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はじめに

　スポーツショップＰＯＳシステム（ＪＳＲ）では、ご導入店舗の取引メーカー並びに卸各社様（以下提供元企業）

に対して商品マスターと納品データの提供をお願いしています。

　商品マスターは単品管理の実施の基本データとして、納品データは仕入登録のデータとして使用しています。

今後ともシステム導入店舗での登録作業の軽減の為、継続的なご提供を宜しくお願い致します。

　さて、ご提供いただくデータの通信手段につきましては、スポーツショップＰＯＳシステム（ＪＳＲ）の普及に

併せて、ビジネスＥＤＩ一般で用いられております通信手段（ＪＣＡやＦＴＰ等）に対応しております。

　（以降、ＪＳＲ-ＥＤＩ）

　ＪＳＲ-ＥＤＩは通信手段の多様化だけでなく、データをご提供いただいている提供元企業様に対し、スポーツ

システム導入店舗からの売上/在庫データの送信も視野に入れたものになっております。

　つきましては、ＪＳＲ－ＥＤＩの稼動に際しましては、以下に述べます仕様にて店舗へのデータ提供を

依頼させていただきたく、提供元企業各社様でのご協力のほど、宜しくお願い致します。
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１．スポーツショップＰＯＳシステム（ＪＳＲ）　システム構成図

　プラネットリテイルデータセンターでアプリケーション及び各企業様の各種データ（商品マスタ・納品データ・

顧客マスタ・各種取引データ）及びパラメータを管理しています。

　各企業様はネットワーク接続（ＶＰＮ）でリアルタイムに在庫状況の把握、各種取引データの参照、分析、

管理帳票の出力ができます。

【商品管理】

①商品マスター・納品データ受信

②マスター登録・メンテナンス

③各種業務（仕入・移動・発注・売上・返品・棚卸・在庫参照）

④各種管理帳票出力

【外商管理】 【顧客管理（ｵﾌﾟｼｮﾝ）】

①見積書・納品書・請求書発行 ①顧客情報の登録・参照・分析

②入金業務 ②各種管理帳票出力

③各種管理帳票出力（売掛金一覧等） ③ＤＭタック印刷・Ｅメールアドレスデータ作成
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メーカー・卸

商品マスター 納品データ

商品マスタ
納品データ

PLANET Retail Data Center

・JSR-EDIサーバー

・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾊﾞｰ

店舗システムの主な業務

【パソコン】

（Windows 10 Pro） ＴＥＣ QT-11 または QT-20

売上数量

店舗

【ＰＯＳレジ】

VPN

・売上登録
・点検/精算

＊データベースは持たずプログラムのみ保持

●商品マスターの受信
各メーカー・卸様より商品マスタを受信します。
店舗での商品マスターの登録作業を軽減します。

●納品データの受信
各メーカー・卸様より納品データを受信します。
店舗での仕入商品の登録作業を軽減します。
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２．各データの概要

