ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

電話番号

北海道

(株)ヨコハマタイヤリテール北海道タイヤガーデン 札幌新川 北海道北海道札幌市北区新川４条16丁目2番12号

011-768-1155

北海道

加茂川電装工業株式会社

北海道札幌市白石区本通南15丁目3番18号

011-350-5820

北海道

株式会社

北海道札幌市白石区米里二条3-4-40

011-872-3362

北海道

タイヤガーデン

北海道札幌市厚別区厚別東5条4丁目10-30

011-898-2222

北海道

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

北海道札幌市手稲区稲穂３条3丁目10番40号

011-694-0311

北海道

株式会社スターオート

北海道札幌市東区北四十八条東1-1-27

011-751-2331

北海道

タイヤ館

北海道函館市日乃出町1-16

0138-32-3135

北海道

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

函館桔梗

北海道函館市桔梗2丁目19番12号

0138-46-7778

北海道

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

函館昭和

北海道函館市昭和1-28-5

0138-41-8109

北海道

タイヤガーデン

北海道函館市昭和3丁目36-6

0138-34-4466

北海道

タイヤ館

北海道函館市本通4丁目1-1

0138-52-3322

北海道

コクピットエイジ

北海道小樽市勝納町9-10

0134-24-1700

北海道

ブリヂストンリテールジャパン㈱北日本支社タイヤ館

小樽 北海道小樽市塩谷1-1-38

0134-26-1516

北海道

タイヤ館

桑園

北海道札幌市中央区北七条西20丁目2-25

011-613-2525

北海道

株式会社

滝川自工広島工場

北海道北広島市大曲工業団地2-3-17

011-376-3030

北海道

株式会社

滝川自工広島工場

北海道北広島市大曲工業団地2-3-17

011-376-3030

北海道

株式会社アイリス

北海道石狩市緑苑台東三条269番地1

0133-76-6766

北海道

(株)ヨコハマタイヤリテール北海道タイヤガーデン 札幌元町 北海道北海道札幌市東区北２６条東21丁目4-8

011-780-1155

北海道

タイヤ館

0123-42-1234

北海道

㈱ヨコハマタイヤリテール北海道タイヤガーデン

北海道

株式会社

北海道

マツダオートザム江別

北海道

宮崎自動車工業株式会社

北海道

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

北海道

株式会社

北海道

株式会社治田タイヤ

北海道

有限会社

北海道

有限会社タイヤサービス

北海道

宮崎自動車工業㈱札幌東支店クレバージャパン

北海道

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

北海道

ブリヂストンリテールジャパン㈱コクピット旭川

北海道旭川市南5条通25丁目121-71

0166-34-0679

北海道

株式会社十勝ヂーゼル計器

北海道北海道帯広市西２０条北2丁目２６番地10

0155-41-7631

北海道

タイヤ館

北海道北見市小泉483-1

0157-69-4480

北海道

タイヤ館北見

北海道北見市西富町1-12-6

0157-26-8500

北海道

有限会社漆原タイヤ商会

北海道網走郡美幌町字栄町4丁目3番地

0152-73-3378

北海道

タイヤ館

北海道網走市駒場北6丁目3-1

0152-43-4688

青森県

株式会社タイヤセンター泉谷

青森県青森市妙見3丁目1-46

017-738-2600

青森県

タイヤ館

青森中央

青森県青森市東大野2丁目11-6

017-762-3601

青森県

有限会社

丸和自動車サービスセンター

青森県青森市南佃1-18-2

017-741-0670

青森県

有限会社

丸和自動車サービスセンター

青森県青森市南佃1丁目18番2号

017-741-0670

青森県

（有）ノースロードジャパンタイヤガーデン

青森県三沢市堀口17-101

0176-58-0063

青森県

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

青森県十和田市大字三本木字千歳森221

0176-25-8867

青森県

有限会社

むつ車体工業

青森県むつ市南赤川町10-25

0175-22-3561

青森県

有限会社

むつ車体工業

青森県むつ市南赤川町10-25

0175-22-3561

青森県

有限会社

カーテックベア

青森県むつ市金谷1-5-21

0175-22-8686

青森県

㈱タイヤセンター泉谷

青森県黒石市中川字篠村49-13

0172-53-3988

青森県

ヨコハマタイヤリテール青森㈱タイヤガーデン

青森県弘前市堅田1丁目4-4

0172-33-0721

青森県

ヨコハマタイヤリテール青森㈱

青森県

株式会社タイヤセンター泉谷

青森県

株式会社

ガレージアウトプット
札幌厚別店
手稲

函館日の出

函館店

函館本通店

千歳

北海道千歳市豊里2丁目1-3
千歳 北海道千歳市富士4丁目1-10

カサデン

トキワ電装工業

0126-22-4088

北海道江別市大麻泉町50番地の16

011-384-1500

北海道江別市大麻泉町50-16

011-384-1500

旭川すえひろ 北海道旭川市末広東１条3-1-7

丸金金田自動車
深川

ハヤシ

網走駒場
青森店

みさわ
十和田

黒石店
弘前

0166-51-9911

北海道砂川市空知太東１条1丁目1-5

0125-53-3576

北海道深川市四条17-6

0164-23-4420

北海道深川市西町10-32

0164-26-2335

北海道札幌市東区丘珠町285

011-783-6182

タイヤセンターテック弘前 青森県弘前市高田3丁目6-13

ボディショップ白取

弘前本店

0166-54-2446

北海道旭川市末広東1条6丁目

旭川大雪通り 北海道旭川市８条通19丁目120-13

北見小泉

0123-49-2701

北海道岩見沢市東町626-4

0166-32-5550

0172-26-4761

青森県弘前市船水2丁目2-1

0172-33-6810

青森県青森市富田2-12-25

017-782-7031

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

電話番号

青森県

ヨコハマタイヤリテール青森㈱タイヤガーデン八戸

青森県八戸市尻内町字島田8-2

0178-70-1333

青森県

株式会社ウイリングオート

青森県八戸市石堂1-1-1

0178-32-0567

青森県

ミスタータイヤマン

青森県瑞浪市薬師町2丁目33番地

0572-66-3733

岩手県

有限会社

岩手県盛岡市みたけ4-4-5

019-641-2020

岩手県

有限会社三陽自動車工業

岩手県盛岡市みたけ4-4-5

019-641-2020

岩手県

岩手三菱自動車販売株式会社

岩手県一関市赤萩字堺1

0191-25-4030

岩手県

株式会社

橋爪自動車商会

岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森30-5

