アウトドアスポーツを楽しもう！
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「みんな集まれ王滝村Ⅱ」
開催が決定

２０１８ 年 ６ 月

かけて、台風７号および梅雨前線などの

影響による集中豪雨で、西日本を中心に

月時点）で

北海道や中部地方など広い範囲で被害が

出ました。今（２０１８年

も 避 難 勧 告 と 指 示 が 約 ６ 万 人、 そ し て

３６００人以上の方々が避難生活を送っ

ており、交通網の寸断が続き、復興には

夏季に予定していたイベントも中止を

息の長い支援が求められています。

余儀なくされ、被害を受けた自治体では

観光事業にも大きな影響を受けています。

四季を通してアウトドアスポーツイベン

トを開催している長野県王滝村にも被害

がおよび、幹線道路の崩壊で一つの集落

が孤立状態になってしまいました。幹線

道路の寸断は村民の生活に支障をきたし、

さまざまな行事も中止となってしまいま

もちろんアウトドアスポーツイベント

した。

も例外ではありません。幹線道路が通行

できないと、運営スタッフやリタイヤ選

手の搬送ができなくなり、７月のトレイ

ルレース（参加者約１５００名）や９月

9

04

の MTB レース（参加者約１７００名）

も中止となってしましました。

とはいえ、王滝村の被害は幹線道路の

崩壊のみで、崩壊現場手前の村中心部の

被害はありません。御嶽山や松原スポー

ツ 公 園、 お ん た け 古 道 な ど を 散 策 す る

ことは可能なのです。けれど風評被害は

着実に表れていて、夏休みシーズンでも

観光客は激減してしまいました。そこで、

トレイルランニングの普及に大きな影響

を与えてくれた王滝村を救おうと立ち上

がってくれたのが、全国のトップアスリー

トたちでした。

日（日）
。

トップアスリートたちが走ることで復

日（土）
・

興につなげよう。その思いから生まれた

月

イベントが、
「みんな集まれ王滝村Ⅱ」で

す。開催日は

OSJ を支えてくださる読者の皆さまも、

トップアスリートの戦いを観戦し、一般

OSJ freestyle express vol.52

レースにも参加して、被害を受けた地域

OSJ Proposal

を応援していただけると幸いです。

OSJ 編集長 滝川 次郎

3

4

※本紙で掲載している情報は2018年9月10日現在のものです。

ＯＳＪ提議

「みんな集まれ王滝村Ⅱ」開催が決定
TORQUE®G03で

山、
川、
湖を遊び尽くそう !!
2019年トライアスロンデビュー！

08 コースの特徴に合わせて選びたい
コロンビア モントレイル

「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。

おすすめトレイルランニングシューズ×
OSJトレイルシリーズはこれだ！

10
12

14

世界最大のトレイルランニングの祭典

ＵＴＭＢ （ウルトラトレイル・デュ・モンブラン）

•発行部数／7万部

®

•オールカラータブロイド版

アスリートの体調維持に

ハードなトレーニングで
ダメージを受けたカラダをサポート！

2016 年に UTMB®、2017 年には CCC® に参加する
ことができ、２年続けてシャモニーへ訪れました。2018 年も
行く気満々で UTMB® に申し込みましたが、残念ながら落選。
今年のＵＴＭＢ ® はネット中継での観戦になってしまいました。
ハワイ島で開催されるアイアンマンワールドチャンピオン
シップを観戦したことがありますが、メイン会場となるコナは、
トップ選手から最終選手のフィニッシュまで驚くほどの盛り上

Close Up !
トレイルランナー

18

OSJ SQUARE FORUM

無料配布

表紙のことば

がりで、いつかこの舞台に立ちたいと思っています。
2016 年の UTMB® は勢いで申込み、たまたま抽選に当

望月将悟

17

3

「オーエスジェイ」フリースタイル通信 Vol.52 秋号 年4回発行（季刊）

06 目指せ！

16

11

OSJ freestyle express vol.52

たり行くことになったのですが、到着したシャモニーはコナを
上回る盛り上がりでびっくりしました。スタートラインで鳥肌が
立ち、レース中では絶
景に息を飲み、フィニッ

17

シュでは涙して、夢心地

OSJ SQUARE PRESENT & VOICE

でシャモニーを過ごした
記憶が蘇ります。

OSJ 編集後記 知床半島をめぐる自転車の旅

今 後 の 目 標 は８月
UTMB® に 参 戦し て、

配布店リスト

10 月コナの舞台に立つ。
可能性はかなり低いです
が、考えるだけでもワク
ワクしてきます。

「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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月 下 旬、 眞 舩 選 手 と 訪 れ た の は、 那

須でアウトドア体験ツアーを展開する
「Spes アクティビティ那須」
。那須・矢
の目 ダム湖では SUP ツアーを運 営され
ています。水上散歩とも言われる SUP
（ス
タンドアップ・パドル）
。 カメラ に も な る
スマートフォンは肌身離さず、身につけて
そ こ で、 最 強 ス マ ホ と 名 高 い

おきたいもの。

SUP に 初 ト ラ イ。 優 れ た 防 水 性 能 を 持

「TORQUE G03」 を 持 参 し て、

ちゃらです。また、水没防止の専用フロー

山を颯爽と駆け下りる MTB（マウンテ
OVERLAY の BIKE MODE を 立

ン・バイク ）の ダ ウンヒル。ACTION
ち上げれば、臨場感たっぷりの動画を撮影
できます。また、撮影中は速度、距離、標
高なども表示され、瞬時のチェックが可能。
堅牢無比な落下衝撃耐久性をはじめ、耐振
動、 防 塵 に 優 れ た「TORQUE G03」
であれ ば、ホルダーから外れて 落 ちても、
ブタッチでの操作も可能。

まったく問題ありません。もちろん、グロー

です。

イル・ランニングに絶好なスポット

いま も なお、整 備 がな され、トレ

津から江戸へ通ずる重要な街道は、

会 津 五 街 道の一つ、下 野 街 道。 会

かつて会 津 藩によって整 備された

今回、駆け抜けたフィールドは、

ある動画に仕上がります。

などをとらえることができ、より臨場感の

き、
駆ける登山道の様子や見上げる空や木々

おすすめは縦位置での撮影。自分の足さば

離、標高、経路情報などを確かめられます。

グにも、もちろん対応可能。速度、移動距

MODE は、山を走るトレイル・ランニン

ACTION OVERLAY の BIKE

※画面はイメージ

つ「TORQUE G03」は水中でもへっ

から離れても、水中で浮き上がります。バ

ティングストラップを装着しておけば、手

しても、なんら心配はいりません。ちなみ

ランスを崩して、ボードから水中にドボン
に、眞舩選手、 回ドボンしました（笑）
。
さらに、手や端末が濡れていても、ウェッ
トタッチで自撮りもラクラク。水の中でも
クリアに撮影ができます！「TORQUE
G03」だからこそ、楽しさは倍増。水上

訪 れ た の は、 南 会 津 の 天 然 湧 水 を 利
苑」
。 ま ず は、
「TORQUE G03」 に

用 し た ” 幻 の 岩 魚 ” が 釣 れ る「 東 北 釣 堀

周りに引っかけます。釣りに集中できるば

ハードホルダーをセットし、カナビラで腰
かりか、
「いざ！撮影っ」という時には、ス
た ACTION OVERLAY の

ムーズな撮影ができるのです。新搭載され

た魚を撮影すると瞬時に魚のサイズ

FISHING MODE なら、釣っ

真を友人・家族にメールを即送信な

を計って表示してくれます。その写
今 回、 身 の し
ま っ た 30cm も の の 岩 魚 が ヒ ッ

ん て こ と も OK ！

ト！ 撮影後は、炭火で塩焼きにし
ていただきました。そのお味は、自
分らで釣ったこともありますが、
オー
絶品。
「TORQUE G03」なら、

ル天然の岩魚。身はふわっふわっで、
釣るとき、食すとき、写すとき、な
んらストレスはありません。最強ス
でもあるのです。

マホは、思い出を残す、最高スマホ

福島県を拠点に活動するマウンテンプレイヤー眞舩孝道選手
とともに、
「TORQUE G03」のスペックを最大限に試すべく、
アウトドアスポーツを満喫してきました！

遊び尽くそう！
！

フローティングストラップを装着した「TORQUE G03」。水中
でもぷかぷか浮かんで、沈むことはありません。

※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。
※自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。マナーを守ってご使用ください。
（自転車運転中の使用も法律などで、罰せられる場合があります。）
ACTION OVERLAYのBIKE MODEをセッティング。もち
ろん、
グローブタッチでも操作できます。

マウンテン・バイク

MTB

4
PR
OSJ freestyle express vol.52
OSJ freestyle express vol.52

PR

5

トレイル・ランニング

Trail Running

山、川、湖を
で

水中でも、かなりクリアに撮影できます。様々なアクティビティ
で大いに活用できそうです。

※IPX5/PX8の防水性能
撮影協力：Spesアクティビティ那須 https://sup.spes-activity-nasu.com
端末や手が濡れていても、ウェッ
トタッチで操作可能。シャッ
ターチャンスを逃しません。

撮影協力：幻の岩魚 東北釣堀苑 http://www.iwana.ne.jp

画面上で速度、高度、経路情報などを素早く確認できます。
ACTION OVERLAYのBIKE MODEをセッティング。あとでダイナミックな動画が楽しめます。

釣り

ここぞばかりに、
「TORQUE G03」を構えて、水面での自撮
り撮影！

Fishing

6

でも水中でも、ガンガン使えます。

ハードホルダーを装着。スボンなどに、
カラビナでぶら下げられます。

ACTION OVERLAY
BIKE MODE
サンプル動画
QR コード

食するときも、
シャッターチャンス！ 手が
濡れていても、
そのままパチリ！
スタートし、
しばらくして釣れた岩魚。はたして、その大きさはいかに……。ACTION
OVERLAYのFISHING MODEなら、
その大きさが瞬時にわかります。

