
 

 

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2018」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事業部
北海道 (株)ICI石井スポーツ 宮の沢店
北海道 (株)NAC
北海道 (株)Niseko 343
北海道 (株)Rhyhtm＆Beats
北海道 (株)Sasson 朝里川温泉スキー場
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)ウィンケル
北海道 (株)エコノス オフハウス 滝川店
北海道 (株)エコノス オフハウス旭川パルプ店
北海道 (株)エコノス オフハウス釧路鳥取大通店
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 オフハウス札幌平岡店
北海道 (株)エコノス オフハウス手稲前田
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)エコノス
北海道 (株)オカモト お宝.倉庫 札幌苗穂店
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)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 ビッグバン旭川永山店
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 ビッグバン札幌白石店
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 ビッグバン苫小牧桜木
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 ビッグバン北見三輪店
北海道 (株)オカモト　RMC なんでもリサイクルビッグバン旭川宮前店
北海道 (株)キロロアソシエイツ キロロスキー＆スノーボードアカデミー
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 セカンドアウトドア北野店
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 江別店
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恵み野店
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滝川店
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平岸店
北海道 (株)ゲオ フレスポ帯広稲田店
北海道 (株)ゲオ　 セカンドストリート函館昭和店
北海道 (株)ゲオホールディングス スーパーセカンドストリート大谷地店
北海道 (株)ゲオホールディングス セカンドストリート岩見沢店
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 NISKEO
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)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 札幌スポーツ館本店
北海道 (株)スポーツ用品店うめや
北海道 (株)スポートピア ふらの事業所
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)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)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)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)フェニックス 札幌営業所
北海道 (株)プラッサ
北海道 (株)ホクトスポーツ
北海道 (株)マックアースリゾート北海道
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 札幌平岡
北海道 (株)メガスポーツ 苫小牧
北海道 (株)りんゆう観光
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)瑞宝舎
北海道 (株)西條 士別店
北海道 (株)西條 稚内店
北海道 (株)稚内振興公社
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 (有)ウィンターファースト
北海道 (有)キャプテントム FLHQ
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)パーソン
北海道 (有)ブーム Boom Sports（ブームスポーツ）
北海道 (有)靴スポーツのすま
北海道 (有)成田商店
北海道 (有)富士商会
北海道 BOOT SOLUTIONS(株)
北海道 CLIFF　PRO　SKISCHOOL　
北海道 DDS
北海道 IPSS2カムイスキーリンクスプロスキースクール
北海道 Mt.石井スポーツ 札幌店
北海道 Niseko Alpine Develoments
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 SAJ公認北見スキー学校
北海道 SAWAウィンタースポーツアカデミー
北海道 アスカスポーツ
北海道 エヌテック(株) 本社
北海道 オーンズスキースクール
北海道 かもい岳スキー学校
北海道 ｸﾞｯﾄﾞﾀｲﾑｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
北海道 グローイング・スキークラブ
北海道 シダックスコントラクトフードサービス(株) SFC北海道支店
北海道 スポートピア　富良野事業所
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 セカンドストリート 新琴似店
北海道 ゼビオ(株) XSアリオ札幌店
北海道 ゼビオ(株) ドーム札幌月寒
北海道 ゼビオ(株) モルエ室蘭中島店
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) 札幌太平店
北海道 ゼビオ(株) 新さっぽろ店
北海道 ゼビオ(株) 新発寒
北海道 ゼビオ(株) 帯広いっきゅう店
北海道 ゼビオ(株) 滝川店
北海道 ゼビオ(株) 苫小牧柳町店
北海道 ゼビオ(株) 函館昭和タウンプラザ店
北海道 ゼビオ(株) 北見店
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 ニセコエピックスノースクール
北海道 ニセコパウダープロスキースクール
北海道 ニセコ町教育委員会
北海道 ぴっぷスキー場レンタル
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 マミ・スキースクール
北海道 めむろスキースクール