　（1）ＪＳＲデータ交換フォーマットの作成

　「ＪＳＲデータ交換フォーマット」は、先にスポーツ用品情報研究会（略称：Ｓ研）において作成された

「Ｓ研フォーマットＰＣ版」をベースに、ＪＳＲ　ＩＴ委員会（Ｓ研参加のもと）で再度検討し、作成したものです。

　なお、作成するにあたって以下のことを考慮しました。

①メーカー、卸とＪＳＲスポーツ用品小売店間のデータ交換を前提にしています。

②ＪＡＮコードをＫｅｙとしています。

③商品分類コードは、各企業間共通のコードとする為、ＪＩＣＦＳ分類コードを利用しています。

④メーカーコードは、各企業共通のコードとする為、ＪＳＲメーカー略称コードを利用しています。

　＊ＪＳＲメーカー略号コードとコードの追加方法はＳ研ホームページ（http：//www.sken.net/）の

　　業界情報に掲載されています。

⑤ＪＳＲスポーツ用品小売店にとって必要最小限の項目に限定しています。

　（2）ご提供いただくデータの種類と各データの内容について

スポーツショップＰＯＳシステム（ＪＳＲ）で導入店舗から依頼するデータは以下の3種類となります。

　①初回商品マスター

システムスタート時の初期在庫登録（棚卸）時に使用します。

基本的には、依頼店舗に過去2年間に納品実績のある商品の商品マスターを提供します。

但し、過去2年間に納品実績の提供が不可の場合は、提供可能な期間分を提供してください。

　②初回以降商品マスター

システムスタート後の単品管理を行う為の商品マスターとして使用します。

提供いただく商品マスターは以下の通りです。

＜基本パターン①＞

依頼店舗の受注商品の商品マスター（展示会発注分、補充分等、全ての受注分）を提供します。

　＊提供した商品マスターの項目に変更があった場合は、該当する商品マスターを提供します。

納品データを提供する際にも納品する商品の商品マスターを提供します。

＜その他のパターン＞

提供元企業で新規に登録された商品マスターを取引店舗に同報します。

但し、提供する商品マスターの件数は、1日　最大300件までとします。

＜2＞

-2-



　③納品データ

システムスタート後の、仕入登録処理のデータとして使用します。

依頼店舗に納品伝票のデータを継続して提供します。

　（3）データの提供タイミングについて

初回以降商品マスターと納品データは必ず、店舗に商品が納品される前に提供してください。

送信の締め切り時間は、下記を確認してください。

提供可能曜日 ：　月曜日～土曜日　（祝日も提供可能）

日曜日22時～翌6時まではメンテナンス作業のためサービスを

休止させていただきます。

提供時刻 ：　午前2時　までに提供

⇒午前3時にＥＤＩサーバーの処理を開始します。

：　　午前5時　までに提供

⇒午前6時にＥＤＩサーバーの処理を開始します。

＊ＥＤＩサーバーの処理は１日2回行われます。

＊基本的には商品マスタ・納品データを午前2時までに送信

　　してください。また、納品データは実際の納品作業当日の

　　午前2時までに提供してください。

データ保持期間 ：　　提供後7日間

7日間店舗側で受信処理が行われなかった場合、提供データは

削除します。

　（4）ＪＳＲメーカー略称コードについて

ＪＳＲメーカー略称コードは、Ｓ研ホームページ（http：//www.sken.net/）の業界情報に掲載されています。

ＪＳＲメーカー略称コード一覧にないメーカーの商品マスター、納品データが発生した場合は、データを送信

する前に、必ずＪＳＲメーカー略称コードの新規設定依頼をし、コード設定されてからデータを送信してください。

（新規設定依頼と設定の確認は、Ｓ研ホームページの業界情報、最終ページに掲載されています。）

３．データの検証と再送信について

ファイル名、フォーマット、各種必須項目の有無、各種コードをチェックし、規定外のデータが発生した場合は

提供元企業に規定外通知をＥメールでお返しします。データを修正し、再度送信してください。

＜3＞
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４．データ提供依頼

　（1）データ提供依頼

データの提供依頼はそれぞれの指定の依頼書（別紙参照）で行います。

依頼店舗から提供元企業の営業担当者へ依頼書を提出します。

（（株）プラネットからは提供元企業のシステム担当者へＥメールでお送りします。）

各データの依頼書は以下の通りです。

　（2）提供依頼書

各種データの依頼書は以下の通りです。

　（3）依頼書の記入方法と返信

提供元企業記入欄に必要事項を記入してください。

記入後、必ず依頼店舗にＦＡＸにて返信をしてください。

初回商品マスターの基本抽出条件「過去2年間に納品実績のある商品マスター」の提供が不可の場合

には、可能な期間を記入し依頼店舗へＦＡＸにて返信してください。

記入後の各依頼書は、依頼店舗へはＦＡＸにて、（株）プラネットにはＥメールにて返信するとともに

提供元企業でも保管をお願いします。

＜4＞

提出する依頼書

　　ＪＳＲ初回商品マスター提供依頼書

　　ＪＳＲ初回以降商品マスター提供依頼書

　　納品データ提供依頼書

依頼するデータ

　　初回商品マスター

　　初回以降商品マスター

　　納品データ
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５．スケジュール概要

　（1）初回商品マスターと初回以降商品マスターの提供依頼

システムご契約後、最初の打ち合わせが終わり次第、早急に依頼をいたします。

初回商品マスターは基本的には、受取希望日の10日前までには依頼書を提出いたします。

初回以降商品マスターは初回商品マスター提供後、随時に配信をお願いいたします。

　（2）納品データの提供依頼

システムスタート日が確定し次第、依頼書を提出いたします。

基本的には、受取希望日の10日前までには依頼書を提出いたします。

　　＜＜導入スケジュール表＞＞

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

上旬下旬

システムご契約

スタート月

ご契約企業と最初の打ち合わせ

初回商品マスター提供依頼書の提出

初回以降商品マスター提供依頼書の提出

システムスタート日確定

納品データ提供依頼書の提出

ご契約企業へ機器納品

マスタ追加登録（不足分）

マスターメンテナンス（価格、分類等）

棚卸

ＰＯＳシステムスタート

－１ヶ月

☆

☆

☆

中旬上旬 下旬中旬

☆ ☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

項目

＜5＞

依頼 受取

配信開始依頼

依頼 受取
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No　　　　　　　　　 

・依頼企業 ・提供企業名

・依頼店舗

・担当部署 ・担当営業部署

・担当者名 様 ・担当者名

・納品先店舗ｺｰﾄﾞ ・担当営業部署

・ｼｽﾃﾑ店舗ｺｰﾄﾞ ・担当者名

・ＴＥＬ ・ＴＥＬ

・ＦＡＸ ・ＦＡＸ

（統括部署）

・依頼年月日 ・受付年月日 ／　　／

・受取希望日 ・提供年月日 ／　　／

・ﾃﾞｰﾀ作成部署

・作成者名

・共通取引先ｺｰﾄﾞ(GLN)※ｺｰﾄﾞがない場合は代表TEL番号

・Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

・ＴＥＬ

・ＦＡＸ

・抽出条件

　　　　年　　　月　　日以前,過去２年間に納品した商品

・上記抽出条件が不可の卸（仕入先）は下記に抽出可能な条件を記入の上、依頼企業

　にＦＡＸして下さい。

　◆過去（ ）ヶ月間に納品した商品

[住所] 〒    -      　　

＊プラネットＥＤＩサーバへの送信をお願いします。　

(メールアドレス：jsr-edi@pnet.co.jp　　件名：EDI-MS01）

　※自己解凍ファイル（exe）形式には対応しておりませんので、ご注意下さい。

・システムスタートスケジュール

システムスタート日 　　　年　　月　　日 （予定）

・備考

　＊ﾌｧｲﾙ名：ﾃﾞｰﾀ提供企業JSRﾒｰｶｰ略称ｺｰﾄﾞ+SKSMD+年月日(6桁:yymmdd)+回数(1桁:x).TXT

　　に掲載されています。

※2重線で囲まれている箇所は提供企業様の記入欄となります。

　　　　　　　ＪＳＲ初回商品マスター提供依頼書
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No　　　　　　　　　 

・依頼企業 ・提供企業名

・依頼店舗

・担当部署 ・担当営業部署

・担当者名 様 ・担当者名

・納品先店舗ｺｰﾄﾞ ・担当営業部署

・ｼｽﾃﾑ店舗ｺｰﾄﾞ ・担当者名

・ＴＥＬ ・ＴＥＬ

・ＦＡＸ ・ＦＡＸ

（統括部署）

・依頼年月日 ・受付年月日 ／　　／

・受取希望日 ・提供年月日 ／　　／

・ﾃﾞｰﾀ作成部署

・作成者名

・共通取引先ｺｰﾄﾞ(GLN)※ｺｰﾄﾞがない場合は代表TEL番号

・Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

・ＴＥＬ

・ＦＡＸ

[住所] 〒　　-　　

【抽出条件】

　　　年　月　日 以降、店舗に納品予定の商品

【御提供タイミング】

　　　年　月　日 以降、店舗に納品予定の商品は納品ごとに随時送信をお願いいたします。

＊プラネットＥＤＩサーバへの送信をお願いします。　

(メールアドレス：jsr-edi@pnet.co.jp　　）

・システムスタートスケジュール

システムスタート日 （予定）

・備考

　＊ﾌｧｲﾙ名：ﾃﾞｰﾀ提供企業JSRﾒｰｶｰ略称ｺｰﾄﾞ+SKSMD+年月日(6桁:yymmdd)+回数(1桁:x).TXT

　＊JSRﾒｰｶｰ略称ｺｰﾄﾞ、JICFS分類ｺｰﾄﾞは、Ｓ研ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.sken.net/）

