト なんでもリサイクルビッグバン千歳信濃店
北海道 ニセコようていスキースクール
北海道 ニセコ町教育委員会
北海道 ヒラキスポーツ
北海道 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFFPLUS札幌川沿店
北海道 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフプラス札幌川沿店
北海道 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPERR BAZAAR 5号札幌宮の沢店
北海道 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB5号札幌宮の沢店
北海道 マミスキースクール
北海道 めむろスキースクール Taka
北海道 めむろ新嵐⼭株式会社 めむろスキー場
北海道 めむろ新嵐⼭株式会社 ⻑ぐつクラブ
北海道 モイワ⼭荘
北海道 りくる
北海道 ルスツリゾートリテールグループ サロモンストアルスツ
北海道 レーラースキークラブ
北海道 レンタルショップ アル
北海道 阿寒湖畔スキー場
北海道 安平⼭スキー場
北海道 井桁スキー研究会
北海道 ⼀般社団法⼈ HOKKAIDO IKEUCHI OUTFITTERS
北海道 加森観光株式会社 ルスツリゾート
北海道 株式会社 Niskeo 343
北海道 株式会社 SNOW PARK RESORT 北海道
北海道 株式会社 System.Ampersand
北海道 株式会社 エコプラス   オフハウス江別店
北海道 株式会社 東急リゾーツ&ステイ ニセコ東急 グラン・ヒラフ
北海道 株式会社NAC ニセコアドベンチャーセンター
北海道 株式会社NISEKO WOW
北海道 株式会社Snow kitchen
北海道 株式会社SNOW PARK RESORT 北海道
北海道 株式会社アールピーネット 円⼭店
北海道 株式会社アールピーネット
北海道 株式会社ウィンケル SIA公認WINKELスノースクール
北海道 株式会社エコノス オフハウス札幌あいの⾥店
北海道 株式会社エコノス オフハウス札幌北41条店
北海道 株式会社エコノス オフハウス⼩樽インター店
北海道 株式会社エコノス オフハウス恵庭店



北海道 株式会社エコノス オフハウス札幌南郷20丁⽬店
北海道 株式会社エコノス オフハウス旭川パルプ店
北海道 株式会社エコノス オフハウス旭川⻄店
北海道 株式会社エコノス オフハウス北⾒南⼤通店
北海道 株式会社エコプラス オフハウス室蘭店
北海道 株式会社エコプラス オフハウス江別店
北海道 株式会社オカモト ビッグバン札幌⽩⽯店
北海道 株式会社オカモト なんでもリサイクルビッグバン旭川宮前店
北海道 株式会社オカモト  なんでもリサイクルビッグバン苫⼩牧桜⽊店
北海道 株式会社オカモト リユース・マーケティング・カンパニー なんでもリサイクルビッグバン帯広柏林台店
北海道 株式会社オカモト リユースマーケティングカンパニー なんでもリサイクル ビッグバン札幌⼿稲店
北海道 株式会社オカモト リユースマーケティングカンパニー なんでもリサイクルビッグバン伊達店
北海道 株式会社サッポロスキッド
北海道 株式会社スポーツたきぐち
北海道 株式会社スポーツハウス 札幌スポーツ館 本店
北海道 株式会社スポートピア
北海道 株式会社スポートピア 北海道レンタルスキーセンター滝川事業所
北海道 株式会社セカンドストリート ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ旭川東光店
北海道 株式会社セカンドストリート 旭川東光店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート岩⾒沢店
北海道 株式会社セカンドストリート スーパーセカンドストリート⼤⾕地店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドアウトドア川沿店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート苫⼩牧緑町店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート恵み野店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート豊平36号店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート札幌北33条店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート北41条店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート江別店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート平岸店
北海道 株式会社セカンドストリート 旭川東光店
北海道 株式会社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 株式会社セカンドストリート SSフレスポ帯広稲⽥店
北海道 株式会社セカンドストリート  セカンドストリート函館昭和店
北海道 株式会社セカンドストリート セカンドストリート岩⾒沢店
北海道 株式会社ニセコワオ
北海道 株式会社ニュージャパン
北海道 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス札幌北都店
北海道 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス⽯狩店
北海道 株式会社パンダルマン クレヨンしんちゃんキッズスキースクール
北海道 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ札幌苗穂店
北海道 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ札幌苗穂
北海道 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ札幌苗穂店
北海道 株式会社メガスポーツ SA旭川⻄店
北海道 株式会社りんゆう観光 藻岩⼭事業所
北海道 株式会社加森観光本社 ルスツリゾートレンタル
北海道 株式会社佐々⽊組
北海道 株式会社札幌リゾート開発公社 Fuʼｓ(フッズ)スノーエリア
北海道 株式会社札幌リゾート開発公社 札幌国際スキー場
北海道 株式会社札幌リゾート開発公社
北海道 株式会社札幌リゾート開発公社 札幌国際スキー場
北海道 株式会社⻄條 稚内店
北海道 株式会社東川振興公社 キャンモアスキービレッジ
北海道 株式会社北欧スポーツ
北海道 株式会社北尚
北海道 岩⾒沢スキー学校
北海道 公益財団法⼈札幌スキー連盟 札幌藻岩⼭スキー学校
北海道 今⾦町スキー連盟／スノースクールピリカ
北海道 札幌リゾート開発公社 索道事業部
北海道 札幌市スポーツ救護⾚⼗字奉仕団
北海道 札幌藻岩⼭スキー学校
北海道 札幌藻岩⼭スキー場
北海道 札幌⽩⽯スキー指導員会
北海道 三浦雄⼀郎andスノードルフィンスキースクール
北海道 室蘭スキー連盟 むろらん⾼原だんパラスキー学校
北海道 秀岳荘 ⽩⽯店
北海道 ⼩賀坂スキー販売株式会社 札幌連絡所



北海道 ⼩樽天狗⼭スキースクール
北海道 上の代スキー学校
北海道 森町スキー協会
北海道 星野リゾート トマム
北海道 ⻄條 枝幸店
北海道 株式会社⽯井スポーツ 札幌店
北海道 株式会社⽯井スポーツ ⽯井スポーツ宮の沢店
北海道 ⽯⽥スポ－ツ株式会社 BRIO
北海道 藻岩⼭スキー学校（公益財団法⼈ 札幌スキー連盟）
北海道 藻岩⼭スキー場レンタルコーナー
北海道 ⼤雪⼭⿊岳スキー場
北海道 稚内スキー連盟
北海道 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 Grand HIRAFU
北海道 ⽇本スキー連盟 栗⼭スキー連盟
北海道 北海道グラウンドサービス株式会社 グッドスポーツ
北海道 北海道室蘭スキー連盟
北海道 有限会社 ニセコファイン ニセコ マウンテン
北海道 有限会社 靴スポーツのすま
北海道 有限会社 成⽥商店
北海道 有限会社BoomSports
北海道 有限会社タケシマスポーツ
北海道 流れのスキーサービスマン
【東北】
⻘森県 SIA 公益社団法⼈⽇本プロスキー教師協会 ⼤鰐スキースクール
⻘森県 SIA ⼗和⽥湖プロスキースクール
⻘森県 SIA公認スキースクール 「⼋甲⽥⼭ 酸ヶ湯ツアーガイド」
⻘森県 ゼビオ株式会社 SSXピアドゥ⼋⼾店
⻘森県 ゼビオ株式会社 SSX五所川原エルム
⻘森県 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス⼋⼾店
⻘森県 スーパースポーツゼビオ スーパースポーツゼビオ⻘森中央店
⻘森県 スーパースポーツゼビオ弘前⾼⽥店
⻘森県 スーパースポーツゼビオ⻘森中央店 スーパースポーツゼビオ⻘森中央店
⻘森県 スポーツオーソリティ下⽥店
⻘森県 スポーツオーソリティ下⽥店
⻘森県 スポーツオーソリティ下⽥店
⻘森県 ゼビオ株式会社 弘前⾼⽥店
⻘森県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー タケダスポーツ堤橋店
⻘森県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオピアドゥ⼋⼾店
⻘森県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー タケダスポーツ弘前店
⻘森県 ゼビオ株式会社 SSX弘前⾼⽥
⻘森県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー  タケダスポーツ下⽥店
⻘森県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー  タケダスポーツむつ店
⻘森県 タケダスポーツ柏店 タケダスポーツ柏店
⻘森県 フクシスポーツ
⻘森県 まかど温泉スキー場
⻘森県 株式会社エコプラス  オフハウス弘前店
⻘森県 株式会社アルペン スポーツデポ⻘森店
⻘森県 株式会社エコプラス オフハウス⻘森中央店
⻘森県 株式会社マック
⻘森県 ⼗和⽥湖プロスキースクール
⻘森県 ⻘森スプリングスキーリゾート
⻘森県 有限会社佐々⽊スポーツ ⼗和⽥湖プロスキースクール
岩⼿県 株式会社アルペン スポーツデポ ⼀関中⾥店
岩⼿県 株式会社エコプラス  ハードオフ・オフハウス・ホビーオフ⼀関店
岩⼿県 （社福）盛岡市⺠福祉バンクグッドウィルセンター
岩⼿県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ盛岡店
岩⼿県 株式会社レクザム スポーツ事業部
岩⼿県 019ski-tune
岩⼿県 いちのせき健康の森
岩⼿県 いなりスポーツ
岩⼿県 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス奥州⽔沢店
岩⼿県 くのへジュニア
岩⼿県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ盛岡盛南店
岩⼿県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ盛岡店
岩⼿県 スワローレンタサービス株式会社盛岡 ⼀
岩⼿県 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニー ネクサス花巻店



