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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。
•発行部数／7万部
•オールカラータブロイド版
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OSJ 編集後記 東京にもハワイ島があった!?

無料配布

火山島「伊豆大島」の魅力

配布店リスト

１００マイル（１６０㎞超）レースを目標とす

のとして、そのレースに挑むチームを作ろうと

そこで、１００マイルレースを主催しているも

表紙の言葉

る「チーム１００マイル」
。このチームは、上

決意。公務員からプロトレイルランナーに転身

一番好きなスポーツ選手は、1999 年から2005 年まで自転車レース「ツール・ド・フランス」で 7 連覇を達成したランス・アームストロ
ングでした。山岳ステージではライバルたちを鬼気迫る走りで圧倒し、破竹の勢いでマイヨ・ジューヌ（個人総合成績 1 位）を獲得し続け
たランス。しかし、彼は 2012 年に、全米反ドーピング機関によりツール・ド・フランス 7 連覇のタイ
トルを剥奪されました。すべてのレー
スでドーピングをしていたことが明らかになったからです。ランスの活躍は幻だった――。そうはわかっていても、
今でも彼が 7 連覇していた
「ツー
ル・ド・フランス」の DVDを引っ張り出して、彼の走りを見ながら室内での自転車トレーニング（ローラー台）に勤しむ自分がいます。
毎年 7 月からフランス及び周辺国で開催される「ツール・ド・フランス」
。今年はどんなドラマが待ち受けているか、開幕を楽しみにしてい
ます。
（文／滝川次郎）
「ツール・ド・フランス 2018 第 15 ステージ」撮影／綾野 真（シクロワイアード）

「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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よいかという情報はほとんどありませんでした。

位の成績を収める「チームアキレウス」
、常に

された鏑木さんに相談し「チーム１００マイル」

年 目 と な る ト レ イ ル ラ ンニン グ の

一定のパフォーマンスを発揮することができる

が結成されました。

今 年で

「チームラビット」
、これからステップアップし

ていく「チームトータス」の つのチームに分

40

チーム活 動 は 月 １回 チーム 毎の 練 習 会 と 年

３回の合宿。プログラムは ㎞以上のロングト

レイルや ㎞超の峠走、夏場は富士山での高所

トレーニングなど、１日みっちりと鍛え上げる

50

かれていて、毎年書類選考でチームメンバーが

決まります。

２ ０ ０ ７ 年 に 今 で は 伝 説 と なった「OSJ

ハードさ。メンタルの強さも求められます。チー

50

®

ムメンバーは 代から 代とさまざまな年齢層

20

ハコネ K」が開催され、優勝者を UTMB

へ招 待 という 特 典 が あ り ました。当 時 トレイ

送っている方々です。仕事の調整や家庭がある

ルランニングの第一人者の鏑木毅さんが優勝し、 で、普段は会社勤めや会社経営で忙しい日々を

UTMB に 参 戦。鏑 木 さんは 初 チャレンジで

方は折り合いをつけながら、チーム 100 マ

イルの プログラムを まっと う で き る よ う、ト

総合５位となり、翌年 年に総合３位という成

績を収めました。その活躍が NHK で全国放

レーニング時間を作っています。

そ れ ぞ れ の 努 力 を 重 ね て き た 彼 ら が、 来

る UTMF でどんな活躍を見せてくれるのか。

とても楽しみにしています。

送されたことで１００マイルレースが日本国内

で知れ渡りました。

年に国内初となる１００マイルレー

OSJ freestyle express vol.54

年には

OSJ 編集長 滝川 次郎

OSJ Proposal

ス「ONTAKE １ ０ ０」
、そして

UTMB の姉妹レース「UTMF」が開催され、

国内のトレイルランナーにも１００マイルレー

スの門戸が開かれました。当時、１６０㎞とい

う長丁場のレースにおいて、どのようなトレー

ニングを積み、どのような心得を持って挑めば

3

12

3

チーム100マイル
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※本紙で掲載している情報は2019年3月10日現在のものです。
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山々を駆け巡る
100マイルレースに挑む！
！

星野さんの日々のハードなトレーニングと
レースに向けたコンディションをサポート！

マウンテンランナー星野由香理さん×
ボディメンテ ゼリー

「ボディメンテ ゼリー」
で最大限のパフォーマンスを発揮し、結果を残したいと誰もが思うは

ＵＴＭＦで４位という自身最高の結果を

野由香理さん。２０１８年シーズンでは、

マウンテンランナーとして活躍する星

挑戦してみようかなと思いました」

でしたね。それで、次はフルマラソンに

瞬間、みんなでワァって喜ぶ感じも好き

かった！ たすきをつないでゴールした

トレーニングで山に行けるということも

違って、すごいワクワク感がありました。

「 はじ めて 山 を 走った と き はロード と

うだ。

というのは、とても自然なことだったよ

もしていた彼女にとって、山を走りたい

こともあり、もともと山好きで登山など

レースに定めた。丹沢の麓に住んでいた

んです。怪我をしない身体というのはア

がいるからギリギリでストップがかかる

りはしてなくて。いつも客観視する自分

わたし自身は怪我をするまで追い込んだ

タフな身体だね』と言われるんですけど、

「よく人から『全然怪我しない、すごい

ナー目線も失わない。

自身を追い込んでいくが、つねにトレー

そう話す星野さんがトレーニングとと

スリートにとって大切なことですから」

2015 年
伊豆トレイルジャーニー 71km 優勝
スリーピークス八ヶ岳 38km 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 80km 優勝
日本山岳耐久レースハセツネ CUP71km 準優勝
ウルトラトレイル・マウントフジ 6 位
2016 年
KOREA50k 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
スカイランニング世界選手権ウルトラ 105km 8 位
2016 スカイランナー・ジャパンシリーズ 年間チャンピオン
2017 年
KOREA50k 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
スカイランニングアジア選手権 VK 3 位 Sky 2 位
2018 年
ウルトラトレイル・マウントフジ 4 位
ウルトラ 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）56km 18 位
ハイトレイル ヴェノワーズ（スカイランナー・ワールドシリーズ）70km 9 位
サロモン ウルトラ ピレネー（スカイランナー・ワールドシリーズ）110km 13 位
ピソン・ウルトラ（スカイランナー・ワールドシリーズ最終戦）66km 女子 7 位
スカイランナー・ワールドシリーズ 2018 世界ランク 19 位

わたしには魅力でした」

戦績

6

残すとともに、スカイランナー・ワール

初めて走ったフルマラソンであらため

らずにいろんなものを食べるようにして

ドシリーズでは、合計４つの世界戦を戦

いますが、とくにタンパク質と、その吸

もに大切にしているのが体の中に取り入

星野さんは高校生ま

収を助けるビタミンはしっかりととりま

い、すべてのレースでポ

ではバレーボールの選手

す。以前、野菜中心の食事でタンパク質

れる食事だ。

を目指していた。しかし

をあまりとらない食生活をしていたこと

イントを獲得。最終レー

それが難しいと感じた

があり、貧血になってしまったんです。

「一番気をつけているのは、食事をリカ

とき、選手にいちばん近

そういった経験もあり、必要なものをき

ルトラ」では女子７位に

い職業であるスポーツト

ちんととらなきゃという意識が一層強く

スとなった「ピリン ウ

レーナーを目指すことを

なりました。今はちょうど４月のＵＴＭ

バリーのためにとるという意識です。偏

決 意。 中 京 大 学 体 育 学

Ｆに向けた、長時間のトレーニングをし

入る快挙を達成した。

部を卒業後は、スポーツ

に参戦している。得意な距離は80km〜100km
前後。冬のシーズンはトレーニングのため山スキー
とクロスカントリースキーに熱中している。2019年
®
はUTMF、UTMB（TDS）
に出場予定。

OSJ freestyle express vol.54

ているので、身体に大きな負担がかかっ

2018年スカイランニング世界選手権日本代表
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。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