　　に掲載されています。

　　　　ＪＳＲ初回以降商品マスター提供依頼書

※2重線で囲まれている箇所は提供企業様の記入欄となります。
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No　　　　　　　　　 

・依頼企業 ・提供企業名

・依頼店舗

・担当部署 ・担当営業部署

・担当者名 様 ・担当者名

・納品先店舗ｺｰﾄﾞ ・担当営業部署

・ｼｽﾃﾑ店舗ｺｰﾄﾞ ・担当者名

・ＴＥＬ ・ＴＥＬ

・ＦＡＸ ・ＦＡＸ

（統括部署）

・依頼年月日 ・受付年月日 ／　　／

・受取希望日 ・提供年月日 ／　　／

・ﾃﾞｰﾀ作成部署

・作成者名

・共通取引先ｺｰﾄﾞ(GLN)※ｺｰﾄﾞがない場合は代表TEL番号

・Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

・ＴＥＬ

・ＦＡＸ

[住所] 〒　　-　　

【抽出条件】

　　　年　月　日 以降、店舗に納品予定の商品。

＊プラネットＥＤＩサーバへの送信をお願いします。　

(メールアドレス：jsr-edi@pnet.co.jp　　）

・システムスタートスケジュール

システムスタート日 （予定）

・備考

　＊納品ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ名：

　　ﾃﾞｰﾀ提供企業JSRﾒｰｶｰ略称ｺｰﾄﾞ+SKNDM+年月日(6桁:yymmdd)+回数(1桁:x).TXT

　＊JSRﾒｰｶｰ略称ｺｰﾄﾞ、JICFS分類ｺｰﾄﾞは、Ｓ研ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.sken.net/）

　　に掲載されています。

　　　　　　　ＪＳＲ納品データ提供依頼書

※2重線で囲まれている箇所は提供企業様の記入欄となります。
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1.処理の流れ 3.ＪＳＲ各店のメリット

① メーカー・卸は商品マスター・納品データをＶＡＮ事業社かＩｎｔｅｒNet系 ① 複雑な提供元のデータを１箇所だけから受けとれば済むようになります。

（ＦＴＰもしくはＥメール）を利用して送信します。 ② 送られてくるデータはシステムの定例業務の流れの中で自動的に一括して取り込まれ、

② ＪＳＲ-ＥＤＩセンターでは、各データの正当性を検証します。 人手を介さないため、ミスが発生せず、多忙な店員の貴重な時間を費やしません。

正当な場合はデータの受け取り報告データを、規定外の場合は規定外

データの通知メールにて返信します。 4.通信及び処理料金について

③ ＪＳＲ各店には一括配信をします。 ※受益者負担です。

① メーカー・仕入先様負担分

2.メーカー・卸のメリット ＶＡＮ事業社を利用する場合　⇒　ＶＡＮ事業社の通信・処理費（図Ａ）

① 通信方法の選択肢が多様です。（ＪＣＡ手順、ＦＴＰ、Ｅメール） ＩｎｔｅｒNetを利用する場合　　　⇒　ＪＳＲ-ＥＤＩセンターへ送信する通信費（図Ａ）

② ネットワーク上でデータの正当性チェックが行われます。 ② ＪＳＲ各店負担分

データ正当性通知及び規定外データ通知がメールで返されます。 ＪＳＲ-ＥＤＩセンターの運営費（図Ｂ）

万が一エラー含みのデータを送信してしまった場合に発生するＪＳＲ各店からの ＪＳＲ-ＥＤＩセンターの通信費（図Ｂ）

問い合わせへの対応等煩雑な事務作業が発生しません。
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ＪＳＲ-ＥＤＩ 全体概要図（1）
商品マスター/納品データ提供の流れ

メーカー・卸 ＪＳＲ各店

ＪＳＲ-ＥＤＩセンター
（PLANET Retail Data Center）

ＶＡＮ事業社
（.ComExchange）

・データ正当性通知
・規定外データ通知

・各店への一括配信

全銀ＴＣＰ/ＩＰ
ＪＣＡ手順

ＦＴＰ

Ｅメール

ＦＴＰ
Ｅメール

（InterNet）

商品マスター
納品データ

Ａ Ｂ

Ａ
Ｂ

Ｂ

ＪＳＲ-ＥＤＩネットワーク



1.処理の流れ 3.ＪＳＲ各店のメリット

① ＪＳＲ各店のＰＯＳデータ（売上・在庫データ）をＪＳＲ-ＥＤＩセンターに送信します。 ① 複数メーカー・卸へのデータ送信を1箇所にだけ送信すれば済みます。

② ＪＳＲ-ＥＤＩセンターは、ＶＡＮ事業社かＩｎｔｅｒNet系を利用してメーカー・卸に ② 送信データはシステムの定例業務の流れの中で自動的に送信されるので、

データを一括送信します。 特別な操作は全く必要ありません。

※データフォーマット・データ項目・送信先の規定等は別紙を参照してください。

4.通信及び処理料金について

2.メーカー・卸のメリット ※受益者負担です。

① 通信方法の選択肢が多様です。（ＪＣＡ手順、ＦＴＰ、Ｅメール） ① メーカー・仕入先様負担分

② 特別な仕掛けを構築することなくマーケットデータが入手できます。 ＪＳＲ-ＥＤＩセンターの運営費（図Ａ）

ＶＡＮ事業社を利用する場合　⇒　ＶＡＮ事業社の通信・処理費（図Ａ）

ＩｎｔｅｒNetを利用する場合　　　⇒　ＪＳＲ-ＥＤＩセンターへ送信する通信費（図Ａ）

② ＪＳＲ各店負担分

ＪＳＲ-ＥＤＩセンターの通信費（図Ｂ）
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ＪＳＲ-ＥＤＩ 全体概要図（2）
売上データ/在庫データ提供の流れ