岩⼿県 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニー タケダスポーツ花巻店
岩⼿県 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニー ネクサス⼀関店
岩⼿県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ紫波店
岩⼿県 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニー ネクサス北上店
岩⼿県 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニー タケダスポーツ⽔沢店
岩⼿県 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニー タケダスポーツ⼆⼾店
岩⼿県 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニー ネクサス 盛岡みたけ店
岩⼿県 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニー ネクサス仙北店
岩⼿県 まつるべスノーランドスキースクール
岩⼿県 安⽐⾼原スキー場 Appi Mountain Resort
岩⼿県 ⼀関市 祭畤スノーランド
岩⼿県 株式会社アルペン スポーツデポ盛岡南店
岩⼿県 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス盛岡上堂店
岩⼿県 株式会社ホテル＆リゾート 安⽐⾼原スキー場
岩⼿県 雫⽯スキー場
岩⼿県 雫⽯プリンスホテル
岩⼿県 社会福祉法⼈盛岡市⺠福祉バンク 3Rセンター
岩⼿県 株式会社⽯井スポーツ盛岡店 盛岡店
岩⼿県 有限会社ティーエムアイ
秋⽥県 株式会社アルペン スポーツデポ秋⽥茨島店
秋⽥県 株式会社エコプラス オフハウス秋⽥店
秋⽥県 株式会社エコプラス オフハウス横⼿店
秋⽥県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ秋⽥店
秋⽥県 SEED SPORTS
秋⽥県 SKI MEDIC SUGAWARA
秋⽥県 オーストリアスキー教室 ⼭形⾚倉
秋⽥県 株式会社エコプラス オフハウス⼤館店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオイオンモール⼤曲店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー  スーパースポーツネクサス横⼿店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 秋⽥茨島店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー  ネクサス由利本荘店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー  タケダスポーツ⼤館店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー  タケダスポーツ⼤曲店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー  ネクサス 能代店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ 秋⽥茨島店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ 秋⽥茨島店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー タケダスポーツ秋⽥店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー タケダスポーツ⿅⾓店
秋⽥県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー タケダスポーツ湯沢店
秋⽥県 ハードオフコーポレーション オフハウス⼤館店
秋⽥県 ミーティングルーム
秋⽥県 稲川スキー場
秋⽥県 秋⽥⼋幡平スキー場
秋⽥県 森吉⼭阿仁スキー場
秋⽥県 株式会社⽯井スポーツ 秋⽥店
秋⽥県 太平⼭観光開発株式会社 太平⼭スキー場 オーパス
秋⽥県 太平⼭観光開発株式会社 学習館・ＧＧ・案内所
秋⽥県 有限会社カサヤスポーツ katoumasaki
秋⽥県 有限会社タミヤスポーツ
宮城県 株式会社アルペン スポーツデポ仙台泉店
宮城県 株式会社エコプラス オフハウスいわき平店
宮城県 株式会社エコプラス  オフハウス仙台⻄店
宮城県 株式会社メガスポーツ SA新利府店
宮城県 株式会社セカンドストリート セカンドアウトドア仙台古城店
宮城県 株式会社メガスポーツ 新利府店
宮城県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB仙台泉古内店
宮城県 Grind
宮城県 SD SPORTS
宮城県 SIA南東北⽀部
宮城県 TAKe-1°
宮城県 ZAOフライツァイトシーシューレ
宮城県 株式会社エコプラス オフハウス仙台荒井店
宮城県 株式会社エコプラス オフハウス⼤河原店
宮城県 ガリウムジャパン株式会社
宮城県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ仙台泉中央店
宮城県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⽯巻店



宮城県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオあすと⻑町店
宮城県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ名取店
宮城県 スプリングバレー泉スキースクール スプリングバレー泉スキースクール
宮城県 株式会社アルペン スポーツデポ仙台新港店
宮城県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ仙台泉中央店
宮城県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオイオンタウン古川店
宮城県 ゼビオ株式会社ネクサスカンパニー ネクサス南⽅
宮城県 ブックオフコーポレーション株式会社 B・SPORTS仙台松森店
宮城県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザー仙台泉古内店
宮城県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOP286号仙台鈎取店
宮城県 フューチャースポーツ
宮城県 みやぎ蔵王スキー学校
宮城県 株式会社エコプラス オフハウス仙台北店
宮城県 株式会社ゆらいず
宮城県 株式会社⽯井スポーツ 仙台泉店
⼭形県 株式会社アルペン スポーツデポ⼭形店
⼭形県 株式会社カスカワスポーツ
⼭形県 株式会社ダーリングコーポレーション
⼭形県 株式会社末広 スポーツ事業部
⼭形県 株式会社エコプラス オフハウス⼭形南店
⼭形県 SCALE SKI TUNE UP SYSTEM
⼭形県 ゼビオ株式会社 SSX⽶沢店
⼭形県 TRUNKBASE
⼭形県 ZAOユートピアスキースクール
⼭形県 株式会社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 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオルパークみかわ店
⼭形県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⼭形吉原店
⼭形県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ天童店
⼭形県 スポーツ＆コンディショニング ショップ５２５
⼭形県 ゼビオ株式会社 SSXル・パークみかわ店
⼭形県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー タケダスポーツ⽶沢店
⼭形県 ゼビオ株式会社 SSX⽶沢店
⼭形県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー ネクサス新庄店
⼭形県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー タケダスポーツ⼭形清住店
⼭形県 ナカジマスポーツ
⼭形県 ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニー ネクサスイオンタウン酒⽥店
⼭形県 ベストレンタルプロショップ
⼭形県 株式会社丸徳ふるせ
⼭形県 株式会社 川井スポーツ
⼭形県 株式会社エコプラス オフハウス酒⽥店
⼭形県 株式会社ダーリングコーポレーション
⼭形県 株式会社富⼠スポーツ
⼭形県 吾妻スポーツ 徳町店スポーツバード
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 株式会社アルペン スポーツデポ郡⼭フェスタ店
福島県 株式会社エコプラス オフハウス原町店
福島県 株式会社サトウスポーツ
福島県 有限会社サンリバー
福島県 株式会社エコプラス オフハウス郡⼭安積店
福島県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ イオンタウン郡⼭店
福島県 株式会社東⽇本レンタル
福島県 AIZUウィンタースクール
福島県 MZ⽩⽯スノースポーツスクール
福島県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ会津若松町北店
福島県 いわき⾃然学校
福島県 オフハウス会津若松店
福島県 グランディ⽻⿃湖スキー＆スノーボードスクール
福島県 グランデコスノーアカデミー
福島県 グランデコスノーリゾート グランデコスキーレンタル
福島県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ福島⽮野⽬店
福島県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオメガステージ須賀川店
福島県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ郡⼭⻄ノ内店
福島県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオメガステージ⽩河店
福島県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ福島南BP店
福島県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ福島南バイパス店



