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ＯＳＪ提議

一途な人生

04 タフなレースはタフなコイツに任せろ‼

高耐久スマートフォンTORQUE® G03で
UTMFを走った ! !

50

歳を超えてプロとして活躍しているアスリートといえば、キングカズこと

サッカーの三浦知良選手、引退されましたがプロ野球の山本昌さんが挙げられま

50

す。前号で掲載した NEVER プロジェクトに取り組む鏑木毅さんもその一人。

40

鏑木さんは幼少時代から陸上競技を行っていて、競技の種類は変わりましたが

歳になった今でも第一線で活動されています。競技歴は 年以上。それだけ長く

一つの競技を続けるだけでもすごいのに、モチベーションをトップレベルで保ち

写真提供／チーム 100 マイルメンバー

続けている。本当にすごいことだと思います。

歳になっ

50

学生時代に怪我に苦しみ挫折を経験されたとお聞きしましたが、その後、山

位という輝かしい成績を残しました。そして

3

を駆け巡るトレイルランニングという競技に出会います。そこに適性を見出した

一途な人生

鏑木さんは、国内では敵なしの実績を積み上げ、世界最高峰のトレイルレース

「UTMB ®」にて第

た今年、NEVER プロジェクトの最終章として、再び UTMB ®に挑みます。

鏑木さんのチャレンジに触発されてか、今年の UTMB ®にエントリーした日本

5

人は過去最高の７５６人。そのうち出場権を得た３００人がチャレンジします
（人

歳代）

50

数は UTMB ®他 種目の合計）
。

私も今年で 回目のチャレンジ。鏑木さんと同じエイジカテゴリー（

OSJ 編集長 滝川 次郎

なので、偉大なる鏑木さんの背中を追って、精一杯頑張りたいと思います。

3

年4回発行（季刊）

※本紙で掲載している情報は2019年6月10日現在のものです。

06

3種目の掛け合わせで競う！

08

選ばれるのには、
理由がある！

10
12

「オーエスジェイ」フリースタイル通信とは？

東京2020注目のスポーツクライミング複合

㈱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

上田瑠偉×三浦裕一
コロンビア モントレイルおすすめシューズ
宮古島トライアスロン・UTMF

•オールカラータブロイド版

無料配布

運動能力を高めるピクノジェノール®を配合した、
小林製薬初のスポーツサプリメントを開発！

アスリートに欠かせないサプリ
ピクノレーサー誕生！
14

16
17

東京2020新種目！

サーフィンの楽しみ方
OSJ SQUARE FORUM
OSJ SQUARE PRESENT & VOICE

17

OSJ 編集後記 改めまして、自転車とは、クルマの一種です

18

配布店リスト

表紙のことば

ヨーロッパではポピュラーなスポーツであるスカイランニング。レース会
場にはその雄姿を見届けようと多くの観戦者が会場にやってきます。ス
カイランニングの一つのカテゴリーである
「バーティカル」は、山頂がフィ
ニッシュになるケースもあり、3000mを超えるフィニッシュ地点にも人だ
かりができるほどです。
写真はイタリヤで開催されている
「Livigno Skymarathon」
というレー
スの1枚。2018年6月16日に撮影されました。2019年はスカイラン
ニングワールドシリーズの一戦となり、
その中でもランキングポイントが
50％加算されるボーナスレースに指定されています。
写真／藤巻 翔

「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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2

とともに走った

高耐久スマートフォン UTMF を
で 走った!!

タフなレースはタフなコイツに任せろ !!

UTMF実行委員長・
トレイルランナーの鏑木毅さん曰く、
「UTMFは旅で
ある」。
山に入ってトレイルを走り、山から里に下りればエイドステーションがあり、
大勢の人たちの声援を受けて、再び山に入る。そんな壮大な旅を支えて
くれた京セラのスマートフォン「TORQUE® G03」。ともに走った2日
間の軌跡を追った。

UTMF 165 ㎞ の旅

Ａ 9 富士吉田
（累計距離 154㎞、標高 707 ｍ）

A4 精進湖民宿村
（累計距離 78㎞、標高 921m）

日本最大級のトレイルランニングレース、UTMF（ウルトラトレイル・マウントフジ）
。富士山の山麓を走る総距離約165㎞のハー
（トルク ジーゼ
ドなレースに挑むには、最強のギアが欠かせない。京セラのau向け高耐久スマートフォン「TORQUE® G03」
ロサン）は、そんなタフなレースの強い味方。4月下旬、
２人のランナーが「TORQUE® G03」とともにUTMFを走った。
総距離約１６５㎞、標高差累計７９４２ｍ、制限時

11

い。一方の黒田は、なかなか姿を見せない。何かあっ

たのだろうか。
（残りあと約 ㎞ ）

エピローグ～緊急ＳＭＳ、そして……

【重要】選手へのお知らせ

りレースを短縮します。次のエイドの指示に従ってく

15

「杓子山付近の降雪・凍結・低温によるリスク増大によ

27

ださい。携帯電話の電源は切らないでください」

にまだ到着していない黒田はこの第９エイドが実質、

黒田のどろどろになったシューズ。レース中、晴れたの
はほんの少しだけで、ほとんど雨だった。

４月 日（土） 時、緊急ＳＭＳが流れた。なんと、

ゴールとなってしまう。

エイ
ドでサポートを受ける別府。エイ
ドでの過ごし方や滞
在時間もレース攻略のための重要なポイントのひとつ。

レース短縮。レース自体は中止ではないから、最後の

着。彼も余裕の笑顔だ。だが、
ここからが長い。だって、

50

エイドに到着し、メールチェックなどやるべきことを淡々
とこなす黒田。一切の無駄がない。

エイドを通過した別府はゴールまで行けるが、エイド

まだコース全体の１／３、 ㎞ちょっとしか走ってい

30

プロローグ～冷たい雨の中でのスタート

15

時 分、黒田が姿を現した。しかし、エイドに着

くや否や、スタッフから「ここで終わりです」と告げ

うなることをある程度、予想していた。緊急ＳＭＳが

46

ないのだ。
（残りあと約１１４㎞）

流れる以前に、雨から雪に変わった杓子山を上りなが

間 時間。そんな過酷なレース、ＵＴＭＦの参加条件

あたりが闇に包まれると、ヘッドランプをつけての夜

ら「夜になる前にレースは中止になるかも」とひそか

られ、レースはあっけなく終了。ただ、黒田自身はこ

間走行となる。視界が悪く、ここがランナーにとっての

夜間走行～視界の悪さと眠気との闘い

頑張りどころだ。深い霧に包まれた朝霧高原を経て、本

に思っていたという。とにかく体が冷えているので、

として、いくつかの約束ごとがある。

こと。

温かい富士吉田うどんを手に取る。うまい。目標だっ

78

１．レースの距離と、山岳地を一昼夜以上走り続ける

２．この種のレースで起こりうる問題に対して、自ら

栖湖を通過。さらに樹海を抜けると、第４エイド ㎞地

た「エイド飯全制覇」はこれで達成した。だが肝心の

27

という特殊性を十分認識し、必要な訓練を行っている

対処できる能力を有していること。

日（土）深夜、エイドに別府到着。その後、黒田が到

点の精進湖民宿村はもうすぐだ。日付が変わった４月

㎞、あともう少しでゴールだったのに。大会本部の

３．山岳地で予測されるトラブルや天候の悪化など
（低

決断は十分納得できるけど、
「ここまで来たんだから、

温、強風、雨や雪）に、他に頼ることなく自ら対処で

ルを作成していた。エイドに着く予定時間、エイドでや

最後まで走らせてほしい～」
。もし、レースが短縮さ

レースのほうは……。雪の杓子山を踏破して、残り約

そう、ここに書いてあるように、山岳地を一昼夜以

ること（長袖に着替える、うどんを食べる……）
、エイ

れず、黒田がこのままスムーズにゴールしたら、女子

着。じつは彼女、このレースに際して綿密なスケジュー

上走り続けるＵＴＭＦでは、さまざまなトラブルや天

を入れてもらう、眠いと思うので気合いを入れてもらう

ドで待つ家族や友人へのお願いごと（水筒に缶コーヒー

11

きること。
（以下略）

候の急変が予測される。特に山の天気は変わりやすい。

の 位に入る計算になったという。黒田の悔しさがこ

時すぎ、別府フィニッシュ。ゴール地点の大池公

ちらにも十分伝わってきた。

10

何が起こるかわからないのだ。

26

……）
。そして電話をする場所と時間。だいたいエイド

30

２０１９年４月 日（金）正午。冷たい雨が降りし

し、状況を報告していた。さすが、１００㎞以上のロン

に着く 分くらい前にサポーターであるご主人に電話を

16

きる中、２４００人あまりのランナーたちは意気揚々

としてスタート地点に立った。
「 チーム

園には、４月下旬とは思えないほど大量の雪をかぶっ

」®
TORQUE

きよみ）
黒田清美（くろだ

た富士山が姿を見せていた。
（敬称略）

1973 年、富山県生まれ。「頑張り過ぎず、楽しく」をモットーに 100㎞
以上のレースをメインに走っている主婦ランナー。UTMF は 2014 年から
毎年参戦、レース前のコース整備やマーキングにも参加している UTMF フ
リーク。今回の目標タイムは 27 時間 30 分。同業の鍼灸マッサージ師
のご主人とお猫様の 3 人家族。
2018 年「UTMF」女子総合 6 位
2018 年「TOGA 天空トレイルラン ロング」優勝
2018 年「OSJ KOUMI100」女子総合 6 位
2018 年「UTSZ100（ウルトラトレイル・深圳（中国）
」総合優勝

グレースに何度も出ている彼女だけある。一方、初参戦

1984 年、栃木県生まれ。大自然の中、前に進むことに没頭できるトレイ
ルランニングに魅せられ、30 歳の誕生日を機にトレランを始める。UTMF
は今回、初参戦。「まずは完走。目標タイムは 25 時間以内」。家では
7 歳の女の子と4 歳の男の子のよきパパ。
2016 年「OSJ KOUMI100」完走
2017 年「OSJ KOUMI100」完走
2018 年「OSJ KOUMI100」総合４位

の別府は、各エイドで奥様の手厚いサポートが待ち受け

たかのり）
別府孝宣（べっぷ

の別府孝宣、黒田清美の笑顔も見える。この時点では、

【高低表】

87

翌日に起こるまさかの出来事をまだ２人は知る由もな

富士市

ていた。
（残りあと約 ㎞）

富士山
こどもの国

かった。

START

4月26日（ 金 ）正 午、
冷 たい 雨 が 降 る中 で
のスタート。大会期間
中、スタッフ間の連絡
手 段 と し て レ ース を
支えたのが、京セラの
高耐久スマートフォン
「TORQUE® G03」だ。
なお、UTMFでは、選手
は必携装備として携帯
電話を携行しなくては
ならない。番号を非通
知にせず、十分に充電し、主催者側からのSMSによる緊急連絡を受けら
れる状態にしておくことが定められている。それだけに、途中、モバイル
の故障などがあってはならない。その点、衝撃や振動、さらに雨・雪など
の厳しい気候にも十分耐えられる「TORQUE® G03」なら安心だ。