メーカー・卸 ＪＳＲ各店

ＪＳＲ-ＥＤＩセンター
（PLANET Retail Data Center）

ＶＡＮ事業社
（.ComExchange）

全銀ＴＣＰ/ＩＰ
ＪＣＡ手順

ＦＴＰ

ＦＴＰ
Ｅメール

（InterNet）

売上データ
在庫データ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

ＪＳＲ-ＥＤＩネットワーク

Ａ



【基本パターン（1）】

商品マスター・納品データ共にＩｎｔｅｒNet系（ＦＴＰもしくはＥメール）を利用して送信します。

【メリット】

通信・処理費の負担が少なくて済みます。
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【基本パターン（1）】
商品マスター/納品データ提供の流れ

メーカー・卸 ＪＳＲ各店

ＪＳＲ-ＥＤＩセンター
（PLANET Retail Data Center）

ＦＴＰ
Ｅメール

（InterNet）

商品マスター
納品データ

ＪＳＲ-ＥＤＩネットワーク

商品マスター/納品データ



【基本パターン（2）】

納品データはＶＡＮ事業社に送信します。

商品マスターはＩｎｔｅｒNet系（ＦＴＰもしくはＥメール）を利用して送信します。

【メリット】

金銭に絡むデータ（納品データ）はＶＡＮ事業社を利用することでデータ到達の保証がされます。
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【基本パターン（2）】
商品マスター/納品データ提供の流れ

メーカー・卸 ＪＳＲ各店

ＪＳＲ-ＥＤＩセンター
（PLANET Retail Data Center）

ＶＡＮ事業社
（.ComExchange）

納品データ

商品マスター

商品マスター
納品データ

ＪＳＲ-ＥＤＩネットワーク

全銀ＴＣＰ/ＩＰ
ＪＣＡ手順

ＦＴＰ

ＦＴＰ
Ｅメール

（InterNet）



【その他】

①　商品マスター・納品データ共にＶＡＮ事業社に送信します。

【お問い合わせ先】

■ＪＳＲ-ＥＤＩ　詳細についてのお問い合わせ先

株式会社プラネット　開発事業本部　システム開発本部　第2システム開発部　　牟田（ムタ）

ＴＥＬ ：03（3479）1861

Ｅ-Maiｌ ：mutak@pnet.co.jp
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【その他】
商品マスター/納品データ提供の流れ