福島県 スノーワークス
福島県 スワローレンタサービス株式会社 東北
福島県 ゼビオ株式会社 福島⽮野⽬店
福島県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ 郡⼭⻄の内店
福島県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオいわき店
福島県 ゼビオ株式会社 商品部
福島県 ヘブンスそのはらプロスキースクール
福島県 ベンアスリーツレーシング
福島県 リステルスキーファンタジア
福島県 株式会社 若⽊
福島県 株式会社DMCaizu
福島県 株式会社オーディエンスサービス 沼尻スキー場
福島県 株式会社セーフ観光
福島県 株式会社ティエヌビー東北営業所
福島県 ⻑治観光株式会社ホテルリステル猪苗代 スポーツレジャー部
福島県 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 グランデコリゾート
福島県 猫魔スキー場
福島県 ⽩⿃⾼原プロスノースクール
福島県 富⼠急安達太良観光
福島県 裏磐梯グランデコ東急ホテル
【甲信越】
新潟県 株式会社アルペン スポーツデポ新潟河渡店
新潟県 株式会社アルペン  スポーツデポ⻑岡古正寺店
新潟県 株式会社ガーラ湯沢
新潟県 株式会社セカンドストリート セカンドアウトドア上越店
新潟県 株式会社セカンドストリート セカンドアウトドア新潟⼤学前店
新潟県 株式会社セカンドストリート セカンドアウトドア上越店
新潟県 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス六⽇町インター店
新潟県 有限会社パーマーク
新潟県 有限会社⼩島スポーツ
新潟県 株式会社ヒマラヤ 柏崎店
新潟県 株式会社上越観光開発
新潟県 INOUE K2 プロスキースクール
新潟県 Myoko Snowsports
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 NPO法⼈障がい者スキースクールネージュ
新潟県 ゼビオ株式会社 SSX新潟⻲⽥店
新潟県 アルピナBI株式会社 ⽯打事業所
新潟県 エムズカンパニー
新潟県 さとみやスポーツ
新潟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⻑岡店
新潟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ新潟⻲⽥店
新潟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオアピタ新潟⻄店
新潟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ新潟桜⽊インター店
新潟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⻑岡店
新潟県 株式会社アルペン スポーツデポ燕三条店
新潟県 株式会社アルペン スポーツデポ新潟⿊埼インター店
新潟県 スワローレンタサービス株式会社湯沢
新潟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⻑岡リバーサイド千秋店
新潟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ新発⽥店
新潟県 ゼビオ株式会社 ゼビオスポーツ燕三条店
新潟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⻑岡リバーサイド千秋店
新潟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ上越店
新潟県 チューンナップ ケムズ
新潟県 株式会社ヒマラヤ ⻑岡店
新潟県 ミヤコスポーツ株式会社 新潟営業所
新潟県 ヨーデルスキー学校
新潟県 リバティースポーツ 岩原店
新潟県 レンタルショップ かみきや
新潟県 レンタルショップ ベアスポーツ
新潟県 ロッテアライリゾート サロモンステーション
新潟県 王⼦スキースクール
新潟県 ⽕打⼭麓振興株式会社
新潟県 株式会社 ＳＰＯＯＫＹスポーツ INOUE K２ プロスキースクール シトモ
新潟県 株式会社 アルペン アルペン新発⽥店
新潟県 株式会社 エビスヤ スポーツプラザ店



新潟県 株式会社SPOOKYスポーツ INOUE K2プロスキースクール
新潟県 株式会社アルペン スポーツデポ上越店
新潟県 株式会社クレブ クレブスポーツ
新潟県 株式会社コナヤ
新潟県 株式会社セカンドストリート
新潟県 株式会社ドリームゲート skishop WHITECLIFF
新潟県 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウスアウトドア＆スポーツ⻑岡古正寺⻄店
新潟県 株式会社ハードオフコーポレーション アウトドア&スポーツ新潟⽵尾店
新潟県 株式会社ライフスタイルサービス 岩原スキー場
新潟県 株式会社レクザム
新潟県 株式会社⻄武 プリンスホテルズワールドワイド かぐらスキー場
新潟県 ⾦六イレブン ⾦六イレブン
新潟県 上越国際スキークラブ
新潟県 上越国際スキー場
新潟県 上越国際スキー場 アネックス
新潟県 株式会社⽯井スポーツ ⻑岡店
新潟県 株式会社⽯井スポーツ 新潟店
新潟県 全⽇本ウィンタースポーツ専⾨学校
新潟県 池の平温泉アルペンブリックスキー場 カヤバレンタル
新潟県 池の平温泉アルペンブリックスキー場
新潟県 ⻑岡市営スキー場
新潟県 ⻑岡東⼭フェニックスグループ ⻑岡市営スキー場
新潟県 湯沢⾼原スキースクール
新潟県 湯沢⾼原スキー場 アルピナリゾートマネジメントグループ湯沢⾼原株式会社
新潟県 特定⾮営利活動法⼈スノーパーク⼩出
新潟県 有限会社ウィットスポルトハイム
新潟県 有限会社エキップ
新潟県 有限会社ムラタヤスポーツ
⻑野県 有限会社オフィスエーアンドエム アライスポーツ
⻑野県 株式会社ReMo ⻑野営業所
⻑野県 株式会社アルペン アルペン上⽥インター店
⻑野県 株式会社アルペン スポーツデポ南松本
⻑野県 株式会社アルペン アルペン伊那福島店
⻑野県 株式会社アルペン 穂⾼店
⻑野県 株式会社カムイ ⾼森店
⻑野県 株式会社スワロースキー S・キューブ飯⼭バイパス店
⻑野県 株式会社スワロースキー サービス部
⻑野県 株式会社ネーヴェ
⻑野県 株式会社マックアース 菅平⾼原パインビークスキー場
⻑野県 株式会社⼩賀坂スキー製作所
⻑野県 株式会社野沢温泉  GLATT
⻑野県 有限会社⽩⾺ヤマトヤ
⻑野県 株式会社オオハタスポーツ
⻑野県 株式会社ハーレスキーリゾート
⻑野県 株式会社⼩賀坂スキー製作所 オガサカスキー・サービスセンター
⻑野県 2in1ベーシックレーシングアカデミー
⻑野県 FULLMARKS ⽩⾺店
⻑野県 GR ski life
⻑野県 GUC ⼋ヶ岳 mountain lab.
⻑野県 Gスキーアカデミー
⻑野県 Hakuba47スキーアカデミー
⻑野県 KMF
⻑野県 neve
⻑野県 Relation 
⻑野県 Rental Haus St. Anton
⻑野県 SIA公認 富井スキースクール
⻑野県 SnowLink Academy
⻑野県 SPICY 岩岳店
⻑野県 Vector glide
⻑野県 woody
⻑野県 WOODY RENTALS
⻑野県 アルピナBI株式会社 アルピナスポーツ
⻑野県 株式会社アルペン 諏訪インター店
⻑野県 オオヤレンタル
⻑野県 キタムラスノースポーツスクール
⻑野県 サクラメント・プロスキースクール いいづなリゾート校