SUP

スタンドアップ・パドル
8

今 年 も た く さ んのチームメン バーと
参加してきました！
鎌倉材木座のアウトドアスポーツ施設「ＯＳＪ湘南ク
ラブハウス」で、毎年チームのみんなと参加している沼
津千本松トライアスロン大会。今年は、エキデン部門９
チーム、リレー部門１チーム合計 名の大所帯で参戦し
た。チームメンバーはデビュー戦の人からアイアンマン
レースを主戦場としているベテランアスリートまで、レ
ベルはさまざまだ。
この大会はチームで参加するケースが多く、お揃いの
カラフルなチームジャージを着てレースを楽しんでいる。
ちょっとしたチームジャージの品評会という感じだ。レー
ス前、チームが寛ぐテントの場所を確保するため、朝早
くから会場にやってくる。我がチームも会場には一番乗
り。なんせ 名の大所帯。スタート前からお祭り騒ぎだ。
30

スイム１５００ｍ、バイク40 ㎞、ラン10 ㎞
ミドルディスタンス

オリンピックディスタンスの2倍。
「アイアンマン70.3」など人気大会が多い

スイム１９００ｍ、バイク90 ㎞、ラン21 ㎞
アイアンマンディスタンス

トライアスリートが目指す憧れのロング

スイム３８００ｍ、バイク180 ㎞、ラン42 ㎞

6
Triathlon

張ってね」と声をかけていたのがほほえま

そ し て、こ れ は お ま け だ が「 完 走 す る

スイム７５０ｍ、バイク20 ㎞、ラン５㎞

しかった。

とみんなが褒めてくれる」のもトライアス

トライアスロンを始める最大のハードル

初心者はここから挑戦してみては

オリンピックのトライアスロン競技の距離。大会数も多く挑戦しがいがある

ほかの選手との接触などリスクが少ない

種目あるからこそ、飽きずに走り

も と も と 誰 かと 競 うこと が 苦 手 なので

時間

体を動かし続ける体力さえあれば完走は十

リンピックディスタンスであれば、
分目指せるのだが、偉業を成し遂げたアス

が「スイム」という人は少なくない。苦手

スクールに一歩踏み出しさえすれば、夢

るようになれば完走は見えてくる。

なるはずだ。

のトライアスリートへの道は、ぐっと近く

スプリントディスタンス

オリンピックディスタンス

個人タイムトライアル競技であり、タイム
だからこそ、自分の年齢、体力に応じて無

を比べるカルチャーがないトライアスロン。

魅力 ③
スイム、バイク、ラン全部やるなんて大

きれる
変と思われがちだが、飽き症の筆者にとっ
ては逆に、「飽きるころに次の種目が始まる」

時間半ほど無心で漕いだあとにランが始ま

りたい」と思うころにバイクが始まり、

以上にあっという間に終わるのだ。

る。いい気分転換になるため、思っていた
種目か

「大会」の響きにしり込みしていた。自分が
ンに は「 運 動 能 力 の 秀 で た 人 だ け が 挑 戦
根強い。ゆえに「完走できた」というだけ

できるスポーツ」というイメージがいまだ

ロンの大きな魅力だと思う。トライアスロ

途端に弱気になってしまう。しかしトライ
にも最適なスポーツなのだ。
大会には上位を狙う選手から、友達に連

リートのような気持ちに一瞬でも浸れるの

たえを掴んだら、次の大会に向けて、タイ

は、トライアスロンならではだろう。

参加している人がいる。完走を目指すので
時間の間、前に進み続けるた

ムを縮めるために「マイペース」の上限を

が一番の近道！ スポーツジムや公営のス

分野は、その道のプロに基本から教わるの

る。まずは息継ぎの仕方を覚え、 m 泳げ

ンウォータースイム向けの泳法クラスもあ

完泳するための、トライアスロンやオープ

ンが多く開講されており、自然環境の中で

イミングプールには、目的に応じたレッス

高めていけばいい。
「今回はこのペースで頑

めのペースを保つことが大事になる。手ご

あれば、約

い年代の、さまざまな目標や目的を持って

れられて参加した初心者の女性まで、幅広

で、周りが称賛してくれて気分がいい。オ

アスロンとは、そんなメンタル弱めな自分

決めた目標に向けてはコツコツ頑張れるの

かの種目の練習に移るのもいいだろう。

種目から始めて体力に自信をつけてからほ

ら選べるので無理なく続けやすい。好きな

練習においても、気分によって

を終えたときには、あまりのうれしさに「こ

次の３つに集約される気がする。

は何だったのか。改めて振り返ってみると、

そ こ で 感 じ た ト ラ イ ア スロ ン の 魅 力 と

の達成感をまた味わいたい」と思っていた。

1

張ろう」と自分の目標に向けて走れるため、
ゴール後の達成感も大きいのだ。
魅力② いくつになっても自分の目標を追
年齢を重ねても続けられるのがトライア

える生涯スポーツ
スロンの魅力だ。実際に参加した大会でも、
「 毎 年 出ているけれどいつもタイムぎりぎ
た。周りの参加者や観客たちも「今年も頑

スイムが苦手でもデビューしやすい
毎年、猛暑の中、開催されるので、熱中症対策は欠か
せない。昨年からかき氷を作るために大きな氷とかき氷
機を導入した。灼熱のトライアスロン祭りをさらに盛り
上げる上で、かき氷は重要なアイテムとなった。
例年、我が「OSJ 湘南クラブハウス」チームは、エ
キ デ ン 部 門 を 中 心 に 参 戦 し て い る。 第一区 は ス イ ム
750 ｍ・バイク ㎞・ラン ㎞、第二・三区はスイム
500m・バイク ㎞・ラン ㎞で、どのチームもスイ
ムが得意な人は大方第一走者に配置される。スイムコー
スは岸 沿いに設 定 されるため、スイムが苦 手 な 人 も 岸
が近いという安心感があり、デビュー戦にはおすすめだ。
さらにスタート前、スイムの不安が解消されない場合は、
スイムはスキップしてバイクからスタートすることもで
きる（ただしオープン参加になる）
。

仲間の応援があるから頑張れる

文／滝川次郎

スイム４００ｍ、バイク10 ㎞、ラン２．
５㎞

年齢や運動歴は関係ない！
自分のペースで長く
続けられる生涯スポーツ
距 離 が 長 く 過 酷 な 競 技 と イ メー ジ さ れ

加。約半年間の練習の結果、 時間 分と
〜 分ほど泳いで「そろそろ陸に上が

からこそトライアスロンは楽しい。

句を言いながら練習していたのだが、大会

トライアスロンなんて」などとぶつぶつ文

することができた。
「絶対に無理」
「なんで

いう非常にスロータイムながら目標を達成

理なく続けられるのだろう。

がちなトライアスロン。しかし、レースの
種類によってその距離はさまざま。自分の
レベルに合わせてステップアップしながら、
完走の達成感を楽しむことができる。
筆 者 は 数 年 前、 本 誌 で「 オ リ ン ピッ ク
ディスタンス（スイム１．５㎞、バイク
㎞、ラン ㎞）の完走を目指す」企画に参

40

だが、人と競らなければいけない場面では、

魅力① 自分のペースで楽しめる

3
3

50

もっとも短い距離。スイムはプールで行われることも
スーパースプリント

28

3
40

3

り」と笑顔を見せる 代の男性参加者がい
70

※距離は一般的な区分に基づき、大会によって設定が異なります。

トライアスロンそれぞれの距離

30

10

3

OSJ freestyle express vol.52
OSJ freestyle express vol.52

Triathlon

7

20

文／田中瑠子

30

5 5

10

トライアスロンデビュー戦にはうってつけの
大会はこれ。個人で行う「シュートトライア
スロン」、スイム・バイク・ランと３人で襷を
繋ぐ「リレー部門」、一人３種目行い３人で襷
を繋ぐ「エキデン部門」と、デビュー戦の人
からベテランまで、さまざまなレベルの方が
楽しめる「沼津千本松トライアスロン大会」。
皆さんも来年チャレンジしてみませんか。

開催日時
2018 年 7 月 22 日（日）
会場
静岡県沼津市・沼津市千本浜公園周辺
種目・距離
個人：S0.75km-B20km-R5km
リレー（1 人 1 種目× 3 人）
：S0.75km-B20km-R5km
駅 伝（1 人 1 種目× 3 人 ）
：1 区 S0.75km-B20kmR5km ／ 2 区・3 区 S0.5km-B20km-R5km
出場資格
15 歳以上（中学生除く）の JTU 登録者（個人、駅
伝 1 人以上。リレーは推奨）
。スイム 750m を 30 分
以内で泳げること
定員
全部門合計 700 人

20 20

バイクはほぼ平坦の直線 ㎞を折り返す ㎞コース。
車両の通行がないので安心して走れるが、日影がないの
で日焼け対策が大切だ。ランは森の中のトレイルも一部
コースとなっていて、カーブも多くやや走りにくい感も
ある。ただ、 周 2.5㎞で一度メイン会場に戻ってく
るため、仲間の応援で元気をもらえるのがうれしい。
トライアスロンに一人で黙々と進む「孤独なスポーツ」
というイメージを持つ人もいるだろう。しかし、レベル
がまちまちなメンバー同士でも、苦手種目の克服を伝授
し合いながら頑張れるのはこの大会だからこそ。トライ
アスロンに憧れている方は、まずは“仲間と一緒に”デ
ビューを飾ってみてはいかがだろう。
1