最大の難関、杓子山～２人がなかなか来ない

スタートしてから
最初のサポート可
能エイドでの貴重
なツーショット。

最初の難関～直登を強いられる天子ヶ岳をクリア

START ／富士山こどもの国
（累計距離０㎞、標高 834m）

２人は第４エイドを出て、紅葉台、足和田山を経て

裾野市

第５エイドの勝山に向かう。勝山から次のエイドの忍

A2 麓
（累積距離 51㎞、標高 808m）

30

スタートしてから最初のエイドの富士宮までは、２

黒田清美
スタート（富士山こどもの国）→第９エイド富士吉
田（トータル154 ㎞）
27時間27分53秒
（第９エイドフィニッシャ―女子1位）

野まではほぼフラットな道。その後、大平山の上りが

A1

富士宮

51

人とも順調な滑り出し。その後、約 ㎞地点で、レー

天子ヶ岳

ス前半の難関である天子ヶ岳の上りを迎える。長者ヶ

別府孝宣
スタート（富士山こどもの国）→ゴール（大池公園）
ウルトラトレイル・マウントフジ（165 ㎞）
28時間12分02秒（総合62位）

「私はふだんでも1日に５回くらいスマホを落と
すんですが、
『TORQUE® G03』はほんと丈夫なの
で、レース中でも安心して（？）落とせます（笑）」
とレース前に話していた黒田。京セラ独自のガラ
ス割れ防止構造の「ハイブリッドシールド ®」で、
つかの間の晴れ間、山中湖畔を快走す 万が一、地面に落としても壊れにくく、画面割れ
を防いでくれる。
る黒田。

終わると、山中湖が見えてくる。

富士宮市

RESULT

時、さわやかな笑顔で別府が第７エイド、１２７㎞

田貫湖

7

19

いつの間にか雨がやみ、晴れ間が広がってきた。朝

身延町

富士山

のテクニカルな上りが待っている。気を引き締めて進

熊森山

A7 山中湖きらら
（累計距離 127㎞、標高 988m）

まなくては。

雪見岳

4月27日（土）
、別府28時間12分02秒でゴール。
「皆さんの温かい声援のおかげで、なんとかゴール
しました。一緒に165 ㎞走ってくれた
『TORQUE®
G03』にも感謝です！」

この先第９エイド、１５４㎞地点の富士吉田は最

雨に濡れた手で画面を操作する黒田。
「本体自体、
雨に濡れないようビニールパックに入れる必要も
ないし、濡れた手でもスムーズに操作できるのが
いいですね」
。
「TORQUE® G03」は、画面や手が
濡れていても使えるタッチパネルディスプレイを
搭載。雨の日のレースでも、いつもと同じように
使えるのがうれしい。

後のエイド。だが、あらかじめ聞いていた到着予定時

麓

山中湖きらら

間を過ぎても２人はなかなか現れない。いつしか雨が

山中湖

A7

切通峠

降ってきて、気温もぐっと下がってきた。やっと別府

大平山

一面の雪に覆われた杓子山。
黒田が「TORQUE® G03」で撮影。

岳、熊森山を越えれば、第２エイド、 ㎞地点の麓ま

山伏峠

石割山

雨ヶ岳

A2

長者ヶ岳

A8

二十曲峠

忍野村

鳴沢村

端足峠

忍野

が第９エイドに予定時間より大幅に遅れて到着。寒さ

竜ヶ岳

ゴール／大池公園
（累計距離 165㎞、標高 837 ｍ）

ではほぼ下り基調。あたりが暗くなり始めた 時、エ

A6

A5 勝山
（累計距離 95㎞、標高 862m）

イドにまず黒田が姿を見せた。雨に濡れ、
びしょびしょ

立ノ塚峠

地点の山中湖きららに到着。その後、湖沿いを走る黒

本栖湖

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

杓子山

のせいもあるのか、いつもの笑顔が消え、口数も少な

A4エイドに設置された京
セラ提供の充電ブース。選
手は誰でもスマホ、モバイ
ルバッテリーを自由に充電
することができた。

勝山

富士吉田

精進湖民宿村

烏帽子岳

本栖湖

富士河口湖町

田の姿を捉えた。彼女もすごくいい笑顔。しかし、こ

A4

足和田山

A5

A9

だが、元気そのもの。すかさず温かいお茶とご当地名

西湖
紅葉台

富士吉田市

大池公園

物富士宮焼きそばを手に取る。黒田の今回の目標は
「エ

FINISH

精進湖

A3

霜山

の後、コース最大の難関、鎖を使う岩場もある杓子山

河口湖

「す
「TORQUE® G03」を手に笑顔を見せる別府。
ぐ取り出せるように、バックパックのポケットに
入れています。操作性もよく、レース中でもスト
レスなく使えますよ」

季節はずれの雪に見舞われた杓子山から無事、エ
イドに下りてきた別府。
「 寒かった。手もガチガ
チに冷たくなってしまって。でも、グローブを着
けたまま画面操作できたので、本当に助かりまし
た」
。
「TORQUE® G03」はグローブを着けた状態
でも使えるグローブタッチモードを常時設定可
能。使うたびにグローブをいちいち着脱する必要
がないので、ストレスなくスムーズに使える。

イド飯全制覇！」
。そうこうしているうちに別府が到

レース短縮により、残念ながらゴール約11㎞手前のＡ９エイドで
フィニッシュとなってしまった黒田。
「TORQUE® G03」に搭載の
OUTDOOR PORTALで気象情報を確認した後、名物富士吉田のうど
んを食べ、
「とりあえず、エイド飯全制覇は達成！」

ワ ケ

TORQUE がトレイルランナーに支持される理由
®

雨や落下に強く、画面も割れにくい！
だから、過酷なレースでもガシガシ使える！
※ IPX5 ／ IPX8 の防水性能。
※全ての衝撃に対して保証するものではございません。

「TORQUE® G03」のコンセプトはそのままに、
タフネス性能やカメラ、基本スペックが進化した
「TORQUE® G04（トルクジーゼロヨン」が新登場！

グローブを着けていても、濡れた手でもタッチ操作できる！

〔TORQUE® G04 主な仕様〕

だから、ハードな気象条件の中でもストレスなく使える！

バッテリー取り外し式で、簡単に交換できる！

だから予備バッテリー
（別売）を持てば、電池切れの心配がなく、
レースに集中できる。
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カラー.............................. ブルー、レッド、ブラック
ディスプレイ.................. 約5.0インチ／FHD
アウトカメラ................... 約2,400万画素＋約800万画素（ワイド）
インカメラ...................... 約800万画素
内蔵メモリ...................... ROM：64GB／RAM：4GB

進化点を京セラのホームページでぜひご確認ください！

OSJ freestyle express vol.55
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大会レポート

8 月の世界選手権の代表選考会を兼ねたスポーツクライミングの複合ジャ
パンカップが、5 月 25 日（土）～ 26 日（日）に愛媛・石鎚クライミングパー
ともあ

ク SAIJO で行われました。男子は楢崎智亜選手が 2 連覇。これまでの日本
みほう

記録を 0.082 秒更新して 6 秒 291 を記録しました。女子は、野中生萌選
手が初優勝を飾りました。

スポーツクライミング 第2回コンバインドジャパンカップ2019年5月26日（日） 決勝
男子
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
女子
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位

名前
楢﨑
原田
藤井
土肥
緒方
楢﨑
抜井
石松

智亜
海
快
圭太
良行
明智
亮瑛
大晟

名前
野中 生萌
野口 啓代
森 秋彩
谷井 菜月
倉 菜々子
伊藤 ふたば
小武 芽生
平野 夏海

【東京2020に向けた選考大会】

スピード
1
6
2
8
3
4
5
7

ボルダリング
3
2
6
1
4
5
8
7

リード
2
1
3
5
6
4
7
8

ポイント
6
12
36
40
72
80
280
392

世界選手権八王子大会

スピード
1
3
4
6
2
5
7
8

ボルダリング
1
2
3
4
8
5
6
7

リード
7
2
1
3
8
6
5
4

ポイント
7
12
12
72
128
150
210
224

上記大会結果により、男女最大各2名が選出される。

男子
優勝

IFSC Combined World Championships 2019

開催日：2019年8月11日～21日
オリンピック予選大会

場所：東京都八王子市

Olympic Qualifying Event 2019

開催日：2019年11月28日～12月1日
アジア選手権盛岡大会

場所：フランス・トゥールーズ

IFSC Asian Combined Continental Championships 2020

開催日：2020年4月27日～5月3日

場所：岩手県盛岡市

スポーツクライミング第3回コンバインドジャパンカップ
開催日：2020年5月16日～17日
【東京2020

場所：未定

スポーツクライミング日程】

2020年8月4日（火）
～7日（金）会場：青梅アーバンスポーツパーク
8月4日（火）17:00～22:40男子複合予選ースピード・ボルダリング・リード
8月5日（水）17:00～22:40女子複合予選ースピード・ボルダリング・リード

楢崎 智亜

Tomoa Narasaki
1996年6月22日生まれ、栃木県出身。
2019年IFSC クライミング・ワールドカップ（ボルダリ
ング）呉江 優勝
2018年IFSC クライミング・ワールドカップ（リード）
ヴィラール 3位、第1回コンバインドジャパンカップ
優勝、IFSC クライミング・ワールドカップ 2018（ボ
ルダリング）マイリンゲン 2位・モスクワ 優勝・八王
子 2位・ベイル 3位、日本選手権リード競技大会
2018 2位

男子
準優勝

女子
優勝

8月6日（木）17:30～22:20男子複合決勝ースピード・ボルダリング・リード

男子複合表彰式

8月7日（金）17:30～22:20女子複合決勝ースピード・ボルダリング・リード

女子複合表彰式

野中 生萌

Miho Nonaka
1997年5月21日生まれ、東京都出身。
2018年 IFSC-ACCクライミング アジア選手権（総
合）倉吉 2位、IFSC クライミング・ワールドカップ
（ボルダリング）
ミュンヘン 2位、IFSC クライミング・
ワールドカップ（ボルダリング）マイリンゲン 優勝

女子
準優勝

原田 海

Kai Harada

藤井 快

Kokoro Fujii
1992年11月30日生まれ、静岡県出身。
2018年 IFSC-ACCクライミング アジア選手権
（リード）倉吉2018 優勝、IFSC クライミング・
ワールドカップ（ボルダリング）重慶 優勝

野口 啓代

Akiyo Noguchi
1989年5月30日 生 まれ、茨
城県出身。
2019年 IFSC クライミング・
ワールドカップ（ボルダリング）
重慶 2位
2018年 IFSC-ACCクライミ
ング アジア選手権（総合）倉
吉 優勝、IFSC クライミング・
世 界 選 手 権（ボルダリング）
オーストラリア 2位