⻑野県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ佐久平店
⻑野県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオアリオ上⽥店
⻑野県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ松本芳川店
⻑野県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオアリオ上⽥店
⻑野県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⻑野南⾼⽥店
⻑野県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ飯⽥⿍店
⻑野県 スキープロショップ 安曇野
⻑野県 株式会社アルペン スポーツデポ佐久北インター
⻑野県 株式会社アルペン スポーツデポ⻑野店
⻑野県 スポーツメイトスナヤマ
⻑野県 スワロースキー サービス部
⻑野県 株式会社セカンドストリート セカンドストリート佐久平店
⻑野県 セッションクラブスキースノーボードスクール
⻑野県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⻑野南⾼⽥店
⻑野県 ゼビオ株式会社 諏訪店
⻑野県 チューンナップショップ88°
⻑野県 チューンナップファクトリー T.C.S
⻑野県 ハーレスキーリゾート株式会社
⻑野県 パノラマスノーアカデミー
⻑野県 フェスクスキークラブ
⻑野県 ヘブンスそのはらプロスキースクール
⻑野県 ペンションかおる
⻑野県 ホテル⽩樺荘＜志賀⾼原＞
⻑野県 ランプ⾷堂
⻑野県 レンタルショップ美し松
⻑野県 レンタルスキーナイスワン
⻑野県 レンタルスキーふなる
⻑野県 レンタルスキー広進堂 ⼋⽅店
⻑野県 レンタルストリーム
⻑野県 ロッジ Erste Liebe
⻑野県 ロッジ花紋
⻑野県 ワイズスノー＆アウトドアスクール
⻑野県 ⼀般社団法⼈ 富⼠⾒パノラマリゾート
⻑野県 温泉⼭岳ホテル アンデルマット エコーバレースノースポーツスクール
⻑野県 株式会社 スパイシー
⻑野県 株式会社 ⾦森スポーツ
⻑野県 株式会社 野沢温泉 野沢温泉スキースクール
⻑野県 株式会社PASSO
⻑野県 株式会社SportsThanx
⻑野県 株式会社WhiteResort⽩⾺さのさか
⻑野県 株式会社アイライズ
⻑野県 株式会社ヴェクターグライドコーポレーション
⻑野県 株式会社ヴェクターグライドコーポレーション WHITE TIME
⻑野県 株式会社スパイシー 栂池ビレッジサロモンステーション
⻑野県 株式会社スワロースキー
⻑野県 株式会社セカンドストリート セカンドアウトドア⻑野⾼⽥店
⻑野県 株式会社ネーヴェ
⻑野県 株式会社フリーフロート
⻑野県 株式会社プレスト
⻑野県 株式会社プレスト 上⽥店
⻑野県 株式会社マテリアルスポーツ ⽩⾺⽀店
⻑野県 株式会社⽯井スポーツ ⻑野店
⻑野県 株式会社⾦森スポーツ 飯⼭店
⻑野県 株式会社五⻯
⻑野県 株式会社⿅島槍
⻑野県 株式会社内川スポーツ
⻑野県 株式会社北志賀⻯王 ⻯王スキーパーク
⻑野県 近江レンタルスキー
⻑野県 軽井沢プリンスホテルスキー場
⻑野県 ⾒晴茶屋
⻑野県 ⼾狩スキー学校
⻑野県 公益財団法⼈ ⻑野県スキー連盟 志賀⾼原スキークラブ
⻑野県 治部坂観光株式会社 治部坂⾼原スキー場
⻑野県 ⼩賀坂スキー販売（株）
⻑野県 菅平サクラメントスキースクール
⻑野県 菅平スイスホテル



⻑野県 株式会社⽯井スポーツ 松本店
⻑野県 ⽯川プロスキースクール
⻑野県 ⼤町温泉観光株式会社
⻑野県 池の平ホテル＆リゾーツ 池の平⽩樺⾼原ホテル
⻑野県 池の平ホテル＆リゾーツ 池の平スノーパーク レンタルショップ
⻑野県 栂池ゴンドラリフト株式会社
⻑野県 鶴井スキースクール
⻑野県 ⽩樺リゾート池の平スキースクール
⻑野県 ⽩樺レンタル
⻑野県 ⽩樺湖スノーアカデミー
⻑野県 ⽩樺湖ロイヤルヒルスキースクール
⻑野県 ⽩⾺さのさかスキースクール
⻑野県 ⽩⾺スポーツ
⻑野県 ⽩⾺⼋⽅尾根スキースクール
⻑野県 ⼋⼦ヶ峰ホテル
⻑野県 斑尾⾼原ホテルスノーメイト 斑尾⾼原ホテル
⻑野県 富⼠⾒パノラマスキーアカデミー
⻑野県 富⼠⾒パノラマリゾート
⻑野県 富⼠⾒町スキースポーツ少年団
⻑野県 北村スノースポーツスクール
⻑野県 野沢温泉スキー場 サロモンステーション野沢温泉
⻑野県 有限会社オフィスエーアンドエム アライスポーツ
⻑野県 有限会社スノーマン スノーバードプロスキースノーボードスクール
⻑野県 有限会社マツヤスポーツ
⻑野県 ⻯王クナイスルスキースクール
⻑野県 ⻯王スキーパーク
⻑野県 楜沢レンタルスキー 東信観光サービス有限会社
⻑野県 志賀⾼原焼額⼭スノースクール
⼭梨県 株式会社カムイ スポーツカムイ富⼠吉⽥店
⼭梨県 株式会社カムイ スポーツカムイ甲府店
⼭梨県 株式会社アルペン スポーツデポ甲府昭和インター店
⼭梨県 ふじてんスノーリゾート
⼭梨県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフプラス⽥富昭和通り店
⼭梨県 株式会社 カムイ 富⼠吉⽥店
⼭梨県 株式会社アルペン スポーツデポ甲府店
⼭梨県 株式会社⽯井スポーツ ヨドバシ甲府店
【関東】
東京都 株式会社アルペン スポーツデポ南砂町スナモ店
東京都 株式会社アルペン アルペンアウトドアーズ フラッグシップストア新宿店
東京都 株式会社アルペン アルペンアウトドアーズ フラッグシップストア 新宿店
東京都 株式会社アルペン スポーツデポ昭島店
東京都 ゼビオ株式会社 ＳＳＸ アリオ葛⻄店
東京都 株式会社ヴィクトリア 町⽥東急ツインズ店
東京都 株式会社ヴィクトリア 光が丘店
東京都 株式会社カムイ  若葉台
東京都 株式会社トレジャー・ファクトリー トレファクスポーツ柏店
東京都 株式会社トレジャー・ファクトリー トレファクスポーツ多摩南⼤沢店
東京都 株式会社カムイ スポーツカムイ若葉台店
東京都 株式会社ドリームゲート F.JANCK
東京都 株式会社ドリームゲート SKI SHOP VAIL
東京都 AIZUウィンタースクール 林千尋
東京都 bottomline
東京都 eskimore
東京都 Fine Glide
東京都 JAPANジュニアスキーアカデミー
東京都 MIYA  Sports Lab
東京都 NODAスキー⼯房
東京都 powder planet
東京都 ReMo株式会社 東京営業所
東京都 Sia 若林プロスキースクール
東京都 SIA公認ワイズスノー＆アウトドアスクール
東京都 SKI SHOP JIRO 南⻘⼭
東京都 Ski Shop Vail
東京都 SKI&OUTDOOR Mt.Peaks
東京都 TOKIWASPORTS プロスキー武蔵境店
東京都 Twinkle Kids Ski School