北海道 モイワリゾーツオペレーション合同会社
北海道 りくる
北海道 ルスツクレヨンしんちゃんキッズスキースクール
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 加森観光(株)　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 興部スキージュニアクラブ
北海道 空知リゾートシティ(株)
北海道 公益財団法人札幌スキー連盟
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 札幌白石スキー指導員会
北海道 三笠スキースクール
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 小賀坂スキー販売（株） 札幌連絡所
北海道 森町スキー協会 森町スキー協会
北海道 石田スポ－ツ(株） BRIO
北海道 藻岩山スキー学校
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スキークラブ
北海道 風の(株) アルファスポーツ
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 北広島スキースクール21
北海道 流れのスキーサービスマン
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 柏店
青森県 (株)ゲオホールディングス セカンドストリート青森浜館店
青森県 (株)スポルタアオモリ
青森県 (株)ブルーモリス
青森県 (株)メガスポーツ つがる柏
青森県 (株)メガスポーツ 下田
青森県 ゼビオ(株) ピアドゥ八戸店
青森県 ゼビオ(株) 五所川原エルム店
青森県 ゼビオ(株) 弘前高田店
青森県 ゼビオ(株) 青森中央店
青森県 一般財団法人　青森市観光レクリエーション振興財団
青森県 十和田観光電鉄(株)
青森県 青森リゾート(株)
岩手県 (株)ICI石井スポーツ 盛岡店
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 タケダスポーツ ネット店
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 釜石店
岩手県 (株)ヴィクトリア タケダスポーツ 宮古店
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 青山店
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 水沢店
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 オフハウス盛岡上堂店
岩手県 (株)メガスポーツ 盛岡
岩手県 (株)岩手ホテル＆リゾート 安比高原スキー場
岩手県 (有)ティーエムアイ
岩手県 Narrows
岩手県 いなりスポーツ
岩手県 インターアルペンスキーサービス
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) 紫波店
岩手県 ゼビオ(株) 盛岡盛南店
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 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
岩手県 八幡平リゾート(株)
岩手県 平庭高原スキー場 平庭高原スキー学校
岩手県 北日本リゾート 北日本リゾート
宮城県 (株)ICI石井スポーツ 仙台泉店
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 気仙沼店
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多賀城店
宮城県 (株)ゲオ セカンドストリート富谷店



宮城県 (株)ゲオ　 セカンドストリート仙台西多賀店
宮城県 (株)ゲオホールディングス セカンドストリート新田東店
宮城県 (株)ゲオホールディングス セカンドストリート中田店
宮城県 (株)メガスポーツ 石巻
宮城県 (株)メガスポーツ 仙台中山
宮城県 (株)ゆらいず
宮城県 MZ白石スノースポーツスクール
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 オニコウベスキー＆スノーボードスクール
宮城県 ガリウムジャパン(株) GENE
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) あすと長町店
宮城県 ゼビオ(株) イオンタウン古川店
宮城県 ゼビオ(株) 石巻店
宮城県 ゼビオ(株) 仙台泉中央店
宮城県 ゼビオ(株) 名取店
宮城県 フューチャースポーツ
宮城県 赤倉ハイムスキースクール
宮城県 蔵王ハイム・スキースクール
宮城県 大生総業(株) 泉高原事業所
宮城県 特定非営利活動法人　不忘アザレア みやぎ蔵王白石スキー場
秋田県 (株)ICI石井スポーツ 秋田店
秋田県 (株)アルペン アルペンメルシティ潟上店
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 花巻店
秋田県 (株)ヴィクトリア ネクサス 由利本荘店
秋田県 (株)ゲオ 2ndStreet茨島店
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 (株)ハードオフコーポレーション オフハウス大館店
秋田県 (有)カサヤスポーツ
秋田県 (有)タミヤスポーツ
秋田県 ゼビオ(株) イオンモール大曲店
秋田県 ゼビオ(株) 秋田茨島店
秋田県 ミーティングルーム
秋田県 太平山スキー場オーパスプロスキースクール
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 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)カスカワスポーツ
山形県 (株)ゲオ セカンドストリート新庄店
山形県 (株)ゲオ セカンドストリート天童店
山形県 (株)ゲオ セカンドストリート米沢店
山形県 (株)ゲオホールディングス
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 オフハウス鶴岡7号バイパス店
山形県 (株)ハードオフコーポレーション オフハウス米沢店
山形県 (株)吾妻スポーツ
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 (有)ノエル　NRS
山形県 TRUNKBASE
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) ル・パークみかわ店
山形県 ゼビオ(株) 山形吉原店
山形県 ゼビオ(株) 天童店
山形県 ゼビオ(株) 米沢店
山形県 ナカジマスポーツ
山形県 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