1999年3月10日 生 まれ、神
奈川県出身。
2019年 IFSC クライミング・
ワールドカップ（ボルダリング）
呉江 2位
2018年 IFSC クライミン
グ・世界選手権 2018（ボル
ダリング）オーストリア 優勝

男子
3位

３種目の掛け合わせで競う ！

スポーツクライミング
第 2 回コンバインドジャパンカップ

女子
3位

あ

一人で 3 種目を行うタフな新種目！
日本勢の躍進が期待されるスポーツクライミング複合。この種目の難しさは、スピード、ボルダリング、リードという特徴の異
なる 3 種目を、一人の選手がすべてこなす「複合競技」であること。クライミングに必要とされるあらゆる要素が詰まっているので、
観る側にとってはとてもエキサイティング。しかし、選手は 1 日で 3 種目を行うため、これまで以上にフィジカル、メンタル面で
のタフさが求められます。
順位は 3 種目の掛け合わせで、ポイントが少ないほど上位になります。例えば、スピード 1 位、ボルダリング 2 位、リード 3
位であれば 6 ポイント。スピード 2 位、ボルダリング 2 位、リード 2 位であれば 8 ポイントです。掛け合わせなので、いずれ
かの種目で 1 位になれるかどうかが重要になるでしょう。
写真／Ryo Yamamoto 構成・文／田中瑠子

持久力が
勝敗を分ける

い

Ai Mori

2003年9月17日生まれ、茨城県出身。
2019年 IFSC クライミング・ワールドカップ（ボルダリング）呉江 3位
2018年 アジアユース選手権2018（リード）2位
2017年 IFSC 世界ユース選手権 インスブルック
（リード）
オーストリア
優勝

高度なテクニックで
壁を攻略

競技内容
高さ 12m 以上、最大 60 手程度のコースをどこまで
登ることができるかを競います。制限時間は 6 分間。選
手はロープのつながったハーネスを装着し、途中の確保
支点にロープをかけながら登っていきます。最後の支点
にロープをかけると完登。長い距離を登るため、無駄な
動きで体力を奪われないよう、最小限の力で効率的に登
るテクニックや戦略性が必要です。
ほかの選手のトライは見られませんが、あらかじめオ
ブザベーションタイムが設けられ、コースを確認するこ
とができます。選手たちは双眼鏡を片手にホールドを一
つひとつ確認し、登るイメージを組み立てていきます。
順位のつけ方
順位はどこまで登れたか（獲得高度）で決まります。途
中で落ちてしまった場合はそこが記録となり、再トライは
できません。複数の選手が完登や同じ高さまで登った場合、
タイムのいい方が上位になります。壁を地上から眺めてい
る観客は 12m 以上の壁がいかに高いかを実感できるため、
そこを生身で登っていく選手たちのダイナミックな動きに
くぎづけになるでしょう。
Sports Climbing
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コンマ数秒を競う
スプリント競技

森 秋彩

リード
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東京五輪注目の
スポーツクライミング複合

0
2
0
2
O
Y
K
O
T
o
t
d
a
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ボルダリング
競技内容
高さ 5 ｍ以下の壁で、最大 12 手程度の複数のボルダー
（コース）をいくつ登れたかを競う競技。選手は、当日初
めて見る壁のオブザベーションタイム（登る前に壁を観
察し手順を予測する時間）を経て、競技に挑みます。
競技は「4 ～ 5 分間の競技」と「4 ～ 5 分間の休憩」
を交互に繰り返すベルトコンベア方式で行われます。ほ
かの選手のトライを見ることはできませんが、会場の歓
声は耳に入ってきます。いかに自分のクライミングに集
中できるかメンタルコントロールも重要です。ほとんど
凹凸のない小さなものから両手でも抱えられない球体ま
でさまざまなホールドがあり、どう攻略するか頭脳戦と
しての面白さもあります。
順位のつけ方
予選は 5 本、決勝では 4 本のボルダーが用意され、１
ボルダーごとに予選 5 分、決勝 4 分の制限時間が設けら
れます。定められたスタート位置から始め、トップホール
ドを両手で触れれば完登です。途中で落下しても、制限時
間内であれば何度でもチャレンジできますが、少ない回数
で完登できた方がポイントは高く、体力面でも有利です。

スピード
競技内容
国際規格によって設定された高さ 15 ｍ、95 度に前
傾したスピード競技用の壁を駆け上がるスプリント競技。
ロープを装着した 2 人の選手が同時に登りタイムを競い
ます。
大会ごとにホールドの位置が異なるほかの 2 種目と違
い、スピードはホールドの配置が世界共通で決まってい
ます。同じ壁を使って練習を重ねてきた選手たちの瞬発
力がぶつかり合います。
タイムという客観的な記録を残せるのは、3 種目のう
ちスピードだけ。男子優勝タイムは男子では 5 ～ 6 秒、
女子で 7 ～ 8 秒。フライングをすれば一発失格なので、
スタートの緊張感も独特なもの。そびえ立つ壁を一気に
駆け上がるあまりの速さに驚嘆すること間違いなしです。
順位のつけ方
予選も決勝もトーナメント制で行われ、予選では 2 ト
ライのうち早い方のタイムで順位を競います。決勝は 1
トライのみで、順位の高い選手と低い選手が 1 回戦で当
たるようトーナメントが組まれ、早い方が勝ち上がって
いきます。
OSJ freestyle express vol.55
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がしっかりとした「バハダⅢ」や「カ

スピード追求型の軽量モデル
「アルパインＦＴＧ」がお気に入り

と地面の感覚が分か

滑りやすいマッディーなコンディ
ルドラドⅢ」を選ぶようにしています。

長い距離を走る際は、プロテクション

ピ ー ド が 出 る 感 覚 が あ り ま し た。 ス
ションで力を発揮するのもいいです

るのでバランスを崩しにくいです。

―お二人のおすすめトレイルランニ
ピードを追究した軽量モデルなので、

が い い。 ぐ ん ぐ ん ス

ングシューズを教えてください。
ね。 ２ ０ １ ８ 年 の ゼ ガ マ マ ラ ソ ン の
年にハセツネＣＵＰで優勝したとき

プロテクションが薄くできています。

準優勝したときも履いていましたし、

て い ま す。 ２ ０ １ ６ 年 に Ｃ Ｃ Ｃ

で

のモデルから気に入ってずっと使っ

．
Ⅱ 」 を、 初 代
上 田 「 ロ グ Ｆ．
Ｋ Ｔ.

ました。

労が残らず、後半もしっかり加速でき

も履いてみたのですが、軽くて足に疲

かな……と思いつつハセツネＣＵＰで

長いレースだと足へのダメージがある

程度仕方ありませんが、そのセクショ

離 れ が い い。 泥 の 道 で 滑 る の は あ る

ルの凹凸の突起部分）が高いので泥

くて助かりました。ラグ（アウトソー

コ ー ス で も、 泥 に よ る 目 詰 ま り が な

向けのシューズが必要でした。プロテ

ングは短い距離なので、山岳×短距離

が安定した結果が出るんです。

もバハダを履いていましたし、その方

クションが厚すぎると重くてスピード

したね。
僕 も、

㎞のレースで

優勝したときはバハ

ハセツネＣＵＰで準

三浦

年に

．
Ⅱで
ロ グ Ｆ．Ｋ Ｔ.

満たしてくれたのが

た。絶妙なニーズを

さ」を求めていまし

アでも使える軽量

薄くなく、山岳エリ

ド向けほどソールが

が出ないので、
「ロー

ンが終わったあとにしっかりグリッ

今フォーカスしているスカイランニ

スカイランニングの海外遠征もだい
．
Ⅱも軽量でミッ
ログ Ｆ．
Ｋ Ｔ.

ド ソ ー ル が 薄 く、 プ ロ テ ク シ ョ ン が

上田

三浦
弱 め で す。 で も、 薄 い か ら こ そ 足 の

たいこれで走っています。

インＦＴＧ」を気に入っています。去
操 作 性 が 高 ま る ん で す。 ス カ イ ラ ン

僕は、今季新しく出た「アルパ

年試作品が出たときに ～ ㎞の比較
ニングだと岩の上を走ることが多い
のですが、グリップが
強 く、 ち ゃ ん

ダを履いていました。

か不安があったので。ただ、クッショ

【Skyrunner® World Series】
スカイランナー・ワールドシリーズ
（SWS）
とは、
スカイランニングのワールドカッ
プと呼ばれる大会。世界 11 か国で 15レース開催される。
スカイランニングの定義は「山を駆け登ること。標高 2000m 以上での
山岳ランニング」
（国際スカイランニング連盟より）
。大会によってコース
特性は異なるが、尾根や鎖場、雪上、スクランブリング（よじ登り）な
ど、技術的難易度の高いコースをいかに攻略するかが勝負の行方を左
右する。スカイランニングの競技種目は、時間や距離に応じて４つのカテ
ゴリー（SKY、ULTRA、VERTICAL、EXTREME）に分類されており、
「SKYRACE®」は最小距離 20㎞以上、最小 1300 ｍの獲得標高差
（5％誤差までは許容される）
、優勝者タイム 3 時間未満のものを指す。

【概要】
開催日..............2019/04/21（日）
距離..................33km 累積標高 2400m
制限時間..........7 時間（15:00）
募集定員..........200 名
日本人選手......JSA（日本スカイランニング協会）登録者限定
海外選手..........SWS（スカイランナーワールドシリーズ）参加経験者、
スカイランニングアジア選手権参加経験者など

的短いレースで使ってみたら、グリッ
プが強くて地面の
つかみ

プが効いてくれて安心です。

―お気に入りシューズにどう行きつ
ン性が高いとスピードを出しにくいと

ソールが薄いシューズだと、足が持つ

きましたか？
感じることもあり、２年ほど前から
．
Ⅱ
㎞前後のレースではログ Ｆ．
Ｋ Ｔ.

レースの長さやコース特性に

ンがしっかりしたモデルは重いと感

¥16,740（税込）
重量：255g ／片足

上田

ではフリューイッ
じるかもしれない。アルパインＦＴＧ
覚で走ることができる。

¥14,040（税込）
重量：253g ／片足

を履くようになりました。今年スピー

．
Ⅱを使
ドフレックス Ｆ．
Ｋ Ｔ.
．
Ⅱ、フリューイッド
やログ Ｆ．
Ｋ Ｔ.

めの走りを可能にする。

¥14,580（税込）
重量：246g ／片足

よ っ て、 い ろ ん な モ デ ル を 並 行 し て

い ま す。 近 く に 山 が な い の で、 ロ ー
．
Ⅱなど軽いシュー
フレックス Ｆ．
Ｋ Ｔ.