0192-27-7227

岩手県

株式会社

橋爪自動車商会

岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森30-5

0192-27-7227

岩手県

㈱ALECJapanCars

岩手県大船渡市猪川町字前田12-6

0192-47-3719

岩手県

H＆Car

岩手県大船渡市三陸町越喜来字東上甫嶺22-1

0192-43-1881

岩手県

㈱ALECJapanＨ＆Ｃａｒ

岩手県大船渡市三陸町越喜来字東上甫嶺22-1

0192-43-1881

宮城県

遠藤自動車リペアガレージ

宮城県仙台市若林区卸町3丁目5番8号

022-236-6311

宮城県

有限会社

髙橋ボデー

宮城県名取市飯野坂3丁目4番64号

022-384-1309

宮城県

株式会社タイヤショップＦＯＯＴ

宮城県角田市横倉字大在家269-1

0224-87-6266

宮城県

タイヤガーデンいずみ

宮城県仙台市泉区泉中央1-38-12

022-218-5020

宮城県

㈱ヨコハマタイヤルック宮城タイヤガーデンいずみ

宮城県仙台市泉区泉中央1-38-12

022-218-5020

宮城県

株式会社平和サービス商会

宮城県黒川郡大郷町味明字樋場下31-1

022-359-4598

宮城県

株式会社

宮城県黒川郡大郷町味明字樋場下31-1

022-359-4598

宮城県

Ｄｅｌｕｓｉｏｎ（デリューション）

宮城県黒川郡大和町小野字岩倉53-30

080-5525-2420

宮城県

㈱カーテック仙台

宮城県仙台市太白区郡山七丁目13-15

022-247-3452

宮城県

株式会社スタイル

宮城県仙台市太白区長町4丁目7-3

022-304-4201

宮城県

タイヤガーデン仙台東

宮城県仙台市宮城野区福室4-18-13

022-258-3214

瑞浪

三陽自動車工業

ROUTE45

平和サービス商会

宮城県

㈱ヨコハマタイヤルック宮城タイヤガーデン仙台東

宮城県仙台市宮城野区福室4-18-13

022-258-3214

宮城県

㈱ヨコハマタイヤルック宮城株式会社

宮城県仙台市宮城野区福室4丁目18番13号

022-388-7144

宮城県

丸幸自動車工業

宮城県仙台市宮城野区扇町3-8-28

022-232-5505

宮城県

丸幸自動車工業株式会社

宮城県仙台市宮城野区扇町3-8-28

022-232-5505

宮城県

株式会社

仙台タイヤ

宮城県仙台市宮城野区扇町5-6-4

022-284-7159

宮城県

タイヤ館

宮城野

宮城県仙台市宮城野区苦竹1-6-64

022-239-5341

宮城県

タイヤガーデン若林荒井

宮城県仙台市若林区荒井1-29-12

022-794-7512

宮城県

㈱ヨコハマタイヤルック宮城タイヤガーデン若林荒井

宮城県仙台市若林区荒井1-29-12

022-794-7512

宮城県

有限会社

桜井自動車商会

宮城県塩竃市杉の入4-2-9

022-366-2323

宮城県

有限会社

桜井自動車商会

宮城県塩竃市杉の入4-2-9

022-366-2323

宮城県

ＴＵサービス

宮城県塩竈市母子沢町16-2

022-346-7612

宮城県

株式会社

アイセイオート

宮城県石巻市わかば2-1-1

0225-92-8377

宮城県

株式会社

アイセイオート

宮城県石巻市わかば2-1-1

0225-92-8377

宮城県

株式会社

佐藤モータース

宮城県登米市米山町中津山字清水62-1

0220-55-2724

宮城県

株式会社

佐藤モータース

宮城県登米市米山町中津山字清水62-1

0220-55-2724

宮城県

ラビット気仙沼中央店

宮城県気仙沼市南郷2-9

0226-21-4190

宮城県

有限会社

宮城県気仙沼市南郷2-9

0226-21-4190

宮城県

タイヤショップＩ・Ｔ・Ｏ

宮城県気仙沼市田中前1-3-1

0226-29-6416

宮城県

㈲スペックタイヤガーデン

宮城県気仙沼市赤岩老松64-5

0226-24-5453

宮城県

タイヤガーデン吉成

宮城県仙台市青葉区南吉成2-17-1

022-278-7910

宮城県

㈱ヨコハマタイヤルック宮城タイヤガーデン吉成

宮城県仙台市青葉区南吉成2-17-1

022-278-7910

宮城県

タイヤガーデン古川

宮城県大崎市古川中里2-9-31

0229-91-8133

宮城県

㈱ヨコハマタイヤルック宮城タイヤガーデン古川

宮城県大崎市古川中里2-9-31

0229-91-8133

秋田県

㈱プロショップ秋田タイヤガーデン秋田中央

秋田県秋田市寺内字三千刈312-1

018-865-2105

秋田県

ねっとマーケット

秋田県秋田市飯島道東3-2-59

018-802-0360

秋田県

有限会社

秋田県横手市赤坂字城野岡42

0182-36-1414

秋田県

由利タイヤ㈱タイヤ館

秋田県由利本荘市石脇字田中74-1

0184-24-4444

秋田県

オートクラフト

秋田県由利本荘市日役町13

0184-22-8770

ヨコハマタイヤルック宮城

本社

株式会社

ラビット

気仙沼中央店
スペック

有限会社ポート保険サービス

旭星自動車
本荘

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

秋田県

ミスタータイヤマン

秋田県

㈲佐藤自動車商会

秋田県

Ｒ・Ｓ

秋田県

有限会社

秋田県

有限会社上等自動車

秋田県

能代店

電話番号

秋田県能代市中柳12-16

0185-52-7536

秋田県にかほ市金浦頃田19-1

0184-38-2306

秋田県鹿角市花輪字高井田55-4

0186-30-1110

秋田県大館市比内町達子字相善廻120-3

0186-55-0815

秋田県大館市比内町達子字相善廻120-3

0186-55-0815

ファクトリーおやま

秋田県秋田市河辺三内字外川原144-1

018-827-3777

山形県

タイヤセレクト

山形県山形市南二番町7-11

023-631-3797

山形県

タイヤガーデン米沢中央

山形県米沢市徳町4-47

0238-26-4112

山形県

タイヤセレクト長井

山形県長井市緑町10-24

0238-84-2388

山形県

タイヤ館

山形県鶴岡市宝田一丁目9-26

0235-28-1601

山形県

(有)タイヤハウスアマーレコクピットアマーレ

山形県酒田市北新橋2丁目12-4

0234-22-2050

山形県

(有)カーフットショップ後藤ミスタータイヤマン上山

山形県上山市河崎3丁目7-8

023-673-5120

福島県

ブリヂストンタイヤサービス東日本㈱タイヤサービス

福島県

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

福島県
福島県

リージョンセーフティ

オートエポック店

上等自動車

山形

鶴岡

福島店 福島県福島市鎌田字熊の前1-1

024-553-6472

福島県福島市南矢野目字菅原50-20

024-555-6888

イズミヤワークス有限会社

福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字東3-3

024-566-2523

ブリヂストンリテールジャパン㈱コクピット西部

福島県福島市南中央3丁目34-2

024-533-4500

福島県

コクピット福島有限会社

福島県福島市渡利字山ノ下前27-1

024-521-0222

福島県

タイヤ館

平