山形県 蔵王フライツァイトシーシュレ
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福島南店
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)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 オフハウス郡山下亀田店
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 猪苗代スキー場【中央×ミネロ】
福島県 (株)メガスポーツ 郡山
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)東急リゾートサービス　 グランデコリゾート
福島県 (有)サンリバー
福島県 NPO法人Ａ．Ｒ．Ｓ会津高原自然学校
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 スワローレンタサービス(株)東北
福島県 ゼビオ(株) いわき店
福島県 ゼビオ(株) メガステージ須賀川店
福島県 ゼビオ(株) メガステージ白河店
福島県 ゼビオ(株) 会津若松町北店
福島県 ゼビオ(株) 郡山西ノ内店
福島県 ゼビオ(株) 福島南BP店
福島県 ゼビオ(株) 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 横向高原リゾート(株) 箕輪スキー場
福島県 会津高原高畑スキー場
福島県 東日本レンタル
福島県 白鳥高原プロスノースクール
茨城県 (株)アルペン アクロスプラザ神栖店
茨城県 (株)アルペン アルペン学園東大通り店
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)カムイ 古河店
茨城県 (株)シーメンテ
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 水戸内原
茨城県 MONSTER JAPAN
茨城県 ゼビオ(株) イーアスつくば店
茨城県 ゼビオ(株) ドームつくば学園東大通店
茨城県 ゼビオ(株) 水戸店
茨城県 ゼビオ(株) 日立城南店
茨城県 尾瀬岩鞍スキーパトロール隊 株式会社 尾瀬岩鞍リゾート
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 スポーツデポアシコタウン足利店
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 (株)東急リゾートサービス マウントジーンズ那須
栃木県 ICI石井スポーツ 宇都宮今泉店
栃木県 mkssスキークリニック
栃木県 RIZAP(株) スポーツ小売事業本部パワーズ小山店
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) 宇都宮オフィス商品部
栃木県 ゼビオ(株) 宇都宮細谷店
栃木県 ゼビオ(株) 小山店
栃木県 ゼビオ(株) 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 ARE
群馬県 (株)ICI石井スポーツ 高崎前橋店
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)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 太田
群馬県 (株)東急リゾートサービス 玉原東急リゾート
群馬県 (有)タキスポーツ スポーツファクトリータキ
群馬県 (有)基スポーツプラン
群馬県 インターアルペンスキースクール
群馬県 スキー　スノーボードレンタルショップ  iikarakan
群馬県 スノーパーク尾瀬戸倉



群馬県 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 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
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 巴屋レンタルスキー
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 万座スキークラブ
群馬県 万座スキークラブ
埼玉県 (株)ICI石井スポーツ 大宮店
埼玉県 (株)ICI石井スポーツ　 川越店
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 アルペン秩父店
埼玉県 (株)アルペン スポーツデポ行田持田インター店
埼玉県 (株)アルペン スポーツデポ入間下藤沢店
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 スポーツカムイ宮代店
埼玉県 (株)カムイ スポーツカムイ三郷店
埼玉県 (株)カムイ スポーツカムイ上尾店
埼玉県 (株)カムイ 熊谷店
埼玉県 (株)カムイ 坂戸店
埼玉県 (株)カムイ
埼玉県 (株)ゲオ セカンドアウトドア越谷谷中
埼玉県 (株)ゲオホールディングス スーパーセカンドストリート大宮日進店
埼玉県 (株)スキッド
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 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)ベイシア WSひだかモール店
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
埼玉県 (株)メガスポーツ 狭山
埼玉県 (株)メガスポーツ 熊谷
埼玉県 (株)メガスポーツ 川越南古谷
埼玉県 (有)スポーツカムイ 所沢店
埼玉県 (有)ムーブ
埼玉県 KS Creative Studio
埼玉県 TeamM Racing Service
埼玉県 エフ・プランニング
埼玉県 さいたまスキークラブ
埼玉県 スポーツカムイ 所沢店
埼玉県 ゼビオ(株) アリオ上尾店
埼玉県 ゼビオ(株) アリオ鷲宮店
埼玉県 ゼビオ(株) さいたま新都心コクーンシティ店
埼玉県 ゼビオ(株) ピオニウォーク東松山店
埼玉県 ゼビオ(株) ビバモールさいたま新都心店
埼玉県 ゼビオ(株) 埼玉ららぽーと富士見店
埼玉県 ゼビオ(株) 蕨錦町店
埼玉県 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 ブランシェリー・スキー・クローブ
埼玉県 ベストスキーサービス 上尾店
埼玉県 武蔵丘短期大学
千葉県 (株)アルペン アルペンイオンタウン館山店
千葉県 (株)アルペン アルペン東金店
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 スポーツデポワンズモール千葉長沼店
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 スポーツデポ柏沼南店
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)ヴィクトリア おゆみ野店
