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アウトドアスポーツを楽しもう！

トップクライマーの熱き戦いに観客も熱狂！

IFSC ボルダリングワールドカップ
八王子 2018
Close Up！ プロトライアスリート

戸原開人

TORQUEランナーがウルトラトレイル・マウントフジ
（UTMF/STY）を駆け抜けた！

ランナー500人に対し観客9000人が熱狂！
ヨーロッパで人気の山岳レース

最強スマホTORQUE®G03とともに、 ゼガママラソン
ロングトレイルレースに参戦
セルフディスカバリーアドベンチャー・
UTMF
（ウルトラトレイル・マウントフジ2018）
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STY
（静岡から山梨）
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世界各国・日本全国のランナーたち
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※本紙で掲載している情報は2018年6月10日現在のものです。

２００６年２月４日に発行された朝日
尊敬の念を抱いています。

ポーツイベントも、ディズニーランドの

全 く 形 態 は 違 う の で す が、 弊 社 で 運

その切り抜きは《ディズニーランドに

おもてなしを少しでも見習いたいと思っ

営している自然の中で行うアウトドアス

見る夢 と安 らぎ 演 出 》 をいう 見 出しの、

ています。私たちが開催している各地域

新聞の切り抜きを、新年を迎える度に新

株式会社オリエンタルランド元社長・福

の自然はディズニーランドに負けないく

しい手帳に入れ直しています。

島祥郎さんのインタビュー記事です。

な 魅 力 的 な 場 所 で、 イ ベ ン ト に 携 わ る

「パークの世界はお客様の心を開きます。 らい素晴らしいところばかりです。そん

そこにキャストが応対することで、はじ

える。大自然を堪能し、
ＯＳＪらしいキャ

キャストたちが参加選手たちを心から迎

ります」

ピーターとなって開催地にやってくると

ストのおもてなしで心が癒され、毎年リ

めて我々が提供したい夢や安らぎが伝わ

触れた時に喜びを感じますが、人との関

いう、良い循環を作り上げたいと思って

「人は欲求が満たされた時美しいものに

係を通して感じる喜びが一番強いと考え

います。

タルランドに入社。その後広報部長、経

ています。キャストを通じて、お客様に

てなしをすることで、お客様から“あり

営企画室長、営業本部長、テーマパーク

福島祥郎さんは１９６９年にオリエン

がとう”とか“がんばってるね”という

統括部長を歴任し２００５年に代表取締

それを感じてもらいたい。キャストはも

お言葉をいただきます。それが励みにな

役に就任。同社史上初の生え抜き社長と

数過去最高を記録していた絶頂期に社長

して注目を集めました。けれど、入場者

ります」

その他、いろいろとディズニーランド

を退任しました。引き際もわきまえてい

に込められた思いがつづられている記事

を大切に保管しているのです。遊戯施設

て、こちらも見習うべきことのようです。

OSJ 編集長 滝川 次郎

やアトラクションが素晴らしいのは周知

の事実、けれど一番大切にしているのは

キャストのおもてなし。そこが、成長を

続けるディズニーランドの理由なのだと

自然の中でのディズニーランドを作りたい
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ＯＳＪ提議

自然の中でのディズニーランドを作りたい

04 トップクライマーの熱き戦いに観客も熱狂！

IFSC ボルダリングワールドカップ八王子
2018
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「オーエスジェイ」フリースタイル通信とは？
㈱ＯＳＪ
（Outdoor Sports Japan）が年4回（3
月26日、6月26日、9月26日、12月24日 ）発
行しているアウトドアスポーツ愛好者およびこれか
らアウトドアスポーツを始めたいという人のための
フリーペーパー。全国のアウトドアスポーツ関連
ショップのほか、
アウトドアスポーツの大会やイベン
ト会場などで手に入れることができます。

Close Up！
プロトライアスリート

戸原開人

08

•発行部数／7万部

TORQUEランナーがウルトラトレイル・マウントフジ
（UTMF/STY）
を
駆け抜けた！

•オールカラータブロイド版

無料配布

最強スマホTORQUE®G03とともに、
ロングトレイルレースに参戦
10

UTMF
（ウルトラトレイル・マウントフジ2018）
168㎞
STY
（静岡から山梨）
92㎞に参加した

世界各国・日本全国のランナーたち

12 ランナー500人に対し観客9000人が熱狂！

ヨーロッパで人気の山岳レース
ゼガママラソン

14

セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝
クロスマウンテンバイク

ソーニャ・ルーニーが王滝村の大自然に挑む！
16
17

OSJ SQUARE FORUM
OSJ SQUARE PRESENT & VOICE

17

OSJ 編集後記 「できた！」という喜びに触れる取材旅

18

配布店リスト

表紙のことば
毎年5月と9月に開催している「セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝 クロス
マウンテンバイク」のスタート後のパレード走行。今年5月のレースでは100km、42km、
20kmの3種目で1500名を超え、24時間MTBマラソン世界チャンピオンのソーニャ・ルー
ニー選手やUCIポイントでは100番台のエリートライダーのライザンダー・キーゼル選手の参
戦で国際色豊かになり、海外のMTBレースと比べてもひけをとらない盛り上がりでした。
以前誌面でも掲載したことがありますが、この大会の開催地である長野県王滝村の地
域活性化に貢献しているのはマウンテンバイカーやトレイルランナー等アウトドアスポーツ愛
好者たち。毎年クロスマウンテンバイクに参戦頂いている松本選手、山中選手、池田選手、
宮津選手、國井選手らエリートライダーたちの王滝村への熱い気持ちが、表彰式のお立ち
台の言葉からひしひしと伝わってきました。
2017年春の発行したＯＳＪでもご紹介しましたが、四季を通じてアウトドアスポーツ愛好者
たちが楽しめるようアウトドアフィールドを充実させ、王滝村が世界各国からも来村するアウト
ドアスポーツビレッジになるよう一役を担いたいと思います。

「オーエスジェイ」アウトドアスポーツジャパン

フリースタイル通信
www.outdoorsports.jp
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東京オリンピックの追加競技に決まったスポーツクライミング。初のメダル
は誰の手に渡るのだろうか。日本の注目選手、海外の強豪選手を紹介！

野口 啓代

Akiyo Noguchi

〈主な戦績〉
・IFSCボルダリング ワールドカップ2018重
慶/泰安/八王子 １位、マイリンゲン/モス
クワ/ベイル ３位
・IFSC クライミング・アジア選手権 テヘラ
ン 2017 １位（ボルダリング）
、2位（リード）

1位

野口 啓代（日本）

3t3z 5 5
3t3z 6 6

2位

野中 生萌（日本）
エカテリーナ・キプリーアノワ（ロシア）

2t2z 6 5

Tomoa Narasaki

4位

スターシャ・ゲージョ（セルビア）

0t2z 0 5

1996年 生 ま れ、21歳。TEAM au。
2016年、IFSCスポーツクライミング世
界選手権のボルダリング男子で日本人
初優勝。驚異的な身体能力を生かした
ダイナミックな登りが特徴。2017年W
杯年間２位。弟の明智も日本代表。

5位

アルマ・ベストファーター（ドイツ）

0t2z 0 6

6位

伊藤 ふたば（日本）

0t1z 0 9

1位

ガブリエーレ・モローニ（イタリア）

2t4z 3 6

2位

楢崎 智亜（日本）

1t3z 1 6

3位

杉本 怜（日本）

1t3z 4 8

4位

チョン・ジョンウォン（韓国）

1t2z 2 6

5位

アレクセイ・ルブツォフ（ロシア）

0t2z 0 4

6位

原田 海（日本）

0t1z 0 8

〈主な戦績〉
・IFSCボルダリング ワールドカップ2018モ
スクワ １位、マイリンゲン/八王子 ２位、ベ
イル 3位
・IFSC クライミング・世 界 選 手 権 パリ
2016 １位（ボルダリング）

1989年 生 ま れ、29歳。TEAM au。
IFSCボルダリングW杯では、2008年
に日本人女性初の優勝を飾る。W杯
通算優勝回数は21回目。ボルダリング
とリードの２種目で世界五指に入る実
力を持つトップクライマー。2017年W
杯年間３位。

女子決勝

3位

楢崎 智亜

杉本 怜

男子決勝

※成績は左から完登数、ゾーン獲得数、完登に要した合計アテンプト数、
ゾーン獲得に要した合計アテンプト数

68

20

今 大 会、初 め て 決 勝 に 進 ん だ 伊 藤 ふ た ば

（同）は６位。制限時間ギリギリまで果敢

にアタックする姿は多くの観客の心を掴ん

ため終盤まで勝敗が読めない状況に。最終

でいました。男子決勝は、高難度の課題の

課題では、それまで完登のなかった楢崎智

勝へ、そのうち各６名が決勝へ進出。日本

レ・モローニが同じく一撃で完登し、ワー

子 名が参加。男女各 名が翌３日の準決

技 種 目 に 採 用 さ れ たス ポ ーツ ク ラ イ ミ ン

会場には、昨年を上回る約２５００人の観

勢は男女各３名が決勝へと勝ち進みました。 われましたが、続くイタリアのガブリエー

）
（22 歳・韓国

亜（同）が見事一撃を達成。逆転優勝と思

グ。その１種目である「ボルダリング」の

ウォン
チョン・ジョン

２ ０ ２ ０ 年 東 京 オ リ ン ピック の 追 加 競

ワールドカップ第５戦が、東京都八王子市

OSJ freestyle express vol.51

海道山岳連盟）が３位に入りました。競技

Sport Climbing

ルドカップ初優勝。楢崎は２位、
杉本怜（北

5

客が詰めかけ、トップクライマーたちの熱

スポーツクライミングがオリンピック追加競技種目に選ばれてから初めてのオリンピック。
し
かも開催地が東京。ナショナルフェデレーションである日本山岳・スポーツクライミング協会
としては、
なんとしてでも成功へ導かなければとプレッシャーを感じています。
スポーツクライミングの魅力は、
なんといっても垂直方向のパフォーマンスです。15メート
ルというビルの5階に当たる高さまで登るスピードを競ったり、前傾したルーフを手と足だけで
登ったり。従来のオリンピック競技にはない、
エキサイティングな魅力が詰まっています。
世界から見てもレベルの高い日本は、ユースからジュニア、
シニアまで選手の層が厚いのが特徴です。その分、男
女各２名という選手枠は少なすぎると言わざるをえません。東京オリンピックでのスポーツクライミングは、
「ボルダリング」
「リード」
「スピード」の３種の競技を一人の選手がこなす複合種目で行われます。そのため、
どれか１種だけが優れてい
ても、
メダルを獲得することは難しいでしょう。代表争いは熾烈なものになることが予想されます。

ア）
（29 歳・ロシ

自国で勝つ経験を積みたかった」（野口）
、「昨

日本山岳・
スポーツクライミング協会専務理事

ブツォフ
アレクセイ・ル

後のインタビューでは、
「東京五輪に向け、

よしお

ア）
（30 歳・イタリ

守りました。

日本山岳・スポーツクライミング協会
尾形さんが語る
尾形好雄さん

モローニ
ガブリエーレ・

年に続き２位で終わってしまった。やっぱ

ビア）
（20 歳・セル

りました」
（楢崎）と想いを語り、
オリンピッ

海外の強豪選手

バ！」と声をかけながら、勝負の行方を見

〈主な戦績〉
・IFSCボルダリング ワールドカップ2017重
慶 5位
・IFSCクライミング アジアユース選手権
2016 １位（ボルダリング）

女子決勝は予想通り、野口啓代（ＴＥＡ

〈主な戦績〉
・第12回 ボルダリング・ジャパンカップ
2017 １位
・IFSC 世界ユース選手権 インスブルック
2017 １位（ボルダリング）
、
３位（コンバイン
ド、
リード）

Ｍ ａｕ）と野中生萌（同）の一騎打ちに。 りみんなの期待に応えたいという思いがあ

1999年生まれ、19歳。神奈川大学。
小学５年でクライミングを始め、高校２
年生の2015年、IFSC 世界ユース選
手権 アルコで２位。若手クライマーの
注目選手の一人。2017年W杯年間
16位。

2002年生まれ、16歳。TEAM au。ボ
ルダリングジャパンカップでは、史上最
年少の14歳で優勝。ユース世代で最
も注目されている選手。2018年春から
ワールドカップに参戦。

と も に ３ 課 題 完 登 で 並 び ま し た が、ト ラ

Kai Harada

Futaba Ito

イ数の少なかった野口の優勝となりました。 クに向けて決意を新たにしていました。

原田 海

ージョ
スターシャ・ゲ

く、華 麗 なパフォーマンスに熱 狂。
「 ガン

91

伊藤 ふたば

）
（20 歳・ドイツ

名、女

した。６月２日の予選には、男子

〈主な戦績〉
・IFSCボルダリング ワールドカップ2018マ
イリンゲン １位、モスクワ/重慶/泰安/八
王子/ベイル ２位
・IFSCボルダリング ワールドカップ2017ナ
ビムンバイ ２位、ベイル/八王子/南京/マ
イリンゲン ３位

ファーター
アルマ・ベスト

のエスフォルタアリーナ八王子で行われま

〈主な戦績〉
・IFSCボルダリング ワールドカップ2018ベ
イル 1位、八王子 ３位、泰安 ４位
・IFSCボルダリング ワールドカップ 2013
ミュンヘン １位

1997年 生 ま れ、21歳。TEAM au。
16歳でIFSCボルダリングW杯に初参
戦すると、19歳で世界ランク２位に輝
く。男子選手顔負けのダイナミックなク
ライミングが特徴。2017年W杯年間４
位。

東京オリンピック

ボルダリング世界一を決めるIFSCボルダリングワールドカップが今
年も開催。シーズン後半の幕開けとなる第５戦の舞台は、エスフォル
タアリーナ八王子。世界のトップクライマーたちが繰り広げた熱い
戦いをレポートする。
写真／Ryo Yamamoto 取材・文／明道聡子

1991年生まれ、26歳。北海道山岳連
盟。ユース時代はリードで数々のタイト
ルを獲得したが、2009年ボルダリング
ジャパンカップの3位入賞を機にボル
ダリングへ本格転向。2017年W杯年
間６位。

Miho Nonaka

ア）
（21 歳・ロシ

IFSC ボルダリング
ワールドカップ
八王子 2018

Rei Sugimoto

野中 生萌

キプリーアノワ
エカテリーナ・

トップクライマーの熱き戦いに
観客も熱狂！

リザルト

”が魅力！

変化に富んだ“課題

■オリンピック競技について
［スピード］ 高さ15メートル、95度に前傾した壁をどれだけ速く登れるか、２人の選手がタイムを競
う。ホールドの配置は決まっており、選手たちは安全確保のためのロープを装着して登る。優勝タイム
は男子で５〜６秒、女子で７〜８秒。
［ボルダリング］ 高さ4メートル程度の壁に設定されたコース（課題）を、制限時間内にいくつ登れるか
を競う。選手は事前に練習ができない中で、自分でルートを考えながら登り、トップのホールドを両手
で保持することができれば完登。完登数が同じ場合は、トライ数が少ないほうが上位となる。
［リード］ 6分の制限時間内に高さ15メートル以上の壁のどの地点まで登れるかを競う。選手は安全
のため、ロープのつながったハーネスを付け、クイックドロー
（ロープを引っ掛ける器具）に掛けながら
登る。完登した選手が複数、あるいは同じ位置まで登った選手が複数いる場合は、タイムのよい選手が
上位となる。
以上の３種目の複合種目として実施される。配点などは未定だが、
３日間かけてスピード、ボルダリング、
リードの順に予選をし、上位６選手が４日目の決勝戦に進み、１日ですべての種目が行われる。

クライミングの大会は、ルートセッターと呼ばれる、ホールドを設定する人の意向や個性で結果が大
きく変わる。頭を使うコースや、ダイナミックなジャンプを要するコースなど、課題の奥深さにも注
目してみよう。写真は、決勝前のオブザベーションの時間（４つの課題合わせて８分）に、攻略法を考
える選手たち。
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Sport Climbing

4

8:04:17

2位

Mai Julia（38）

ドイツ

9:19:21

3位

Jung Simon（31）

ドイツ

8:07:16

3位

西岡 真紀（26）

和歌山県

9:21:05

4位

Collins Damien（28）

オーストラリア

8:29:25

4位

細川 江梨子（38）

愛媛県

9:24:28

5位

小嶋 岳（22）

栃木県

8:37:19

5位

Hopkin Andrea（41）

オーストラリア

9:31:49

6位

菅沼 伸哉（35）

沖縄県

8:38:06

6位

久保田 文（53）

沖縄県

9:54:36

7位

山本 真二（36）

沖縄県

8:38:52

7位

豊川 由紀（44）

神奈川県

10:01:22

8位

原田 雄太郎（37）

埼玉県

8:41:14

8位

長尾 聡美（38）

東京都

10:11:32

9位

谷 新吾（50）

愛知県

8:42:43

9位

太田 麻衣子（33）

東京都

10:13:01

10 位

竹谷 賢二（48）

埼玉県

8:43:09

10 位

寺木 佐和子（34）

愛知県

10:15:46

プロトライアスリート

神奈川県

戸原開人

戸原 開人（29）

Kaito Tohara

9:10:42

2位

構成・文／田中瑠子

宮古島トライアスロンを終えた直

神奈川県

写真／播本明彦 取材／滝川次郎

後の取材にもかかわらず、
「はやく

択をしてもいい人生が送れるという、
アスリートの生き方の一つの見本に
なればいいなと思っています」
今後の目標は、ハワイ島コナで開
位入賞だ。
「表彰台に上がった

催されるアイアンマン世界選手権で
の

って世界をザワ

鷲津 奈緒美（34）

２０１６年「アイアンマン 台湾」２位、同年の「アイアンマン マレーシア」３位など輝かし

し方はこれまでと大きく異なる。昨年、

あの日本人は誰

1位

い成績を残し、
「コナの表彰台に最も近い日本人」と活躍が期待されている戸原選手。６年間所

が返ってきた。

２０１１年から６年間所属していた湘南

つかせられたら面白いでしょう。僕

7:52:06

属した、湘南ベルマーレトライアスロンチームを離れ、今シーズンより一人で競技生活を続け

で大切なことをたくさん教えていた

ことがない（笑）
。あまりにも暇なので

練習したい」と話す戸原選手。練習
てきたこと以上のものは出ない、奇

選手たちに見せたいですね。国内の

したこともあり、 キロ地点で２位に。

「優勝したキャメロン・ブラウン選手は

ベルマーレトライアスロンチームを離れ、

がその存在になりたいんです」と笑
顔を向けた。

リザルト：＜女子総合＞

る中、戸原選手が見据える先には何があるのか――。話を聞いた。

「テニスを教えられる体育教員になりた

だきました」

校内の競技場を走ってみたところ、これ

不足のまま出場したからこそ、
「やっ

こん な 選 手 生 活 が 送 れ る
のだと、生き方の見本にな
れたらいい

い」と大学に進学。しかし、ソフトテニ
ス部に所属するも雰囲気が合わずすぐに
やめてしまう。そこで暇を持て余して走
り始めたことが、大きな転機になった。
「全寮制で、周りの友人の多くが部活に

