
 

 

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2019」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

北海道 (一社) 大雪カムイミンタラDMO　ｶﾑｲｽｷｰﾘﾝｸｽ カムイスキーリンクス事業部

北海道 (株)RHYTHM＆BEATS

北海道 (株)Sasson 朝里川温泉スキー場

北海道 (株)System.Ampersand

北海道 (株)WIN AGENT 富良野支店

北海道 (株)あすかスポーツ

北海道 (株)アルペン アルペン 音更店

北海道 (株)アルペン アルペン 小樽店

北海道 (株)アルペン アルペン 千歳店

北海道 (株)アルペン アルペン 函館梁川店

北海道 (株)アルペン スポーツデポ 旭川永山店

北海道 (株)アルペン スポーツデポ 岩見沢店

北海道 (株)アルペン スポーツデポ 宮の沢店

北海道 (株)アルペン スポーツデポ 釧路店

北海道 (株)アルペン スポーツデポ 光星店

北海道 (株)アルペン スポーツデポ 厚別東店

北海道 (株)アルペン スポーツデポ 帯広店

北海道 (株)アルペン スポーツデポ 大曲店

北海道 (株)アルペン スポーツデポ 北見店

北海道 (株)アルペン スポーツデポ光星店

北海道 (株)エコノス オフハウス旭川パルプ店

北海道 (株)エコノス オフハウス旭川西店

北海道 (株)エコノス オフハウス音更店

北海道 (株)エコノス オフハウス釧路木場店

北海道 (株)エコノス オフハウス恵庭店

北海道 (株)エコノス オフハウス札幌南郷20丁目店

北海道 (株)エコノス オフハウス札幌伏古店

北海道 (株)エコノス オフハウス札幌北41条店

北海道 (株)エコノス オフハウス手稲前田店

北海道 (株)エコノス オフハウス小樽インター店

北海道 (株)エコノス オフハウス帯広西5条店

北海道 (株)エコノス オフハウス滝川店

北海道 (株)エコノス オフハウス平岡店

北海道 (株)エコノス オフハウス北見南大通店

北海道 (株)エコノス オフハウス網走

北海道 (株)オカモト なんでもリサイクルビッグバン函館花園店

北海道 (株)オカモト なんでもリサイクルビッグバン北見三輪店

北海道 (株)オカモト ビッグバン札幌手稲店

北海道 (株)オカモト ビッグバン帯広柏林台店

北海道 (株)オカモト ビッグバン苫小牧柳町店

北海道 (株)オカモト　RMC なんでもリサイクルビッグバン札幌白石店

北海道 (株)オカモト　ビッグバン旭川永山店

北海道 (株)オカモト　ビッグバン千歳信濃店 なんでもリサイクルビッグバン千歳信濃店

北海道 (株)オカモト　ビッグバン苫小牧桜木店

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北野店

北海道 (株)ゲオ セカンドストリート

北海道 (株)ゲオ セカンドストリート

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花咲店

北海道 (株)ゲオ セカンドストリート旭川東光店

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恵み野店

北海道 (株)ゲオ セカンドストリート江別店

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室蘭店

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石狩店

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滝川店

北海道 (株)ゲオ セカンドストリート苫小牧緑町店

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北41条店

北海道 (株)ゲオ ﾌﾚｽﾎﾟ帯広稲田店

北海道 (株)ゲオ 苫小牧緑町店

北海道 (株)ゲオ



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 セカンドストリート新琴似店

北海道 (株)ゲオホールディングス セカンドアウトドア川沿店

北海道 (株)ゲオホールディングス セカンドストリート札幌手稲店

北海道 (株)ゴールドウイン THE NORTH FACE GRAVITY NISEKO店

北海道 (株)ゴルフパートナー ゴルフパートナー旭川末広店

北海道 (株)サッポロスキッド

北海道 (株)サッポロスタジオ モイワ山荘

北海道 (株)サロベツカントリークラブ とよとみ温泉スキー場

北海道 (株)スポーツたきぐち 倶知安店

北海道 (株)スポーツたきぐち

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

北海道 (株)スポーツハウス 札幌スポーツ館マルヤマクラス店

北海道 (株)スポーツハウス 札幌スポーツ館本店

北海道 (株)スポーツ用品店うめや 西野店

北海道 (株)スポートピア

北海道 (株)スポートピア　 滝川事業所

北海道 (株)スポートピア 富良野

北海道 (株)スポートピアふらの

北海道 (株)スポートピアふらの

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

北海道 (株)ハードオフコーポレーション オフハウス札幌西宮の沢店

北海道 (株)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)パドルクラブ 札幌店

北海道 (株)パドルクラブ 手稲前田店

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

北海道 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ旭川西店

北海道 (株)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)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)メガスポーツ スポーツオーソリティ苫小牧店

北海道 (株)メガスポーツ 北日本営業部

北海道 (株)りんゆう観光

北海道 (株)レモンコーポレーション i gate ikeuch ニセコ ヒラフ店

北海道 (株)レモンコーポレーション i gate ikeuch ヒラフ店

北海道 (株)レモンコーポレーション i gate ikeuch 旭川店

北海道 (株)レモンコーポレーション i gate ikeuch 江別店

北海道 (株)レモンコーポレーション i gate ikeuch 本社

北海道 (株)レモンコーポレーション i gate ikeuchi 琵琶湖店

北海道 (株)レモンコーポレーション ニセコ ネーチャーセンター

北海道 (株)札幌振興公社 藻岩山スキー場ロッジ

北海道 (株)秀岳荘 北大店

北海道 (株)西條 士別店

北海道 (株)西條　稚内店

北海道 (株)石井スポーツ 宮の沢店

北海道 (株)竹松商店

北海道 (株)東急リゾートサービス ニセコグランヒラフ

北海道 (株)東急リゾートサービス

北海道 (株)東川振興公社・キャンモアスキービレッジ

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 (株)北尚 北尚販売

北海道 (公財)札幌スキー連盟

北海道 (有)ウィンターファースト ニセコデリバリー本店

北海道 (有)シフトアップちとせ

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 (有)タケシマスポーツ

北海道 (有)ニセコファイン ニセコマウンテン

北海道 (有)ニセコファイン

北海道 (有)パーソン

北海道 (有)ブーム Boomsports（ブームスポーツ）

北海道 (有)ブーム

北海道 (有)靴スポーツのすま

北海道 (有)成田商店

北海道 BOOT SOLUTIONS(株) ニセコビレッジ

北海道 BOOT SOLUTIONS(株)

北海道 CLIFF　PRO　SKI　SCHOOL

北海道 Mt.石井スポーツ 札幌店



北海道 Mt.石井スポーツ

北海道 Mt.石井スポーツスキークラブ

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 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 ROKO