沼津千本松
トライアスロン大会
大会概要

®

声援が力に変わることを、
教えてもらった

ＵＴＭＢ 完走レポート

16

ら携わってきたのが、
コロンビアスポーツウェアジャパンの新木知範さんだ。
「モントレイル」との出合いを機にトレイ

18

２０１７年に誕生した「コロンビア モントレイル」。その前身である「モントレイル」のブランディングに１９９８年か

くれた人のために走ろう」 と思えば、

不思議と体が動いてくれる。一人でモ

ンブラン１周に挑戦しても、絶対に走

写真／新木知範（本人提供） 取材・文／田中瑠子

間ぎりぎりなので眠る時間がとれず、

眠りながら 走り、 ど う 移 動したのか

覚 え ていない区 間 も あります。 前 後

り切れなかったと思います。

世界最大規模のトレランレースだ

からこその、印象的な出会いはありま

したか？

途 中一緒に走ったフィリピン人 ラン

そして今年、
コロンビアがスポンサーを務める UTMB® で初の１００マイルに挑戦し見事完走。全トレイルランナー

®

ルランニングをはじめ、
ハセツネ CUP には２０００年の第８回大会から 回連続出場、 回完走している。

®

が憧れる世界最高峰のレースで見えたものとは何だったのか、話を伺った。

Q

ＵＴＭＢ 挑戦のきっかけは何で

したか？

初めてＵＴＭＢ を見たのは、コロ

りに、 意 識がも う ろ う としたまま進

のランナーのヘッドライトの灯りを頼

み「置いていかないで！」と叫んだり、

周りに家族がいると勘違いして 「迷う

から先に行くな！」 と話しかけたり。

周りの外国 人ランナーは「 変 な 奴だ

ナーに「君は、
コロンビアの人だろう！

ＵＴＭＢ の君が出ているウェブ動画

を見て、僕も挑戦しようと思ったんだ

よ」 と話しかけられたんです。「ゴー

ルしたら、ガールフレンドにプロポーズ

Q

始めた２０１５年でした。視察のため

®

ンビアがプレゼンティングスポンサーを

にシャモニー＝モン＝ブラン（フラン

ス東南部にあるＵＴＭＢ の開催地 ）

を訪れ、街全体を覆う熱気に圧倒さ

れまし た。 世 界 中からトレイルラン

な」 と怪しんでいたでしょうね（笑）
。

山の上では雪が降るなど寒さも厳

しかったので、レース中のほとんどの

時 間 を ジャケットやフリースを 着 用。

どんなに疲 れていて も 体 を 動かし続

するんだ」 と指輪まで見せてくれた。

ているからこその出会いですし、自分

コロンビアがＵＴＭＢ スポンサーをし

®

ナー約８０００人が集まるほか、サポー

ターや観客が駆けつけ、街中がトレイ

年にＣ

®

16

ルランニングのお祭り状態。この雰囲

17

気の中を走ってみたいと、翌

®

年にＴＤＳ

けなければ耐えられない寒 さで、こ

と思います。

れには多くのランナーが苦しめられた

の挑戦が、知らないところで誰かに影

響を与えていたんだと感動しました。

改めて感じるトレイルランニング

の魅力と、今後の挑戦とは？

何よりも大きいのはフィニッシュした

ときの達成感。 そして、大自然の中

で 非日常 を 体 感して 人 間 社 会に戻っ

て くるよう な、 新しい世界に行 ける

®

ＣＣ （約１００㎞）
、

®

（約１２０㎞）
を完走。満を持して今年、

に挑戦したのです。

ＵＴＭＢ の１００マイル（約１７０㎞）

Q

その壮 絶 なレースを 完 走して 見

®

初めての１００マイル挑戦で、ど

えた、ＵＴＭＢ の魅力とは？

時 間 で 無 事 ゴールし た と き は、

ただただほっとしました。面白かった

なんて思う余裕はなくて、もう無理！

みたいな（笑）
。 でも、どんなにつら

く て も一歩一歩、 前に進 め たのは、 声

援が背 中 を 押し て く れ たから で す。

今後は、走ったことのないＯＣＣ

面白さです。

Q

んな困難がありましたか？

終始、関門（チェックポイント）の

制限時間の厳しさと眠気、そして想

定外の寒さに苦しめられました。「こ

の時間でこのスピードだったら、次の

関門には間に合わない」 という場面が

幾 度 と あり、 も うリタイアしよう と

チェックポイント地点の、フランス、ス

イス、イタリアのそれぞれの街には大

で目 標 タイムを 決 めて 走るのも

（約 ㎞）に挑戦してもいいし、ＵＴＭ

Ｂ

面白いかな。１週間くらい休むとまた

挑戦したくなるのがトレランの不思議。

「 もっとこう す ればよかった 」 という

反 省が必 ず あって、 向 上心を 掻 き 立

てられるんです。

®

諦めかけたことも。距離が長いので、

勢の人が集まり、夜中でも早朝でも

街中の全員が応援に駆けつけているん

じゃないかと思うほど。「ブラボー！」

「アレ、アレ！」（フランス語で行け！

の意 味 ）という 応 援が、こんなにも

力に変わるのかと驚きました。 自分

のためではなく、「声援で送り出して

56

フィジカルの強 さ だ け で 進 むには限

界があります。体と向き合いながら、

次のエイドステーションを目指して少

しずつ進んでいく。メンタル面の強さ

が試されました。

睡魔との戦いも本当につらくて、幻

覚により、何もないところに民家やエ

イドステーションを見ました。制限時

®

46

Q

BAJADA III

道

面をしっかり捉える細かな突起のソールが、
土のトレイルに定評あり

大賑わいのコロンビア特設ブース

牛も全力応援 !?

大歓声の中、46 時間でゴール！

晴れ間でも寒い！

去年亡くなった父の遺影と。山好きだった父のた
めに、絶対に完走しようと決めていた

サーフェイス
状態

林道

シングル

ショート

ミドル

ロング

コロンビア モントレイル

小

中

大

アスファルト

土

岩

ドライ

ウェット

水場

○ 山 中 温 泉トレイルレース（ 距 離 75 ㎞、 標 高 差 約
6000m）ガレが少なく、整備された土のトレイルなど走れる
道が多い。グリップがある軽めのシューズが合う。
○ ONTAKE100（距離 100㎞／ 100 マイル、標高差約
3000m）の前半 林道が多いため、前半は走れるシューズ
がおすすめ。

おすすめ
トレイルランニングシューズ
×OSJトレイルシリーズは
これだ！

トレイルの距離、標高差、サーフェイスなどによって、最適な
シューズは異なります。各シューズの「特性指数」をチェック
しながら、レースに合わせたシューズ選びを実現しましょう。

TRANS ALPS F.K.T. II

特性指数
道

全米最高峰レース Western States100 を
攻略するため作られたトレランシューズ

距離

前足部分の屈曲性がソフトで、伸縮性のある平紐
が、足が浮腫みやすいレース後半の圧迫感を和ら
げてくれる。フリューイッ
ドガイドの土踏まずサポート
は、同一のEVAを段階的に硬さを調節してくれ、足
に負担の少ない自然なサポートが得られる。ミッ
ド
ソールと同一素材を一体成型したトレイルシールド
が、足裏からの突き上げからしっかりガード。

標高差
サーフェイス
状態

強度に優れたアッパーと着脱が容易なクイック
シューレースを採用。耐磨耗性のメッシュアッパー
素材にフィッ
ト感を向上させる3Dプリントパーツを
配置し、ホールド感を確保。ミッドソールと同一素
材を一体成型したトレイルシールドが、足裏からの
突き上げからしっかりガード。大きく彫られた溝が
岩場でのグリップ力を高める。
¥14,040（税込）
重量：293g ／片足

ロード

林道

シングル

ショート

ミドル

ロング

小

中

大

アスファルト

土

岩

ドライ

ウェット

水場

¥15,984（税込）
重量：319g ／片足

距離
標高差
サーフェイス
状態

林道

ショート

シングル

ミドル
中

大

アスファルト

土

岩

ドライ

ウェット

水場

オススメ OSJ レース

最新のクッション技術を採用した
クロスサーフェスシューズ

優れたクッション性と反発性を持つパールフォーム
を採用し、着地衝撃を吸収しつつ、反発力を推進
力として活かせる。ロード比率の高いレースやロン
グのトレイルレースでパフォーマンスを発揮。ラン
ニング初心者やロードランニングからトレイルラン
ニングをはじめる方にもおすすめ。
¥18,360（税込）
重量：349g ／片足

距離
標高差
サーフェイス
状態

ロード

林道

シングル

ショート

ミドル

ロング

小

中

大

アスファルト

土

岩

ドライ

ウェット

水場

シングル

ショート

ミドル

ロング

小

中

大

アスファルト

土

岩

ドライ

ウェット

水場

特性指数

距離
標高差
サーフェイス
状態

ロード

林道

シングル

ショート

ミドル

ロング

小

中

大

アスファルト

土

岩

ドライ

ウェット

水場

オススメ OSJ レース
○奄美ジャングルトレイル（距離 50㎞、標高差約 2000 ｍ）
平坦な道から、
アスファルト、林道が多く、走れるシューズ、
ロー
ドシューズに近いタイプがおすすめ。

特性指数

記録を求めるスピードランナーに向けた
コロンビア モントレイル最軽量シューズ

道

スピードを求め、新たな記録に挑戦し続けるラン
ナーのためのF.K.T.モデル。超軽量ながらサポー
ト性も合わせ持ち、
スムースで俊敏な走りを可能に
する。ロードセクションの多いレースにもおすすめ。

距離
標高差
サーフェイス
状態

¥14,580（税込）
重量：246g ／片足

○ KOUMI100（距離 100 マイル、標高差 7000 ｍ）
32㎞コースを５周する、シングルトラックとロードが半々のコー
ス。ロード、アスファルト双方に対応し、長距離に耐えられ
るクッション性があるものがいい。

林道

オススメ OSJ レース

FLUIDFLEX F.K.T. II

オススメ OSJ レース

ロード

○ ONTAKE100（距離 100㎞、標高差約 3000m）
疲労が溜まってくる後半は、突き上げに強いシューズがおすすめ。
○新城トレイル（距離 32㎞、標高差約 3000 ｍ）
滑りやすく、
OSJシリーズ内でもっともガレ場が多く、
シングルトラッ
クが多い。グリップ力に優れたシューズを選ぶといい。
○ ITAMURO100K（距離 100km、標高差約 4000m）
初めての 100㎞挑戦におすすめのレース。軽く走れるシューズ
がいいが、雨天時はグリップ力が必要。

道

¥14,040（税込）
重量：253g ／片足

特性指数
道

状態

コレクション最軽量モデルのスピード特化シュー
ズ。無駄を削りだしたアッパーにより軽量性を誇
りながらも深い溝を備えたアウトソールが、攻めの
走りをサポートする。シリアスな山岳レースから、
日本のマッディーなコンディションまで広く対応し
てくれる。

○奥久慈トレイルレース（距離 60㎞、標高差 6000 ｍ）
アップダウンが激しくガレ場が多い。林道や沢などさまざまな
道に対応できるシューズがおすすめ。

VARIANT X.S.R.