PR

ジムでフィジカルトレー

星野由香理さん

昨年とは違った練習メニューを取り入

マウンテンランナー

5

ナーの仕事を始めた。そ

ポイントです。

電解質

ています。だからこそ、リカバリーやコ

す。

+

れまでまったく縁のな

さっととれるのも

ンディショニングに役立つものは積極的

いると実感しま

乳酸菌
B240

かったランとの出会いは

レーニング直後に

に取り入れるようにしています」

ンが維持できて

その職場がきっかけだっ

携 帯し や すく、ト

た。

で コ ン デ ィシ ョ

れるなど、自分自身に進化を求める星野

1袋100gな の で

「実は以前は走ることは

の ボ デ ィメ ン テ

さん。今の目標は今年で 回目の出場と

られるので、便利です。

嫌いだったんです。球技

質を含有。しかも、

なるＵＴＭＦの優勝だ。彼女の強みであ

したが、今は毎日

スポーツをしていた人は

給にはドリンクと使い分け

る目標を見据えたときの並外れたプロセ

10gの タ ン パ ク

ス実行力に期待したい。

うことくらいで

わかると思うんですけ

にはゼリー、日常の水分補

ど、走るといえば罰走の

組み合わせで合計

ことで、なにかミスをす

睡眠をとるとい

迎えた初レースは完走どころか、５位

タイプ。トレーニング直後

て自ら選手として挑戦する楽しさを思い

BCAA、アルギニン、ホエイタンパクの

ると監督から走らされ

対策といえばうがい、手洗いとしっかり

るというイメージ。だから、会社の先輩

ダをうるおすドリンクの２

という予想以上の結果だった。自分の走

していますが、ボディメンテ ゼリーなら、

出したという。

理にはとても気を使います。これまでの

から誘われて断れずにランニングチーム

るゼリーと、電解質でカラ

りに自信が生まれ、もっと長い距離、もっ

でも積極的にタンパク質をとるように

「大学時代からずっと人をサポートする

身体にかかる負担も大きいので体調管

に入ったときは、
『仕事だし仕方ないか』

B240に加え、タンパク質がしっかりとれ

といい 成 績 を 求 め る よ う に なっていっ

同時にとれるのがうれしいところ。食事

立場でやってきたんですが、久しぶりに

重ねていますが、長時間でかなりハード。

という気持ちでした（笑）
」

ボ デ ィメン テ は カ ラ ダ を 守 る 乳 酸 菌

た。

乳酸菌B240だけでなく、タンパク質も

選手側になってみて、目標に向かって自

現在、UTMFに向けてトレーニングを

そんな星野さんのランに対する心境の

シーンによって
乳酸菌 B240＋電解質の
ドリンクも選べる！

彼女のマウンテンランナーとしての強

タンパク質が同時摂取で
トレーニング後の
カラダをリカバリー！

みは、屈託のない笑顔からは想像しにく

乳酸菌 B240 のチカラで
ハードなトレーニング時も
コンディションをキープ

分自身を突き詰めていく、追い込んでい

ポイント 3

変化はほどなく訪れる。

ポイント 2

く面白さを再発見した感じです」

ポイント 1

「 チームに勧 誘 された理 由 が駅 伝の大

星野さんイチオシのポイントは？

いクレバーさと、目標までのプロセスを

かせないアイテムになっている。

フ ルマラ ソ ン を 走 り 終 え た 星 野 さ ん

菌B240」とタンパク質が同時にとれる『ボディメンテゼリー』は、欠

会に出るためのメンバーが足りなかった

人一倍、食事と体調を気づかう星野さんにとって、カラダを守る「乳酸

楽しめる能力にある。トレーニングでは

コンディショニングに苦労することが多いのも事実。

は、次なる目標をトレイルランニングの

健康リスクを抱えやすくなるため、トップアスリートほど本番直前の

せいだったんですけど、その駅伝が面白

ず。しかし、ハードなトレーニングでカラダを酷使するとさまざまな

つねに新たな目標を設定し
そこまでのプロセスを楽しむ

マウンテンランナーの星野由香理さん。今年の 4 月には 100 マイルの UTMF が控えており、現在は地元の日光でハードなトレーニングの真っ
只中だ。去年よりも進化するためにも、これまでやっていないトレーニングを積極的に取り入れている、という星野さん。屈託のない笑顔が印象
的な彼女だが、その小柄な身体のどこにそこまでのパワーとスピリッツが隠されているのだろうか。構成／田中瑠子 取材・文／風間拓

日々トレーニングに励み、本番に向けて頑張っているからこそレース

UTMF とは

スカイランナー・ワールドシリーズとは

距離約167km、累積標高約8000m、地元の静岡・山

山を駆け巡るトレイルランニングの中でも、
「スカイラ

梨2県9市町村の協力により開催される日本初の100

ンニング」は「山を駆け登ること。標高2000m以上で

マイルトレイルレース「ウルトラトレイル・マウントフ

の山岳ランニング」と定義される（国際スカイランニン

ジ」
。世界最高峰「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン

グ連盟より）
。そのスカイランニングのワールドカップ

（UTMB®）」とウルトラトレイルの精神を共有する世界

といわれるのが「スカイランナー・ワールドシリーズ」だ。

初の姉妹大会として人気の大会。2019年大会は4月

大会によってコース特性は異なるが、尾根や鎖場、雪上、

26日（金）～28日（日）の3日間。これまで開催されて

スクランブリング（よじ登り）など、技術的難易度の高い

いた、約92 ㎞を走るSTY（静岡から山梨）がなくなり、

コースをいかに攻略するかが勝負の行方を左右する。

UTMFの参加人数枠が2400名になった。

OSJ freestyle express vol.54
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浪の末、早稲田大学に入学しますが、
腰の故障でメンバーに選ばれることな

ＴＭＢに出会ったきっかけと、そこま

を除いて表彰台に登り続けました。Ｕ

ら２０１２年までは、中止になった年

たのが２００７年のこと。その翌年か

滝川 鏑木さんが初めてＵＴＭＢに出

以来日本のあらゆる山、あらゆるレー

す。
それがトレイルランとの出会いで、

を走るスポーツがあることを知りま

ふと目にした新聞記事がきっかけで山

ことから離れていたのですが、ある日

に勤務することになり、しばらく走る

トレイルランナーとしての活動をス

歳ながら職を辞してプロ・

２００８年には４位入賞を果たすこと

ス に 入 っ て 車 中 泊 し な が ら ２、３ 日 連

トレーニングも手探りで、日本アルプ

当時は１００マイルレースに向けた

ようなメンタルスイッチが必要です。

そう、って。それで楽になりましたね。

にできる最高のパフォーマンスを目指

に考え方を変えました。その年その年

オン島のレースでの不整脈をきっかけ

走り続けられているのでしょう。

台を変えてきました。だからこそ今も

と、その時々の年齢や経験に応じて舞

レイルのショート、ミドル、ウルトラ

振り返ると、トラックから始めてト

のは楽しかったですね。自分で考え、

が、それらを手探りで探し当てていく

ンダードなメニューの一つなのです

呼ばれ、今ではウルトラに向けたスタ

した。これはバック・トゥ・バックと

続で十何時間も走り回ったりしていま

ちもありましたが、今はそれよりも、

だ「見てろよ」という見返したい気持

ク ト を 発 表 し た 当 時 は、 ど こ か に ま

で。２０１７年にＮＥＶＥＲプロジェ

の爽快感にあります。その感覚が大事

切ったと思えてフィニッシュしたとき

ウ ル ト ラ の 醍 醐 味 は、 自 分 自 身 や り

ができ、

タートさせました。

滝川
変え、新しいことに挑戦する。大変で

なるほど。当時はまだ、アジア

人で１００マイルレースを走ったこと
あがき続ける自分の姿勢こそを見せた
い。同世代のサラリーマンや、次世代

だからこそ、この夏のＵＴＭＢでは

てやっていた、トライアスリート宮塚

トレーニング量をこなせませんよね。
とにかくすべてを出し切りたいです。

のアスリートへのエールにつながれば

それで筋肉が落ちてきて、補うために
ＵＴＭＢへの最後の恩返しの気持ちも

さ ん の 提 唱 す る「 骨 ト ラ 」 が 自 分 に

筋トレを再開させたんです。そうする

そもトレイルランを始めたきっかけ

込め、もうできるだけ自分を高めて臨

鏑木
が、人に勝つためではなく単純に山を

と、走る量が減ったのにも関わらずパ

い成績を残されていますが、その裏に
走るのが楽しかったから。それは今も

ＵＴＭＦやＵＴＭＢで素晴らし

は 筋 ト レ が 隠 さ れ て い た ん で す ね。

わった後に「カブラキ、やったな」と

同じで、ある意味で原点に戻ったチャ

鏑木さんは老いを感じますか？

１００マイルの適性もあったのだと思

滝川

いうところを見せたいですね。

レンジです。その結果として、走り終

みたい。タイムや順位ではなく。そも

いいなと。

したけど、結果を出せば自分の方法論

代で

な魅力の一つじゃないのかな、と。
（トレイルライター／ランナー 礒村真介）

50

した人たちのストーリーなのかなと思っています。それってスポーツの根源的

きの走れる感
覚 と、 現 実 と

歳のときに

46
走ったレユニ

（取材・文／礒村真介）

それはもう、毎日感じています

歳で

ＵＴＭＢの３

き や、

よ。かつて箱根駅伝を目指していたと

鏑木

います。

フォーマンスが上がりました。

合っていたこと。歳をとると昔と同じ

のあるアスリートはほんの一握りでし

プロ・トレイルランナー

本誌編集長

が認知されていくことになりますから。

やるかやらないかの分かれ目で「やる」方を選んだ勇気ある男と、それに共感

ＯＳＪのレースが
ターニングポイントだった

でやり続けられた理由は何だったので
スを走ってきました。国内ではほとん

歳代に突入してもなお挑戦を続ける 人。
そしてその先に見据えて
UTMB ®出場へ、
いるものとは。

鏑木 毅

く途中で退部しました。卒業後に県庁

すか？
ど敵なしだったのですが、一介のサラ

×

鏑木 実は滝川さんが主催したＯＳＪ
リーマンアスリートにはその先にある

された箱根のレースを檜舞台として、
たよね。当然、日本にもウルトラトレ

滝川次郎

箱根 ㎞のレースがターニングポイン

控えていました。中学生のころに陸上
引退することを考えていたんです。

ものが見えず、２００７年の春に開催

長距離を始め、箱根駅伝を目指して２
イルの大会はありませんでした。

ええっ、そうだったんですね。

滝川
鏑木

ミドルまでの距離ならフィジカ

箱根では逆転で優勝されましたよね。
ルで押し切れるのですが、１００㎞を

になります。鏑木さんがウルトラトレイルに挑み続ける背景にあるのは、人生

位になったと

鏑木
超えると体力だけでなく精神力や生き
滝川
の 違 い。 戻 そ

齢 にして
筋トレで生まれ変わる

いて、夏のＵＴＭＢに参加したのです
様といったすべてが問われます。トッ
の仕事で関わったトライアスロンを始
うという気持

は避けられませんが、アスリートは一般人よりも早くその問いに向き合うこと

32

か。ファイティングポーズを取り続けられるかどうか。生きている限り「老い」

歳ごろに、旅行代理店

が、引退前の半ば観光気分だったので
プ選手だろうと、もう１㎞先の地点が
めました。以来走り続けていますが、

転ぶのか……。あがき続けられるかどうか。ベストを尽くし続けられるかどう

自分は

ボ ロ ボ ロ に や ら れ ま し た。 で も、 同
ゴールでいいよってくらいのボロボロ

のではなく、大事に守らなきゃいけない部分もある。そのサジ加減がどちらに

その副賞として出場権をいただ

40

2

時にこんな世界があるのかと目から

はいえ、一番良かったころの走りは頭から離れない。さらにはすべてを変える

ちは常に抱え

体験を捨て去って、変わる。鏑木毅らしくあり続けるために変わり続ける。と

それこそ２０１３年にパワースポーツ

この夏の UTMB という舞台に今持てるすべてを注ぐため、それまでの成功
1968 年 10 月生まれ、50 歳。群馬県出身。
2009 年世界最高峰のウルトラトレイルレース
「ウルトラトレイル・デュ・モン ブラン
」にて
（UTMB®、3 ヶ国周回、走距離 166km）
世界 3 位。また、同年、全米最高峰のトレイル
レース「ウエスタンステイツ 100 マイルズ」で
準優勝、2016 年「ウルトラフィヨルド」で準
優勝など、50 歳となる現在も世界トップレベ
ルのトレイルランニングレースで上位入賞を果
たしている。トレイルランニングを始めたのは
28 歳。地元群馬で開催されたレースに面白半
分で出場したのがきっかけ。群馬県庁で働きな
がらその後、アマチュア選手として数々の大会
に出場し優勝。40 歳でプロ選手となる異色の経歴。現在は競技者の傍ら、講演会、講習会、
レースディレクターなど国内でのトレイルランニングの普及にも力を注ぐ。アジア初の本格
的 100 マイルトレイルレースであり、UTMB® の世界初の姉妹レースであるウルトラトレイ
ル・マウントフジ（UTMF）の大会実行委員長を務める。また自らがプロデュースしたトレ
イルレース「神流マウンテンラン & ウォーク」は 2012 年に過疎地域自立活性化優良事例と
して総務大臣賞を受賞、疲弊した山村地域の振興、地域に埋もれた古道の再生など地域を盛
り上げるモデルケースとなっている。