走りを可能にする。

ド特化型のアルパインＦＴＧが出たと

ドや起伏のある公園を使って練習す
ズ を 選 ん で は ど う で し ょ う。 ま ず は

試してみるのもいいと思います。

よ ね。 重 さ も、 初 心 者 向 け の ロ ー ド

スがいい。

￥15,660（税込）
重量：296ｇ／片足

使っています。 ㎞や マイル以上の

ることが多いん
㎞の短いレースで走り心地を

に 行 く と き は、
三浦

～

過去のレースで
バハダⅢやカルドラドⅢなどプロテ

で す。 た ま に 山

履いたシューズ
クションの強いシューズがいいです

上田
シ ュ ー ズ と ほ と ん ど 変 わ り ま せ ん。

ラ ン ニ ン グ や 登 山 未 経 験 者 は、

で走ります。

レースが近いと
ソ ー ル が 厚 い と、 が れ 場 で も 地 面 か

そ う そ う、

きは足をならす

上田

ら の 突 き 上 げ が 軽 減 さ れ る の で、 体

て 練 習 し ま す が、 当 日 に 持 っ て い く

ドは圧倒的なシェアを誇るオールマイ

ために本番と同

の は 新 品 か 新 品 に 近 い 状 態 の も の。

ティなモデルですから、初心者にも安

への負担は少ないと思います。

山で走ると劣化が激しく岩場では切

心です。シューズは個人の足の形との

じモデルを履い

れたりしてすぐ消耗してしまうので、

相性があると思いますが、僕は、コロ

そうですね。バハダやカルドラ

最後までしっかりもつように計算し

ンビア モントレイルのシューズで足

ことが一度もないんです。サイズが合

ています。

―ＯＳＪ読者へ、シューズ選びのアドバ

わずに水膨れになるということもない

の皮がめくれたり爪がつぶれたりした

イスをお願いします。

ので、足に合っているんだと思います。
三浦

自分に合うシューズ選びはト

上田

レ イ ル ラ ン ニ ン グ を 制 し ま す。 で き

トレラン歴の長さやバック

ボ ー ン に よ っ て 異 な る の で、 自 分 が

れ ば 実 際 に レ ー ス を 走 っ て み て、 距

揮する。

￥15,120（税込）
重量：290g ／片足

き は、「 つ い に
短いレースで気持ちよく

㎞の短距離でそ

履きなれた靴に近づけるのがいいと

離やコース特性との相性を見極めら

アルパイン FTG

50

れると理想的だと思います。

山岳レースから土のトレイルまで レースで記録を伸ばしたい中上
レースをサポート。無駄を削りだ 級ランナーに向けた超軽量モデ
したアッパーにより軽量性を誇り、 ル。あえて突き上げのプロテク
深い溝を備えたアウトソールが攻 ションを無くし、素足に近い感

50

思 い ま す。 陸 上 競 技 を や っ て い た 方
でしたら、プロテクショ

50

全 米 最 高 峰レース Western スピードを求め、新たな記録に
States100を攻略するために作 挑戦するランナーのためのモデ
られた。グリップ性、
クッション性、 ル。超軽量ながらサポート性も
サポート性、履き心地のバラン 合わせ持ち、スムースで俊敏な

ログ F.K.T.II

20

走れるシューズが出た！」と思いま
したね。

―トレーニング中はどんなシューズ

ロ ー ド の 練 習 の と き は「 フ

を選んでいますか？

上田
．
Ⅱ」
リューイッドフレックス Ｆ．
Ｋ Ｔ.
を 使 っ て い ま す。 グ リ ッ プ が 前 足 部
にしかなく、後ろにはほとんどグリッ
プ が な い ん で す。 山 岳 コ ー ス だ と 滑
る か も し れ ま せ ん が、 ロ ー ド な の で

～

一 番 軽 く 走 れ る こ と が 重 要 で す。 ト
レ イ ル で も、
こまで山岳エリアに入らないレース
であれば、気持ちよく走れます。
三浦 僕は、ロードではソールの厚い
バハダⅢやカルドラドⅢを使い、
スピードを出す練習

地面の感覚をつかみやすい
「ログＦ．
Ｋ．
Ｔ．
Ⅱ」を使っています

15

カルドラドⅢ

フリューイッドフレックス F.K.T.II

10

®

コロンビア モントレイル

アップダウンが繰り返されるコースを攻略し、上田瑠偉選手は見事優勝を勝ち取りました。

的なコース設定で総距離33 ㎞、獲得標高2400m。日本国内最高峰の難易度を誇ります。急峻な

リザルト

MT.AWA SKYRACE

【戦績】
ハセツネCUP 2位（
‘15）
スカイランニング日本選手権 志賀高原エクストリームトレ
イル 2位（’
16）
スカイランニングアジア選手権 MSIG Lantau50 男子
総合7位（’
16）
ハセツネCUP優勝（’
18）

70

バハダⅢ

クセのない履き心地とグリップ性
が人気。地面をしっかり捉える
細かな突起のソールは、土のト
レイルで抜群のグリップ力を発

写真／播本明彦 取材・文／田中瑠子

森の中から岩の上まで、あらゆるコースを走るトレイル
ランニング。どんなコースにはどんなシューズを選
ぶべきなのか。コロンビア モントレイル所属の
トレイルランナー上田瑠偉選手、三浦裕
一選手に「おすすめシューズ」
を聞きました。

30

優勝

上田瑠偉

2:01:42（日本）
準優勝

Oriol Cardona Coll

2:01:51 （スペイン）
3位

Jonathan Albon

2:02:04 （イギリス）

優勝

Elisa Desco

2:27:46 （イタリア）
準優勝

Megan Kimmel

2:28:27 （アメリカ）
3位

髙村貴子

2:28:56 （日本）

8
PR
OSJ freestyle express vol.55
OSJ freestyle express vol.55

PR

9

二人が活用するラインアップはコレだ！
上田瑠偉（うえだるい）

おすすめシューズ

20

上田瑠偉 × 三浦裕一

2019 Migu Run Skyrunner® World Series世界開幕戦が開催されました。雪上を含む本格

®

1987年4月14日生まれ、神奈川県横浜市出身。
中学から大学まで陸上部に所属。国学院大学時
代には箱根駅伝を目指していたがケガで断念。マ
ラソンに転向し、大学3年時に2時間24分台を
記録。2018年のハセツネCUPを制した。2019
年の目標はTDS®でのトップ10入り。11月のス
カイランニングアジア選手権の代表にも選出され
ている。
【戦績】
ハセツネCUP優勝 大会新 7:01:13（'14）
CCC®（UTMB）年代別優勝（'15）
Gorge Waterfalls 100K 優勝 大会新（'16）
SKYRUNNING世界選手権 Combined準優勝（'16）
ユースSKYRUNNING世界選手権 U-23優勝（'16）
CCC® 準優勝（'16） Korea50K優勝（'17） ハセツネCUP優勝（'17）
スカイランニングワールドシリーズ第一戦 粟ヶ岳スカイレース 優勝
（’
19）

20

豪 雪 地 越 後 新 潟 に そ び える日 本300名 山 の 一 つ「 粟ヶ岳 」を 舞 台 に、2019年4月21日、

上田選手が見事優勝！

三浦裕一（みうらゆういち）
17
プロテクションが厚いものから、地面感覚を掴みやすい軽量モデルまで――。自分のバックグラウンド、レースの特徴を考えながら、足に合ったシューズを選びましょう。
1993年10月3日生まれ、長野県大町市出身。駅伝の名門、佐久
長聖高校を卒業後、早稲田大学在学中にトレイルランニングと出会
う。2014年に出場した「日本山岳耐久レース
（ハセツネCUP）」で
大会記録を18分も更新し最年少優勝。以降海外でも数多くの結
果を残している。2019年の目標はスカイランナー・ワールドシリーズ
で年間3位以内に入ること。2024年にはスカイランニング世界選
手権での優勝を目指している。

10

MT.AWA SKYRACE® 男子

®

MT.AWA SKYRACE 女子

写真提供／トレイルランナーズ Photo by SHO FUJIMAKI

2019年
4月14日

宮古島トライアスロン
スイム3km バイク157kmラン42.195km
参加者 1700 名

写真／播本明彦 文／滝川次郎

1985 年 4 月、日本のトライアスロンの
歴史とともに始まった宮古島トライアス
ロン。第 1 回大会は NHK 全国放送で生
中継され、その競技の過酷さが伝わった
ことから、トライアスロンに参加する人
は「鉄人」と呼ばれました。その後、効
率的なトレーニング方法が研究され、誰
でもチャレンジできるスポーツに。鉄人
という呼び名は影を潜め、トライアスリー
トと呼ばれるようになりました。第 1 回
大会は 241 名の参加でしたが、今年 35
回目となる大会の申込者は 3000 名超。抽
選のうえ 1700 名が参戦しました。宮古
島トライアスロンに参加するにはオリン
ピックディスタンス（スイム 1.5㎞、バイ
ク 40㎞、ラン 10㎞）の完走が必須。今
年トライアスロンデビューを目指して、
2020 年宮古島トライアスロンにチャレン
ジしてみては！
【第35回全日本トライアスロン宮古島大会】
開催日........2019年4月14日
（日）
...................7:00〜20:30
開催地........沖縄県宮古島市
参加定員....1700名
距 離........スイム3km、
バイク157km、
...................ラン42.195km

UTMF

制限時間....13時間30分

2019年
総距離約 165km
参加者 2400 名
4月26日〜
28 日
（ウルトラトレイル・マウントフジ）
写真／播本明彦 文／滝川次郎

今年６回目と歴史が浅い UTMF。浅
いといってもトレイルランニングが世間
に広まったのはここ 10 年くらい。NHKBS で世界のトレイルラニングレースやア
ドベンチャーレースが度々放映され、急
速にトレイルラニング愛好者は増えてい
ます。100 マイル
（160㎞）
というロングレー
スは国内では UTMF のほかに、トレニッ
クワールド in 彩の国、おんたけ 100、信
越五岳、KOUMI100 の 5 レース。その中
でもワールドシリーズの一戦となってい
る UTMF は世界約 40 カ国から参加があ
る国際色豊かなレースで、トレイルラン
ナーにとって憧れのレースです。ただし
100 マイル 46 時間という長丁場のレース。
完走するためには体力はもちろんのこと、
メンタルの強さも兼ね備えなければなり
ません。トレーニングを積み重ね、いつ
かは UTMF のスタートラインへ！
【ウルトラトレイル・マウントフジ2019】
開催日........2019年4月26日
（金）
〜28日
（日）
開催地 ......スタート会場／静岡県富士市
...................富士山こどもの国
...................フィニッシュ会場／山梨県富士
...................河口湖町 大池公園
参加定員....2400名
距離............約165㎞ 累積標高差約7,942m
制限時間....46時間
※4月27日
（土）
15時、
杓子山付近の夜の降雪・凍結・低温によるリスク増大により、
レース短縮が決定されました。

11

Triathron

OSJ freestyle express vol.55

OSJ freestyle express vol.55

Triathron

10

運動能力を高めるピクノジェノール を配合した、小林製薬初のスポーツサプリメントを開発！
®

1年間愛飲し、初フルマラソンでサブ４達成

けんすけ

「ピクノレーサー」企画開発＆ブランドマネージャー・今井乾介さん（34）の挑戦

アスリートに欠かせないサプリ

誕生！

ピクノレーサーを企画立案し、自らその成果を実証すべく、2017年12月からランを始めた今井さん。1年間のトレーニング後、18年12月に人生初のフ
ルマラソンを3時間49分でゴール！ 見事サブ４
（4時間切り）を達成しました。ピクノレーサーを活用してどんな練習を重ねてきたのか、話を伺いました。