サーフェイス

山岳レースから土のトレイルまで
対応する軽量シューズ

ロング

小

標高差

ROGUE F.K.T. II

特性指数
ロード

距離

足場の悪いトレイルでもスピードを求めるランナー
に向けて軽量化されたモデル。急峻な山岳コー
スにおいてスムースな走りを確保する、剛性、サ
ポート性、
グリップ性を合わせ持つ。保護パーツで
守られたつま先とかかと部分により、険しい岩稜
帯でも耐久性を確保。

オススメ OSJ レース

道

特性指数
道

UTMB 走破のために開発された
トランスアルプスを軽量化

○ ITAMURO100K（距離 100km、 標高差約 4000m）
軽く走れるシューズがいいが、雨天時はグリップ力が必要。
○安達太良山トレイル（距離 50㎞、標高差約 4000 ｍ）
安達太良山を４回登るアップダウンの激しいコース。オールラ
ウンドに足をサポートしてくれるシューズがいい。
○ 氷ノ山 山 系トレイルレース（ 距 離 70 ㎞、 標 高 差
3500m）走りやすい林道が多く、アップダウンが少ない。
走りに適した軽めのシューズがおすすめ。

¥15,660（税込）
重量：292g ／片足

グリップ性、サポート性、屈曲性の
バランスに優れたロングセラーモデル

1997年にモントレイルのディストリビューターで
あったハワードに入社。その後、2007年にモン
トレイルを扱い始めたコロンビアに移籍。20年
間、
モントレイルに関わり続け、現在はコロンビ
ア モントレイルのMD
（マーチャンダイザー）
を担
当。
トレイルランニング歴も19年と長く、数々の
レースに参戦。ハセツネCUPは2000年の第
8回大会から出場し続け、16回完走。2016
年にCCC®、2017年TDS®に出場し、今 年
はUTMB®を見事完走する。

ロード

オススメ OSJ レース

CALDORADO III

新木 知範（あらき・とものり）
旅のアイテム。シューズは CALDORADO Ⅲを着
用し、足のトラブルは一切なかった

標高差

¥15,120（税込）
重量：290g ／片足

©Sho Fujimaki

もうすぐスタート。観客がハイタッチで送り出してくれる

距離

クセのない履き心地とグリップ性が人気のシリー
ズ。岩や木の根によるシューズ側面の擦れを防ぐ
ために耐磨耗素材を配置。フリューイッドフォーム
のクッション性、柔軟性がレース前半から後半ま
で足をしっかりサポートし、疲れを軽減してくれる。

MOUNTAIN MASOCHIST IV

©Sho Fujimaki

コースの特徴に合わせて選びたい

特性指数

ロード

林道

シングル

ショート

ミドル

ロング

小

中

大

アスファルト
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岩

ドライ

ウェット

水場

オススメ OSJ レース
○王滝ダートマラソン（距離 42㎞、標高差約 2500 ｍ）
ONTAKE と同じ、林道のコース。スピード重視型で、なる
べくロードシューズに近く軽量なものがおすすめ。

※重量は 27cm の場合のものです。

2017
OSJ トレイルシリーズ
使用シューズ
人気ランキング！

第6戦 OSJ ITAMURO100
（320名中）

第1戦 OSJ奄美ジャングルトレイル50K
（164名中）

第2戦 OSJ新城トレイル11K
（582名中）

1位

コロンビア モントレイル

24名

1位

コロンビア モントレイル

114名

2位

アシックス

23名

3位

サロモン

20名

2位

サロモン

111名

3位

アシックス

80名

4位

ザ・ノースフェイス

5位

アルトラ

12名

4位

ザ・ノースフェイス

33名

11名

5位

Inov-８

31名

第7・8戦 OSJ安達太良山トレイル10K
／50K（579名中）

PR

OSJ freestyle express vol.52

1位

第4戦 OSJ奥久慈トレイルレース
（847名中）

第5戦 OSJ ONTAKE100K
（1040名中）

コロンビア モントレイル

128名

1位

サロモン

190名

1位

2位

サロモン

98名

2位

コロンビア モントレイル

165名

2位

HOKA

171名

3位

アシックス

51名

3位

Inov-８

81名

3位

サロモン

118名

4位

Inov-８

43名

4位

スポルティバ

63名

4位

アルトラ

117名

5位

スポルティバ

43名

5位

アシックス

61名

5位

アシックス

76名

第9戦 OSJ王滝ダートマラソン
（226名中）

第10戦 OSJ KOUMI100
（263名中）

第11戦 OSJ氷ノ山山系トレイルレース
（535名中）

コロンビア モントレイル

181名

第12戦 OSJ山中温泉トレイルレース
（226名中）

1位

サロモン

65名

1位

サロモン

121名

1位

アシックス

44名

1位

サロモン

51名

1位

コロンビア モントレイル

85名

1位

サロモン

46名

2位

コロンビア モントレイル

52名

2位

コロンビア モントレイル

111名

2位

コロンビア モントレイル

43名

2位

アルトラ

47名

2位

サロモン

84名

2位

Inov-８

31名

3位

アルトラ

45名

3位

アシックス

59名

3位

サロモン

33名

3位

HOKA

30名

3位

アシックス

68名

3位

コロンビア モントレイル

29名

4位

HOKA

36名

4位

ザ・ノースフェイス

35名

4位

Inov-８

14名

4位

コロンビア モントレイル

30名

4位

Inov-８

52名

4位

HOKA

21名

5位

Inov-８

29名

5位

Inov-８

34名

5位

スポルティバ

13名

5位

Inov-８

24名

5位

HOKA

47名

5位

スポルティバ

21名

※2016年のデータです
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第3戦 OSJ新城トレイル32K&
ダブル64K（512名中）

※2015年のデータです
（17・16年は中止）

OSJ freestyle express vol.52

PR
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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。

11

Trail Running

OSJ freestyle express vol.52

UTMB

世界最大のトレイルランニングの祭典

®

ウルトラトレイル・デュ・モンブラン
写真／Sho Fujimaki 文／滝川次郎

モンブランをめぐる壮大なコースロケーション、フランス・スイス・イタリアの 3 カ

ム・ウォルムズレイ、グザビエ・テベナール、ティム・トレフソン、ザック・ミラーな

国に渡る各地域での心温まるホスピタリティー、確立された運営体制、アウトドアス

ど、そうそうたるメンバーが集まった UTMB® では、2013 年、15 年と 2 回 UTMB®

ポーツメーカーが集結するトレイルランニングエキスポ、そして世界のトップランナー

を制しているグザビエ・テベナールが優勝。その他有力選手はリタイヤが続出し、100

®

が勢揃いするトレイルランニング世界一決定戦。UTMB はまさに世界最大のトレイ

そして注目が集まったのは中国選手の台頭です。CCC® で女子優勝と男子準優勝、

ルランニングの祭典です
®

マイルレースの難しさを物語った今年のレースでした。

®

®

UTMB （171㎞）
、TDS （120㎞）
、CCC （101㎞）
、OCC（57㎞）
、MCC（40㎞）
、

TDS® で男女トップ 10 に 2 名、
OCC で男子優勝と女子 6 位。過去 UTMB® で鏑木毅選手、

PTL®（300㎞）※、
YCC（15㎞）※、
YRUN（700 ｍ）※、
MINI UTMB®（400 ｍ～ 3㎞）

横山峰弘選手、山本健一選手の 3 名が表彰台に上がった年もあり、アジアでは日本が

※など、レベルや年齢に応じてさまざまな種目があり、世界 87 カ国から、各種目合計

一番のトレイルラニング大国でしたが、今では中国に大きく引き離されているのが現

して約 8000 名のトレイルランナーが、メイン会場となるフランス・シャモニーを訪れ

状です。来年は国内トップ選手たちが一丸となって UTMB® を戦い、それぞれの種目

ます。

で表彰台に立つシーンを目の当たりにしたいものです。

毎年、トップ選手たちの激しい争いが繰り広げられます。キリアン・ジョルネ、ジ

※ＰＴＬ® ／１チーム２～３名 ※ＹＣＣ／ 16 ～ 22 歳 ※ＹＲＵＮ／ 14 ～ 15 歳 ※ＭＩ
Ｎ
ＩＵＴＭＢ ® ／３～ 13 歳
※参加資格／各国で開催されているポイント対象レースに参加し、ポイントを獲得して参加権利を得ることがＵＴＭＢ ® 参加の条件です。
OSJ freestyle express vol.52

Trail Running
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アクアアスリート× ボディメンテ ゼリー

マウンテンランナー × ボディメンテ ゼリー

星野由香理さん

平野修也さん
な

お

や

2018年スカイランニング世界選手権日本代表選手

競泳・フィンスイミング日本代表、
ライフセービング日本代表選手

1985年8月23日生まれ。東京都出身。現在は栃木県日光市在住。

1986年1月16日生まれ。東京都出身。国士舘大学体育学部卒。国

フィジカルトレーナーとしてアスリートから一般の方までのトレーニング指導

士舘大学を卒業後、東京消防庁に入庁。水難救助隊として東京の河

を行うかたわら、
マウンテンランナーとして国内外のレースに参戦してい

川のレスキューを行っていた東京消防庁時代は
“全国消防救助技術大会”

る。得意な距離は80km〜100km前後。冬のシーズンは山スキーとク

にて、
３度の日本一に輝く。競泳・フィンスイミング日本代表、
ライフセービング

ロスカントリースキーに熱中している。

日本代表として、競技の垣根を超えた活動を継続するために、2015年3月末に
東京消防庁を退職。2015年4月よりアクアアスリートとして競技生活を始める。

戦績

2016年11月よりAlpha Sports Labからスポンサードを受け、
プロアスリートとしてスタート。
2014 年

2016 年

志賀高原エクストリームトライアングル 72km 優勝

KOREA50k 優勝

日本山岳耐久レースハセツネ CUP71km 準優勝

スカイマラソン・マデイラ（スカイランナーワールドシリーズ）50km 9 位

2015 年

スカイランニング世界選手権ウルトラ 105km 8 位

伊豆トレイルジャーニー 71km 優勝

2016 スカイランナージャパンシリーズ 年間チャンピオン

スリーピークス八ヶ岳 38km 優勝

2017 年

スカイランニングウルトラ日本選手権 美ヶ原トレイルラン 80km 優勝

KOREA50k 準優勝

日本山岳耐久レースハセツネ CUP71km 準優勝

スカイランニングウルトラ日本選手権 美ヶ原トレイルラン 75km 優勝

ウルトラ・トレイル・マウントフジ UTMF160km 6 位

スカイランニングアジア選手権 VK 3 位 Sky 2 位

戦績

2018年6月より帝京大学水泳部テクニックコーチに就任。
2014 年

2016 年

フィンスイミング：アジア選手権 50m ビーフィン 2 位

ライフセービング：世界選手権 SERC 2 位、
4 × 50m 障害物リレー 2 位（日本新）
、4 × 50m メ
ドレーリレー 3 位（日本新）

競泳：日本選手権（25m） 50m バタフライ 8 位入賞

子どものころはバレーボール選手を目指していましたが、高校で限界を感じ、トレーナー
志望へと転向。大学卒業後、パーソナルトレーナーとして就職したスポーツジムにマラソ

