
都道府県 販売店名 郵便番号 住所 電話番号

北海道 株式会社ファストカーズ 〒007-0890 北海道札幌市東区中沼町１２７－３４８ TEL.011-556-4108

有限会社サンファクトリー 〒003-0859 北海道札幌市白石区川北２３０１−６７ TEL.011-871-7667

株式会社ホンダオートレンタカー 〒001-0921 北海道札幌市北区新川１条４丁目４－１ TEL.011-769-1216

有限会社北立ＧＡＲＡＧＥ　ＶＯＸ　ＳＡＰＰＯＲＯ 〒007-0880 北海道札幌市東区丘珠町３２６－５ TEL.011-214-0502

株式会社Ｋ−ＣＲＡＦＴ 〒041-0821 北海道函館市港町１丁目２４−１ TEL.0138-84-1984

（株）コクピットＡｇｅ３ 〒047-0005 北海道小樽市勝納町９−１０ TEL.0134-24-1700

オートバックス宮の森店 〒064-0953 北海道札幌市中央区宮の森三条６丁目２−１５ TEL.011-622-5588

イチカワオートワークス 〒079-8451 北海道旭川市永山北１条８丁目３２−１９ TEL.016-674-3527

株式会社ＷＥＳＴ 〒093-0041 北海道網走市桂町３丁目７３ TEL.015-244-9199

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

青森県 カーネット 〒036-8087 青森県弘前市大字早稲田３－１０－５ TEL.0172-28-3710

カーショップ日向有限会社 〒039-1160 青森県八戸市小田１丁目５－１３ TEL.0178-28-0075

有限会社成長自動車工業 〒038-0042 青森県青森市大字新城字山田６８１－１ TEL.017-763-2225

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

岩手県 長山自動車工業有限会社 〒028-4132 岩手県盛岡市渋民字岩鼻６９番地２４ TEL.019-683-2828

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

宮城県 有限会社アクシス 〒981-0121 宮城県宮城郡利府町神谷沢字館の内６３−２−３ TEL.022-255-1833

ＹＯＵ　ＳＨＯＰ　黒松 〒981-0924 宮城県仙台市青葉区双葉ケ丘１−２２−２１ TEL.022-234-3582

トラウム株式会社 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田１７０ TEL.022-218-6996

株式会社　ライフニーズ 〒983-0026 宮城県仙台市宮城野区田子西２－１－１ TEL.022-254‐7747

株式会社スクラツチ 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東１−４−３３ TEL.022-238-0101

ＲＥＧＡＬＩＡ株式会社 〒989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字街道７７－１ TEL.022ｰ281ｰ8408

株式会社カーマネージメントガレージ 〒984-0004 宮城県仙台市若林区六丁の目東町２－６ TEL.022-762-5891

グランドスラム　オプション 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字柳堀１６ TEL.022-288-5577

FFABRIK 〒983ｰ0034 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目５－６－２ TEL.022-369-3576

株式会社エムズ 〒989-0821 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字釜沢１２－５０ TEL.0224-34-4735