思います。

具合で。そこから先は心の勝負です。

2019 年も更新されていきます。

てくれました。詳しくは今後公開の動画・エピソード２を観ていただければと

ウ ロ コ が 落 ち た ん で す。 １ ０ ０ マ イ

50

50

て い ま す が、

エピソード２が近日公開予定。かつてないチャレンジに挑む鏑木さんの姿は、

だったり、さまざまな試行錯誤の取り組みがプラスの作用をしていると話をし

で鏑木さんが始めた「チーム１００マ

念に至った人生最大の体調不良と、そこからの抜本的なリ・スタートを据えた

と。動作改善のフィジカルトレーニングだったり、
短距離走者のようなメニュー

終盤の順位争いではフィジカル的な差

2017 年冬に配信されたエピソード１に続き、2018 年「トルデジアン」断

こで話していたのは、UTMB に向けて上向く兆し、光明が見えてきたというこ

（かぶらき つよし）
KA B U R A K I TSUYOSHI

トだったんです。当時、 歳を目前に

40

ル（１６０㎞）という距離の魅力とい

らドキュメンタリー映像を配信予定していきます。

その最終日、雨の 3000m 峰から降りてくる鏑木さんに並走させてもらい、そ

イル」に参加するようになった

す。2019 年２月には台湾の 3000m 峰を舞台に行った合宿に帯同しました。

鏑木 毅

40

トレイルランナー 鏑木毅
50 歳 UTMB® チャレンジプロジェクト
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NEVER プロジェクトを追うライターとして、鏑木さんの挑戦を追っていま

は 感 じ ま せ ん。 諦 め な か っ た か ど う

姿を追いかけ、伝えていくメディアとして特設サイト「鏑木毅 NEVER」も立

い、 街 を 挙 げ て の お 祭 り の 雰 囲 気 と

代において、ひとりのアスリートが人生の折り返し地点に何を成すのか。その

記録が伸び始めました。一つは並行し

NEVER プロジェクトとは、その挑戦そのものを指します。この 100 年時

か。我慢強さとはまた違う、心を騙す

プロ・トレイルランナー鏑木毅さんが 50 歳で再び UTMB に挑む――。

いい、人生を賭ける価値があると。翌

ち上がりました。サイトや鏑木さんの公式 SNS を中心に情報発信を続けなが

「決して終わらない挑戦」
「決してなくならない情熱」
「決して諦めない姿勢」
UTMB® にかける、鏑木毅の魅力とは
URL はこちら→ http://never.trailrunningworld.jp/

50

で楽しむ。

2 サイクリング

ソロでもグループでも快適にペース
を管理。メッセージのやりとりで自転
車をさらに楽しく。

走行ルートを確認する

仲間と情報を共有する

で

おすすめアプリ
YAMAP

提供元 : 株式会社ヤマップ

携帯の電波が届かない山の中でも、現在位置がわかる登山者向け国内
人気アプリ。あらかじめ地図を時計側にダウンロードすれば、スマート
フォンがなくても地図上で現在地の確認ができる

ACTIVITY

CASIO MOMENT LINK

写真／奥山賢治

速度・距離・時間などの走行
データを常時計測し手元に
表示

仲間とパーティーを組み、
メッセージや位置情報を共
有

達成感を味わう
コースタイムが表示され
ている登山地図に、電波
圏外でも現在地を表示

ルートを選ぶ
他のユーザーの活 動日
記の軌跡を地図上に表
示

Fishbrain
走行ルートを記録する

状況を把握する
距離、時間、高度など、
リ
アルタイムで測定結果を
表示

釣れ時を逃さず、魚の釣れたポイント
を地図上に記録できる。

TOOL

ACTIVITY

釣りスポットを表示
地図上に周辺の釣りス
ポッ
トを表示

種類とサイズを確認
各地で釣れた魚の画像
を表示。魚の種類とサイ
ズを確認

自転車 NAVITIME

釣れ時を予測
魚の種別に基づいた釣
果を予測

提供元 : 株式会社ナビタイムジャパン

自転車が通行できる道だけを案内するナビゲーションアプリ。坂道が少
ない、サイクリングロード優先など、7種のルートから選ぶことができ、コ
ンビニやバイクラック設置箇所などを検索することもできる

潮の動きを知る

ポイントを記録する

進行方向を表示
交 差 点までの距 離、右
折・左折を表示

ACTIVITY

MOMENT SETTER

で楽しむ。

4 パドルスポーツ
移動ルートを知る
海上や湖上の絶景ポイン
トや移動軌跡を地図上に
残すことができる

ゴールまでを把握する
経由地、目的地までの距
離を表示

いつでも手元に、
地図を表示！
電波圏外でも地図上に
現在地を表示
[オフライン対応地図]

軌跡を確認！

状況を把握する
走行距離と高低差グラフ
を表示

この道で
大丈夫

ス マ ートフォン の 電 波 が 届 か な い
フィールドや、スマートフォンを使いづら
いウォータースポーツなどのシーンでも、
行き先の地図を事前にダウンロードすることで、
現在地を地図上で確認できます。さらに、世界各地の

My Radar

地図※を最大5つまでダウンロードすることが可能！

提供元 : ACME AtronOmatic

時計単体で
現在地の測位が可能[GPS内蔵]

現在地周辺の気象変化をアニメーション表示、今後の天候予測に役立つ
気象情報アプリ

衛星3測位（アメリカのGPS、ロシアのGLONASS、
日本のみちびき）に対応し、安定した位置情報の受信

出発から帰着まで安全な工程、ペース
を管理。水上の旅を記録する。
進む方角を知る

日の出時間を知る

LOCATION MEMORY

歩いた軌跡をデータで記録。ゴールまで導
いてくれる、安心のパートナーに。

本アプリはiOS接続時は利用できません
（2018年12月現在）

釣れた数、時間、気圧な
どを表示。次の釣果に
つなげることができる

魚の活性が上がる時間
帯を計算し、釣りに適し
たタイミングをお知らせ

1 トレッキング

カラー地図上に移動の軌跡を表示

釣果を確認する

釣れ時を逃さない

で楽しむ。

LOCATION MEMORY

指定した港やポイントの
潮汐情報から、魚の動き
を予測できる

魚が釣れた場所を地図
上に記録。効率的なポイ
ント探しに役立つ

あらゆるアウトドアスポーツに必要な機能を搭載！

提供元 : Fishbrain AB

移動の軌跡を地図上に
記録。その日の行程が
一目でわかる

3 フィッシング

トレッキング、サイクリング、フィッシング、パドルスポーツ…

世界中の釣りポイントの確認や釣り愛好家たちが釣りあげた魚のサイ
ズ、場所など写真と共に情報をシェアできる釣り情報アプリ

LOCATION MEMORY

で楽しむ。

アウトドアスポーツをもっと面白く！

MOMENT SETTER

TOOL

日の出までの設定した時
間がきたら通知。出発時
間の目安になる

を実現。時計本体にGPS機能を搭載しているため、
雨量を確認
天気図をアニメーションで
表示。雨が向かってくる
のか離れているのか、そ
の速さもわかる

今日の天候を確認
1時間ごとの天気、気温
の変化を表示

スマートフォンなしで現在地を測位できます。

明日以降の天候を確認
明日以降の天気、気温、
降水確率を表示

※大陸全てなど広域な地図データはダウンロードできません。
※ダウンロードできる地図の範囲は、地域によって異なります。

本アプリはiOS接続時は利用できません
（2018年12月現在）

目印のない場所でも、進
むべき方角がすぐに確
認できる

ゴールまでを把握する

移動状況を確認する

ACTIVITY

移動距離・時間・ルートな
ど、その日の状況を手元
で確認できる

WSD-F30
GPS内蔵

49.1mm

WSD-F30-BU
¥61,000+税

9
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計測した情報をグラフィカルに表示。
目標方向の確認に役立つ

迷っても
安心！

達成感を味わう

ACTIVITY

ゴールまでの残り高度や移動時間を
確認。経過時間や移動速度を手元に表示

山頂に
到着！

MIL
STANDARD
準拠

時計本体にGPS
機能を搭載して
いるため、スマー
ト フ ォン な し で
現在地を測位で
きる

マイクを搭載しながら、5気圧
防水構造を実現。水泳や釣りな
ども、着用したまま楽しめる

TOOL

設定したゴールまでの残り高度に
なったら自動通知。目標達成までサポート！

動きを妨げないコンパクトサイズと、視認性、省電力を追求し、
アウトドアから日常まで、活動領域をさらに拡大。
53.8mm

5気圧防水

MOMENT SETTER

方角を知る

米国国防総省が
制定する耐久試
験 MIL-STD810Gに 準 拠。
さまざまな環境
下において正常
に作動すること
を確認し、アウト
ドアでのタフな
ニーズに応える

