
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2020」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) Niseko 343
北海道 (株) SNOW PARK RESORT 北海道
北海道 (株) アルペン スポーツデポ光星店
北海道 (株) キロロリゾートホールディングス
北海道 (株) ⻄條 ⼠別店
北海道 (株) ⽵松商店
北海道 (株) 北尚
北海道 (株)NAC
北海道 (株)RHYTHM＆BEATS
北海道 (株)System.Ampersand
北海道 (株)アールピーネット
北海道 (株)あすかスポーツ
北海道 (株)アルペン スポーツデポ旭川永⼭
北海道 (株)アルペン スポーツデポ岩⾒沢
北海道 (株)アルペン スポーツデポ釧路
北海道 (株)アルペン スポーツデポ厚別東
北海道 (株)アルペン スポーツデポ宮の沢
北海道 (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札幌発寒

北海道 (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

北海道 (株)アルペン スポーツデポ光星
北海道 (株)アルペン アルペン⼩樽
北海道 (株)アルペン アルペン千歳
北海道 (株)アルペン スポーツデポ帯広
北海道 (株)アルペン アルペン函館梁川
北海道 (株)アルペン スポーツデポ北⾒
北海道 (株)アルペン スポーツデポ⼤曲
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 オフハウス滝川店
北海道 (株)エコノス オフハウス恵庭店
北海道 (株)エコノス オフハウス旭川パルプ店
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 オフハウス南郷２０丁⽬店
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 オフハウス札幌あいの⾥店
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 オフハウス札幌中の島店
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
北海道 (株)エコノス オフハウス網⾛
北海道 (株)エコノス  オフハウス旭川⻄店
北海道 (株)エコノス  株式会社エコノス
北海道 (株)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)オカモト RMC ビッグバン旭川宮前店
北海道 (株)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)オカモト  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  ビッグバン苫⼩牧柳町店
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 千歳信濃店
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旭川花咲店
北海道 (株)ゲオ  ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ岩⾒沢店
北海道 (株)ゲオ  ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ琴似店
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)サッポロ・スタジオ モイワ⼭荘
北海道 (株)サッポロスキッド
北海道 (株)スポーツたきぐち スポーツたきぐち倶知安店
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 札幌スポーツ館サツエキBridge店
北海道 (株)スポーツ⽤品店うめや⻄野店
北海道 (株)スポートピア 富良野事業所
北海道 (株)スポートピア 滝川事業所
北海道 (株)スポートピアふらの事業所
北海道 (株)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)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)セカンドストリート ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ北41条店
北海道 (株)セカンドストリート セカンドストリートBRANCH札幌⽉寒店
北海道 (株)セカンドストリート ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄﾌﾚｽﾎﾟ帯広稲⽥店
北海道 (株)セカンドストリート 旭川⼤町店
北海道 (株)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)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)セカンドストリート セカンドストリート清⽥店
北海道 (株)セカンドストリート SS札幌光星店
北海道 (株)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)セカンドストリート セカンドストリート豊平38号
北海道 (株)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)セカンドストリート 新琴似店
北海道 (株)セカンドストリート セカンドストリート室蘭店
北海道 (株)セカンドストリート セカンドストリート千歳店
北海道 (株)セカンドストリート セカンドストリートフレスポ帯広稲⽥店
北海道 (株)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)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)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)セカンドストリート ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ丘珠空港通店
北海道 (株)セカンドストリート ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ札幌北33条店
北海道 (株)セカンドストリート SS札幌北３３条店
北海道 (株)セカンドストリート ⽯狩店
北海道 (株)ニュージャパン
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)メガスポーツ 旭川⻄
北海道 (株)メガスポーツ 札幌平岡
北海道 (株)メガスポーツ 札幌苗穂
北海道 (株)メガスポーツ 北⽇本営業部
北海道 (株)メガスポーツ 苫⼩牧
北海道 (株)りんゆう観光  藻岩⼭事業所
北海道 (株)レモンコーポレーション ニセコヒラフ店
北海道 (株)レモンコーポレーション 旭川店
北海道 (株)レモンコーポレーション 江別店
北海道 (株)札幌リゾート開発公社 Ｆｕ'ｓ snow areaスキースクール
北海道 (株)札幌リゾート開発公社 札幌国際スキー場
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 ⽩⽯店
北海道 (株)秀岳荘 北⼤店
北海道 (株)森本組
北海道 (株)⻄條 稚内店
北海道 (株)⻄條  枝幸店
北海道 (株)⽯井スポーツ 札幌⻄インター店
北海道 (株)⽯井スポーツ 札幌店
北海道 (株)⽯井スポーツ 宮の沢店
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 (有)タケシマスポーツ
北海道 (有)ニセコファイン
北海道 (有)パーソン
北海道 Boom Sports Boom Sports
北海道 BOOT SOLUTIONS(株) ニセコビレッジ



北海道 mt.⽯井スポーツクラブ
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 sawaウィンタースポーツアカデミー
北海道 SIA公認WINKELスノースクール
北海道 TSO SKI ACADEMY
北海道 インカルプロスキースクール
北海道 エヌテック(株)
北海道 オーンズスキースクール
北海道 オフハウス⾳更店
北海道 かもい岳スキー学校
北海道 キロロリゾートホールディングス(株) キロロスキー＆スノーボードアカデミー
北海道 グッドタイムスキー教室
北海道 クリフプロスキースクール
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 グローイングスキークラブ
北海道 スポートピアふらの
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) 旭川永⼭
北海道 ゼビオ(株) 釧路
北海道 ゼビオ(株) 新発寒
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) 札幌太平
北海道 ゼビオ(株) モルエ室蘭中島
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 セロリ(株)
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 ニセコ町教育委員会
北海道 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 ヒラキスポーツ 平⽊悟
北海道 ブックオフコーポレーション(株) BOOKOFF SUPER 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) BOOKOFF PLUS 札幌川沿店
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 マウントレースイスキーアンドスノボードスクール
北海道 マミスキースクール マミスキースクール
北海道 ルスツリゾート レンタル
北海道 ⼀般社団法⼈⼤雪カムイミンタラDMO カムイスキーリンクス事業部

