ア
アスク
※本誌掲載ブランド：Goal Zero

アピックスインターナショナル

サ
☎ 03-5215-5652
www.ask-corp.jp

☎ 06-6632-0811
www.apix-intl.co.jp

※本誌掲載ブランド：ドリップマイスター

アルテリア

アンプラージュインターナショナル

www.alteria.co.jp

☎ 03-4455-7823

www.ankerjapan.com

☎ 072-728-2781
www.uneplage.net

※本誌掲載ブランド：ソーヤー、
キャメロンズ、
レンメルコーヒー、
ヘレ

飯塚カンパニー

ザ・ノース・フェイス

［ゴールドウインカスタマーサービスセンター］

サンゾクマウンテン
ジェントス
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イワタニ・プリムス

※本誌掲載ブランド：エバニュー、
シルバ

オウルテック
OLFA WORKS［オルファ］
オンヨネ

www.iizukaco.co.jp

☎ 0721-25-4565
www.isuka.co.jp

☎ 03-3555-5605

www.iwatani-primus.co.jp

☎ 03-3649-3312

スノーピーク
ソニー

☎ 046-236-3522
www.owltech.co.jp

☎ 06-6972-8101

www.olfa.co.jp/olfaworks/

☎ 0258-24-0048
www.onyone.co.jp

ソルシオン［イケックス工業］
※本誌掲載ブランド：PATATTO

☎ 045-440-6444
0120-123-211

キャンパルジャパン［ogawa］

☎ 0800-800-7120
www.campal.co.jp

※本誌掲載ブランド：ogawa

Gloture（グローチャー）

gloture.jp

ケンコー社

☎ 06-6374-2788
www.kenkosya.com

※本誌掲載ブランド：ビッグアグネス、
バーゴ

コールマン ジャパン［カスタマーサービス］

www.shinfuji.co.jp

0120-402-253

www.suzuki.co.jp

☎ 03-3805-2651
www.star-corp.co.jp

0120-010-660

www.snowpeak.co.jp

0120-777-886

www.sony.jp

☎ 0570-07-5555

http://highmount.jp

0120-686-717

www.balmuda.com/jp

ビクトリノックス・ジャパン

☎ 03-3796-0951

ビッグウイング

☎ 06-6167-3005

www.victorinox.com/jp/ja

www.bigwing.co.jp

※本誌掲載ブランド：スタンレー、
スナグパック、
カンモック、
アソビト、
AOクーラーズ

平城商事
※本誌掲載ブランド：ラダキャン

ファイヤーサイド

☎ 0942-21-6388

www.radarcan-japan.com

0120-46-7877

www.firesidestove.com

※本誌掲載ブランド：ファイヤーサイド、
Ozpig、
プランディ、
ラウムゲシュタルト

フォレスト
※本誌掲載ブランド：MoriMori

0120-608-020

www.forestjapan.co.jp

ブッシュクラフト［ブッシュクラフト・オンラインショップ］ブッシュクラフト.jp

マ
マウント・スミ

☎ 042-560-2265

タラスブルバ

www.tarasboulba.jp

CHUMS［チャムス表参道店］

☎ 03-3667-4545

0120-92-7575

www.solcion.jp

タコス［展示場］

ミュニーク ジャパン

www.tacos.co.jp

☎ 03-6418-4834

ムラコ［株式会社シンワ］
モチヅキ［ユーザーサポートダイヤル］

☎ 0774-26-9332
mt-sumi.com/

info@munieq.com

www.munieq.com

0120-35-1665

www.muracodesigns.com

☎ 0256-32-0860

www.e-mot.co.jp

www.chums.jp

※本誌掲載ブランド：MSR、
UCO、
outdoor element、
アットウッドロープ、
サーマレスト、
insect incense、
ティアエイド

DOD（ディーオーディー）［ビーズ］

www.dod.camp

モンベル・カスタマー・サービス

ディテール

☎ 06-6647-3101

DD Hammocks JAPAN

www.ddhammocks.jp

www.aero-stoked.com

www.captainstag.net

※本誌掲載ブランド：エナジャイザー

www.porlex.co.jp

バルミューダ

www.kalita.co.jp

キャプテンスタッグ

小泉成器

www.gentos.jp

タ

www.carlifeauto.co.jp

※本誌掲載ブランド：グラヴィス

0120-73-1668

※本誌掲載ブランド：ペトロマックス、
フュアハンド、
ムーミン、
カメヤマキャンドル、
スノーライン、
SIGG、
ギアエイド

www.evernew.co.jp

カーライフオート［八千代ハイエースファーストライン］ ☎ 047-484-0330

ギブソン

※本誌掲載ブランド：ハイマウント、
レザーマン、
カステルメルリーノ、
LIGHT MY FIRE、
ナルジェ、
ウエストビレッジ

☎ 0533-75-5000

スター商事

www.JBL.com

www.sanzokumountain.com

新富士バーナー
スズキお客様相談室

※本誌掲載ブランド：JBL

☎ 0570-550-465

ハイマウント

※本誌掲載ブランド：SOTO

☎ 03-3862-3881

カ

カリタ

0120-307-560

ハーマンインターナショナル

www.goldwin.co.jp/tnf/

☎ 072-724-0250

※本誌掲載ブランド：ニーモ・イクイップメント、
トランギア、
プリムス

エバニュー

www.suxon.jp

ジャパンポーレックス

※本誌掲載ブランド：VSSL、
エスビット、
テックセーフ、
ハルタホース、
ランスキー、
ルナテック、
ワカコ

イスカ

☎ 049-299-5101

☎ 04-2969-1717

※本誌掲載ブランド：ペツル

アンカー・ジャパン

サクソンベース

ハ

www.detail.co.jp

テンマクデザイン［カンセキWILD-1事業部］ ☎ 028-651-0570
www.tent-mark.com

TRIPATH PRODUCTS

www.montbell.jp

※本誌掲載ブランド：モンベル、
ヘリノックス、
バイオライト、
グレイル、
ジェットボイル

ヤ
ユニフレーム［新越ワークス：東京営業所］

☎ 03-3264-8311

www.uniflame.co.jp

☎ 0133-73-8585

www.products.tripath.co.jp

ナ
ナンガ

☎ 0088-22-0031
☎ 06-6536-5740

ラ
レッドレンザージャパン

☎ 0749-55-1016
nanga.jp

ロゴス［ロゴスコーポレーション・コンシューマ係］

☎ 03-5637-7871

www.ledlenser.com/jp/

0120-654-219

www.logos.ne.jp

www.koizumiseiki.co.jp

0120-111-957

www.coleman.co.jp

ワ
WILD-1［カンセキWILD-1事業部］

☎ 028-651-0570

www.wild1.co.jp
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