コンパクトサイズ
女性にも負担にな
らないフィット感
を実現

軌跡を確認！

LOCATION MEMORY

1日ごとの軌跡を履歴
（ログ）
として
出力し、PC/スマートフォンで確認することができる

WSD-F30-RG
¥61,000+税

WSD-F30-BK
¥61,000+税

付属品
・ACアダプター ・専用充電ケーブル

ACTIVITY

MOMENT SETTER

TOOL

地図と移動ルートをはじめ、速度、距離、
高度、気圧変化など、多彩な情報をリアル

アクティビティ計測中に、あらかじめ設定
した条件に基づき、自分にとって必要な

TOOLボタンで、
「方位」
「 高度」
「 気圧」
「日の出／日の入」
「 潮位計測」
「 活動量

タイム表示。素早い状況判断と的確な行
動に役立てることができます。モノクロ液

情報を通知。日の出など、
ベストなタイミン
グを逃さないだけでなく、ペース管理やモ

計」などの各種センサー情報が表示でき
ます。

晶画面でも計測データの一部が表示され
ます。

チベーションアップにも役立ちます。

自然現象の変化など、アウトドアに必要な
情報の確認に便利です。

※iOS接続時は、使える機能が一部制限され
ます。
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内 2 度目の開催！
国
に
月
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年
9
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0
2
」
S
E
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R
E
S
D
L
R
O
W
「FISE

女
ロフェッショナルの男
以来、アマチュアやプ
際的
さなどを競い合う、国
アスリートが速さや高
展。
ェスティバ ルとして 発
な 都 市 型 ス ポ ー ツ のフ
峰の
得て、現在、世界最高
国際的にも高い評価を
す。
として 確 立され ていま
ア ー バンス ポーツ 大 会
、５
で開催された大会では
フランス・モンペリエ
高
000 人以上を動員する、
日間の期間中に 500,
。
い集客実績があります
ン
加わり、2017 シーズ
年を経て新しい種目が
。日
パルクールが新競技に
には、ボルタリングと
とな
ンに続き 2 度目の開催
本では、2018 シーズ
して
なスポーツ観戦を体験
る今年。あなたも新た

FISE（フィセ）とは？

バル」
ポーツ国際フェスティ
「エクストリーム・ス
nal
の Festival Internatio
を意味するフランス語
な都
を略した名称。 国際的
du Sport Extreme
ー
て、BMX、スケートボ
市型スポーツの大会とし
ル
バスケットボール、パ
ド、ボルダリング、3x3
水
ス、マウンテンバイク、
クール、ブレイクダン
5種
ラインスケートなど、2
上スノーボード、イン
す。
ポーツが一同に揃いま
目を超えるアーバンス
し た の は 1997 年。エ
フェス ティバ ル が 誕 生
立者、
好きな学生であった創
クストリームスポーツ
部
によって、フランス南
エヴァ・アンドレ - ブノワ
した。
モンペリエで始められま

みては。

ボルダリングring ブレイクダンス'
breakin
boulde

BMX
BMX

D SERIES
FISE WORL
A 2019
HIROSHIM（略称FISE
HIROSHIMA 2019）
開催日時：
2019年4月19日（金）
、20日（土）
、21日（日）3日間
開催場所：
旧広島市民球場跡地
（広島県広島市中区基町5-25）
NTTクレドホール
（広島県広島市中区基町6-78 ※エキシ
ビション eスポーツ開催）

ニ ン グ だ と い わ れ て い ま す。 そ れ が ア ク

で行われていた障害物コース形式のトレー

パルクールのルーツは、フランスの軍隊

かし方から学んでいくのがいいでしょう。

えられるスポーツなので、基本的な体の動

コントロール力など総合的な身体能力が鍛

す。柔軟性、体幹の強さ、空間認知能力、

レーニングスペースを有するジムもありま

クールに通うのが一番。少数ではあります

パルクールとは、走る、跳ぶ、登るといっ

ション性の高いスポーツとして広く知られ

が、 東 京 都 を 中 心 に パル ク ー ル 専 用 の ト

ポーツです。特別な器具を使わず、自分の

た移動の動きを使った、フランス発祥のス

る よ う に な っ た き っ か け は、1997 年

Urbansports

パルクールはどう生まれた？

身体能力のみで壁によじ登ったり跳び下り

OSJ freestyle express vol.54

パルクールって何？

たりしながら、より早く目標の地点に向か

パルクールは、選手たちの高い身体能力

にフランスで結成された「ヤマカシ」とい

気を誇る大会が日本・広島で開催されます。

4

うのが、パルクールの主なルールです。

パルクールってどこでやるの？

OSJ freestyle express vol.54

パルクールは、街中や公園や森などあら

Urbansports

を“観て楽しむ”のも魅力的なスポーツ。

登場した。

うパフォーマンス集団の存在でした。
「ヤ

れるのもボルダリングの魅力だ。

競技には、スピードラン（コース上に設

その速さや高さなどで順位が決まる。

マ カ シ 」 の パ フ ォ ー マ ン ス が リ ュ ッ ク・

ンチン・ブエノスアイレス）で初めて

置された障害物を最速で超え、タイムを競

2018 年 10 月のユース五輪（アルゼ

たちの緊張感と高揚感を間近に感じら

2019 年 月には、フランスで根強い人

という歓声が会場内を飛び交い、選手

規定時間内にさまざまな技を繰り出し、

※ただし、事前の入場登録が必要。
※別途、有料チケッ
トが必要になるエリアなどもあります。
詳しくは https://www.fisehiroshima.jp/

ベ ッ ソ ン 監 督 映 画『YAMAKASI』

認知度が高まった。フリースタイルは、

入場料：無料

う）
、フリースタイル（会場の障害物を利

トル」形式が一般的で、大歓声の中
行われる。競技としての歴史は浅く、

世界各国のパルクール選手たちがどんな動

た方がポイントは高い。
「アレ！」
（フ
ランス語で行け！の意味）
「ガンバ！」

用して自由演技を行い、その得点を競う）
、 『TAXi2』な どで 取 り 上 げ ら れ たこと

まる。2008 年の北京オリンピックで
自転車競技の正式種目になり、一気に

きを魅せるのか。観戦に行ってみてはいか

1 でダンスを披露して勝敗を決める「バ

で、
認知度は一気にアップ。高度なアクショ

回トライできるが、少ない回数で登れ

どを競う）
、タグ（ 鬼 ごっこのように、障

使ったアクロバティックな動き。1 対

タートし、ゴールした順位で勝敗が決

スキル（基本動作の飛距離、速さ、高さな

間内であれば、一つのボルダーを複数

がでしょうか。

いくつ登れたかを競う競技だ。制限時

してのイメージも広がっていきました。

ちや頭を支点に回転するなどの全身を

スは、400 メートルほどの起伏のある
コースで行われ、最大 8 人が一斉にス

ンを必要とするエクストリームスポーツと

ダンスの一つだ。大きな特徴は、逆立

害物が複数設置されたエリア内で、一方が

ボルダー（コース）を、制限時間内に

?
!
何
て
っ

もう一方に触れるまでの時間を競う）とい

易度を競うフリースタイルがある。レー

ただ、スポーツという域を越えパフォー

ンス。1970 年代にアメリカ・ニュー
ヨークで生まれたとされるストリート

うものがあります。

人気急上昇中のボルダリング。高さ 5
メートル以下の壁に設定された複数の

ゆる環境が練習場所になります。ただ、初

小型の競技専用自転車で行われる競技。
コースで着順を競うレースと、技の難

してパルクールを楽しむ人も増えており、

2024 年パリ五輪の追加種目候補に
選ばれ、注目を集めているブレイクダ

マンスやアート、ライフスタイルの一つと

2020 年の東京オリンピックでス
ポーツクライミングが正式種目となり

Wha

心 者 は 安 全 に 練 習 が で き る パル ク ールス

Bicycle Motocross（バイシクル
モトクロス）の略で、アメリカ生まれの

開催種目：
【７種目】
BMXフリースタイル パーク
BMXフリースタイル フラッ
トランド
スケートボード ストリート
パルクール
ボルダリング
アグレッシブインライン
ブレイクダンス
【エキシビション】
eスポーツ、
スポーツけん玉、バトントワーリング

ーツ
ポ
ス
ン
バ
ー
ア
?
r
フランス生まれの
u
o
k
r
a
P
s
ti

その捉え方はさまざまです。
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る。
で街中を颯爽と走り回
アクロバティックな動き
のでは。
たことがある人も多い
し
に
目
を
画
動
ト
ッ
ネ
ー
なんです。
そんなインタ
界でも注目のスポーツ
世
、
る
す
と
要
必
を
力
能
。高い身体
」
その正体は「パルクール

10

海で泳ぐのは怖くない？

自転車専門店って敷居が高くない？

海はプールとは違い、波や潮の流れもあるので、初めて

レースに出るため

海で泳ぐ人は戸惑うかもしれません。真っすぐ泳ぐには

のアドバ イスや自

岸の地形や建造物を目標にし、時折頭を上げて方向を確認しながら泳

分にあったポジションに設定して

ぐ（ヘッドアップスイム）必要があります。しかし、プールとは違い

くれたり、買った後のフォローな

ウェットスーツを着用して泳ぐので、浮力があり、沈んでしまう心配

ども考えると断然、専門店で買う

はありません。疲れたら背を下に空を見上げて休むこともできます。

メリットは大きいです。

実際のレースではコースの等間隔にブイが設置してあり、それを目標
に泳ぐことができます。またライフセーバーが必ず見守ってくれてい

最近はネットで買う
人もいますが、オス
スメしません

るので安心です。

レース前日の過ごし方は？

デビュー戦のオススメは？

小美野 通（おみの とおる）

トライアスロンの
ことなら、なんでも
聞いてください！

トライアスロンを始めよう！

吉祥寺の競技用自転車専門店
「OMINOWAYS」 オ ー ナ ー。 日
本のトライアスロン草創期である
1980 年 代 か ら、 日 本 人 向 け の
ト ラ イ ア ス ロ ン バ イ ク を 追 求 し、
2000 年シドニー、2004 年アテ
ネ、2008 年北京オリンピックの
日本チームバイクメカニックを務め
る。またハワイアイアンマン、アイ
アンマンジャパン、宮古島大会など
国内外トライアスロン大会公式メカ
ニックを多数手がけてきた。