北海道 加森観光 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 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 公益社団法⼈ ⽇本プロスキー教師協会 マウントレースイスキーアンドスノーボードスクール

北海道 札幌ばんけい(株) さっぽろばんけいスキー場
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 ⼩樽天狗⼭スノースクール
北海道 上の⼤スキー学校
北海道 森町スキー協会 森町スキー協会
北海道 森町役場
北海道 星野リゾートトマム
北海道 ⽯⽥スポーツ(株) ＢＲＩＯ



北海道 藻岩⼭スキー学校
北海道 東急リゾーツ＆ステイ(株) ニセコグランヒラフ
北海道 函館ファンネーチャークラブ
北海道 北海道 北⾒市スキー連盟 北⾒市スキー学校
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)
北海道 北広島スキースクール２１
北海道 有限会社 エムズレンタル
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 有限会社シフトアップちとせ
北海道 有限会社ダウンヒル
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 ⼣張リゾート(株) マウントレースイスキーリゾート
北海道 流れのスキーサービスマン

【東北】
⻘森県 (株)アルペン スポーツデポ⻘森
⻘森県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー ネクサス 盛岡みたけ店
⻘森県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ 柏店
⻘森県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ むつ店
⻘森県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ 弘前店
⻘森県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ 下⽥店
⻘森県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ 堤橋店
⻘森県 (株)スポルタアオモリ
⻘森県 (株)メガスポーツ 下⽥
⻘森県 (有)佐々⽊スポーツ
⻘森県 ゼビオ(株) 五所川原エルム
⻘森県 ゼビオ(株) 弘前⾼⽥
⻘森県 ゼビオ(株) ⻘森中央
⻘森県 ゼビオ(株) ピアドゥ⼋⼾
⻘森県 ⼗和⽥観光電鉄(株)
⻘森県 ⼗和⽥湖プロスキースクール ⽬時 剛
岩⼿県 (株)アルペン スポーツデポ⼀関中⾥
岩⼿県 (株)アルペン スポーツデポ盛岡南
岩⼿県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー ネクサス ⼀関店
岩⼿県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ ⽔沢店
岩⼿県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ 花巻店
岩⼿県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー 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 ネクサスカンパニー ネクサス 仙北店
岩⼿県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ ⼆⼾店
岩⼿県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー ネクサス 北上店
岩⼿県 (株)プリンスホテル雫⽯プリンスホテル
岩⼿県 (有)ティーエムアイ
岩⼿県 019ski-tune
岩⼿県 Narrows
岩⼿県 いちのせき健康の森 祭畤スノーランド いちのせき健康の森 祭畤スノーランド
岩⼿県 イナリスポーツ
岩⼿県 くのへJr.
岩⼿県 スワローレンタサービス(株)盛岡 スワローレンタサービス株式会社盛岡
岩⼿県 ゼビオ(株) 紫波店
岩⼿県 ゼビオ(株) 盛岡盛南
岩⼿県 ひめかゆスキー場
岩⼿県 まつるべスノーランドスキースクール
岩⼿県 安⽐スキー＆スノーボードスクール
岩⼿県 安⽐⾼原スキー場
岩⼿県 岩⼭スキー学校
岩⼿県 九⼾スキー協会   
岩⼿県 社会福祉法⼈ 盛岡市⺠福祉バンク
岩⼿県 （株）⽯井スポーツ 盛岡店



秋⽥県 (株)アルペン スポーツデポ秋⽥茨島
秋⽥県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー ネクサス 横⼿店
秋⽥県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ 秋⽥店
秋⽥県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ ⼤館店
秋⽥県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ ⼤曲店
秋⽥県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ 湯沢店
秋⽥県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ 能代店
秋⽥県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー ネクサス 由利本荘店
秋⽥県 オーストリアスキー教室 ⼭形⾚倉
秋⽥県 ゼビオ(株) 秋⽥茨島
秋⽥県 ゼビオ(株) イオンモール⼤曲
秋⽥県 ミーティングルーム
秋⽥県 太平⼭観光開発(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 
秋⽥県 有限会社タミヤスポーツ
宮城県 (株)アルペン スポーツデポ仙台新港
宮城県 (株)アルペン スポーツデポ仙台泉
宮城県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー ネクサス 南⽅店
宮城県 (株)ゆらいず みやぎ蔵王セントメリースキー場
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 ZAOフライツァイトシーシューレ
宮城県 ガリウムジャパン(株)
宮城県 ゼビオ(株) ⽯巻店
宮城県 ゼビオ(株) 仙台泉中央
宮城県 ゼビオ(株) あすと⻑町
宮城県 ゼビオ(株) イオンタウン古川
宮城県 ゼビオ(株) 名取
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) 仙台泉古内店
宮城県 ブックオフコーポレーション(株) 仙台松森店
宮城県 フューチャースポーツ
宮城県 公益社団法⼈ ⽇本プロスキー教師協会
宮城県 蔵王フライツｱイトシーシューレ ZAOフライツｱイトシーシューレ
⼭形県 (株)アルペン スポーツデポ⼭形
⼭形県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ ⼭形清住店
⼭形県 (株)ヴィクトリア 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 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー ネクサス 新庄店
⼭形県 (株)ヴィクトリア ネクサスカンパニー タケダスポーツ ⽶沢店
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)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 (株)丸徳ふるせ
⼭形県 (株)吾妻スポ―ツ (株)吾妻スポ―ツ徳町店スポーツバード
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 フライツァイトスキースクール
⼭形県 ZAOフライツ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
⼭形県 ゼビオ(株) ⼭形吉原
⼭形県 ゼビオ(株) 天童店
⼭形県 ゼビオ(株) ル・パークみかわ店
⼭形県 ゼビオ(株) ⽶沢店
⼭形県 ナカジマスポーツ
⼭形県 ⽉⼭観光(株) ⽉⼭スキー場
⼭形県 最上⾼湯 善七乃湯 ⼤平ホテル