遠藤自動車工業有限会社 〒981-1223 宮城県名取市下余田字成田６７３ TEL.022-384-1621

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

山形県 イエローハット　三川店 〒997-1317 山形県東田川郡三川町大字成田新田字前田元３
８３

TEL.023-568-0085

株式会社ガレージフラッグス 〒990-0810 山形県山形市馬見ケ崎３－１４－９ TEL.023-681-3045

ＭＥＬＳ　ＥＵＲＯ 〒992-0011 山形県米沢市中田町６７８－２ TEL.0238-40-1171

牧野機械 〒990-0863 山形県山形市江南２－１６－５２ TEL.023-684-2639

有限会社フラットシックス 〒990-0821 山形県山形市北町４－９－４ TEL.023-681-8289

スカンジナビアオート 〒990-0832 山形県山形市城西町１－５－１３ TEL.023-646-0051

ｇａｒａｇｅ　ＮＯＢＵ 〒990-0803 山形県山形市大字見崎８番地 TEL.023-665-5530

オートバックス全店舗

福島県 ＢｅｒｇＬａｎｄ 〒960-0502 福島県伊達市箱崎字山岸３８−３ TEL.024-583-2217

オートファッション　ＴＡＫＥ　ＯＦＦ 〒960-8163 福島県福島市方木田字辻１０−２ TEL.0245-39-6075

Ｓｑｕａｒｅ 〒970-0316 福島県いわき市小名浜下神白字林崎１５－５ TEL.090ｰ3646ｰ7533

有限会社ジャムズコレクション 〒972-8313 福島県いわき市常磐岩ケ岡町沢目８７－１ TEL.0246ｰ38ｰ6862



ＧＡＲＡＧＥ　Ｒ 〒961ｰ0001 福島県白河市小田川４９５ TEL.0248ｰ22ｰ0556

イエローハットフェスタ郡山店 〒963-0534 福島県郡山市日和田町字大原３０－１ TEL.024-968-1880

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

新潟県 スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

茨城県 有限会社縁増 〒300-1211 茨城県牛久市柏田町３０４１−３ TEL.029-878-0911

株式会社光和ＭＩＴＳＵＷＡ　ＣＡＲ　ＤＥＳＩＧＮ 〒300-2521 茨城県常総市大生郷町３２８２－３ TEL.0297-24-5320

ゼットモータース販売株式会社 〒300-2622 茨城県つくば市要２６６－１ TEL.0298-64-0501

有限会社平塚自動車 〒304-0816 茨城県下妻市原９１５ TEL.029-643-5204

有限会社カーショップ　アシスト 〒311-0105 茨城県那珂市菅谷３８７６番地２号 TEL.029-352-1570

Ｃ．Ｋモータース 〒300-2505 茨城県常総市中妻町２４４９ TEL.0297-22-5808

ＡＵＴＯ　ＰＬＥＡＳＵＲＥ 〒300-0522 茨城県稲敷市浦ヶ山４２－１１ TEL.029-886-8133

ａｐｒｉｃｏｔ 〒310-0841 茨城県水戸市酒門町３２９０－１ TEL.090-4014-4288

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

栃木県 ピットイン上野 〒321-4521 栃木県真岡市久下田５６３−３ TEL.028-574-0263

株式会社ヒラノ 〒326-0021 栃木県足利市山川町８２５ TEL.028-442-7416

ゼロクラフト 〒329-4307 栃木県栃木市岩舟町静１０８５−１ TEL.0282-55-7688

CROSS ROAD 〒321-0403 栃木県宇都宮市下小倉町１３４０－６ TEL.028-612-4788

株式会社ブレシア 〒321-0977 栃木県宇都宮市川俣町７０２ TEL.0286-60-6131

石沢モーターワークス 〒329-2735 栃木県那須塩原市太夫塚１－１９４－２２ TEL.0287-36-3708

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

群馬県 オーエム商会 〒370-0615 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚１８６８−２ TEL.0276-47-4822

Ｅａｕ　Ｒｏｕｇｅ 〒370-3522 群馬県藤岡市上大塚１５８０−１ TEL.027-395-4518

有限会社高畑自動車商会 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿佐美１９４０－１ TEL.0277-30-8549

エースタイル 〒371-0853 群馬県前橋市総社町１－１－３０ TEL.027-225-2025

株式会社ＭＥＴ´Ｓ 〒370-0072 群馬県高崎市大八木町１１０７－２ TEL.027-386-4930

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

埼玉県 株式会社ホソカワコーポレーションＢｏｎｄＳｈｏｐ北浦和〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤３丁目−２１−１９ TEL.048-886-1355

コクサイタイヤセンター 〒334-0061 埼玉県川口市新堀８２６−４ TEL.048-294-1121

ＪＯＹ−ＢＡＳＥ 〒337-0044 埼玉県さいたま市見沼区上山口新田４６９ TEL.048-812-4176

ザンフター　ヴンド 〒339-0024 埼玉県さいたま市岩槻区釣上５７ TEL.048-798-6008

有限会社オートショップアルファ 〒340-0044 埼玉県草加市花栗１−３２−５ TEL.048-946-6655

アップガレージＳＵＢＡＲＵ館春日部店 〒344-0007 埼玉県春日部市小渕１４００ TEL.048-760-4182

オートフィールド 〒346-0025 埼玉県久喜市樋ノ口１－６ TEL.0480-25-4811

ＭＥＭＢＥＲＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ 〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼２９５−１ TEL.048-766-8300

ＨＩＤＥ　ＯＵＴ 〒349-0145 埼玉県蓮田市西城３−１５８ TEL.048-764-2635

オートステーション坂戸店 〒350-0219 埼玉県坂戸市片柳１５３０−１０ TEL.049-236-3905

ストラーダ 〒350-0436 埼玉県入間郡毛呂山町川角２１３７－６ TEL.049-295-8453

Ｇａｒａｇｅ　ＭＥＣＨＡ　ＢＯＸ 〒369-1214 埼玉県大里郡寄居町今市３２４－４ TEL.048-582-3687

RDベース 〒332-0003 埼玉県川口市東領家２－３－４ TEL.048-299-9838

スーパーオートバックスＴＯＤＡ店 〒335-0034 埼玉県戸田市笹目６－２３－２ TEL.048-424-0189

カーピット福島 〒349-0204 埼玉県白岡市篠津６１８－１ TEL.0480-92-8719

タイヤガーデン上尾中央 〒362-0015 埼玉県上尾市緑丘２－１２－２０ TEL.048-775-7555



タイヤランド小沢 〒350-1106 埼玉県川越市小室字鶴塚１４－１ TEL.049-245-7308

株式会社ウイングロード 〒343-0045 埼玉県越谷市大字下間久里９９９ TEL.048-972-6744

株式会社クロス 〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷７２２－１９ TEL.049-279-1110