千葉県 (株)ヴィクトリア 松戸八柱店
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)メガスポーツ 松戸
千葉県 (株)メガスポーツ 幕張新都心
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 MR.TUNE
千葉県 ゼビオ(株) アリオ蘇我店
千葉県 ゼビオ(株) かしわ沼南店
千葉県 ゼビオ(株) フルルガーデン八千代店
千葉県 ゼビオ(株) モラージュ柏店
千葉県 ゼビオ(株) ららぽーとTOKYOBAY店
千葉県 ゼビオ(株) 成田富里店
千葉県 ゼビオ(株) 流山おおたかの森S・C
千葉県 ピステ(株)　千葉サービスセンター
千葉県 東京都スキー連盟 ブランシェリースキークローブ
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)ICI石井スポーツ　 新宿西口店
東京都 (株)WIN AGENT
東京都 (株)アルペン アルペン高井戸店
東京都 (株)アルペン アルペン東大和店
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 LBららぽーと立川立飛
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 アリオ葛西店
東京都 (株)ヴィクトリア ヴィクトリア新宿店
東京都 (株)ヴィクトリア ゼビオ多摩境
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 羽村店
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 光が丘店
東京都 (株)ヴィクトリア 三鷹店
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)ヴィクトリア 本店
東京都 (株)オフワン
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)ゴーファン・ジャパン 東京支店
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 SKI SHOP VAIL
東京都 (株)ドリームゲート　スポーツクルー スポーツクルー
東京都 (株)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)パンダルマン としまえん校
東京都 (株)フェニックス
東京都 (株)メガスポーツ 府中
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)ワイケーティー 東京本社
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)太田興産 銀座支店
東京都 (有)アレンジ
東京都 BOTTOMLINE
東京都 eskimore
東京都 ＮＯＤＡスキー工房
東京都 Outdoor Sports Club ZAC
東京都 VESTA SKI CLUB
東京都 VIST JAPAN (株)
東京都 VOLARE
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) スノーキャン
東京都 ジャパンパラレルスキースクール
東京都 ゼビオ(株) 調布東京スタジアム前店
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 ブランシェリー・スキー・クローブ
東京都 マティ スキースタジオ
東京都 一般財団法人　日本文化用品安全試験所
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 新宿スキークラブ
東京都 東京都スキー連盟安全対策委員会
東京都 磐梯スキーアカデミー

神奈川県 (株)ICI石井スポーツ 横浜店
神奈川県 (株)アルペン アルペン横浜岡津店
神奈川県 (株)アルペン アルペン川崎野川店
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 スポーツデポガーデン前橋店



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 スポーツデポ大和
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トレッサ横浜店
神奈川県 (株)ヴィクトリア スーパースポーツゼビオ　ヴィスポ横須賀店
神奈川県 (株)ヴィクトリア テラスモール湘南店
神奈川県 (株)ヴィクトリア 港北NPM
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 川崎ルフロン
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)カムイ　 首都圏本部
神奈川県 (株)ゼロエミッション オフハウス高座渋谷店
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 MARKIS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 秦野
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 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 ときわスポーツ パシオン横浜店
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
神奈川県 公益財団法人横浜YMCA 横浜YMCA
神奈川県 湘南鎌倉
神奈川県 湘南自然学校
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)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)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 セカンドアウトドア上越店
新潟県 (株)ゲオ セカンドストリート新発田店
新潟県 (株)ゲオ セカンドストリート柏崎店
新潟県 (株)コナヤ
新潟県 (株)シェラリゾートホテルズ ホテルシェラリゾート湯沢
新潟県 (株)シャトーテル塩沢
新潟県 (株)スタジオジャパホ
新潟県 (株)ドリームゲート SKI/SNOWBOARD WHITE CLIFF
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 ロッテアライリゾート
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)糸魚川シーサイドバレー
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)エキップ
新潟県 (有)パーマーク
新潟県 (有)マルセスポーツ
新潟県 (有)ムラタヤスポーツ