⼭形県 蔵王レンタサービス 蔵王レンタサービス
福島県 (株) サトウスポーツ
福島県 (株)アルペン スポーツデポ郡⼭フェスタ
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)セーフ観光
福島県 (株)会津ただみ振興公社
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 (有)サンリバー
福島県 (有)東⽇本レンタル
福島県 AKcraft
福島県 ARSたかつえプロスキースクール
福島県 NPO法⼈A.R.Ｓ会津⾼原⾃然学校
福島県 sia公認グランデコスノーアカデミー SIA公認グランデコスノーアカデミー
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 グランディ⽻⿃湖スキー&amp;amp;スノーボードスクール

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) いわき
福島県 ゼビオ(株) 会津若松町北
福島県 ゼビオ(株) 郡⼭⻄ノ内
福島県 ゼビオ(株) メガステージ⽩河
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 (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 会津⾼原⾼畑スキー場
福島県 沼尻プロスキースクール
福島県 ⻑治観光(株)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) グランデコスノーリゾート
福島県 ⽩⿃⾼原プロスノースクール
福島県 磐梯スキーアカデミー

【関東】
茨城県 (株)アルペン スポーツデポひたちなか
茨城県 (株)アルペン スポーツデポひたち野うしく
茨城県 (株)アルペン スポーツデポイオンタウン守⾕
茨城県 (株)アルペン アルペンアクロスプラザ神栖
茨城県 (株)アルペン スポーツデポイオンタウン⽔⼾南
茨城県 (株)カムイ ⿅嶋店
茨城県 (株)カムイ ⽔⼾店
茨城県 (株)メガスポーツ 新ひたちなか
茨城県 (株)メガスポーツ ⽔⼾内原
茨城県 (株)メガスポーツ ⼟浦
茨城県 MONSTER JAPAN
茨城県 ＡＲＳたかつえプロスキースクール
茨城県 スポーツカムイ 古河店
茨城県 ゼビオ(株) ⽔⼾
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) ⽇⽴城南
茨城県 ブックオフコーポレーション(株) BOOK OFF SUPER BAZAAR荒川沖
茨城県 ブックオフコーポレーション(株) BOOK OFF PLUS⽔⼾
栃⽊県 (株)アルペン スポーツデポベルモール宇都宮
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
栃⽊県 (株)アルペン アルペン⻄那須野
栃⽊県 (株)カサマヤ物産
栃⽊県 (株)カムイ ⾃治医⼤店
栃⽊県 (株)カムイ スポーツカムイ⼩⼭店
栃⽊県 (株)⽯井スポーツ 宇都宮駅前店
栃⽊県 (有)カミヤマスポーツ



栃⽊県 mkssスキークリニック SAJ
栃⽊県 RIZAP(株)スポーツ⼩売事業部 パワーズ⼩⼭店
栃⽊県 スキーボードショップ
栃⽊県 ゼビオ(株) 宇都宮細⾕
栃⽊県 ゼビオ(株) アウトドアチーム
栃⽊県 ゼビオ(株) 宇都宮⽯井
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 太陽スポーツ
栃⽊県 東急リゾーツ＆ステイ(株)  マウントジーンズ那須
栃⽊県 旅館ニューおおたか
群⾺県 (株) HAMA R&amp;amp;amp;D
群⾺県 (株)アルペン スポーツデポ⾼崎
群⾺県 (株)アルペン スポーツデポガーデン前橋
群⾺県 (株)アルペン スポーツデポパワーモールおおた
群⾺県 (株)アルペン スポーツデポ前橋吉岡
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安中店
群⾺県 (株)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)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
群⾺県 (株)メガスポーツ ⾼崎店
群⾺県 (株)メガスポーツ 太⽥
群⾺県 (株)⽯井スポーツ ⾼崎前橋店
群⾺県 SIA軽井沢スキースクール
群⾺県 インターアルペンスキースクール
群⾺県 シュナイダースキースクール
群⾺県 スキー スノーボードレンタルショップ iikarakan

群⾺県 ゼビオ(株) スマーク伊勢崎
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
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407号太⽥飯塚
群⾺県 軽井沢スキースクール 軽井沢スキースクール
群⾺県 公益社団法⼈ ⽇本プロスキー教師協会
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 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 東急リゾーツ＆ステイ(株) ⽟原東急リゾート
群⾺県 ⽇本製紙総合開発(株)丸沼⾼原事業部
群⾺県 武尊⼭観光開発(株)
群⾺県 北村スノースポーツスクール
群⾺県 万座温泉スキー場レンタルショップ
埼⽟県 (株) mt.⽯井スポーツ ⽯井スポーツ ⼤宮店
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)アルペン アルペン岩槻
埼⽟県 (株)アルペン アルペンデオシティ新座
埼⽟県 (株)アルペン アルペンミエルかわぐち
埼⽟県 (株)アルペン スポーツデポ北本
埼⽟県 (株)ヴィクトリア 越⾕イオンレイクタウン店
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 坂⼾店
埼⽟県 (株)スキッド
埼⽟県 (株)スポーツカムイ 熊⾕店
埼⽟県 (株)トレジャーファクトリー トレファクスポーツ岩槻店
埼⽟県 (株)ヒマラヤ モラージュ菖蒲店