株式会社レアルトレーディング 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田３－８－１ TEL.04-2960-6404

スタイマー 〒350-1235 埼玉県日高市楡木９９－４ TEL.042-984-1417

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

千葉県 株式会社東和オート 〒270-2221 千葉県松戸市紙敷３１５−１ TEL.047-385-0001

有限会社クライト船橋 〒274-0805 千葉県船橋市二和東４丁目７番地５号 TEL.047-448-6731

有限会社コーチスミス 〒286-0813 千葉県成田市飯岡１３７−１ TEL.0476-36-1809

ＳＰＥＥＤ　ＳＨＯＰ　Ｇｒａｙｓ 〒289-1203 千葉県山武市麻生新田１５−４ TEL.047-589-3394

スーパーオートバックスかしわ沼南店 〒277-0924 千葉県柏市風早１－３－１３ TEL.0471-92-4000

スーパーオートバックス市川店 〒272-0015 千葉県市川市鬼高３－３２－１２ TEL.047-393-7000

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

東京都 株式会社サンライズブルバード 〒113-0022 東京都文京区千駄木４−１−１６ TEL.03-3824-0038

株式会社オートプロ 〒120-0003 東京都足立区東和３−４−４ TEL.03-3606-9966

株式会社オートインパクト　オートレット江戸川 〒132-0022 東京都江戸川区大杉２−１−１５ TEL.03-5661-7030

レーシングポスト　カタノ 〒146-0083 東京都大田区千鳥２−４０−９ TEL.03-3750-6434

YKメカニック 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘４−１−５ TEL.03-5450-1520

グランドスラム三鷹 〒182-0012 東京都調布市深大寺東町８−１５−６ TEL.042-482-8231

Ａ ＰＩＴ ＡＵＴＯＢＡＣＳ ＳＨＩＮＯＮＯＭＥ 〒135-0062 東京都江東区東雲２－７－２０ TEL.03-3528-0357

株式会社ナイスゴブヤマタイヤパートT 〒195-0064 東京都町田市小野路町３１１８−１ TEL.042-736-2549

有限会社シーピーユー 〒195-0064 東京都町田市小野路町２７０ TEL.042-735-9991

株式会社ナイスタイヤガーデン町田ヒルズ 〒195-0074 東京都町田市山崎町字１６−２１８２ TEL.042-792-3922

ナカス自動車販売株式会社 〒104-0043 東京都中央区湊２－１４－１ TEL.03-3551-1566

タイヤ館　葛飾有限会社 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸６－２－５ TEL.03-5698-1281

株式会社フロンティアモーター 〒133-0056 東京都江戸川区南小岩３－２５－１５ TEL.03-3659-2582

ＪＡＶＥＬ 〒142-0063 東京都品川区荏原２－１８－１０ TEL.03-3784-5051

リンエイ東京 〒145-0062 東京都大田区北千束２－９－１２ TEL.03-3785-2258

三信石油株式会社玉堤店 〒158-0087 東京都世田谷区玉堤１－６－２ TEL.03-3701-6342

オートバックス代官山店 〒153-0061 東京都目黒区中目黒１－３－１１
ライオンズマンション花壇代官山

TEL.03-3719-2100

株式会社七洋商会 〒184-0005 東京都小金井市桜町２－１－２ TEL.042-383-0225

ガレージトゥルース 〒195-0064 東京都町田市小野路町３１１５－１ TEL.042-736-9498

ｎｅｗ　ｓｔａｎｄａｒｄ 〒193-0821 東京都八王子市川町１１－１－２ TEL.090-6047-3914

イエローハット用賀店 〒158-0096 東京都世田谷区玉川台１－９－８ TEL.03-3707-0211

THE GARAGE WORKS 〒154-0011 東京都世田谷区上馬１－３２－７ TEL.03-6804-0144

株式会社米自動車池袋工場 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町２－５－３ TEL.03-5904-9908

オーバーナイト 〒207-0004 東京都東大和市清水６－１２４８－１ TEL.042-561-9559

株式会社オートインパクト　オートレット江戸川 〒132-0022 東京都江戸川区大杉２－１－１５ TEL.03-5661-7030

株式会社ジョニーガレージ 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里１－５０－９ TEL.03-6458-3770

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

神奈川県 株式会社コマツトレーディング 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町４１３５ TEL.045-544-2515



株式会社Ｊスクエア 〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町３４７ TEL.045-511-7418