2017 年
ライフセービング：ワールドゲームズ 4 × 50m 障害物リレー 優勝（世界新記録）
フィンスイミング：ワールドゲームズ
50m ビーフィン 6 位、100m ビーフィン 8 位

―競泳、フィンスイミング、ライフセービング各種目との出会いを教えてください。
大学までは競泳 1 本で活動しており、ライフセービングに出会ったのは、東京消防庁

ンランナーの村戸雄輝さんがいたんです。鍼灸師をしながらランニングクラブを運営してい

に就職してから。ライフセービング経験者から「スイムが速いなら、挑戦してみるといい」

た村戸さんに誘われ走り始めたことが、ランとの出会いでした。

と言われたのがきっかけでした。当初は「競泳のためのいいトレーニングになるかな」と軽

登山が好きだったためトレイルランに自然と興味を持つようになり、25 歳でトレランデ

い気持ちでしたが、大会に出るようになると、自然を相手にした競技の面白さをのめり込む

ビュー。27 歳で、OSJ ONTAKE100K で初めての 100㎞を完走し、ハセツネカップに初出場して 5 位になりました。

ように。さらに、ライフセービングの大会でフィンスイミング日本代表メンバーの方に出会い、

翌年には念願だった UTMF に参加。100 マイルの舞台で戦う厳しさを実感したとき、知ったのが、スカイランニング

誘われて始めたところ、最初に出た日本選手権で準優勝。世界選手権の代表に選ばれ、

でした。ワールドシリーズがあり、ヨーロッパではメディアも多く集まり賞金が出るスポーツとして確立されています。世

3 種目を並行して本格的にやろうとスイッチが入りました。

界で戦いたいと日本代表選手の選考会に挑戦し、2015 年に優勝。翌年の代表選手になることができました。

―フィンスイミング、ライフセービングの競技の特徴や面白さとは？

―スカイランニングの魅力とは何ですか？
スカイランニングは「山岳を空に向かって駆け登るスポーツ」。水平距離よりも垂直距離や標高差が重要な要素と
なり、ストックやアイゼンを使うこともあります。大会のコースには、急峻で難度の高い斜面や標高 2000 ｍ以上の高

フィンスイミングは、
身体一つで勝負する競泳と違い、
フィン
（足ひれ）
を使って速さを競います。競泳の約 1.5 倍のスピー
ドが出るため、その分、水の抵抗も強まります。水の抵抗をいかに抑えるか、道具をいかにうまく扱うかが、フィンスイミン
グの難しさと奥深さ。競泳にはないスピード感を味わえるのも、魅力の一つです。
ライフセービングは、実際のレスキューを想定した技術を競うスポーツです。競技には、オーシャン（海）
、ビーチ、プー

山が選ばれます。
2018 年 7 月にフランスで行われたワールドシリーズ「ハイ・トレイル・ヴェノワーズ」は、総距離 70㎞中、３分の

ル競技があり、よく知られている「ビーチフラッグス」のほか、人に見立てたマネキンを引き上げ、運びながら泳ぐなどさま

１が雪上。氷点下に近い中、岩と雪の急斜面をロープを使って登る過酷なコースでしたが、難易度の高い山を攻略

ざまな種目があります。オーシャン競技は、波・風・潮流などのコンディションをいかに活かすか、その時々の判断力が必

してゴールしたときの達成感はたまりません。雪面を朝日が照らす光景は息を飲むほど美しく、スカイランニングをしてい

要とされ、競泳のように「保持記録」によって順位予想ができない面白さがあります。プール競技に慣れている僕にとっ

なければ絶対に見ることができない絶景に触れられるのも、この競技の魅力だと思います。

てはチャレンジングな分野ですが、東京消防庁時代に培った、救助のために 0.1 秒を競うという点は共通しています。

―普段どのようなトレーニングを積んでいますか？

―3種目を続ける面白さ、大変さはそれぞれどこにありますか？

山に囲まれた日光市に住んでいるので、1 週間のうち２～３日は山でのトレーニング、ほかにジムで低酸素で行うバイ
クトレーニングや平地でのランニングを行い、走らないオフ日を週に 1 日とっています。トレーナーの仕事の状況によって、
1 日 10㎞しか走らない日から 80㎞ほど集中的に走る日もあります。
8 月上旬には、日光を代表する山・男体山（標高 2484 ｍ）を 24 時間で何往復できるか、去年に引き続きチャ

マルチアスリートは日本ではまだ珍しいですが、海外では当たり前です。競
泳のクラブチームの名前でライフセービングの大会に出ている選手がいたり、
競泳選手がフィンスイミングを一つの種目として練習していたり。同じアクアス
ポーツですが、使う筋肉は競技ごとに異なります。新たな動きに挑戦することで、

レンジしました。結果は 8 往復で自己ベストを更新！（※一般人の登山で往復 7 時間はかかります）
。地元の方が応

眠ってきた筋肉の潜在能力が発揮され、使い方のバリエーションが増えていく。

援に来てくださったり、夫が 24 時間体制でサポートしてくれたりと周りのエールがあたたかくて、折れそうな心を奮い立

それがパフォーマンスの幅を広げ、レベルアップにつながります。日本でも、もっ

たせてくれました。自分でやると決めたことを途中で投げ出すのが嫌なので、「ここで辞めたら、世界で戦えない」と言
い聞かせてやりきりました（笑）
。
―普段の体調管理で気を付けていることは何ですか？
大事にしているのは睡眠の質です。食事では貧血にならないように鉄分をしっ
かりとり、脂肪を燃焼する脂質代謝の体を作るために、糖質を控えめにしてい
ます。
「ボディメンテ ゼリー」
は1 年前から、
激しいトレーニング後のすばやいリカバリー
のために飲んでいます。ヨーグルト風味で飲みやすく、疲れたトレーニング後で
もとりやすいですね。体調を崩しやすい冬のシーズンにも、
「ボディメンテ ゼリー」
によってコンディショニングが整い計画的にトレーニングを積むことができました。
4 月末に行われた UTMF で 4 位入賞できたのも、
「ボディメンテ ゼリー」で体調が安定したことが大きかったと思います。
2018 年はヨーロッパでのワールドシリーズ 4 戦と世界選手権をどう戦うか、これまでに経験したことのない挑戦の年
になります。コンディショニング維持は一層重要になるので、「ボディメンテ ゼリー」を欠かさず飲んでいきます。

ハードなトレーニングでダメージ
を受けたカラダをサポート！
アスリートは、日々過酷なトレーニングを繰り返し、カラダへの負担をかけています。スポーツを楽しむOSJ読者の皆さん
も、ケガや体調不良によって本番でベストなパフォーマンスが出せなかった……という経験があるのでは。ここぞのときに
力を出すためには、普段からのコンディショニングを考えていきましょう。

TOPICS

フィンスイミング：世界選手権 50m ビーフィン 8 位
※予選にて日本タイ記録樹立

2015 年
フィンスイミング：アジア選手権 100m ビーフィン 3 位

―スカイランニングとの出会いを教えてください。
スカイランニングへの挑戦を考え始めたのは 2014 年、29 歳のときでした。

アスリートの体調維持に

とマルチアスリートが出てきてもいいのではと思っています。
複数種目の大変さは、スケジュール面にあります。実際にワールドゲームズ（第２のオリンピックと呼ばれる国際大会）
で、フィンスイミングとライフセービングが同じ日、同じ会場で開催されたことがありました。午前中はライフセービングの予選、
午後はフィンスイミングの決勝、翌日にライフセービングの決勝と続いたので、ピークをどこに持っていくかの調整に工夫が
必要でした。ただ、複数競技出ている選手はほかにもいましたし、各種目の選手たちと会話できるので、出会いは 2 倍、

アスリートこそ、ハードなトレーニングで
カラダを酷使して体調を崩しやすい
用するために筋タンパクが分解されたりと、日々多くのダメージを受けています。慢性的な疲労状態が続けばパフォーマン
スが低下してしまいますし、
栄養不足や栄養バランスの乱れなどから、
体調を崩しやすい状態に陥ることもあります。トレー
ニングでフィジカル面、メンタル面のレベルアップができたとしても、体調管理を誤ってしまえば成果につながりません。
そこで開発されたのが、コンディショニング・体調管理の面からアスリートをサポートする「ボディメンテ ゼリー」です。
ベストな状態を維持するために本当に必要なものは何なのかと研究を重ね、３つの成分にたどり着きました。

リスクに備えて
体調を維持する

「乳酸菌 B240」
乳酸菌B240は、タイ北部の伝統的な発
酵茶から発見された植物性の乳酸菌です。
激しいトレーニングで体調を崩すリス
クにさらされているアスリートの
体調維持を目的に、20億個
を含有しました。

3 倍多く、コミュニティが広がる楽しさもあります。
―マルチアスリートとして、普段の体調管理で気を付けていることは何ですか？

OSJ freestyle express vol.52

運動後のカラダを
すみやかに
リカバリーする

「BCAA ＋アルギニン」
BCAAとは、筋肉でエネルギー源となる３つの
アミノ酸、バリン、ロイシン、イソロイシンの
総称です。この「BCAA2000mg」と、アス
リートが積極的に摂りたい多機能アミノ
酸「アルギニン500mg」を含み、カ
ラダのリカバリーをサポー
トします。

70ー
60ー
50ー
40ー
30ー
20ー
10ー
0ー

運動強度
選手の
風邪発症率

選手

対照

期間1

期間2

期間3

期間4

弱

強

強

弱

6％

32％ 52％

11％

大学生の男子フットボール選手の免疫力を運動強度の高い期
間と低い期間で一般男子学生と比較。運動強度が高くなると
一般学生よりも風邪発症率が高まった。
（データ：Med ScI Sports Exerc.:37,374-80,2005 より改変）