埼⽟県 (株)ヒマラヤ ウニクス上⾥店
埼⽟県 (株)ヒマラヤ 新 座 店
埼⽟県 (株)フジイスポーツサービス 株式会社フジイスポーツサービス
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 ワールドスポーツ本庄早稲⽥ゲート店
埼⽟県 (株)メガスポーツ 与野
埼⽟県 (株)メガスポーツ ⽻⽣
埼⽟県 (株)メガスポーツ 越⾕レイクタウン店
埼⽟県 (株)メガスポーツ 熊⾕
埼⽟県 (株)メガスポーツ 北⼾⽥
埼⽟県 (株)メガスポーツ 川越南古⾕
埼⽟県 (株)メガスポーツ 川⼝
埼⽟県 snow master EDGE
埼⽟県 TeamM Racing Service
埼⽟県 カムイスポーツ 所沢店
埼⽟県 さいたまスキークラブ
埼⽟県 スポーツカムイ ⼤宮⻄店
埼⽟県 スポーツカムイ 三郷店
埼⽟県 スポーツカムイ 上尾店
埼⽟県 ゼビオ(株) さいたま新都⼼コクーンシティ
埼⽟県 ゼビオ(株) アリオ鷲宮店
埼⽟県 ゼビオ(株) アリオ上尾
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) ビバモールさいたま新都⼼
埼⽟県 ブックオフコーポレーション(株) BOOK OFF SUPER BAZARR⼤宮ステラタウン
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
埼⽟県 ブックオフコーポレーション(株) bookoff plus 東所沢店
埼⽟県 万座スキークラブ 万座スキークラブ
千葉県 (株)アルペン (株)アルペン 東⽇本FC
千葉県 (株)アルペン スポーツデポ千葉ニュータウン
千葉県 (株)アルペン スポーツデポショップス市川
千葉県 (株)ヴィクトリア おゆみ野店
千葉県 (株)ウスイ
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幕張店
千葉県 (株)メガスポーツ 松⼾
千葉県 (株)メガスポーツ 幕張新都⼼店
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)ヨシキスポーツ
千葉県 ゼビオ(株) イオンタウン成⽥富⾥
千葉県 ゼビオ(株) アリオ蘇我
千葉県 ゼビオ(株) ららぽーとTOKYO-BAY
千葉県 ゼビオ(株) モラージュ柏
千葉県 ゼビオ(株) かしわ沼南
千葉県 ゼビオ(株) フルルガーデン⼋千代
千葉県 トレファクスポーツ トレファクスポーツ柏店
千葉県 ビアンカスキースクール ビアンカスキースクール
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) BOOK OFF SUPER BAZAARショップス市川
千葉県 ブックオフコーポレーション(株) BOOK OFF SUPER BAZAAR14号千葉幕張
千葉県 ブックオフコーポレーション(株) BOOK OFF SUPER BAZAAR南船橋
千葉県 ブックオフコーポレーション(株) BOOK OFF SUPER BAZAARイトーヨーカドー流⼭

千葉県 ベラークチューンナップコネクション
神奈川県 (株)アルペン スポーツデポ港北みなも
神奈川県 (株)アルペン スポーツデポ相模原
神奈川県 (株)アルペン アルペン藤沢菖蒲沢
神奈川県 (株)ヴィクトリア AM東⼾塚店
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 ＳＳＸテラスモール湘南店
神奈川県 (株)ヴィクトリア SSXトレッサ横浜店
神奈川県 (株)ヴィクトリア SSXヴィスポ横須賀店
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⻘葉台店
神奈川県 (株)メガスポーツ 上⼤岡
神奈川県 (株)メガスポーツ MARK IS みなとみらい
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 座間
神奈川県 (株)メガスポーツ 秦野
神奈川県 (株)メガスポーツ 新百合ヶ丘
神奈川県 BOOKOFFコーポレーション(株) ノースポートモール
神奈川県 ZERO
神奈川県 アークビート
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 ブックオフコーポレーション(株) BSB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) BOOKOFF SUPER BAZAAR 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) リユース商品部 リユース商品グループ
神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) BOOKOFF SUPER BAZAAR 鎌倉⼤船店
神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) 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) BOOKOFF SUPERBAZZAR luz湘南辻堂
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店
神奈川県 ブックオフコーポレーション(株) Luz湘南辻堂店
神奈川県 （株）⽯井スポーツ  横浜店
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
東京都 (⼀財)東京都スキー連盟 安全対策部
東京都 (株) YKT
東京都 (株) 園部 苗場スキースクール
東京都 (株)アルペン スポーツデポ南砂町スナモ
東京都 (株)アルペン スポーツデポ昭島
東京都 (株)アルペン アルペン⾼井⼾
東京都 (株)アルペン スポーツデポぐりーんうぉーく多摩
東京都 (株)アルペン スポーツデポ府中四⾕
東京都 (株)アルペン アルペンマウンテンズ練⾺関町
東京都 (株)ヴィクトリア SSXアリオ葛⻄
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 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 SSXイオンモール⽇の出店
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 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 町⽥東急ツインズ店
東京都 (株)ヴィクトリア ＳＳＸ多摩境店
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 イオンモールむさし村⼭店
東京都 (株)ヴィクトリア 池袋⻄⼝店
東京都 (株)ヴィクトリア SSXららぽーと⽴川⽴⾶店
東京都 (株)ヴィクトリア 光が丘店
東京都 (株)ヴェクターグライドコーポレーション
東京都 (株)オオイワスポーツ
東京都 (株)カムイ 若葉台店