メーカー・卸 ＪＳＲ各店

ＪＳＲ-ＥＤＩセンター
（PLANET Retail Data Center）

ＶＡＮ事業社
（.ComExchange）

商品マスター
納品データ

商品マスター
納品データ

ＪＳＲ-ＥＤＩネットワーク

全銀ＴＣＰ/ＩＰ
ＪＣＡ手順

ＦＴＰ



＜参考資料＞　ＪＳＲ企業略称コード

メーカー略称コード 会社名 メーカーカナ略

AID （株）アイーダ　　　　　　　　 ｱｲｰﾀﾞ

AKB 赤羽根興業（株） ｱｶﾊﾞﾈｺｳｷﾞｮｳ

AKL アキレス（株）　　　　　　　　 ｱｷﾚｽ

AKT アキレス東海販売（株） ｱｷﾚｽﾄｳｶｲﾊﾝﾊﾞｲ

AKN （株）アクシーズクイン ｱｸｼｰｽﾞｸｲﾝ

ACV アクティブ（株） ｱｸﾃｨﾌﾞ

ASA 株式会社　アサイ ｱｻｲ

ASK アサコ（株）　　　　　　　　　 ｱｻｺ

AKS （株）アサヒ工芸社 ｱｻﾋｺｳｹﾞｲｼｬ

ACP (株)アサヒコーポレーション ｱｻﾋｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

ASH 朝陽貿易（株） ｱｻﾋﾎﾞｳｴｷ

ASI （株）アシックス ｱｼｯｸｽ

ACH アシックス中四国販売（株） ｱｼｯｸｽﾁｭｳｼｺｸﾊﾝﾊﾞｲ

AAL （株）アシックスアルモス ｱｼｯｸｽｱﾙﾓｽ

AKH アシックス九州販売(株) ｱｼｯｸｽｷｭｳｼｭｳﾊﾝﾊﾞｲ

ASP アシックススポーツ販売（株） ｱｼｯｸｽｽﾎﾟｰﾂﾊﾝﾊﾞｲ

AKE アシックス関越販売（株） ｱｼｯｸｽｶﾝｴﾂﾊﾝﾊﾞｲ

ASC (株)アシックス中部販売 ｱｼｯｸｽﾁｭｳﾌﾞﾊﾝﾊﾞｲ

ADP アシックスデポルテ（株） ｱｼｯｸｽﾃﾞﾎﾟﾙﾃ

AST アシックス東北販売(株) ｱｼｯｸｽﾄｳﾎｸﾊﾝﾊﾞｲ

AHS アシックス北海道販売(株) ｱｼｯｸｽﾎｯｶｲﾄﾞｳﾊﾝﾊﾞｲ

AKK アスク工業（株） ｱｽｸｺｳｷﾞｮｳ

ASS （有）アストロ商事 ｱｽﾄﾛｼｮｳｼﾞ

ADM アダム（株）　　　　　　　　　 ｱﾀﾞﾑ

AXX （株）アックス ｱｯｸｽ

AJP アディダスジャパン（株） ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ

ADR （株）アドラー ｱﾄﾞﾗｰ

AMO アモックス ｱﾓｯｸｽ

ARS （株）アリスト ｱﾘｽﾄ

ALI アルインコ（株） ｱﾙｲﾝｺ

ALC アルケア（株）　　　　　　　　 ｱﾙｹｱ

ALF アルフィオ（株） ｱﾙﾌｨｵ

IIZ （株）いいづか ｲｲﾂﾞｶ

IZC （株）飯塚カンパニー ｲｲﾂﾞｶｶﾝﾊﾟﾆｰ

ISK （株）イスカ　　　　　　　　　 ｲｽｶ            

ISN （株）イソノ ｲｿﾉ

INK イノコ（株） ｲﾉｺ

IMS （株）伊村製作所 ｲﾑﾗｾｲｻｸｼﾞｮ

IMT （株）イモト ｲﾓﾄ

IWA イワタニプリムス(株) ｲﾜﾀﾆﾌﾟﾘﾑｽ

VER (株)ヴァーテックス ｳﾞｧｰﾃｯｸｽ

WIN （株）ウイニング ｳｲﾆﾝｸﾞ

WIL アメアスポーツジャパン（株） ｱﾒｱｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ

WSP (株)ウィンスポーツ ｳｨﾝｽﾎﾟｰﾂ

UZA 鵜沢ネット（株） ｳｻﾞﾜﾈｯﾄ

UDK （株）宇高 ｳﾀﾞｶ

UYM （株）ウチヤマ ｳﾁﾔﾏ

AVS (株)エイビス ｴｲﾋﾞｽ

SSK （株）エスエスケイ ｴｽｴｽｹｲ

SOC （株）エスオー社 ｴｽｵｰｼｬ

HTM ＨＴＭスポーツジャパン（株）　 ｴｯﾁﾃｨｰｴﾑｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ

EKS （株）エノックス ｴﾉｯｸｽ

EVN （株）エバニュー ｴﾊﾞﾆｭｰ

EBS （株）恵比須堂　　　　　　　　 ｴﾋﾞｽﾄﾞｳ

ERN エランジャパン（株） ｴﾗﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ

OBT 大久保体器（株） ｵｵｸﾎﾞﾀｲｷ

OKS 大倉スポーツ（株） ｵｵｸﾗｽﾎﾟｰﾂ

OSW （株）大沢商会 ｵｵｻﾜｼｮｳｶｲ

OTS 大塚製薬（株）　　　　　　　　 ｵｵﾂｶｾｲﾔｸ

OGS （株）小賀坂スキー製作所 ｵｶﾞｻｶｽｷｰｾｲｻｸｼﾞｮ

OGC （有）小川キャンバル ｵｶﾞﾜｷｬﾝﾊﾞﾙ

OTK （株）小川長春館 ｵｶﾞﾜﾁｮｳｼｭﾝｶﾝ

OGW 小川テント（株） ｵｶﾞﾜﾃﾝﾄ



OMR オムロン（株） ｵﾑﾛﾝ

OYN オンヨネ（株） ｵﾝﾖﾈ

CWB カウボー ｶｳﾎﾞｰ

KFI カネボウ（株）フィラ　　 ｶﾈﾎﾞｳKKﾌｲﾗ 

KNY 鐘屋産業（株） ｶﾈﾔｻﾝｷﾞｮｳ

KMI カメイ・スポーツ（株）　　　　 ｶﾒｲｽﾎﾟｰﾂ

KAJ （株）カレラジャパン ｶﾚﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ

KWI （株）河合楽器製作所 ｶﾜｲｶﾞｯｷｾｲｻｸｼﾞｮ

KWK （株）川上　　　　　　　　　　 ｶﾜｶﾐ

KTS 河田商事（株） ｶﾜﾀﾞｼｮｳｼﾞ

CIK 関西シチス゛ン販売（株）　　　 ｶﾝｻｲｼﾁｽﾞﾝﾊﾝﾊﾞｲ(ｶﾌﾞ)

KNJ （株）ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰｵﾌﾞﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰｵﾌﾞﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞｼ

KIZ （株）キザキ ｷｻﾞｷ

KNG 鬼怒川パシフィック（株） ｷﾇｶﾞﾜﾊﾟｼﾌｨｯｸ

KIN （株）キネシオ　　　　　　　　 ｷﾈｼｵ

KUK 木下運道具工業（株） ｷﾉｼﾀｳﾝﾄﾞｳｸﾞｺｳｷﾞｮｳ

KNO キノヤ(株) ｷﾉﾔ

KIM （株）キモニー　　　　　　　　 ｷﾓﾆｰ

CAT キャノントレーディング（株）　 ｷｬﾉﾝﾄﾚｰﾃﾞｲﾝｸﾞ

CAP キャピタル工業（株） ｷｬﾋﾟﾀﾙｺｳｷﾞｮｳ

CRA （株）キャラバン ｷｬﾗﾊﾞﾝ

KSS 共信商事（株）　　　　　　　　 ｷｮｳｼﾝｼﾖｳｼﾞ(ｶﾌﾞ)

KBT （株）クボタ運道具 ｸﾎﾞﾀ

GRM （株）グリーンメイト ｸﾞﾘｰﾝﾒｲﾄ

CYA （株）クリックス・ヤマダ ｸﾘｯｸｽﾔﾏﾀﾞ

CRM （株）クリムゾン　　　　　　　 ｸﾘﾑｿﾞﾝ

CRS （株）クロスター ｸﾛｽﾀｰ

KKK （株）コンケスト ｹｲｱﾝﾄﾞｹｲ

K2J （株）Ｋ２ジャパン ｹｲﾂｰｼﾞｬﾊﾟﾝ

KID （株）コイド ｺｲﾄﾞ

KBG 廣栄武道具（株） ｺｳｴｲﾌﾞﾄﾞｳｸﾞ

KNS （株）河南製作所 ｺｳﾅﾝｾｲｻｸｼﾞｮ

GOS （株）ゴーセン ｺﾞｰｾﾝ

GWN （株）ゴールドウイン ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ

CLM コールマンジャパン(株) ｺｰﾙﾏﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ

CLB コサ・リーベルマン（株） ｺｻﾘｰﾍﾞﾙﾏﾝ

KOT 寿金属工芸（株） ｺﾄﾌﾞｷｷﾝｿﾞｸｺｳｷﾞｮｳ

KNM 小西マーク（株） ｺﾆｼﾏｰｸ

COL (株)コロンビアスポーツウェアジャパン ｺﾛﾝﾋﾞｱｽﾎﾟｰﾂｳｪｱｼﾞｬﾊﾟﾝ

CNB コンバート（株） ｺﾝﾊﾞｰﾄ

SSP （株）ササキスポーツ ｻｻｷｽﾎﾟｰﾂ

XNX （株）ザナックス ｻﾞﾅｯｸｽ

BTN ザ・バートン・コーポレーション（株） ｻﾞﾊﾞｰﾄﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