東京都 VESTA SKI CLUB
東京都 VOLARE
東京都 イレブンフェイスプロダクツ株式会社 SNOWCAN
東京都 インターラーケンスポーツアカデミー
東京都 株式会社ヴィクトリア イオンモールむさし村⼭
東京都 株式会社ヴィクトリア ヴィクトリア蒲⽥店
東京都 ヴェイルスポーツ
東京都 ウェルネススノースクール
東京都 エコーバレースノースポーツスクール
東京都 サイジョウトレーディング
東京都 ササハラスポーツ
東京都 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオららぽーと豊洲店
東京都 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオイオンモール⽇の出
東京都 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオイーアス⾼尾店
東京都 株式会社アルペン スポーツデポぐりーんうぉーく多摩店
東京都 スワロートレーディング株式会社
東京都 ゼビオ株式会社 SSXららぽーと⽴川⽴⾶店
東京都 チューニングショップツチカマ
東京都 トレトレ
東京都 ビアンカスキースクール
東京都 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPER BAZAAR 多摩永⼭店
東京都 ワイズスノーアンドアウトドアスクール
東京都 ⼀般財団法⼈ 東京都スキー連盟 安全対策部
東京都 株式会社 SKI SHOP JIRO ⻘⼭店
東京都 株式会社ヴィクトリア  テクニカルセンター
東京都 株式会社ときわスポーツ プロスキー武蔵境店
東京都 株式会社アルペン スポーツデポ府中四⾕店
東京都 株式会社ヴィクトリア 加平インター店
東京都 株式会社ヴィクトリア 三鷹店
東京都 株式会社ヴィクトリア  御茶ノ⽔本店
東京都 株式会社オオイワスポーツ
東京都 株式会社オフワン
東京都 株式会社ときわスポーツ プロスキー武蔵境店
東京都 株式会社ドリームゲート FUSO SKI & BOOTSTUNE
東京都 株式会社ドリームゲート ASPEN
東京都 株式会社⽯井スポーツ カンダコンペカン
東京都 株式会社レクザム スポーツ事業部
東京都 株式会社ロンドンスポーツ
東京都 株式会社ロンドンスポーツ 新宿店
東京都 株式会社⽯井スポーツ 神⽥本館
東京都 桐朋⾼等学校スキー部
東京都 軽井沢JrSC
東京都 公益社団法⼈ ⽇本プロスキー教師協会 シュナイダースキースクール
東京都 公益社団法⼈ ⽇本プロスキー教師協会 QUALIFICATION  APIII
東京都 ⼩賀坂スキー販売株式会社 東京営業所
東京都 ⽔上⾼原プロスキースクール
東京都 株式会社⽯井スポーツ ヨドバシ新宿⻄⼝店
東京都 有限会社タクトスキーラボ
神奈川県 株式会社アルペン アルペン藤沢菖蒲沢店
神奈川県 株式会社アルペン スポーツデポ港北みなも店
神奈川県 株式会社アルペン スポーツデポ相模原店
神奈川県 株式会社アルペン スポーツデポ川崎店
神奈川県 ゼビオ株式会社 ＳＳＸトレッサ横浜店
神奈川県 株式会社ヴィクトリア オーロラモール東⼾塚店
神奈川県 株式会社カムイ スポーツカムイ相模原店
神奈川県 株式会社トレジャー・ファクトリー トレファクスポーツ三芳店
神奈川県 株式会社トレジャー・ファクトリー トレファクスポーツ岩槻店
神奈川県 株式会社メガスポーツ SAアウトドアステージセンター南
神奈川県 有限会社保⼀堂運動具店
神奈川県 株式会社カムイ スポーツカムイ相模原店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPER BAZAAR ノースポート・モール
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPER BAZAAR 横浜瀬⾕南台店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPER BAZAAR 横浜東⼾塚オリンピック店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB409号川崎港町店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザーノースポート
神奈川県 J.HOUSE



神奈川県 NPO法⼈湘南⾃然学校
神奈川県 SPOPIA平塚店
神奈川県 ゼビオ株式会社 SSXテラスモール湘南店
神奈川県 ZERO
神奈川県 ウェルネススノースクール
神奈川県 カンダハー横浜店
神奈川県 カンダハー横浜店 ⿅沢レーシングプレイス
神奈川県 シモムラスポーツ
神奈川県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ川崎ルフロン店
神奈川県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオヴィスポ横須賀店
神奈川県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオアリオ橋本店
神奈川県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオららぽーと湘南平塚店
神奈川県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオららぽーと横浜
神奈川県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティMARKISみなとみらい
神奈川県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティー座間店
神奈川県 株式会社カムイ 座間店
神奈川県 株式会社カムイ ⾸都圏本部
神奈川県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオみなとみらい東急スクエア店
神奈川県 ゼビオ株式会社 川崎ルフロン店
神奈川県 ゼビオ株式会社 テラスモール湘南店
神奈川県 ゼビオ株式会社  SSXテラスモール湘南店
神奈川県 ピステ株式会社
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 リユース⽤品部スポーツ・アウトドアG
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB国道1号多摩川⼤橋店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフ
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPER BAZZAR 409号川崎港町店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザー国道1号多摩川⼤橋店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザー綱島樽町店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 リユース商品部スポーツ・アウトドアグループ
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB鎌倉⼤船店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFFSUPERBAZAAR Luz湘南辻堂店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフプラス藤沢⼤庭店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB鎌倉⼤船店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザー横浜東⼾塚オリンピック店
神奈川県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザー国道⼀号多摩川⼤橋店
神奈川県 ベアーズ東京スキークラブ
神奈川県 レクザム
神奈川県 株式会社 カムイ スポーツカムイ 座間店
神奈川県 株式会社シラトリテクノ スポーピアシラトリ湘南藤沢店
神奈川県 株式会社ときわスポーツ パシオン横浜店
神奈川県 株式会社トレジャー・ファクトリー トレファクスポーツ⻘葉台店
神奈川県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ アウトドアステージセンター南
神奈川県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティアウトドアステージセンター南店
神奈川県 公益社団法⼈ ⽇本プロスキー教師協会 SHIGA INTERNATIONAL SKI SCHOOL
神奈川県 公益社団法⼈ ⽇本プロスキー教師協会 有限会社アースウエア
神奈川県 ⿅沢レーシングプレイス
神奈川県 ⽔上⾼原スキースクール
神奈川県 株式会社⽯井スポーツ 横浜店
神奈川県 有権会社ビッグ・バン
埼⽟県 株式会社アルペン 岩槻店
埼⽟県 株式会社トレジャー・ファクトリー トレファクスポーツ⼊間扇台店
埼⽟県 株式会社園部 苗場スキースクール
埼⽟県 株式会社ヴィクトリア 所沢店
埼⽟県 株式会社カムイ スポーツカムイ⼤宮⻄店
埼⽟県 株式会社ヒマラヤ 新座店
埼⽟県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ川越南古⾕店
埼⽟県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ熊⾕店
埼⽟県 HEROes snow school
埼⽟県 RT SELECT SKI RT SELECT SKI
埼⽟県 ＳＩＡ ⽯川プロスキースクール
埼⽟県 アールベルクプロスキー学校
埼⽟県 株式会社アルペン デオシティ新座店
埼⽟県 株式会社ヴィクトリア ヴィクトリアスポーツモール越⾕イオンレイクタウン店
埼⽟県 ウニクス上⾥店
埼⽟県 株式会社カムイ 坂⼾店
埼⽟県 さいたまスキークラブ