北海道 sawaウィンタースポーツアカデミー

北海道 TSO SKI ACADEMY

北海道 WINKELスノースクール

北海道 Yuki Kamui(株) IWANAIRESORT

北海道 アミューズメント北海道(株)

北海道 エヌテック(株)

北海道 エムズレンタル

北海道 (株)鈴木商事 HEAD KORE STATION

北海道 かもい岳スキー学校

北海道 キロロスキー＆スノーボードアカデミー

北海道 キロロリゾートホールディングス(株)

北海道 グッドタイムスポーツクラブ

北海道 グローイング・スキークラブ

北海道 ジャパンレンタル(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) SSXドーム札幌月寒店

北海道 ゼビオ(株) SSXモルエ室蘭中島店

北海道 ゼビオ(株) SSX旭川永山店

北海道 ゼビオ(株) SSX釧路店

北海道 ゼビオ(株) SSX札幌新発寒店

北海道 ゼビオ(株) SSX札幌太平店

北海道 ゼビオ(株) SSX新さっぽろ店

北海道 ゼビオ(株) SSX帯広いっきゅう店

北海道 ゼビオ(株) SSX滝川店

北海道 ゼビオ(株) SSX苫小牧店

北海道 ゼビオ(株) SSX函館昭和タウンプラザ店

北海道 ゼビオ(株) SSX北見店

北海道 ゼビオ(株) ＸＳアリオ札幌店

北海道 テングヤマスノースクール

北海道 ﾄﾓｴ商事(株)トモエスポーツ

北海道 ニセコアンヌプリスキースクール

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) BSB5号札幌宮の沢店

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 マミ・スキースクール

北海道 モイワ山荘 株式会社サッポロ・スタジオ

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

北海道 ルスツリゾート レンタル

北海道 ルスツリゾート

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

北海道 株Niseko 343

北海道 岩見沢スキー学校

北海道 興部スキー協会ジュニアクラブ

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 佐々木商事

北海道 札幌ばんけい(株)

北海道 札幌リゾート開発公社 札幌国際スキー場

北海道 札幌国際スキースクール

北海道 札幌市スポーツ救護赤十字奉仕団

北海道 札幌藻岩山スキー学校 札幌藻岩山スキー学校

北海道 札幌白石スキー指導員会

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 小賀坂スキー販売(株) 札幌連絡所

北海道 上の大スキー学校

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 石田スポ－ツ（株）ＢＲＩＯ

北海道 東急リゾートサービス ニセコグランヒラフ

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 函館ファンネイチャークラブ

北海道 北海道YMCAスキー教室

北海道 北海道グラウンドサービス(株) グッドスポーツ



北海道 北海道グラウンドサービス(株)

北海道 夕張リゾート(株) マウントレースイスキー＆スノーボードスクール

北海道 流れのスキーサービスマン

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 (株)アルペン スポーツデポ 青森店

青森県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ むつ店

青森県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 下田店

青森県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 弘前店

青森県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 堤橋店

青森県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 柏店

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)ブルーモリス

青森県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティつがる柏店

青森県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ下田店

青森県 (有)ササキスポーツ

青森県 ゼビオ(株) SSXピアドゥ八戸店

青森県 ゼビオ(株) SSX五所川原エルム店

青森県 ゼビオ(株) SSX弘前高田店

青森県 ゼビオ(株) SSX青森中央店

青森県 十和田観光電鉄(株)

青森県 十和田湖プロスキースクール

青森県 青森スプリング・スキーリゾート 青森リゾート株式会社

岩手県 (株)アルペン スポーツデポ 一関中里店

岩手県 (株)アルペン スポーツデポ 盛岡南店

岩手県 (株)ヴィクトリア ヴィクトリア　ネクサスカンパニー

岩手県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 花巻店

岩手県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 水沢店

岩手県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 二戸店

岩手県 (株)ヴィクトリア ネクサス 一関店

岩手県 (株)ヴィクトリア ネクサス 盛岡みたけ店

岩手県 (株)ヴィクトリア ネクサス 仙北店

岩手県 (株)ヴィクトリア ネクサス 北上店

岩手県 (株)ハードオフコーポレーション ハードオフ・オフハウス盛岡上堂店

岩手県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ盛岡店

岩手県 (有)ティーエムアイ

岩手県 019ski-tune

岩手県 Mt石井スポーツ盛岡店

岩手県 Narrows

岩手県 イナリスポーツ

岩手県 インターアルペンスキースクール

岩手県 奥州市 ひめかゆスキー場

岩手県 くのへジュニア

岩手県 スワローレンタサービス(株)盛岡

岩手県 ゼビオ(株) SSX紫波店

岩手県 ゼビオ(株) SSX盛岡盛南店

岩手県 ゼビオ(株) SSX石巻店

岩手県 東北リゾートサービス(株) 八幡平リゾート　パノラマスキー場・下倉スキー場

岩手県 まつるべスノーランドスキースクール

岩手県 一関市　祭畤スノーランド

岩手県 雫石プリンスホテル

岩手県 社会福祉法人　盛岡市民福祉バンク

宮城県 (株)アルペン スポーツデポ 仙台新港店

宮城県 (株)アルペン スポーツデポ 仙台泉店

宮城県 (株)ヴィクトリア ネクサス 南方店

宮城県 (株)ゲオ セカンドアウトドア仙台古城店

宮城県 (株)ゲオ セカンドストリート古川店

宮城県 (株)ゲオ セカンドストリート松森店

宮城県 (株)ゲオ セカンドストリート仙台愛子店

宮城県 (株)ゲオホールディングス セカンドストリート宮千代店

宮城県 (株)ゆらいず

宮城県 (株)石井スポーツ 仙台泉店

宮城県 SAJ公認スプリングバレースキースクール

宮城県 SD SPORTS

宮城県 ガリウムジャパン(株)

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) SSXあすと長町店

宮城県 ゼビオ(株) SSXイオンタウン古川店

宮城県 ゼビオ(株) SSX仙台泉中央店



宮城県 ゼビオ(株) SSX名取店

宮城県 チューンナップショップTAKe-1°

宮城県 ブックオフコーポレーション(株)

宮城県 フューチャースポーツ

宮城県 大生総業(株) 泉高原事業所

秋田県 (株)アルペン スポーツデポ 秋田茨島店

秋田県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 鹿角店

秋田県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 秋田店

秋田県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 大館店

秋田県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 大曲店

秋田県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 湯沢店

秋田県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 能代店

秋田県 (株)ヴィクトリア ネクサス 横手店

秋田県 (株)ヴィクトリア ネクサス 由利本荘店

秋田県 (株)ゴールデン佐渡史跡尾去沢鉱山 水晶山スキー場

秋田県 (有)カサヤスポーツ

秋田県 (有)タミヤスポーツ スポーツハウスタミヤ

秋田県 Mt石井スポーツ　 秋田店

秋田県 ゼビオ(株) SSXイオンモール大曲店

秋田県 ゼビオ(株) SSX秋田茨島店

秋田県 ミーティングルーム

秋田県 秋八高原リゾート合同会社

秋田県 太平山観光開発(株)