有限会社姫野モータース 〒242-0004 神奈川県大和市鶴間１−２０−１６ TEL.046-261-4143

株式会社デルオート 〒243-0807 神奈川県厚木市金田１１０４－３ TEL.046-221-7300

小林タイヤ鎌倉 〒248-0027 神奈川県鎌倉市笛田１−２−３５ TEL.0467-43-0003

株式会社ラポルテ 〒250-0113 神奈川県南足柄市岩原１０５８ TEL.0465-46-8393

カーコレクションイノベーター相模原店 〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢４５１−６ TEL.042-713-1336

Ｔ−ｇａｒａｇｅ 〒252-0155 神奈川県相模原市緑区鳥屋１８９４−２ TEL.042-785-0009

ピレリー相模原 〒252-0216 神奈川県相模原市中央区清新６−１８−７ TEL.042-773-9935

有限会社ミナミオート 〒257-0014 神奈川県秦野市今泉１３１２−１ TEL.0463-81-9205

有限会社ギャロップ 〒259-1212 神奈川県平塚市岡崎３８３４−４ TEL.046-359-7015

GRガレージマスターワン東名横浜 〒216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋１－１５－１ TEL.044-870-8311

スーパーオートバックスかわさき 〒210-0807 神奈川県川崎市川崎区港町９－８ TEL.044-223-4774

オートライン 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町１９５７－１ TEL.045-944-1934

カーボックス 〒238-0014 神奈川県横須賀市三春町１－２０－５ TEL.046-828-1351

バンカーズ 〒240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄１３４２ TEL.046-876-0112

トップトレーディング 〒243-0211 神奈川県厚木市三田３２９５－１ TEL.0462-80-4810

ザムテック 〒244-0004 神奈川県横浜市戸塚区小雀町２３８０－１２ TEL.045-443-8585

河村タイヤ 〒247-0013 神奈川県横浜市栄区上郷町１８０－１ TEL.045-892-9871

アイブローズ 〒247-0074 神奈川県鎌倉市城廻５８－１ TEL.0467-50-0350

SPE 〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝１－１３－１２ TEL.042-762-5676

富田オート 〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚４－７－２ TEL.0467-40-5262

株式会社ミラクル自動車 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園１３０４－３ TEL.0467-73-7941

有限会社エナジー 〒259-1206 神奈川県平塚市真田３－２４－２０ TEL.0463-59-5822

カーサービス井沢 〒259-0312 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１５７６－４７
　エスポット湯河原

TEL.050-1139-2684

クローバーギア 〒250-0863 神奈川県小田原市飯泉４８７－１ TEL.0465-46-6745

三雄自動車株式会社 〒255-0001 神奈川県中郡大磯町高麗３－５－５ TEL.0463-30-1130

ＲＢＫ　ＦＡＣＴＯＲＹ 〒224-0034 神奈川県横浜市都筑区勝田町３８２－１ TEL.045-777-6339

シーサイド 〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮２－６－１９ TEL.0463-22-2211

CREF 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４７０５ TEL.045-938-6840

maniacs STADIUM 〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町８５５－１ TEL.045-620-6766

コクピット相模原 〒252-0202 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町２－１７－２５TEL.042-776-6667

BIG ONE 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名８３１１－１ TEL.042-777-7739

株式会社ＡＧ 〒194-0004 東京都町田市鶴間８－１３－２ TEL.042-799-5222

株式会社ＣＡＲ　ＷＯＲＫＳ　ＰＬＵＳ 〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南２－１２－４ TEL.045-500-9433