カラダの
基盤から強くする

「ホエイタンパク」
ホエイタンパクは、牛乳からカゼインや脂肪
を除いた液体部分（ホエイ）に含まれるタン
パク質のこと。吸収が早く、筋肉など体の
組織の材料になりやすいため、トレー
ニング直後の摂取で、カラダのメ
ンテナンスにつながります。

僕はあまり厳密に栄養素を計算して食事する……といったタイプではなく、栄養に気を使いすぎてストレスを溜めるよりも、
ストレスなく体が欲するものに正直に食べようと思っています。
1 年前から
トレーニング後に「ボディメンテ ゼリー」を飲むようになり、負荷の高いトレーニングの翌日もハードなトレーニ
ングを続けられるなど、
継続していいパフォーマンスが出せている実感があります。プロテインを飲む習慣がなかったのですが、
「ボディメンテ ゼリー」にはホエイタンパクが含まれ、必須アミノ酸 BCAA が身体のリカバリーもサポートしてくれます。競
技スケジュール上、負荷がかかるタイミングが重なることも多いので、とても助かっています。

コンディショニング維持をサポートする「ボディメンテ ゼリー」
負荷の高い運動を行うアスリート以外にも、日常的にリスクに備え、体調を維持したい方をサポートします。

精神的に強いプレッ
シャーにさらされる
「受験生」

PR

唾液中分泌型 IgA 分泌速度（μg/ 分）

アスリートのカラダは、トレーニングによっていつも酷使されています。筋肉の筋繊維が断裂したり、エネルギーとして利

こんな人にも
オススメ！
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運動強度が高いほど
風邪の発症率が上昇する。

体力低下を
実感されている方
「加齢」

仕 事 量 が 集 中し て
休みをとりにくい
「ビジネスパーソン」

不規則な生活を余
儀なくされる
「シフトワーカー」

OSJ freestyle express vol.52

PR

12

門の制限時間を気にすることに……。こ

に疲労が溜まり、ＴＪＡＲで初めて、関
う。

ＴＪＡＲにもきっと参戦しているでしょ

レンジの方法が見つかったら、６回目の

とは

145 時間 22 分
智

8/18 06:37

150 時間 37 分
3位

近内京太

8/18 08:11

152 時間 11 分
4位

江口航平

8/18 09:56

153 時間 56 分
4位

佐幸直也

8/18 09:56

153 時間 56 分
6位

吉藤

剛

8/18 12:17

156 時間 17 分
7位

望月将悟

8/18 16:07

160 時間 07 分
8位

鹿野颯太

8/19 04:23

172 時間 23 分
9位

有吉俊博

8/19 09:27

177 時間 27 分
10 位

石田賢生

8/19 10:01

178 時間 01 分

2位

トレイルランナー

前半。高校卒業後に入局した消防局で、
れまで軽々と走り抜けられた道でも、踏

れからも、
「誰も

8/18 01:22
船橋

1位

望月将悟
構成・文／田中瑠子

同僚からランニングクラブに誘われたの

を乗り越えることで自信につながり、やっ

ケジュールを着実にこなしながらゴール

やった こ と の な

垣内康介

早月川河口（スタート）－馬場島－北アルプス
（剱岳－薬師岳－槍ヶ岳山
荘－上高地）－上高地－薮原駅－旧木曽駒高原スキー場－中央アルプ
ス（木曽駒ケ岳－空木岳）－駒ヶ根高原－市野瀬－南アルプス （仙
丈ヶ岳－塩見岳－赤石岳－聖岳）－井川ダム－富士見峠－静岡駅－大
浜海岸（ゴール）

所要時間

コース概要

ゴール日時
氏名

Shogo Mochizuki
（ Ｐ）
Sho Fujimaki

見るのが苦手なので、頼りにできるのは
経験値だけ（笑）
。いつも課題が見つかる
ので、
「次はもっとこうしてみよう」と終
わりがありません。
今後は、トルデジアン（※）など海外
のトレランレースにも積極的にチャレン
ジしていきたいです。今回の「無補給」

がきっかけでした。チームの仲間と登山
んだ石が動いてバランスを崩し、レース

１７０㎞）以上のロングレース。ロングは、

けようとして転んでケガをしてしまうと

時間で登ってきたの？ すごいね」と声

を目指しているんだな」とレース設計の

の参戦」でした。

給」と決めた以上、レース中に一切の食
をかけてくれたり。山を愛する者同士、

トランスジャパンアルプスレース

日本海の富山湾をスタートし、北アルプス、中央アルプス、南アルプスを越え、太平洋駿河湾を目指す「トラ
ンスジャパンアルプスレース
（Trans Japan Alps Race）
」
。総距離約415 ㎞、累計標高差約27000
ｍを、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となる。
参加にあたっては、山岳、気象、装備、危機管理、体調管理などあらゆる面での豊富な知識、登山経験も必
要になる。山と己を知り尽くした者による、精神と肉体の限界を超えて挑むレースこそが「TJAR」なのだ。

TJAR

順位
開催期間：2018/8/11（土）
～2018/8/19（日）
スタート：日本海/富山県魚津市･早月川河口〔8/12（日）0：00〕
ゴール：太平洋/静岡県静岡市･大浜海岸〔8/19（日）24：00〕
参加人数：30名
参加費：30,000円
制限時間：192時間（8日間）
距離：約415Km
累積標高差：約27000ｍ
命の危険に関わるため、参加資格や条件には次のような厳密な内容が示
されている。
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
２、過去標高2000ｍ以上の場所において、10泊以上の露営経験がある
こと
【参加条件】※2017～2018年の実績
・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2000ｍ以上の場所（北海道は標高1500ｍ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。
・１日にコースタイム25時間以上の山岳トレイルコースを、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家族の承諾の有無などさまざまな条件があ
り、これらをすべて満たした上で、選手選考会を突破した30名が本レース
に参加できる。

写真／

２ ０ １ ０ 年 の ト ラ ン ス ジ ャ パ ン ア ル プ ス レ ー ス（ Ｔ Ｊ Ａ Ｒ ） 初 参 戦 以 来、
前人未到の４連覇を成し遂げた望月将悟さん。５回目となる今年（２０１８
年）は、
「無補給で参戦」という新たなチャレンジを打ち立て、７位の結果
を残した。なぜ「無補給」にこだわったのか、望月さんのトレイルランニ
ングに対する思いを伺った。

無補給へのチャレンジで、
「山に登る」原点に立ち戻りたかった

駅伝などに挑戦しているうちに、山を走
中に何百回も転びました。重い荷物を背

たとえ順位が低くても、さまざまな困難

のように、タイムや順位以外の新しいチャ

る面白さにひかれ、ハセツネカップや北
負った登山者が、トレイルランナーをよ

荷物を自分で背負うことで、
見える景色がきっとある
ＴＪＡＲ５回目の参戦を決めたときに
丹沢 時間山岳耐久レースに参加。
「トレ
ランレース」の先駆けとなったＯＳＪ主

てよかったと思えるんです。１００マイル

僕 が 好 き な の は、１ ０ ０マ イ ル（ 約

頭にあったのは、
「誰もやったことのない
新たなチャレンジをやり遂げよう」とい

いうことが、初めて実体験として分かり

しなのが大変。奥深いレースですが、そ

催のレースにもたくさん出させていただ

ライバルたちが前を走っているという

こから逃げてロングに行っています（笑）
。

う思いでした。５連覇を期待する声もた

景色もすごく新鮮で、見習う点がたくさ

国内では、まだ誰も登ったことのない山に

は僕にとっては短くて、エイドでも大忙

走り始めた２００５年前後は「トレラ

んありました。疲労でふらふらになりな

登って、走ったこ

ました。

ン」という言葉もなく、山を走る人はほ

がらも一歩一歩前に進む様子を見て、
「僕

を 作 り た い。 こ

と の な いコ ー ス

き、レース中に失敗を繰り返しながら経

とんどいませんでした。登山者の方と会

事や睡眠のとり方を見て「自分なりのス

も頑張らなくちゃ」と奮い立ったり、食

くさんいただきましたが、今回は、記録

うと、
「新幹線が追い越すよ～」と笑い

験を積んでいきました。

ＴＪＡＲでは、自動販売機やコンビニ
ながら道をあけてくれたり、山頂で「何

た。そこで自分に課したのが、
「無補給で

て食べることができます。しかし「無補
料も購入せず、
必要なものはすべて背負っ

僕 を 引 きつ け て

いチャレンジ」
が、
山では、誰もが自分なりのチャレンジ

いくのだと 思 い

方法を学んだり。

段々と、山でのルールやマナー、そして

をしています。初めて３０００ｍの山に

ます。

お互いを尊重し合っていました。しかし
お互いを思いやる気持ちがなくなってき

挑戦する登山者も、レースでトップを目

て走らなくてはいけません。これまで５
㎏に。体への負担は必至でしたが、それ

ているような感じがして、
「山を走ってい

指す人も、チャレンジの内容に優劣はあ

㎏だった荷物は、極限まで減らしても
でも無補給にこだわったのは、「山を登る」

る」と大きな声で言えなくなっていった

という原点に戻りたかったからです。

OSJ 新城トレイルダブル 64K 優勝、TJAR 4 連覇達成

りません。それぞれが決めた挑戦に敬意

トレイルランニングとの出会いは 代

UTMF4 位、TJAR 優勝

2014 年〜
2016 年

を払うことが、山を登る上で何よりも大

道志村トレイルラン優勝、TJAR 優勝

本来は、山を歩く人も走る人も同じよ

2012 年

切。それが、
「無補給」をやり遂げて強く

2010 年

うに山が好きで、山頂を目指しているの

2009 年

感じたことでした。

北丹沢 12 時間耐久レース優勝

OSJ ONTAKE100 2 位、OSJ シリーズ戦優勝、
日本山岳耐久レース 4 位

悲しいこと。それならば、
「自分が必要と

自分に足りないものが見つか
るから、トレランに終わりは
ない
ＴＪＡＲに出続けてきたのは、レース
中に自分の強さと弱さを知れるのが面白
いからです。経験を積めば積むほど「こ
の速さなら山頂まで何時間で行ける」
「こ
の食料があれば何日はもつ」などが分か

2006 年

2015年東京マラソンでは
40ポンド（18.1kg）の 荷
物を背負って3時 間06分
16秒というギネス記録を樹
立。海 外レースへの挑 戦
は2011年トルデジアン13
位、2017年レシャップベル
5位など。
戦 績