時間が確保できなかったためだ。

走れるようになりたいと思い始めたとき、

がとても楽しかったんです。長い距離を

入っていたので、部活がないと毎日やる

たのは、 代を迎える前に、競技に集中

「チームを離れ一人でやっていくと決め

ある雑誌で、ハワイ島コナのアイアンマ

いつか花が咲くかもしれないと信じ

できるベストな環境を自分で整えたかっ

て、自分に向き合い練習をコツコツ

跡は起きない」と実感したという。

小学生の頃に水泳をやっていた戸原選

と積み上げていく。そんなところが

ンレースを特集したページを目にして心

手は、見る見るうちに頭角を現し、４年

トライアスロンの魅力なのだと改め

たから。でも、いざ企業回りなど活動を

ト人脈のご縁で、茨城県のスポーツ専門

時に佐渡の日本選手権で３位入賞。着実

て感じました」

「練習したことが必ずしも本番でで

員
（契約選手）
にもなることができました。

に成績を残していった。しかし、部とし

戸原選手にとってトライアスロン

を奪われました。『自分もこれに出たい！』

茨城県は、２０１９年の茨城国体に向け

て出場する大会はオリンピック・ディス

とは何かを問うと、
「自分の人生を

始めてみると、まとまった練習時間を取

てトライアスロン強化に取り組んでおり、

戦したいという思いをひそかに持ち続け

タンスが多く、ロングディスタンスに挑

豊かにしてくれるもの」と迷いのな

きるとは限らないけれど、やってい

その話を聞いて活動拠点を神奈川県から

ていたという。

い答えが返ってきた。大好きな競技

と、トライアスロン部に入ることにしま

茨城県に移したんです。活動を続ける上

「大学卒業後は、ロングディスタンスで

だからこそ、挑戦する選手が多く出

る難しさを痛感しました。結果としてス

で安定した基盤ができ、宮古島トライア

結果を残してスポンサーを得ようと、い

てきてほしいと話す。

ないことが出ることは絶対にない。

スロンという大きな舞台を終えた今、こ

きなり個人で活動を始めました。アルバ

「チームを離れて一人でも、
（オリン

した」

れからが、トレーニングに集中して自分

イトをしながらでも練習できるんじゃな

ピック競技ではない）ロングディス

ポンサー企業にも恵まれ、
トライアスリー

を成長させる勝負だと思っています」

いかと楽観的でしたが、全然うまくいか

暇つぶしに始めたランニング
が人生を変えた

タンスでも、スポンサーに支えられ
競技の続け方、技術の高め方、人脈の築

て選手生活が送れるという姿を若い

ない。浅はかでしたね（笑）
。その年の
月に湘南ベルマーレに拾っていただき、
のは、順天堂大学１年生の秋だった。中

活動基盤が整ってきた今、練習に集

戸原選手がトライアスロンに出会った

て……。
『優勝は絶対に無理だ』と心が折

き方など、アスリートとして活動する上

ている実力から、見据えていたのはもち

内容は悪かったものの、順位を上げられ

実力的に自分よりもずっと格上ですし、

一人で活動を始めたのだ。トレーニング

中して成果を出すことで、こんな選

学から高校まではソフトテニスに没頭し

した。すると前を走っていた選手が失速

ス中に目標を切り替えてランに突入しま

れかけましたが、
３位以内に入ろうとレー

トップと 分以上差をつけられてしまっ

も、スイムで遅れてしまい、バイクでも

るか不安でいっぱいでした。内容として

あの日本人は誰!? コナの表彰台に
上がって、
世界を驚かせたい

競技に集中できる環境を自分
で作ろうと、チームを離れる
決断をした
第 回全日本トライアスロン宮古島大
会（４月 日開催）を準優勝で終えた戸

ろん優勝だっただろう。しかし結果につ

たことには満足しています」

原選手。２０１５、
２０１６年と２連覇し

いては、
「今の自分が目指せた最高の順位

今年は明らかにトレーニング不足のまま

不足だったのは、スポンサー探しに活動

戸原選手にとって、今シーズンの過ご

当日を迎えました。満足に練習できてい

時間の大部分を費やし、思うように練習

だったのでほっとしている」という答え

ない中、自分がどこまで順位を上げられ

総合タイム

ニュージーランド

IRONMAN HAWAII PRO 出場

出身地

Brown Cameron（45）

2017 年

名前（年齢）

1位

IRONMAN TAIWAN PRO 2 位

総合タイム

2016 年

出身地

全日本トライアスロン宮古島大会 優勝

リザルト：＜男子総合＞

2015・2016 年

名前（年齢）

神奈川県出身。 1989年生ま
れ。大学時代にテニスから
トライ
アロンへ転向。ロングディスタン
ス中心に活動を行う。 2017
年には日本人男子として6年ぶ
り、アジ ア 地 域 でも 唯 一 の
IRONMAN WorldChampionship
KONAプロカテゴリー出場者とな
る。他にも全日本 トライアスロ
ン宮古島2連覇をはじめ、国内
外で成績を残している。現在も
世界のトッププロトライアスリーを
目指し、
日々挑戦中。
完走率：80.8%
長崎国際トライアスロンエリート 優勝

10

参加者：1572 名（男性 1382 名・女性 190 名） 距離：スイム 3km ／バイク 157km ／ラン 42.195km

2014・2015 年

30

戸原開人（とはら・かいと）
■第34回全日本トライアスロン宮古島大会 2018年4月22日開催
戦績

10
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37

20

34

トレイルランナーへの「

1

山を駆け下りても、頼れる高耐久スマホ

ト

」4大オススメポイント

2

2人から共通のコメントは「片手で持ったまま走れる安心感は他のスマホでは得られな
いこと。これは防水や落下時の耐衝撃性に優れている『TORQUE® G03』だからこそで
きること」
。しっくりくる形状と重さ（約198g）は、握っていて、安心感すら感じる。ボ
ディ背面のテクスチャー加工が、より一層グリップ力を高めている。
さらに、わざわざ山岳地図を取り出すことなく、
「TORQUE® G03」で、コース上のどこ
を走っているかを簡単にスマートに確認できたのも便利だった、とも（京セラは登山ア
プリ「YAMAP」で使えるUTMF/STYコースデータを提供）
。

ク

TORQUE ランナーがウルトラトレイル・マウントフジ
（UTMF/STY）
を駆け抜けた！
®

※

最強 スマホ
と
ともに、ロングトレイルレースに参戦

グローブタッチ ® ／ウェットタッチ ®

スタート時からグローブをしたままだった千葉さんは、次のように語る。
「
『TORQUE® G03』はグローブを着けたままでも操作できるので、グローブの脱着がい
らず、ストレスフリーでした。スタート画面も操作しやすかったです」
また、
「TORQUE® G03」は防水対策のためにビニールバック等に入れる必要はない。
さらに画面や手が濡れていてもタッチ操作が可能だ。
「湿気や自分の汗で、画面が濡れた状態でしたが、画面を拭かなくてもそのまま操作で
きたのが便利でした」と語るのは、腰のあたりのポケットに「TORQUE® G03」を入れて
出走した、川島さんだ。

※無破損・無故障を保証するものではありません。耐久性能の詳細は京セラウェブサイ
トをご覧ください。

ル

国内屈指のロングトレイルレース、UTMF/STY（距離168km、累積標高約8,100m /距離92km、累積標
高約4,100m、2018年4月27日（土）開催 ）
。好天に恵まれた今年は、UTMFが1480人（男性1230人、
女性250人）
、STYが994人（男性785人、女性209人）出走した。本大会のモバイルフォンサプライヤー
である京セラ。その京セラのau向け高耐久スマートフォン「TORQUE® G03」の実力を試すべく、パワース
ポーツ社員２名が「TORQUE® G03」を携帯し、TORQUE®ランナーとして、UTMF/STYに挑んだ！

※グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。
※IPX5/PX8の防水性能。

※米国国防総省の調達基準のうち耐久試験（MIL-STD-810G）19項目に準拠及び京セラ独自の耐海水・耐荷重試験2項目に加え高さ1.8mから26方向での鉄板・コンクリートへの落下試験をクリアした
au初のスマートフォン
（2017年5月10日現在、京セラ調べ）
。無故障を保証するものではありません。

日（ 土 ）
時

12

00

分に

14

ろ）

27

日（ 土 ）

08

ずひ
かわしま・か
川島一浩（

STY に 続 き、

17

がスタート。

15

時

00

分 に UTMF

分も速い（若干、オーバーペース気味か）
。

12

A1 富士宮に 時 分到着。見込みタイムより約

22

50

富 士 山 こ ど も の 国 を、

STY がスタート。

河口湖の大池公園へ向かった。川島さんは 時

27

13 13

A2 麓には 時 分にイン。ここでも見込みタイ

ムより約 時間速い。

ここで千葉さんに、異変が……。
「胃がムカムカし

て、気持ち悪いです」
。サポートスタッフから、サプ

リメントを受け取るも、水分のみを口にした。

「ひとまず、行けるところまで行ってみます」と、

などは平気な千葉さん。らしくない……。これまで

A3 本栖湖へと向かった。普段のトレランで、胃腸

1

分、A1 富士宮に到着。自身の見込みタイムより

分にイン。なんと見込みタイムよりたっ

01

プライベートサポートポイントでもある、A2 麓

時

1 19

分遅い通過となったが、許容範囲だろう。

たの 分遅いだけだ。

には

サポートスタッフを驚かせた。プライベートサポー

トで、装備・補給食等を整える。

50

㎞のトレイルを 走って き た とい う のに、会 話

UTMF を 回完走している。

2

も 足 取 り も し っ か り し て い る。
「TORQUE®

28

G03」の電池交換も自ら行った。すっかり夜に突入。

6

52

サポートスタッフは A4 精進湖民宿村に先回りし

36

23

（日）
て、
千葉さんを待った。A4 精進湖民宿村に 日

時 分に到着。見込みタイムよりも 時間遅い。

A2 麓を後にして以来、胃の調子が回復せず、補

10

となるコースの先へ。A4 精進湖民宿村には 時

時だったので、これ

24

ヘッドライトを点灯させ、人生初のナイトトレイル

分に到着。見込みタイムでは

28

またスタッフを驚かせた。

憩所で仮眠をとるも、体調は回 復せず、A4 精進

給がうまくできないという。表情も芳しくない。休

■フロントデュアルスピーカー

日

■ハイブリッドシールド ®

道のりはすでに ㎞だ。体調がよくない中、十分に

そのほか、山で使える「TORQUE® G03」特長紹介

電池パック交換は、工具がなくても素手で手軽に行うことも可能。慣れれば、10秒ほどで素早く電池パック交換は完了だ。
※電池パック交換方法は取扱説明書をご覧ください。
※ご使用の際は、電池パック、電池フタ、背面カバーを確実に取り付けてください。

77

53

湖民宿村で、惜しくもリタイアとなった。とはいえ、

山中の奥行きと臨場感ある撮影ができるのは、
「135 °
スー
パーワイドアクションカメラ」
（135 °
の広角レンズ・フルハイ
ビジョン）
ならではだと思います。
（川島）

電池パックが交換型で、予備の電池パック（別売）に自分で手軽に交換できるのも
「TORQUE® G03」の強み。事実、本大会中、千葉さんも川島さんも自分で電池パックを
交換していた。
なお、夜間走行を含むロングコースゆえに、大会事務局からは、安全に関する緊急情報
を受けられるよう、携帯電話の電源は常にONにしておくことが、レギュレーションで
決められている。なので、電池の充電対策は見落とせない。
当然、
「TORQUE® G03」は満充電した電池パックに交換するので、モバイルバッテリー
使用時のように充電を待つ時間は不要。ロングトレイルレースでもスマホの電池残量
の心配に晒されることはないのだ。モバイルバッテリーと充電ケーブルを持ち運ぶと
きとは違い、
「TORQUE® G03」の電池パックは薄く、軽い。トレイルランニング時でも
持ち運びに支障はないだろう。

健闘したほうだろう。次のリベンジを待ちたい。

メインカメラは山の中でも素早くピント合わせできるオートフォー
カスや、
見たままの映像のごとく露出補正してくれるオートHDR
（ハイダイナミックレンジ）
が嬉しいですね。
（千葉）

電池パックのシンプル交換

15

コンディションはかなりいいようで、食欲も問題

「TORQUE® G03」はメインカメラに加え、135 °
スーパーワイドアクションカメラを搭
載している。カメラ起動は、片手で構えて、端末側面のカメラ専用ボタンを長押しする
だけ。そのままの体勢で撮影まで一貫してできる。バンパーによるホールド感もいい。

4

54

ないようだ。A4 をフィニッシュへと急いだ。

135°
スーパーワイドアクションカメラ

サポートスタッフの祝福とともに、河口湖・大池

3

事前に特別な設定は必要なく、
そのまま使える
「グローブタッチ®／ウェッ
トタッチ®」。山中で「TORQUE® G03」の使用頻
度が多くなればなるほど、
その快適さを実感できる。雨天時などに濡れていても、
そのまま操作できるのはかなりの強みだ。

（日） 時 分（完走タイム 時間 分）
。

※マナーを守ってご使用ください。

高さ1.8mから鉄板・コンクリートへの落下試験をクリアして
いるので、バックパックのポケッ
トから落としても安心。扱い
に神経質にならないで、
トレイルランに集中できる。

公園にフィニッシュした。

片手でスマートに大会コースと自分の位置を確認。制限時
間等を考慮した上で、
レース展開を検討できる。

3

しんや）
ちば・
千葉信也（

個人の使用感

割れにくく、傷つきにくいガラスDragontrail®
前面に2つのスピーカーを搭載。100dB以上
Xと耐擦傷性の高いコーティングを施したア （3kHz）の大音量で、山の中でも聞き取りやす
クリルスクリーンによる、京セラ独自のガラ
い。
ス割れ防止構造で落下時の画面割れを防ぐ。
※Dragontrail® は旭硝子株式会社の登録商標です。

9

■スマートソニックレシーバー ®

■ブザー機能

音と振動で声を伝える京セラの独自技術を採
用。ディスプレイ部全体が振動するため、相
手の声がよりクリアに聞こえる上、耳にあて
る位置を気にすることなく通話が可能。

緊急時、周囲に合図するための「ブザー」
、
「ホ
イッスル」
。また、自分の存在をクマに知らせ
る「クマ鈴」機能を搭載。

PR

OSJ freestyle express vol.51

ワンタッチでアプリを起動できる端末側
面のダイレクトボタンに簡易ライトの起
動を設定しておけば、夜間にバックパッ
クの中や手元を照らすときに便利だと思
いました。また、今後は日常のアウトドア
ライフで、フロントデュアルスピーカー
（100dB以上の大音量）で音楽を聴くこと
も試してみたいですね。ワイヤレス充電
も便利そうです。
（千葉）
千葉信也（ちば・
しんや）
さん
36歳。2012年、2013年 にUTMFを 完 走、今 回 の
UTMFで3回目の参 戦。パワースポーツでPowerBar、
TopSpeed、Challengerなど、
トレイルランニング等のサプ
リメント製品の営業担当。

今回、初めて「TORQUE® G03」を使いま
したが、正直、またトレイルランニング
をするときに、使いたいです。日の出・日
の入の時間がわかるアプリ（Sun&Moon）
など、山で使えるアプリが多くありま
すよね。山で使えば、使うほど、もっと
「TORQUE® G03」 の良さを実感できる
と思います。
（川島）
川島一浩（かわしま・かずひろ）
さん
49歳。今回、STYに初挑戦。
トレイルランニングの経験
は豊富で、2017年、OSJ奥久慈トレイルレースの30Kで
総合7位。2018年5月、パワースポーツに入社し、
コンプ
レスポーツの立ち上げに携わる。

OSJ freestyle express vol.51
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宮本浩さん、松浦智恵美さん
（静岡
県）
、右の方はサポート
OSJ KOUMIを完走したときのTシャ
ツを着て、気合い十分！

UTMF
㎞の STY の
つ

2

木村久美さん
（福井県）
去年STYの存在を知り、絶対に
出たい！と練習に励んできたそう

安東孝晃さん
（福岡県）
トレラン歴5年。
「やっと抽 選に当
たった！」
と初参加

2012 年 か ら 始 ま った UTMF。

UTMF と 総 距 離

92

総 距 離 168 ㎞ の タ イ ト ル 通 り の

カ 国 600

80

の部 門 を 合わせた参 加 者は約 2400

名と全体の ％を占めるという、まさに

名。そ の 中 で 海 外 か ら は

トレイルランニングの世 界 大 会 が富 士

月に開催されていた本大会は、今年

山山麓で開催されました。

は、比較的好天の日が続くといわれる

方からも 愛 されている真っ白に雪 化 粧

月開催となり、国内のみならず、海外の

された「富士山」が望める絶好なロケー

ど ま で に 美 しい 富 士 山 が 望 め た か ら に

ションでのレースとなりました。これほ

集があり、みなさん参加権利獲得の抽選

は、2019 年 も た く さ ん の 参 加 者 募

に一喜一憂しそうですね。

4

25

Wuさん、Wengさん、
Ryanさん
（中国）
書いた言葉は
「ケガなく完走できますように」

UTMF（ウルトラトレイル・マウントフジ2018）168 ㎞
STY（静岡から山梨）92 ㎞に参加した
世界各国・日本全国 のランナーたち

ウルトラトレイル・マウントフジ

9

Archerさん、
Winnieさん、
Aaronさん、
Danielさん、
Nicoleさん
（シンガポール）
初めて日本に来た方から、毎年日本のマラソン大会に
参加している方までさまざまな
ランナー仲間５人組

「UTMF／STYにかける意気込みは!?」
トレイルランナーたちに聞きました。
撮影／Ryo Yamamoto

渡辺順子さん
（東京都）
STYは1回目から欠か
さず参加！ウェアはグ
リーンでコーディネート

Hsiehさん
（台湾）
書いた言葉は、所属するチーム名

PhaleesakさんKaewyounさん、Phonyiamさん
（タイ）
書いた言葉は「疲れても進み続けよう」
。日本が大好き
で、UTMF出場が憧れだったそう

小野恭子さん
（長崎県）
原口しのぶさん
（鹿児島県）
UTMFは２回目。普段から
一緒に活動するトレラン仲
間。
「九州は今、
トレランが
熱いんです！」

松下直子さん
（京都府）
石住隆司さん
（奈良県）
UTMFは2回目。
「OSJのレースもたくさん出てい
るよ～」

宮本徹さん
（愛知県）
野沢敬子さん
（東京都）
トレイルラン歴10年で、念願のSTY初参加
増田勇さん
（愛知県）
今村勇太
（栃木県）
インスタグラムを通じて出会い、
レース前日
に現地で初対面！

Ilan Freimanさん
（オーストラリア）
現在は香港在住。
「日本の田舎風
景が大好き
！ 今年はSTY、来年は
UTMFにチャレンジしたい」

石川丈祐さん、優樹さんご夫婦
（東京都）
趣味の登山が転じて、
トレイルランを楽しむ
ようになったそう
益田かおりさん
（神奈川県）
浅井美奈子
（東京都）
トレラン歴4年で、
初めてのSTY

大会概要
○開催日：2018 年 4 月 27 日（金）～ 29 日（日）
○スタート：静岡県富士市 富士山こどもの国 ○フィニッシュ：山梨県富士河口湖町 大池公園
【UTMF（ウルトラトレイル・マウントフジ）】 【STY（静岡から山梨）】
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Trail Running
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距離：約170 ㎞ 累積標高差：約8000m
制限：46時間

距離：約92 ㎞ 累積標高差：約4100m
制限：20時間

参加人数（出走者数）
：
1480人（男子1230人、女子250人）

参加人数（出走者数）
：
994人（男子785人、女子209人）

完走率：72.8％

完走率：58.6%

岸本大直さん
（岡山県）
瀬戸内トレイルラン大会
で日本一になった、元郵
便 局 員のトレイルラン
ナー！

西山祥さん
（山口県）
熊本健志さん
（大分県）
トレラン歴4年でSTY初参加
山中恵理さん、
森嶋志津子さん、
須田元裕さん
（東京都）
スポーツジム仲間の3人。STY
に初参加！