福島県いわき市平谷川瀬2丁目2-3

0246-25-6060

福島県

タイヤ館

いわき鹿島

福島県いわき市鹿島町船戸字沼田12

0246-76-0566

福島県

有限会社泉井自動車

福島県相馬市小泉字山田451-1

0244-36-4365

福島県

有限会社

ナラハマイカーセンター

福島県いわき市小川町上平字前田12

0246-88-1734

福島県

有限会社

吉田モータース

福島県伊達郡国見町藤田字大枝道一2-5

024-585-2386

茨城県

Lime Crazy

茨城県土浦市中村西根2036-9-1F

090-5303-8683

茨城県

中道タイヤサービス株式会社

茨城県取手市谷中220-1

0297-82-3882

茨城県

（株）ぐらんぜるごーまる

茨城県つくばみらい市絹の台3-21-2

0297-20-5355

茨城県

株式会社

ボディショップ塙

茨城県桜川市真壁町山尾1018-3

0296-54-1870

茨城県

有限会社

川原代自動車電機工業所

茨城県龍ヶ崎市南中島町57-5

0297-66-2766

茨城県

ボディーショップ小林自動車

茨城県守谷市本町3953

0297-47-8884

茨城県

スズキ販売古河 有限会社寺崎商会

茨城県古河市東4丁目16-15

0280-31-3578

茨城県

株式会社

平川モータース

茨城県猿島郡境町長井戸730-14

0280-87-0551

茨城県

有限会社

平井自動車

茨城県猿島郡境町境町649-1

0280-87-0833

茨城県

スズキトラスト株式会社

茨城県坂東市大谷口1094番地8

0297-38-0081

茨城県

スズキトラスト株式会社

茨城県坂東市大谷口1094-8

0297-38-0081

茨城県

ハヤセ自動車工業

茨城県筑西市樋口1343

0296-24-6774

茨城県

有限会社

小田部自動車商会

茨城県筑西市菅谷1594

0296-22-6689

茨城県

有限会社

江連自動車

茨城県筑西市布川927番地3

0296-28-5733

茨城県

ＵＤトラックス株式会社

茨城県筑西市玉戸2983

0296-28-5351

茨城県

(有)カーピットルートゴーマル

茨城県桜川市長方991-1

0296-75-1129

茨城県

有限会社

茨城県桜川市長方991-1

0296-75-1129

茨城県

くるま工房笹間株式会社

茨城県笠間市住吉1567-33

0296-70-5202

茨城県

オートボディークリニック

茨城県笠間市平町432-2

0296-77-5116

茨城県

アイオート

茨城県水戸市見和2-489-1

02-9253-3443

茨城県

株式会社

茨城県神栖市知手2974-79

0299-96-4864

茨城県

カーランド・キング

茨城県神栖市平泉2414-7

0299-93-0821

茨城県

株式会社オートテックデルト

茨城県神栖市鰐川25-362

0299-90-0300

茨城県

KENZ BODY SHOP

茨城県かすみがうら市新治1659-6

0299-59-5977

茨城県

KENZ BODY SHOP

茨城県かすみがうら市新治1659-6

0299-59-5977

茨城県

ガレージケイズクラブ

茨城県日立市十王町友部1898-1

0294-39-7270

栃木県

ワンダーガレッジ

栃木県宇都宮市山本3-11-6

028-612-5000

栃木県

DAWG

栃木県宇都宮市駒生町3361-16-1-101

028-612-5232

下館カスタマーセンター

カーピットルートゴーマル
シンセイ

山沢自動車

AUTO

WORKS

福島北

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

電話番号

栃木県

有限会社Ｊ－ＢＬＵＥ

栃木県宇都宮市宝木本町2078-7

028-678-3336

栃木県

株式会社

栃木県栃木県宇都宮市下砥上町639番地1

028-659-6008

栃木県

カーショップモデナ

栃木県宇都宮市下欠町894-2

028-659-4011

栃木県

タイヤワーク

栃木県宇都宮市若松原2-1-25

028-653-6300

栃木県

株式会社

グロース

栃木県下都賀郡壬生町安塚1775-1

0282-25-7171

栃木県

有限会社

ティエスオート

栃木県宇都宮市下平出町636-4

028-689-5565

栃木県

ガレージセブン

栃木県宇都宮市西刑部町1962-35

028-688-0527

栃木県

有限会社

T.Tファクトリー

栃木県宇都宮市下川俣町1062-5

028-612-5140

栃木県

有限会社

タネオカ技巧

栃木県日光市川室330-1

0288-21-7804

栃木県

有限会社

ライト

栃木県宇都宮市鐺山町1064-1

028-670-0070

栃木県

ヤシチオート

栃木県鹿沼市上石川1447-3

0289-76-2091

栃木県

有限会社

美田自動車整備工場

栃木県小山市大字大行寺995-55

0285-23-2261

栃木県

株式会社

小野自動車

栃木県大田原市蛭畑353

0287-98-2532

栃木県

有限会社長谷川オート

栃木県那須郡那珂川町小川2884-1

0287-96-3939

栃木県

日藤自動車工業

栃木県那須塩原市越堀118-1

0287-63-5672

栃木県

日藤自動車工業有限会社

栃木県那須塩原市越堀118-1

0287-63-5672

栃木県

有限会社

栃木県足利市大橋町1-1824

0284-42-5829

栃木県

オートサウンドアビリティ

栃木県足利市借宿町611-8

0284-55-5394

栃木県

ドリームワークス

栃木県足利市借宿町611-8

090-2430-9021

栃木県

有限会社

アルフォーオート

栃木県足利市大前町1394-1

0284-64-0101

栃木県

有限会社

山根自動車販売

栃木県佐野市上羽田町192-2

0283-23-3595

栃木県

有限会社

ティティエスとちぎ

栃木県宇都宮市古田町727-3

028-672-7711

栃木県

ロードストーム

栃木県那須塩原市西富山374-2

0287-39-5012

栃木県

曽根板金塗装

栃木県前橋市嶺町1934-9

027-269-7920

栃木県

海老沼自動車

栃木県小山市上生井1231-1

0282-67-2545

群馬県

高崎オートディーラー

群馬県高崎市浜尻町1115

027-386-8088

群馬県

株式会社

JENESIS

群馬県高崎市中尾町1417-1

027-370-8801

群馬県

有限会社

カーサポート

群馬県高崎市大沢町301-1

027-352-8714

群馬県

株式会社キャッスルオートセンター

群馬県高崎市島野町1036番地3

027-381-6886

群馬県

株式会社

群馬県高崎市島野町1036－3

027-381-6886

群馬県

大谷自動車整備工場

群馬県邑楽郡千代田町下中森197－2

0276-86-2949

群馬県

渡辺自動車整備工場

群馬県邑楽郡明和町矢島731-1

0276-84-2526

群馬県

大谷自動車整備工場

群馬県邑楽郡千代田町下中森197-2

0276-86-2949

群馬県

有限会社

根岸ボデー製作所

群馬県高崎市大橋町164

027-322-3619

群馬県

有限会社

佐野自動車

群馬県高崎市下佐野町531-2

027-346-3946

群馬県

有限会社

エスジーオート

群馬県高崎市下豊岡町1035-6

027-395-5959