埼⽟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオアリオ鷲宮店
埼⽟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオららぽーと新三郷店
埼⽟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオアリオ上尾
埼⽟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオビバモールさいたま新都⼼店
埼⽟県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオピオニウォーク東松⼭店
埼⽟県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ熊⾕店
埼⽟県 株式会社カムイ スポーツカムイ⼤宮⻄店
埼⽟県 株式会社カムイ スポーツカムイ三郷店
埼⽟県 株式会社カムイ スポーツカムイ所沢店
埼⽟県 株式会社カムイ スポーツカムイ上尾店
埼⽟県 株式会社カムイ スポーツカムイ所沢店
埼⽟県 ゼビオ株式会社 イオンモール川⼝店507
埼⽟県 ゼビオ株式会社 ららぽーと富⼠⾒店
埼⽟県 株式会社ヒマラヤ モラージュ菖蒲
埼⽟県 ブックオフコーポレーション株式会社
埼⽟県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB⼤宮ステラタウン店
埼⽟県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB17号鴻巣吹上店
埼⽟県 株式会社アルペン ミエルかわぐち店
埼⽟県 株式会社アルペン スポーツデポ北本店
埼⽟県 株式会社カムイ 越⾕店
埼⽟県 株式会社カンダハー ⼤宮店
埼⽟県 株式会社カムイ  熊⾕店
埼⽟県 株式会社ハードオフコーポレーション オフハウス本庄店
埼⽟県 株式会社メガスポーツ
埼⽟県 株式会社⽯井スポーツ ヨドバシさいたま新都⼼駅前店
埼⽟県 狭⼭スキー場
埼⽟県 後藤学園 武蔵丘短期⼤学
埼⽟県 ⽯打プロスキースクール
埼⽟県 全⽇本スキー連盟 東京都ブランシェリースキークローブ
埼⽟県 万座ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 万座ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
千葉県 株式会社アルペン  ⿅⿊FC 
千葉県 株式会社アルペン  アウトドアーズフラッグシップストア柏店
千葉県 株式会社トレジャー・ファクトリー トレファクスポーツ幕張店
千葉県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ松⼾店
千葉県 株式会社ヨシキスポーツ
千葉県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSBショップス市川店
千葉県 ゼビオ株式会社 SSXイオンタウン成⽥富⾥
千葉県 ゼビオ株式会社 SSXおゆみ野店
千葉県 Wing Pro Ski School
千葉県 エーデルワイススキースクール
千葉県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオセブンパークアリオ柏店
千葉県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオアリオ蘇我店
千葉県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ フルルガーデン⼋千代店
千葉県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオアリオ蘇我店
千葉県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ幕張新都⼼
千葉県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ野⽥店
千葉県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ野⽥店
千葉県 株式会社アルペン スポーツデポSHOPS市川店
千葉県 ゼビオ株式会社 SSXおゆみ野店
千葉県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオららぽーとTOKYO-BAY店
千葉県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオららぽーとTOKYO-BAY店
千葉県 ゼビオ株式会社 モラージュ柏店
千葉県 ゼビオ株式会社 SSXセブンパークアリオ柏店
千葉県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ イオンモール銚⼦
千葉県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザービビット南船橋店
千葉県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB東千葉祐光店
千葉県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザーイトーヨーカドー流⼭店
千葉県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザー14号千葉幕張店
千葉県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザーイトーヨーカドー流⼭店
千葉県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザーショップス市川店
千葉県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザービビット南船橋店
千葉県 べラークチューンナップコネクション
千葉県 ワイズスノー＆アウトドアスクール
千葉県 ワイズスノー＆アウトドアスクール 志賀⾼原校
千葉県 株式会社 ウスイ レンタル事業部
千葉県 株式会社アルペン スポーツデポ千葉ニュータウン店



千葉県 株式会社ウスイ 神⽴スノーリゾート レンタルショップ
千葉県 株式会社ハードオフ コーポレーション オフハウス アウトドア＆フィッシング東千葉店
千葉県 株式会社プラスパーコーポレーション
千葉県 株式会社メガスポーツ スポーツオソリティー幕張新都⼼店
千葉県 株式会社レクザム（湯沢パークスキー・スノーボードスクール）
千葉県 杉⼭スキー＆スノースポーツスクール
千葉県 清宮政宏
千葉県 ⽯打プロスキースクール
千葉県 ⽶沢省吾プロスキースクール
群⾺県 株式会社アルペン スポーツデポパワーモールおおた店
群⾺県 株式会社ベイシア ワールドスポーツ⻄部モール店
群⾺県 株式会社ヒマラヤ ヒマラヤ⾼崎店
群⾺県 ＢＭＺテクニカルサポート前橋
群⾺県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB407号太⽥飯塚店
群⾺県 SIA軽井沢スキー＆スノーボードスクール
群⾺県 tuning up tp
群⾺県 インターアルペンスキースクール
群⾺県 ゼビオ株式会社  スーパースポーツゼビオスマーク伊勢崎店
群⾺県 スキー スノーボードレンタルショップ iikarakan
群⾺県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ太⽥店
群⾺県 株式会社アルペン スポーツデポ前橋吉岡
群⾺県 ゼビオ株式会社 ゼビオ（株）スマーク伊勢崎店
群⾺県 そのだスポーツ店
群⾺県 ダボススノースクール
群⾺県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフスーパーバザー17号前橋リリカ
群⾺県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB17号鴻巣吹上店
群⾺県 株式会社ベイシア ワールドスポーツ前橋みなみモール店
群⾺県 株式会社ベイシア ベイシアワールドスポーツ⻄部モール店
群⾺県 株式会社ベイシア ベイシア ワールドスポーツ本庄早稲⽥ゲート店
群⾺県 株式会社ベイシア ベイシアワールドスポーツ安中店
群⾺県 株式会社アルペン スポーツデポ ⾼崎店
群⾺県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ⾼崎店
群⾺県 株式会社HAMA R&DARE ARE
群⾺県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ⾼崎店
群⾺県 株式会社ヨドバシカメラ ⽯井スポーツ⾼崎前橋店
群⾺県 ⾼崎市スキ－連盟
群⾺県 ⼭とスキーの店⽯井DreamBOX
群⾺県 ⿅沢スノーエリア
群⾺県 ⿅沢レーシングプレイス
群⾺県 ⽔上⾼原プロスキースクール
群⾺県 菅平サクラメントスキースクール
群⾺県 草津スキースクール
群⾺県 草津温泉スキー場
群⾺県 草津温泉スキー場 レンタル
群⾺県 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 たんばらスキーパーク
群⾺県 ⽇本製紙総合開発株式会社 丸沼⾼原事業部
群⾺県 有限会社 基スポーツプラン
茨城県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOK・ OFF SUPER BAZZAR 荒川沖店
茨城県 MONSTER JAPAN
茨城県 SIA ARSたかつえプロスキースクール
茨城県 インターラーケンスポーツアカデミー
茨城県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオドームつくば店
茨城県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⽔⼾店
茨城県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ イーアスつくば店
茨城県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⽇⽴城南店
茨城県 株式会社カムイ 古河店
茨城県 ゼビオ株式会社 ドームつくば店
茨城県 株式会社アルペン スポーツデポひたちなか店
茨城県 ブックオフコーポレーション株式会社
茨城県 株式会社アルペン スポーツデポイオンタウン⽔⼾南店
茨城県 株式会社エーデルワイス エーデルワイススキースクール 志賀⾼原⼀の瀬
茨城県 株式会社カムイ スポーツカムイ⽔⼾店
茨城県 株式会社カムイ スポーツカムイ神栖店
茨城県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ新ひたちなか店
茨城県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ新ひたちなか店
栃⽊県 株式会社アルペン スポーツデポベルモール宇都宮店