秋田県 田沢湖スキー学校

秋田県 田沢湖高原リフト(株)

秋田県 湯沢市教育委員会

秋田県 特定非営利活動法人森吉山

山形県 (株)アルペン スポーツデポ 山形店

山形県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 山形清住店

山形県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 米沢店

山形県 (株)ヴィクトリア ネクサス イオンタウン酒田店

山形県 (株)ヴィクトリア ネクサス 新庄店

山形県 (株)カスカワスポーツ

山形県 (株)ダーリングコーポレーション

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

山形県 (株)丸徳ふるせ

山形県 (株)吾妻スポーツ 徳町店ｽﾎﾟｰﾂバード

山形県 (株)川井スポーツ

山形県 (株)富士スポーツ 本店

山形県 TRUNKBASE

山形県 ZAOフライツィァイトシーシューレ

山形県 ZAOユートピアスキースクール

山形県 スポーツ＆コンディショニングショップ５２５ 名取 芳春

山形県 ゼビオ(株) SSXル・パークみかわ店

山形県 ゼビオ(株) SSX山形吉原店

山形県 ゼビオ(株) SSX天童店

山形県 ゼビオ(株) SSX米沢店

山形県 ナカジマスポーツ

山形県 最上高湯 善七乃湯 大平ホテル

山形県 山形スワローレンタサービス(株)

山形県 蔵王ハンディスキースタッフ

山形県 蔵王レンタサービス

福島県 (株)アルペン スポーツデポ 郡山フェスタ店

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)ゲオ セカンドストリート郡山店

福島県 (株)ゲオホールディングス セカンドストリート郡山南店

福島県 (株)サトウスポーツ

福島県 (株)セーフ観光

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

福島県 (株)会津ただみ振興公社 只見スキー場

福島県 (株)佐藤物産

福島県 (株)若木

福島県 (株)天栄村振興公社 スキーリゾート天栄

福島県 (株)東急リゾートグランデコ

福島県 (株)東急リゾートサービス　グランデコリゾート

福島県 (株マックアースリゾート福島 猪苗代スキー場

福島県 (有)サンリバー

福島県 (有)東日本レンタル

福島県 NPO法人Ａ．Ｒ．Ｓ会津高原自然学校



福島県 SIA 磐梯スキーアカデミー

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 グリーンフリー(株)

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)東北

福島県 ゼビオ(株) SSXいわき店

福島県 ゼビオ(株) SSXメガステージ須賀川店

福島県 ゼビオ(株) SSXメガステージ白河店

福島県 ゼビオ(株) SSX会津若松町北店

福島県 ゼビオ(株) SSX郡山西ノ内店

福島県 ゼビオ(株) SSX福島南バイパス店

福島県 ゼビオ(株) SSX福島矢野目店

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

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 横向高原リゾート(株) 箕輪スキー場

福島県 高畑スキー学校

茨城県 (株)アルペン アルペン アクロスプラザ神栖店

茨城県 (株)アルペン スポーツデポ イオンタウン守谷店

茨城県 (株)アルペン スポーツデポ イオンタウン水戸南店

茨城県 (株)アルペン スポーツデポ ひたちなか店

茨城県 (株)アルペン スポーツデポ ひたち野うしく店

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)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)メガスポーツ スポーツオーソリティ水戸内原店

茨城県 MONSTER JAPAN

茨城県 スポーツカムイ 古河店

茨城県 ゼビオ(株) SSXイーアスつくば店

茨城県 ゼビオ(株) SSXドームつくば学園東大通り店

茨城県 ゼビオ(株) SSX水戸店

茨城県 ゼビオ(株) SSX日立城南店

栃木県 (株)アルペン アルペン 西那須野店

栃木県 (株)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 (株)アルペン スポーツデポ ベルモール宇都宮店