群馬県

カーフォレスト

群馬県高崎市新町795

0274-42-1741

群馬県

オートショップ

群馬県高崎市吉井町池52-1

027-388-9959

群馬県

オートショップイズミ

群馬県高崎市吉井町池52-1

027-388-9959

群馬県

ZERO AUTO

群馬県前橋市龍蔵寺町153

027-226-6745

群馬県

ZERO

群馬県前橋市龍蔵寺町153

027-226-6745

群馬県

Ｇｏｏｄ

群馬県伊勢崎市堤下町74-2

0270-75-1962

群馬県

ガレージセレクション

群馬県伊勢崎市大手町16-15

0270-25-6191

群馬県

赤尾商事

群馬県太田市東本町38-1

0276-25-8359

群馬県

有限会社カマツカ自動車

群馬県館林市青柳町335-1

0276-73-1817

群馬県

有限会社

カマツカ自動車

群馬県館林市青柳町335-1

0276-73-1817

群馬県

株式会社

山陽自動車

群馬県館林市青柳町1583

0276-74-1611

群馬県

藤岡オート

群馬県藤岡市藤岡1054-3

0274-22-0421

群馬県

株式会社

群馬県藤岡市中大塚202-2

0274-25-8208

群馬県

ワイズカーランド

群馬県桐生市広沢町2丁目3085-2

0277-55-5577

成岐

宇都宮北店

有限会社

キクチオート

株式会社

キャッスルオートセンター

イズミ

AUTO
Ｆｉｅｌｄ
株式会社

株式会社
車検センターアカオ

有限会社
オートショップＫ２

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名
ワイズ

電話番号

群馬県

株式会社

群馬県桐生市広沢町2丁目3085-2

0277-55-5577

群馬県

坂口自動車販売

株式会社

群馬県桐生市宮本町3丁目3-28

0277-22-5171

群馬県

カーコンビニ倶楽部Pit桐生

群馬県桐生市新里町新川638-2

0277-74-3288

群馬県

カーコンビニ倶楽部

群馬県桐生市新里町新川638-2

0277-74-3288

群馬県

有限会社

渋川マツダ

群馬県渋川市渋川1617番地の2

0279-22-0812

群馬県

有限会社

河内屋

群馬県渋川市白井2227-1

0279-23-4002

群馬県

小野上自動車整備工場

群馬県渋川市村上204-7

0279-59-2186

群馬県

有限会社

群馬県吾妻郡中之条町大字市城104-1

0279-75-5959

群馬県

CarShop-ACE 有限会社

群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原710-42

0279-97-3443

群馬県

有限会社草津ホンダ

群馬県吾妻郡草津町大字前口123

0279-88-5070

群馬県

有限会社

草津ホンダ

群馬県吾妻郡草津町大字前口123

0279-88-5070

群馬県

株式会社

ボルテックスセイワ

群馬県安中市下磯部985

027-381-4611

群馬県

株式会社

ボルテックスセイワ

群馬県安中市下磯部985番地

027-381-4611

群馬県

有限会社

兵藤自動車工業

群馬県渋川市赤城町長井小川田291

0279-56-4004

群馬県

ガレージ２１

群馬県伊勢崎市東小保方町3477

0270-63-8721

群馬県

有限会社

群馬県邑楽郡明和町大輪1743

0276-84-2029

埼玉県

（一社）全国総合福祉車両協議会

埼玉県さいたま市北区宮原町3-294第1島村ビル201 048-796-7503

埼玉県

一般社団法人

埼玉県さいたま市北区宮原町3-294第1島村ビル201 048-796-7503

埼玉県

SBオート

埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目599-2

048-782-8657

埼玉県

株式会社

ピース

埼玉県春日部市永沼550-1

048-796-5523

埼玉県

株式会社

ガレージイガラシ

埼玉県さいたま市緑区三室1203-3

048-810-6070

埼玉県

玉利自動車販売

埼玉県さいたま市桜区田島4-31-21

048-861-5450

埼玉県

有限会社

コジマガレージ

埼玉県さいたま市岩槻区掛301

048-756-2544

埼玉県

有限会社

藤沼自動車

埼玉県幸手市神明内299

0480-48-0545

埼玉県

トーサイアポ

埼玉県三郷市上彦名500-3

048-958-2161

埼玉県

さつき平給油所

埼玉県三郷市下彦川戸772-2

048-958-2311

埼玉県

春日部オートサービス

埼玉県春日部市不動院野467

048-754-3732

埼玉県

株式会社

アリム

埼玉県春日部市南中曽根849-6

048-761-5555

埼玉県

株式会社

アリム

埼玉県春日部市南中曽根849-6

048-761-5555

埼玉県

株式会社

ＫＥＥＰ

埼玉県北葛飾郡杉戸町提根4668

0480-36-1554

埼玉県

有限会社

相馬モータース

埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野219-3

0480-34-6772

埼玉県

有限会社

杉田モータース

埼玉県加須市向川岸町5番6号

0480-61-0704

埼玉県

有限会社

オートプラザ・ストリーム

埼玉県蓮田市根金1253-1

048-766-8343

埼玉県

橋本オート商会

埼玉県久喜市高柳1789-1

0480-77-4225

埼玉県

有限会社金屋自動車

埼玉県加須市旗井2360

0480-72-2040

埼玉県

有限会社

埼玉県坂戸市北峰85

049-281-1148

埼玉県

株式会社ライジング

埼玉県川越市天沼新田191-7

049-239-0400

埼玉県

㈱バクスオートブラスト

埼玉県埼玉県志木市上宗岡3-7-17

048-423-4765

埼玉県

ＢＩＲＴＨ

埼玉県入間市仏子1126-1

042-932-5755

埼玉県

有限会社

近藤自動車工業

埼玉県所沢市林1-36-5

04-2948-3545

埼玉県

株式会社

ダイエー自動車販売

埼玉県行田市若小玉1589-1

048-553-3004

埼玉県

有限会社

トミタ自動車

埼玉県行田市埼玉5435-11

048-559-4234

埼玉県

有限会社トミタ自動車

埼玉県行田市埼玉5435-11

048-559-4234

埼玉県

有限会社

アキオート

埼玉県深谷市折之口664

048-571-2727

埼玉県

有限会社

田代自動車販売

埼玉県秩父市熊本町12番16号

0494-23-3309

千葉県

有限会社

オペックス

千葉県千葉市中央区千葉港8-1-2-1104

043-204-6657

千葉県

千葉石油（株）

千葉県千葉市中央区寒川町2-59-7

043-264-3511

千葉県

千葉石油

千葉県千葉市中央区寒川町2-59-7

043-264-3511

千葉県

千葉石油（株）

千葉県千葉市美浜区新港64

043-247-1857

千葉県

千葉石油

千葉県千葉市美浜区新港64

043-247-1857

Pit桐生

神光オート

落合自動車
全国総合福祉車両協議会

株式会社

株式会社

三郷第一工場

ブレーブ

ホリデー車検千葉みなと

ホリデー車検千葉みなと
ハートフル車検センター

ハートフル車検センター