OSJ freestyle express vol.51
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男子

Photographer

藤巻 翔／Sho Fujimaki

1984年生まれ 長野県飯山市出身
トレイルランニング・スカイランニングを主にさまざまなアウトドアシーンを撮影
する。TJAR、UTMFなど多数のレースオフィシャルフォ
トグラファーを担当。
パワースポーツ主催「Happy Trail Camp in信越トレイルPresented by
patagonia」にてトレイルランニングをはじめる。同主催、
トレイルラン、
トライ
アスロン、
ラフウォータースイム、
セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王
滝なども撮影。雑誌「Tarzan」
「LUMINA」などにも写真を掲載、提供して
いる。

13
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優勝

レミ・ボネ
（スイス）

3時間54分

準優勝

スティアン・アルゲルムント
（ノルウェー）

3時間55分

3位

バルトロミエジ・プレゼドゥオジェスキ
（ポーランド） 3時間56分

ランナー500人に対し ヨーロッパで人気の山岳レース
観客9000人が熱狂！

ゼガママラソン

Maratón Alpina Zegama-Aizkorri
写真／Sho Fujimaki 文／田中瑠子

スペイン北部のバスクで、5 月 27 日に開催された 42㎞の山岳レース「ゼガママラソン（Zegama-Aizkorri）
」
。スカイランナー・ワールドシリーズ（SWS）の一戦として、ヨーロッパを中
心に世界から集まった有力選手がしのぎを削る。参加ランナー 500 人に対して、応援にかけつける観客は約 9000 人ともいわれ、山肌を覆う観客たちの熱気が人気を裏づけている。

女子

男子で優勝したのは、終始レースをリードし、3 時間 54 分でゴールしたレミ・ボネ選手（スイス）
。去年優勝し大会記録を持つスティアン・アルゲルムント選手（ノルウェー）は、わず

優勝

イーダ・ニルソン
（スウェーデン）

4時間38分

か 1 分差で準優勝となった。日本から参戦した上田瑠偉選手は、トップと 14 分弱の差（4 時間 7 分）で 9 位。順位こそ去年の 8 位に及ばなかったが、トップとの差を去年より 3 分縮めて

準優勝

ラウラ・オルゲ選手（スペイン）

4時間45分

いる。

3位

ルース・クロフト
（ニュージーランド）

4時間48分

女子は、この 2 週前に行われたワールドシリーズのレース（Transvulcania 74k）で優勝したイーダ・ニルソン選手（スウェーデン）が 4 時間 38 分で優勝した。
ワールドシリーズのレースは 6 月にも 2 回行われ、スカイランナーたちの過酷なレースは続いていく。
OSJ freestyle express vol.51
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セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝

今大会は直前の大雨の影響により予定されていたルートの一部が崩落。スタート
名が無事にスタートを切った。この時点での気温は 10℃以下と低めだったが、陽が
昇るにつれ体感気温も上昇していった。

最初の登りで早くも宮津旭が先行。これをドイツの XC レーサー、ライザンダー・
田大学大学院の留学生キーゼルは、前週
に愛媛県で行われたアジア MTB シリーズ

3 位という実力者。これに対し宮津は「序

５月

、

日の大 会 には、エン デュラ ンスＸＣ界 にその名

は上昇 中 で、年 々 海 外 からのエント リー も 増 え ていま す。

スマウンテンバイ ク。海 外のバイ ク ファンの間 で も 知 名 度

る、セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝 クロ

日 本 最 大 のＭＴＢマラ ソンレー ス と し て 高 い人 気 を 誇

キーゼル、松本駿が等間隔で追う。早稲

時 間 耐 久 世 界 チャンピオン（※１）で

24

歳の時 にＭＴＢの開 放 感 に強 く 惹 か れ たの。 そ し て 自

だが、ただ一人キーゼルだけがこのス

りでスパートして一気に後続との差を広げにかかる。

パートに反応、40 秒ほどの差で追走して

キーゼルを引き離すべく、宮津が再び登り

いく。初参戦ゆえレース展開が読めない

ることに成功したものの、最後の登りでま

でアタック。ようやく 1 分以上の差をつけ

なり、淡々と登っていたキーゼルが 1 分 5 秒差をつけて逆転優勝を遂げた。

さかのハンガーノック、エネルギー切れと

いなかった。序盤で予想以上に体力を消耗したのかも」とコメント。一方、キーゼ

ゴール直後に倒れこんだ宮津は「十分補給したはずなのに、エネルギーが残って

ヤズのペースが落ちていたので、抜くことができてラッキーだった。ここは標高が

ルは「後半の登りでついていけなかったので『2 位でも満足』と思っていたら、ミ
高く、ヨーロッパのコースに雰囲気が似ているから、走っていて楽しかった」と宮

津との戦いを振り返った。3 位には淡々とペースを重ねた松本駿。4 位に池田祐樹。

ラ イ ダーに人 気の土 地にセカンドハウスを 購 入した そ う。

てい る の で は な い か し ら ？

「ここはヨーロッパにも 似 ている し、昔の日本の景 色 も 残っ

（ 笑 ）、 ケロウ ナ で 過 ご し、 週 末 にスコー ミッシュで バイ ク

前 に 噴 火 し た の が 信 じ ら れ ない く らい 静 か で 穏 や か な 場
ど ん な レー スに な る の か 楽 し み 」

所 ね。 明 日は１５００人 も のＭＴＢラ イ ダ ー が 集 ま る の で
しょう？

レ ー ス 当 日、 前 夜 は 豆 腐 を 中 心 と し た 夕 飯 だった と い

秒。 総 合

位 を 走 行 す る ほ どの快 走
10

位 でフィニッシュし た 。
15

そ ん な 彼 女 に、日本 そ し て 王 滝 村の印 象 を 尋 ねる と、
「空
港 か らユウ キ （ 池 田 祐 樹 選 手 ） の 家 に 寄って、こ ち ら に 来

う ソ ーニャ。「 しっか り 食べて 休 ん だ か ら 調 子 は 上 々。 ど
ん なコース な の か 楽 し み 」 と 言い な が らコース イ ン。 キ ン
分 ほ ど で 最 初 の チェッ

グ・オ ブ 王 滝の宮 津 旭 選 手 や ド イツか ら 来 日中のラ イ ザン
ダ ー・キ ー ゼル選 手 に 遅 れ る こ と

20

ク ポ イ ン ト を 通 過 。 そ の 後 のエイ ドステー ションで も 笑 顔
分

を 絶 や す こ と な く、一時 は 総 合
で４時 間

04

元 気にしてく れるポジティブなバイ ヴ を備えた女 性だった。

というソーニャ。 速 さ や 強 さ だ け で な く、一緒 にいる 人 を

て 選 んでいる 」

「 食 事 も レ ー ス も、 今 の 自 分 を よ り よ く す る た め に 考 え

る わ 」 と、早 く も 再 来 日を 計 画 している 様 子 。

自 然 も 人 も 素 敵 。 今 度 はマット （ ご 主 人 ） と一緒 に戻って く

の お か げ で、最 高 のレース、日 本 滞 在 に なった わ 。 王 滝 は

家 の妻・池 田 清 子 さ ん） そ し てユウ キ の 家 族 や ス ポン サ ー

レース 後 には 「ユウ キ 、サ ヤコ（アス リ ー ト フー ド 研 究

と 疲 れ た 様 子 も 見 せ ず に話 していた 。

声 を かけてみ ん な で ゴールを 目 指 し たの」

が 続 い た け れ ど、 歌 い な が ら 楽 し く 走 れ た わ。 周 り に も

た か らアー ムウォーマー を し ていて 正 解 。 後 半 は 登 り 下 り

「 日 射 し は 強 かった け れ ど、山 頂 は 風 が 吹いて 少 し 寒 かっ

51

が あ るエリアよ」

に 乗 る の。 本 当 に 素 晴 ら しいトレ イルと バイ ク カルチャー

す ぐ そ ば に 火 山 が あって２ 年

「 普 段 は、 と いって も レ ー ス で い な い こ と が 多 い け れ ど

笑 顔 を 見 せる。

ように、松本駿、池田祐樹が次第にペースを上げてくるが、宮津は 60km 付近の登

た け れ ど、想 像 していた よ り ずっと 緑 が 多 く て キレイ 」 と

©播本明彦

1位 ライザンダー・キーゼル

4:07:16

1位

ソーニャ・ルーニー

4:51:04
2位

4:08:21

2位

野下 幸

5:36:45
宮津 旭

©播本明彦

仕掛けどころが難しいです」と語っていた

信、講 演 を 行っている。 最 近は、スコーミッシュというＭＴＢ

盤はイーブンペースで他の選手の出方を

けで な く、食 生 活 や ラ イ フスタ イルに関 す る さ ま ざ ま な 発

結 婚。 現 在 は カ ナ ダ の ケロウ ナ とい う 町 に 住 み、レース だ

ニューメキ シコ生 ま れの彼 女は、チームを 離 れ る と 同 時 に

じゃない？」

スの 先 に 何 が あ る か 分 か ら な い ワ ク ワ ク す る 感 じ が 素 敵

れ るエン デュラ ンスのほ う が 好 き 。 景 色 も 変 化 す る しコー

わ 。 で もスプ リント （ ※２） よ り も 、長い距 離 や 時 間 を 走

分 が 速 く 走 れ るって 知って レ ー ス に も の め り 込 ん でいった

「

楽 し んでいた というソーニャ。

ＭＴＢレー サ ー に な る 前 は サッカ ー や 陸 上 競 技 、音 楽 を

「前を向いて、より良い人生を選びたい」

聞いてみました。

持っていた とのこ と。そ ん な 彼 女 に、レース前 後 にお 話 を

（菜 食 を 基 本 と す る 食 事）の実 践
た。 Plant-Based Diet
者 で も あ る 彼 女 は、日 本の自 然 や 食 生 活 にも 強い関 心 を

チームメイトでもある、池田祐樹選手に誘われ来日しまし

２０１４年 ま で 在 籍 し た ト ピー ク ＝エルゴンＵＳＡ時 代の

テージレースでの優勝 経験 を持つトップアスリートの彼女。

あ り、アン デスや ネパールを 舞 台 にし たアドベンチャース

戦。２０１５年の

を 知 ら れ た トップラ イ ダ ー、ソーニャ・ルーニー 選 手 が 参

20

待つ」戦術。
「後半に強い選手もいるので、
※1：UCI公認ではありませんが「世界選手権」
として認知されている大会です
※2：オリンピック種目にもなっており、競技時間は1時間半〜2時間

／ゴールの変更を余儀なくされたが、午前 6 時 100km（SS100km 含む）の 811

ソーニャ・ルーニー選手

Interview

Self Discovery Adventure in Otaki Cross Mountain Bike.

女子
男子

3位

松本 駿

4:16:26

3位

安達 直子

6:08:15
4位

池田 祐樹

4:24:43

4位

花本 奈緒子

6:31:05
5位

秋山 悟郎

4:27:43

5位

近藤 千草

6:34:18
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ソーニャ・ルーニーが王滝村の大自 然に挑む！

写真・文／Hideyuki Suzuki

男子はライザンダー・キーゼル選手が逆転優勝！
女子はソーニャ・ルーニー選手が初優勝

クロスマウンテンバイク
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2018年5月19・20日開催

5 位には J プロツアーレーサーの秋山悟郎が入賞。女子クラスはソーニャ・ルーニー
が、5 時間を切る好走で初優勝となった。
MTB100 リザルト

8月22日生まれ。ニューメキシコ州アルバカーキ出身。ブリティッシュコロンビア州ケロウナ（カナ
ダ）在住。大学時代にマウンテンバイクに出会い、
クロスカントリー競技を開始。チームトピーク＝
エルゴンに加入して本格的に耐久レーサーとしての経験を重ね、2015年WEMBOソロ24時間
世界チャンピオンを獲得。近年はエンデューロ
（下りを主体としたラリー形式の競技）
にも参戦。ア
スリート活動の他にも、
モチベーターとして執筆や講演、SNSなどによる発信を積極的に行う。ま
たPlant-Based Diet（菜食を基本とした食生活）
を実践。その成果を共有するSNSグループも
主催している。https://www.sonyalooney.com/

SONYA LOONEY PROFILE

PRESENT

FORUM

OSJ の感想とともに、皆さんのご応募、お待ちしています。

A

京セラ

B

TORQUE® 用フローティングストラップ

水辺シーンで大活躍するTORQUE（R）用フローティングストラップを2名様にプレゼント。
装着すると、水中で手を離してもTORQUE
（R）
が浮き上がり、水没を防止。
（TORQUE® G03本体は付属していません。）

パ

ワ

ー

バ

ー

PowerBar

C

パワーバー商品詰め合わせ

素早いエネルギー補給でパフォーマンスをアップさせるパワージェルのほか、パワージェル・
ショッツ、
エナジャイズ、
プロテインプラス、
エナジャイズ・ウエハースが各１個ずつ入った詰
め合わせセッ
ト。

アウトドアスポ―ツに関するニュースをご紹介します。
パ

ワ

ー

フ

ー

ズ

仲間と知恵を出し合って課題をクリア！

POWER FOODS

Challenger

PowerDrink「Challenger」は、
ゆっくり消化吸収されるパラチノースが主原料の粉末清
涼飲料。1袋を500mlの水に溶かすと、250kcalの高エネルギー飲料が出来上がりま
す。ゆっくり血糖値が上昇し、高すぎない値で長続きするアスリート待望の画期的な飲料。
さまざまなスポーツシーンで、最高のパフォーマンスを引き出すツールとしてご活用ください。

1パック
3名様

2名様

アドベンチャーレース「エクストリームシリーズ」
アドベンチャーレースとは、山、川、海などの自然をフィールドに、さまざまなアウトドア競技をこなしながら、チームでゴールを目指すレースです。
1989 年にニュージーランドで開催されたのが世界初のアドベンチャーレースといわれています。
主な種目は、オリエンテーリングを伴う
トレッキング、マウンテンバイク、パドリング、ロープワークなど。一般的に３日以上の長距離レースを指しますが、国内では１日で終わるレースも開催されて
います。レースによって１チーム３～７人で構成されますが、過酷なアドベンチャーレースとして知られる「レッ
ドブル X-Alps」
（２週間に及ぶ、移動距離約 1800㎞のレース。移動手段はパラグ
ライダーと徒歩のみ）のように、事実上の個人戦（競技者と同行者各１名）もあります。

地域の活性化を掲げる「エクストリームシリーズ」が開催
国内で知られているアドベンチャーレースの一つが「エクストリームシリーズ」
。2018 年 5 月 12

開催日............2018年9月8日
（土）
応募締切日.....2018年8月29日
（水）
特有の自然や文化を感じられるレースを展開するエクストリームシリーズ。マウンテンバイク、トレッキ
開催場所........静岡県川根本町一帯
ング、カヤック、オリエンテーリング、チームチャレンジの各種目を、２～３人のチームで力を合わせてクリアしながら、地元住
競技種目
民や自治体の方との交流が生まれるのも、このレースの特徴です。
マウンテンバイク、
トレッキング、
カナディアンカヌー、
オリエンテー
リ
ン
グ、
チームチ
ャ
レ
ン
ジ
（メ
ンバー2〜3名で力
を合わせて行な
第２戦には 48 のチームが参加。レース前に必ずブリーフィングに参加し、
持ち物のチェック、
ルールの確認を行った上でスター
トとなります。マウンテンバイク、
トレッキングのルートや、チームチャレンジ（アウ
トドアスキルを試すゲーム）の内容は当日まで分 うゲーム）
（１チーム・
３名エントリー）
かりません。
その場で渡される地図をもとに、
指定のチェックポイントにどう向かうかチームで知恵を出し合いながら進んでいくのです。 参加費............22,500円
.......................19,000円
（１チーム・
２名エントリー）
地図とコンパスだけを頼りに、仲間と協調しながら自然の中を進むアドベンチャーレース。総合的な力を試されるだけに、
エントリーはこちら
無事ゴールした参加者たちは達成感に満ちた表情を浮かべていました。
日には「第２戦

６袋
３名様
【お問い合わせ】
京セラ ☎0077-7-111
（通話料無料）

プレゼントの
応募方法

【価格】
￥250
（税別）
【お問い合わせ】
POWER FOODS ☎0467-84-8651

【お問い合わせ】
Power Sports ☎0467-84-8651

プレゼントご希望の方ははがきに、
（1）住所（2）氏名（3）年齢（4）職業（5）電話番号（6）欲しいプレゼントのアルファベット（7）本紙を読んだ感想（８）どのお店で本紙を入手したかをご記入の上、
下記の住所までご応募ください。応募締め切りは2018年7月28日（消印有効）
。当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤628-3 ㈱OSJ「プレゼント」係

VOICE

マラソン歴10年。サブフォーを達成し今後の目標
をどう設定しようと悩んでいたときにOSJを手に
取りました。読み進めるうちに、いつかはトレラ
ンやトライアスロンに挑戦しようと思い始め、今
年は初めてウルトラマラソンにエントリー。おか
げで次の明確な目標ができました。
神奈川県男性（46歳）／会社員

信越五岳トレランレースのボランティアに注目した記事がと
てもよかったです。私もトライアスロンやトレランのレース
に出ていますが、さらに感謝の気持ちを持って参加したいと
思いました。
東京都女性（47歳）
／会社員

OSJ50号を読んだ皆さんの感想の一部をご紹介します。
「OSJ」フリースタイル通信は、
全国約1,000店舗のアウトドアスポーツ関連ショップにて
無料で手に入るほか、WEBの電子ブックでも読むことができます。
50号の節目を終えたOSJ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
http://www.outdoorsports.jp/

信越五岳トレランレースの記事で、ボランティ
アの活躍のすばらしさを知りました。今年は
UTMFのボランティアをやりましたが、その前
に読めて励みになりました。
東京都男性（56歳）
／針灸師

アスリートフード研究家・池田清子さんの食事
に対する知識と行動力がすばらしい。私も「ア
スリートフード」をもっと勉強しようと思いま
した。
北海道男性（42歳）
／会社員

フ リ ーペ ーパ ーと し て あ り 得
ない情報量！ 毎回楽しみに
拝 読 し て い ま す。ス ポ ーツ の
グッズ紹介、使用者の意見がと
くに参考になります。引き続き
100号目指してください。
福岡県男性（49歳）
／自衛官

アスリートフード研究科・池田清子さん
の記事を読み、パワフルの源はまさに食
事にあると再認識。パウチの玄米甘酒を
入れて、長距離ランを試してみたいです。
大阪府女性（33歳）／専業主婦

夫が読んでいたOSJをたまたま手に取り「運
動でも始めようか」とランニングを始めまし
た。マラソンなんて無縁の競技だったのに！
いずれはトレランにも挑戦したいです。
神奈川県女性（49歳）／専業主婦