トライアスロン

スターターガイド

（構成／風間 拓）

起源や種類、用意すべきものまで、
トライアスロンに関する基礎知識を紹介します。

トライアスロンの起源って？

何から始めたらいい？

デビュー戦にはスプリントまたはオリンピッ

選手受付を行う際、競技説明会や試泳、諸

プール（スイム）
、エアロバイク（自転車）
、

ク・ディスタンスのレースがオススメです。

注意などの案内があると思うので、わか

トレッドミル（ランニング）の３種目が室内

海が心配であればプールでスイムを行う大会があるので、

らないことは聞いておくこと。試泳ができる場合は必ず

トライアスロンの起源は、1974 年、カリフォルニア州
サンディエゴで開催された「ミッションベイ・トライア

でできるスポーツクラブでトレーニングを始めましょう。

スロン」に遡ります。現在とは異なった距離設定ながら、３種目を同

行っておきましょう。スイム終了してどのようにバイク

まずはそちらの大会から参加するのも良いでしょう。

時に行う初めてのレースでした。1977 年、ハワイでアメリカ海軍の

エリアへ行くのか、バイクエリアに預けた荷物はどこで
ルート、バイク終了後のランパート。３種目の流れをシ

次回のレースに向けて

ミュレーションすることが大切です。また、
バイクをセッ

トライアスロンレースに完走することで晴れ

の大会にはオフィシャルバイクメカニックがいるので、

てトライアスリートの称号が得られます。次
回はタイム更新でもミドルディスタンスへの挑戦でも、新
たな目標を持って日々トレーニングを楽しんでください。

軍人たちによる「マラソン・遠泳・サイクルロードレースのどれが最

泳げないんだけど……

受け取るのか、自身のバイクの場所やスタート地点への

も過酷か」という議論が元となり、翌 1978 年、同地でアイアンマン・
トライアスロンが行われました。この時のレース距離（スイム 3.8km・
バイク 180km・ラン 42.195km）と制限時間 17 時間でのレースが、

泳げないということは、むしろ伸びしろしか

ティングしてみて不具合がないかチェックします。多く

アイアンマン世界選手権へと発展していきます。

ないということ。自己流のトレーニングで変
な癖がつく前に、スイミングスクールのマスターズスクー

不具合があった場合は速やかに対処してもらいましょ

ルに入会し、基本から教えてもらいましょう。せっかくな

う。前夜は装備品のチェックやトランジションで使う用

とりあえず揃えるものは？

のでクロールのみならず、４泳法（バタフライ、背泳ぎ、

具の確認をして早めの就寝を。

平泳ぎ、
クロール）
を教えてくれるスクールがオススメです。

スイム▶水着、スイムキャップ、ゴーグル、曇り止め

レースでのエネルギー補給は？

レースに必要なものは何？

レースの栄養補給でもっとも必要なのは糖質（炭水化物）です。身体の中の糖質
が欠乏してくると身体が動
かなくなるハンガーノックという症状が起
こったり、筋肉痙攣を誘発したりします。
そのため、レース中小まめに糖質を補給す
ることが重要なポイントです。おすすめは
45 分～ 1 時間毎にパワージェルのような
エネルギーが豊富なエネルギージェルを摂
取すること。

オリンピックディスタンスレースでの摂取例
スタート 30 分前

エナジャイズバ 1 本

スイム（1.5km）終了後

パワージェル 1 個

□

バイク（40km）中間地点

パワージェル 1 個

バイク終了後

パワージェル 1 個

ラン（10km）中間地点

パワージェル 1 個

レース終了後

☎ 0422-20-7566 http://www.omino.co.jp

バイク関連

ウェッ
トスーツ

□

□

水着

□

シューズ

□

スイムキャップ

□

ヘルメッ
ト

□

ゴーグル

□

サイクルコンピューター

□

ゴーグル曇り止め

□

ボトル（2 本）

□

スペアタイヤ・チューブ

□

フレームポンプ

プロティンプラス 1 本

トライアスロン オミノウェイズ
小美野通氏が運営す
る バ イ ク シ ョ ッ プ。
ロードバイクはもち
ろ ん、TT バ イ ク の
ラインナップも豊富。
何よりトライアスロ
ンショップとして、こ
れからトライアスロ
ンを始めようという
人のためのプロコーチトレーニングやスタッフによる
サポートも充実している。

スイム関連

ラン関連
□

Ｔシャツ

□

短パン

□

ソックス

□

ウィンドブレーカー
共通グッズ

エナジャイズバー（バナナ）

プロティンプラス（チョコ）

パワージェル
（グリーンアップル）

バイク

□

フロアポンプ

□

CO2 カートリッジ

□

パンク修理キッ
ト

□

サングラス

□

バイクグローブ

□

レース用ウェア

□

バイクジャージ

□

ゼッケンベルト

□

バイクパンツ

□

ワセリン

□

ソックス

□

日焼け止め

□

六角レンチセッ
ト

□

補給食

□

ドライバーセッ
ト

□

ドリンク

□

スポーツウォッチ

プールでの練習が主となりますので、泳ぐ道具を揃えましょう。

自転車を持ってないんだけど

レースに必要な持ち物をチェックリストにしましたので、参考にしてください。

チェックリストを参考に必要な持ち物をそろえましょう。

特別なものは
必要ないのも
トライアスロンの
魅力です

バイク▶動きやすいウェア、バイクパンツ、バイクボトル
まずはスポーツクラブなどに設置してあるエアロバイクから始めましょう。お尻が痛くなる場
合がありますので、お尻にパットがついているバイク専用のバイクパンツがあると快適です。

トライアスロンを始めるからといって、すぐ

ラン▶ランシューズ、動きやすいウェア上下、ウインドブレーカー、キャップ、ウエ
ストポーチ

に自転車を用意しなくても大丈夫です。まず
はスポーツクラブに設置してあるエアロバイクでペダリン

ランニングは誰でもやったことがあるスポーツ。特別なものを揃えなくても履きなれたラン

グの練習、そして心拍数を管理しながら行う心拍トレーニ

シューズがあれば大丈夫です。

ングでバイクに慣れていきましょう。

トライアスロンにはどんな種類がある？

５km 以上走るなんて無理！

国際トライアスロン連合（ITU）の規格で６種類、その他の規格で３種類があります。
国際トライアスロン連合（ITU）の規格

走る習慣がない人は５km でも相当な距離に
思うでしょう。初めは続けて走ろうとせず、

その他の規格

スイム

バイク

ラン

スーパースプリント

0.4km

10km

2.5km

スプリント・ディスタンス

0.75km

20km

5km

オリンピック・ディスタンス

1.5km

40km

10km

スイム

バイク

ラン

ハーフアイアンマン・ディスタンス

1.9km

90km

21.095km

トライアスロン 101

3km

130km

30km

ミ
ドル・ディスタンス

2.5km

80km

20km

2000 年９月、シドニーオリンピックでトライアスロン

ロング・ディスタンス

4.0km

120km

30km

が正式種目となり、国際基準で行われた距離を「オリ

アイアンマン・ディスタンス

3.8km

180km

42.195km

１km 走ったら 100m 歩く、10 分
走ったら３分歩くなど、歩きを入れ
ながらランニングを行ないましょ
う。徐々に歩く距離を短くしたり、
トータルの距離を長くしたり、アレ
ンジしながらトレーニングを楽しみ
ましょう。

ンピック・ディスタンス」と呼ぶようになりました。

トライアスロン専用の自転車ってどんなもの？
トライアスロン用の自転車は TT（タイムトライアル）バイクと呼ばれ、空気抵抗を極限的になくすように作られ
ているのが特徴です。フレームはロードバイクに比べて扁平な形状となっており、これは振動吸収性よりも空気抵
抗を減らすことに重きを置いた構造。もう一つ特徴的なのがハンドルで、ロードバイクのドロッ
プハンドルと違い、牛の角のような形の伸びたブルホーンと、前方に伸びた２本の DH バーの組

快適性はロードバイクに
軍配が上がるので、ビギ
ナーはロードバイクから
入って、後々ハンドル交
換するというのも手です

み合わせた構造。意外とわかりづらいのがサドルの位置で、ロードバイクよりも前乗りポジションを
前提とした位置になるようシートポストの角度が決められています。すべては直線をいかに速く走ること
を追求された結果の構造となっています。

TT バイク

13

Triathlon

OSJ freestyle express vol.54

ロードバイク

OSJ freestyle express vol.54

Triathlon
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サイクリストにおすすめ！

2019年、ハズしたくないレース観戦

2019年7月21日（日）

大会概要
大会名.....................東京2020テストイベント 〜 自転車ロード
（仮）
競技日時..................7月21日
（日）
12：00～17：15
（フィニッシュ時間は予定）
会 場.......................スタート：武蔵野の森公園
（東京） フィニッシュ
：富士スピードウェイ
（静岡）
参加チーム...............ナショナルチーム
（最大24チーム）
コース.......................東京2020オリンピック競技大会男子ロードレースのコース
（富士山麓方面ルート除く）

2020年東京五輪
ロードレーステストイベントが開催

東京五輪本番と同じように、コースを封鎖して行われるテストイベントが、7 月 21 日に開催されます。
コースは、男子ロードレースのコースを一部短縮したもの。富士山麓へと上るヒルクライム区間はカットされるものの、本番でも難所とされる籠坂峠と三国峠が登場するなど、距離 179km・

獲得標高は男子約4865m・女子約2692m ！ いよいよ来年に控えた東京五輪。東京から富士山麓を目指すロードレースは、め

富士山麓に挑む

2020年東京五輪ロードレースコースを行く
赤：女子コース
青：男子コース

獲得標高 3,700m の難コースであることは変わりません。選手にとっては、実際の車道を走って下見できる貴重なチャンス。前回のリオ五輪のテストイベントにも多くのナショナルチームが参加
したように、今年も有力選手の参戦に期待が高まります。

N

2019年5月19日（日）～26日（日）

ツアー・オブ・ジャパン開催

道志みち

2018 年には総走行距離 764㎞、総獲得標高 12,982m を制し、キナンサイクリングチームのマルコス・

（山伏トンネル）
1121m

ガルシア選手が個人総合優勝を果たしました。

籠坂峠
1111m

正式名称：UCI公認国際自転車ロードレース「NTN presents 2019 Tour of Japan」
（UCIアジアツアー2.1）

2016 年（第 19 回） オスカル・プジョル（TeamUKYO）
2017 年（第 20 回） オスカル・プジョル（TeamUKYO）
    
2018 年（第 21 回） マルコス・ガルシア（キナンサイクリングチーム）

⑤

富士山

日 時.....................2019年5月19日
（日）
～5月26日
（日）
出場チーム...............全16チーム
（海外7チーム／国内9チーム）
チーム編成...............9名
（選手6名／監督1名／メカニック1名／マッサー1名）