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

電話番号

千葉県

株式会社

サトウオート

千葉県千葉市稲毛区長沼原30-1

043-259-1386

千葉県

株式会社

ワイアンドワイ

千葉県千葉市若葉区中野町225

043-228-2597

千葉県

株式会社

コーリンオート

千葉県野田市木間ケ瀬谷中2672-2

04-7197-1055

千葉県

有限会社

押田自動車

千葉県印西市松崎478-2

0476-47-3316

千葉県

株式会社沼南中央自動車

千葉県柏市鷲野谷1028-1

04-7191-3181

千葉県

有限会社

千葉県松戸市稔台1086-1

047-392-7626

千葉県

Ｇａｒａｇｅ

千葉県鎌ヶ谷市中沢169-3

047-767-1940

千葉県

株式会社

千葉県鎌ヶ谷市中沢771-1

047-446-0281

千葉県

株式会社イケダオート

千葉県鎌ケ谷市中沢771-1

047-446-0281

千葉県

有限会社

ジェットストローク

千葉県鎌ヶ谷市初富178-2

047-446-5557

千葉県

ＺＥＲＯ

ＢＩＴ

千葉県鎌ヶ谷市西佐津間1-19-32

047-442-2004

千葉県

オートガレージヒデ

千葉県船橋市田喜野井5-20-6

047-468-4030

千葉県

ティーアンドエスコーポレーション㈱グリッド

千葉県

有限会社

千葉県
千葉県

テクニカルセンター

ヴィヴィッド
Ａ＆Ｃ

イケダオート

秋山デンソー

船橋店 千葉県船橋市二和東4-8-19

047-449-8880

千葉県船橋市二和西3-12-12

047-449-3485

シンドバット

千葉県船橋市飯山満町1-194

047-426-3385

恭和オートサービス

千葉県柏市西山1-22-10

04-7113-0053

千葉県

ロータス東葛

千葉県柏市布施149-3

04-7100-2131

千葉県

ロータス東葛

千葉県柏市布施149-3

04-7100-2131

千葉県

有限会社

千葉県野田市目吹1529-2

04-7122-7512

千葉県

YKB production

千葉県野田市木野崎1360

04-7138-2816

千葉県

ＳＨＩＮトータルサービス株式会社

千葉県野田市吉春657-10

04-7125-3904

千葉県

キウチオート

千葉県東金市台方246-7

0475-55-3233

千葉県

株式会社

千葉県東金市小野1622-1

0475-54-2679

千葉県

立田自動車工業

千葉県佐倉市江原5番

043-486-6308

千葉県

プラスオン

千葉県佐倉市生谷1515-216

043-308-7434

千葉県

ディーズオートジャパン株式会社

千葉県成田市西大須賀1435-4

047-685-8406

千葉県

株式会社

千葉県匝瑳市栢田5991

0479-67-4088

千葉県

ダイワオート

千葉県市原市村上2313-3

0436-20-3900

千葉県

株式会社

千葉県館山市川名666

0470-27-2553

千葉県

株式会社ゼロスポーツ

千葉県柏市十余二337-458

050-8880-6633

東京都

有限会社

東京都足立区南花畑5-23-8

03-3859-7427

東京都

有限会社サンキョーオート

東京都足立区南花畑5丁目23番8号

03-3859-7427

東京都

大面自動車販売

東京都足立区一ツ家2-12-17

03-3884-0011

東京都

有限会社

東京都足立区舎人3-8-22

03-5856-9807

東京都

有限会社オガワ自動車

東京都墨田区東向島3丁目33番7号

03-3618-7131

東京都

有限会社

東京都墨田区東墨田3丁目9-1

03-6231-9704

東京都

株式会社京葉自工

東京都江戸川区松江1-9-7

03-3654-3351

東京都

昭和自動車販売

東京都大田区羽田5-14-1

03-3744-0008

東京都

株式会社

東京都東村山市秋津町3丁目50番6号

042-394-7026

東京都

有限会社テクニカルサービス・オービット

東京都八王子市石川町479-12

042-648-5250

東京都

平野オートボディー高倉店

東京都八王子市高倉町３５－５

042-649-8492

東京都

有限会社平野オートボディー

東京都八王子市高倉町35-5

042-649-8492

東京都

株式会社

イーエフェクト

東京都八王子市片倉町486-1

042-682-4035

東京都

有限会社

村田石油

東京都八王子市楢原町1137-1

042-634-8982

東京都

ユーティリタス

東京都小金井市貫井南町1-5-22

042-384-7700

東京都

（有）アップライト

東京都練馬区大泉学園町5-11-18-107

090-3108-7848

神奈川県

有限会社

神奈川県川崎市麻生区早野202

044-988-1684

神奈川県

モーターシステム

神奈川県横浜市緑区長津田町3204-201

045-983-3544

神奈川県

有限会社

神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町203-1

045-712-5217

神奈川県

ＲＹＳＯＵＮＤ

神奈川県厚木市上荻野4598

046-284-3290

京葉サーモラックス

ダイキン

栢田自動車
市原インター店

嶋田商会
柏支店

サンキョーオート

アールエストレーディング
東部自動車サービス
有限会社

セイロモータース

杉本自動車
株式会社

保土ヶ谷整備

高倉店

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県
神奈川県

住所

店舗等名
ＲＹ

ｓｏｕｎｄ

電話番号

神奈川県厚木市上荻野4598

046-284-3290

新潟県長岡市中島6-1-10

0258-35-5200

ＲＳアムロ

新潟県糸魚川市大和川375-1

025-552-8543

新潟県

ＧｏｏｄＧａｒａｇｅ

新潟県糸魚川市大和川1046-1

025-553-0760

新潟県

渡辺エンジン工業株式会社

新潟県糸魚川市押上2丁目8番16号

025-552-1030

新潟県

岡田自動車

新潟県糸魚川市南寺島2-3-22

025-550-1605

新潟県

タイヤ館上越

新潟県上越市下門前883-1

0255-45-3230

新潟県

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

新潟県上越市下門883-1

0255-45-3230

新潟県

株式会社しんせい

新潟県上越市石橋4-18

025-544-2407

新潟県

オートサービス

新潟県上越市大和3-3-8

025-522-8288

新潟県

竹内自動車

新潟県上越市地頭方430-1

025-522-3738

新潟県

ＣＡＲ

新潟県妙高市大字中宿字門先159-1

0255-70-5191

新潟県

有限会社

新潟県柏崎市松波4-1-63

0257-23-2227

新潟県

タイヤ館柏崎

新潟県柏崎市田中9-30

0257-20-4015

新潟県

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

新潟県柏崎市田中9-30

0257-20-4015

新潟県

有限会社

カーサービス小出

新潟県魚沼市中島866-3

025-792-8778

新潟県

有限会社

小出自動車工業

新潟県魚沼市井口新田1013番地