に、気持ちをシェアできないのはとても
する荷物を全部持って山に登り、ゴミも
全部持ち帰る」
という山登りの原点に戻っ
て、登山者から見える景色を見てみよう
と考えたのです。

時 間 で、荷 物

山では、誰もが自分が決めた
「挑戦」に向かっている
し か し、走 り 始 め て

るようになります。心拍計などデータを

1977年、静岡県生まれ。静岡市
消防局に山岳救助隊として勤務。
TJAR2010、2012、2014、
2016で４連覇。2016年は自己
ベストを上回り4日23時間52分
でゴールしている。

いつもサポートしてくれる家族と

エンスストア、飲食店で好きなものを買っ

を追うことでは見えない景色が見たかっ

12

の重さに体が悲鳴を上げ始めました。足

6
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Power Bar
Support Athlete

望月将悟（もちづき・しょうご）
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20

リザルト
大会概要
参加資格
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のです。

©Sho Fujimaki

※ヨーロッパアルプス４大名峰をめぐる、全長 330㎞、累計標高差 24000 ｍ、最高標高 3300 ｍを 150 時間（6 日と6 時間）で駆け抜ける世界最大級のトレランレース。望月さんは過去 4 回出場している。

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

コロンビア

TITAN LITE™ II
ウインドブレーカー

B

パ

ワ

ー

バ

ー

PowerBar

C

パワーバー商品
詰め合わせ

大塚製薬

ボディメンテ ゼリー

D

京セラ

E

光るTORQUEうちわ

コンプレスポーツ

F

R2V2 カーフ スリーブ

パタゴニア

メンズ・マイクロパフ・フーディ

長距離のトレイルレースやトライアスロン、マ 耐水性を備えダウンのような温かさを提供し、
トの中で重量に対する
ウンテンクライムなどの過酷なスポーツに最 パタゴニアのジャケッ
適。人間工学に基づいた「Kプロテクト」が、 保温性が最も高い超軽量フーディ。
膝への振動を最大８%抑制。運動中や運 ダウンに代わる羽根のように軽いプルマフィ
ト。
動後に着用すると、痛みを抑え、疲労を遅ら ル化繊のインサレーション入りジャケッ
せ、
リカバリーを促進させてくれる。

「乳酸菌B240」
「BCAA＋アルギニン」
「ホ 青・赤・緑と3色に光るTORQUEオリジナル
という３つの成分を含有。体調 うちわを10名様にプレゼント。
撥水加工が施されたコンパクトに収納できる 素早いエネルギー補給でパフォーマンスを エイタンパク」
アップさせるパワージェルのほか、パワージェ 管理という新たな側面からアスリートに貢献
パッカブルウィンドブレーカー。
ル・ショッツ、
エナジャイズ、
プロテインプラス、 できる、
コンディショニングをサポートする栄養
←MEN'S TITAN LITE™ II
WINDBREAKER
エナジャイズ・ウエハースが各１個ずつ入った 食。
RED ELEMENT, RED SPARK
1箱（1箱6袋入り）
詰め合わせセッ
ト。
サイズL

1パック
3名様

アウトドアスポ―ツに関するニュースをご紹介します。

男性Mサイズ
1名様

20名様

ブルー

グリーン

サイズ展開

※ MEN'S か WOMEN'S
どちらかを記載して応募ください。

オレンジ

レッド

パープル

【お問い合わせ】株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン
☎0120-193-803
【お問い合わせ】
Power Sports ☎0467-84-8651

プレゼントの
応募方法

T2：34 - 38cm

STYを、ウルトラトレイルへの橋渡しの種目として目指してきた方にはとても残念なお知らせとなりますが、UTMF がこれを機にさらに発展していくことを願いたいと思います。

T3：38 - 42cm
T4：42 - 46cm

各1名様

10名様
【お問い合わせ】
大塚製薬 ☎0120-256-137

【お問い合わせ】au-campaign@kyocera.jp

ホワイト

7 回目の開催となる 2019 年は、
さらなる永続的な開催を目指すにあたり、大きな変更があります。STY は開催せずに、UTMF の一本化を図ることになったのです。その理由は、スタートとフィ
ニッシュ会場が離れている中、UTMFとSTY の２つのカテゴリーを同一大会で実施するのが運営上難しいという点です。

加者を 2400 名にすることが決まりました。

T1：30 - 34cm
アイスブルー

2012 年から始まったウルトラトレイル・マウントフジ。2018 年大会では、
168㎞を走るUTMFに1480 名、
92㎞を走るSTY
（静岡から山梨）
に994 名が参加しました。
「世界中のトレイルランナー
が熱い想いを持って集まる国際的な舞台にしよう」という実行委員会の思いがつながり、年々世界からの参加者も増えています。

参加人数をこれ以上増やすことができません。そんな状況でも、国内外を問わずに少しでも多くの方に 100 マイルの世界を経験してほしいとの思いから、STY の開催を断念し、UTMF の参

ブラック

イエロー

ウルトラトレイル・マウントフジ（UTMF）1種目のみの開催が決定

UTMF 開催の原点にあるのは
「100マイルウルトラトレイルをこの国に紹介し、
そして文化として根付かせたい」
という思い。国内で100マイルレースの数は多くなく、
UTMFは環境的な観点から、

ピンク

WOMEN'S TITAN LITE™ II →
WINDBREAKER
SOFT VIOLET, CIRRUS GREY
サイズM

2019年4月26日（金）
～28日（日）

※ふくらはぎの一
番太い部分で測り
ます

※カラーとサイズを記載して応募ください。

5名様

【お問い合わせ】
コンプレスポーツ
（有限会社パワースポーツ） ☎0467-33-5841

2019年大会概要
【お問い合わせ】
パダゴニア
☎0800-8887-447（フリーコール・通話料無料）
☎045-435-6100（携帯電話・IP電話サービスをご利用の場合）

開催日.................. 2019年4月26日
（金）
～28日
（日）
種目...................... ウルトラトレイル・マウントフジ
（１種目のみ）
距離...................... 約170km 累積標高差約8000m
制限時間.............. 46時間
コース.................... UTMF2018コースを踏襲予定
参加資格.............. UTMF2018 と変更なし
（2020年まで参加資格の変更なし）
参加者数.............. 2400名
（うち海外在住者800名）
エントリー方法....... 国内・海外在住者ともに抽選制
エントリー開始日.... 2018年10月中旬～下旬予定

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11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

いつも楽しいアウトドアスポーツ情報ありがとう
ございます。私は50歳でボルダリングを始めたの
で、ワールドカップ八王子2018の記事はとてもお
もしろい内容でした。
北海道男性（52歳）／会社員

TORQUEいいですね！ いろんなストレスか
ら解放されそうで、使ってみたいです。OSJを
拝見して、やっぱりトレランいいなと思いまし
た。近頃ロードばかり攻めていましたが、自然
の中で遊びたいです。
広島県女性（47歳）／会社員

VOICE
OSJ51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。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
http://www.outdoorsports.jp/

UTMFの記事を読んで、いつかはUTMFに出場してみた
いと思いました。現在はロード中心ですが、自分の殻を
やぶるためにトレイルを始めてみたいと思います。
栃木県男性（47歳）
／公務員

撮影／ Ryo Yamamoto

撮影／ Ryo Yamamoto

2018年11月3日（土）
・4日（日）開催

西日本豪雨災害 復興イベント「みんな集まれ王滝村Ⅱ」
「御嶽山」の噴火により、登山客の復帰まで観光資源を失ってしまった王滝村の窮地を救うため、
エ

UTMFのすごさにビックリ！参加
者の表情がいいですね。
岡山県女性（44歳）
／介護福祉士

リートトレイルランナーたちが王滝村に集結した「Top of Trail Runner 50k in Japan」
。あれから
３年。今夏の西日本豪雨で被害を受けてしまった被災地に、少しでも元気を与えようと、再びエリート
トレイルランナーたちが王滝村に集結します。エリートレースを観戦し、夜のパーティ―ではトレイルラ

ゼガママラソンの写真を見て、大きな
スポーツイベントには選手だけでな
く、多くの観客が必要なのだと感じま
した。観客が多くかけつけるのは、ヨー
ロッパ文化、伝統からきているように
思いました。
東京都男性（56歳）
／教員

東京オリンピックの新種目として話題の、スポーツクラ
イミングの大会の記事を読んで、実際に見に行ってみた
くなりました。ボルダリング以外の種目も今後紹介して
いただけるとうれしいです。
埼玉県男性（31歳）
／自営業

ヨ ーロ ッパ で 人 気 の 山 岳 レ ー
ス、セガママラソンの観客の多
さに圧倒されました。日本のト
レランでもこれくらい観客が多
かったら面白いのに～！！
山口県男性（46歳）
／会社員

アドベンチャーレースを以前テレビで見て
興味を持っていました。ほかにもいろいろ
過酷なレースがあるもんだなと興味深く読
みました。
大阪府女性（51歳）／会社員

いろんなアウトドアスポーツがあるんですね。プロ
のトライアスリート戸原開人選手のことも知らな
かったので、読めてよかったです。
青森県女性（54歳）
／パート

トレランの最終目標にしているUTMF。今
回の記事を読んで、いつかはチャレンジし
たいという気持ちが一層強くなりました。
栃木県男性（38歳）／会社員

普段は知ることのできない多くの情
報提供に感謝です。
北海道男性（54歳）
／会社員

ンナーとの集いで盛り上がり、翌日はエリートレースで使用したコースに自らチャレンジする
「みんな集
まれ王滝村Ⅱ」
。ご家族や仲間と一緒にご参加いただけると幸いです。

開催概要
開催日.............. 2018年11月3日
（土）
・4日
（日）
開催場所.......... 長野県木曽郡王滝村

開催内容

Top of Trail Runner in Japan

スケジュール

開催日.............. 11月3日
（土）
距離.................. 78km
（13km×6周） ※女子は男子よりマイナス1周
参加対象.......... エリート選手

トレイルランナーの集い
開催日.............. 11月3日
（土）
内容.................. エリートレース表彰式、
エリート選手座談会、
オークションなど
※オークションの収益は西日本豪雨で被害を受けた被災地に寄付します。
参加費.............. 4,000円