新潟県 (有)金六イレブン
新潟県 (有)三共
新潟県 (有)三清 レンタル三清
新潟県 (有)小島スポーツ
新潟県 (有)神奈
新潟県 AKKY  SKI SCHOOL
新潟県 GALAスキースクール
新潟県 Lee Ski School
新潟県 MSスター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 WEST 上越店
新潟県 エビスヤスポーツ
新潟県 オートパークナカヤス
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 シャルマン火打スキー場



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 ゼビオ(株) アピタ新潟西店
新潟県 ゼビオ(株) 燕三条店
新潟県 ゼビオ(株) 上越店
新潟県 ゼビオ(株) 新潟亀田店
新潟県 ゼビオ(株) 新潟桜木インター店
新潟県 ゼビオ(株) 長岡リバーサイド千秋店
新潟県 ゼビオ(株) 長岡店
新潟県 タングラム
新潟県 マジェスティック
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 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 井上K2プロスキースクール
新潟県 糸魚川市スキー連盟
新潟県 上越国際スキースノーボードスクール
新潟県 石打丸山スキー場 リゾートセンター
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 中里スノーウッドスキースクール
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 妙高杉ノ原スキー＆スノーボードスクール
富山県 (株)アルペン アルペン魚津店
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 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 (有)スポーツのマンゾク
富山県 iox-arosa
富山県 ゼビオ(株) アピタ富山東店
富山県 ゼビオ(株) 富山蜷川店
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)メガスポーツ かほく
石川県 (株)メガスポーツ 松本
石川県 (株)メガスポーツ 新小松
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店
石川県 ゼビオ(株) フェアモール松任店
福井県 (株)アルペン アルペン鯖江店
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 (有)スポーツガイド野辺 勝山店
福井県 (有)スポーツガイド野辺 大野店
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) 福井大和田店
山梨県 (株)ICI石井スポーツ 甲府店
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　 富士吉田店
山梨県 (株)ホライズン・ホテルズ
山梨県 サンメドウズ清里(株)
山梨県 スポーツカムイ 甲府店
山梨県 スポーツカムイ
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 合同会社リスポ
山梨県 富士見高原リゾート(株)
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)ICI石井スポーツ　 長野店
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)ウッディクリエーション ウッディレンタル
長野県 (株)オオハタスポーツ
長野県 (株)カムイ カムイ高森店
長野県 (株)ゲオ セカンドストリート
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)ティエヌビー長野
長野県 (株)ドリームシップ COMPASS HOUSE
長野県 (株)ネーヴェ　Dolomiti
長野県 (株)パレス
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)フリーフロート
長野県 (株)プレスト
長野県 (株)ポップ レインボーレンタル
長野県 (株)リゾート・ジャパン
長野県 (株)ルミエール
長野県 (株)伊那リゾート
長野県 (株)丸栄産業 （株）丸栄産業
長野県 (株)金森スポーツ 金森ｽﾎﾟｰﾂ飯山店
長野県 (株)五竜
長野県 (株)鹿島槍
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
長野県 (株)太田興産 黒姫営業所
長野県 (株)池の平ホテル＆リゾーツ
長野県 (株)東急リゾートサービス タングラムスキースクール
長野県 (株)内川スポーツ
長野県 (株)白馬さのさか
長野県 (株)白馬フォーティセブン
長野県 (株)平尾山観光 佐久スキーガーデンパラダ
長野県 (株)北志賀竜王
長野県 (株)北八ヶ岳リゾート
長野県 (株)野沢温泉
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)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 松本
長野県 (有)ティーシーエス
長野県 (有)フルマークス FULLMARKS 白馬店
長野県 (有)ホテル一乃瀬
長野県 (有)マツヤスポーツ
長野県 (有)やまびこ
長野県 (有)河達商店
長野県 (有)白樺 スキー＆スノーボードレンタルサービス白樺
長野県 (有)白馬ヤマトヤ
長野県 (有)福田屋商店　レンタル　ハウスサンアントン
長野県 (有)文正堂スポーツ
長野県 2in1ベーシックレーシングアカデミー
長野県 cosmos
長野県 FIT
長野県 Ｇ．ＲＡＬＬＹ
長野県 GR ski life
長野県 hakuba47skiacademy
長野県 K‘s Creative Studio 長野
長野県 KMF
長野県 Ｍｔ．乗鞍スノーリゾート
長野県 SAJ戸隠スキー学校
長野県 SIA公認 米沢省吾プロスキースクール
長野県 SKIWI SKI SCHOOL
長野県 Villa Alpen
長野県 アサマ2000パーク
長野県 インターラーケンスポーツアカデミー
長野県 オフィスエーアンドエム アライスポーツ
長野県 キタムラスノースポーツスクール
長野県 ジェイ・マウンテンズ・セントラル(株)
長野県 スノーリンクアカデミー
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) アリオ上田
長野県 ゼビオ(株) 佐久平店
長野県 ゼビオ(株) 松本芳川店
長野県 ゼビオ(株) 諏訪店
長野県 ゼビオ(株) 長野南高田店
長野県 ゼビオ(株) 飯田鼎店
長野県 ダボススノースクール