025-792-1025

新潟県

タイヤ館小千谷

新潟県小千谷市城内4-4811

0258-81-1718

新潟県

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

新潟県小千谷市城内4-4811

0258-81-1718

新潟県

有限会社

新潟県小千谷市片貝山屋町1-1

0258-84-2405

新潟県

有限会社片貝自動車商会

新潟県小千谷市片貝山屋町1番地1

0258-84-2405

新潟県

ＣＡＲ

新潟県上越市大潟区犀潟624-2

025-520-9320

新潟県

タイヤ館六日町

新潟県南魚沼市美佐島1639-1

025-773-3221

新潟県

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

新潟県南魚沼市美佐島1639-1

025-773-3221

新潟県

新潟タイヤ㈱

新潟県新潟市東区藤見町1丁目23-29

025-271-3112

新潟県

本間商事株式会社

新潟県新潟市東区末広町9-58

025-271-7350

新潟県

有限会社カネヒオート販売

新潟県新潟市江南区早苗4丁目252番地5号

025-382-4384

新潟県

タイヤ館グリーンピット新潟横越

新潟県新潟市江南区横越中央8-1048-1

025-383-4004

新潟県

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

新潟県新潟市江南区横越中央8-1048-1

025-383-4004

新潟県

有限会社中島モータース

新潟県新潟市東区東中島2丁目18番38号

025-276-1417

新潟県

タイヤ館竹尾

新潟県新潟市東区竹尾4-499-1

025-279-2233

新潟県

有限会社

新潟県新潟市東区竹尾582-1

025-271-4554

新潟県

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

新潟県新潟市東区竹尾4-499-1

025-279-2233

新潟県

タイヤ館にいがた

新潟県新潟市中央区南長潟15-1

025-286-1161

新潟県

タイヤ館県庁前

新潟県新潟市中央区上所2-1140-2

025-285-6949

新潟県

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

新潟県新潟市中央区上所2-1140-2

025-285-6949

新潟県

タイヤショップ

新潟県新潟市西区山田393

025-201-1350

新潟県

㈱ニッタタイヤタイヤショップ

新潟県新潟市西区山田393

025-201-1350

新潟県

有限会社

新潟県新潟市南区新飯田2595-8

025-374-2301

新潟県

スタイルコクピット新潟青山

新潟県新潟市西区東青山1-4-1

025-233-8381

新潟県

ブリヂストンリテールジャパン(株)スタイルコクピット

新潟県新潟市西区東青山1-4-1

025-233-8381

新潟県

有限会社

新潟県新潟市西区小針2丁目42番2号

025-265-3261

新潟県

タイヤ館寺尾

新潟県新潟市西区寺尾東3-17-3

025-268-7575

新潟県

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

新潟県新潟市西区寺尾東3-17-3

025-268-7575

新潟県

有限会社

タイヤハウス

新潟県新潟市西浦区河井860-1

0256-72-6639

新潟県

有限会社

新潟中央電装

新潟県三条市興野3-16-20

0256-33-0644

新潟県

タイヤ館三条

新潟県三条市上須頃1-65

0256-33-7650

新潟県

ブリヂストンリテールジャパン㈱タイヤ館

新潟県三条市須頃1-65

0256-33-7650

新潟県

下田自動車株式会社

新潟県三条市高屋敷59

0256-46-2245

新潟県

ガレージティエス

新潟県三条市西中953

0256-35-7350

新潟県

長岡トラック株式会社

新潟県

自動車整備工場

上越

ノア

ＧＡＲＡＧＥ

Ｋ－ＴＥＣＨ

品田商会
柏崎

小千谷

片貝自動車商会
ＢＡＳＥ

ＥＭＯＴＩＯＮ
六日町

ミスタータイヤマン藤見

グリーンピット新潟横越

トップオート
竹尾

弁天橋通り
県庁前

ブブ新潟店
ｂｕｂ新潟店

小林自動車
新潟青山

渡部商事
寺尾

三条

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名
ＭＴＭ新津

電話番号

新潟県

ブリヂストンＴＳ東日本（株）

新潟県新潟市秋葉区新津東町3丁目3-9

0250-22-0704

新潟県

タイヤ館しばた

新潟県新発田市富塚町3-3-6

0254-27-5131

新潟県

有限会社

新潟県新発田市富塚町3丁目3-7

0254-27-1161

新潟県

ブリヂストンリテールジャパン(株)タイヤ館

新潟県新発田市富塚町3-3-6

0254-27-5131

新潟県

ミスタータイヤマン

新潟県村上市仲間町647-2

0254-52-5564

新潟県

有限会社

カーフェイス

新潟県新潟市西蒲区曽根1456番地1

0256-88-7888

新潟県

株式会社

吉忠

新潟県五泉市論瀬14

0250-43-3210

新潟県

有限会社

三根山商会

新潟県五泉市伊勢の川4番59号

0250-42-6322

新潟県

ＨａｓｅｇａｗａＦａｃｔｏｒｙ

新潟県阿賀野市野田910

090-7216-7521

新潟県

有限会社北越モーター

新潟県村上市大津1564番地4

0254-62-5529

新潟県

株式会社

新潟県岩船郡関川村大字下関43-2

0254-64-2110

新潟県

㈲ナカムラ自動車整備工場

新潟県村上市上助渕1201-1

0254-66-7039

富山県

有限会社スクラム

富山県富山市奥井町23-17

076-441-6001

富山県

タカラ自動車株式会社

富山県魚津市吉島768番地1

0765-24-3018

富山県

有限会社

富山県黒部市前澤1918-6

0765-54-1377

富山県

ドライブショップ

富山県高岡市戸出町3-22-38

0766-63-5689

富山県

有限会社

北川自動車工業

富山県富山市婦中町羽根61

076-469-3782

富山県

株式会社

千里自動車整備工場

富山県富山市婦中町小倉231

076-469-3200

富山県

RSアムロ

富山

富山県富山市安養寺550

076-456-9361

富山県

オブリステーションＲ４１富山給油所

富山県富山市安養寺512-1

076-429-9292

富山県

株式会社アールブイ北陸

富山県小矢部市本町8番4号

0766-67-1510

富山県

株式会社アールブイ北陸

富山県小矢部市本町8番4号

0766-67-1510

石川県

タイヤ館金沢東

石川県金沢市疋田１丁目２２２番地

076-252-4700

石川県

タイヤ館

石川県金沢市疋田1丁目222

076-252-4700

石川県

㈲金沢ミサイルロードスター北陸金沢東店

石川県金沢市疋田3-33

076-252-8000

石川県

有限会社音地自動車商会

石川県金沢市北間町ホ178

076-238-2381

石川県

株式会社

石川県金沢市神野町東202金沢トラックターミナル 076-259-0617

石川県

有限会社アンディ・セカンド

石川県金沢市神宮寺2丁目11-6

076-252-6781

石川県

キスモ