静岡県 エリア27 〒411-0943 静岡県駿東郡長泉町下土狩１７４－１ TEL.055-989-9511

U-CLUB 〒419-0202 静岡県富士市久沢１０１２－８ TEL.0545073-0628

小林タイヤ商会 静岡 〒417-0002 静岡県富士市依田橋７６９ TEL.0545-33-0891

アウトスペック 〒412-0043 静岡県御殿場市新橋３８６－４ TEL.0550-84-6677

Ｒｅｓｏｒｔ　Ｇａｒａｇｅ 〒410-0011 静岡県沼津市岡宮１３９２－１ TEL.055-939-7190

株式会社プロトオートサービス 〒411-0935 静岡県駿東郡長泉町上長窪９４−３ TEL.055-987-8346



ファクトリー富士 〒412-0008 静岡県御殿場市印野２３１１−４ TEL.0550-80-5577

有限会社インポルト 〒412-0047 静岡県御殿場市神場６４６−６３ TEL.0550-80-5545

ピレリー富士 〒416-0931 静岡県富士市蓼原８８３−８ TEL.0545-63-3029

株式会社ジー・コンセプト 〒417-0056 静岡県富士市日之出町９７－４ TEL.0545-51-6767

スポーツサービスジム 〒417-0025 静岡県富士市瓜島３０ TEL.054-551-8145

新進商事株式会社 〒418-0053 静岡県富士宮市宮北町１２ TEL.054-427-3259

カーブティック　アーバン 〒419-0123 静岡県田方郡函南町間宮３５０−４ TEL.0559-79-5252

ビューティー工房おかだ株式会社 〒419-0201 静岡県富士市厚原１０７５−１２ TEL.054-530-8891

株式会社シーエスエフ 〒424-0012 静岡県静岡市清水区下野西１４－２３ TEL.0543-63-5310

株式会社ナリタ 〒426-0036 静岡県藤枝市上青島３６５－３ TEL.054-646-7002

明和自動車工業有限会社 〒431-1111 静岡県浜松市西区伊左地町２１０４ TEL.053-485-0439

株式会社ル・ガラージュ 〒433-8117 静岡県浜松市中区高丘東４−７−４ TEL.053-420-0605

ＡＪ　ＭＯＴＯＲＳ 〒433-8121 静岡県浜松市中区萩丘２−１−１６ TEL.053-478-2153

ファーストガレージ 〒410-3215 静岡県伊豆市月ヶ瀬４８７－１ TEL.0558-85-1237

アネラ 〒416-0951 静岡県富士市米之宮町２２１ TEL.0545-67-7287

SPEED若松 〒417-0801 静岡県富士市大淵２９－８ TEL.0545-35-2333

カーサポートエイド 〒421-0122 静岡県静岡市駿河区用宗２－１－８ TEL.054-266-9147

オートガレージサイトウ 〒424-0903 静岡県静岡市清水区駒越南町１０－７ TEL.054-336-3922

ダイヤ加茂 〒425-0068 静岡県焼津市中新田４２１－３ TEL.054-639-7751

有限会社柴田モータース 〒437-0023 静岡県袋井市高尾１９２８－１ TEL.0538-44-1911

ＣＡＲ　ＰＯＯＬ 〒425-0091 静岡県焼津市八楠４－７－１０ TEL.054-620-5250

北浜整備 〒435-0028 静岡県浜松市南区飯田町９９－２ TEL.053-461-4555

ヌークス 〒431-0211 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪５２５０ TEL.053-596-9167

カム・ル・カーズ 〒412-0047 静岡県御殿場市神場６２９－６ TEL.090-8956-8440

Ｌʼｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 〒417-0841 静岡県富士市富士岡５３１－１ TEL.0545-67-1710

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

山梨県 ＦｉｎｅＡｕｔｏＳｅｒｖｉｃｅ 〒400-0215 山梨県南アルプス市上八田１６１８－３ TEL.090-3214-8497

株式会社エムライン 〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条５３０９−１ TEL.055-275-9611

株式会社 中央車輛販売 〒400-0118 山梨県甲斐市竜王町６０－１ TEL.055-276-4065

株式会社シルキーワークス 〒400-0334 山梨県南アルプス市藤田２５８２番地 TEL.055-284-7181

有限会社トラスト・オート 〒400-0505 山梨県南巨摩郡富士川町長澤２３６１－１１ TEL.0556-20-7033

有限会社田中自動車 〒400-0851 山梨県甲府市住吉３－３０－９ TEL.055-235-5816

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

長野県 株式会社コンフォート 〒381-0004 長野県長野市大町５９８ TEL.026-296-8844

有限会社デンコー自動車機器 〒381-0037 長野県長野市西和田１−２３−４６ TEL.026-244-1197

株式会社ホイールパラダイス長野徳間店 〒381-0041 長野県長野市徳間６４８−１ TEL.026-263-7900

株式会社若林 〒381-2214 長野県長野市稲里町田牧１９４−３ TEL.0262-84-9366

株式会社エスクリエートランナウェイ 〒381-2214 長野県長野市稲里町田牧１５３３ TEL.026-284-5102

ｇｒｏｏｍ 〒380-0913 長野県長野市川合新田３４６０ TEL.026-285-0955

イエローハット上田住吉店 〒386-0002 長野県上田市住吉１２５−２ TEL.026-875-0223

イエローハット西軽井沢店 〒389-0207 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口１６８６ TEL.026-732-1680

株式会社イーグル 〒399-9422 長野県北安曇野郡小谷村大字千国乙３５４３－１ TEL.0261-71-7780



株式会社ホイールパラダイス松本笹部店 〒390-0847 長野県松本市笹部２−３−２３ TEL.026-328-8668

株式会社グレートインターナショナル 〒396-0026 長野県伊那市西町５７８７−５ TEL.026-573-0660

イエローハット佐久南店 〒385-0053 長野県佐久市野沢４８０－６ TEL.0267-63-2333

イエローハット西軽井沢店 〒389-0207 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口１６８６ TEL.0267-32-1680

イエローハット東御店 〒389-0505 長野県東御市大字和１３８６－６ TEL.0268-63-1680

エスフィールズ 〒399-0036 長野県松本市村井町南１－１６－２９ TEL.0263-86-5156

ヨシイケモータース株式会社 〒381-1225 長野県長野市松代町東寺尾２７２０ TEL.026-278-2737

有限会社シックスティーズカンパニー 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉３０４１ TEL.0267-45-4271