栃木県 (株)アルペン スポーツデポ 栃木店

栃木県 (株)カサマヤ物産

栃木県 (株)カムイ スポーツカムイ小山店

栃木県 (株)カムイ 自治医大店

栃木県 (株)東急リゾートサービス ハンターマウンテン塩原

栃木県 mkssスキークリニック

栃木県 RIZAP(株)スポーツ小売事業部 パワーズ小山店

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 カミヤマスポーツ

栃木県 スキーボードショップ

栃木県 ゼビオ(株) SSX宇都宮細谷店

栃木県 ゼビオ(株) SSX宇都宮石井店

栃木県 ゼビオ(株) SSX小山店

栃木県 ゼビオ(株) SSX足利店

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 太陽スポーツ

栃木県 旅館ニューおおたか

群馬県 (株)HAMA R＆D

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)アルペン スポーツデポ パワーモールおおた店

群馬県 (株)アルペン スポーツデポ 高崎店

群馬県 (株)アルペン スポーツデポ 前橋吉岡店

群馬県 (株)ヒマラヤ 高　崎　店

群馬県 (株)ベイシア 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 ワールドスポーツ安中店

群馬県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ太田店

群馬県 (株)石井スポーツ 高崎前橋店

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 (有)基スポーツプラン

群馬県 BMZ BMZテクニカルサポート前橋

群馬県 スキー　スノーボードレンタルショップ　iikarakan　

群馬県 スノーパーク尾瀬戸倉



群馬県 そのだスポーツ店

群馬県 ノルンみなかみスキースクール

群馬県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー17号前橋リリカ店

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 草津温泉スキー場 (株)草津観光公社

群馬県 特定非営利活動法人ユニバーサルスポーツ協会

群馬県 日本製紙総合開発(株) 丸沼高原事業部

群馬県 美山スポーツ

群馬県 武尊山観光開発(株) オグナほたかスキー場

群馬県 武尊山観光開発(株) 宝台樹スキー場

埼玉県 (株)アルペン アルペン デオシティ新座店

埼玉県 (株)アルペン アルペン ミエルかわぐち店

埼玉県 (株)アルペン アルペン 岩槻店

埼玉県 (株)アルペン スポーツデポ 北本店

埼玉県 (株)ヴィクトリア 越谷ＡＬＴ店

埼玉県 (株)ヴィクトリア 所沢店

埼玉県 (株)カムイ スポーツカムイ越谷店

埼玉県 (株)カムイ スポーツカムイ三郷店

埼玉県 (株)カムイ 坂戸店

埼玉県 (株)スキッド

埼玉県 (株)トレジャーファクトリー トレファクスポーツ三芳店

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)メガスポーツ スポーツオーソリティ羽生店

埼玉県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ店

埼玉県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ狭山店

埼玉県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ熊谷店

埼玉県 (株)石井スポーツ Mt.石井スポーツ神田本館

埼玉県 (株)石井スポーツ 大宮店

埼玉県 (有)ベストスキーサービス 上尾店

埼玉県 (有)ムーブ

埼玉県 FGPROJAPAN

埼玉県 Mt.石井スポーツ 川越店

埼玉県 Snow Master EAGE

埼玉県 Team M Racing Service

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本庄早稲田ゲート店

埼玉県 さいたまスキークラブ

埼玉県 スポーツカムイ 熊谷店

埼玉県 スポーツカムイ 大宮西店

埼玉県 スポーツカムイ 大宮西店

埼玉県 スポーツカムイ　 上尾店

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

埼玉県 スポーツカムイ所沢

埼玉県 ゼビオ(株) SSXアリオ上尾店

埼玉県 ゼビオ(株) SSXアリオ鷲宮店

埼玉県 ゼビオ(株) SSXさいたま新都心コクーンシティ店

埼玉県 ゼビオ(株) SSXピオニウォーク東松山店

埼玉県 ゼビオ(株) SSXビバモールさいたま新都心店

埼玉県 ゼビオ(株) SSX埼玉ららぽーと富士見店

埼玉県 ゼビオ(株) SSX蕨店店

埼玉県 トレファクスポーツ岩槻店

埼玉県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー17号鴻巣吹上店

埼玉県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフプラス東所沢店

埼玉県 ブランシェリースキークローブ (一財)東京都スキー連盟

埼玉県 後藤学園 武蔵丘短期大学

埼玉県 湯元千代田館

埼玉県 万座スキークラブ

千葉県 (株)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柏

千葉県 (株)アルペン スポーツデポ ショップス市川店

千葉県 (株)アルペン スポーツデポ 市原五井店

千葉県 (株)アルペン スポーツデポ 成田美郷台店

千葉県 (株)アルペン スポーツデポ 千葉ニュータウン店

千葉県 (株)アルペン スポーツデポ 南流山店

千葉県 (株)アルペン スポーツデポ 茂原店

千葉県 (株)アルペン スポーツデポ 木更津金田店



千葉県 (株)アルペン スポーツデポ 野田船形店

千葉県 (株)アルペン スポーツデポ千葉ニュータウン店

千葉県 (株)アルペン 東日本FC

千葉県 (株)ヴィクトリア おゆみ野店

千葉県 (株)ウスイ KSR 神立高原スノーリゾートレンタル

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)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)メガスポーツ スポーツオーソリティ松戸店

千葉県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ幕張新都心店

千葉県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ木更津店

千葉県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ野田店

千葉県 (株)ヨシキスポーツ

千葉県 MR.TUNE

千葉県 ゼビオ(株) SSXアリオ蘇我店

千葉県 ゼビオ(株) SSXイオンタウン成田富里店

千葉県 ゼビオ(株) SSXかしわ沼南ＷＯＯＷＣＩＴＹ店

千葉県 ゼビオ(株) SSXフルルガーデン八千代店

千葉県 ゼビオ(株) SSXモラージュ柏店

千葉県 ゼビオ(株) SSXららぽーとTOKYOBAY店

千葉県 ゼビオ(株) SSX流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店

千葉県 チュンナップショップ「グレーシャー」

千葉県 ピステ（株） 千葉サービスセンター

千葉県 ブックオフコーポレーション(株) リユース商品部

千葉県 株式会社パンダルマン 苗場校

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 神田本館

東京都 (株)RCTジャパン PeakPerformance自由が丘店

東京都 (株)YKT 東京本社

東京都 (株)アスティー

東京都 (株)アルペン アルペン 高井戸店

東京都 (株)アルペン アルペン 練馬関町店

東京都 (株)アルペン スポーツデポ ぐりーんうぉーく多摩店

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 スポーツデポ 南砂町スナモ店

東京都 (株)アルペン スポーツデポ 府中四谷店

東京都 (株)ヴィクトリア SSXアリオ葛西店

東京都 (株)ヴィクトリア SSXアリオ葛西店

東京都 (株)ヴィクトリア SSXイーアス高尾

東京都 (株)ヴィクトリア SSXららぽーと豊洲店

東京都 (株)ヴィクトリア SSX多摩境

東京都 (株)ヴィクトリア SSX日の出店

東京都 (株)ヴィクトリア ヴィクトリア本店

東京都 (株)ヴィクトリア エルブレスららぽーと立川立飛

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 むさし村山店

東京都 (株)ヴィクトリア 加平インター店

東京都 (株)ヴィクトリア 蒲田店

東京都 (株)ヴィクトリア 光が丘

東京都 (株)ヴィクトリア 三鷹店

東京都 (株)ヴィクトリア 新宿店

東京都 (株)ヴィクトリア 池袋西口店

東京都 (株)ヴィクトリア 町田東急ツインズ店

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 スポーツカムイみずほ店

東京都 (株)スキーショップジロー

東京都 (株)ときわスポーツ プロスキー武蔵境店

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 PRO SKI SHOP ASPEN

東京都 (株)ドリームゲート

東京都 (株)ドリームゲート　 SKI SHOP VAIL

東京都 (株)パンダルマン としまえんパンダルマンキッズスクール

東京都 (株)フラッグ スポーツ＆アウトドア本部

東京都 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ府中店

東京都 (株)リンクファスト

東京都 (株)ロンドンスポーツ 神田テラス店

東京都 (株)ロンドンスポーツ



東京都 (株)ワンゲルスポーツ

東京都 (株)御苑スワロー体育スクール

東京都 (株)石井スポーツ 神田本館

東京都 (有)アレンジ

東京都 BOTTOMLINE

東京都 eskimore

東京都 Mt.石井スポーツ カンダコンペカン

東京都 NODAスキー工房

東京都 ski shop Vail

東京都 VESTA SKI CLUB

東京都 VIST JAPAN

東京都 VOLARE

東京都 アキラプロダクツ(株)

東京都 クオリティ・セブン（株）

東京都 スワロートレーディング(株)

東京都 ゼビオ(株) SSX調布東京スタジアム前店

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 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー多摩永山店