奥多摩大会」が開催されました。
“地域の活性化”をコンセプトに、その地域

http://www.a-extremo.com/

「エクストリームシリーズ」に、あなたもチャレンジしてみては。

世界一過酷で、世界一美しいトレイルレース

UTMB® に挑む日本人エリート選手たち

ヨーロッパアルプスの最高峰モンブランを取り巻く
３カ国、フランス、スイス、イタリアを自分の足で巡るウルトラ
トレイル・デュ・モンブラン（仏 : L'Ultra-trail du Mont-Blanc）
。通称 UTMB® が、
2018 年は 8 月 27 日
（月）
～ 9 月2日
（日）
にフランス東南部のシャモニー・モンブランで開催されます。コース上から見える白いモンブランと、
周囲に広がる名峰群の大パノラマの中を駆け抜ける
「世
界一過酷で、世界一美しいトレイルレース」は、世界中のトレイルランナーたちの憧れとなっています。UTMB® には、最長距離の UTMB® のほかに、距離に応じたさまざまなカテゴリーがあります。
UTMB®............ 約170km／累計約10000m／制限時間46時間30分
CCC®（Courmayour-Chanpex-Chamonix）
............約101km／累積標高差約6000m／制限時間26時間30分
.......約119km／累積標高差約7400m／制限時間33時間
TDS®（Sur Les Traces des Ducs de Savoie）
OCC®（Orsières - Champex - Chamonix）
.............約56km／累積標高差約3400m／制限時間14時間
今年も、各カテゴリーに出場する日本人エリート選手たちがどんな走りをするのかが注目されます。
UTMB® 出場

滝川次郎編集長のポジティブシ
ンキングに刺激をもらいまし
た。年齢が近いこともあり共感
できる内容でした。
山梨県男性（52歳）
／公務員

トレーニングへのモチベーション
を上げてくれるOSJ。1号から拝
読しています。50号おめでとうご
ざいます。
北海道男性（42歳）
／会社員

スポーツ店で初めてOSJを手にしたのが6
号。以来、旬な情報満載のOSJから、トレラ
ンをはじめ、さまざまな情報と知識を教え
てもらい感謝しています。また、OSJ主催
の難攻不落のコースを走ることを楽しみに
しています。
宮崎県男性（57歳）／会社員

丹羽薫選手

CCC® 出場
川崎雄哉選手

2016年の日本山岳耐久レース
（ハセツネCUP）
優勝。2017年、2018年のトレイルランニング世界選手権に日本代表として出場。
TDS® 出場

小川壮太選手

岡山国体の山岳競技代表を機にトレイルランニングの世界へ。2011年、
フランスで開催されたニヴォレ・
リヴァード
（50k）
準優勝。2014年のハセツネCUP５位。小学校の教師から2015年にプロ
転向し、転向後の初戦・王滝村「トップオブザトレイルランナー50ｋin JAPAN」
で優勝。

大瀬和文選手

箱根駅伝に憧れて中学時代からランニング漬けの毎日を過ごす。2016年トレイルラニング世界選手権に日本代表として出場。2016年OSJ Ontake Ultra-Trail
（100mile）
優勝。UTMB®2016
118位。UTMF
（44 ㎞）
7位。

杉本諭選手

OSJ創刊が、僕が社会人になった2005年と知り驚
きました。当時はまったく運動をしない生活でした
が、OSJに刺激を受け、今ではトレイルのレースに
も参加するようになりました。これからも楽しい情
報を期待しています。
栃木県男性（38歳）
／会社員

ランナーであり、山岳スポーツ愛好家。UTMB 2016で日本人女性トレイルランナーとして初の表彰台に立ち、翌UTMB®2017で女子４位に入賞。歴史的快挙を成し遂げた。
®

2016年信越五岳トレイルランニングレース
（110 ㎞）
準優勝。TOGA天空トレイルラン
（40.5 ㎞）
3位。

上宮逸子選手

バドミントン選手として実業団での競技生活を送ったのち、
トレイルランニングに転向。2013年信越五岳トレイルランニングレース2位。2016年OSJ新城トレイル
（32㎞）
優勝。UTMB®2017で11位。

松永紘明選手

（Ultra-Trail® Tai Mo Shan ）
で3位に入賞。
2015年CCC®で日本人トップの23位、UTMFで10位に入賞。2016年UTMT

上田瑠偉選手

駅伝の名門校、佐久長聖高校出身。大学時代にトレイルランニングと出会い、初出場のレースで大会新記録・優勝を飾る。2014年ハセツネCUP優勝。2016年CCC® 準優勝。2017年ハセツ
ネCUP優勝、Korea 50K優勝。

名取将大選手

大学入学と同時にトレイルランニングを始める。20km～40kmのスピードが必要とされるレースで好成績を収めている。2017年OSJ奄美ジャングルトレイル
（50K）
準優勝、
OSJ奥久慈トレイルレース
（50K）
優勝。ハセツネ
（30K）
7位。

OCC® 出場

日本海から太平洋まで415 ㎞を駆け抜ける

「トランスジャパンアルプスレース」
「

編集
後記

き

た！」

と

い

う

喜

OSJの取材は、いつもすべてが「初めての経験」になる。今号
で足を踏み入れたのはUTMF（ウルトラトレイル・マウントフ
ジ）
。世界27カ国以上から集まったトレイルランナーたちに話
を聞くためだ。
ランに苦手意識がある私にとって、累積標高差約8000ｍ、

び

に

触

れ

る

取

材

旅

の参加者など、これから始まる長い旅が楽しみでたまらないと
いうエネルギーに満ちている。
OSJの誌面づくりに携わって約５年経ち、さまざまなアウト
ドアスポーツを取材してきて思うこと。それはどんなスポーツ
においても、初心者であっても、
「到底できそうもなかったこと

168㎞を46時間以内に走るなど想像を絶する世界。いったい

が、自分にもできるようになった」という純粋な喜びがあると

どんな超人たちが集まっているのだろうとスタート地点（静

いうことだ。

岡県富士市）に向かうと、芝生の上でのんびり準備をするラン

UTMFのランナーたちの「新しいことに挑戦してみたい」

文／田中瑠子

ナーたちの和やかな様子に面食らった。迫るスタート時間に向

「知らない世界を見てみたい」というポジティブなパワーに触

高校・大学でチアダンス、
チアリーディングに没
頭。アウトドアスポーツ歴はほとんどなし。
「動け

けて緊張感漲る現場なのかと思っていたが、話したランナーた

れ、選ばれし超人たちのレースだと思っていたUTMFが、少し

ちは一様にリラックスしているように見える。
「今年やっと抽

身近なものになった。

選に当たって初参加！」という女性の二人組や「富士山を見な

「できるようになった」という喜びは、人生をちょっとだけ豊

るライターを探していた！」
とOSJに引っ張り上
げられ、今に至る。OSJに関わって挑戦したス
ポーツはボルダリング、
ロードバイク、OWS、
トラ
イアスロン、
カヌー、SUPなどさまざま。
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がら走れるなんて最高！日本大好き！」というアジア各国から

エクストリームシリーズ2018 最終戦

かにする。OSJの取材に出かけると、いつもそう思う。

2002 年に、登山家・岩瀬幹生氏が立ち上げたトランスジャパンアルプスレース（Trans
Japan Alps Race：以下 TJAR）
。
「日本海から日本アルプスを越えて、太平洋までを一気
に駆け抜けたい」と、岩瀬氏とその賛同者 4 人で最初のレースは始まりました。以来、２年
ごとに開催され、参加者・完走者は回を重ねるごとに増えています。
2018 年 8 月 11 日～ 19 日に開催される TJAR2018 には、厳しい参加要件をクリアし、
選考会を突破した 30 名のランナーが参加予定。日本海の富山湾（富山県魚津市・早月
川河口）をスタートし、北アルプス、中央アルプス、南アルプスを越え、太平洋駿河湾（静
岡県静岡市・大浜海岸）
を目指します。その距離およそ415㎞。累計標高差は約 27000ｍ。
交通機関を一切使わず、
自分の足のみで192 時間
（８日間）
以内にゴールできれば完走です。
TJAR の特徴は、限りなく自己完結したスタイルにあります。山岳、気象、装備、危機管理、
体調管理などさまざまな面において、非常に高いレベルの知識と経験が必要となります。トレ
イルランニングというよりも、登山そのもの。危険と隣り合わせであるため、参加にあたっては
次のように厳密な条件が示されています。
参加 １ 過去 70Km 以上のトレイルランニングレースを完走していること
資格 ２ 過去標高 2000 ｍ以上の場所において、10 泊以上の露営経験があること
TJAR 本大会を想定した長時間（コースタイム 20 時間以上）行動後、標高 2000 ｍ以上の場所（北海道は標高 1500 ｍ
以上）において、4 回以上のビバークスタイルでの露営経験があること。
参加
トレイルコースを、コースタイムの 60% 以下のタイムで走りきれる体力と全身持久力を有
※ １日にコースタイム 25 時間以上の山岳
条件
すること。
フルマラソンを 3 時間 20 分以内、あるいは 100km マラソンを 10 時間 30 分以内に完走できる記録を有すること。

ほかにも、山岳保険への加入や TJAR 参加への心得、家族の承諾の有無などさまざま
な条件があります。まさに山と己を知り尽くした者だけが参加できる TJAR。雄大な自然の中、
精神と肉体の限界を超えて挑むレースが、今夏もまた始まります。

ヨーロッパアルプス４大名峰に出会う

330 ㎞の最長レース「トルデジアン」

全長 330㎞、
累計標高差は2 万 4000ｍ、
最高標高 3300ｍを150 時間
（6日と6 時間）
で駆け抜ける、世界最大級のトレイルランニングレース「トルデジアン（Tor des Geants）
」
。
開催地はイタリア・
クールマイヨール近郊。
巨人の旅、
巨人のレースという名前のこのレースには、
「ヨーロッパアルプス 4 大名峰の“巨人たちに出会う旅”
」という意味が込められています。
6 日間かけて巡る山々は、モンテビアンコ／モンブラン（標高 4807m）
、グランパラディーゾ
（4061m）
、モンテローザ（4634m）
、モンテチェルビーノ／マッターホルン（4478m）
。年々
人気が高まる、イタリアの山岳地帯を一周するレースです。
エイ
ドは 48 箇所あり、50㎞毎にシャワーやベッ
ドのある大型のエイ
ドステーションがあります。
ドロップバッグを利用でき、トレイルランの装備で参加できるところも人気の理由の一つ。参
加条件は「20 歳以上」のみで、誰でも抽選に申し込むことができるのです。
2018 年大会は 9 月 9 日～ 15 日に開催され、世界中から、抽選に当たった約 750 人の
トレイルランナーが参加します。トレイルランナーの鏑木毅さんが「2018 年のターゲッ
トレース」
と定めていることでも、注目が集まるトルデジアン。完走率 60％という壮絶な山岳レースをどう
走り抜くのか、期待が高まります。

※ 2017 ～ 2018 年の実績
OSJ freestyle express vol.51
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配布店リスト
店名
北海道
秀岳荘旭川店
スポーツオーソリティ旭川西店
吉田輪業スポーツ商会
スーパースポーツゼビオ旭川永山店
スポーツデポ 旭川永山店
NAC ニセコアドベンチャーセンター
スポーツデポ岩見沢店
スーパースポーツゼビオ釧路店
スポーツデポ釧路店
スポーツオーソリティ札幌平岡店
ラフマ・ミレーストア サッポロファクトリー店
H PLUS サッポロファクトリー店
Helly Hansen 札幌 IKEUCHI 店
好日山荘 サッポロファクトリー店
ティンバーランド IKEUCHI
スーパースポーツゼビオ新さっぽろ店
DE CYCLO PEDALI
THE NORTH FACE サッポロファクトリー店
THE NORTH FACE 札幌池内店
クライミングジム レインボークリフ
サイクル小野サッポロ
秀岳荘 白石店
秀岳荘 本店
スポーツオーソリティ札幌苗穂店
札幌じてんしゃ本舗
Helly Hansen ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄﾘｰ店
ICI 石井スポーツ札幌店
A&F カントリー IKEUCHI 店
A&F カントリー 札幌店
ＩCI 石井スポーツ宮の沢店
H PLUS 札幌 IKEUCHI 店
ニッセンスポーツ
スーパースポーツゼビオアリオ札幌店
スーパースポーツゼビオド－ム札幌月寒店
スポーツデポ光星店
スーパースポーツゼビオ新発寒店
スポーツデポ 宮の沢店
スーパースポーツゼビオ札幌太平店
スポーツデポ 厚別東店
スーパースポーツゼビオ モルエ室蘭中島店
ウエザーステーション小樽店
スポーツスウェッ
ト
スポーツデポ 帯広店
カクイチ・ヴェロ SPORT 大通店
鎌田輪業
スーパースポーツゼビオ帯広いっきゅう店
スーパースポーツゼビオ滝川店
スーパースポーツゼビオ苫小牧柳町店
スポーツオーソリティ苫小牧
自然倶楽部
スーパースポーツゼビオ函館昭和タウンプラザ店
スポーツデポ 北見店
スーパースポーツゼビオ北見店
スポーツデポ大曲店
青森県
スポーツオーソリティつがる柏店
スーパースポーツゼビオ 五所川原エルム
サイクルハウスさいとう
スーパースポーツゼビオ弘前店
スポーツオーソリティ下田店
キィウイ＆ＡＴＣスポーツ
スーパースポーツゼビオ青森中央店
スポーツデポ青森店
グリーンハウス八戸店
スーパースポーツゼビオピアドゥ八戸店
岩手県
ゼビオスポーツ一関店
スポーツデポ 一関中里店
水沢スポーツクラブ
ゼビオスポーツ花巻店
スポーツオーソリティ イオンタウン釜石店
Sea-son（シーズン）
すがのサイクル
スーパースポーツゼビオ紫波店
サイクルミノル
佐々宗輪店中央店
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ盛岡店
スポーツオーソリティ盛岡店
スーパースポーツゼビオ盛岡盛南店
スポーツデポ盛岡南店
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ８
宮城県
スポーツオーソリティ利府店
スポーツオーソリティー石巻店
スーパースポーツゼビオ石巻店
スポーツデポ仙台新港店
スポーツデポ仙台泉店
BIKE SPORTS・・ｉ
ｎｇ
WILD-１仙台泉店
WILD-１仙台東インター店
あしの豆
クライミングジム ビーナッツ
スーパースポーツゼビオザ・モール仙台長町店
スーパースポーツゼビオあすと長町店
スーパースポーツゼビオ仙台泉中央店
スポーツオーソリティ仙台中山店
ベルエキップ
まつもとサイクル
ゆうゆう館
ファンライド シクロヤマグチ
ロゴスショップ 三井アウトレッ
トパーク仙台港店
セントラルウェルネスクラブ北仙台
THE NORTH FACE 仙台店
ティンバーランド クラックス仙台
A&F カントリー 仙台店
ICI 石井スポーツ仙台店
ICI 石井スポーツ仙台泉店
せきサイクルショップ
スーパースポーツゼビオ イオンタウン古川店
スーパースポーツゼビオ名取店
スポーツオーソリティ名取店
秋田県
見留サイクル
ゼビオスポーツ横手店
ＳＨＯＷＡ
スポーツオーソリティ 秋田釜石店
スーパースポーツゼビオ秋田茨島店
スポーツデポ秋田茨島店
ICI 石井スポーツ秋田店
スーパースポーツゼビオイオンモール大曲店
山形県
スポーツデポ山形店
スーパースポーツゼビオ 山形吉原店
じてんしゃ蔵 守三
サイクルランド さいとう
上ノ山自転車
スーパースポーツゼビオ 天童店
マウンテン・ゴリラ
スーパースポーツゼビオ ル・パークみかわ店
スーパースポーツゼビオ米沢店
福島県
CYCLE SHOP YUKI
スーパースポーツゼビオダイエーいわき店
アウトドアショップ ウッディライフ
スーパースポーツゼビオ会津若松町北店
自転車館コバヤシ
スポーツデポ郡山フェスタ店
WILD-１郡山店
スーパースポーツゼビオ郡山西ノ内店
ゼビオスポーツエクスプレス アティ郡山店
スポーツオーソリティイオンタウン郡山店
サトーサイクル
クライミングジム『トレイルロック』
スーパースポーツゼビオ メガステージ須賀川店
スーパースポーツゼビオメガステージ白河店
クライミングジム ロック＆フィ
ドル
スーパースポーツゼビオ福島南バイパス店
スーパースポーツゼビオ 福島矢野目店
ビックフッ
ト
茨城県
ＦＯＲＺＡ
スポーレクライミングジム
ナムチェバザールつくばＱｔ店
スポーツバイクマツナガ
好日山荘 LALA ｶﾞｰﾃﾞﾝつくば店
スーパースポーツゼビオ イーアスつくば店
スポーツオーソリティつくば店
WILD-１イオンモールつくば店
スポーツデポ ひたちなか店
スポーツオーソリティ新ひたちなか店
スポーツオーソリティ下妻店
サイクルショップニルス
スポーツデポ ひたち野うしく店
オンザロード
スポーツデポ イオンタウン守谷店
スポーツオーソリティ水戸オーパ店
WILD-１水戸店
ナムチェバザール水戸店
バンピーパス
フリーメイ
トクライミングジム
B&D 水戸店
スーパースポーツゼビオ水戸店
スポーツオーソリティ水戸内原店
カワサキ乗物デパート
サイクルショップ Flame
スーパースポーツゼビオつくば学園東大通り店
スポーツオーソリティ土浦店
スポーツデポ イオンタウン水戸南店
Ｂ
ｉ
ｃｙｃ
ｌ
ｅＰａ
ｒ
ｋＯ 2
サイクルショップイマイ
スポーツ エス
スーパースポーツゼビオ日立城南店
栃木県
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Shop List

都道府県・所在地

電話

旭川市
旭川市
旭川市
旭川市
旭川市
虻田郡
岩見沢市
釧路郡
釧路郡
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
室蘭市
小樽市
千歳市
帯広市
帯広市
帯広市
帯広市
滝川市
苫小牧市
苫小牧市
函館市
函館市
北見市
北見市
北広島市

0166-61-1930
0166-59-5801
0166-51-0532
0166-46-0717
0166-47-2073
0136-23-2093
0126-20-0150
0154-37-5561
0154-36-8388
011-887-3370
011-219-1477
011-251-2272
011-281-6180
011-522-5513
011-210-0226
011-802-2666
011-532-3232
011-207-4131
011-281-6213
011-817-5001
011-621-0501
011-860-1111
011-726-1235
011-789-6020
011-790-1575
011-207-4132
011-726-2288
011-281-6270
011-207-5045
011-676-8360
011-281-5699
011-231-4636
011-743-9211
011-859-6670
011-721-1565
011-665-5778
011-665-6140
011-771-4501
011-899-3771
0143-41-6333
0134-21-5048
0123-24-7254
0155-47-8150
0155-22-3411
0155-23-7101
0155-38-5220
0125-23-6767
0144-53-5755
0144-52-0588
0138-31-5339
0138-40-0258
0157-24-6980
0157-26-3115
011-377-1477

つがる市
五所川原市
弘前市
弘前市
上北郡
青森市
青森市
青森市
八戸市
八戸市

0173-27-5260
0173-38-6700
0172-32-3780
0172-27-4439
0178-50-5005
017-765-3918
017-762-1755
017-783-4860
0178-24-6242
0178-47-0801

一関市
一関市
奥州市
花巻市
釜石市
宮古市
宮古市
紫波郡紫波町
盛岡市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
八幡平市

0191-25-5270
0191-31-2025
0197-23-4139
0198-23-4272
0193-31-3286
0193-71-2345
0193-62-0766
019-672-1500
019-637-2221
019-622-5595
019-626-2122
019-605-3666
019-656-4666
019-635-7716
0195-78-2897

宮城郡
石巻市
石巻市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
多賀城市
大崎市
名取市
名取市

022-349-1151
0225-92-4031
0225-21-5750
022-258-5556
022-776-3981
022-266-8770
022-371-7611
022-254-8780
022-267-3563
022-216-1015
022-308-9888
022-748-0850
022-371-9139
022-303-2381
022-288-2058
022-243-5454
022-252-9750
022-223-1618
022-388-6342
022-275-8411
022-713-7257
022-224-7748
022-796-9127
022-796-8871
022-725-2567
022-368-9316
0229-27-2356
022-383-1851
022-381-1251