オートバックス全店舗

富山県 有限会社ティーエスヨシモト 〒939-1716 富山県南砺市梅原８７１１ TEL.0763-52-3927

 スクラム 〒930-0846 富山県富山市奥井町２３－１７　　 TEL.076-441-6001

西元自動車有限会社 富山県射水市小島３５０

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

石川県 カルバン金沢店 〒920-3122 石川県金沢市福久町ホ３５ TEL.076-254-0001

株式会社エス＆エス 〒923-0302 石川県小松市符津町タ９１−４ TEL.0761-43-1557

ガレージ　アウトシュピエル 〒923-1115 石川県能美市大長野町チ１０７−３ TEL.0761-58-5988

有限会社小西タイヤ商会ミスタータイヤマン小西 〒926-0821 石川県七尾市国分町ウ部３５−１ TEL.0767-53-6590

ＢＲＡＶＥ 〒929-1126 石川県かほく市内日角ヲ１３番地 TEL.076-208-3091

SCUDERIA G-FOX  〒921-8005 石川県金沢市間明町２丁目３５　　 TEL.076-291-1340

(有)イトウ⾃動⾞ 〒920-0001 石川県金沢市千木町リ１１１－１ TEL.076-257-2811

アール・エス・アール 〒923-0964 石川県小松市今江町８丁目２１８　 TEL.0761-24-3350

カルバン野々市本店 〒921-8842 石川県野々市市徳用町１丁目２４ TEL.076-294-1110

アクシス株式会社 〒921-0841 石川県金沢市浅野本町２－２０－３３ TEL.076-251-5451

スリーエス株式会社 〒920-0027 石川県金沢市駅西新町３丁目１９－２４ TEL.076-236-2371

有限会社アルテミスビークル 〒921-8802 石川県野々市市押野４－８９ TEL.076-246-7720

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

ＧＡＲＡＧＥ　ＳＩＤＥ－ＳＴＥＰ 福井県福井市江守中町７－１０４

福井県 金井自動車工業株式会社 〒914-0124 福井県敦賀市市野々１３−４−２ TEL.0770-25-5100

オートバックス全店舗

岐阜県 株式会社ボード 〒509-6251 岐阜県瑞浪市日吉町５４４−１ TEL.0572-69-2985

ZION 〒501-6012 岐阜県羽島郡岐南町八剣９－１３４ TEL.0582-01-6600

ＡＵＴＯ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ株式会社 〒503-0008 岐阜県大垣市楽田町１－３４ TEL.0584-73-7175

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

愛知県 株式会社バーデン安城店 〒446-0004 愛知県安城市尾崎町上大縄１ TEL.0566-97-3512

スーパーオートバックスＮＡＧＯＹＡ　ＢＡＹ店 〒455-0021 愛知県名古屋市港区木場町９−５１ TEL.0526-93-0020

共和タイヤ商会ミスタータイヤマン大府 〒474-0074 愛知県大府市共栄町８−１３−１３ TEL.0562-46-1458

ＺＥＳＴ 〒480-0107 愛知県丹羽郡扶桑町高木字道上２３６ TEL.0587-916-0510

ワタナベ自動車 〒480-0107 愛知県豊橋市富久縞町字茅野１０１−１ TEL.0587-916-0510

スーパーオートバックス　ルート２２北ナゴヤ 〒481-0045 愛知県北名古屋市中之郷天神２ TEL.0568-25-9022

永吉自動車株式会社（ＱＭＳ） 〒485-0059 愛知県小牧市小木東２−１９５ TEL.0568-68-9954

ジュンオート株式会社 〒492-8137 愛知県稲沢市国府宮１−１４−１２ TEL.0587-24-1815



有限会社ガレージ　エルフ 〒496-0004 愛知県津島市蛭間町字高瀬７２０−１ TEL.056-731-7731

ガレージコルサ 〒496-0014 愛知県津島市金柳町神様田２２６　　 TEL.0567-32-3358

アクセルオート 〒452-0962 愛知県清須市春日高札６５ TEL.052-408-5771

有限会社ドルト 〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井７－１－１５ TEL.0586-76-9599