王滝ループトレイル

知

編集
後記

床

半

島

を

め

ぐ

る

自

転

車

の

旅

都内の酷暑から逃げるように、今夏、北海道知床をめぐるロードバ

てしまった。霧が出ていて、コグマもこちらの存在に気づかず近寄って

イク 400 ㎞の旅に出かけた。自転車は飛行機で運び、女満別空港から

くる。国立公園内の動物たちは保護されているため、人を恐れず、人

宇登呂（ウトロ）
、
知床峠を越えて羅臼（ラウス）に向かい、
同じ道を戻っ

を襲うこともないといわれるが、生身の状態でクマに出会うというイン

てくる 5 日間の夏休みだ。

パクトは強烈だった。一目散でその場から離れたこちらの様子を見て、

2005 年に日本で 3 番目の世界自然遺産に登録された知床は、半島

コグマも「あ、ニンゲンに会っちゃった！」というように焦って逃げて

全体が動物たちの住処。ヒグマやシマフクロウ、オオワシ、キタキツネ、

いった。動物たちの生活圏にお邪魔する気持ちで足を踏み入れること

エゾシカなどたくさんの動物が原生林の中を生きている。避けたいの

が、知床を楽しむ大前提となる。そう改めて感じる、忘れがたき知床の

はヒグマとの遭遇なので、知床国立公園内を散策する際は熊鈴を鳴ら

旅となった。

開催日.............. 11月4日
（日）
距離.................. 52km
（13km×4周）
参加対象..........18歳以上の男女。前日、王滝村の宿泊施設に宿泊していただける方。
参加費..............ソロの 部-12,000円・ペ ア の 部-20,000円・トリオ の 部
-24,000円
詳細、エントリーはこちらのサイトから

08:00 ～ 09:00

エリートレース参加受付

09:30 ～ 17:30

レース開催

11:00 ～ 17:00

王滝ループトレイル参加受付

18:30 ～ 20:30

トレイルランナーの集い

11 月 4 日（日）
07:00 ～ 16:00

王滝ループトレイル

16:00 ～ 17:00

表彰式

Top of Trail Runner in Japan参加予定選手（2018年9月時点）
男子（35名）
：伊藤健太 、井原知一、上田瑠偉、浦野裕之、大杉哲也、長田豪史、川崎雄哉、
岸本大直、栗原孝浩、小島弘道、小林慶太、阪田啓一郎、城武雅、須賀暁、高橋和之、田中裕
康、反中祐介、土井陵、名取将大、成瀬康夫、野田武志、原良和、東徹、福井哲也、別府浩司、
細山雄一、町田知宏、松永紘明、武藤尚一郎、村田諒、望月将吾、矢嶋信、山屋光司、横内宣
明、吉田賢治
女子（9名）
：上宮逸子、北島良子、栗崎恵理子、黒田清美、齋藤美紀、高村貴子、立石ゆうこ、
林絵里、村井絢子

参加受付期間：2018年8月13日（月）～10月19日（金）

http://www.powersports.co.jp/otaki2018/index.html

9月1日（土）
～11月23日（金・祝） 日本全国で開催

アウトドア映画祭「バンフ・マウンテン・フィルム・フェスティバル」
1976 年に、
ロッキー山脈の小さな街バンフ（カナダ・アルバータ州）で 1 日限りの登山映画祭として始まった「バ

開催期間：2018年9月1日
（土）
～2018年11月23日
（金・祝）

したり、手を叩いたりして「人がいますよ」と伝えながら進む。鼻の

OSJ の仕事をきっかけに 5 年前に始めたロードバイク。その最大の

ンフ・マウンテン・フィルム・フェスティバル」
。今では、南極大陸を含めた全大陸で上映され、世界 40 カ国以上、

いい彼らがエサを求めて近づいてこないよう、開封した食べ物を持た

魅力は、景色の変化を五感で感じられるところだ。標高差による気温

40 万人以上のアウトドアファンが参加する世界的な映画祭となっています。世界中のクライマーや映画製作者、

ないのも大切だ。本当にどこからでもひょっこり出てきそうなので、自

や風向き、天候の変化に触れ、自然の雄大さを実感できる。時速 20

作家、写真家が山岳コミュニティの主要イベントと位置づけ、上映作品に選ばれることを夢見てフィルムコンペティ

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

転車にも鈴をつけ、周りを見渡しながら走った。

〜 40 ㎞で駆け抜ける爽快感も自転車ならでは。さすがにクマとの遭

10/5（金）
・6（土）
・7（日）
・8（月・祝）
【東京】ゲートシティ大崎ゲートシティホール B1

ションに出品。その結果、第 1 回が開催されて以来、クライミング、登山、アウトドア、山岳カルチャー、環境分

10/13（土）
・14（日）

【北海道・知床】知床自然センター

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。

道を走行中、パンク修理のため自転車から降りた直後、コグマに遭遇し

野の５０００本を超える映画がアーカイブされています。過去のフェスティバルでは世界トップクラスのクライマーや探

10/27（土）

【長野・白馬村】白馬岩岳スノーフィールド

検家が多数出演し、フェスティバルを盛り上げています。

11/11（日）

【北海道・東川町】東川町文化芸術交流センター

11/23（金・祝）

【富山・朝日町】朝日コミュニティーホールアゼリア

文／田中瑠子
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

しかし、知床の観光スポットの一つ「カムイワッカ湯の滝」への砂利

遇体験はもう二度としたくないけれど、この最高の遊び道具で、世界
中の景色を見に行きたいと思うのだった。

チケット購入方法や会場へのアクセスはこちら
17

11 月 3 日（土）

OSJ Square

OSJ freestyle express vol.52

http://www.banff.jp/

9/1（土）

【長野・乗鞍高原】乗鞍高原野外特設会場

9/29（土）

【大阪】枚方市岡東中央公園

OSJ freestyle express vol.52

OSJ Square
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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
コロンビアショップ池内店
コロンビアショップファクトリー店
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
コロンビアショップつくばクレオスクエア Q’t 店
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
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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
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
011-281-6231
011-207-1100
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
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

029-858-8488
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
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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 エス
スーパースポーツゼビオ日立城南店
栃木県
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
コロンビアショップららぽーと富士見店
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
コロンビアショップららぽーと新三郷店
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
スポーツオーソリティ松戸店
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
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

日立市
日立市

0294-36-1270
0294-26-7181

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

木更津市
木更津市
野田市
野田市
野田市
銚子市
流山市
流山市
流山市

0438-30-7081
0438-41-6715
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
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
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

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
047-374-5011
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
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

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
03-6910-1587
03-3634-0730
03-3641-3091
03-3638-6565
03-5617-6450
03-6219-6181
03-5617-3531
03-5677-0721
03-5531-3117
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
03-5459-5077
03-3797-4817
03-3406-8778
03-3770-7885
03-5466-9278
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
042-546-5454
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
03-3233-1861
03-3219-2801
03-3233-3555
03-3295-3215
03-5220-3580
03-5244-0101
03-5697-3900
03-3881-3982
03-5673-5771
03-5244-1757
03-3870-7980
042-311-2818
042-357-3451
03-3833-8636
03-3836-5561
03-3836-6168
03-3843-4484
03-5806-1560
03-3836-6168
03-3839-7939
03-5711-1821
03-3733-3911
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
03-5958-5215
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
042-521-5365
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
049-255-5523
049-255-6001
049-275-1315
048-592-2011
048-543-7551
0495-24-6450
048-447-8123
048-959-7721

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
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
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
足立区
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
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

ワイズロード・府中多摩川
スポーツオーソリティ府中店
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
コロンビアショップ池袋サンシャインシティアルパ店
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
コロンビアショップららぽーと立川立飛店
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
コロンビアショップららぽーと海老名店
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
コロンビアショップ丸井溝口
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
コロンビアショップららぽーと平塚店
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

府中市
府中市
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
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
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
富士見市
北本市
北本市
本庄市
蕨市
三郷市

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
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
コロンビアショップアーバンドックららぽーと豊洲店
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
コロンビアショップアクアシティお台場店
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
コロンビアショップ渋谷店
AIGLE 渋谷本店
Ｊ＆Ｓ恵比寿店
OD BOX 渋谷店
THE NORTH FACE 原宿店
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
コロンビアショップ昭島アウトドアビレッジ店
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
スーパースポーツゼビオ東京御茶ノ水本店
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
コロンビアショップ丸井北千住
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
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

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
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
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
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
046-231-0141
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
044-814-0101
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
0463-24-2221
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

0766-22-2398
0766-27-2485
0763-32-7190
076-422-4225
076-465-1930

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
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
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
マウンテンハードウェア ファッションワン店

富山市
富山市
富山市
富山市

076-429-8744
076-452-3355
076-471-7005
076-441-6519

かほく市
かほく市
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

076-289-2312
076-288-3183
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

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
078-325-1370
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

高知市
高知市
高知市
高知市
高知市
四万十市

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
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

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
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
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
092-0263-2380
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
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
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
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
075-461-3428
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

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

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
相楽郡
相楽郡
八幡市
福知山市

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

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
082-261-5001
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
052-533-7691

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
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

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
072-464-0133
072-460-2116
072-463-3305
0724-69-0401
0725-40-5022
0724-80-4530
072-367-0208
06-6341-8600
06-6343-3866
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

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

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
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
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

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

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

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
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
コロンビアショップ キャナルシティOPA 店
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

089-922-6457
089-927-3300
089-978-7020
089-971-1141
089-926-2180
089-917-7601
089-946-2936
0897-31-0780
0897-55-0410
0897-55-2048

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

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
コロンビアショップららぽーと和泉店
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
コロンビアショップ神戸店
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
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
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

松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
新居浜市
西条市
西条市

甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
南都留郡
南都留郡

052-269-1276
052-432-3220
052-261-5315
052-848-2780
052-775-8858
052-259-6507
052-804-1590
052-269-1821
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

072-866-2090
072-866-1439
072-856-6805
072-726-6051
072-723-6123
06-6907-0055
0725-53-1525
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
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

枚方市
枚方市
枚方市
箕面市
箕面市
門真市
和泉市
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

コロンビアショップ クレアーレ店
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
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
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
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
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
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
コロンビアショップ ALBi
コロンビアショップ フッ
トウェアスペシャルティ
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

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

089-960-3520
089-984-4835
089-961-6630
0895-22-2984
0898-34-8601
0898‐23‐5130
0896-59-5150
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