にかほ市
横手市
秋田市
秋田市
秋田市
秋田市
秋田市
大仙市

0184-43-3278
0182-36-2553
018-833-2817
018-892-7531
018-863-8001
018-867-0201
018-892-7291
0187-66-3727

山形市
山形市
山形市
山形市
酒田市
天童市
天童市
東田川郡
米沢市

023-681-2751
023-647-3788
023-645-1888
023-681-0145
0234-22-0921
023-656-8290
023-653-8864
0235-68-0211
0238-24-4682

いわき市
いわき市
会津若松市
会津若松市
会津若松市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
須賀川市
白河市
白河市
福島市
福島市
福島市

0246-25-4993
0246-28-3939
0242-29-3666
0242-22-3839
0242-26-2422
024-958-6401
024-931-5180
024-923-2739
024-927-0866
024-941-7181
024-932-6977
024-934-9710
0248-63-7511
0248-23-4223
0248-23-2011
024-545-3399
024-555-1240
024-545-9505

つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
ひたちなか市
ひたちなか市
下妻市
笠間市
牛久市
守谷市
守谷市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
東茨城郡
日立市
日立市
日立市
日立市

029-851-2108
029-839-5151
029-875-8848
029-879-5815
029-850-1265
029-868-7161
029-839-2091
029-838-5655
029-200-2030
029-264-2003
0296-30-0670
0296-78-9117
029-873-3781
0297-45-4227
0297-46-4700
029-227-2345
029-248-5571
029-231-8848
029-254-8501
029-291-8083
029-227-3767
029-305-5712
029-259-1595
029-821-1147
029-827-3322
029-843-6610
029-835-5013
029-291-1761
0294-54-0022
0294-33-0468
0294-36-1270
0294-26-7181
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店名

都道府県・所在地

電話

店名

都道府県・所在地

電話

店名

都道府県・所在地

電話

WILD-１宇都宮駅東店
アンタレスじてんしゃの杜
ロストキャニオン
ＳＵＮＣＵＬ
関東自転車
サイクルショップ ワダ
ツナカワサイクル
The North Face ＋ IPS スタジアム店
The North Face/Helly Hansen 福田屋宇都宮店
好日山荘 宇都宮パルコ店
B&D 宇都宮店
ティンバーランド 福田屋宇都宮
ゼビオスポーツ エクスプレス ララスクエア宇都宮店
スーパースポーツゼビオ宇都宮石井店
スーパースポーツゼビオ宇都宮細谷店
スポーツデポベルモール宇都宮店
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ宇都宮今泉店
サイクルショップ FUN
油屋サイクル
スポーツオーソリティ佐野新都市店
WILD-１小山店
スーパースポーツゼビオ小山店
スポーツデポ ハーヴェストウォーク小山店
スーパースポーツゼビオ足利店
スポーツデポ アシコタウン足利店
スポーツデポベルモール栃木店
WILD-１西那須野店
宮塚英也スポーツ研究所
ロゴスショップ 那須ガーデンアウトレッ
ト店
くろいそ運動場
ハイディア BIKEショップ
LUNETTES
Nature Planet
群馬県
POWER-KIDS 伊勢崎店
WILD-１伊勢崎店
山とスキーの店石井ドリームボックス
ヒマラヤ伊勢崎店
スーパースポーツゼビオ スマーク伊勢崎店
ベースキャンプ
ヒマラヤ マーケッ
トシティ桐生店
WILD-１高崎店
CYCLE YOSHIDA 高崎店
B&D 高崎店
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ高崎前橋店
ヒマラヤ高崎店
スポーツデポ高崎店
POWER-KIDS 高崎店
ウォールストリート
スポーツデポガーデン前橋店
ティップネス太田
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ太田店
スポーツオーソリティ太田店
スポーツデポ パワーモールおおた店
スポーツデポ 前橋吉岡店
カッパクラブ
埼玉県
好日山荘浦和パルコ店
エナジークライミングジム
スポーツバイクファクトリー北浦和スズキ
スポーツオーソリティ与野店
スポーツオーソリティ浦和美園店
スーパースポーツゼビオさいたま新都心コクーンシティ店
スーパースポーツゼビオ ビバモールさいたま新都心店
B&D 大宮店
ヴィクトリア大宮店
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ大宮店
B&D 浦和パルコ店
ワイズロード大宮店
好日山荘大宮店
WILD-１ふじみ野店
サイクルファクトリーアライ
スポーツオーソリティ羽生店
ミストラルクライミングジム
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
スポーツオーソリティ越谷レイクタウン店
B&D 越谷店
ICI 石井スポーツ越谷レイクタウン店
ワイズロード越谷店
シクロタカハシ
スーパースポーツゼビオアリオ鷲宮店
ティップネス久喜
スポーツオーソリティ狭山店
スポーツオーソリティ熊谷店
B&D 熊谷店
POWER-KIDS 熊谷店
パワーズ さいたま店
スポーツオーソリティ北戸田店
スポーツデポ 行田持田インター店
サイクルワークス オオタキ
ワイズロード志木店
ヒマラヤ ウニクス上里店
スポーツオーソリティ春日部店
B&D 春日部店
B&D 所沢店
ヴィクトリア所沢店
ヒマラヤスポーツアベニュー上尾店
スーパースポーツゼビオアリオ上尾店
B&D 上尾店
ヒマラヤ新座店
スポーツオーソリティ川越南古谷店
レーシングスポーツフジタ
B&D 川越店
ICI 石井スポーツ川越店
over-do
Ｋａｎ
ｉ
ｙａ・スポーツグラスセクション
スポーツオーソリティ川口店
ティップネス川口
ティップネス草加
スポーツ館カネコイングス
スーパースポーツゼビオ ピオニウォーク東松山店
ヒマラヤ モラージュ菖蒲店
WILD-１入間店
A&F カントリーアウトレット三井アウトレットパーク入間店
スポーツデポ入間下藤沢
ティップネス武蔵藤沢
ワイズロード入間店
ひだまり山荘飯能店
サイクルハウスＭＩ
ＫＡＭＩ
ティンバーランド ららぽーと富士見
スーパースポーツゼビオ埼玉ららぽーと富士見店
cicli HIDE
スポーツデポ北本店
じてんしゃ村 17 号店
スーパースポーツゼビオ蕨錦町店
千葉県
スポーツデポ千葉ニュータウン店
ヒマラヤイオンモール千葉ニュータウン店
WILD-1 印西ビッグホップ店
スーパースポーツゼビオ新浦安店
ZEN
カレントスタジオ
サイクルスポーツ京都
タキサイクル
スポーツオーソリティイオンタウンユーカリが丘店
サイクルショップりんぐ
スポーツデポ 市原五井店
ヒマラヤユニモちはら台
スポーツデポショップス市川店
ティップネス南行徳
ＹＯＳＨ
Ｉ
Ｋ
Ｉ
＆Ｐ２
B&D 津田沼店
スポーツオーソリティ津田沼店
スポーツデポ新習志野駅前店
スポーツオーソリティ松戸店
好日山荘 伊勢丹松戸店
B&D 松戸店
ヴィクトリア松戸八柱店店
スポーツオーソリティホンベルタ成田店
スポーツオーソリティ成田店
スーパースポーツゼビオ成田店
スポーツデポ成田美郷台店
ヴィクトリアおゆみ野店
ティップネス蘇我
A&F カントリー三井アウトレッ
トパーク幕張店
B&D 千葉店
サイクルハウス ジロ
サイクルショップ ミズタニ
スポーツオーソリティ幕張新都心店
スーパースポーツゼビオ千葉美浜ニューポート店
スーパースポーツゼビオアリオ蘇我店
スポーツデポ ワンズモール千葉長沼店
好日山荘千葉パルコ店
船橋ロッキー
ティップネス船橋
好日山荘 ららぽーとTOKYO-BAY 店
スポーツオーソリティ船橋店
ヒマラヤ船橋習志野店
スーパースポーツゼビオららぽーとイースト店
ワイズロード船橋店
日本エアロビクスセンター
オッティモ
B&D 柏店
スーパースポーツゼビオかしわ沼南 WOOWCITY 店
スーパースポーツゼビオモラージュ柏店
スポーツデポ 柏沼南店
ティンバーランド セブンパークアリオ柏
スポーツオーソリティ八千代緑が丘店
Climbing Spot Eight
スーパースポーツゼビオフルルガーデン八千代店
スポーツデポ 茂原店
カヤギサイクル
スポーツオーソリティ木更津店
スポーツデポ 木更津金田店

宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
佐野市
佐野市
佐野市
小山市
小山市
小山市
足利市
足利市
栃木市
那須塩原市
那須塩原市
那須塩原市
那須塩原市
那須塩原市
那須塩原市
日光市

028-633-1182
028-689-0195
028-653-5454
028-600-8266
028-637-1521
028-633-0039
028-633-4082
028-657-6167
028-650-2364
028-678-2940
028-650-0730
028-621-4941
028-616-1851
028-689-0045
028-643-6011
028-689-7401
028-639-9650
0283-24-5516
0283-22-1411
0283-27-2461
0285-27-8400
0285-28-3261
0285-24-8101
0284-73-7141
0284-41-5551
0283-23-7003
0287-37-8811
0287-74-3134
0287-67-2252
0287-60-1113
0287-64-4671
0287-74-2405
0288-78-1177

野田市
野田市
野田市
銚子市
流山市
流山市
流山市

04-7124-6491
04-7126-1170
04-7128-1101
0479-20-5611
04-7158-3196
04-7150-7311
0471-78-2511

伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
桐生市
桐生市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
前橋市
前橋市
太田市
太田市
太田市
太田市
北群馬郡
利根郡

0270-23-9080
0270-20-7171
0270-21-8025
0270-22-3300
0270-30-7800
0277-44-7324
0277-70-6300
027-363-7511
027-363-8161
027-327-8363
027-361-4050
027-365-4801
027-363-2221
027-387-0098
027-252-8863
027-267-0660
0276-60-2651
0276-30-6070
0276-47-8230
0276-46-8825
0279-54-1611
0278-72-1372

印西市
印西市
印西市
浦安市
鴨川市
君津市
君津市
佐倉市
佐倉市
四街道市
市原市
市原市
市川市
市川市
習志野市
習志野市
習志野市
習志野市
松戸市
松戸市
松戸市
松戸市
成田市
成田市
成田市
成田市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
長生郡
柏市
柏市
柏市
柏市
柏市
柏市
八千代市
八千代市
八千代市
茂原市
木更津市
木更津市
木更津市

0476-47-4661
0476-48-1200
0476-40-6112
047-316-8111
04-7092-0478
0439-37-3738
0439-52-2256
043-461-7756
043-460-0525
043-424-0291
0436-22-2311
0436-76-0010
047-393-5281
047-307-6231
047-470-8090
047-478-7802
047-403-2111
047-453-0522
047-374-5011
047-710-3552
047-367-4451
047-389-8971
0476-20-6001
0476-23-8811
0476-20-2155
0476-24-5411
043-226-9901
043-209-5121
043-275-6661
043-202-2050
043-239-7370
043-271-6544
043-296-1710
043-203-1061
043-209-2777
043-216-1650
043-301-2380
0474-31-4946
047-425-7333
047-402-2590
047-437-6488
047-403-1333
047-410-1131
047-402-6681
0475-35-3333
04-7134-7612
04-7164-7272
04-7160-6200
04-7137-6033
04-7192-3671
04-7193-6888
047-480-0121
047-407-0158
047-405-6820
0475-22-0250
0438-22-3169
0438-30-7081
0438-41-6715

042-379-8775
042-554-0511
048-990-1155
03-3602-2085
03-5654-3531
03-5672-1740
03-3651-4085
03-3659-2283
03-3657-5859
03-5659-0808
03-5679-5830
03-5605-1610
03-5664-3901
03-5612-5047
03-5675-6801
03-3634-0730
03-3641-3091
03-3638-6565
03-5617-6450
03-6219-6181
03-5617-3531
03-5677-0721
03-5545-1525
03-3423-0094
03-3440-3307
03-5474-1283
03-5474-3531
03-3599-5311
03-6228-0135
042-321-4747
042-322-8133
042-329-5055
042-329-1511
0422-72-8581
03-3797-4817
03-3406-8778
03-3770-7885
03-5466-9278
03-3770-7887
03-3478-4888
03-3405-9614
03-3461-0373
03-3475-7105
03-5411-2522
03-5469-3239
03-3461-2272
03-5489-0052
03-6439-1511
03-6434-1452
03-3770-3531
03-6755-5024
03-5485-7357
03-5467-7271
03-3477-3347
042-545-7701
042-519-6380
042-519-2761
03-3356-2536
03-3353-0584
03-3232-1121
03-6380-1515
03-3353-6197
03-3952-7117
03-3346-0301
03-3368-3531
03-3355-0821
03-3354-8311
03-3209-0750
03-3354-3420
03-3342-1111
03-3354-8951
03-5937-0501
03-6273-1255
03-5291-9830
03-5312-9550
03-3350-1288
03-3311-8930
03-3399-3659
03-3391-3101
03-6454-0404
03-3399-3233
03-6750-9155
03-3301-7667
03-3700-2550
03-3421-7184
03-3705-2345
03-3429-4177
03-3411-4702
03-3487-3531
03-5355-3671
03-5761-3371
03-6662-8530
03-5790-2600
03-3426-5954
03-5433-1171
03-5717-3110
042-588-8735
042-450-0808
042-438-8840
0428-24-8661
0428-78-8472
0428-74-9235
03-3291-7796
03-6272-4022
03-3233-3555
03-3253-1431
03-3262-0432
03-3262-0581
03-3262-0731
03-3262-0433
03-3262-0583
03-3295-2955
03-5218-0031
03-3295-0622
03-5212-1981
03-6412-9447
03-3233-1861
03-3219-2801
03-3233-3555
03-3295-3215
03-5220-3580
03-5697-3900
03-3881-3982
03-5673-5771
03-5244-1757
03-3870-7980
042-311-2818
042-357-3451
03-3836-1661
03-3833-8636
03-3836-5561
03-3836-6168
03-3843-4484
03-5806-1560
03-3836-6168
03-3839-7939
03-5711-1821
03-5732-0840
03-3733-3911
03-5713-8812
03-6228-5018
03-5144-8254
03-3383-3531
042-850-5633
042-729-2137
042-722-3531
042-798-0977
042-729-4005
042-724-9199
042-723-0603
042-797-2849
042-710-8790
042-739-7017
042-798-6286
042-426-8055
042-483-0820
042-489-1711
042-490-1180
042-497-4101
042-516-9455
042-669-6061
042-670-7550
042-667-3291
042-628-7801
042-686-3701
042-660-5307
042-318-2240
042-675-2020
042-649-3261
042-677-0251
03-5392-4545
03-3441-3531
03-3784-6970
03-5715-8300
042-352-3308
042-358-3517

042-365-3760
042-590-1041
0422-28-7788
0422-40-5581
0422-23-7740
0422-43-3531
0422-20-7566
0422-23-6701
0422-70-5361
0422-27-1231
03-5802-2273
03-5992-2255
03-5960-3722
03-5985-0831
03-5949-5949
03-3984-4211
03-3956-4314
03-5985-0831
03-5957-3811
070-1547-7375
03-5958-4315
03-5992-4070
03-5939-4940
03-3623-0382
03-5625-4380
03-5610-8670
03-3725-8172
03-5722-6541
03-3791-1551
03-5720-1677
03-5731-8686
03-5436-2755
03-5731-9520
080-4900-3441
042-528-2556
042-521-5475
042-540-4801
042-512-8134
042-522-6632
042-512-5755
042-540-7180
03-5998-2001
03-3559-3711
03-3925-1811
03-3991-3686
03-5946-1251
03-5946-1351

048-764-9701
048-838-1850
048-883-7077
048-851-6920
048-812-1564
048-650-7455
048-815-8000
048-641-5335
048-622-1731
048-641-5707
048-611-8455
048-650-8750
048-783-2710
049-269-6863
049-261-4623
048-560-1113
048-970-6334
048-990-3391
048-990-1340
048-988-6571
048-990-3316
048-967-5041
0480-21-0327
0480-57-1056
0480-26-1533
0429-00-0361
048-527-5855
048-599-0622
048-698-4650
048-449-7130
048-449-5179
048-553-6301
048-577-5377
048-471-0069
0495-35-0180
048-718-0131
048-761-6637
042-996-3556
04-2998-4649
048-778-1122
048-780-1220
048-778-1122
048-480-4155
049-230-3671
049-224-3446
049-246-2761
049-226-6751
049-293-3643
049-222-0509
048-263-5160
048-242-0381
048-929-1231
048-464-1188
0493-31-0075
0480-87-2025
04-2960-3131
04-2902-5062
04-2966-6071
04-2901-1800
04-2937-4011
042-974-1988
042-974-4490
049-255-6001
049-275-1315
048-592-2011
048-543-7551
0495-24-6450
048-447-8123

稲城市
羽村市
越谷市
葛飾区
葛飾区
葛飾区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
港区
港区
港区
港区
港区
港区
荒川区
国分寺市
国分寺市
国分寺市
国分寺市
三鷹市
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
昭島市
昭島市
昭島市
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
西多摩郡
西東京市
西東京市
青梅市
青梅市
青梅市
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
多摩市
多摩市
台東区
台東区
台東区
台東区
台東区
台東区
台東区
台東区
大田区
大田区
大田区
大田区
中央区
中央区
中野区
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
調布市
調布市
調布市
調布市
東久留米市
東大和市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
板橋区
品川区
品川区
品川区
府中市
府中市