「追い込んだトレーニングの翌朝もまた頑張れる」
―マラソンを始めようと思ったきっかけは？

しています。練習を始めた当初は 25m も泳ぎ切

商品の開発を機に、自分でピクノレーサーを試

れないレベルで……。YouTube でスイム上達の

しながら持久系スポーツに挑戦しようと思い立ち

ための動画を探してはやり方を試す独自の方法で、

ました。そこで、以前からやりたかったトライア

ゆっくりではありますが、1.5㎞泳げるようになり

スロンへのチャレンジを決意。ロードバイクを 9

ました。バイクは週 2 回、自宅にあるローラー台

年以上続けているので、ランとスイムを練習すれ

で 30 分～ 1 時間こぐ程度です。

ばトライアスリートになれる！ と思ったんです。

―今年はいよいよトライアスロン挑戦ですね。

フルマラソンを走ったのは、
「せっかくランを始め
たのだから、一度フルを走ってみよう」と思った

そうですね。まずはオリンピックディスタンス
を無事完走することがファーストステップです。2 時間半を切れたら理想的で
すが、ランとスイムのタイムをもっと縮めなくては難しいですね。来年か近い

―力試しでサブ４とはすごいですね。どんなトレーニングを積みましたか？

将来には、ハーフアイアンマンなど長距離に挑戦していきたい。実は当社の
社長もトライアスリート。社長が出場している宮古島トライアスロンでも、い

ほど。決して多くはありません。練習は、心拍数を上げて追い込む 10㎞ラン

ずれデビューしたいです。

が中心です。レースの１～ 2 か月前からは、心拍を抑えて長時間走り続けら

―ピクノレーサーをどんな方に飲んでいただきたいですか？

れるよう 20㎞ランを増やしていました。30㎞、40㎞ランの練習は一度もし

マラソン、トライアスロン、トレイルランニングなど、持久系のスポーツを

ていなかったので、レース当日で人生最長距離を走りました。

楽しみながら、タイムアップを目指しているような志の高い方ですね。ハード

―サブ４の記録を出すために、取り組んだこととは？

なトレーニングを続けるために、効率的な疲労回復を求めている方にも最適

自分の VO2MAX（最大酸素摂取量）を計測し、ペースを変えると心拍が

ですので、OSJ 読者の皆さんにもぜひ活用していただきたいです。

どれくらい上がるのかを計算しました。心拍数をどの数値で抑えるか、調子
がいいと思っても心拍数を上げないように注意しながら、42㎞を走り切るペー
スを把握していきました。
―トレーニング中はピクノレーサーをどのように飲んでいましたか？
トレーニングのある日は 1 日 2 袋。練習前に１袋、練習後に１袋を基本に
とっていました。ピクノレーサーに配合されている成分を自分で計測・調合し
て作りながらとることもありましたね。
―自分で調合！？ まさに開発しながら試していたんですね。
僕はもともと研究職で、
「ピクノジェノール 」の効果に着目して「アスリー
®

距離

㎞ラップ

累計

5㎞ラップ

補給

5

0:05:15

0:26:36

0:26:36

ピクノレーサー 1 袋

10

0:05:06

0:52:24

0:25:48

羊羹 1 個

15

0:05:06

1:18:10

0:25:46

ピクノレーサー 1 袋

20

0:05:10

1:43:55

0:25:45

羊羹 1 個

25

0:05:16

2:10:19

0:26:24

ピクノレーサー 1 袋

30

0:05:23

2:36:59

0:26:40

羊羹 1 個

35

0:05:34

3:04:24

0:27:25

ピクノレーサー 1 袋

40

0:06:16

3:34:03

0:29:39

羊羹 1 個

3:49:53でゴール！

ノール の海外での研究結果も出ていたため、開発 OK が出たのですが、自分
をして成果を出なさければ、というプレッシャーはありましたね。商品を背負っ
ているのにフルマラソンを完走できなかったらカッコ悪いじゃないですか（笑）
。
―実際にピクノレーサーをとって感じたことは何ですか？
飲み始めてすぐに実感したのは、追い込んだトレーニングの翌朝もすっき
りと目覚め、また頑張れること。予定通りトレーニングを続けられるのがいい

して生み出したのが、
同社初のスポーツサプリメント「ピクノレーサー」！ らしからぬカッコいい商品名は、
成分名の「ピ
クノ」＋サブ３ランナーを示す「レーサー」のこと。虹のデザインは、自転車の世界選手権チャンピオンに与えられる
虹色ジャージ「マイヨ・アルカンシェル」からきています。まさにスポーツ愛にあふれたデザイン＆ネーミングなのです。

運動後のリカバーで、パフォーマンスアップへ

Swim

Run

Bike

ピクノレーサーの主成分「ピクノジェノール ®」とは？
フランス海岸松の樹皮からとれる「ピクノジェノール ®」は、樹皮 1000㎏からわずか 1㎏しか抽出でき
ない貴重な成分です。強力な抗酸化作用を持つプロアントシアニジンが豊富に含まれ、40 種以上の有機酸
フランス海岸松からわずかにとれる、
アスリートの味方。

を含有することがわかっています。そんなピクノジェノール ® の効果に、小林製薬は早くから着目しさまざ
まなサプリメントに配合してきました。
ピクノレーサー開発にあたって新たに注目したのは、運動能力、とくにランやバイク、トライアスロンな

「ピクノジェノール ®」ってどれだけスゴいの⁉
イタリアでの臨床試験結果
小林製薬トライアスロン部のメンバーと

「ピクノレーサー」ブランドマネージャー。商品の企画立案から
プロモーションまで手掛ける、ピクノレーサーの生みの親。社会
人 1 年目のボーナスでロードバイクを購入し、以来趣味でライ
ドを続けている。現在、小林製薬トライアスロン部の部長。部員
30 名と、仕事終わりにプールに練習に行ったり週末ライドに出
かけたり、ゆるく楽しんでいる。

がその効果を示せなければ説得力がありません。開発者として、トレーニング

を引きつけてきた小林製薬。妥協なき開発力で数々のヒット商品を世に送り出してきました。そんな小林製薬が満を持

知られざる力で、アスリートのパフォーマンス向上をサポートします。

今井乾介さん

®

小林製薬の強さを支えている一つが、
全社員参加型の提案制度。
「社員みんなが新製品の開発に参画する」と
カルチャーは 30 年以上前から続き、
今も年間 5 万件ものアイデアが
集まっているのだ！

どの持久系競技でパフォーマンスが上がるというデータです。酸化ストレスを減らすピクノジェノール ® の

タイムラップ＆補給表

ト向けのサプリメントを作りましょう」と提案したのも僕なんです。ピクノジェ

小林製薬初のスポーツサプリ「ピクノレーサー」
熱さまシート、のどぬーる、ガスピタン……。商品の特徴を的確かつユニークに表現した面白いネーミングでユーザー

から。トライアスリートになる過程の、力試しの一つでした。
トライアスロンのために 3 種目の練習が必要なので、ラン自体は月 100㎞

2019年4月1日より発売中！

商品概要

３週間、１日２回の 30 分間トレーニングとともに摂取し、
12 分間走を実施したところ…

摂取群 5:55/km
対照群 5:54/km

⇒
⇒

4:59/km
5:25/km

27 秒 /km
速くなった！

VO2MAX（最大酸素摂取量）換算だと…

摂取群 34
対照群 34

⇒
⇒

44ml/min/kg
38ml/min/kg

酸素を効率的に
体内に取り込める
＝持久力が高くなる！

なと思いました。
―レース当日にもピクノレーサーをとりましたか？
10㎞ごとに 1 袋ずつとれるよう、5㎞、15㎞、25㎞、35㎞地点で飲みまし

ほかの成分にも注目！
アルギニン

BCAA

にんにく、牡蠣などに含まれ、エ
ナジードリンクの主成分としても
使われています。体力の維持や活
動性、力強さをサポートする働き
を持つとされるアミノ酸の一種。
トレーニングには欠かせない活力
成分です。

BCAAとは、運動時の筋肉のエ
ネルギー源となる必須アミノ酸、
バリン、ロイシン、イソロイシンの
総称。厚生労働省の推奨比率であ
る、バリン：ロイシン：イソロイシ
ン＝１：２：１（1200 ㎎、2400
㎎、1200 ㎎）で配合しています。

ロブビット®
エネルギー産生や運動パフォー
マンス向上をサポートする画期
的な素材として認められており、
「Winners Nutra Ingredients
Awards2017」の ス ポ ーツ 部
門を受賞した成分です。希少成分
ロブリンなどさまざまなポリフェ
ノールを含量しています。

た。BCAA は筋肉を補強してくれる働きがあるので、レース前半に飲んでお
いた方がいいんです。給水所が見えてきたらピクノレーサーを飲んで、直後
に水をもらうという流れでした。
レース当日は 1 キロを 5 分 10 ～ 20 秒で走るペースで想定通りに動けてい
たのですが、
長距離の練習不足が影響して、
32㎞地点から失速。ピクノレーサー
をもう少し早めに飲むプランを立てていればよかったですね。悔しいので、今
年の冬にも再挑戦し、
ペースを最後まで継続させて 3 時間 40 分を切りたいです。
―トライアスロン挑戦に向けて、スイム、バイクはどんなトレーニングをし
ていますか？
スイムが一番苦手なので、月 10 日プールに通い、毎回 1.5㎞泳ぐように
13
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※アンチドーピング認証を取得済

【製品名】ピクノレーサー
【発売日】2019 年 4 月 1 日
【価格】9,000 円（税抜）
【入数】30 袋
【１日目安量】２袋
【剤形】顆粒タイプ・ザクロ風味

2 袋あたりの成分
ピクノジェノール ®................ 60mg
アルギニン...............................1200mg
BCAA........................................ 4800mg
（バリン 1200mg、ロイシン 2400mg、イソロイシン 1200mg）
ロブビット ® ...........................10mg

※試験方法
2018年4月～6月 55名の（アスリートを除く）被験者を対象に実施
1本あたりピクノジェノール ®15 ㎎、BCAA1200mg、アルギニン300mgを配合
するドリンクを1日4回、毎日摂取した上で、1日2回のトレーニング（12分間走
含む）を3週間継続して行った。対照群は、61名を対象に、水で希釈した電解質
溶液を摂取し、摂取群と同様のトレーニングを実施した。
Vinciguerra,G.et al.:PYCNORACER®, A FITNESS DRINK INCLUDING PYCNOGENOL® IMPROVES RECOVERY
AND TRAINING IN THE COOPER TEST. Panminerva Medica 2019