東京都 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー八王子みなみ野店

東京都 気象庁スキークラブ

東京都 狭山スキースクール

東京都 見谷スキースクール

東京都 小賀坂スキー販売(株) 東京営業所

東京都 石井スポーツ カンダコンペカン

東京都 石井スポーツ 新宿西口店

東京都 東京スキーアカデミー

東京都 東京都スキー連盟安全対策委員会

東京都 白馬村スキークラブ

東京都 万座温泉スキー場レンタルショップ

神奈川県 (株)アルペン アルペン 藤沢菖蒲沢店

神奈川県 (株)アルペン スポーツデポ 厚木下荻野店

神奈川県 (株)アルペン スポーツデポ 港北みなも店

神奈川県 (株)アルペン スポーツデポ 小田原店

神奈川県 (株)アルペン スポーツデポ 川崎店

神奈川県 (株)アルペン スポーツデポ 相模原店

神奈川県 (株)アルペン スポーツデポ 平塚田村店

神奈川県 (株)ヴィクトリア SSXテラスモール湘南

神奈川県 (株)ヴィクトリア SSXトレッサ横浜

神奈川県 (株)ヴィクトリア SSXららぽーと湘南平塚店

神奈川県 (株)ヴィクトリア SSX横須賀店

神奈川県 (株)ヴィクトリア SSX川崎ルフロン店

神奈川県 (株)ヴィクトリア 湘南台店

神奈川県 (株)ヴィクトリア 東戸塚店

神奈川県 (株)カムイ スポーツカムイ座間店

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 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)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)メガスポーツ スポーツオーソリティ港北ｾﾝﾀｰ南店

神奈川県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ秦野店

神奈川県 (株)石井スポーツ 横浜店

神奈川県 (有)ビッグ・バン

神奈川県 (有)保一堂運動具店

神奈川県 NPO法人湘南自然学校

神奈川県 ZERO

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 スノーリンクアカデミー

神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) リユース商品部

神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザーLuz辻堂店

神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザーノースポート・モール店

神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー横浜瀬谷南台店

神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー鎌倉大船店

神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) 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) 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 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー川崎港町店

神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー東戸塚オリンピック店

神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフプラス藤沢大庭



神奈川県 横浜インターナショナルスクール

神奈川県 公益財団法人横浜YMCA

神奈川県 公益社団法人日本プロスキー教師協会

神奈川県 妙高杉ノ原スキー＆スノーボードスクール

新潟県 (株)SPOOKYスポーツ INOUE K2プロスキ－スクール

新潟県 (株)アルペン アルペン 新発田店

新潟県 (株)アルペン スポーツデポ 燕三条店

新潟県 (株)アルペン スポーツデポ 上越店

新潟県 (株)アルペン スポーツデポ 新潟河渡店

新潟県 (株)アルペン スポーツデポ 新潟黒埼インター店

新潟県 (株)アルペン スポーツデポ 長岡古正寺店

新潟県 (株)ウチヤマ

新潟県 (株)エビスヤ

新潟県 (株)カスタム

新潟県 (株)クレブ クレブスポーツ六日町

新潟県 (株)クレブ 湯沢本部

新潟県 (株)ゲオ セカンドストリート三条店

新潟県 (株)ゲオ セカンドストリート上越店

新潟県 (株)ゲオ セカンドストリート新津店

新潟県 (株)ゲオ ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ長岡店

新潟県 (株)ゲオ セカンドストリート白根店

新潟県 (株)ゲオ　 セカンドアウトドア上越店

新潟県 (株)コナヤ

新潟県 (株)ドリームゲート スキー/スノーボード ホワイトクリフ

新潟県 (株)ハードオフコーポレーション オフハウス新潟黒埼インター店

新潟県 (株)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 (株)ヒマラヤ 長岡店

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)ホテルアンドリゾート上越妙高

新潟県 (株)ライフスタイルサービス

新潟県 (株)リンク

新潟県 (株)糸魚川シーサイドバレー

新潟県 (株)上越観光開発

新潟県 (株クレブ 湯沢本部

新潟県 (有) ウィットスポルトハイム

新潟県 (有)ウィットスポルトハイム

新潟県 (有)エキップ

新潟県 (有)パーマーク

新潟県 (有)金六イレブン

新潟県 (有)小島スポーツ

新潟県 (有)神奈

新潟県 GALAスキースクール

新潟県 HOTEL＆RESORT上越妙高 LOTTE ARAI  RESORT

新潟県 INOUEK2プロスキースクール

新潟県 Mt.石井スポーツ 長岡店

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 Wonder base

新潟県 ガーラ湯沢

新潟県 カネウチスポーツ(株)

新潟県 さとみやスポーツ

新潟県 シャルマン火打スキー場

新潟県 スキー・スノーボードチューンナップ　雪将軍

新潟県 スキーの専門店 いいよし　

新潟県 ゼビオ(株) SSXアピタ新潟西店

新潟県 ゼビオ(株) SSX上越店

新潟県 ゼビオ(株) SSX新潟亀田店

新潟県 ゼビオ(株) SSX新潟桜木インター店

新潟県 ゼビオ(株) SSX新発田店

新潟県 ゼビオ(株) SSX長岡リバーサイド千秋店

新潟県 ゼビオ(株) SSX長岡店

新潟県 ゼビオ(株) XS燕三条店

新潟県 ハツカ石スキー＆スノーボードスクール

新潟県 ミヤコスポーツ(株) 新潟営業所

新潟県 ヨーデルスキー学校

新潟県 ヨーデルスキー学校

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



新潟県 丸忠レンタル

新潟県 新潟医療福祉大学

新潟県 全日本ウィンタースポーツ専門学校

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 湯沢スワローレンタサービス(株)湯沢

新潟県 湯沢高原(株) 湯沢高原ロープウェイ（スキー場｜アルプの里）

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

富山県 (株)アルペン アルペン イータウンとなみ店

富山県 (株)アルペン アルペン 高岡店

富山県 (株)アルペン スポーツデポ ファボーレ婦中店

富山県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティとなみ店

富山県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ高岡店

富山県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ高岡店

富山県 (株)石井スポーツ 富山店

富山県 (株)太陽スポーツ ＲＡＭＰＪＡＣＫ

富山県 (有)アクトスポーツギア

富山県 (有)スポーツのマンゾク

富山県 (有)小杉スポーツ

富山県 Mt.石井スポーツ 富山店

富山県 ゼビオ(株) SSXアピタ富山東店

富山県 ゼビオ(株) SSX富山蜷川店

富山県 医王アローザ(株)

富山県 大山観光開発(株) 立山山麓スキー場

富山県 立山山麓スキー学校

石川県 (株)アルペン アルペン 小松沖町店

石川県 (株)アルペン スポーツデポ 金沢鞍月店

石川県 (株)アルペン スポーツデポ 金沢大桑店

石川県 (株)カブラキスポーツ

石川県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティかほく店

石川県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ松任店

石川県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ松本店

石川県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ新小松店

石川県 アグリースキークリニック

石川県 スポーツショップNOBU

石川県 ゼビオ(株) SSXアピタタウン金沢ベイ店

石川県 ゼビオ(株) SSXフェアモール松任店

石川県 黒ゆりプロスキースクール

福井県 (株)アルペン スポーツデポ 福井大和田店

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 (有)スポーツガイド野辺 大野店

福井県 EIGHT8

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 スノークラフト

福井県 ゼビオ(株) SSXフェアモール福井大和田店

山梨県 (株)アルペン スポーツデポ フォレストモール富士河口湖店

山梨県 (株)アルペン スポーツデポ 甲府昭和インター店

山梨県 (株)アルペン スポーツデポ 甲府店

山梨県 (株)カムイ スポーツカムイ甲府店

山梨県 (株)カムイスポーツ 富士吉田店

山梨県 (株)石井スポーツ 甲府店

山梨県 サンメドウズ清里(株)