©Tour of Japan

①
武蔵野の森公園

の一つ。堺、京都、いなべ、美濃、南信州、富士山、伊豆、東京を舞台に 8 日間にわたって行われます。

名 称......................ツアー・オブ・ジャパン

©Tour of Japan




  

④

③
三国峠

神奈川県

1171m

⑦

ロードレース（男子） 2020年7月25日
（土）
11：00-18：15
・スタート：武蔵野の森公園 ・ゴール：富士スピードウェイ
・総距離：約244ｋｍ、
レース距離：約234ｋｍ
（スタート後10ｋｍはパ
レード走行）
・獲得標高：約4685ｍ

⑧
⑥

富士スピードウェイ

富士山麓



②

山梨県

10km

大会概要



東京都

ツアー・オブ・ジャパンは、毎年 5 月に開催される、日本を代表するステージ制ロードレース大会

過去の総合優勝者

まぐるしい景色の変化と、雄大な地形ならではの過酷さにも注目が集まります。五
輪開幕の初日に行われ、沿道の応援にも駆けつけやすいロードレース。起伏に富
んだコースを世界のトップレーサーたちはどう攻略するのか。今から楽しみです。

相模湾

（須山地区）
1451m

静岡県

Ceremonial start

ロードレース（女子） 2020年7月26日
（日）
13：00-17：35
・スタート：武蔵野の森公園 ・ゴール：富士スピードウェイ
・総距離：約147ｋｍ、
レース距離：約137ｋｍ
（スタート後10ｋｍはパ
レード走行）

km0 Official start
Finish

・獲得標高：約2692ｍ



第8ステージ【東京】

©Tour of Japan
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5/26（日）調整中
5/25（土）調整中
修善寺駅→伊豆総合高校前→日本競輪学校正門→日本サイクルスポーツセンター周回 日比谷シティ前→大井埠頭周回コース
コース<パレード1.0 ㎞ > + <11.0km + 12.2 ㎞ x 9周 ＝ 120.8 ㎞ >（予定・2018年 <パレード1.2 ㎞ > + <14.7 ㎞ + 7.0 ㎞ x 14周 ＝ 112.7 ㎞ >（予定・2018年データよ
り参照）
データより参照）
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㎞地点）

200

距離は短いものの、最大斜度 20% 超のゲキ坂です。キツさに疲労と暑
さが拍車をかけることになりそうです。まさにヒルクライムの極みか。それもそ
のはず、
周辺には三国山や金時山などに通ずる登山道（富士箱根トレイル）
が整備されているほどの地点なのです。大会当日（7 月 25 日）が猛暑に
ならないことを祈るばかりです。

8

富士スピードウェイ（フィニッシュ地点）

三国峠（約

7

コース最難関。
トともいうべき
クライマックスポイン
」
m）
「三国峠（標高 1171

フラットな山中湖周辺の先にあり、リアルスタートの是政橋から約 96km
地点になります。古の頃から甲府盆地と東海地方をつなぐ要衝です。江戸
時代後期の浮世絵師 葛飾北斎は「冨嶽三十六景」の「甲州三嶌越」で、
篭坂峠からの富士山を描いているといわれています。

カイラインから
男子選手らは富士山ス
け抜け、
御殿場市の一般道を駆
イへ
富士スピードウェ

神奈川県相模原市から山中湖までをつなぐ道は、清流 道志川沿いにあ
り、富士山や標高 1000 前後の山々が連なる道志山塊を見渡せるビュー
ポイントです。ただ、道志みちは急勾配の上りが多く、選手にとって最初の
難所となることでしょう。とりわけ、
「山伏峠（標高 1121m）
」はキツいはず。
横断幕が掲げられている道志村役場は絶好の応援スポッ
トです！

6

富士山スカイライン
（約 ㎞地点）

©Tour of Japan

選手は一周して静岡方面へと抜けていきます。海抜 1000m の山中湖は
避暑地と知られる高原リゾート地。宿泊施設をはじめ、食事処、美術館やギャ
ラリーなどもとても豊富。宿泊して観戦するスポッ
トとしてもおすすめです。

㎞地点）

5/22（水）9:15
旧今井家住宅前→横越→美濃和紙の里会館前周回コース
<パレード4.0 ㎞ > + <11.6 ㎞ + 21.3 ㎞ x 6周 ＝ 139.4 ㎞ >
獲得標高 ＝ 1,218m

第7ステージ【伊豆】

5/24（金）調整中
富士スピードウェイ西ゲート→富士スピードウェイ外周路周回コース→須走商店街→ふじあ
ざみライン
〈32.9 ㎞〉
（予定・2018年データより参照）

5/23（木）9:15
飯田駅→下久堅周回コース→松尾総合運動場前
<パレード7.3 ㎞ > + <12.2 ㎞ x 10周 + 1.6 ㎞ ＝ 123.6 ㎞ >
獲得標高 ＝ 2,580m

96

㎞地点）

85

5

県小山町の境、
山梨県山中湖村と静岡
還）の
国道 138 号（旧鎌倉往
」
m）
11
11
「籠坂峠（標高

㎞地点）

4

士五湖の一つ
道志みちを抜けると富
前に
を眼
「山中湖」が。富士山
一望できる！

府中市街を抜けた是政橋までは、パレード走行区間（非競技での低速
走行区間）
。選手たちは是政橋を抜けると住宅街に入りこみながら、都内
のサイクリストのメッカ「南多摩尾根幹線（通称：尾根幹（おねかん）
）
」
を通り、相模原、山北町方面へと進みます。富士山をも一望できる絶景
ポイントは西武多摩川線「是政駅」からすぐそばです。

籠坂峠（約

©Tour of Japan

最寄り駅は西武多摩川線「多麿駅」
（徒歩 5 分）です。東京調布飛
行場の跡地を利用したこの公園は平成 12 年 4 月 1 日に開園し、サッカー
場、テニスコート、ラグビー場、
ソフトボール場など完備された広大な土地で、
味の素スタジアムを隣接しています。また、東京外国語大学、国際基督
教大学、天文台歴史館などの学術施設もあり、学生の街でもあります。

3

横浜市の水源地で
山梨県南東に位置し、
も有名なルート
もある道志村でもっと

80

㎞地点）

第6ステージ【富士山】

2

、多摩川に架かる
府中市と稲城市を結び
約 400m）」
吊り橋「是政橋（全長

10

山中湖（約

©Tour of Japan

くにある

住宅街近
スタート地点は閑静な
」
公園
の森
蔵野
「武

1

武蔵野の森公園
（スタート地点）

第5ステージ【南信州】
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撮影・文／奥山賢治

山伏峠（約

第3ステージ【いなべ】

©Tour of Japan

5/21（火）9:20
5/20（月）9:25（セレモニーラン）
セレモニーラン：5.5 ㎞
（普賢寺ふれあいの駅→同志社大学京田辺キャンパス→普賢寺小 阿下喜駅前→下野尻交差点→いなべ市梅林公園周回コース
<パレード3.1 ㎞ > + <8.6 ㎞ + 14.8 ㎞ x 8周 ＝ 127.0 ㎞ >
学校）普賢寺小学校前→けいはんなプラザ周回コース
獲得標高 ＝ 1,650m
<パレード3.8 ㎞ > + <4.2 ㎞ + 16.8 ㎞ x 6周 ＝ 105.0 ㎞ >
獲得標高 ＝ 1,836m

5/19（日）13:35
大仙公園周回コース2.6 ㎞
（個人タイムトライアル）
獲得標高 ＝ 10m

第4ステージ【美濃】

第2ステージ【京都】

©Tour of Japan

コースを自分の足で走れるのも、自国開催ならでは。あなたも実際に走ってみては。
是政橋（約

第1ステージ【堺】

©Tour of Japan

を
実際のコース
た！
走ってみまし

139

点 1451m を
男子コース最高標高地
選の一つ、
抜けると、日本の道百
ン！
ライ
富士山スカイ

籠坂峠を下り、女子は富士スピードウェイ方面へ向かい、フィニッシュへ！
一方、男子は御殿場市、裾野市を抜けていきます。約 139km 地点で、
男子コース最高標高地点を迎え、ここを抜けると富士山スカイラインです。
長いストレートで下り斜面は、選手らは猛スピードで走り抜ける区間です。

「道の駅どうし」
で小休憩！
道中の休憩に立ち寄りたい「道の駅
どうし」
。道志村の名産・出荷量日
本一を誇るクレソンを使ったつけ麺
やパスタなどが楽しめる。
疲れた体にうれしい、
のどごしのよさ！

サーキッ
ト場内を一周してから、
富士スピードウェイの周辺一般道を周回し、
再び、富士スピードウェイの２周目を周回。そして、再び一般道を抜けると、
コース最難関の三国峠（約 200km 地点・標高 1171m）を越えていきま
す。そこから山中湖の東側を通り、籠坂峠をダウンヒルし、富士スピードウェ
イでフィニッシュ（約 234km 地点）です。

道の駅どうし
〒 402-0219
山梨県南都留郡道志村 9745
TEL.0554-52-1811

OSJ freestyle express vol.54

クレソンつけ麺 490 円（税込）
淡いグリーンが見た目にもさわやか

Cycling
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PRESENT

FORUM

2019年PowerSportsイベントスケジュール 出場者募集中！2019 年もさまざまなイベントを開催します！

OSJ の感想とともに、皆さんのご応募、お待ちしています。

トレイルランニングからマウンテンバイク、ロードバイク、オーシャンスイムまで、

No 大会
パ

A

ワ

ー

バ

ー

PowerBar

B

プロテインプラス

トップスピード

C

トップスピード／
ウルトラミネラルタブレット

コンプレスポーツ

オン/オフ マルチスポーツ シャツ
シュートスリーブ

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、
プロテインプラス
アスリートのパフォーマンスを支える決 運動の強度に応じて通気性を調整
４種類（チョコレート、バニラキャラメル
戦用ドリンク「トップスピード」
（1袋20 し呼吸を促します。人間工学に基づ
クリスプ、
カプチーノキャラメルクリス
ｇ）
、運動時の発汗で失うミネラルを いたエルゴノミック製法とスピン・コント
プ、
レモンチーズケーキ）
×５本 計
効率よく補給するドリンク用タブレッ
ト ロール機能（ねじれ保護機能）が常
20本を６名様に。
「ウルトラミネラルタブレッ
ト」
（1袋20 に姿勢を正しく調整しバランスを保ち
ます。
粒入り）
をプレゼント。