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)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 スポーツクルー
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 PROSKI SHOP ASPEN
東京都 (株)ドリームゲート FUSO SKI＆BOOTSTUNE
東京都 (株)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)メガスポーツ 多摩センター
東京都 (株)メガスポーツ 府中
東京都 (株)メガスポーツ ビーンズ⾚⽻
東京都 (株)ロンドンスポーツ ロンドンスポーツ
東京都 (株)ロンドンスポーツ ロンドンスポーツ神⽥
東京都 (株)⽯井スポーツ 神⽥本館
東京都 (株)⽯井スポーツ 神⽥コンペ館
東京都 bottomline
東京都 eskimore
東京都 Fine Glide
東京都 NODAスキー⼯房
東京都 ReMo(株) 東京営業所 東京営業所
東京都 SIA
東京都 SnowLink Academy
東京都 VESTA SKI CLUB
東京都 VIST JAPAN
東京都 VOLARE
東京都 イレブンフェイスプロダクツ(株) スノーキャン
東京都 ヴェクターグライドコーポレーション
東京都 カンダハー カンダハー町⽥店
東京都 スキーファクトリー グレーシャー
東京都 スワロートレーディング(株)
東京都 ゼビオ(株) 調布東京スタジアム前
東京都 ブックオフコーポレーション(株) BOOKOFF SUPER BAZAAR 多摩永⼭店
東京都 ブックオフコーポレーション(株) ブックオフ⼋王⼦みなみ野店
東京都 ⼀般財団 ⽇本⽂化⽤品安全試験所
東京都 株 ドリームゲート SKI/SNOWBOARD  WHIT CLIFF
東京都 気象庁スキークラブ
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 新宿⻄⼝店
東京都 ⽯井スポーツ 新宿⻄⼝店
東京都 ⽯井スポーツ新宿⻄⼝店 ⽯井スポーツ新宿⻄⼝店
東京都 ⽩⾺⼋⽅尾根スキースクール
東京都 ⼋甲⽥酸ヶ湯ツアーガイド(SIA)
東京都 有限会社アレンジ

【甲信越】
新潟県 (株)アルペン スポーツデポ燕三条
新潟県 (株)アルペン スポーツデポ上越
新潟県 (株)アルペン スポーツデポ新潟⿊埼インター
新潟県 (株)アルペン スポーツデポ新潟河渡
新潟県 (株)アルペン 新発⽥
新潟県 (株)アルペン スポーツデポ⻑岡古正寺
新潟県 (株)ウチヤマ
新潟県 (株)エビスヤ
新潟県 (株)コナヤ
新潟県 (株)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)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)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)ハードオフコーポレーション オフハウス盛岡上堂店
新潟県 (株)ヒマラヤ ⻑岡店
新潟県 (株)⽷⿂川シーサイドバレー



新潟県 (株)⽯井スポーツ ⻑岡店
新潟県 (有)ティーエムアイ
新潟県 Wonder base
新潟県 シャルマン⽕打スキー場
新潟県 ゼビオ(株) XS燕三条
新潟県 ゼビオ(株) アピタ新潟⻄
新潟県 ゼビオ(株) 新発⽥
新潟県 ゼビオ(株) 新潟⻲⽥
新潟県 ゼビオ(株) ⻑岡店
新潟県 チューンナップ ケムズ
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 （株）⽯井スポーツ 新潟店
新潟県 ⽯川プロスキースクールin九重
新潟県 特定⾮営利活動法⼈スノーパーク⼩出
富⼭県 有限会社エキップ
富⼭県 ⻑岡東⼭フェニックスグループ ⻑岡市営スキー場
富⼭県 (有)パーマーク
富⼭県 ゼビオ(株) ⻑岡リバーサイド千秋
新潟県 (株) LOTTE Arai Hotel
新潟県 (株)SPOOKYスポーツ INOUE K2 プロスキースクール

新潟県 (株)クレブ クレブスポーツ六⽇町
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 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)ライフスタイルサービス
新潟県 (株)上越観光開発
新潟県 (有) ウィットスポルトハイム
新潟県 (有)⾦六イレブン
新潟県 INOUE K2プロスキースクール
新潟県 Myoko Snowsports
新潟県 さとみやスポーツ
新潟県 スキーの専⾨店 いいよし
新潟県 スワローレンタサービス(株)湯沢
新潟県 リバティスポーツ
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 ⽯打プロスキースクール
新潟県 雪番⻑レンタルズ
新潟県 全⽇本ウィンタースポーツ専⾨学校
新潟県 湯沢⾼原(株) 湯沢⾼原スキー場
新潟県 湯沢⾼原スキースクール
新潟県 有限会社 神奈
新潟県 有限会社ムラタヤスポーツ
⻑野県 (株) フィールド・マネジメント
⻑野県 (株) ⾦森スポーツ
⻑野県 (株) ⻑和町振興公社 ブランシュたかやまスキーリゾート
⻑野県 (株) 野沢温泉 サロモンステーション野沢温泉
⻑野県 (株)Blue Resort⽩⾺さのさか
⻑野県 (株)BlueResort エコーバレー
⻑野県 (株)アサマリゾート アサマ２０００パーク
⻑野県 (株)アビラ 斑尾⾼原ホテル・スキー場
⻑野県 (株)アルペン アルペン穂⾼
⻑野県 (株)アルペン 伊那福島
⻑野県 (株)アルペン アルペン諏訪インター
⻑野県 (株)アルペン スポーツデポ佐久北インター
⻑野県 (株)アルペン スポーツデポ南松本
⻑野県 (株)アルペン アルペン上⽥インター
⻑野県 (株)アルペン スポーツデポ⻑野
⻑野県 (株)オオハタスポーツ7