栃⽊県 有限会社カミヤマスポーツ カミヤマスポーツ
栃⽊県 株式会社カサマヤ物産
栃⽊県 RIZAP株式会社スポーツ⼩売事業部  APORITO⼩⼭
栃⽊県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ 宇都宮⽯井店
栃⽊県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⾜利店
栃⽊県 株式会社カムイ スポーツカムイ古河店
栃⽊県 株式会社カムイ スポーツカムイ⼩⼭店
栃⽊県 株式会社アルペン スポーツデポハーヴェストウォーク⼩⼭店
栃⽊県 ゼビオ株式会社 ⼩⼭店
栃⽊県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ宇都宮細⾕店
栃⽊県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ宇都宮細⾕店
栃⽊県 ハンターマウンテンスキースクール
栃⽊県 ヒーローズスノースクール ヒーローズスノースクール
栃⽊県 株式会社⽯井スポーツ ヨドバシ宇都宮
栃⽊県 太陽スポーツ
栃⽊県 東急リゾーツ＆ステイ株式会社  マウントジーンズ那須
【東海】
静岡県 株式会社シラトリ 富⼠ジャンボ店
静岡県 2in1 BasicRacingAcademy
静岡県 SPOPIAシラトリ 静岡ジャンボ店
静岡県 SPOPIAシラトリ  イオンモール甲府昭和店
静岡県 シラトリスポーツ  浜松中央店
静岡県 シラトリテクノ株式会社 ⻩瀬川店
静岡県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ浜松宮⽵店
静岡県 株式会社イソムラサービス
静岡県 気象庁スキークラブ
静岡県 ⿅沢レーシングプレイス
愛知県 株式会社アルペン スポーツデポ⼀宮店
愛知県 株式会社アルペン スポーツデポ 東浦店
愛知県 株式会社ヒマラヤ リブレ豊⽥元宮店
愛知県 株式会社メガスポーツ 東浦
愛知県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ東浦店
愛知県 株式会社メガスポーツ SAアウトドアステージ⻑久⼿店
愛知県 有限会社リッド
愛知県 株式会社アルペン 岡崎店
愛知県 株式会社ヒマラヤ 東海店
愛知県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号⻄友岡崎店
愛知県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSBカインズモール名古屋みなと
愛知県 PAP tune-up service ヘブンスそのはらプロスキースクール
愛知県 株式会社メガスポーツ SA岡崎店
愛知県 SEED合同会社 SEED
愛知県 ゼビオ株式会社 ＳＳＸ岡崎インター店
愛知県 アイ・メックス ジャパン 株式会社 本社
愛知県 イエティスキークラブ
愛知県 株式会社ヴィクトリア エルブレス名古屋みなと店
愛知県 オールマウンテンスポーツ Doing
愛知県 ゼビオ株式会社 豊橋向⼭店
愛知県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ豊⽥東新
愛知県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ名古屋富⽥店
愛知県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ東浦
愛知県 株式会社アルペン スポーツデポ砂⽥橋店
愛知県 株式会社アルペン スポーツデポ⼩牧店
愛知県 株式会社アルペン スポーツデポ有松インター店
愛知県 パドルクラブ 名古屋店
愛知県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPER BAZAAR Luz湘南辻堂店
愛知県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPER BAZAAR カインズモール名古屋みなと店
愛知県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPER BAZAAR ⻄友鳴海店
愛知県 愛知スキー協会
愛知県 宇津美スポーツ
愛知県 株式会社 アルペン スポーツデポ⼭王店
愛知県 株式会社 アルペン スポーツデポ⻄尾店
愛知県 株式会社SPA
愛知県 株式会社アルペン アルペン本社
愛知県 株式会社アルペン アルペンマウンテンズ⼀社店
愛知県 株式会社アルペン アルペン⻑久⼿店
愛知県 株式会社アルペン アウトドア商品部



愛知県 株式会社カンダハー 名古屋ＳＥＥＤ店
愛知県 株式会社ヒマラヤ 春⽇井店
愛知県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ守⼭店
愛知県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ常滑店
愛知県 株式会社奥村スポーツプロモーション
愛知県 佐川グローバルロジスティクス株式会社 ⼩牧SRC
愛知県 三沢シーハイルスキークラブ
愛知県 有限会社 アプレスキー ウォータージャンプK-air
愛知県 有限会社⾦森スポーツ名古屋
愛知県 鷲⽥プロスキースクール ヒマラヤリブレ元宮店
岐⾩県 株式会社ヒマラヤ 本 館
岐⾩県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ岐⾩マーサ21店
岐⾩県 有限会社スポーツショップ ダイコクヤ
岐⾩県 株式会社ヒマラヤ マーゴ関店
岐⾩県 株式会社メガスポーツ SAアウトドアステージ⼟岐
岐⾩県 Shauneʼs garage
岐⾩県 アルペンフレスポ⾼⼭店
岐⾩県 ウイングヒルズ⽩⿃リゾート
岐⾩県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオカラフルタウン岐⾩店
岐⾩県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティイオンタウン⼤垣店
岐⾩県 スポーツワークス キープワン
岐⾩県 株式会社ヒマラヤ ⾼⼭店
岐⾩県 ひるがの⾼原プロスキー＆スノーボードスクール
岐⾩県 ブックオフコーポレーション株式会社 ブックオフプラス岐⾩オーキッドパーク店
岐⾩県 ヘブンスそのはらプロスキースクール
岐⾩県 ホワイトピアスノーボードスクール
岐⾩県 株式会社アースワーク Rentalshop earthwork
岐⾩県 株式会社アルペン  スポーツデポ岐⾩県庁前店
岐⾩県 株式会社エスタンシア
岐⾩県 株式会社ヒマラヤ 本館
岐⾩県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ アウトドアステージ⼟岐店
岐⾩県 ⼩賀坂スキー製作所株式会社 ⻑野本社 技術部
岐⾩県 ⽔上⾼原プロスキースクールアンドキッズアカデミー
岐⾩県 ⼤垣EC
岐⾩県 中部スノーアライアンス株式会社 ダイナランド
岐⾩県 株式会社ヒマラヤ ヒマラヤラスパ御嵩店
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
三重県 株式会社アルペン スポーツデポ桑名店
三重県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ イオンタウン四⽇市泊店
三重県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ 津ラッツ店
三重県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ鈴⿅ラッツ店
三重県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティイオンタウン四⽇市泊店
三重県 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPER BAZAAR 1号四⽇市⽇永店
三重県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB258号イオン桑名店
三重県 御在所ロープウエイ株式会社
三重県 有限会社アプレスキー ウォータージャンプK-air
【北陸】
富⼭県 株式会社アルペン アルペン⾼岡店
富⼭県 株式会社アルペン アルペン イータウンとなみ店
富⼭県 あわすのスキー学校
富⼭県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオアピタ富⼭東店
富⼭県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ富⼭蜷川店
富⼭県 株式会社アルペン スポーツデポファボーレ婦中店
富⼭県 ゼビオ株式会社 SSX富⼭蜷川店
富⼭県 たいらスキー場
富⼭県 レンタルスキー＆スノーボードスタジアム 富⼭店
富⼭県 レンタルスキー＆スノーボードスタジアム ⾼岡店
富⼭県 医王アローザ㈱
富⼭県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ⾼岡店
富⼭県 ⼩杉スポーツ
富⼭県 株式会社⽯井スポーツ 富⼭店
富⼭県 ⼤⼭観光開発株式会社 極楽坂レンタル
富⼭県 有限会社 ⼩杉スポーツ
富⼭県 有限会社スポーツのマンゾク
福井県 株式会社アルペン スポーツデポ福井⼤和⽥店