山梨県 スポーツカムイ 甲府本部

山梨県 ふじてんスノーリゾート　スキー学校

山梨県 ペンションりとる・ばーど

山梨県 リゾナーレ八ヶ岳

山梨県 合同会社リスポ

山梨県 星野リゾート・リゾナーレ八ヶ岳 アクティビティユニット

山梨県 富士観光開発(株) 富士緑の休暇村

山梨県 富士見高原リゾート(株)

長野県 (株)bonds

長野県 (株)JINPYOKAKU

長野県 (株)SPORTS Thanx

長野県 (株)アビラ　斑尾高原ホテル・スキー場

長野県 (株)アルペン アルペン 伊那福島店

長野県 (株)アルペン アルペン 上田インター店



長野県 (株)アルペン アルペン 諏訪インター店

長野県 (株)アルペン アルペン 飯田インター店

長野県 (株)アルペン アルペン 穂高店

長野県 (株)アルペン スポーツデポ 佐久北インター店

長野県 (株)アルペン スポーツデポ 長野店

長野県 (株)アルペン スポーツデポ 南松本店

長野県 (株)オオハタスポーツ

長野県 (株)カムイ スポーツカムイ高森店

長野県 (株)ゲオ セカンドストリート川中島店

長野県 (株)シャレー志賀

長野県 (株)ストリーム

長野県 (株)スパイシー

長野県 (株)スワロースキー

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 (株)スワロースキー サービス部

長野県 (株)ティエヌビー長野

長野県 (株)ネーヴェ DOLOMITI／RITMOSNOWACADEMY

長野県 (株)パレス HakubaMountainLounge

長野県 (株)パレス JAMレンタル鐘の鳴る丘店

長野県 (株)フィールド・マネジメント

長野県 (株)フジイスポーツサービス フジイスポーツサービススキースクール

長野県 (株)ブルークリフ

長野県 (株)プレスト

長野県 (株)マックアース 菅平高原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)伊那リゾート

長野県 (株)奥村スポーツプロモーション ヘブンスそのはらプロスキースクール

長野県 (株)丸栄産業

長野県 (株)金森スポーツ

長野県 (株)金森スポーツ　金森スポーツ飯山店 金森スポーツ飯山店

長野県 (株)五竜

長野県 (株)小賀坂スキー製作所　サービスセンター

長野県 (株)菅平スキーハウス レンタル事業部

長野県 (株)太田興産 銀座支店

長野県 (株)太田興産 黒姫営業所

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

長野県 (株)東急リゾートサービス

長野県 (株)平尾山観光 佐久パラダ

長野県 (株)北志賀竜王

長野県 (株)野沢温泉 サロモンステーション野沢温泉

長野県 (株)野沢温泉 チューンナップショップGLATT

長野県 (株)野沢温泉 野沢温泉スキースクール

長野県 (株ICI石井スポーツ松本店 松本店

長野県 (株東急リゾートサービス アイ・ティー・エス株式会社

長野県 (有)ヴィレッジボックススポーツ

長野県 (有）エスペロ エスペロ支店    レンタルオリオン

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)スノーマン 菅平ハイランドプロスキースノーボードスクール

長野県 (有)スポーツショップ安曇野

長野県 (有)ティーシーエス

長野県 (有)ホテル一乃瀬 ホテル一乃瀬

長野県 (有)マツヤスポーツ

長野県 (有)白樺 ski & snowboard rental Shirakaba

長野県 (有)白馬ヤマトヤ

長野県 2in1ベーシックレーシングアカデミー

長野県 BIG  UP

長野県 cosmos

長野県 Fine Glide

長野県 GR ski life

長野県 Gスキーアカデミー

長野県 KMF

長野県 K's Creative Studio　長野

長野県 Mt.乗鞍スノーリゾート

長野県 Mt.石井スポーツ 松本店

長野県 Mt.石井スポーツ 長野店

長野県 NPO法人 八ヶ岳スキーヤーズネットワーク

長野県 Relation

長野県 SAJ戸隠スキー学校

長野県 SIA 石川プロスキースクール



長野県 SIA公認　白樺リゾート　池の平スキースクール

長野県 SIA公認 米沢省吾プロスキースクール

長野県 ＳＩＡ公認校 シュワルツスキースクール

長野県 SNOW EARNEST SKI ACADEMY

長野県 WING PRO SKI SCHOOL

長野県 Woody Rentals

長野県 イレブンフェイスプロダクツ(株) スノーキャン

長野県 エコーバレースノースポーツスクール

長野県 (株)アサマリゾート アサマ2000パーク　レンタルステーション

長野県 キタムラスノースポーツスクール

長野県 ケルンズショップ

長野県 サクラメントプロスキースクール

長野県 ｼﾞｪｲ･ﾏｳﾝﾃﾝｽﾞ･ｾﾝﾄﾗﾙ(株) ヘブンスそのはら

長野県 ステージハンド

長野県 スポーツメイトスナヤマ

長野県 セッションクラブスキー＆スノーボードスクール

長野県 ゼビオ(株) SSXアリオ上田店

長野県 ゼビオ(株) SSX佐久平店

長野県 ゼビオ(株) SSX松本芳川店

長野県 ゼビオ(株) SSX諏訪店

長野県 ゼビオ(株) SSX長野南高田店

長野県 ゼビオ(株) SSX飯田鼎店

長野県 ダボススノースクール

長野県 ﾁｭｰﾝﾅｯﾌﾟｼｮｯﾌ88°

長野県 戸狩スキー学校

長野県 なかにしスキー塾

長野県 パノラマスノーアカデミー

長野県 ビアンカスキースクール

長野県 ブライトレンタル

長野県 ヘブンスそのはらプロスキースクール

長野県 ペンションかおる

長野県 ホテルタキモト　SIA公認　SKIWI SKI SCHOOL

長野県 ランプ食堂

長野県 リバティスポーツ

長野県 レンタル　ハウスサンアントン

長野県 レンタルショップ 3BROS.