男性の活力につながる＝運動能力アップ！
小林製薬は、ピクノジェノール ® とアルギニンが男性の活力に役立
つことを研究で明らかにしました。男性の活力の鍵は血流。
血流がよくなれば、酸素運搬や疲労物質の除去もよくなり、
運動能力の向上につながります。

OSJ freestyle express vol.55
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世界選手権の選考大会

サーフィン日本代表選手「波乗りジャパン」を決定する日本一のサーフィンの祭典が、2019 年 5 月 6・7 日に
開催されました。場所は、東京 2020 の競技会場となる千葉県一宮町・釣ケ埼海岸。安定した良質な波を求め、年
間 60 万人ものサーファーが集まる「聖地」とあって、多くのサーファーが観戦に訪れていました。
この大会は、今年 9 月に宮崎県宮崎市で開催される 2019 年世界選手権の代表選考会も兼ねた一戦。世界選手
権でアジア勢最高位に入れば東京五輪の出場権が内定するという重要な位置づけになっています。男女各 16 名の
選手がトーナメント式でスコアを競い、初代王者の座をとるべく熱い戦いが繰り広げられました。

「第一回 JAPAN OPEN OF SURFING」観戦レポート
男子
リザルト

女子
リザルト

順位

名前

スコア

1位
2位

村上 舜
大原海人

17.47
9.37

3位

伊東李安琉

13.50

4位

上山キアヌ久里朱

12.24

順位

名前

スコア

1位
2位

松田詩野
中塩佳那

9.66
8.47

3位

都筑有夢路

11.00

4位

西元ジュリ

7.80

※スコアは決勝戦と3 位決定戦での数字です。

4人のヒートからトーナメント戦で準決勝、決勝まで勝ち上がっていく

稲葉玲王選手の「バックサイドリッピング」

安室丈選手の「エアリアル」

目！

方
み
し
楽
の
ン
ィ
サーフ
種
東京 2020 新

地元の小学生が応援に駆けつけた

ヒートに向けて海に向かう選手

村上 舜

1997年3月3日、神奈川県湯河
原町生まれ。

2018
URB AN RE SE A R CH IS A
World Surfing Games MEN
（4位）
2016
JPSA All Japan（優勝）
Australian Open of Surfing
（9位）
Trump Hyuga Pro（1位）

2019年の「ISAワールドサーフィンゲームス」を戦う
「波乗りジャパン」メンバーに選ばれた5選手。左から松田詩野、脇田紗良、
前田マヒナ、村上舜、大原洋人選手。今大会では欠場だった、ハワイ出身のプロサーファー・五十嵐カノア選手も選ばれた。五
十嵐選手は、5月25日に行われたプロ世界最高峰のチャンピオンシップツアー
（ＣＴ）第３戦、
コロナ・バリ・プロテクテッドで、
日本
人として初のＣＴ優勝という快挙を遂げた

東京 2020 出場権獲得をかけた熱い戦いを見よ！
2019 年 9 月 7 日～ 15 日

2019 ISA WORLD SURFING GAMES
宮崎木崎浜

男子優勝者は、圧巻の演技で高得点の8点台を2本出した村上舜選手。
「いい波に乗りたい」と終始リラックスした表情で大会を終
えた

松田詩野

2002年8月13日、神奈川県茅ケ
崎市生まれ。両親の影響で小１か
らサーフィンを始める。
2017
WSL（ワールドサーフリーグ）アジ
アジュニアランキング
（1位）
WSL南房総プロジュニア優勝
WSL一ノ宮プロジュニア準優勝
2016
NSA 4大大会「第51回全日本
サーフィン選手権大会」
（優勝）
NSA 4大大会「第34回全日本
級別サーフィン選手権大会」
（優勝）

©JAPAN OPEN OF SURFING

五輪種目として、東京2020で新たに採用されたサーフィン。
競技としてどんな点に注目すればいいのか、サーフィンの基
本をご紹介します。構成・文／田中瑠子

国内で 3 年連続の開催となる ISA（国際サーフィン連盟）世界選手権が、今年
は宮崎市で開催に。五輪出場権がかかった重要な試合につき、各国のトッププロ
が参戦するハイレベルな大会が予想される！ 世界の波乗りを見たい人は必見だ。

What about Surfing?

大会名.....2019 ISA World Surfing Games
期

日.....2019 年 9 月 7 日（土）〜 15 日（日）

場

所.....宮崎県宮崎市・木崎浜

主

催.....国際サーフィン連盟

サーフィンってどんなスポーツ？

古代ポリネシア人によって始められ、ハワイで育ったサーフィン。
「サーフボード」
（板）
で波に乗りテクニックを競う、自然相手のスポーツです。サーフボードには「ロングボード」
「ショートボード」の 2 種類がありますが、東京五輪で使われるのは、長さ約 183 センチの

女子の初代女王は、14歳からプロサーファーとして活動している、若干16歳の松田詩野選手。
「最初から優勝だけを目指してきた」と
笑顔を見せた

ショートボード。ボードの先端が尖っており、細かいターンがしやすいため、波をとらえた
よりダイナミックな技を見せられます。

〜覚えておきたいサーフィン用語〜
サーフィンは専門用語だらけ！ 用具に関する用語、波に関する用語、技に関す
る用語など膨大にあります。まずは覚えておきたい基本の用語をインプットして
おきましょう。
【ヒート】試合のこと。２〜４人の選手が同時に海に出る。
【優先権（プライオリティ）
】波に乗る権利。優先権を持った選手の邪魔をすると
ペナルティーが課され、減点の対象になる。また、優先権があるのに波に乗らない、
選んだ波に乗ろうとしてパドリングを開始したものの途中でやめる、などの行為
があれば優先権を失う。
【パドリング】サーフボードに腹ばいになった状態で、手で水をかいて進む動き
のこと。
【プルアウト】乗っている波を、自分のコントロールのもとに意図的に降りること。
【ワイプアウト】ライディング中にボードをコントロールできなくなって落ちる
こと。
【テイクオフ】ライディングをするためにボードに立つこと。
【スープ（ホワイトウォーター）】崩れた波の中で気泡まじりになった白い部分の
こと。スープの前にボードから落ちてしまうと「技をコンプリート（完成）でき
なかった」として減点になる。
【ピーク】波が一番はじめに崩れる部分。ここに一番近いサーファーに、その波
の優先権が与えられる。

サーフィンのルールとは？
波を乗りこなすライディングテクニックをジャッジが判断します。１ヒート（試合）の規
定の時間内に好きなだけ波に乗り（ライディングを行い）
、最も点数の高かった 2 本の演技
の合計得点で争います。東京五輪では、
4 人ずつでヒートを行い、
2 人が勝ち抜く「4 メンヒー
ト」方式が採用に。１ヒートは 20 〜 25 分。大切なのは、波に乗った数ではなく技の質です。
波をトップ（上部）に向かって上がり、
そこから回転して降りる 360（スリーシックスティ）
、
波を駆け上がって空中に舞い上がり着水するエアリアルなど、難易度の高い技を成功させる
と高得点が得られます。一つの波で複数の技を連続して魅せるのも、高得点につながるポイ
ントの一つ。スピード・パワー・ライディングの積極性を総合的に判断して、スコアが決定
します。難易度が高く、いかに創造的な技を繰り出せるか、スピードに乗っているかなどが
ジャッジの基準になります。

サーフィンの面白さ・難しさとは？
自然の海を相手にしているため、風の強さや潮の満干で、波の状態は刻々と変化してい
きます。2 つとして同じ波がない中、どの波にどのタイミングで乗るかが勝負を左右します。
多くの波の乗ってきた経験から来る瞬時の判断力、また、波に乗ったあとも、その波がどん
な動きを見せるかを予測して技を変える適応力など、さまざまなスキルが試されます。
１ヒートで 2 〜 4 人の選手が海に出ますが、
一つの波に乗れるのは一人だけ。波の頂上
（ピー
ク）にもっとも近い位置にいる選手がその波に乗る権利があり、
これを「優先権」といいます。
優先権を持てる位置にいなければいい波に乗ることができないため、どうポジションを確保
するかも勝つための重要な要素になります。波に乗らないふりをして乗る、パドリングをし
て乗るようなフェイントをかけるなど、駆け引きをすることもあります。
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FORUM
東京五輪選考レース

OSJ の感想とともに、皆さんのご応募、お待ちしています。
パ

A

ワ

ー

バ

ー

パ

PowerBar

B

プロテインプラス

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４種類（チョコレート、バニラキャ
ラメルクリスプ、
カプチーノキャラメルクリスプ、
レモン
チーズケーキ）
×3本を5名様に。

ワ

ー

フ

ー

ズ

POWER FOODS

Challenger

ゆっくり消化吸収されるパラチノースが主原料の
粉末清涼飲料。1袋を500mlの水に溶かすと、
280kcalの高エネルギー飲料ができあがります。
ゆっくり血糖値が上昇し、高すぎない値で長続きし
ます。

C

コンプレスポーツ

トレーニング Tシャツ

80gと超軽量で、吸湿発散性の素材で作られてい
るため汗を外に排出します。ルーズなフィッ
ト感なが
ら姿勢矯正効果もあり、動きを妨げません。

D

アウトドアスポ―ツに関するニュースをご紹介します。

コンプレスポーツ

トレーニング Tシャツ ウーマン

女性の身体形態にしっかりフィッ
トしソフトで軽量。
速乾性に優れています。マイクロファイバーを使っ
た縫い目の無いシームレス製法で、肌触りがとても
滑らかです。

E

コロンビア

カルドラド7Lランニングパック

ショートからロングレースまで対応するトレイルランニ
ングパック。背面左右にストップホルダーが付き、
ス
トックが必要な長距離レースにも対応します。

マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）
って何？
マラソンでメダルを獲得する――。2020 年東京五輪に向け、マラソン界再
起をかけたチャレンジとして、日本陸連は 2017 年夏から新たな選考方法を実施
しています。その名も「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）
」
。選手のこ

マラソングランドチャンピオンシップシリーズ

ワイルドカード

2017-2018シーズン、2018-2019シーズン

2017年8月1日〜2019年4月30日

男子5大会

れまでの実績と課題を基に、オリンピックに向けた戦力強化とリンクした選考方法

○北海道マラソン
○福岡国際マラソン
○別府大分毎日マラソン
○東京マラソン
○びわ湖毎日マラソン

になっています。
2017 年夏から始まっているのが、
「マラソングランドチャンピオンシップシリー
ズ（MGCシリーズ）
」
。その実績から、2019 年 9 月 15 日（日）に、明治神

女子4大会

○北海道マラソン
○さいたま国際マラソン
○大阪国際マラソン
○名古屋ウィメンズマラソン

国際陸連公認大会など

宮外苑をスタート地点として都内で開催される「マラソングランドチャンピオンシップ
（MGC）
」で 2 枠が決定。さらに 2019 年冬から2020 年春にかけて、
「マラ
ソングランドチャンピオンシップファイナルチャレンジ（MGCファイナルチャレンジ）
」
※カラーとサイズを記載してご応募ください。