石川県金沢市西泉3-2-1

076-280-4455

石川県

Ｋｉｗａｍｉ金沢株式会社

石川県金沢市黒田1-280ソフトAZビル

076-256-3095

石川県

株式会社ロードスターワールド

石川県金沢市八日市4-367

076-249-6666

石川県

タイヤ館金沢南

石川県金沢市伏見台１丁目１４番２７号

076-280-7333

石川県

タイヤ館

石川県金沢市伏見台1-14-27

076-280-7333

石川県

タイヤ館松任

石川県白山市倉光１０－１４０

076-274-7800

石川県

タイヤ館

松任店

石川県白山市倉光10-140

076-274-7800

石川県

タイヤ館

七尾店

石川県七尾市飯川町く-25

0767-57-8000

石川県

㈲共栄タイヤ工業所ミスタータイヤマン共栄

石川県鳳珠郡穴水町川島26-10

0768-52-2662

石川県

有限会社

石川県金沢市瓢箪町8番1号

076-221-1555

石川県

CarNexus

石川県金沢市専光寺町ヲ201

076-256-0494

福井県

日本エコカ工業㈱

福井県福井市高木中央2丁目3107

0776-37-4649

福井県

タイヤセールス福井北店

福井県福井市大和田2丁目1701

0776-54-0505

福井県

北陸リトレッド㈱タイヤセールス

福井県福井市大和田2丁目1701番地

0776-54-0505

福井県

タイヤセンター福井店

福井県福井市開発5丁目901

0776-53-9390

福井県

北陸リトレッド㈱タイヤセンター

福井県福井市開発5丁目901番地

0776-53-9390

福井県

タイヤガーデン福井

福井県福井市西開発3-409

0776-53-2319

福井県

UNIcars

福井県敦賀市長沢４２－９－５

0770-47-6610

福井県

株式会社ユニカーズ

福井県敦賀市長沢42-9-5

0770-47-6610

福井県

タイヤセールス敦賀

福井県敦賀市野神15-4-3

0770-22-4600

福井県

北陸リトレッド㈱タイヤセールス

福井県敦賀市野神15-4-3

0770-22-4600

福井県

㈱ブリヂストンショップ福井タイヤ館

福井県越前市横市町10字1-1

0778-21-0055

三自動車
しばた

村上店

松田輪業

カーメインテナンス朝倉
カーライフ

金沢東

Ｎ．Ｙ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

株式会社

金沢南

丸高商会
ホットガレージ
福井北
福井

敦賀
武生東

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

電話番号

福井県

タイヤセンター武生店

福井県

北陸リトレッド㈱タイヤセンター

福井県

タイヤセールスグループ運営会社北陸リトレッド株式会社 福井県越前市家久町24-3-1

0778-24-1048

福井県

㈱ブリヂストンショップ福井ＴＳ

福井県越前市芝原5丁目12-22

0120-404-757

福井県

株式会社

福井県丹生郡越前町西田中4-408

0778-34-0108

福井県

タイヤガーデン

福井県福井市下馬2-1414

0776-36-3939

福井県

北陸リトレッド㈱タイヤセールス

福井県福井市別所町18-28

0776-34-1120

福井県

タイヤセールス坂井店

福井県坂井市坂井町徳分田36-13

0776-72-3000

福井県

北陸リトレッド㈱タイヤセールス

福井県坂井市坂井町徳分田36-13

0776-72-3000

福井県

株式会社

美浜モーターサービスセンター

福井県美方郡美浜町郷市47-2-1

0770-32-2000

福井県

株式会社

美浜モーターサービスセンター

福井県美方郡美浜町郷市47-2-1

0770-32-2000

山梨県

㈱タイヤ館

山梨県甲斐市富竹新田1697

055-279-7411

山梨県

窪川自動車整備工場

山梨県甲府市城東1丁目16-22

055-233-2592

山梨県

山口オート・エンジニア

山梨県大月市賑岡町浅利1195-1

0554-22-5590

山梨県

シーイーエス富士電気株式会社大月営業所

山梨県大月市大月町花咲258-1

0554-22-0623

山梨県

ＣＥＳ富士電気

山梨県大月市大月町花咲258-1

0554-22-0623

山梨県

Ｊ－ＰＬＡＮＥＴ

山梨県都留市田原3-4-8

0554-46-5516

山梨県

㈱田中電機ｃａｒ

山梨県富士吉田市上田吉田5571-10

0555-24-1010

山梨県

シーイーエス富士電気株式会社

山梨県富士吉田市上吉田東1-1-26

0555-23-1024

山梨県

ミスタータイヤマン梶原

山梨県富士吉田市上吉田東2-5-54

0555-24-0590

山梨県

シーイーエス富士電機株式会社

山梨県富士吉田市上吉田東一丁目1番26号

0555-23-1024

山梨県

タイヤ館

山梨県韮崎市若宮2-15-10

0551-22-8730

山梨県

シムラボディー

山梨県韮崎市栄1-3643-1

0551-45-7582

山梨県

株式会社

ＴＭ

山梨県北杜市高根町箕輪3219-5

0551-47-3116

山梨県

株式会社

臼井自動車

山梨県上野原市上野原5148

0554-62-3151

山梨県

ホンダカーズ大月

山梨県大月市猿橋町猿橋１８６

0554-22-0613

長野県

松川サービス

長野県下伊那郡松川町上片桐4628

0265-36-3733

長野県

松川サービス株式会社

長野県下伊那郡松川町上片桐4628

0265-36-3733

長野県

株式会社大商

長野県長野市大字富竹1667-1

026-295-6650

長野県

プロショップ東館

長野県長野市若宮2-11-5

026-263-8145

長野県

プロショップ東館株式会社

長野県長野市若宮2-11-5

026-263-8145

長野県

株式会社オートメカ・エフケイ

長野県佐久市小田井332

0267-66-1234

長野県

ロードラッツ

長野県佐久市取出町633-1

0267-63-6659

長野県

㈲中込自動車センター

長野県佐久市中込3226-6

0267-67-4475

長野県

株式会社金沢電機

長野県佐久市中込294-1

0267-62-2226

長野県

株式会社

長野県佐久市中込3209番地1

0267-67-4474

長野県

相互自動車株式会社

長野県佐久市中込2180-2

0267-62-3510

長野県

㈱宮沢電機・ナカジマ本社タイヤガーデン

長野県上田市踏入2丁目16番38号

0268-29-3211

長野県

有限会社

長野県東御市本海野1650

0268-62-1025

長野県

有限会社山岸自動車工業

長野県東御市本海野1650

0268-62-1025

長野県

有限会社

長野県飯山市大字常盤1433

0269-62-3719

長野県

有限会社コイデ自動車

長野県飯山市大字常盤1433

0269-62-3719

長野県

株式会社

長野県松本市里山辺3406

0263-33-0699

長野県

株式会社大商

長野県松本市新村2668-2

0263-47-3583

長野県

アドバンスオート

長野県茅野市金沢2265-1

0266-72-1088

長野県

有限会社

丸中濱モータース

長野県岡谷市山下町1-14-27

0266-23-3834

長野県

有限会社

タカノモータース

長野県岡谷市若宮2-5-33

0266-22-6317