長野県 レンタルショップLiebelei

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 レンタルスキー広進堂

長野県 ロイヤルヒルスキースクール

長野県 ロッジ花紋 湯の丸高原／湯の丸スキー場

長野県 ワイズスノースポーツスクール

長野県 一般社団法人富士見町開発公社 富士見パノラマリゾート

長野県 海和スキースクール

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 軽井沢プリンスホテルスキー場

長野県 見晴茶屋

長野県 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

長野県 黒姫スキー学校

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 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 石井スポーツ松本店　

長野県 石川プロスキースクール

長野県 大屋民宿

長野県 池の平ホテル＆リゾーツ　 コア・ハウス21

長野県 池の平ホテル＆リゾーツ　 池の平 白樺高原ホテル

長野県 池の平ホテル＆リゾーツ　 池の平ホテル

長野県 中央アルプスリゾート(株)

長野県 鶴井スキースクール

長野県 白馬さのさかスキースクール

長野県 白馬さのさかスキー場

長野県 白馬スポーツ

長野県 白馬八方尾根スキースクール

長野県 斑尾高原ホテルスノーメイト

長野県 飯綱東高原観光開発(株)

長野県 富井スキースクール



長野県 米沢省吾プロスキースクール

長野県 北村スノースポーツスクール

長野県 矢倉尚典

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)アースワーク Rental shop earthwork

岐阜県 (株)アルペン アルペン フレスポ高山店

岐阜県 (株)アルペン アルペン 多治見店

岐阜県 (株)アルペン アルペン 中津川店

岐阜県 (株)アルペン ウイングヒルズ 白鳥リゾート

岐阜県 (株)アルペン スポーツデポ 岐阜県庁前店

岐阜県 (株)ヒマラヤ お客様相談室

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 商品一部

岐阜県 (株)ヒマラヤ 大垣ECセンター

岐阜県 (株)ヒマラヤ 本      館

岐阜県 (株)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 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ各務原店

岐阜県 (有)スポーツショップイネ

岐阜県 (有)センタースポーツ センタースポーツＰＯＷＥＲＳ

岐阜県 (有)ホワイトゾーン

岐阜県 キープワン

岐阜県 スポーツショップダイコクヤ

岐阜県 スポーツワークス　キープワン

岐阜県 ひるがのオリンピア

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 めいほうスキー場

岐阜県 モンデウス飛騨位山スノーパーク

岐阜県 奥長良観光開発(株)

岐阜県 中部スノーアライアンス(株) ダイナランド

岐阜県 中部スノーアライアンス(株) 高鷲スノーパーク

岐阜県 白鳥高原プロスノースクール

岐阜県 朴ノ木平スキー学校

静岡県 (株)アルペン アルペン 静岡石田店

静岡県 (株)アルペン アルペン 藤枝店

静岡県 (株)アルペン スポーツデポ プレ葉ウォーク浜北店

静岡県 (株)アルペン スポーツデポ 沼津店

静岡県 (株)アルペン スポーツデポ 富士南店

静岡県 AIROU JAPAN

静岡県 ゼビオ(株) SSX浜松宮竹店

静岡県 パドルクラブ NGY

愛知県 (株)SPA

愛知県 (株)アルペン アルペン マウンテンズ 一社店

愛知県 (株)アルペン アルペン 岡崎店

愛知県 (株)アルペン アルペン 長久手店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ アルペン 守山志段味店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ みなと稲永駅前店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ 一宮店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ 砂田橋店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ 山王店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ 小牧店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ 西尾店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ 東浦店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ 豊橋店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ 豊川店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ 名古屋南店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ 名西店

愛知県 (株)アルペン スポーツデポ 有松インター店

愛知県 (株)アルペン

愛知県 (株)オフリール

愛知県 (株)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

愛知県 (株)パンダルマン ルスツクレヨンしんちゃんキッズスクール

愛知県 (株)パンダルマン 軽井沢パンダルマンキッズスクール

愛知県 (株)ヒマラヤ リブレ豊田元宮店

愛知県 (株)ヒマラヤ 春 日 井 店

愛知県 (株)ヒマラヤ 東　海　店

愛知県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ三好店



愛知県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ守山店

愛知県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ常滑店

愛知県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ長久手店

愛知県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ東浦店

愛知県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ熱田店

愛知県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ木曽川店

愛知県 (株)奥村スポーツプロモーション

愛知県 (株)石井スポーツ Mt.石井スポーツ名古屋店

愛知県 (有)リッド

愛知県 H＆R SKIMAN Studio

愛知県 mountain-side

愛知県 SEED合同会社

愛知県 アイ・メックス ジャパン(株) 本社

愛知県 イエティースキークラブ

愛知県 オールマウンテンスポーツDoing

愛知県 オクムラスポーツプロモーションCo., Ltd.

愛知県 ゼビオ(株) SSXザ．モール安城店

愛知県 ゼビオ(株) SSX岡崎インター店

愛知県 ゼビオ(株) SSX豊橋向山店

愛知県 ゼビオ(株) SSX豊田東新店

愛知県 ゼビオ(株) SSX名古屋砂田橋店

愛知県 ゼビオ(株) SSX名古屋富田店

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) BOOKOFF SUPER BAZZAR 1号四日市日永店

愛知県 ブックオフコーポレーション(株) BOOKOFF SUPER BAZZAR 258号イオン桑名店

愛知県 ブックオフコーポレーション(株) BOOKOFF SUPER BAZZAR 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) BOOKOFF SUPER BAZZAR 西友高針店

愛知県 ブックオフコーポレーション(株) BOOKOFF SUPER BAZZAR 西友鳴海店

愛知県 ヘブンスそのはらプロスキースクール

愛知県 愛知スキー協会

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

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

愛知県 三菱倉庫(株) 名古屋支店

三重県 (株)アルペン スポーツデポ アピタ松阪三雲店

三重県 (株)アルペン スポーツデポ 桑名店

三重県 (株)アルペン スポーツデポ 四日市日永店

三重県 (株)アルペン スポーツデポ 名張店

三重県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ四日市北店

三重県 (有)アプレスキー ウォータージャンプK-air

三重県 (有)アプレスキー

三重県 ゼビオ(株) SSX津ラッツ店

三重県 ゼビオ(株) SSX鈴鹿ラッツ店

三重県 御在所ロープウェイ(株) 営業部

滋賀県 (株)アルペン アルペン 栗東店

滋賀県 (株)アルペン アルペン 長浜店

滋賀県 (株)アルペン スポーツデポ レイクサイドガーデン大津店

滋賀県 (株)アルペン スポーツデポ 彦根松原店

滋賀県 (株)モリヤマスポーツ モリヤマスポーツ 池田店

滋賀県 (株)モリヤマスポーツ モリヤマスポーツ 東大阪店

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 ゼビオ(株) SSXイオンモール草津店

滋賀県 びわ湖バレイ(株)　