スポーツデポ 府中四谷店
ヴィクトリアｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山店
オッシュマンズ吉祥寺店
B&D 吉祥寺店
ICI 石井スポーツ吉祥寺店
ティップネス吉祥寺
OMINO WAYS
L-Breath 吉祥寺店
ゼビオスポーツエクスプレス丸井吉祥寺店
アートスポーツ 吉祥寺店
T-WALL 江戸川橋店
ティップネス池袋
A&F カントリー 池袋マルイ店
ヴィクトリア池袋西口店
ひだまり山荘池袋店
池袋秀山荘
Ｍ．Ｄ．Ｓ
L-Breath 池袋西口店
ヴィクトリアスポーツモール池袋東口店
ティンバーランド 東武百貨店池袋店
好日山荘池袋西口店
ワイズロード池袋店
スポーツオーソリティビーンズ赤羽店
寺田商会
B&D 錦糸町店
スーパースポーツゼビオ オリナス錦糸町店
ＳＯＳ自由が丘店
Protech 中目黒店
Ｓｕｐｅ
ｒＮＯＶＡ
バンブーシュート
ブルーアース 21 都立大
タクトスキーラボ
ジャイアントストア目黒通り
スポージアム碑文谷
B&D 立川店
ティンバーランド ららぽーと立川立飛
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ立川店
トライアスロンショップ鉄人
なるしまフレンド立川店
好日山荘 立川店
スーパースポーツゼビオららぽーと立川立飛店
ヴィクトリア光が丘店
ティップネス東武練馬
ティップネス大泉学園
プロショップタカムラ製作所
ティップネス氷川台
ティップネス練馬
神奈川県
コア アウトフィッターズ
湘南シーカヤックアイランド
好日山荘さいかや横須賀店
シャロウ・リーフ WSF
スーパースポーツゼビオ ヴィスポ横須賀店
スポーツオーソリティ港南センター南店アウトドアスタイル
スポーツオーソリティ港 MARK IS みなとみらい店
カモシカスポーツ山の店・横浜店
サウスウィンド
セカンドウィンド
好日山荘横浜西口店
相模サイクル
Ｂ
ｉ
ｋｅＳｈｏｐＲＵＮ
クライミングジムＢ
Ｉ
ＧＲＯＣＫ
The North Faceららぽーと横浜店
バイクプラス港北
Helly Hansen 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ横浜ﾍﾞｲｻｲﾄ店
GALLERY・２ 港南台バーズ店
GALLERY・２ 港北店
L-Breath 横浜ワールドポーターズ店
L-Breathトレッサ横浜店
エヌズネクサス
B&D あざみ野店
B&D 横浜桜木町店
ヒマラヤサクラス戸塚店
ヴィクトリアオーロラモール東戸塚店
ティップネス鴨居
ティップネス横浜
ティップネス戸塚
ティップネス二俣川
A&F カントリー マルイシティ横浜店
A&F カントリー モザイクモール港北店
A&F カントリー 港北センター南店
B&D 店青葉台店
ICI 石井スポーツ横浜店
ティンバーランド MARK IS みなとみらい店
ティンバーランド 東急たまプラーザ
ティンバーランド 京急百貨店上大岡店
ティンバーランド モザイクモール港北店
スポーツオーソリティ港北ニュータウン店
スポーツオーソリティ上大岡店
スーパースポーツゼビオららぽーと横浜店
スーパースポーツゼビオ港北ノースポート・モール店
スーパースポーツゼビオトレッサ横浜店
スーパースポーツゼビオ横浜みなとみらいクイーンズイースト店
スポーツデポ 港北みなも店
ワイズロード横浜店
GALLERY・２ 海老名店
A&F カントリー ららぽーと海老名店
カトーカヌーイングスクール
OSJ 湘南クラブハウス
B&D 店大船店
ワイズロード茅ヶ崎
WILD-１厚木店
B&D 本厚木店
スポーツデポ 厚木下荻野店
しーかやっくうみうし
葉山シークラブ
パドリングウルフ
モーターワークスカンパニー
スポーツデポ 小田原店
スポーツオーソリティ秦野店
セントラルフィッ
トネスクラブ溝ノ口
B&D 川崎店
ティップネス宮崎台
ティップネス新百合ヶ丘
The North Face ラゾーナ川崎店
bike room sin
好日山荘 川崎ダイス店
スーパースポーツゼビオ川崎ルフロン店
ティップネス宮前平
A&F カントリー マルイファミリー溝口店
B&D 武蔵小杉店
スポーツデポ川崎店
スポーツオーソリティ西橋本店
クライミングパークストーンマジック
ちばサイクル コンセプトストア
スーパースポーツゼビオ アリオ橋本店
スポーツデポ 相模原店
スポーツオーソリティつきみ野店
クライミングジム NOSE
クライミングジム ジェイウォール
好日山荘さいや屋藤沢店
ヴィクトリア湘南台店
ティンバーランド テラスモール湘南
ティップネス藤沢
B&D 藤沢北口店
関水スポーツ
スーパースポーツゼビオ テラスモール湘南店
スポーツデポ 平塚田村店
スーパースポーツゼビオ ららぽーと湘南平塚店
新潟県
スポーツデポ 燕三条店
スーパースポーツゼビオ燕三条店
スポーツサイクルショップ サカモト
ウエスト三条店
スポーツデポ上越店
スーパースポーツゼビオ上越店
ステップスポーツ新潟店
スポーツデポ 新潟黒埼インター店
THE NORTH FACE 新潟ビルボードプレイス店
アウトスポッ
トマーキー
スポーツデポ新潟河渡店
スーパースポーツゼビオ アピタ新潟西店
クライミングジム ＣＡＭＰ４
スーパースポーツゼビオ新潟桜木Ｉ
Ｃ店
スーパースポーツゼビオ新潟亀田店
ゼビオスポーツ エクスプレス新潟駅店
好日山荘新潟亀田店
フィッツロイ
スポーツオーソリティ新潟南店
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ新潟店
スーパースポーツゼビオ新発田店
サイクルショップ２７
ポッポ自転車店
スポーツデポ 長岡古正寺店
スーパースポーツゼビオ長岡店
スーパースポーツゼビオ長岡リバーサイド千秋店
ヒマラヤ長岡店
ヒマラヤスポーツ長岡店別館
パーマーク
ICI 石井スポーツ長岡店
ヒマラヤ柏崎店
富山県
スポーツサイクル フタツカ
スポーツオーソリティ高岡店
スポーツオーソリティとなみ店
BRIDLER
スポーツデポファボーレ婦中店
スーパースポーツゼビオ富山蜷川店
スーパースポーツゼビオアピタ富山東店
好日山荘マリエ富山店
チロル
石川県
スポーツオーソリティかほく店
ヒマラヤイオンモールかほく店

府中市
武蔵村山市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
文京区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
北区
墨田区
墨田区
墨田区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
練馬区
練馬区
練馬区
練馬区
練馬区
練馬区

さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
ふじみ野市
ふじみ野市
羽生市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
久喜市
久喜市
久喜市
狭山市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
戸田市
戸田市
行田市
行田市
志木市
児玉郡
春日部市
春日部市
所沢市
所沢市
上尾市
上尾市
上尾市
新座市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川口市
川口市
草加市
朝霞市
東松山市
南埼玉郡
入間市
入間市
入間市
入間市
入間市
飯能市
飯能市
富士見市
富士見市
北本市
北本市
本庄市
蕨市

輪工房
スポーツオーソリティ野田店
スポーツデポ 野田船形店
スーパースポーツゼビオ イオンモール銚子店
Sports Cycle Shop Swacchi
スポーツデポ 南流山店
スーパースポーツゼビオ 流山おおたかの森 S･C 店
東京都
BACK UP
ヴィクトリア羽村店
WILD-１越谷レイクタウン店
Wood Heart Sports
ティップネス新小岩
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ葛飾奥戸店
サイクルステーションハヤシ
ＣＹＣＬＥＳＨＯＰＯＨＴＡ
Ｋ
ｉ
ｙｏ Ｍｉ
ＹＡＺＡＷＡ
クライミングジム ROCKLANDS
スポーツオーソリティ葛西店
ティップネス西葛西
ティップネス瑞江
ティップネス小岩
スーパースポーツゼビオ葛西店
T-WALL 錦糸町店
走輪舎
りんりん大島
ヒマラヤ 木場店
スーパースポーツゼビオ豊洲店
ティップネス木場
スポーツデポ 南砂町スナモ店
ワイズロード・赤坂
Protech 六本木店
Protech 白金高輪店
ティンバーランド 青山
ティップネス六本木
WILD-1 デックス東京ビーチ店
クライミングジム「ライノ＆バード」
アワーズ
ランナウト
A&F カントリー 国分寺マルイ店
ティップネス国分寺
ヴィクトリア三鷹店
AIGLE 渋谷本店
Ｊ＆Ｓ恵比寿店
OD BOX 渋谷店
THE NORTH FACE 原宿店
アートスポーツ渋谷店
オッシュマンズ原宿店
なるしまフレンド神宮店
ファンクションジャンクション
nor・buling・kha
HAGLOFS STORE
ミレーストア東京
H PLUS EBISU
ATHLONIA
ICI 石井スポーツ原宿山専
A&F カントリー 渋谷ヒカリエ ShinQs 店
TIP.X TOKYO 渋谷
TAILWIND
GREGORY TOKYO STORE
B&D 渋谷店
ティンバーランド 東急渋谷本店
スポーツデポ 昭島店
A&F カントリー 昭島アウトドアヴィレッジ店
POWER-KIDS 昭島店
ワイズロード・新宿カスタム
オッシュマンズ新宿店
カモシカスポーツ山の店・本店
好日山荘 アウトレッ
ト新宿東口店
山の店デナリ
カラファテ
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ新宿西口店
TIP.X TOKYO 新宿
ティンバーランド 伊勢丹新宿 PC4
ヴィクトリア新宿店
A&F カントリー 新宿本店
GALLERY・２ 新宿アドホック店
ハルクスポーツ
L-Breath 新宿店
エスカラード クライミングジム
アートスポーツ 新宿東口ビックロ店
ティップネス 東新宿
ICI 石井山専新宿東口ビックロ店
ワイズロード新宿本館
フレンド商会阿佐ヶ谷本店
フレンド商会善福寺店
マウントフレンド
メイストーム
シクロオオノ
B-PUMP 荻窪店
ティップネス下井草
好日山荘玉川ガーデンアイランド店
小川輪業
Ｂ
Ｉ
ＫＥ＆Ｈ
Ｉ
ＫＥ
サイクリングショップツバサ
ＴｈｅＴ
ｒ
ａ
ｉｌ
Ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｅ
ティップネス下北沢
ティップネス明大前
ティップネス喜多見
BEX ISOYA 成城
スポーツコンビニ
上用賀テニスクラブ
ティップネス三軒茶屋
ワイズロード二子玉川店
スーパースポーツゼビオイオンモール日の出店
ティップネス田無
B&D ひばりヶ丘店
SATOH SPORTS
宿坊 駒鳥山荘
2nd hand outdoorgear store maunga
アキバスポーツ「フィールドランド」
Lifeblood 鍼灸マッサージ院
L-Breath 御茶ノ水店
ニッピン秋葉原店
さかいやスポーツ ウエア館
さかいやスポーツ パタゴニア & ロック館
さかいやスポーツ モンベルルーム
さかいやスポーツ シューズ館
さかいやスポーツ エコープラザ
ヴィクトリア本店
ティップネス・丸の内スタイル
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ登山本店
SEV スポーツショールーム
ワイズロード・御茶の水
WARDROBE
viento
L-Breath 御茶ノ水店
ICI 石井スポーツ神田本館
ICI 石井スポーツ大丸東京店
ヴィクトリア加平インター店
フィッテ
ティップネス綾瀬
A&F カントリー 北千住マルイ店
ティンバーランド 北千住マルイ
バイクプラス多摩センター
スポーツオーソリティ多摩センター店
アートスポーツ ＡＮＮＥＸ店
アートスポーツ本店
B&D 上野店
上野Ｃ
ｌ
ａｓ
ｓ
ｉ
ｃ
ＣＹＣＬＥＳ・ＹＯＫＯＯ
B&D 浅草 ROX・3G 店
ワイズロード上野本館
ワイズロード上野アサゾー店
ヴィクトリア蒲田店
ワイズロード環八・R1 号
ラヴィセントラルフィッ
トネスクラブ蒲田
ティップネス蒲田
好日山荘銀座店
バイシクルセオ晴海店
ティップネス中野
R＆T マウンテンプロショップ
B&D 町田店
ティップネス町田
YOU CAN 多摩境
たかだフレンド
H PLUS MACHIDA
ランドローバー町田
ジュエ インドアテニスクラブ
ヴィクトリア町田東急ツインズ店
好日山荘町田店
スーパースポーツゼビオ多摩境店
好日山荘調布パルコ店
ティップネス国領
B&D 調布店
スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店
好日山荘 イオンモール東久留米店
ワイズロード東大和店
スーパースポーツゼビオ イーアス高尾店
WILD-１多摩ニュータウン店
ヴィクトリアめじろ台店
B&D 八王子店
ヴィクトリアセレオ八王子店
YOU CAN 八王子
㈱サンダンスアウトドアーズ
The North Face 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ多摩南大沢店
オフハウス八王子大和田店スポーツ館
スポーツデポ ぐりーんうぉーく多摩店
セントラルフィッ
トネスクラブ西台店
ティップネス五反田
サイクルショップセキヤ
スポージアム品川シーサイド店
ワイズロード・府中多摩川
スポーツオーソリティ府中店

横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
海老名市
海老名市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
茅ヶ崎市
厚木市
厚木市
厚木市
三浦郡
三浦郡
三浦市
三浦市
小田原市
秦野市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
大和市
津久井郡
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
平塚市
平塚市

046-858-0180
046-855-0535
046-854-5501
046-849-2334
046-828-6239
045-949-5461
045-227-2581
045-212-2044
045-222-1322
045-502-0326
045-317-1049
045-364-3733
045-313-6114
050-3344-7143
045-414-2364
045-914-5906
045-770-5326
045-831-1586
045-910-0635
045-222-2621
045-533-5171
045-241-3575
045-909-6058
045-663-3345
045-869-5811
045-828-2425
045-938-4761
045-328-3610
045-866-2251
045-360-3531
045-450-4839
045-914-2106
045-507-8823
045-985-8270
045-651-3681
045-681-2205
045-903-3434
045-848-7215
045-914-2104
045-947-1333
045-882-0600
045-929-3277
045-910-0555
045-533-3351
045-650-1680
045-594-0015
045-342-4587
046-292-2225
046-206-6750
0467-45-4929
0467-61-2235
0467-42-4107
0467-84-1555
046-297-1177
046-225-7998
046-241-9181
046-876-2291
046-854-4733
046-880-0930
046-881-0448
0465-49-0620
0463-85-3880
044-813-4455
044-520-1313
044-856-0028
044-969-1811
044-874-8350
044-814-2933
044-272-7717
044-223-1630
044-862-7380
044-813-3318
044-744-2121
044-366-0980
042-700-0720
042-704-2340
042-715-2007
042-775-6021
042-774-2720
046-278-0068
042-782-1720
0466-44-0777
0466-24-1977
0466-42-4493
048-988-7997
0466-25-6262
0466-23-2817
0466-26-7731
0466-38-3150
0463-53-1101
0463-25-0058

三条市
三条市
三条市
三条市
上越市
上越市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新発田市
新発田市
長岡京市
長岡市
長岡市
長岡市
長岡市
長岡市
長岡市
長岡市
柏崎市

0256-35-3222
0256-33-8278
0256-32-5348
0256-35-8228
025-545-6270
0255-44-5439
025-246-4192
025-377-7725
025-290-3501
025-244-6237
025-275-2170
025-201-1066
025-270-8455
025-241-7361
025-383-3939
025-240-0511
025-378-5123
025-284-2125
025-383-5825
025-241-5134
0254-27-1833
0254-26-7427
075-240-2525
0258-29-6500
0258-27-5539
0258-20-5571
0258-28-4486
0258-25-8818
0258-37-1200
0258-89-6901
0257-21-8320

高岡市
高岡市
砺波市
富山市
富山市
富山市
富山市
富山市
富山市

0766-22-2398
0766-27-2485
0763-32-7190
076-422-4225
076-465-1930
076-429-8744
076-452-3355
076-471-7005
076-441-6519

かほく市
かほく市

076-289-2312
076-288-3183

店名

都道府県・所在地

電話

店名

都道府県・所在地

電話

店名

都道府県・所在地

電話

店名

都道府県・所在地

電話

スポーツデポ 金沢大桑店
スポーツデポ金沢鞍月店
スーパースポーツゼビオ アピタタウン金沢ベイ店
フィッ
トネスクラブ エイム ムーンフォート
好日山荘金沢西インター大通り店
スポーツオーソリティ新小松店
ウィルワークス
ヴィテンののいち
スーパースポーツゼビオフェアモール松任店
スポーツオーソリティ松任店
福井県
ヒマラヤ越前店
サイクルスポーツショップ STEP-1
BYCYCLE SHOP ついんず
スキージャム勝山
スポーツデポ福井大和田店
スーパースポーツゼビオフェアモール福井大和田店
ロックスケイプ
好日山荘福井北四ツ居店
山梨県
アウティングプロダクツ エルク
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ甲府店
スポーツデポ 甲府店
スポーツデポ 甲府昭和インター店
モンテラック
スポーツデポ フォレストモール富士河口湖店
長野県
A&F カントリー 安曇野店
Kei's ファクトリー
三沢自転車商会
ペンション カントリーワーク
スーパースポーツゼビオ佐久平店
スポーツデポ 佐久北インター店
カモシカスポーツ山の店 松本店
サニーサイ
ト
じてんしゃのみせ 道 [ タオ ]
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ松本店
好日山荘 松本パルコ店
スーパースポーツゼビオ松本芳川店
スポーツデポ南松本店
スーパースポーツゼビオ アリオ上田店
チノサイクル
スーパースポーツゼビオ諏訪店
信州トレイルマウンテン
小鳥の森
森の宿めるへん
クライミングセンター ARTWALL
Ｉ
Ｃ
Ｉ石井スポーツ長野店
クライミングジム ＨＡＮＧ ＤＯＧ
スーパースポーツゼビオ長野南高田店
スポーツデポ長野店
Helly Hansen 松本 iCITY21 店
まだらお高原「山の家」
なべくら高原「森の家」
スーパースポーツゼビオ飯田鼎店
GOOD COLOR
（有）白馬ヤマトヤ
H PLUS HAKUBA
好日山荘 白馬店
The North Face アウトレッ
ト軽井沢店
岐阜県
TOMOS
ヒマラヤ ラスパ御嵩店
好日山荘 イオンモール各務ヶ原店
オギウエサイクル
各務原インター店
スポーツオーソリティ各務原店
ティンバーランド イオンモール各務原店
ヒマラヤスポーツマーゴ関店
楽山荘
ヒマラヤ本館
スポーツデポ岐阜県庁前店
スーパースポーツゼビオ カラフルタウン岐阜店
BIKES KUROSAWA
スポーツオーソリティ岐阜マーサ２１店
KONG
高山シーズン館
ヒマラヤ高山店
BIKE EIGHT
ヒマラヤ 多治見店
スポーツオーソリティ大垣南店
スポーツオーソリティイオンタウン大垣店
ヒマラヤ大垣店
ヒマラヤクロスガーデン中津川店
Helly Hansen 土岐プレミアムアウトレッ
ト店
ヒマラヤモレラ岐阜店
静岡県
ホテルラフォーレ修善寺 スポーツセンター
カヤックリゾート南伊豆ワンダフルワールド
西伊豆コースタルカヤックス
サイクルランド ちゃりんこ
The North Face 御殿場プレミアムアウトレッ
ト店
ＣＹＣＬＥ Ｋ
Ｉ
ＤＳ
SWEN 三島店
SPOPIAシラトリ黄瀬川店
スポーツデポ沼津店
BICI OKADAMAN
石川サイクル
サイクルスポーツ館シントミ
SWEN 清水店
スポーツショップ アラジン清水店
スポーツショップ アラジン静岡店
スポーツデポ マークイズ静岡店
好日山荘静岡パルコ店
ヒマラヤアピタ島田店
ティップネス藤枝
クリークサウンド
スーパースポーツゼビオららぽーと磐田店
スポーツデポ イオンタウン磐田店
イチヤサイクルセンター
シクロサロンとつか
スクエアクライミングセンター浜松店
ロッジ浜松
サイクルポップ
SWEN 浜松店
SWEN 浜松市野店
スポーツオーソリティ浜松志都呂店
スーパースポーツゼビオ浜松宮竹店
スポーツデポ プレ葉ウォーク浜北店
ヒマラヤイオンモール浜松市野店
ティップネス浜松葵東
好日山荘浜松メイワン店
ATC STORE
SWEN 富士店
スポーツデポ 富士南店
愛知県
ＦｕｎＢ
ｉ
ｋｅｓＫＡＺＥ
スーパースポーツゼビオザ・モール安城店
LEGGERO
山の店「ポカラ」
サイクルショップポパイ
スポーツデポ 一宮店
スポーツオーソリティ木曽川店
ヒマラヤ アピタ稲沢店
サイクルギャラリーとらいあんぐる
ヒマラヤ岡崎店
スーパースポーツゼビオ岡崎インター店
スポーツオーソリティ岡崎店
サイクルプロショップ りんきち
スポーツデポ 蟹江店
ＲＡ
Ｉ
ＮＢＯＷ・三河湾シーカヤックスクール
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ蒲郡店
サイクルぴっとイノウエ刈谷店
穂高
ティップネス江南
スポーツオーソリティ三好店
One On One
ヒマラヤ春日井店
好日山荘春日井店
カミハギサイクル小牧本店
スポーツオーソリティー小牧店
スポーツデポ小牧店
ティンバーランド イオンモール常滑
スポーツオーソリティ常滑店
AMS M-Assist
人力車
ＳＷＥＮ エアポートウォーク名古屋店
スポーツデポ 西尾店
スポーツデポ東浦店
スポーツオーソリティ東浦店
ヒマラヤピアゴ ラ フーズコア長久手南店
ヤマシゲサイクル
ヒマラヤ東海店
ヒマラヤ半田店
ユーロードバイシクル
ドバッツライノハウス
Ｂ
Ｉ
ＫＥＴ
Ｉ
ＰＳ
カントリーモーニング
ヒマラヤ豊橋店
石川サイクル
Ｈｏ
ｔ
ｇｅａ
ｒ
登山専門店モンタニア
CLIMBING PARK CACTUS
スーパースポーツゼビオ豊橋向山店
スポーツデポ 豊橋店
スポーツデポ 豊川店
ヒマラヤ豊田店
Laughing Company
スーパースポーツゼビオ豊田東新店
クライミングジムモンク
ヒマラヤ千音寺店
A&F カントリー ラシック名古屋店
MOOSE 植田本店
NOZOMI CYCLE OPEN HOUSE
THE NORTH FACE 名古屋ラシック店
クライミングジム エイム
好日山荘名古屋栄店