SAT サロモン＆テーラーメイド（株） ｻﾛﾓﾝｱﾝﾄﾞﾃｰﾗｰﾒｲﾄﾞ

SNE （株）三英 ｻﾝｴｲ

SSS （株）サンエススケート ｻﾝｴｽｽｹｰﾄ

SAN 三共スポーツ（株） ｻﾝｷｮｳｽﾎﾟｰﾂ

SNK 三進興産（株）　　　　　　　　 ｻﾝｼﾝｺｳｻﾝ

SNS 三信製織（株）　　　　　　　　 ｻﾝｼﾝｾｲｼｮｸ

SNB （株）サンビ ｻﾝﾋﾞ

303 (株）サンマルサン　スポーツ事業部 ｻﾝﾏﾙｻﾝ

SLK （株）サンラッキー ｻﾝﾗｯｷｰ

SWK サンワーク（株） ｻﾝﾜｰｸ

SUN （株）サンワールドインターナショナル ｻﾝﾜｰﾙﾄﾞ

SNW (株）三和商会　　　　　　　　 ｻﾝﾜｼｮｳｶｲ

SNT 三和体育製販（株）　　　　　　 ｻﾝﾜﾀｲｲｸｾｲﾊﾝ

SCF （株）シークラフト ｼｰｸﾗﾌﾄ

SBK (株）シービック　　　　　　　 ｼｰﾋﾞｯｸ         

SUR シウラスポーツ用品（株） ｼｳﾗｽﾎﾟｰﾂﾖｳﾋﾝ

JSP ジェースポーツ（有） ｼﾞｪｰｽﾎﾟｰﾂ

CIT シチズン商事（株）　　　　　　 ｼﾁｽﾞﾝｼｮｳｼﾞ

SNN （株）シナノ ｼﾅﾉ

JTT （株）ジムテック東洋 ｼﾞﾑﾃｯｸﾄｳﾖｳ

JPN （株）ジャパーナ ｼﾞｬﾊﾟｰﾅ

JAV （合）ジャベリン ｼﾞｬﾍﾞﾘﾝ

SWC （株）ショーワコーポレーション ｼｮｰﾜｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ



SIF （株）シルバーフォックス　　　 ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ

SSJ スウィックス　スポーツ　ジャパン（株） ｽｨｯｸｽ ｽﾎﾟｰﾂ ｼﾞｬﾊﾟﾝ

SWI (株）スインク　　　　　　　　 ｽｲﾝｸ

SZB （有）スズキベース ｽｽﾞｷﾍﾞｰｽ

SGK 住友ゴム工業（株） ｽﾐﾄﾓｺﾞﾑｺｳｷﾞｮｳ

SMI （株）スミヤ ｽﾐﾔ

3RN （株）スリーランナー ｽﾘｰﾗﾝﾅｰ

SWS （株）スワロースキー ｽﾜﾛｰｽｷｰ

SEI セイコーインスツルメンツ（株） ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ

SEY セイコーエスヤード（株）　　　 ｾｲｺｰｴｽﾔｰﾄﾞ

SEB 成美堂出版　（株）　　　　　　 ｾｲﾋﾞﾄﾞｳｼｭｯﾊﾟﾝ

ZET ゼット（株） ｾﾞｯﾄ

ZCR ゼットクリエイト（株） ｾﾞｯﾄｸﾘｴｲﾄ

SNO セノー（株） ｾﾉｰ

SEP （株）セプター ｾﾌﾟﾀｰ

SET セルジオタッキーニジャパン（株） ｾﾙｼﾞｵﾀｯｷｰﾆ

SDK （株）仙台徽章　　　　　　　　 ｾﾝﾀﾞｲ ｷｼｮｳ

SMS 千丸スポーツ（株） ｾﾝﾏﾙｽﾎﾟｰﾂ

SNY ソニー企業（株）　　　　　　　 ｿﾆｰ ｷｷﾞｮｳ KK

ZZZ その他メーカー ｿﾉﾀﾒｰｶｰ

DIO （株）ダイオス ﾀﾞｲｵｽ

DKT （株）ダイケントップ　　　　　 ﾀﾞｲｹﾝﾄｯﾌﾟ

DIA （株）ダイヤモンドマーク ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏｰｸ

DAS ダイワ精工（株）　　　　　　　 ﾀﾞｲﾜｾｲｺｳ

DAM ダイワマルエス（株） ﾀﾞｲﾜﾏﾙｴｽ

TSJ 多喜商事（株） ﾀｷｼｮｳｼﾞ

TKI 竹井機器工業（株）　　　　　　 ﾀｹｲｷｷｺｳｷﾞｮｳ

TAC タチカラ（株）　　　　　　　　 ﾀﾁｶﾗ

TBT （株）タバタ ﾀﾊﾞﾀ

TMS （株）タマス ﾀﾏｽ

DRM ダルマボール ﾀﾞﾙﾏﾎﾞｰﾙ

DNS （株）淡野製作所 ﾀﾝﾉｾｲｻｸｼﾞｮ

DUN （株）ダンロップスポーツ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ

THK 月星化成（株）　　　　　　　　 ﾂｷﾎｼｶｾｲ

DIJ （株）ディアドラジャパン ﾃﾞｨｱﾄﾞﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ

TST ティースポーツ ﾃｨｰｽﾎﾟｰﾂ

DMS （株）ディエム商会 ﾃﾞｨｴﾑｼｮｳｶｲ

TLJ ティンバーランドジャパン（株） ﾃｨﾝﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ

DES （株）デサント ﾃﾞｻﾝﾄ

TMP （合）テムポ化学 ﾃﾑﾎﾟｶｶﾞｸ

DPF デューパーファイブ（株） ﾃﾞｭｰﾊﾟｰﾌｧｲﾌﾞ

TNK （株）寺西喜商店 ﾃﾗﾆｼｷｼｮｳﾃﾝ

TAS 東亜ストリング（株） ﾄｳｱｽﾄﾘﾝｸﾞ

TOE （株）藤栄 ﾄｳｴｲ

TKS （株）東京サーパス ﾄｳｷｮｳｻｰﾊﾟｽ

TCS 東京センタースポーツ（株） ﾄｳｷｮｳｾﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂ