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

三重県 ピレリー四日市 〒510-0064 三重県四日市市新正４−１１−１８ TEL.0593-54-5605

ストラーダ 〒513-0826 三重県鈴鹿市住吉２−１９−１０ TEL.059-375-7007

有限会社バックアップランドマーク名張北 〒518-0602 三重県名張市東田原６２５−８３ TEL.0595-66-0556

ティーアンドワイカーサービス 〒511-1134 三重県桑名市長島町松蔭７７０ TEL.0594-45-2215

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

滋賀県 株式会社ガレージクレヨン 〒520-0105 滋賀県大津市下阪本１−２５−１４ TEL.077-579-0009

株式会社ヤマモト 〒520-1501 滋賀県高島市新旭町旭１０３４ TEL.0740-25-3330

藤庭自動車 〒520-3016 滋賀県栗東市小野１５−２０ TEL.077-552-3025

カーワークスミズノ 〒525-0006 滋賀県草津市志那中町４２４−６ TEL.077-568-5002

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

京都府 有限会社アシスト 〒607-8067 京都府京都市山科区音羽前田町４８−１ TEL.075-581-2338

オートガレージフェイス 〒612-8373 京都府京都市伏見区毛利町９６ TEL.075-602-0400

関電気工業 〒612-8462 京都府京都市伏見区中島秋ノ山町１３５ TEL.075-681-5284

オートプロジェクト京都 〒613-0023 京都府久世郡久御山町野村村東２０３−１ TEL.075-632-1270

ＳＯＵＴＨ　ＶＩＬＬＡＧＥ　ＭＯＴＯＲＳＰＯＲＴＳ〒614-8176 京都府八幡市上津屋中堤１２８ TEL.075-201-8447

サンワールド福知山 〒620-0000 京都府福知山市堀三白２４９１−３ TEL.0773-22-8663

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

大阪府 株式会社ホソカワコーポレーションｂｏｎｄ　ｓｈｏｐ　Ｏｓａｋａ〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋１−１７−１９ TEL.06-6972-9977

ウインクラフト 〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北３−７−２８ TEL.06-6795-6787

ＰＯＷＥＲ　ＲＥＳＥＲＶＥ　ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ 〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北８−１−１８ TEL.06-6795-1009

マスターフィットカーズ 〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島２−９−２４ TEL.06-4808-1441

Ｇａｒａｇｅ　Ｖｉｃｅ 〒557-0023 大阪府大阪市西成区南開２−２−１２−１Ｆ TEL.06-6568-1778

株式会社ミニスクエア 〒561-0817 大阪府豊中市浜２−２０−５２ TEL.06-6333-3418

有限会社アルツ 〒563-0014 大阪府池田市木部町２１−１６ TEL.072-750-6082

株式会社ＡＰ 〒566-0055 大阪府摂津市新在家１−１４−１０ TEL.06-4862-7775

タイヤセレクト茨木 〒567-0037 大阪府茨木市上穂東町６−２７ TEL.072-623-5458

Ｑｕａｔｔ 〒567-0855 大阪府茨木市新和町１７−２２−６ TEL.072-646-9841

有限会社松崎自動車工作所 〒570-0042 大阪府守口市寺方錦通４−８−１０ TEL.06-6997-4706

オートファクトリーステージ 〒571-0045 大阪府門真市殿島町６−１０ TEL.06-6991-9058

有限会社バル・フォーエス 〒573-0003 大阪府枚方市出屋敷西町２－３０－１ TEL.072-805-4444

有限会社ＡＲＪ 〒573-0007 大阪府枚方市堂山２−３６−１０ TEL.072-805-5555

瀬崎オート 〒573-0064 大阪府枚方市北中振３−４１−６ TEL.072-832-7737

レイスティーブブロス　カーズ 〒577-0006 大阪府東大阪市楠根１−８−８ TEL.06-6744-6789

オーサム 〒577-0006 大阪府東大阪市楠根３−２−４３ TEL.06-6745-6522

株式会社ＧＬＩＤＥ 〒577-0024 大阪府東大阪市荒本西１丁目３−３６ TEL.06-4306-5500

６ＤＥＧＲＥＥＳ 〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町５－５－２７ TEL.072-984-6651



クワトロモータース 〒582-0020 大阪府柏原市片山町１３−４１ TEL.072-959-9016

オートハウス２１２ 〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町３−３０−８ TEL.0725-55-4114

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

兵庫県 タイヤセンターセブン 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地３−１２ TEL.078-939-2730

スーパーオートバックス　サンシャインＫＯＢＥ店 〒658-0027 兵庫県神戸市東灘区青木１－２－３４ TEL.078-435-6006

有限会社エムズエムズエンジニアリング 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町４−１７−１８ TEL.06-6437-3560

有限会社ジェスター 〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園３−９−１ TEL.079-863-5055

Ｄ．Ｅ．Ｆ．　Ｃａｒｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 〒664-0012 兵庫県伊丹市緑ヶ丘２−１２６ TEL.072-773-6007