⻑野県 (株)カムイ スポーツカムイ⾼森店
⻑野県 (株)ストリーム
⻑野県 (株)スパイシー
⻑野県 (株)スワロースキー S・キューブバイパス店
⻑野県 (株)スワロースキー サービス部
⻑野県 (株)ティエヌビー⻑野
⻑野県 (株)ネーヴェ DOLOMITI/RITMOSNOWACADEMY

⻑野県 (株)プリンスホテル 軽井沢プリンスホテルスキー場
⻑野県 (株)プレスト
⻑野県 (株)マテリアルスポーツ ⽩⾺⽀店
⻑野県 (株)メガスポーツ 松本
⻑野県 (株)⾦森スポーツ  ⾦森スポーツ飯⼭店
⻑野県 (株)五⻯
⻑野県 (株)⿅島槍 HAKUBA YALLEY ⿅島槍スキー場
⻑野県 (株)⼩賀坂スキー製作所
⻑野県 (株)⼩賀坂スキー製作所・サービスセンター サービスセンター 
⻑野県 (株)菅平スキーハウス レンタル事業部
⻑野県 (株)北志賀⻯王
⻑野県 (有)エスペロ エスペロ⽀店  レンタルオリオン
⻑野県 (有)マツヤスポーツ
⻑野県 Fine Glide
⻑野県 G.RALLY
⻑野県 JAPANジュニアスキーアカデミー
⻑野県 KMF
⻑野県 NPO法⼈⼋ヶ岳スキーヤーズネットワーク
⻑野県 pow-p
⻑野県 Relation
⻑野県 SIA公認 Ski-est乗鞍
⻑野県 SIA公認 エーデルワイススキースクール
⻑野県 SIA公認 エコーバレースノースポーツスクール

⻑野県 SIA公認 ⽶沢省吾プロスキースクール
⻑野県 SIA公認２in１ベーシックレーシングアカデミー

⻑野県 ＳＩＡ公認校 シュワルツスキースクール
⻑野県 Wing Pro Ski School
⻑野県 Woody Rental ウッディレンタル⼋⽅本店
⻑野県 アサマ2000パーク アサマ2000パーク
⻑野県 インターナショナルスキースクール
⻑野県 ウェルネス スノースクール
⻑野県 キタムラスノースポーツスクール
⻑野県 ケルンズショップ
⻑野県 シュナイダースキースクール
⻑野県 スポーツメイトスナヤマ
⻑野県 ゼビオ(株) 佐久平
⻑野県 ゼビオ(株) 松本芳川
⻑野県 ゼビオ(株) アリオ上⽥
⻑野県 ゼビオ(株) 諏訪
⻑野県 ゼビオ(株) ⻑野南⾼⽥
⻑野県 ゼビオ(株) 飯⽥⿍
⻑野県 ダボススノースクール
⻑野県 タングラムキッズ＆ジュニアスクール アイ・ティー・エス㈱
⻑野県 チューンナップショップ88°
⻑野県 パノラマスノーアカデミー
⻑野県 ビアンカスキースクール
⻑崎県 ブックオフコーポレーション(株) BSBアクロスプラザ佐世保店
⻑野県 フリューゲルレンタルショップ
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 ⼤橋輝彦
⻑野県 ランプ⾷堂
⻑野県 レンタルショップLiebelei
⻑野県 レンタルショップ美し松



⻑野県 レンタルスキー ふなる
⻑野県 レンタルスキーナイスワン
⻑野県 レンタルスキー広進堂
⻑野県 ロッジErsteLiebe
⻑野県 ロッジ花紋
⻑野県 奥⽩⾺⾼原開発(株) ホテルグリーンプラザ⽩⾺

⻑野県 近江レンタルスキー 近江 宏幸
⻑野県 ⾒⾕スキースクール
⻑野県 ⼾隠スキー学校
⻑野県 ⼾狩スキー学校
⻑野県 合資会社マージ
⻑野県 志賀インターナショナルスキースクール
⻑野県 治部坂観光(株)
⻑野県 ⼩賀坂スキー販売(株)
⻑野県 焼額⼭スノースクール
⻑野県 杉⼭スキー＆スノースポーツスクール
⻑野県 菅平サクラメント・スキースクール
⻑野県 菅平ハイランドプロスキースノーボードスクール

⻑野県 （株）⽯井スポーツ 松本店
⻑野県 （株）⽯井スポーツ ⻑野店
⻑野県 ⽯川PSS
⻑野県 ⽯川プロスキースクール
⻑野県 ⼤屋レンタル 唐澤忠男
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 鶴井スキースクール SIA
⻑野県 ⽇本プロスキー教師協会 Hakuba４７スキーアカデミー
⻑野県 ⽩樺リゾート池の平スキースクール
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 ⽩⾺スポーツ
⻑野県 ⽩⾺村スキークラブ
⻑野県 ⽩⾺⼋⽅尾根スキースクール
⻑野県 ⽩⾺⼋⽅尾根スキースクール＆スノーボードスクール