DOW ドウワガリウムワックス販売(株) ﾄﾞｳﾜｶﾞﾘｳﾑﾜｯｸｽ

TOR 東レ（株） ﾄｰﾚ

TOP トップエース（株） ﾄｯﾌﾟｴｰｽ

TOM トムス（株）　　　　　　　　　 ﾄﾑｽ

TRN (株）トランパック　　　　　　 ﾄﾗﾝﾊﾟﾂｸ

DJP （株）ドリブルジャパン ﾄﾞﾘﾌﾞﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ

TRO トロップス（株） ﾄﾛｯﾌﾟｽ

NGG 内外ゴム（株） ﾅｲｶﾞｲｺﾞﾑ

NJP （株）ナイキジャパン ﾅｲｷｼﾞｬﾊﾟﾝ

NTE （株）ナイト ﾅｲﾄ

NGW （株）中川傳 ﾅｶｶﾞﾜﾃﾞﾝ

NKJ （株）仲條 ﾅｶｼﾞｮｳ

NGK ナガセケンコー（株） ﾅｶﾞｾｹﾝｺｰ

NKM （株）ナカモリ ﾅｶﾓﾘ

NSH ナショナルハット（株） ﾅｼｮﾅﾙﾊｯﾄ

NRA 奈良スポーツ（株） ﾅﾗｽﾎﾟｰﾂ

NAR （株）ナルセ　　　　　　　　　 ﾅﾙｾ

NOK （株）ニシオカ ﾆｼｵｶ

NIZ （株）西沢 ﾆｼｻﾞﾜ

NIS （株）ニシ・スポーツ ﾆｼｽﾎﾟｰﾂ



NIK ニッキー（株） ﾆｯｷｰ

NTS 日東スポーツ（株） ﾆｯﾄｳｽﾎﾟｰﾂ

NAS 日本圧研スエーヂ工業（有） ﾆﾎﾝｱｯｹﾝｽｴｰﾁﾞ

NKS （株）日本健商 ﾆﾎﾝｹﾝｼｮｳ

NIH 日本食研（株） ﾆﾎﾝｼｮｸｹﾝ

NTK 日本体器（株） ﾆﾎﾝﾀｲｷ

NIT 日本卓球（株） ﾆﾎﾝﾀｯｷｭｳ

NVJ （株）ニューバランスジャパン ﾆｭｰﾊﾞﾗﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ

NBR （株）ノボル電機製作所　　　　 ﾉﾎﾞﾙﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ

PKZ パール金属株式会社 ﾊﾟｰﾙｷﾝｿﾞｸ

HKS （株）白惣 ﾊｸｿｳ

HAT 秦運道具工業（株） ﾊﾀｳﾝﾄﾞｳｸﾞｺｳｷﾞｮｳ

HAS （株）波多製作所 ﾊﾀｾｲｻｸｼﾞｮ

HAK 羽立工業（株）　　　　　　　　 ﾊﾀﾁｺｳｷﾞｮｳ

HMX （株）ハミックス ﾊﾐｯｸｽ

HYS 早川繊維工業（株） ﾊﾔｶﾜｾﾝｲｺｳｷﾞｮｳ

HYA （株）ハヤシ ﾊﾔｼ

HUS （株）林運道具製作所 ﾊﾔｼｳﾝﾄﾞｳｸﾞｾｲｻｸｼﾞｮ

VRO （有）バリオスポーツ ﾊﾞﾘｵｽﾎﾟｰﾂ

BIM ビー・アイ　モントル（株） ﾋﾞｰ･ｱｲ ﾓﾝﾄﾙ

VSP （株）ビクタースポーツ ﾋﾞｸﾀｰｽﾎﾟｰﾂ

BIF （株）ビッグファイブ ﾋﾞｯｸﾞﾌｧｲﾌﾞ

HIT ヒットユニオン（株） ﾋｯﾄﾕﾆｵﾝ

HHJ ピップフジモト（株） ﾋﾟｯﾌﾟﾌｼﾞﾓﾄ

HDK （株）日乃出工業 ﾋﾉﾃﾞｺｳｷﾞｮｳ

HRU ヒロウン（株） ﾋﾛｳﾝ

PHT ファイテン（株） ﾌｧｲﾃﾝ

FAL （株）ファイルドライフ　　　　 ﾌｧｲﾙﾄﾞﾗｲﾌ

FSU フーセンウサギ(株) ﾌｰｾﾝｳｻｷﾞ

PAJ プーマアパレルジャパン(株） ﾌﾟｰﾏｱﾊﾟﾚﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ

PUM プーマジャパン(株) ﾌﾟｰﾏｼﾞｬﾊﾟﾝ

PHX （株）フェニックス ﾌｪﾆｯｸｽ

FJK 藤井金属化工（株） ﾌｼﾞｲｷﾝｿﾞｸｶｺｳ

FJS （株）富士産業 ﾌｼﾞｻﾝｷﾞｮｳ

FOT フットマーク（株）　　　　　　 ﾌｯﾄﾏｰｸ

FOS （株）舟岡製作所 ﾌﾅｵｶｾｲｻｸｼﾞｮ

BLI (株)ブリザードマーケティングジャパン ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊ

BRI ブリジストンスポーツ（株） ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ

BLM （株）ブルーモリス ﾌﾞﾙｰﾓﾘｽ

FUL (有)フルマークス ﾌﾙﾏｰｸｽ

PSP （株）プロスペロ ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾛ

BST （株）ベストワン ﾍﾞｽﾄﾜﾝ

BEJ ベネトンジャパン株式会社　　　 ﾍﾞﾈﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ

HER （株）ヘラクレス ﾍﾗｸﾚｽ

BRG ベルガード（株） ﾍﾞﾙｶﾞｰﾄﾞ

HES ヘルスステーション（株） ﾍﾙｽｽﾃｰｼｮﾝ

HET ヘルト（株） ﾍﾙﾄ

BGC ベンゼネラル（株） ﾍﾞﾝｾﾞﾈﾗﾙ

HOR （株）宝来社 ﾎｳﾗｲｼｬ

HSK 星加（株） ﾎｼｶ

BOD 株式会社ボディグローヴジャパン ﾎﾞﾃﾞｨｸﾞﾛｰｳﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