金沢市
金沢市
金沢市
金沢市
金沢市
小松市
小松市
石川郡
白山市
白山市

076-243-8818
076-266-1770
076-225-2505
076-268-6000
076-292-8020
0761-58-0290
0761-22-0652
076-294-3110
076-274-6755
076-274-9635

高知市
高知市
高知市
高知市
高知市
四万十市

088-825-0026
088-823-8528
088-860-3321
088-846-3391
088-826-7630
0880-31-2735

0263-87-7166
0265-73-6186
0263-52-1507
0266-68-3741
0267-66-0600
0267-22-0260
0263-48-2424
0263-25-9620
0263-35-0106
0263-36-3039
0263-31-0580
0263-85-4939
0263-27-6971
0268-29-6100
0266-52-1235
0266-57-4455
026-213-4781
026-254-3083
026-254-2081
026-284-8136
026-229-7739
050-1338-3361
026-268-4811
026-222-2244
0263-97-3981
0269-64-3222
0269-69-2888
0265-21-6266
0261-71-1229
0261-72-2200
0261-72-7344
0261-85-2560
0267-42-0701

0744-21-8252
0744-29-8530
0744-21-1272
0745-71-6311
0743-51-2271
0742-93-4555
0742-64-5722

0574-67-0318
0574-68-0150
058-380-0014
0583-82-3462
058-383-8600
058-375-3304
058-375-3680
0575-21-2177
058-240-3579
058-276-8000
058-273-2981
058-218-3050
058-272-963
058-296-5931
0577-33-0003
0577-37-6885
0577-37-1520
0572-22-8013
0572-21-1552
0584-87-0510
0584-83-8333
0584-87-3331
0573-62-1650
0572-53-3936
058-320-2511

046-857-8851
0596-20-2700
0594-45-2200
0594-27-0560
0594-22-3446
0594-45-8560
0594-24-9222
0593-48-0555
059-361-3130
059-355-8612
059-329-7500
059-349-0552
059-346-7718
059-347-5622
059-361-1315
0598-56-4741
0598-21-2515
0598-25-2505
089-225-2525
059-221-4700
059-255-4511
0596-62-0337
05979-2-2126
0597-22-5554
0595-61-2111
0593-75-0655
059-381-1211
059-375-7710
059-486-2707

橿原市
橿原市
橿原市
香芝市
大和郡山市
奈良市
奈良市

可児郡
可児郡
各務ヶ原市
各務原市
各務原市
各務原市
各務原市
関市
岐阜市
岐阜市
岐阜市
岐阜市
岐阜市
岐阜市
高山市
高山市
高山市
多治見市
多治見市
大垣市
大垣市
大垣市
中津川市
土岐市
本巣市

伊勢市
伊勢市
桑名郡
桑名市
桑名市
桑名市
桑名市
四日市市
四日市市
四日市市
四日市市
四日市市
四日市市
四日市市
四日市市
松坂市
松阪市
松阪市
津市
津市
津市
度会郡
南牟婁郡
尾鷲市
名張市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
員弁郡

0797-34-3299
072-778-6940
080-3351-5298
0794-25-1448
079-435-5545
079-562-2231
079-562-1002
0799-25-6400
078-621-5851
078-787-2236
078-332-7332
078-739-6646
０７８‐２６２‐５３０１
078-811-2388
078-452-5721
078-795-2935
078-793-2200
078-986-0955
078-366-6333
078-391-1121
078-265-1266
078-265-2045
078-333-7037
0798-69-3443
0798-38-1670
0798-81-6933
0798-37-0435
0798-63-7340
072-702-9100
0795-82-8088
0795-82-4566
06-4960-5352
06-6428-5155
06-6439-3888
06-6491-8141
06-6413-5345
0792-37-8739
079-223-7575
0792-30-0450
0792-33-7180
079-280-5520
0797-89-2645
0797-83-0351
078-914-4121
078-938-2010

089-946-2936
0897-31-0780
0897-55-0410
0897-55-2048

安曇野市
伊那市
塩尻市
茅野市
佐久市
小諸市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
上田市
諏訪市
諏訪市
長野県
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
東筑摩郡
飯山市
飯山市
飯田市
北安曇郡
北安曇郡
北安曇郡
北安曇郡
北佐久郡

芦屋市
伊丹市
伊丹市
加古川市
加古川市
三田市
三田市
洲本市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
西宮市
西宮市
西宮市
西宮市
西宮市
川西市
丹波市
丹波市
尼崎市
尼崎市
尼崎市
尼崎市
尼崎市
姫路市
姫路市
姫路市
姫路市
姫路市
宝塚市
宝塚市
明石市
明石市

松山市
新居浜市
西条市
西条市

055-222-1991
055-221-0141
055-225-2431
055-225-2370
0555-62-4418
0555-83-2001

蒲生郡
近江八幡市
甲賀市
守山市
草津市
草津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
彦根市
彦根市

0748-58-3666
0748-38-5133
0748-65-6322
077-585-7900
077-516-0233
077-565-7353
077-526-8421
077-531-0880
077-525-1155
077-521-3415
077-544-2000
077-514-8758
0749-24-6110
0749-21-3167

岩出市
田辺市
有田郡
和歌山市
和歌山市
和歌山市
和歌山市
和歌山市
和歌山市

0736-63-2000
0739-26-2378
0737-63-3221
073-451-5021
073-447-1045
073-452-0871
073-428-8050
073-423-7110
073-448-2001

西伯郡
鳥取市
鳥取市
鳥取市
米子市

0859-37-0335
0857-28-8795
0857-32-2730
0857-32-1630
0859-32-3601

うきは市
久留米市
久留米市
久留米市
久留米市
古賀市
行橋市
宗像市
宗像市
春日市
春日市
小郡市
糟屋郡
糟屋郡
大牟田市
大牟田市
大牟田市
大野城市
筑紫野市
筑紫野市
直方市
粕屋郡
粕屋郡
飯塚市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福津市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市

0943-75-3315
0942-35-8800
0942-22-1636
0942-45-7456
0942-32-0708
092-942-7889
0930-24-0063
0940-38-0611
0940-32-7661
092-595-5801
092-595-5500
0942-41-7010
092-652-1511
092-940-6650
0944-41-0620
0944-41-5566
0944-51-9585
092-504-5636
092-918-6565
092-919-5540
0949-29-2510
092-976-1794
092-410-1670
0948-25-3042
092-406-7850
092-263-2132
092-739-1101
092-807-4777
092-514-0111
092-263-2234
092-894-2266
092-738-9119
092-737-9136
092-791-6654
092-884-3312
092-805-8581
092-717-5466
092-712-8909
092-662-2900
092-811-8290
092-643-9060
092-283-8520
092-432-8010
092-263-2131
092-863-0812
092-532-3150
092-805-8850
092-753-6910
0940-38-5031
093-873-6011
093-772-2211
093-644-3370
093-671-0600
093-951-3633
093-644-7778
093-932-5886
093-932-1220
093-533-5081
093-512-3455
093-601-1511

0856-23-1856
0856-31-1605
0853-24-7655
0853-24-8035
0853-20-1500
0852-25-5113
0852-21-2875
0852-60-2021
0852-59-5077

0952-33-4130
0952-36-8220
0952-29-2820
0955-72-1500
0955-70‐6251

伊豆市
下田市
加茂郡
掛川市
御殿場市
三島市
駿東郡
駿東郡
沼津市
焼津市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
島田市
藤枝市
磐田市
磐田市
磐田市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
富士宮市
富士市
富士市

0558-72-1664
0558-23-0468
0558-42-0898
0537-22-5922
0550-81-3116
055-977-0847
055-981-8520
055-930-8888
055-920-3167
054-270-5726
054-252-2877
054-272-7612
0543-61-1581
054-353-1323
054-293-9333
054-262-7200
054-275-0018
0547-33-2877
054-634-3711
053-401-5001
0538-59-0415
0538-33-5401
053-461-2406
053-448-3619
053-411-8455
053-453-0319
0534-72-5415
053-411-5133
053-411-3383
053-415-2021
053-466-3030
053-585-7201
053-411-5161
053-414-3661
052-482-7805
0544-25-1728
0545-66-0075
0545-65-4340

0774-65-3533
075-924-2860
075-781-2555
075-693-2870
075-708-5178
075-366-6552
075-461-3428
075-467-8155
075-222-0363
075-643-3452
075-252-6680
075-431-2207
075-693-7556
075-353-6850
075-254-7827
0743-93-0224
0774-98-2100
075-983-7575
0773-25-2929

益田市
益田市
出雲市
出雲市
出雲市
松江市
松江市
松江市
松江市

佐賀市
佐賀市
佐賀市
唐津市
唐津市

京田辺市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
相楽郡
相楽郡
八幡市
福知山市

086-222-5262
086-212-2535
086-222-9487
08-251-2515
086-231-5897
086-235-2626
086-805-2235
086-261-2900
086-728-5558
086-801-3133
086-803-6341
086-261-5300
086-446-5041
086-435-3939
086-430-5590
086-470-5711
0866-92-2100
0868-26-1213

0956-24-8224
0956-34-5556
0956-20-8500
0956-27-8801
095-881-0085
0957-54-6661
095-818-2320
0958-25-8137
095-827-7856
095-879-0568
095-832-5067
095-855-0701
0957-35-1570
0957-26-8800

082-561-0680
0823-32-6230
082-929-4221
082-263-0202
082-250-0001
082-832-3572
082-873-5700
082-568-3903
082-873-1212
082-224-0701
082-501-3120
082-873-3325
082-270-5800
082-569-6031
082-279-0757
082-545-1163
082-250-2077
082-208-1930
082-962-9707
082-261-5001
082-962-9709
0848-61-5615
0847-24-0480
0827-57-7265
082-493-6200
0829-50-4340
0848-22-8077
0848-56-1620
090-8718-4141
084-921-2435
084-960-3633
084-922-7161
084-971-1200
084-927-2810

0964-22-6711
0964-26-1220
096-233-2200
0966-34-7222
096-343-3324
096-278-8211
096-388-6681
096-362-7005
096-345-8048
096-375-8900
096-362-9585
096-361-1600
096-343-3422
096-383-6927
096-343-6961
096-322-1700
096-214-3123
096-377-2282
096-288-3652
096-235-6500
096-273-8630
0965-35-7033
0965-39-5561

延岡市
宮崎市
宮崎市
宮崎市
宮崎市
都城市
都城市

0982-21-3855
0985-60-3890
0985-50-1301
0985-52-8085
0985-61-6131
0986-38-６711
0986-47-1901

0561-61-5326
0566-74-9293
0586-46-3800
0586-78-2528
0586-45-0316
0586-23-2560
0586-84-3221
0587-24-2630
0564-48-2159
0564-26-1160
0564-25-5422
0564-59-2020
052-449-2209
0567-96-8222
0533-57-3210
0533-66-3055
0566-25-7090
0566-23-8611
0587-53-6311
0561-33-3260
0568-52-4005
0568-56-7230
0568-86-0051
0568-73-8311
0568-74-7325
0568-76-0787
0569-35-6175
0569-36-1560
0536-37-2540
0561-85-7615
0568-39-3443
0563-53-1436
0562-84-4401
0562-82-2611
0561-64-5055
0567-26-2232
052-689-2111
0569-26-6771
0569-24-5959
0561-52-1022
0532-52-6018
0532-41-8882
0532-38-5060
0532-52-1718
0532-52-5386
0532-55-0125
0532-26-3737
0532-64-5677
0532-52-3008
0533-85-2777
0565-32-1600
0565-35-1817
0565-74-0071
0562-95-2260
052-432-3220
052-261-5315
052-848-2780
052-775-8858
052-259-6507
052-804-1590
052-269-1821

安芸郡
呉市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
三原市
世羅郡
大竹市
東広島市
廿日市市
尾道市
尾道市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市

宇土市
宇土市
菊池郡
球磨郡
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
上益城郡
上益城郡
八代市
八代市

愛知郡
安城市
一宮市
一宮市
一宮市
一宮市
一宮市
稲沢市
岡崎市
岡崎市
岡崎市
岡崎市
海部郡
海部郡
蒲郡市
蒲郡市
刈谷市
刈谷市
江南市
三好市
春日井市
春日井市
春日井市
小牧市
小牧市
小牧市
常滑市
常滑市
新城市
瀬戸市
西春日井郡
西尾市
知多郡
知多郡
長久手市
津島市
東海市
半田市
半田市
尾張旭市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊川市
豊田市
豊田市
豊田市
豊明市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市

072-624-8661
072-957-6911
072-468-6610
072-675-8061
072-229-5536
06-6672-1333
072-272-6605
072-240-7737
072-227-6561
072-293-8805
072-803-0250
06-6916-5550
072-802-3531
06-6310-6105
06-6319-0597
06-6385-6051
06-4864-8360
06-6330-1189
06-6836-6277
06-7492-2042
072-653-0550
072-464-0133
072-460-2116
072-463-3305
0724-69-0401
0725-40-5022
0724-80-4530
072-367-0208
06-6306-0914
06-6671-4402
06-6709-1557
06-6645-0630
06-6211-7175
06-6352-3531
06-6363-3531
06-6626-3531
06-6342-1666
06-6649-5900
06-4796-2666
06-4797-1670
06-6344-5225
06-6475-4406
06-6683-6700
06-6756-8182
06-6772-7231
06-6981-8970
06-6771-6153
06-6344-3808
06-6341-5578
06-4802-3624
06-6326-5568
06-6324-3833
06-6941-8560
06-4704-5688
06-6615-5537
06-4792-0006
06-6485-7230
06-6303-6639
06-4705-5482
06-6536-7678
06-6531-0105
06-6686-9230
06-6629-7151
06-6399-0771
06-6616-7811
06-6641-1525
06-6910-1550
06-6292-4064
06-6361-1381
06-7896-3850
06-6120-3939
06-6736-5981
050-1059-6506
072-762-1811
0729-88-0113
06-6743-0330
0729-60-6571
06-6730-6112
072-928-4010
06-6853-3908
06-6862-0648
072-856-9531
072-866-2090
072-866-1439
072-856-6805
072-726-6051
072-723-6123
06-6907-0055

岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
倉敷市
倉敷市
倉敷市
倉敷市
総社市
津山市

佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
西彼杵郡
大村市
長崎市
長崎市
長崎市
長崎市
長崎市
長崎市
諫早市
諫早市

茨木市
羽曳野市
岸和田市
高槻市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
四条畷市
守口市
寝屋川市
吹田市
吹田市
吹田市
吹田市
吹田市
吹田市
摂津市
摂津市
泉佐野市
泉佐野市
泉佐野市
泉佐野市
泉大津市
泉南市
大阪狭山市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
池田市
東大阪市
東大阪市
東大阪市
東大阪市
八尾市
豊中市
豊中市
枚方市
枚方市
枚方市
枚方市
箕面市
箕面市
門真市