⻑野県 斑尾⾼原ホテルスノーメイト
⻑野県 富⼠⾒⾼原リゾート(株)
⻑野県 ⽶沢省吾プロスキースクール
⻑野県 北志賀プロスキー学校
⻑野県 北村スノースポーツスクール
⻑野県 有限会社ティーシーエス 有限会社ティーシーエス
⻑野県 有限会社⽩⾺ヤマトヤ
⻑野県 有限会社福⽥屋商店 レンタルハウスサンアントン
⻑野県 ⻯王クナイスルスキースクール
⻑野県 練⾺区⽴軽井沢少年⾃然の家
⻑野県 楜沢レンタルスキー 東信観光サービス有限会社
⼭梨県 (株)アルペン スポーツデポ甲府
⼭梨県 (株)アルペン スポーツデポ甲府昭和インター
⼭梨県 (株)⽯井スポーツ 甲府店
⼭梨県 スポーツカムイ 甲府店
⼭梨県 ブックオフコーポレーション(株) ギア
⼭梨県 (株)カムイ スポーツカムイ富⼠吉⽥店
⼭梨県 ペンションりとる・ばーど
⼭梨県 公益財団法⼈⼭梨県スポーツ協会

【東海】
愛知県 (株)アルペン ⻑久⼿
愛知県 (株)アルペン 岡崎
愛知県 (株)アルペン スポーツデポ⼩牧
愛知県 (株)アルペン スポーツデポ東浦
愛知県 (株)アルペン スポーツデポアルペン守⼭志段味



愛知県 (株)アルペン スポーツデポ名⻄
愛知県 (株)アルペン アウトドア商品部
愛知県 (株)アルペン スポーツデポ⼭王
愛知県 (株)アルペン スポーツデポ⼀宮
愛知県 (株)アルペン アルペンマウンテンズ⼀社
愛知県 (株)アルペン スポーツデポ有松インター
愛知県 (株)ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ セカンドストリート千歳店
愛知県 (株)ヒマラヤ 春 ⽇ 井 店
愛知県 (株)ヒマラヤ ピアゴラフーズコア⻑久⼿南店
愛知県 (株)ヒマラヤ 東 海 店
愛知県 (株)ヒマラヤ リブレ豊⽥元宮店
愛知県 (株)メガスポーツ 岡崎
愛知県 (株)メガスポーツ 常滑
愛知県 (株)メガスポーツ 三好
愛知県 (株)メガスポーツ 東浦
愛知県 (株)メガスポーツ ⻑久⼿
愛知県 (株)メガスポーツ 熱⽥
愛知県 (有)リッド
愛知県 SEED合同会社 SEED
愛知県 アイ・メックス ジャパン(株)
愛知県 オールマウンテンスポーツDoing
愛知県 キャラファクトリー
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) 名古屋富⽥
愛知県 ゼビオ(株) エミフル松前
愛知県 ゼビオ(株) 松⼭問屋町
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 BAZZAR248号⻄友岡崎店
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⻄友⾼針店
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 宇津美スポーツ
愛知県 ⾦森スポーツ名古屋
愛知県 三沢シーハイルスキークラブ
静岡県 (株)アルペン スポーツデポ沼津
静岡県 (株)イソムラサービス
静岡県 (株)メガスポーツ 浜松志都呂
静岡県 AIROU-JAPAN
静岡県 ゼビオ(株) 浜松宮⽵
静岡県 乗鞍プロスキースクール 乗鞍プロスキースクール
岐⾩県 (株)アースワーク Rental shop earthwork
岐⾩県 (株)アルペン スポーツデポ岐⾩県庁前
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 アルペンフレスポ⾼⼭
岐⾩県 (株)エスタンシア
岐⾩県 (株)ヒマラヤ ラスパ御嵩店
岐⾩県 (株)ヒマラヤ マーゴ関店
岐⾩県 (株)ヒマラヤ 本館
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)ヒマラヤ お客様相談室
岐⾩県 (株)ヒマラヤ 商品1部
岐⾩県 (株)ヒマラヤ ⾼ ⼭ 店
岐⾩県 (株)メガスポーツ 各務原店
岐⾩県 (株)メガスポーツ ⼤垣
岐⾩県 (有)ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟダイコクヤ
岐⾩県 (有)スポーツショップイネ



岐⾩県 スポーツワークス キープワン
岐⾩県 パドルクラブ NGY パドルクラブ NGY
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 ひるがの⾼原プロスキースクール
岐⾩県 ホワイトピアたかす
岐⾩県 めいほう⾼原開発(株)
岐⾩県 モンデウス⾶騨位⼭スノーパーク
岐⾩県 中部スノーアライアンス(株) ダイナランド
岐⾩県 中部スノーアライアンス(株)
岐⾩県 朴ノ⽊平スキー学校
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 有限会社ホワイトゾーン
三重県 (株)アルペン スポーツデポアピタ松阪三雲
三重県 (株)メガスポーツ 四⽇市泊
三重県 (株)メガスポーツ 鈴⿅
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 ブックオフコーポレーション(株) BOOKOFF SUPER BAZZAR１号四⽇市⽇永店
三重県 御在所ロープウェイ(株) 御在所スキー場
三重県 有限会社アプレスキー ウォータージャンプK-air