D

コンプレスポーツ

E

オン/オフ
マルチスポーツ シャツ タンク

大塚製薬

F

ボディメンテ ゼリー

「乳酸菌B240」
「BCAA＋アルギニ
ン」
「ホエイタンパク」という３つの成
サーモレギュレーションの温度調節
分を含有。体調管理という新たな側
効果、通気性、
コンプレッション、
オキ
面からアスリートに貢献できる、
コン
シジェネーション
（酸素供給）などの
ディショニングをサポートする栄養食。
特徴があります。

カシオ

PRO TREK Smart

アウトドアスポーツをさらに快適に面
白く！ 好きなアクティビティに合わせ
たアプリも加えて、自分だけのデータ
を記録しましょう。

1個（青）1名様

1箱（1箱6袋入り）
20名様

D

パタゴニア

メンズ・キャプリーン・
クール・ライトウェイト・シャツ

運動量の多いときに吸湿発散性と
速乾性を発揮する、パタゴニア製品
の中で最軽量の機能性ニッ
ト。冷涼
〜暑熱な状況での激しい運動時に
快適な着心地を提供します。

男性
5名様

4名様
6名様
【お問い合わせ】Power Sports ☎0467-84-8651

プレゼントの
応募方法

1名様

レッド（XS-M）グレー（XS-M）
グレー/ホワイト（XS-M）各3名

※カラーとサイズを記載して応募ください。
トップスピード
【価格】
￥570
（税別）
コンプレスポーツ
ウルトラミネラルタブレッ
ト
【価格】
￥1,100
（税別） 【お問い合わせ】
【お問い合わせ】POWER FOODS ☎0467-84-8651 （有限会社パワースポーツ）
☎0467-33-5841

※カラーは写真の TATE カラーのみ。サイズ
（XS 〜 XXL まで 6 種類）を記載して応募く
ださい。

レッド（XS・S）グレー（XS・S）
各3名
※カラーとサイズを記載して応募ください。

【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

カシオ ☎03-5334-4957
【お問い合わせ】
大塚製薬☎0120-550708 【お問い合わせ】

【お問い合わせ】
パタゴニア
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）

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2019年5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

同世代の久保健二さんの記事は、競技
か ら 遠 ざ か って い る 自 分 に、少 し ス
イッチを入れてくれました。
神奈川県男性（43歳）／公務員

登山が趣味ですが、パラチノースという糖質を初
めて知りました。スポーツ飲料について、今後選
び方の参考にさせていただきます。
東京都男性（52歳）／団体職員

「フルマラソン完走術」を読ん
で、レース前の食事の重要性
を改めて感じました。今年は
レースでの自己ベストを何と
してでも更新したいと思って
いたので、参考にしたいと思
います。
栃木県男性（39歳）
／会社員

OSJ53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/

去年トレランの練習で足首を捻挫してしまいました。
トレランはもうやりたくない……と思っていましたが、
「2019年はトレランに挑戦！」記事を読み、ケガは山の
問題ではなく自分の問題だと思い直しました。治った
らまた楽しみたいな！
東京都女性（56歳）
／アルバイト

長時間動き続けるときにパラチノースがいいという
記事が興味深かった。疲労とともに固形物を取りづ
らくなるので、ハンガーノックを避けることができ
るのなら試してみたいと思いました。
新潟県男性（54歳）
／会社員

東京オリンピックに向けて、いろい
ろなスポーツの詳しい情報が入って
くるのがいいですね。
愛媛県男性（19歳）
／学生

「OSJ湘南クラブハウス」に
一度行ってみたいです。こ
のようなクラブハウスが北
海道や地方にできるとうれ
しいです。
北海道男性（42歳）／会社員

アウトドアスポ―ツに関するニュースをご紹介します。

1

種目

開催日

定員

距離

累積高低差

見どころ・レースの特徴

OSJ奄美ジャングルトレイル50K 20K トレイルランニング 2月9日（土)・10日（日)※終了

各300名

50km 20km

50K:1450ｍ 20K:1000ｍ

天然の亜熱帯広葉樹が多数残っている金作原（きんさくばる)原生林を駆け抜けるダイ
ナミックなトレイルが舞台！ エイドでの奄美ならではの特産品も人気です。

2

OSJ新城トレイルレース11K

トレイルランニング 3/23（土）※終了

700名

11km

1000m

3

OSJ新城トレイルレース32K&64K

トレイルランニング 3/24（土）※終了

64K:100名 32K:700名

64km 32km

64K:4510m 32K:2280m

4

第12回ツール・
ド・宮古島2019

ロードバイク

サイクリングツアー：各60名
ロードレース：各400名

5

OSJ奥久慈トレイルレース

トレイルランニング 6/1（土）
・2（日）

50K:600名 30K:400名

セルフディスカバリーアドベンチャー・イ
6 ン・王滝SDAクロスマウンテンバイク
100km/42km/20km

マウンテンバイク

7

OSJ山中温泉トレイルレース

8
9

【サイクリングツアー：5月25日
（土）
】
・宮古島グルッと一周ツアー
（約100km)
・伊良部島巡りツアー
（約50km)
【ロードレース：5月26日
（日)】
136km/74km

ー

宮古島の美しい大自然の中をロードレースで駆け抜ける！平均速度25kmを目安でフィ
ニッシュできるので、
ロードレース初チャレンジャーにもおすすめです。

59km 31km

50K:4200m

茨城県北部にある奥久慈の山間部が舞台。コースは袋田の滝から男体山、竜神大吊
橋、東金砂神社と、奥久慈の魅力がぎゅっとつまっています。

マウンテンバイクファンツーリング：30名
クロスマウンテンバイク100K：900名
シングルスピード100K：100名
クロスマウンテンバイク42K：600名
クロスマウンテンバイク20K：200名

100km 42km 20km

ー

2018年に西日本を襲った豪雨の被害を受けた王滝村。復旧の目途が立ち、例年通り
の開催に！ 大自然あふれる王滝村を満喫してください。

トレイルランニング 6/22（土）
・23（日）

80K:600名 30K:150名

76km 31km

80K:4800m

開湯1300年の歴史を誇る石川県・山中温泉。新緑のブナ原生林、渓流沿いの登山
道、急勾配の登りなどが、大会選手の闘志をかき立てることでしょう。

ラフウォータースイム・イン・大磯照ヶ崎

オーシャンスイム

6月29日
（土)

個人種目：各250名
団体種目：30チーム
（3名1チーム)

個人：3km 1.5km 800m
団体種目：
リレー800m×3名

ー

ラフウォータースイムを海水浴場発祥の地「大磯」で開幕。2019年も大磯から熱い熱
い夏の始まりです！

ラフウォータースイム・イン・鎌倉

オーシャンスイム

7月6日
（土)・7日
（日)

個人種目：各250名
個人種目：3km 1.5km 800m
リレー：30チーム
（3名1チーム)
ー
団体種目：
リレー800m×3名 スイムエキデン800m×3名
スイムエキデン：60チーム
（3名1チーム)

オープンウォータースイムのメッカ、神奈川県鎌倉市「材木座海岸」で2日間にわたり開
催します。仲間を誘って初夏の湘南を泳ぎませんか。

5月25日
（土)・26日
（日)

6月8日
（土)・9日
（日)

100マイル:150名 100K:1100名

160km 100km

100マイル:6400m
100K:3000m

大会フィールドは霊峰御嶽山
（標高3067m）
の麓に広がる国有林。通常、
立ち入ることが
できない未舗装林道を特別開放するロングレース。フィニッシュの感動は格別です！

11 OSJ MAHIRUSANCHI TRAIL50K トレイルランニング 8/10（土）
・11（日）

500名

50km

3800m

2019年より新たに加わった新規大会。舞台は秋田県の真昼山地 奥地では人間の手が及
んでいないため、原生自然とブナ混生林が広がり、その自然の風景には圧倒されます。

12 OSJ安達太良山トレイルレース10K

トレイルランニング 8/31（土）

400名

13km

735m

13 OSJ安達太良山トレイルレース50K

トレイルランニング 9/1（日）

400名

55km

3875m

セルフディスカバリーアドベンチャー・イ
14 ン・王滝SDAクロスマウンテンバイク
120km/100km/42km

マウンテンバイク

15 OSJ王滝ダートマラソン

10 OSJ ONTAKE100

トレイルランニング 7/13（土）
・14（日）

ー

王滝村林道ワンウエイコースの熱い戦いが再び！コースは6月とは逆回りになるため、
また違っ
た王滝村を知ることができます。

トレイルランニング 9/16（月）

42K:500名 20K:300名

42km 20km

42K：1750m 20K：1265m

霊峰御嶽山の裾野にひろがる長野県木曽郡王滝村が舞台。国有林の林道をランナー
に特別開放いたします。

16 OSJ KOUMI100

トレイルランニング 10/12（土）
～14（月）

400名

160km

8945m

八ヶ岳東部小海町松原湖周辺から稲子湯にかけて32kmのコースを5周回します。各
エイドステーションへは車でのアクセスが可能。応援者・家族とともに攻略してください。

17 OSJ氷ノ山山系トレイルレース

トレイルランニング 10/26（土）
・27（日）

600名

78km

3700m

関西ではスノーエリアとして有名な、兵庫県最高峰の氷ノ山（ひょうのせん）
エリアが舞
台。変化に富んだコースレイアウトと大自然の景色を満喫してください。

18 奄美大島チャレンジサイクリング240K

ロードバイク

240K：300名 160K：200名
90K：100名 50K：100名

240km 160km 90km 50km

ー

レベルに合わせた参加が可能な４コースを設定。奄美大島の大自然の中を突っ走る爽
快感をぜひ味わってください。

12月上旬 ※予定

［お問い合わせ先］
（有）
パワースポーツ イベント事業部

〒248-0022 神奈川県鎌倉市常磐628-3 TEL：0467-84-8639

世界最高峰の障害物レース「スパルタンレース」

2019年7月6日（土）福島で開催決定！

スパルタンレースは世界 42 か国で参加者数 100 万人以上、年間観客者数 30 万人以上と世界をリードする障害
物レースです。本国アメリカでは、NBC のゴールデンタイムでも放送されるなど急成長中のレースとして注目を集めてい
ます。その人気は世界に広がり、アジアでも日本をはじめ、韓国や中国、香港、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、
フィリピンで開催されています。これまでに 200 回以上のレースを展開しており、
そのミッションは参加者を健康にすること、
活発にすること、そして何より自分自身が変わっていく楽しみを感じさせること！ 競技を超えたライフスタイルの実現を目
指しています。