長野県 チューンナップショップ88°
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 ブランシュたかやまスキーリゾート
長野県 ブルークリフ
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 ヨッシースポーツ
長野県 ランプ食堂
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　広進堂
長野県 レンタルスキーナイスワン
長野県 ロイヤルヒルスキースクール
長野県 ロッジ花紋
長野県 ロッジ山の音
長野県 ロッヂハーネンカム
長野県 ワシダプロスキースクール
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 奥白馬高原開発(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 近江レンタルスキー
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 戸隠スキー学校
長野県 シュナイダースキースクール
長野県 車山スカイプラザ
長野県 若林プロスキースクール
長野県 小賀坂スキー販売(株)
長野県 信州綜合開発観光(株)
長野県 杉山スキー＆スノースポーツスクール
長野県 菅平ハイランドプロスキースノーボードスクール
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 池の平白樺高原ホテル
長野県 中央アルプス観光(株)
長野県 鶴井スキースクール
長野県 白樺リゾート池の平スキースクール
長野県 白馬さのさかスキースクール
長野県 白馬スポーツ
長野県 白馬乗鞍スキー学校
長野県 白馬村スキークラブ
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合同会社
長野県 富士見高原スキー場
長野県 富士見町スキースポーツ少年団
長野県 北村スノースポーツスクール SIA
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 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 ウィ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 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 販売部
岐阜県 (株)ヒマラヤ 本館
岐阜県 (株)ヒマラヤ
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)アプレスキー ウォータージャンプK-air
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 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 ゼビオ(株) カラフルタウン岐阜店
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 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 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) ダイナランドスキー場
岐阜県 朝日大学
岐阜県 朴ノ木平スキー学校
静岡県 (株)アルペン アルペン掛川店
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 スポーツデポマークイズ静岡店
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 (株)フジヤマリゾート



静岡県 ゼビオ(株) 浜松宮竹店
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 アウトドア商品部
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 コーポレートブランディング室
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 スポーツデポ蟹江店
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)オフリール
愛知県 (株)パドルクラブ 名古屋店
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 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 長久手
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 (株)メガスポーツ 木曽川
愛知県 (株)奥村スポーツプロモーション　 PAP tune-up service
愛知県 (有)リッド
愛知県 H＆R SKIMAN Studio
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 オールマウンテンスポーツDoing
愛知県 ゼビオ(株) ザ・モール安城店
愛知県 ゼビオ(株) 岡崎インター店
愛知県 ゼビオ(株) 豊橋向山店
愛知県 ゼビオ(株) 豊田東新店
愛知県 ゼビオ(株) 名古屋みなと店
愛知県 ゼビオ(株) 名古屋砂田橋店
愛知県 ゼビオ(株) 名古屋富田店
愛知県 トリイスポーツクラブ
愛知県 マウンテンサイド
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 三沢シーハイルクラブ
愛知県 三菱倉庫(株) 名古屋支店 飛島営業所
三重県 (株)アルペン アルペン伊勢店
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 四日市北
三重県 (有)アプレスキー　 ウォータージャンプ K-air
三重県 ゼビオ(株) 津ラッツ店
三重県 ゼビオ(株) 鈴鹿ラッツ店
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
滋賀県 ゼビオ(株) イオンモール草津店
滋賀県 びわこ成蹊スポーツ大学
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 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 アルペン宇治店
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 アルペン向日町店
京都府 (株)アルペン アルペン舞鶴店
京都府 (株)スポーツ館ミツハシ 京都ブラウニー
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店
京都府 京都府スキー連盟競技部



大阪府 (株)NAGATE. SKI.FACTORY.MIND.