HPT ホワイトプロダクト（株） ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ

MKJ マーカージャパン（株） ﾏｰｶｰｼﾞｬﾊﾟﾝ

MAC マクダビットジャパン(株) ﾏｸﾀﾞﾋﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ

MCJ （株）マションジャパン ﾏｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ

MAJ （株）ﾏｽﾀｰｽﾞｱｲﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｽﾀｰｽﾞｱｲﾌﾟﾛﾃｸｼﾖﾝ

MAS （株）マッス　　　　　　　　　 ﾏｯｽ

MMS 松本製網（株） ﾏﾂﾓﾄｾｲﾓｳ

MRC （株）マラカナ ﾏﾗｶﾅ

MES （株）丸栄産業 ﾏﾙｴｲｻﾝｷﾞｮｳ

MRS （株）マルシン製作所 ﾏﾙｼﾝｾｲｻｸｼﾞｮ

MRT （株）マルタ ﾏﾙﾀ

MAB 丸長バット製作所 ﾏﾙﾁｮｳﾊﾞｯﾄｾｲｻｸｼﾞｮ

MMG マルマンゴルフ（株） ﾏﾙﾏﾝｺﾞﾙﾌ

MRW 丸和（株） ﾏﾙﾜ

MIK 三木スポーツ商会　　　　　　　 ﾐｷｽﾎﾟｰﾂｼｮｳｶｲ



MIZ ミズノ（株） ﾐｽﾞﾉ

MBS 三井物産スポーツ（株） ﾐﾂｲﾌﾞｯｻﾝｽﾎﾟｰﾂ

MBO （株）ミツボシ ﾐﾂﾎﾞｼ

MYK ミヤコスポーツ（株） ﾐﾔｺｽﾎﾟｰﾂ

MIY 宮田工業（株）　　　　　　　　 ﾐﾔﾀｺｳｷﾞｮｳ

MJG （株）ミカサ ﾐｶｻ

MIR ミラリ　ジャパン（株）　　　　 ﾐﾗﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

MIW （株）ムーブイザワ　　　　　　 ﾑｰﾌﾞｲｻﾞﾜ

634 （株）六三四堂 ﾑｻｼﾄﾞｳ

MUT （株）ムトーエンタープライズ　 ﾑﾄｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ

MUR （株）村井 ﾑﾗｲ

MEI 明治乳業（株）　　　　　　　　 ﾒｲｼﾞﾆﾕｳｷﾞﾖｳ

MET （株）盟トレーディング ﾒｲﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

MEJ （株）メダリストジャパン　　　 ﾒﾀﾞﾘｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ

MEC （株）プロアバンセ ﾌﾟﾛｱﾊﾞﾝｾ

MTR メトロレジャー（株） ﾒﾄﾛﾚｼﾞｬｰ

MRI （株）森田製作所 ﾓﾘﾀｾｲｻｸｼﾞｮ

MOR 森村商事（株）　　　　　　　　 ﾓﾘﾑﾗｼﾖｳｼﾞ

MLT （株）モルテン ﾓﾙﾃﾝ

MON （株）モンベル　　　　　　　　 ﾓﾝﾍﾞﾙ

YSK （株）ヤサカ ﾔｻｶ

YSD (株）安田工業所　　　　　　　 ﾔｽﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ

YBN ヤバネスポーツ（株） ﾔﾊﾞﾈｽﾎﾟｰﾂ

YMZ （株）ヤマザキ ﾔﾏｻﾞｷ

YKS ヤマト徽章（株）　　　　　　　 ﾔﾏﾄ ｷｼｮｳ

YMT ヤマト卓球（株） ﾔﾏﾄﾀｯｷｭｳ

YAM (株）山豊　　　　　　　　　　 ﾔﾏﾄﾖ

YMK 山本光学（株） ﾔﾏﾓﾄｺｳｶﾞｸ

YNG ヤング（株） ﾔﾝｸﾞ

MIJ 雪印乳業（株）　　　　　　　　 ﾕｷｼﾞﾙｼﾆｭｳｷﾞｮｳ

UNT ユニバーサルトレーディング(株) ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

YKW （株）吉川 ﾖｼｶﾜ

YOS 吉田体機工業（株）　　　　　　 ﾖｼﾀﾞﾀｲｷｺｳｷﾞｮｳ

YNX ヨネックス（株） ﾖﾈｯｸｽ

LIO （株）ライオン ﾗｲｵﾝ

RIC ライケルジャパン（株） ﾗｲｹﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ

LTK ライト株式会社　　　　　　　　 ﾗｲﾄK.K

LGJ （株）ライフギアコーポレーション ﾗｲﾌｷﾞｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

LFM ラフマミレー（株） ﾗﾌﾏﾐﾚｰ

REE （株）リーボックジャパン ﾘｰﾎﾞｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ

RKS 立共産業（株）　　　　　　　　 ﾘｯｷｮｳｻﾝｷﾞｮｳ

LKJ （株）リックジャパン ﾘｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ

RSS 隆祥産業（株） ﾘｭｳｼｮｳｻﾝｷﾞｮｳ

LSJ （株）ルイスビル・スラッガー・ジャパン ﾙｲｽﾋﾞﾙ･ｽﾗｯｶﾞｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

RUI ルイ高商会 ﾙｲﾀｶｼｮｳｶｲ

RGN （株）レジナ ﾚｼﾞﾅ

REN レナウン ﾚﾅｳﾝ

RWD レワード（株） ﾚﾜｰﾄﾞ

ROY （株）ＲＯＹＡＬ ﾛｲﾔﾙ

ROS ロシニョールジャパン（株）　　 ﾛｼﾆｮｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ

LOS (株)ロストアロー ﾛｽﾄｱﾛｰ

WDT ワールド通商（株） ﾜｰﾙﾄﾞﾂｳｼｮｳ

WAC (株)ワコール ﾜｺｰﾙ

WNB （有）わたなべ ﾜﾀﾅﾍﾞ
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