スポーツデポ 和泉中央店
スーパースポーツゼビオ ららぽーと和泉店
スポーツオーソリティコムボックス光明池店
兵庫県
Sky High Mountain Works
スポーツオーソリティ伊丹昆陽店
スポージアム伊丹昆陽店
ウィンドアップ
スポーツデポ 加古川別府店
Canoe Shop Holo holo
ヒマラヤ三田店
ヒマラヤ 洲本店
神戸ザック
Sports Bicycle SAKAI
スポーツワールド三宮店
トレックフラッグシップストア神戸
Ｉ
ＢＳ石井スポーツ 神戸三宮駅前店
プラウド
スポーツデポサンシャインワーフ神戸店
スポーツデポ 学園南インター店
スーパースポーツゼビオ神戸学園南インター店
THE NORTH FACE 神戸三田プレミアムアウトレット店
スーパースポーツゼビオ神戸ハーバーランド店
ヤノスポーツ本店
アートスポーツ ダイエー神戸三宮駅前店
好日山荘神戸本店
ワイズロード神戸店
アシーズブリッジ西宮北口店
スポーツオーソリティ西宮今津店
スーパースポーツゼビオららぽーと甲子園店
グンゼスポーツクラブ 西宮
ティンバーランド 阪急西宮ガーデンズ
ＰＲＯＧＲＥＳＳ
フリーズ
タグチスポーツ
TUFFSTUFF
ティップネス塚口
ティップネス武庫之荘
スポーツデポ尼崎下坂部店
スポーツデポ尼崎道意店
ACROSS 瀬戸内カヌースクール
ヒマラヤ イオンタウン姫路店
スポーツオーソリティ姫路大津店
スポーツオーソリティ姫路・リバーシティ店
好日山荘 姫路駅前店
スポーツデポ中山寺駅前店
ティップネス宝塚
スポーツデポ明石大蔵海岸店
好日山荘明石大久保店
奈良県
CORNERS SPORTSAUTHORITY 奈良橿原店
スポーツデポ 奈良橿原店
スーパースポーツゼビオアクロスプラザ橿原店
ヒマラヤ香芝店
CITY ROCK GYM 大和郡山店
好日山荘 ならファミリー近鉄百貨店奈良店
スーパースポーツゼビオ奈良店
和歌山県
ヒマラヤ岩出店
スポーツショップオハナ
アイランドストリーム
スポーツオーソリティ和歌山店
アウトドアショップ エディ
スポーツデポ和歌山店
スーパースポーツゼビオ セントラルシティ和歌山店
タイタンウォールクライミングジム
好日山荘紀三井寺店
鳥取県
スポーツオーソリティ日吉津店
ストリーム
ヒマラヤ鳥取店
スポーツデポ鳥取店
よなご山荘
島根県
フィッシング山陰
ヒマラヤ益田店
スーパースポーツゼビオゆめタウン出雲店
スポーツオーソリティ出雲店
ヒマラヤ出雲店
スポーツデポ松江店
アウトドア菊信
スーパースポーツゼビオ松江東津田店
ヒマラヤ松江店
岡山県
BICYCLE PRO SHOP なかやま
THE NORTH FACE クレド岡山店
Bon Vivant
スポーツデポ岡山伊島店
栄光スポーツ
スーパースポーツゼビオ岡山新保店
ヒマラヤ岡山久米店
ヒマラヤ岡山豊成店
WAVE BIKES 岡山店
好日山荘岡山駅前店
スポーツオーソリティ岡山店
ヒマラヤスポーツ岡山豊浜店
サイクルショップ タケチ
ヒマラヤ 倉敷店
スポーツオーソリティ倉敷店
ヒマラヤ倉敷児島店
サイクルショップ ウェ-ブ
ヒマラヤ津山インター店
広島県
スポーツオーソリティ広島府中店
ヒマラヤ呉駅前店
アシーズブリッジ広島店
ネコモト
スポーツオーソリティ広島店
スポーツオーソリティ広島祇園店
スポーツデポ広島八木店
Helly Hansen 福屋広島駅前店
パワーズ 広島店
RUN+（ランプラス）
スーパースポーツゼビオ広島アルパーク店
スーパースポーツゼビオ広島八木店
ヒマラヤ広島商工センター店
好日山荘 広島ゼロゲート店
ティンバーランド アルパーク
ヒマラヤフジグラン広島店
ヒマラヤスポーツゆめタウンみゆき店
好日山荘＆ＴＥＮＭＡＹＡ広島アルパーク店
ICI 石井スポーツ広島店
ティンバーランド 広島福屋駅前
アートスポーツ 広島店
ヒマラヤ フジグラン三原店
芦田湖オートキャンプ場
スポーツサイクル ウエキ
ヒマラヤ フジグラン東広島店
PADDLE PARK
アシーズブリッジ尾道店
ヒマラヤ尾道店
SETOUCHI Seakayak Adventuras 村上水軍商会
アシーズブリッジ福山店
ヒマラヤスポーツフジグラン神辺店
スポーツデポ福山店
スーパースポーツゼビオ福山店
好日山荘＆TENMAYA 福山店
山口県
山とアウトドアの店ハックルベリー
スーパースポーツゼビオゆめタウン宇部店
ヒマラヤスポーツ フジグラン宇部店
スーパースポーツゼビオゆめモール下関店
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ新下関店
ヒマラヤクロスモール下関長府店
ヒマラヤ フレスタモールカジル岩国店
ヒマラヤスポーツゆめタウン南岩国店
スポーツデポ山口店
ヒマラヤ山口店
ヒマラヤ小郡店
ワンツーサイクル
ヒマラヤイオンタウン周南店
スポーツオーソリティイオンタウン防府店
サイクリングサロン ヒロシゲ
徳島県
クーランマラン人力旅行社
アウトドアショップ ジョイン
サイクリングショップＴＯＫＵ
スポーツオーソリティー徳島店
スポーツデポ 徳島藍住店
スーパースポーツゼビオゆめタウン徳島店
香川県
グランパース
ロゴスショップ イオン綾川 SC 店
ヒマラヤイオンモール綾川店
スポーツデポ丸亀店
スポーツオーソリティ高松東店
ＢＡＳＥＣＡＭＰ ゆめタウン店
アイボスポーツ
ベースキャンプ高松店
スポーツデポ高松伏石店
ベースキャンプ高松店
スーパースポーツゼビオゆめタウン高松店
スポーツオーソリティ高松店
愛媛県
（有）グルーヴ
ワイズロード松山店
スーパースポーツゼビオエミフル MASAKI 店
サイクルプロショップ オオツカ
ヒマラヤ今治店
スポーツオーソリティ今治新都市店
ヒマラヤ フジグラン川之江店
アウトドアーズコンパス
イシダスポーツ
スポーツデポ 松山谷町店
パルフィールド
ヒマラヤスポーツ松山店
スーパースポーツゼビオ松山問屋町店

T-mountain
スポーツオーソリティ新居浜店
Winds
B-shop OCHI

甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
南都留郡
南都留郡

052-981-0170
052-811-3741
052-565-1417
052-768-7204
052-361-0123
052-262-6548
052-331-2344
052-760-0028
052-259-6524
052-217-9634
052-879-6810
052-725-7616
052-269-1570
052-665-2081
052-309-7311
052-721-1311
052-624-1160
052-691-6411
052-384-5481
052-323-8441
052-532-3731
052-736-5255
052-414-7100
052-505-5771
052-910-1631
052-446-8830
052-973-2780
052-509-5691
052-739-0211
052-629-5701
052-884-7937
052-309-7533
052-220-3977

0725-53-2307
0725-51-2970
0725-57-6720

0778-22-1150
0776-82-5223
0778-53-0575
0779-87-6112
0776-57-7371
0776-57-2181
0776-53-8238
0776-52-7015

名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市

和泉市
和泉市
和泉市

越前市
坂井市
鯖江市
勝山市
福井市
福井市
福井市
福井市

ワタキ商工㈱ニコー製作所販売部
カトーサイクル
駅前アルプス
GUSTY
フクイサイクル
サイクルショップＫＡＷＡＴＡ
ＰＲ
Ｉ
ＤＥＯＮＥ
Ｇワークス
Helly Hansen 名古屋ラシック店
All Mountain Sports Doing
ＳＷＥＮヒルズウォーク徳重店
スーパースポーツゼビオ名古屋砂田橋店
スーパースポーツゼビオ 名古屋ゼロゲート店
スーパースポーツゼビオ名古屋みなと店
スーパースポーツゼビオ名古屋富田店
スポーツデポ 砂田橋店
スポーツデポ有松インター店
スポーツデポ 名古屋南店
スポーツデポみなと稲永駅前店
スポーツデポ山王店
スポーツデポ 名西店
スポーツデポ守山志段味店
好日山荘 名古屋駅前店
ティンバーランド mozo ワンダーシティ
ティップネス上飯田
A&F カントリー 名古屋ファッションワン店
IBS 石井スポーツ名古屋店
スポーツオーソリティワンダーシティ店
スポーツオーソリティ守山店
スポーツオーソリティ大高店
スポーツオーソリティ熱田店
スポーツオーソリティー名古屋茶屋店
ワイズロード名古屋本館
三重県
アルガフォレスト
ヒマラヤ伊勢みそのショッピングセンター店
The North Face 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸｼﾞｬｽﾞﾄﾞﾘｰﾑ長島店
スポーツオーソリティ桑名店
金森サイクル
ラフマミレーアウトレッ
トストア ジャズドリーム長島
スポーツデポ桑名店
スポーツオーソリティイオンタウン四日市泊店
スポーツオーソリティー四日市北店
シャモニー
好日山荘四日市店
moderate
ヒマラヤ四日市店
スポーツデポ 四日市日永店
スーパースポーツゼビオ イオンモール四日市北店
スポーツデポ アピタ松阪三雲店
サイクルハウスミヤタ
ヒマラヤ松阪店
YADA CYCLE
スーパースポーツゼビオ津ラッツ店
サイクルステーションＳＫＹ
パドルコースト
中辻自転車商会
カフェクリーム
スポーツデポ 名張店
スポーツオーソリティ鈴鹿店
スーパースポーツゼビオ 鈴鹿ラッツ店
ヒマラヤアクロス鈴鹿店
スポーツオーソリティー東員店
滋賀県
A&F カントリー 三井アウトレッ
トパーク 滋賀竜王
ヒマラヤ イオン近江八幡店
ヒマラヤ水口店
ヒマラヤピエリ守山
スーパースポーツゼビオ イオンモール草津店
ヒマラヤ草津店
スポーツオーソリティ大津京店
OUTDOOR PRO SHOP あるむ
岩と雪
Helly Hansen 西武大津店
スポーツデポレイクサイドガーデン大津店
好日山荘 大津パルコ店
スポーツデポ彦根松原店
スポーツオーソリティイオンタウン彦根店
京都府
４１９ ＰＲＥＳＴＯ
スポーツオーソリティ京都桂川店
WILD-１京都宝ヶ池店
クラックス京都
好日山荘 京都店
好日山荘北大路ﾋﾞﾌﾞﾚ店
プロサイクル コセキ
ＫＯＮ’Ｓ ＣＹＣＬＥ
ロッジ京都店
加圧トレーニングスタジオ KOBA
スポーツ館ミツハシ京都烏丸御池本店
プランネール
スーパースポーツゼビオ イオンモール KYOTO 店
ゼビオスポーツエクスプレス 京都ヨドバシ店
ワイズロード京都店
童仙房山荘
ヒマラヤ精華台店
ヒマラヤ ムサシ京都八幡店
ヒマラヤ 福知山店
大阪府
ヒマラヤ茨木店
スポーツデポ 羽曳野西浦店
アウトレッ
ト岸和田カンカンベイサイドモール店
スポーツデポ高槻城西店
錦ロイヤル
Cycle Station Speed
コスミッククリエイ
ト
ヒマラヤ堺三国ヶ丘店
スポーツオーソリティ堺鉄砲町店
ヒマラヤ堺インター店
スポーツオーソリティ四条畷店
スーパースポーツゼビオ大阪守口店
ティップネス香里園
クラックス大阪
TOMY WALK
ADVANCED FOOT DESIGN
スーパースポーツゼビオ ららぽーとEXPOCITY 店
Rabbit Street
スポーツオーソリティデュー阪急山田店
Ｋａｍｐｅ
ｒ
ａ
スポーツデポ 摂津鳥飼西店
ヒマラヤいこらも～る泉佐野店
The North Faceりんくうプレミアムアウトレッ
ト店
スポーツクラブゼオス泉佐野
スポーツデポりんくう店
ヒマラヤ泉大津店
スポーツオーソリティりんくう泉南店
BICYCLE LAND Ｓａｋａ
ｔ
ａｎ
ｉ
CITY ROCK GYM 大阪店
ウエムラサイクルパーツ
スクアドラ
好日山荘なんば店
スポーツタカハシ
ティップネス京橋
ティップネス梅田
ティップネス天王寺
A&F カントリー 東急ハンズ梅田店
A&F カントリー なんばパークス店
A&F カントリー ALBi 大阪店
A&F カントリー E-ma 店
IBS 石井スポーツ大阪本店
パンプ大阪店
ラビッ
トストリート
レベルテン クライミングクラブ
山とスキーのヨシミ
松本サイクル
ＴＯＭＯＤＡ ＣＹＣＬＥ
シルベストサイクル梅田店
ロッジ大阪駅前第４ビル登山店
Ｖ
ｉ
ａＣｙｃ
ｌ
ｅＶ
ｉ
ｌ
ｌ
ａｇｅ
サイクルショップ・カンザキ上新庄店
アスリートカンパニー
RUN － WALK Style
ミレーストア大阪
ロゴスアウトレッ
トショップ ATC 店
スポーツエイド運動屋
好日山荘 グランフロント大阪店
mt.cafe
ワイズロード大阪
トレックストア大阪
UTILITY
スポーツデポ住之江店
スポーツデポ天王寺店
スポーツデポ新大阪店
好日山荘 近鉄あべのハルカス店
スーパースポーツゼビオなんばパークス店
スーパースポーツゼビオもりのみやキューズモール店
スーパースポーツゼビオ ヨドバシ梅田店
阪急百貨店 うめだ本店 8Ｆ イングス
アスリートショップたかやん
BECK ON
あひるの森
Outdoor Base SOTOASO
ティップネス石橋
Cycle Life Shop KOG
スポーツデポ 東大阪長田店
スーパースポーツゼビオ東大阪菱江店
ティップネス布施
スーパースポーツゼビオ スポーツタウン久宝寺店
アスリートワールドガナス
サイクルフジオカ
スポーツデポ フォレオ枚方店
ゼビオスポーツ エクスプレスくずはモール店
スーパースポーツゼビオニトリモール枚方店
好日山荘 くずは店
スポーツデポ みのおキューズモール店
シルベストサイクルみのおキューズモール店
ヒマラヤ門真店

宇部市
宇部市
宇部市
下関市
下関市
下関市
岩国市
山口県
山口市
山口市
山口市
周南市
周南市
防府市
柳井市

0836-21-0139
0836-45-0620
0836-37-0500
083-228-5111
083-251-6633
083-249-2320
0827-29-3150
0827-34-3033
083-925‐8111
083-927-0335
083-976-2111
0834-21-7971
0834-61-3020
0835-26-2700
0820-22-0645

奄美市
熊毛郡
薩摩川内市
薩摩川内市
指宿市
鹿屋市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
出水市
霧島市
姶良市

0997-55-6211
0997-49-7112
0996-23-2255
0996-20-7040
0993-22-3614
0994-40-6555
099-204-7330
099-259-8768
099-250-0010
099-206-9001
099-812-7177
099-213-0304
099-245-7710
099-263-1615
0996-64-8030
0995-64-2080
0995-67-8910

海部郡
徳島市
徳島市
徳島市
板野郡
板野郡

0120-74-7802
088-625-5593
088-624-1933
088-611-2424
088‐693‐1121
088-693-0730

うるま市
うるま市
浦添市
浦添市
宜野湾市
宮古島市
石垣市
中頭郡
中頭郡
那覇市
八重山郡
豊見城市
豊見城市
名護市
名護市

098-974-8660
098-979-0003
098-877-6122
098-942-5595
098-870-9611
0980-75-3851
050-7526-9212
098-936-8500
098-931-1800
098-861-0460
0980-85-7036
098-851-1150
098-891-7050
0980-51-0311
098-052-0062

綾歌郡
綾歌郡
綾歌郡
丸亀市
高松市
高松市
高松市
高松市
高松市
高松市
高松市
高松市

0877-49-1035
087-876-8765
087-876-1091
0877-21-2511
087-811-3611
087-869-7560
087-822-7388
087-868-6373
087-866-5004
087-868-6373
087-869-7710
087-842-7677

伊予郡
伊予郡
伊予郡
宇和島市
今治市
今治市
四国中央市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市

089-960-3520
089-984-4835
089-961-6630
0895-22-2984
0898-34-8601
0898‐23‐5130
0896-59-5150
089-922-6457
089-927-3300
089-978-7020
089-971-1141
089-926-2180
089-917-7601

高知県
小高坂スポーツサイクル
岩と雪パタゴニア・ストア
スポーツデポ高知店
スーパースポーツゼビオ高知インター店
スポーツオーソリティ高知店
ヒマラヤスポーツフジグラン四万十店
福岡県
自転車のシカショ
スポーツデポ 久留米櫛原店
サイクランド シライシ
スーパースポーツゼビオゆめタウン久留米店
FREE RIDE HEAD SHOP
FREE RIDE EAST SHOP
ヒマラヤコスタ行橋店
スポーツステータス宗像店
ヒマラヤくりえいと宗像店
スポーツデポ フォレストシティ春日白水店
スーパースポーツゼビオ春日店
スポーツオーソリティ小郡店
スポーツオーソリティ福岡店
ヒマラヤ福岡新宮店
スポーツオーソリティ大牟田店
スーパースポーツゼビオゆめタウン大牟田店
トレイルランニングショップ スカイ
トレイル
スポーツデポ大宰府インター店
スーパースポーツゼビオゆめタウン筑紫野店
ヒマラヤイオンモール筑紫野店
スポーツオーソリティ直方
ロゴスアウトレッ
トショップトリアス久山店
好日山荘トリアス店
ヒマラヤ 飯塚店
Mt Gear 大名
THE NORTH FACE キャナルシティー博多店
THE NORTH FACE 福岡店
海面ハウス
シェルパ福岡店
ティンバーランド キャナルシティオーパ
A&F カントリーアウトレッ
ト マリノアシティ福岡店
A&F カントリー 福岡店
IBS 石井スポーツ福岡店
好日山荘福岡パルコ店
スポーツデポマリノアシティ福岡店
スポーツオーソリティ福岡伊都店
スポーツオーソリティー天神ビブレ店
ラリーグラス大名本店
スポーツデポ 福岡香椎店
スーパースポーツゼビオ福岡木の葉モール橋本店
スーパースポーツゼビオゆめタウン博多店
スーパースポーツゼビオ キャナルシティ博多店
ゼビオスポーツエクスプレス博多マルイ店
Helly Hansen ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多店
Grande Orso
ジン・ジン フクオカ イワイ
ヒマラヤイオンモール福岡伊都店
ワイズロード福岡天神店
スポーツオーソリティ福津店
スポーツオーソリティ戸畑店
スポーツオーソリティ若松店
BIKE PIT 庄
スポーツデポスペースワールド駅前店
スポーツデポ 小倉東インター店
スーパースポーツゼビオ イオンタウン黒崎店
スポーツステータス小倉南店
スーパースポーツゼビオ小倉東インター店
ＢＲＯＳＳ
好日山荘アイム小倉店
ヒマラヤ八幡西店
佐賀県
スポーツデポ 佐賀店
スーパースポーツゼビオゆめタウン佐賀店
Base Camp
スポーツデポ 唐津店
スポーツオーソリティ唐津店
長崎県
アウトドアショップ フリーダム
スポーツデポ 佐世保大塔インター店
スーパースポーツゼビオアクロスプラザ佐世保藤原町店
ヒマラヤ佐世保店
スポーツデポ 長崎時津店
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ大村店
THE NORTH FACE アミュプラザ長崎店
アウトドアスポーツ 山の家
山の店ランタン
サイクルロッジタニグチ
ヒマラヤ南長崎店
ヒマラヤ長崎葉山店
ヒマラヤ 諫早店
スポーツデポ 諫早インター店
熊本県
スポーツデポ 宇土店
ヒマラヤスポーツ宇土シティ店
スーパースポーツゼビオ熊本ゆめタウン光の森店
（有）ランドアース
しゃりんかん
スポーツオーソリティー COCOSA 店
スポーツデポ 熊本インター店
スポーツデポ 南熊本店
ボルダー天国
アウトドアーズ峯夢
シェルパ熊本店
スーパースポーツゼビオ熊本本山店
自転車人サイクリスト
ＣＹＣＬＥＳＨＯＰ大藪
スポーツサイクル クシ
体育堂
アウトドアショップ外戸
ヒマラヤ ゆめタウンはません店
好日山荘 熊本パルコ店
スポーツオーソリティ熊本嘉島店
GINRIN スポーツバイク・オリジナルサイクル
スーパースポーツゼビオゆめタウン八代店
スポーツオーソリティ八代店
宮崎県
スポーツデポ 延岡多々良店
スポーツオーソリティ宮崎
スポーツデポ ニトリモール宮崎店
スーパースポーツゼビオ宮崎店
スーパースポーツゼビオ宮崎花ケ島店
スポーツデポ 都城店
ヒマラヤ都城店
鹿児島県
タラソ奄美の竜宮
山岳太郎ショップ
アウトドアショップ遊働館
ヒマラヤ 薩摩川内店
オツジ スポーツサイクル
ヒマラヤ鹿屋バイパス店
A-Ruku（アルク）
サイクルショップ茶輪子
スポーツデポ スクエアモール鹿児島宇宿店
スポーツデポ フレスポジャングルパーク店
スーパースポーツゼビオ オプシア鹿児島
山の店シェルパ イオンモール鹿児島店
かごしまカヤックス
スポーツオーソリティ鹿児島店
ヒマラヤ出水店
ヒマラヤ 霧島隼人店
スポーツオーソリティ姶良店
沖縄県
スポーツデポ 具志川店
スーパースポーツゼビオうるま店
OUTDOOR SHOP NEOS
ヒマラヤサンエーマチナト店
スーパースポーツゼビオ宜野湾店
スポーツアカデミー宮古島
手漕屋素潜店 ちゅらねしあ
ヒマラヤ 沖縄北谷店
スポーツオーソリティ沖縄ライカム店
スポーツデポ天久店
西表島 アレンジツアー漕屋 KAGUYA
スポーツデポ 豊崎店
Helly Hansen 沖縄アウトレッ
トモールあしびなー店
ヒマラヤ イオン名護店
スポーツデポ 名護店
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