5名様
【お問い合わせ】Power Sports ☎0467-84-8651

プレゼントの
応募方法

6袋 10名様
【お問い合わせ】Power FOODS
☎0467-84-8651

ブラック／ブルー／グレー（S,M,L）4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

※カラーとサイズを記載してご応募ください。
ブラック／ピンク（XS,S,M）4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

※サイズを記載してご応募ください。
S/M M/Lいずれか1点 1名様
【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

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8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

マラソングランド
チャンピオンシップ

で 1 枠を決定していきます。男子 3 大会（福岡国際マラソン、東京マラソン、
びわ湖毎日マラソン）
、女子 3 大会（さいたま国際マラソン、大阪国際女子マラ

鏑木毅さんの“50歳でUTMB挑戦”の裏ではとんでもな
い努力をしているんだと知りました。筋トレはどんな盛
大でも大切とわかり、自分も今すぐにやろうと思います。
鏑木さんがんばれ‼
大阪府男性（40歳）／会社員

人が代表に内定します。

毎回勇気をいただきありがとうございます。OSJに背中を押し
ていただき、先日「吉備路の山 全山縦走大会」なるものに参加し
ました。コース35 ㎞、標高差1320mをやっとのことで完歩で
き、アウトドアスポーツの気持ちよさを体感できました。これ
からもいろんなことにチャレンジしていこうと思っています。
岡山県男性（55歳）
／会社員

登山を年数回しています。いつもトレランの方に
追い抜かれて、風のようなさわやかさがうらやま
しく、憧れます。
東京都女性（47歳）
／主婦

人 1 位になった設楽悠太選手、今年プロランナーに転向した川内優輝選手、

東京オリンピック

古屋ウィメンズマラソン 2018 日本人 1 位の関根花観選手らが獲得しています。
（文／ OSJ 編集部）

編集後記を読んで、東京に地球のすごさがわかる島
があることに驚きでした。都会の東京もいいですけ
ど、大自然の東京もいいですね。
大分県女性（42歳）
／会社員

【UTMB® 各カテゴリー】

今年のUTMB® の日本人有力選手を占う！

最長距離のUTMB®のほかに、
距離に応じたさまざまなカテゴリーがあります。
○UTMB®（L'Ultra-trail du Mont-Blanc）

世界最高峰のウルトラトレイルレース UTMB®（ウルトラトレイル・デュ・モンブラン）は、フランス・シャモニー
をスタートし、モンブラン山塊をフランス、イタリア、スイスの３ヵ国を横断しながら周回する、総距離約 171㎞、
1 日（日）にかけて開催される。
絶大な人気を誇るこのレースには、日本からも多くの選手が参加。そこで、上位入賞が期待される注目の
日本人選手を、
オンラインメディア「DogsorCaravan.com」主宰の岩佐幸一氏にズバリ、
予想をしてもらった。
選手は２月に香港で開催された「The 9Dragons Ultra」
、同じく香港・ランタウ島で開催された「Trans

「スパルタンレース」がとても気にな
りました。世界最高峰の障害物レー
ス、一度見てみたいです。
大分県男性（16歳）／学生

いつかはトライアスロンをやってみたいと思いなが
らも、はじめの一歩を踏み出せずにいます。
「トライ
アスロンスターターガイド」はそんな私にぴったり
の情報でした。
栃木県男性（39歳）
／会社員

マウンテンランナーの星野由香理さ
ん、カッコいいですね。体のコンディ
ションを整え日々トレーニングされ
ているところ、見習いたいです。
山口県女性（43歳）／公務員

Lantau100㎞」
、３月のクロアチアの「100 mile of Istria」と、それぞれのレースで優勝しています。小原
選手は４月末に行われた日本最高峰のウルトラトレイルレース、UTMF（ウルトラトレイル・マウントフジ）で日

同世代として、鏑木毅さん
の戦い続ける姿勢に刺激を
受けています！
東京都男性（52歳）／会社員

「編集後記」といいながら、OSJ 誌面とは関係ないことばかり書い

前方不注意の自動車と衝突して救急車で運ばれる不運に見舞われ、

ているこのスペース。
今回は、
日々感じている自転車のあり方について。

ロードバイクの危険さを改めて思い知ったのだった（なお、ケガはか
すり傷だけだった。ヘルメットが救ってくれました）
。
そんな意識があるからか、歩行者として日常を過ごしていると「自

ちら完走。以来、
スピードは上がらないものの
「自分の足で漕ぐと進む」

転車はノールール」とばかりに、信号なんぞおかまいなし、まさに縦

シンプルな面白さと、ヒルクライムで得られる達成感が好きで、ライ

横無尽に走り回っている自転車の多さにびっくりしてしまう。青信号

トなローディライフを続けている。

の横断歩道を歩くとき、歩行者は基本的に「今は自分の番」と安心

○CCC®（Courmayour-Chanpex-Chamonix）
約101km 累積標高差約6100m 制限時間26時間30分
○TDS®（Sur Les Traces des Ducs de Savoie）
約145km 累積標高差約9100m 制限時間42時間
○OCC®（Orsières - Champex - Chamonix）
約56km 累積標高差約3500m 制限時間14時間
（敬称略）
【注目の日本人エリート選手】
○UTMB®
鏑木毅、大瀬和文、土井陵、小原将寿、原良和、奥宮俊祐、井原知一、
田中裕康、小島弘道、木幡帝珠、高島由佳子、村井絢子

では総合８位に入っています。その他、小島弘道選手、奥宮俊祐選手、木幡帝珠選手にも注目したいとこ

○CCC®

ろ。女子は高島由佳子選手、村井絢子選手がエントリーしています。また、UTMB 以外のカテゴリーに出

長田豪史、松永紘明

場する日本人選手にも注目です。なかでも OCC®（約 56㎞）に出場する上田瑠偉選手、吉住友里選手

○TDS®

の 2 人はトップ５に入る可能性が十分あります」
（岩佐氏）

三浦裕一、杉本愉、八木慶太、星野由香理、黒田清美

®

「トライアスロンスターターガイド」を読んで、自転車を
持っていなくてもスポーツクラブのエアロバイクでト
レーニング、という内容に目からうろこ。背中を押され
ました。
愛知県男性（49歳）
／会社員

約171 km 累計標高差約10300m 制限時間46時間30分

本人最高位の４位に入りました。土井選手はかつて UTMB® で 11 位に入った経験があり、今年の UTMF

さらに、もうひとつの目玉が、2009 年、40 歳の時に UTMB® で 3 位に入ったプロトレイルランナー鏑木
毅選手が 50 歳で再び参戦すること。
「原点に戻ったチャレンジ」と話す鏑木選手がこの夏、UTMB でど
®

○OCC®
上田瑠偉、吉住友里、福島舞

んな走りを見せるのか。こちらも楽しみだ。
（文／高橋寿子）
大瀬和文選手

土井 陵選手

小原将寿選手

今、
ノリにのっている大瀬和文選手。
パワーバーサポートアスリートで、王
滝村地域おこし協力隊の一員でもあ
る。

コンプレスポーツサポートアスリート
の土 井 陵 選 手。4 月に行われた
UTMF では、雨や雪までも降った厳
しい気象条件の中でもコンスタント
な走りを見せた。

今 年 の UTMF で日本 人 最 高 位
の 4 位に入った小 原 将 寿 選 手。
UTMF での激走を UTMB でも見せ
られるか。

改 め ま し て、 自 転 車 と は、 ク ル マ の 一 種 で す
山に学び、山を愛す！

OSJ編集部 おすすめの2冊
『穂高小屋番 レスキュー日記』
（宮田八郎著、山と溪谷社）

穂高の山小屋に暮らし遭難救助隊員として活躍しながらも、

『NORTH 北へ―アパラチアン・
トレイルを踏破して
見つけた僕の道』
（スコット・ジュレク著, 栗木さつき訳、NHK出版）

40 代で壁に突き当たったウルトラランナー界の王者スコッ
ト・
ジュ

当初は前傾姿勢が怖いわ、ビンディングシューズに慣れず平坦な

しているのでぼけっとしている。そこを、なかなかのスピードで突っ

高校・大学でチアダンス、
チアリーディングに没

道でいきなり転ぶわで大わらわ。しかし何よりもビビったのは、生身

切る自転車。
「自転車はクルマなんです。左側通行なんですよ〜」と

画『岳』に登場する小屋番「宮川三郎」のモデルにもなり、

レク。彼が復活をかけて挑戦したのは、全米 No.1トレイル、ア

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

なのに“クルマ”として交通ルールに適応しなくてはいけないことだっ

伝えたい衝動にかられつつ、今日も暮らしています。皆さんの周りの

穂高の遭難救助に欠かすことのできない人物として知られる。
「山

パラチアン・トレイル（3500km）で最速踏破記録を樹立するこ

た。国内に自転車専用道路などほとんどないため、自分の身は自分

自転車事情はいかがでしょうか。

で死んではいけない」というメッセージを登山者に届けようと書き残

とだった。襲いくる脚の激痛、孤独感、幻覚。神秘的で荘厳な

※交通違反自転車の多さは私調べですので、ご批判ご指摘はハガキにどうぞ。

していた、山岳レスキューの実態。現場からの貴重な声がまとまっ

原生自然との闘い。それでも走り続ける本当の理由は何なのか。

文／田中瑠子

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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日本歴代 4 位の 2 時間 21 分 36 秒の自己ベストを持つ安藤友香選手や、名

レジェンド鏑木毅選手も参戦

PRO TREK Smartの 記 事 は、表 示
画面や使用シーンなど具体的で参考
になりました。
大阪府女性（36歳）
／病院職員

ルルセンチュリーライド（100 マイル）を 10 時間かけてえっちらおっ

○さいたま国際マラソン
○大阪国際マラソン
○名古屋ウィメンズマラソン

は 2 時間 5 分 50 秒の記録を持つ大迫傑選手、2018 年東京マラソンで日本

「171㎞の UTMB® ですが、男子は大瀬和文、小原将寿、土井陵の 3 人に注目しています。大瀬

編集
後記

女子3大会

○福岡国際マラソン
○東京マラソン
○びわ湖毎日マラソン

MGC への出場権を獲得しているのは男子 34 選手、女子 15 選手。男子

累計標高差約 10300m、制限時間 46 時間 30 分の壮大なレースだ。今年は 8 月 26 日（月）から9 月

私は 2014 年にロードバイクを始めた。バイク購入 2 週間後にホノ

男子3大会

ずらり。箱根駅伝で一躍脚光を浴びた神野大地選手らも名を連ねます。女子は、

OSJ54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/

妻がアクロバットスクールに通っているので、
パルクールの記事を興味深く読みました！
大阪府男性（46歳）／会社員

男女各1枠決定
（※）

男女各2枠決定

ソン、名古屋ウィメンズマラソン）を対象に、もっとも速いタイムを出した選手 1

手、2019 年東京マラソンで日本人 1 位になった堀尾謙介選手など注目選手が

VOICE

2019年冬〜2020年春

2019年9月以降

2018 年福岡国際マラソンで 14 年ぶりの日本人優勝を果たした服部勇馬選
「東京五輪ロードレースコースを行く」を読ん
で、東京から富士山まで楽しめるコースなんだ
とわかりました。距離があるので、1日でこな
すにはかなり難しいですね。
静岡県男性（48歳）／会社員