【スパルタン・スーパー】約 13km 以上の険しい道に、約 25 個の障害物があります。
【スパルタン・ビースト】筋力、持久力はもちろん、精神的なタフネスも求められる、もっとも過酷なレース。約 21km
ほふく

以上の道に、障害物が約 30 個あります。有刺鉄線の下を匍匐前進で進んだり、水に潜ったり、重いバケツを運んだ
り……。行く手を阻むさまざまな障害物を乗り越え、泥だらけになりながらゴールを目指します。
2019 年 7 月 6 日（土）には、日本で 7 回目となるスパルタンレースが福島県会津若松市にて開催に。屈強なア
スリートたちが集まるのかと思いきや、仲間とチームで参加している方々や女性や子どもの参加者も多く、障害物を和気

53歳になりますが、自分の身体をいたわりながら、のんびりの
んびり走りたいと思います。去年は30キロマラソンに初出場。
制限時間のギリギリ3分前にゴールして、涙が出ました！
東京都女性（53歳）／歯科衛生士

スノーボードに飽きたとこ
ろ だ った の で、
「 雪 ち ゃり 」
をやってみます！
東京都男性（26歳）／造園業

結婚してからアウトドアスポーツから離れてしまいま
したが、OSJを読んで、今の自分にできることから始め
ようと思いました。茨城の自然な景色を楽しみながらマ
ラソンに挑戦します。
茨城県女性（33歳）
／会社員

2017 年に東京ドイツ村で開催されたスパルタンレースの様子

開催概要

スパルタンレースは、レベルや距離によって次の 3 種類に分かれています。
障害物が待ち構えています。

久保健二さんの言葉、
「走ること＝メ
ディテーション」に賛同します。走る
ことでメンタルと身体の両方が整っ
ていく感じがするからです。
徳島県女性（43歳）
／主婦

東北の名峰
「安達太良山」
が舞台！。変化に富んだコースレイアウ
トと大自然の景色がトレイル
ランナーを迎えます。ビギナー向け10Kの部とロング50Kの部を2日間に分けて開催します。

マウンテンバイク・ファンツーリング：30名
120km（100km+20km) 100km
120K：50名 100K：900名
シングルスピード100km 42km
シングルスピード100K：100名
42K：600名

9月14日
（土）
・15日
（日）
※予定

【スパルタン・スプリント】初めてでも挑戦しやすい、もっとも短いレース。約 5km におよぶコース内には 20 以上の
今は本格的なレースに挑む余裕はないのですが、い
つの日か子どもが親離れをして自分も健康でいられ
たら、レースに出たい。そのときのために、毎朝せっ
せとランニングに励む日々です。
新潟県女性（41歳）
／主婦

舞台は中部地区の愛知県新城市。岩場、林道、
くさり場、アップダウンとさまざまなトレイ
ルを味わえるテクニカルなコース設定。

あいあいとクリアしていく様子が印象的なスパルタンレース。トップを狙う「エリート」カテゴリーのほか、年齢別で順位を
競う「エイジ」カテゴリー、チームを作り仲間と協力してレースに参加する「オープン」カテゴリーの 3 つがあるので、自
分のレベルに合わせて無理なく挑戦ができます。
年々スパルタンレースの認知度は高まり、エントリー後にすぐ締め切りとなるほどの人気っぷり。参加はもちろん、雄姿
を観に応援に駆けつけてみてはいかがでしょう。

大会名称
SPARTAN RACE Powered by Rakuten -AIZU SPRINT/KIDS開催日....................2019年7月6日
（土）
開催場所................鶴ヶ城周辺、多目的広場、鶴ヶ城公園第二球場
（福島県会津若松市）
https://spartanracejapan.info
開催レース..............スプリント
（距離約５㎞以上、障害物約20個）
キッズ
（12歳以下、距離1〜2Km）
参加費....................スプリントエリート 17,000円
（税抜）
エイジグループ 15,000円
（税抜）
チーム対抗 14,000円
（税抜）
オープン 13,000円
（税抜）
キッズ（12歳以下）3,000円（税抜）
※観戦は無料
問い合わせ先.........SPARTAN RACE事務局
（土日祝除く 平日10:00-17:00／Mail：info@jp.spartan.com）

プロ・
トレイルランナー鏑木毅さんを知る！
東 京 に も ハ ワ イ 島 が あ っ た !?

火 山 島「 伊 豆 大 島 」 の 魅 力

おすすめの３冊

対談インタビューに登場した、プロ・トレイルランナーの鏑木毅さん。
「鏑木さんってどんな人なの？」
「トレイルランについてもっと知りたい」と思っている方へ、
“鏑木毅”を深く理解できるおす

編集
後記
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
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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先日、伊豆大島を訪れる機会があった。東京・竹芝桟橋から

地「裏砂漠」
。大地の先に海を臨めるスケール感は、自分がど

高速ジェット船で 1 時間 45 分。東京都 11 島の中でも、都心に

こに来たのか分からなくなる感覚に陥るほど。360 度人工物が

一番近い島だ。短い船旅を終えて島に降り立つと、まず目に入

一切目に入らない絶景が東京都にあったなんて。たった数時間

るのが海の深い青と、山の濃い緑。年間を通じて温暖な気候と

前に都内のコンクリートジャングルにいたことがウソのようだ。

高い湿度に包まれているからか、島全体に強い生命力を感じる。
伊豆大島の最大のシンボルは、
島の中央にそびえる「三原山」
。

すめの３冊を紹介します。

『プロトレイルランナーに学ぶ やり遂げる技術』
（鏑木毅著 実務教育出版 2018年）

100 キロを超えるウルトラトレ

荒涼とした大地の上で思い出したのは、ハワイ島で感じた大
自然の力強さだ。
「地球が生きている」
と全身で感じられるのは、

『鏑木メソッド 3%理論で走りを変える！』
（鏑木毅著 山と溪谷社 2018年）

『日常をポジティブに変える 究極の持久力』
（鏑木毅著 ディスカヴァー・
トゥエンティワン 2018年）

月間走行距離の 3％の累積

50 歳になる 2019 年、再び

イルのレースを何十回と完走し、

標高が、頂点に駆け上がる鍵

UTMB への挑戦を表明した鏑木さ

数々の修羅場を乗り越えてきた

だった――。20 年のトレイルラ

ん。いったい何を食べ、どんな
トレー

いまなお火口から噴煙が立ち上り、火山島ならではの壮大な景

ハワイ島で過ごした時間に共通するものがある。喧噪に疲れて

鏑木さん。そこで培った考え方、

ンナーとしてのキャリアの中で、

ニングをして、どう休息しているのか？

観が広がっている。1 周約 60 ㎞の「大島一周道路」を車で巡っ

ふと自分をリセットしたくなったら、ハワイまで飛ばなくても

メンタルの鍛え方がつづられた

鏑木さんが試行錯誤を重ねて

ていると、突如として、巨大なバウムクーヘンのような縞模様

大島に来ればいいのだ！

一冊です。子どものころはいじ

作り上げてきたトレイルランのト

える「疲れない身体とアタマのつく

められっ子、陸上選手としても

レーニングメソッドが詰まった一

り方」が凝縮された一冊。体験的

しれない。そんな場所に巡り合えたことが、2018 年 3 月のとて

三流ランナー、社会人時代は

冊。欧米のトップランナーから

に身につけてきた、若返りと持久力

も素敵な出来事となった。

無気力公務員……。そんな鏑

盗んだ技術やトレーニング理論

アップのメソッ
ドを解説しています。末永くスポーツを楽しみたい

木さんが、
40 歳で UTMB 世界 3 位になれた“結果を残す”

も体系化され、トレイルランニングのみならず、ロードランニン

という方はもちろん、仕事や日々の生活においても、ポジティブ

コツが分かります。

グにも有用なトレーニングの最新メソッ
ドが満載です。

な影響をもたらしてくれます。

の絶壁が現れる。約 2 万年もの間、100 回の大噴火で生まれた

マイ自転車で島を 1 周すれば、また違った魅力に気づくかも

地層が何層にも重なってできた「地層大切断面」だ。さらに進
むと現れるのが、溶岩の粒や火山灰によってできた真っ黒な大

レジェンド・
トレイルランナーが教

OSJ freestyle express vol.54
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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
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
スポーツ エス
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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

横手市
秋田市
秋田市
秋田市
秋田市
秋田市
大仙市

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
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
0294-36-1270
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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

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
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
輪工房

日立市

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
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
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
銚子市
流山市
流山市
流山市

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
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
野田市

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
04-7193-6888
047-480-0121
047-407-0158
047-405-6820
0475-22-0250
0438-22-3169
0438-30-7081
0438-41-6715
04-7124-6491

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
府中市
府中市
府中市

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 港南台テスコ店
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
ベイクスタンド シャモニー
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
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

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
鴻巣市
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
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

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
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
045-832-2191
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
045-511-8925
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
046-881-7565
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
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

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

好日山荘マリエ富山店
チロル

富山市
富山市

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
06-6736-5981

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
佐用郡

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
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
092-595-5500
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
0774-20-5531

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
宇治市

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

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
0568-56-7261
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
052-269-1276

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
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

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
06-6352-3531
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
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

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
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

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

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

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

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
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

0896-59-5150
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

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
あひるの森
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
アウトドアーズ宇多津
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

四国中央市
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

052-432-3220
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
052-704-5701

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
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

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
マウンテンズ一社
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
アウトドアーズ京都宇治
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
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
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

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
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
0877-49-7531
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

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

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
アウトドアーズ春日井
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
コロンビアショップ クレアーレ店
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