【関⻄】
⼤阪府 (株)STAGE(スキー⼯房ヒグチ)
⼤阪府 (株)アルペン スポーツデポ天王寺
⼤阪府 (株)アルペン スポーツデポ新⼤阪
⼤阪府 (株)アルペン スポーツデポフォレオ枚⽅
⼤阪府 (株)アルペン スポーツデポみのおキューズモール
⼤阪府 (株)オーティーズ
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)マテリアルスポーツ
⼤阪府 (株)メガスポーツ デュー阪急⼭⽥
⼤阪府 (株)メガスポーツ りんくう泉南
⼤阪府 (株)メガスポーツ コムボックス光明池
⼤阪府 (株)レクザム
⼤阪府 (株)⽯井スポーツ ⽯井スポーツリンクス梅⽥店
⼤阪府 JFAMILIA
⼤阪府 SIA公認ホワイトピアプロスキースクール
⼤阪府 サンプラス(株) サンワスポーツ
⼤阪府 ゼビオ(株) ⼤阪守⼝
⼤阪府 ゼビオ(株) ニトリモール枚⽅
⼤阪府 ブックオフコーポレーション(株) BSB25号⼋尾永畑店
⼤阪府 ブックオフコーポレーション(株) 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)⼤阪⽀社 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)⼤阪⽀社 BSB守⼝ジャガータウン店
⼤阪府 ミズノ(株)
⼤阪府 ⿊ゆりプロスキースクール
京都府 (株)アルペン アルペン京都南インター店
京都府 (株)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) BSB1号京都伏⾒店
京都府 ⼩賀坂スキー販売(株)京都連絡所
京都府 京都府スキー連盟
滋賀県 (株)アルペン アルペン栗東
滋賀県 (株)アルペン スポーツデポ彦根松原
滋賀県 アルピナBI(株) びわ湖バレイ事業所
滋賀県 ゼビオ(株) イオンモール草津
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
兵庫県 (株)アルペン スポーツデポ加古川別府
兵庫県 (株)アルペン スポーツデポ学園南インター
兵庫県 (株)アルペン スポーツデポサンシャインワーフ神⼾
兵庫県 (株)アルペン スポーツデポ尼崎下坂部
兵庫県 (株)アルペン アルペン姫路中地
兵庫県 (株)アルペン スポーツデポ明⽯⼤蔵海岸
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 伊丹昆陽
兵庫県 (株)メガスポーツ ⻄宮今津
兵庫県 (株)メガスポーツ 姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ
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 PAPASU
兵庫県 RIZAP(株) スポーツワールド三宮店
兵庫県 ゼビオ(株) 神⼾学園南インター
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) 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) BSB171号尼崎⻄昆陽店
兵庫県 レンタルマックス
兵庫県 ⽯井スポーツ ⽯井スポーツ神⼾三宮店
兵庫県 牧場公園スキー場
奈良県 (株)アルペン アルペン奈良尼辻
奈良県 (株)メガスポーツ 奈良橿原
奈良県 ゼビオ(株) 奈良
和歌⼭県 ゼビオ(株) セントラルシティ和歌⼭

【北陸】
⽯川県 (株)アルペン スポーツデポ⾦沢鞍⽉
⽯川県 (株)アルペン スポーツデポ⾦沢⼤桑
⽯川県 (株)アルペン アルペン⼩松沖町
⽯川県 (株)メガスポーツ 松任
⽯川県 アグリースキークリニック
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
⽯川県 ⿊ゆりプロスキースクール
⽯川県 ⼩松ジュニア
富⼭県 (株)アルペン アルペン⾼岡
富⼭県 (株)アルペン アルペンイータウンとなみ
富⼭県 (株)アルペン スポーツデポファボーレ婦中
富⼭県 (株)メガスポーツ ⾼岡
富⼭県 (株)メガスポーツ となみ 
富⼭県 (株)太陽スポーツ RAMPJACK
富⼭県 (有)⼩杉スポーツ
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(株)
富⼭県 （株）⽯井スポーツ 富⼭店
富⼭県 ⼤⼭観光開発(株) ⼤⼭観光開発㈱
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
福井県 (株)アルペン スポーツデポ福井⼤和⽥
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 エスケイファクトリー
福井県 ジャムプロスキースクール ジャムプロスキースクール
福井県 スノークラフト
福井県 ゼビオ(株) フェアモール福井⼤和⽥
福井県 東急リゾーツ＆ステイ(株) スキージャム勝⼭
福井県 有限会社スポーツガイド野辺 ⼤野店



【中国】
岡⼭県 (株)アルペン スポーツデポ岡⼭伊島
岡⼭県 (株)ヒマラヤ 岡⼭久⽶店
岡⼭県 (株)メガスポーツ 倉敷
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 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
広島県 (株)アルペン スポーツデポ福⼭
広島県 (株)メガスポーツ 広島
広島県 (有)ガラージュ
広島県 RIZAP (株) パワーズ広島店
広島県 RIZAP(株) スポーツ⼩売事業部 雪板⼯房
広島県 RIZAP(株) パワーズ三次店
広島県 SIA  ラ・ポールプロスノースクール
広島県 ゼビオ(株) 広島アルパーク
広島県 ゼビオ(株) 福⼭
広島県 ブックオフコーポレーション(株) BSB54号広島⼋⽊店
広島県 ブックオフコーポレーション(株) BSB広島段原店
広島県 ラ・ポールプロスノースクール
広島県 有限会社ピーケント スキープロショップ ピステ
⼭⼝県 (株)ヒマラヤ ⼭  ⼝  店
⼭⼝県 ゼビオ(株) ゆめモール下関
⿃取県 (株)アルペン スポーツデポ⿃取
⿃取県 (株)アルペン アルペン⽶⼦
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 ホテル⼤⼭しろがね ⿃取砂丘⼤⼭観光株式会社
⿃取県 ホテル⼤⼭しろがね ⿃取砂丘⼤⼭観光株式会社
⿃取県 よなご⼭荘
⿃取県 レンタルショップホテル⼤⼭ ⿃取砂丘⼤⼭観光株式会社
⿃取県 ⼤⼭レンタルサービス
⿃取県 ⼤⼭⼀番館
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

【四国】
⾹川県 (株)アルペン スポーツデポ⾼松伏⽯
⾹川県 (有)スポーツショップCSP
徳島県 アクサス(株)  アスレユニット アレックス沖浜店

【九州】
福岡県 (株)アルペン スポーツデポ太宰府インター