タイヤベースＮＥＸＴ 〒664-0874 兵庫県伊丹市山田４−６−６４ TEL.072-741-6712

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

奈良県 ツダレーシング 〒633-0212 奈良県宇陀市榛原高井２０８ TEL.0745-82-7737

山口商会 〒637-0051 奈良県五條市御山町３２５ TEL.0747-20-9012

西川自動車整備工場 〒639-0252 奈良県香芝市穴虫２２９７番地１ TEL.074-576-2519

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

和歌山県 スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

鳥取県 オートバックス全店舗

島根県 カーブレス　株式会社ジェイ 〒690-0023 島根県松江市竹矢町７７２−６ TEL.0852-59-5844

ピレリーフレンズ出雲店 〒693-0025 島根県出雲市塩冶町南町３−６−５ TEL.0853-21-6485

オートバックス全店舗

岡山県 幸福車輛株式会社 〒701-0304 岡山県都窪郡早島町早島２９９５－１ TEL.086-480-1123

オートバックス全店舗

広島県 ガレージ桜 〒729-5813 広島県庄原市川西町８６０−５ TEL.0824-72-5710

ルーズカースタイル 〒731-1513 広島県山県郡北広島町川井７５２−１ TEL.0826-72-7252

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

徳島県 バディ　ベース 〒770-8005 徳島県徳島市津田浜之町１－３２ TEL.088-677-7003

有限会社ＧＬＩＤＥ 〒770-8070 徳島県徳島市八万町犬山１８３－３ TEL.088-669-4071

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

香川県 ＢＭＣサービス 〒761-8082 香川県高松市鹿角町４２３－８ TEL.087-864-3298

プレスリーヒカリ 〒763-0093 香川県丸亀市郡家町字原３０８６−４ TEL.0877-23-7090

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

愛媛県 スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

高知県 スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

山口県 マーシーズ 〒753-0851 山口県山口市黒川２１５６－８ TEL.083-923-5071

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

福岡県 オートガレージ　アンサー 〒800-0227 福岡県北九州市小倉南区津田新町４−１−３５ TEL.093-475-3147

トータルカーサポート　アシスト 〒811-1101 福岡県福岡市早良区重留６－１２－１２ TEL.092-834-3129

ＦＡＲＥＡ 〒811-4143 福岡県宗像市三郎丸６−１−３３ TEL.094-038-0420

スギヤマ自動車 〒811-4341 福岡県遠賀郡遠賀町鬼津２５７６−１ TEL.093-291-5754

株式会社アルベグランデ 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島６－１－１５ TEL.092-621-2001

ＣａｎｄＲ株式会社 〒814-0022 福岡県福岡市早良区原６－８－５ TEL.092-843-3030

株式会社　T-STYLE 〒813-0032 福岡県福岡市早良区小田部２－１－１２ TEL.092-407-4991

カスタムショップファイン 〒815-0041 福岡県福岡市南区野間２丁目１３−１１ TEL.092-511-1616



オートバックス春日フォレストシティ 〒816-0844 福岡県春日市大字上白水１３０８番１ TEL.092-589-1100

オートバックス太宰府大佐野店 〒818-0134 福岡県太宰府市大字大佐野尾崎４３９ TEL.092-928-8442

有限会社クランツ 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川２－１１－１２ TEL.092-504-3181

マーキュリーエンジニアリング 〒816-0921 福岡県大野城市中畑２－６－３４ TEL.092-558-4775

有限会社カーメイトオガワ 〒836-0065 福岡県大牟田市三川町２丁目３７－２ TEL.0944-57-2255

ＶＯＩＣＥ 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎１−６−２０ TEL.094-245-4016

スーパーオートバックス大野城御笠川店 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川５－２－１ TEL.092-503-8686

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

佐賀県 オートバックス全店舗

長崎県 オートバックス全店舗

熊本県 隈部自動車 〒861-0527 熊本県山鹿市寺島３４８－１ TEL.0986-41-9834

株式会社パインプレイン 〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町８９６－１ TEL.096-388-4635

フクナミオート 〒861-4403 熊本県下益城郡美里町中郡１２７６－１ TEL.0964-46-3099

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

大分県 スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

宮崎県 ＫＨサービスＤＡＹ　ＴＲＩＰＰＥＲ 〒880-0041 宮崎県宮崎市池内町前吾田１１０１−１ TEL.0985-39-5144

メカドックエボリューション 〒880-0912 宮崎県宮崎市大字赤江飛江田１０５０−２ TEL.0985-53-0911

タイヤショップきのした 〒880-0917 宮崎県宮崎市城ケ崎４−１７−２ TEL.0985-54-3845

スーパーオートバックスおよびオートバックス全店舗

鹿児島県 オートバックス全店舗

沖縄県 ずけむら自動車販売 〒901-0512 沖縄県八重瀬町字具志頭１６４４－１ TEL.098-996-4235

オートバックス　ニュー小禄店 〒901-0145 沖縄県那覇市高良３－４－５ TEL.098-858-3000

オートバックスニューマチナト店 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港２丁目４８－７ TEL.098-876-8000

オートバックスニュー具志川店 〒904-2245 沖縄県うるま市赤道２４７ TEL.098-974-2227

オートバックス　ニュー北谷店 〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜１－５－８－２ TEL.098-936-4001

オートバックスあわせモール店 〒904-2161 沖縄県沖縄市古謝２－１７－３ TEL.098-938-5555