滋賀県 びわ湖バレイプロスキースクール

滋賀県 滋賀短期大学

京都府 (株)アルペン アルペン 京都南インター店

京都府 (株)アルペン アルペン 舞鶴店

京都府 (株)ヒマラヤ 福 知 山 店

京都府 ゼビオ(株) SSXイオンモールKYOTO店

京都府 京都府スキー連盟

大阪府 (株)STAGE（スキー工房ヒグチ）

大阪府 (株)アルペン スポーツデポ フォレオ枚方店

大阪府 (株)アルペン スポーツデポ みのおキューズモール店

大阪府 (株)アルペン スポーツデポ りんくう店

大阪府 (株)アルペン スポーツデポ 羽曳野西浦店

大阪府 (株)アルペン スポーツデポ 高槻城西店

大阪府 (株)アルペン スポーツデポ 住之江店

大阪府 (株)アルペン スポーツデポ 新大阪店



大阪府 (株)アルペン スポーツデポ 天王寺店

大阪府 (株)アルペン スポーツデポ 東大阪長田店

大阪府 (株)アルペン スポーツデポ 和泉中央店

大阪府 (株)オーティーズ

大阪府 (株)スポーツタカハシ ビッグステップ本店

大阪府 (株)タナベスポーツ

大阪府 (株)ティエヌビー

大阪府 (株)ピーエスジェイコーポレーション 商品部

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)ベルカディア

大阪府 (株)マテリアルスポーツ

大阪府 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティコムボックス光明池店

大阪府 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティりんくう泉南店

大阪府 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ阪急山田店

大阪府 (株ティエヌビー

大阪府 Mt.石井スポーツ 大阪本店

大阪府 サンプラス(株)

大阪府 ゼビオ(株) SSXニトリモール枚方店

大阪府 ゼビオ(株) SSXららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店

大阪府 ゼビオ(株) SSX大阪守口店

大阪府 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー307号枚方池之宮

大阪府 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー守口ジャガータウン

大阪府 ミズノ(株)

兵庫県 (株)アルペン アルペン ステップガーデン藤原台店

兵庫県 (株)アルペン アルペン 加西北条店

兵庫県 (株)アルペン アルペン 姫路中地店

兵庫県 (株)アルペン スポーツデポ サンシャインワーフ神戸店

兵庫県 (株)アルペン スポーツデポ 加古川別府店

兵庫県 (株)アルペン スポーツデポ 学園南インター店

兵庫県 (株)アルペン スポーツデポ 中山寺駅前店

兵庫県 (株)アルペン スポーツデポ 尼崎下坂部店

兵庫県 (株)アルペン スポーツデポ 尼崎道意店

兵庫県 (株)アルペン スポーツデポ 明石大蔵海岸店

兵庫県 (株)ヒマラヤ 三　田　店

兵庫県 (株)マルマツスポーツ

兵庫県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ西宮今津店

兵庫県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ店

兵庫県 (公財)全日本スキー連盟公認 鉢伏スキー学校

兵庫県 (有)みゆき観光 有限会社みゆき観光

兵庫県 D-RIDE

兵庫県 Mt.石井スポーツ 神戸三宮店

兵庫県 Mt.石井スポーツ　 神戸三宮店

兵庫県 PAPASU

兵庫県 RIZAP(株) スポーツワールド三宮店

兵庫県 キャノンボール スノーチューン

兵庫県 ゼビオ(株) SSX神戸学園南インター店

兵庫県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー171号尼崎西昆陽

兵庫県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザーアグロガーデン神戸駒ヶ林

兵庫県 レンタルマックス

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 アルペン 奈良尼辻店

奈良県 (株)アルペン スポーツデポ 奈良橿原店

奈良県 ゼビオ(株) SSXアクロスプラザ橿原店

奈良県 ゼビオ(株) SSX奈良店

和歌山県 (株)アルペン スポーツデポ 和歌山店

和歌山県 ゼビオ(株) SSXセントラルシティ和歌山店

鳥取県 (株)アルペン アルペン 米子店

鳥取県 (株)アルペン スポーツデポ 鳥取店

鳥取県 (株)ヒマラヤ 鳥　取　店

鳥取県 ジュニア・スポーツクラブ

鳥取県 よなご山荘

鳥取県 大山レンタルサービス

鳥取県 大山一番館

島根県 (株)アルペン スポーツデポ 松江店

島根県 ゼビオ(株) SSXゆめタウン出雲店

島根県 ゼビオ(株) SSX松江東津田店



島根県 ゼビオ(株) SSX松山問屋町店

岡山県 (株)アルペン スポーツデポ 岡山伊島店

岡山県 (株)ヒマラヤ 岡山久米店

岡山県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ倉敷店

岡山県 RIZAP(株)スポーツ小売事業本部 パワーズ岡山店

岡山県 ゼビオ(株) SSX岡山新保店

岡山県 ヒルゼンスポーツ

広島県 (株)アルペン スポーツデポ 広島八木店

広島県 (株)アルペン スポーツデポ 福山店

広島県 (株)メガスポーツ スポーツオーソリティ広島店

広島県 (有)ガラージュ

広島県 ＲＩＺＡＰ(株) スポーツ小売事業部 雪板工房

広島県 ＲＩＺＡＰ(株) パワーズ広島店

広島県 ＳＩＡ ラ・ポールプロスノースクール

広島県 スキープロショップ・ピステ

広島県 ゼビオ(株) SSX広島アルパーク店

広島県 ゼビオ(株) SSX広島八木店

広島県 ゼビオ(株) SSX福山店

広島県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー54号広島八木

広島県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザー広島段原

広島県 女鹿平温泉　めがひらスキー場

山口県 (株)アルペン スポーツデポ 山口店

山口県 (株)ヒマラヤ 山  口  店

山口県 ゼビオ(株) SSXゆめモール下関店

徳島県 (株)アルペン スポーツデポ 徳島藍住店

徳島県 アレックススポーツ沖浜店 アレックススポーツ沖浜店

香川県 (株)アルペン スポーツデポ 丸亀店

香川県 (株)アルペン スポーツデポ 高松伏石店

香川県 (有)スポーツショップCSP

香川県 ゼビオ(株) SSXゆめタウン高松店

愛媛県 (株)久万高原開発 久万スキーランド

愛媛県 ゼビオ(株) SSXエミフル松前店

高知県 (株)アルペン スポーツデポ 高知店

福岡県 (株)アルペン スポーツデポ スペースワールド駅前店

福岡県 (株)アルペン スポーツデポ マリノアシティ福岡店

福岡県 (株)アルペン スポーツデポ 大宰府インター店

福岡県 (株)オールデザイン

長崎県 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフスーパーバザーアクロスプラザ佐世保

熊本県 MACK SPORTS BAR

大分県 (株)三浦

大分県 石川プロスキースクールin九重