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
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)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 白馬支店
大阪府 (株)マテリアルスポーツ
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 阪急山田
大阪府 BIG M SNOW PLAN
大阪府 IBS石井スポーツ
大阪府 サンプラス(株) サンワスポーツ
大阪府 ゼビオ(株) ニトリモール枚方店
大阪府 ゼビオ(株) ららぽーとEXPOCITY店
大阪府 ゼビオ(株) 大阪守口店
大阪府 ゼビオ(株) 東大阪菱江店
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 西宮今津
兵庫県 (株)メガスポーツ 姫路リバーシティ
兵庫県 D-RIDE
兵庫県 IBS石井スポーツ 神戸三宮店
兵庫県 PAPASU
兵庫県 ゼビオ(株) 神戸学園南インター店
兵庫県 ライザップ(株) スポーツワールド三宮店
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 木花観光（株） このはなレンタルショップ
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) アクロスプラザ橿原店

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) 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 (株)メガスポーツ 日吉津
鳥取県 ジュニア・スポーツクラブ
鳥取県 ホテル大山
鳥取県 よなご山荘
鳥取県 レンタルスキー　マツオカ
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 (株)メガスポーツ 出雲
島根県 ゼビオ(株) ゆめタウン出雲店
島根県 ゼビオ(株) 松江東津田店
島根県 ミズホリゾート
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)ヒマラヤ 倉敷店
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 ゼビオ(株) 岡山新保店
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 アルペン三原店



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)エムケイサービス
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) POWER’S広島HOP店
広島県 RIZAP(株)　スポーツ小売事業本部 雪板工房
広島県 スキープロショップ・ピステ
広島県 ステップレンタル
広島県 ゼビオ(株) 広島アルパーク店
広島県 ゼビオ(株) 広島八木店
広島県 ゼビオ(株) 福山店
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
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 RIZAP(株) パワーズゆめタウン下松店
山口県 ゼビオ(株) 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 アクサス(株) アレックス沖浜店
香川県 (株)アルペン アルペン宇多津店
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) ゆめタウン高松店
愛媛県 (株)アルペン アルペンイオン川之江店
愛媛県 (株)アルペン アルペン大洲店
愛媛県 (株)アルペン スポーツデポ松山谷町店
愛媛県 (株)メガスポーツ 今治
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) エミフル松前店
愛媛県 ゼビオ(株) 松山問屋町店
高知県 (株)アルペン スポーツデポ高知店
高知県 ゼビオ(株) 高知インター店
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 スポーツデポフォレストシティ春日白水店
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 スポーツデポ久留米櫛原店
福岡県 (株)アルペン スポーツデポ小倉東インター店
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)アルペン スポーツデポ福岡香椎店
福岡県 (株)ラリーグラス
佐賀県 (株)アルペン スポーツデポ佐賀店
佐賀県 (株)アルペン スポーツデポ唐津店
長崎県 (株)アルペン スポーツデポ佐世保大塔インター店
長崎県 (株)アルペン スポーツデポ長崎時津店
長崎県 (株)アルペン スポーツデポ諫早インター店
熊本県 (株)アルペン スポーツデポ宇土店
熊本県 (株)アルペン スポーツデポ熊本インター店
熊本県 (株)アルペン スポーツデポ南熊本店
熊本県 MACK SPORTS BAR
大分県 (株)アルペン アルペン佐伯店
大分県 (株)アルペン スポーツデポ大分店
大分県 ラ・ポールプロスノースクール
大分県 石川プロスキースクールin九重校
宮崎県 (株)アルペン スポーツデポニトリモール宮崎店
宮崎県 (株)アルペン スポーツデポ延岡多々良店
宮崎県 (株)アルペン スポーツデポ都城店

鹿児島県 (株)アルペン スポーツデポスクエアモール鹿児島宇宿店
鹿児島県 (株)アルペン スポーツデポフレスポジャングルパーク店
沖縄県 (株)アルペン スポーツデポ豊川店