福井県 株式会社オザキスポーツ ⼤野店
福井県 CYCLE COMMUNICATION NATURAL
福井県 SKI PRO SHOP J1
福井県 エスケイファクトリー スノーピット
福井県 ジャムプロスキースクール
福井県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ フェアモール福井⼤和⽥店
福井県 スノークラフト
福井県 株式会社ヒマラヤ ヒマラヤスポーツ 越前店
福井県 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 スキージャム勝⼭
⽯川県 株式会社アルペン スポーツデポ⾦沢鞍⽉店
⽯川県 アグリースキークリニック
⽯川県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツXEBIOフェアモール松任店
⽯川県 スーパースポーツゼビオ イオンモール⽩⼭店
⽯川県 スーパースポーツゼビオフェアモール松任店
⽯川県 スポーツショップNOBU
⽯川県 ゼビオ株式会社 アピタタウン⾦沢ベイ店
⽯川県 ゼビオ株式会社 SSXアピタタウン⾦沢ベイ店
⽯川県 株式会社 メガスポーツ スポーツオーソリティ新⼩松店
⽯川県 株式会社アルペン アルペン⼩松沖町店
⽯川県 株式会社アルペン  スポーツデポ⾦沢⼤桑店
【関⻄】
⼤阪府 株式会社STAGE スキー⼯房ヒグチ
⼤阪府 株式会社アルペン  スポーツデポ新⼤阪店
⼤阪府 株式会社シャレー志賀
⼤阪府 株式会社セカンドストリート セカンドアウトドアみのおキューズモール店
⼤阪府 株式会社ヒマラヤ 茨⽊店
⼤阪府 株式会社レクザム スポーツ事業部
⼤阪府 アドバンスドフット
⼤阪府 サンプラス株式会社 サンワスポーツ
⼤阪府 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⼤阪守⼝店
⼤阪府 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオニトリモール枚⽅店
⼤阪府 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ東⼤阪菱江店
⼤阪府 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ東⼤阪菱江店
⼤阪府 ゼビオ株式会社 SSX LINKSUMEDA店
⼤阪府 びわ湖バレイプロスキースクール
⼤阪府 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB守⼝ジャガータウン店
⼤阪府 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB307号枚⽅池之宮店
⼤阪府 ブックオフコーポレーション株式会社 BOOKOFF SUPER BAZAAR 25号⼋尾永畑店
⼤阪府 株式会社 オーティーズ
⼤阪府 株式会社STAGE スキー⼯房ヒグチ
⼤阪府 株式会社アルペン スポーツデポ天王寺店
⼤阪府 株式会社オーティーズ 北志賀
⼤阪府 株式会社スポーツサンロード
⼤阪府 ゼビオ株式会社 SSXららぽーと堺店
⼤阪府 株式会社タナベスポーツ
⼤阪府 株式会社ヒマラヤ 堺インター店
⼤阪府 株式会社マテリアルスポーツ
⼤阪府 株式会社モリヤマスポーツ 東⼤阪店
⼤阪府 株式会社⽯井スポーツ リンクス梅⽥店
京都府 株式会社アルペン  スポーツデポ京都南インター店
京都府 株式会社カンダハー 京都店
京都府 okumura sports promotion ヘブンスそのはらプロスキースクール
京都府 アールベルクプロスキー学校 BLOWIN
京都府 サクラメントプロスキースクール
京都府 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオイオンモールKYOTO店
京都府 スポーツネットプロスキースクール
京都府 株式会社ヒマラヤ 福知⼭店
京都府 びわ湖バレイプロスキースクール
京都府 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB1号京都伏⾒店
京都府 ブックオフコーポレーション株式会社 1号京都伏⾒店
京都府 京都府スキー連盟
京都府 ⼩賀坂スキー販売株式会社 京都連絡所
京都府 株式会社⽯井スポーツ 京都ヨドバシ店
滋賀県 株式会社アルペン スポーツデポ彦根松原店
滋賀県 アルピナBI株式会社 びわ湖バレイ事業所
滋賀県 アルピナBI株式会社 レンタル課



滋賀県 株式会社アルペン アルペン栗東店
滋賀県 グランスノー奥伊吹 レンタル
滋賀県 ゼビオ株式会社 ス－パ－スポ－ツゼビオイオンモ－ル草津店
滋賀県 ブロッサムスキースノーボードスクール
滋賀県 奥伊吹観光株式会社  グランスノー奥伊吹 レンタル
滋賀県 株式会社 モリヤマスポーツ 本店
滋賀県 滋賀短期⼤学
奈良県 株式会社アルペン 奈良尼辻店
奈良県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ奈良店
奈良県 みなかみ⾼原プロスキースクール＆キッズアカデミー
兵庫県 株式会社アルペン スポーツデポ学園南インター店
兵庫県 株式会社アルペン スポーツデポ加古川別府店
兵庫県 株式会社ヒマラヤ 三⽥店
兵庫県 株式会社アルペン スポーツデポサンシャインワーフ神⼾店
兵庫県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB171号尼崎⻄昆陽
兵庫県 D-RIDE
兵庫県 PAPASU PAPASU
兵庫県 SPORTS-NET PRO SKI SCHOOL
兵庫県 株式会社アルペン 姫路中地店
兵庫県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ神⼾ハーバーランド
兵庫県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ 神⼾学園南インター店
兵庫県 株式会社アルペン スポーツデポ中⼭寺駅前店
兵庫県 株式会社アルペン スポーツデポ尼崎下坂部店
兵庫県 ビアンカスキースクール
兵庫県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSBアグロガーデン神⼾駒ヶ林店
兵庫県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB171号尼崎⻄昆陽店
兵庫県 株式会社アルペン スポーツデポ明⽯⼤蔵海岸店
兵庫県 株式会社マルマツスポーツ
兵庫県 若林プロスキースクール
兵庫県 鉢伏スキー学校
兵庫県 有限会社みゆき観光
和歌⼭県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオセントラルシティ和歌⼭店
【中国】
岡⼭県 RIZAP株式会社スポーツ⼩売事業部 APORITO岡⼭
岡⼭県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ岡⼭新保店
岡⼭県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ倉敷店
岡⼭県 株式会社ヒマラヤ 岡⼭久⽶店
岡⼭県 株式会社アルペン スポールデポ岡⼭伊島店
広島県 株式会社アルペン スポーツデポ広島⼋⽊店
広島県 有限会社ガラージュ
広島県 APORITO広島
広島県 RIZAP株式会社 スポーツ⼩売事業部  雪板⼯房
広島県 SIA ラ・ポールプロスノースクール
広島県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ広島アルパーク店
広島県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ広島府中店
広島県 株式会社アルペン スポーツデポ福⼭店
広島県 ゼビオ株式会社 SSX広島アルパーク店
広島県 ブックオフコーポレーション株式会社  BSB54号広島⼋⽊店
広島県 ブックオフコーポレーション株式会社 BSB広島段原店
広島県 めがひらスキー場
⿃取県 株式会社アルペン アルペン⽶⼦店
⿃取県 株式会社ヒマラヤ ⿃取店
⿃取県 株式会社アルペン スポーツデポ⿃取 
⿃取県 よなご⼭荘
⿃取県 ⼤⼭⼀番館 杉原 徹
島根県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオゆめタウン出雲店
島根県 持⽥スポーツ
⼭⼝県 株式会社ヒマラヤ ⼭⼝店
⼭⼝県 SIAラ・ポールプロスノースクール
⼭⼝県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオゆめモール下関店
⼭⼝県 ラ・ポールプロスノースクール
【四国】
愛媛県 ゼビオ株式会社 390 ゼビオ エミフル松前店
愛媛県 ゼビオ株式会社 SSX松⼭問屋町店
愛媛県 ⽯鎚スキー場
⾹川県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⾼松店



⾹川県 有限会社スポーツショップCSP
⾼知県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツ ゼビオ⾼知インター店
⾼知県 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ⾼知店
徳島県 ゼビオ株式会社 SSXゆめタウン徳島店
【九州】
福岡県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオゆめタウン博多店
熊本県 MACK SPORTS BAR ツザカマコト
熊本県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ熊本本⼭店
佐賀県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオゆめタウン佐賀店
⻑崎県 ゼビオ株式会社 ＳＳＸ佐世保店
⻑崎県 ブックオフコーポレーション BSBアクロスプラザ佐世保店
⼤分県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ⼤分店
⼤分県 九重プロスキースクール
宮崎県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ宮崎花ヶ島店
⿅児島県 ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオオプシア⿅児島店