マラソングランドチャンピオンシップファイナルステージ

OSJ Square

OSJ freestyle express vol.55

で守るべく交通ルールのおさらいに必死だった。それでも 3 年前に、

2018 年 4 月に海難事故で不慮の死を遂げてしまった著者。漫

た一冊だ。山を愛する者への、厳しくも温かいメッセージがつまっ

46 日 8 時間 7 分にわたる、激闘を描いた極限のドラマ。日本

ている。

語版解説者は、探検家の角幡唯介氏。
OSJ freestyle express vol.55

OSJ Square
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配布店リスト
19

店名

都道府県・所在地
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
Mt. 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
Mt. 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
Mt. 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
L-Breath あすと長町店
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
Mt. 石井スポーツ仙台店
Mt. 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
L-Breath 秋田茨島店
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
Mt. 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
L-Breath 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』
L-Breath 郡山西の内店
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
L-Breath イーアスつくば店
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
L-Breathドームつくば学園東通店
スポーツデポ イオンタウン水戸南店
Ｂ
ｉ
ｃｙｃ
ｌ
ｅＰａ
ｒ
ｋＯ 2
サイクルショップイマイ
スポーツ エス
スーパースポーツゼビオ日立城南店
栃木県

Shop List

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
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
022-748-0850
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
秋田市
大仙市

0182-36-2553
018-863-8001
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
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
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
0246-28-3940
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
024-923-2739
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
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
土浦市
東茨城郡
日立市
日立市
日立市
日立市

029-868-7161
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
029-843-6610
029-291-1761
0294-54-0022
0294-33-0468
0294-36-1270
0294-26-7181
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店名

都道府県・所在地

電話

店名

都道府県・所在地

電話

店名

都道府県・所在地

電話

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

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
Mt. 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
Mt. 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
Mt. 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
L-Breath ビバモールさいたま新都心店
L-Breath スポーツモール さいたま新都心コクーンシティ店
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
Mt. 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
WILD-１越谷レイクタウン店
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
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
L-Breath アリオ上尾店
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
Mt. 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
L-Breath アリオ蘇我店
L-Breath ららぽーとTOKYO-BAY 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
アウトドアーズ フラッグシップ ストア柏
L-Breath フルルガーデン八千代店
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
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

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

流山市
流山市
流山市

04-7158-3196
04-7150-7311
0471-78-2511

0422-20-7566
0422-23-6701
0422-70-5361
0422-27-1231
03-5802-2273
03-5957-3811
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
03-5610-8758
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
042-540-6181
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

072-726-6051
072-723-6123
06-6907-0055
0725-53-1525
0725-53-2307
0725-51-2970
0725-57-6720

高知市
高知市
高知市
高知市
高知市
高知市
四万十市

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

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

048-815-8000
048-650-7455
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
048-990-1155
048-970-6334
048-990-3391
048-990-1340
048-988-6571
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
048-780-1220
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

0263-87-7166
0265-73-6186
0263-52-1507
0266-68-3741
0267-66-0600
0267-22-0260
0263-85-4933
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
026-268-4811
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
059-221-4700
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
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
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

大分市

097-554-6776

佐賀市
佐賀市
佐賀市
唐津市
唐津市

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

0558-72-1664
0558-23-0468
0558-42-0898
0537-22-5922
0550-81-3116
055-977-0847
055-981-8520
055-930-8888
055-920-3167
054-270-5726
054-252-2877
054-272-7612
0543-61-1581
054-353-1323
054-293-9333
054-262-7200
054-275-0018
0547-33-2877
054-634-3711
053-401-5001
0538-59-0415
0538-59-0413
053-466-3030
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

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

0956-20-8500
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

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
福山市

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
084-971-1200
090-8718-4141
084-921-2435
084-960-3633
084-922-7161
084-971-1200
084-927-2810

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
熊本市
上益城郡
上益城郡
八代市
八代市

0964-22-6711
0964-26-1220
096-233-2200
0966-34-7222
096-361-1600
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
宮崎市
都城市
都城市

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

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
長岡市
柏崎市

0256-35-3222
0256-33-8278
0256-32-5348
0256-35-8228
025-545-6270
0255-44-5439
025-257-8070
025-383-3939
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
0258-20-5571
0258-29-6500
0258-27-5539
0258-20-5571
0258-28-4486
0258-25-8818
0258-37-1200
0258-89-6901
0257-21-8320

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
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
099-812-7177
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
徳島市
板野郡
板野郡

0120-74-7802
088-625-5593
088-624-1933
088-611-2424
088-602-7731
088-693-1121
088-693-0730
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

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

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

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

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

高岡市
高岡市
砺波市
富山市
富山市
富山市
富山市
富山市
富山市

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
052-432-3220
052-261-5315
052-848-2780
052-775-8858

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
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
06-6292-4077
06-6641-1526
06-6910-1595
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
072-866-1439
072-856-6805

086-235-2626
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

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
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市

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
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
大阪市
池田市
東大阪市
東大阪市
東大阪市
東大阪市
八尾市
豊中市
豊中市
枚方市
枚方市
枚方市
枚方市

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
岡山市
倉敷市
倉敷市
倉敷市
倉敷市
総社市
津山市

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
043-209-2777
047-410-1131
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
04-7192-3671
047-405-6820
047-480-0121
047-407-0158
047-405-6820
0475-22-0250
0438-22-3169
0438-30-7081
0438-41-6715
04-7124-6491
04-7126-1170
04-7128-1101
0479-20-5611

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

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

0943-75-3315
0942-35-8800
0942-22-1636
0942-45-7456
0942-32-0708
0942-45-7456
092-942-7889
0930-24-0063
0940-38-0611
0940-32-7661
092-595-5500
092-595-5801
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
092-643-9060
092-283-8651
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
093-932-1220
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

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

うきは市
久留米市
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
北九州市

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
千葉市
船橋市
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
八千代市
茂原市
木更津市
木更津市
木更津市
野田市
野田市
野田市
銚子市

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
045-929-3279
045-910-0555
046-292-7507
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
044-223-1630
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
044-813-3318
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
0466-38-3150
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

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
松本市
上田市
諏訪市
諏訪市
長野市
長野市
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

0797-34-3299
072-778-6940
080-3351-5298
0794-25-1448
079-435-5545
079-562-2231
079-562-1002
0799-25-6400
078-366-6333
078-793-2200
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

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

甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
南都留郡
南都留郡

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
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

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
L-Breath 高知インター店
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
L-Breath ゆめタウン久留米店
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
アウトドアーズ フラッグシップ ストア福岡春日
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
L-Breath ゆめタウン博多店
L-Breath キャナルシティ博多店
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
Mt. 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
L-Breath 小倉東インター店
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
大分県
L-Breath 大分店
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
L-Breath アクロスプラザ佐世保藤原町店
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
L-Breath 熊本本山店
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
L-Breath 宮崎花ケ島店
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
L-Breath オプシア鹿児島店
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

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

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

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
L-Breath 神戸ハーバーランド店
L-Breath 神戸学園南インター店
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
Mt. 石井スポーツ 神戸三宮店
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
L-Breath 岡山新保店
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
L-Breath 福山店
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
Family Ride
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
ヒマラヤ フジグラン川之江店
アウトドアーズコンパス

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

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
Mt. 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
L-Breath 名古屋みなとアクルス店
L-Breath 名古屋みなと店
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
L-Breath 津ラッツ店
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
L-Breath 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
L-Breath ヨドバシ梅田店
L-Breath なんばパークス店
L-Breath もりのみやキューズモール店
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
Mt. 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
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

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
052-659-1590
052-665-2081

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
横浜市
横浜市
海老名市
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
藤沢市
平塚市
平塚市
平塚市

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
Mt. 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
L-Breath 松本芳川店
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 ]
Mt. 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
L-Breath 長野南高田店
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
Mt. 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 Mt.TY21 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
BMt. 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
L-Breath ららぽーと磐田店
L-Breath 浜松宮竹店
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
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

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

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
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
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

042-379-8775
042-554-0511
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
03-3527-6291
03-3527-6290
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
03-5456-6170
03-5459-5077
03-3797-4817
03-3406-8778
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
03-6434-1452
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
03-3700-2550
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
03-3233-1861
03-3518-0255
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
042-710-8790
042-490-1180
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
042-673-6471
042-686-3701
042-669-6061
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

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
豊島区
北区
墨田区
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
立川市
練馬区
練馬区
練馬区
練馬区
練馬区
練馬区

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

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

稲城市
羽村市
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
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
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
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
西多摩郡
西東京市
西東京市
青梅市
青梅市
青梅市
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
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
町田市
調布市
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
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
武蔵村山市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市

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
L-Breath スポーツモール 池袋東口店
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
L-Breath オリナス錦糸町店
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
L-Breath ららぽーと立川立飛店
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
Mt. 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
Mt. 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
L-Breath ららぽーと横浜店
L-Breath 港北ノースポート・モール店
L-Breath ららぽーと海老名店
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
L-Breath 川崎ルフロン店
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
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
L-Breath テラスモール湘南店
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
Mt. 石井スポーツ新潟店
L-Breath 新潟亀田店
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
Mt. 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
L-Breath 長岡リバーサイド千秋店
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
Mt. 石井スポーツ長岡店
ヒマラヤ柏崎店
富山県
スポーツサイクル フタツカ
スポーツオーソリティ高岡店
スポーツオーソリティとなみ店
BRIDLER
スポーツデポファボーレ婦中店
スーパースポーツゼビオ富山蜷川店
スーパースポーツゼビオアピタ富山東店
好日山荘マリエ富山店
チロル
石川県

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

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

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
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
L-Breath ダイバーシティ東京 プラザ店
スーパースポーツゼビオ ダイバーシティ東京プラザ店
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
スーパースポーツゼビオ渋谷公園通り店
コロンビアショップ渋谷店
AIGLE 渋谷本店
Ｊ＆Ｓ恵比寿店
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
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
Mt. 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
Mt. 石井スポーツ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
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
スーパースポーツゼビオ東京御茶ノ水本店
L-Breath BIKE 御茶ノ水店
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
Mt. 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
Mt. 石井スポーツ神田本館
Mt. 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
L-Breath 町田東急ツインズ店
L-Breath 調布東京スタジアム前店
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
Mt. 石井スポーツ高尾店
L-Breath セレオ八王子店
L-Breath イーアス高尾店
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
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
Mt. 石井スポーツ吉祥寺店
ティップネス吉祥寺

伊予郡
伊予郡
伊予郡
宇和島市
今治市
今治市
四国中央市
松山市

089-960-3520
089-984-4835
089-961-6630
0895-22-2984
0898-34-8601
0898-23-5130
0896-59-5150
089-922-6457
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