長野県

㈲アイ・プラスプロポジション

長野県伊那市上牧6643-3

0265-76-0392

長野県

Ｒｏｂｕｓｔｅ

長野県伊那市美篶5010番地

0265-71-6330

長野県

ロビュストワークス合同会社

長野県伊那市美篶5010番地

0265-71-6330

武生
ＣＡＲＳ

おかやま
福井下馬
本部
坂井

竜王

株式会社

大月営業所

ｓｙｓｔｅｍ

Ｈｅａｒｔｓ

韮崎
ＴＹＲＥＳ
大月店

株式会社
本社
株式会社
佐久北店

サービスセンター

富松自動車

山岸自動車工業
コイデ自動車
柳田自動車
松本支店

Ｗｏｒｋｓ合同会社

上田

福井県越前市家久町30-11

0778-24-5788

福井県越前市家久町30-11

0778-24-5788

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

長野県

株式会社

長野県

（株）カーファクトリー

ウイニング

長野県

株式会社

長野県
長野県

電話番号

長野県松本市笹賀5905-2

0263-88-2311

長野県松本市村井町北2丁目1-60

0263-87-6162

長野県松本市村井町南2丁目15-13

0263-85-7818

(有)ナカハラオートサービス

長野県塩尻市広丘郷原1103番地1

0263-51-6807

有限会社日之出モータース

長野県塩尻市大門五番町16-26

0263-52-0535

長野県

有限会社

長野県下伊那郡松川町上片桐4627-1

0265-36-4747

岐阜県

吉村自動車

岐阜県岐阜市金園町10-26

058-245-7117

岐阜県

国際自動車株式会社

岐阜県岐阜市織田塚町1-30-2

058-245-6318

岐阜県

一二三自動車商会

岐阜県岐阜市高尾町1-18

058-262-4148

岐阜県

有限会社

タカダ自動車

岐阜県岐阜市日野南4-7-10

058-246-7711

岐阜県

株式会社

長屋自動車

岐阜県岐阜市野一色2-14-3

058-246-9910

岐阜県

有限会社長谷川サービスショップ

岐阜県岐阜市前一色西町13-31

058-245-9149

岐阜県

株式会社サクラモト

岐阜県岐阜市芋島5-3-21

058-247-5278

岐阜県

有限会社

岐阜県岐阜市細畑6-9-2

058-246-8516

岐阜県

有限会社ムトウサービス

岐阜県岐阜市領下6-40

058-245-3538

岐阜県

有限会社

丸正モーターズ

岐阜県岐阜市東鶴1丁目15番地

058-271-4844

岐阜県

タイヤ館

岐阜店

岐阜県岐阜市茜部大川1-59-1

058-276-7770

岐阜県

有限会社

伊藤モータース

岐阜県岐阜市西鶉2-85-2

058-271-6222

岐阜県

株式会社大原自動車工業

岐阜県岐阜市中鶉2-107

058-271-5704

岐阜県

ミユキ自動車株式会社

岐阜県岐阜市江添３丁目７－１５

058-277-7227

岐阜県

ミユキ自動車株式会社

岐阜県岐阜市江添3-7-15

058-277-7227

岐阜県

岐大自動車株式会社

岐阜県岐阜市下奈良2丁目15-1

058-272-1517

岐阜県

カーサロン林整備株式会社

岐阜県岐阜市鏡島精華1-2-6

058-251-8748

岐阜県

株式会社カガシマ自動車センター

岐阜県岐阜市大菅南13-25

058-253-0300

岐阜県

藤倉自動車株式会社

岐阜県本巣市上保760-1

058-213-5521

岐阜県

株式会社

岐阜県本巣郡北方町東加茂1-45

058-324-5161

岐阜県

川瀬モータース

岐阜県揖斐郡大野町中之元813-1

0585-34-1811

岐阜県

株式会社揖斐自動車修理工場

岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1149-1

0585-22-1137

岐阜県

合資会社

岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1146-2

0585-22-0324

岐阜県

寺井サービス

岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲深坂2425

0585-55-2925

岐阜県

有限会社山口オートサービス

岐阜県山県市高富1-6

0581-22-1046

岐阜県

オートハウス2010

岐阜県関市武芸川町八幡644

0575-46-2010

岐阜県

三和オート販売株式会社

岐阜県関市武芸川町八幡1155

0575-46-2227

岐阜県

ＡＵＴＯ

岐阜県関市武芸川町八幡644

0575-46-2010

岐阜県

アドバンス

岐阜県岐阜市岩滝西3-131

058-243-3600

岐阜県

水野自動車株式会社

岐阜県関市巾１丁目６番地１

0575-22-4899

岐阜県

水野自動車

岐阜県関市巾1-6-1

0575-22-4899

岐阜県

株式会社丸正自動車

岐阜県関市大杉882-1

0575-22-1675

岐阜県

株式会社川村モータース

岐阜県関市西田原645

0575-22-0911

岐阜県

山甲自動車

岐阜県郡上市大和町島5899-1

0575-88-2850

岐阜県

株式会社

岐阜県羽島郡笠松町桜町107

058-388-2161

岐阜県

ＪＵ岐阜

岐阜県岐阜市日置江2648-2

058-279-2200

岐阜県

丸和自動車工業株式会社

岐阜県羽島市足近町4-111

058-392-5656

岐阜県

オオハシモータース

岐阜県羽島市竹鼻町飯柄859-1

058-393-0050

岐阜県

株式会社中部自動車工業

岐阜県羽島市竹鼻町駒塚911-1

058-393-0151

岐阜県

株式会社中部自動車工業 本店

岐阜県羽島市竹鼻町駒塚911番地1

058-393-0151

岐阜県

株式会社リコーショップ

岐阜県羽島市上中町長間99-2

058-392-6801

岐阜県

ＰＨＩＬＬＰ．Ｇ

岐阜県岐阜市椿洞川東616

058-295-3148

岐阜県

有限会社

岐阜県岐阜市菅生8-7-18

058-295-1541

岐阜県

丸勝自動車興業

岐阜県岐阜市旦島中2丁目12-14

058-231-1635

チャレンジ

ＡＱＵＡ

スギヤマ自動車電機

エイワンモーター

杉本商会

山喜モータース

ＨＯＵＳＥ

２０１０

オート
株式会社

ユタカオート

フィリップガレージ

ガレージハウス

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

電話番号

岐阜県

株式会社光モータース

岐阜県大垣市中野町3-3

0584-73-8815

岐阜県

有限会社加守モータース

岐阜県海津市海津町長瀬898

0584-53-0285

岐阜県

ボルテージ

岐阜県大垣市恵比寿町3丁目11-2

0584-47-9311

岐阜県

坪井鈑金

岐阜県大垣市安井町３－５

0584-81-3377

岐阜県

坪井自動車鈑金㈲坪井鈑金

岐阜県大垣市安井町3-5

0584-81-3377

岐阜県

(株)末松自動車

岐阜県大垣市西外側町2丁目33番地

0584-78-5225

岐阜県

株式会社

岐阜県大垣市西外側町2丁目33

0584-78-5225

岐阜県

株式会社大垣インター自動車

岐阜県大垣市外渕2-136

0584-89-2099

岐阜県

桂モータース

岐阜県大垣市南若森町231-1

0584-74-1298

岐阜県

株式会社松岡モータース

岐阜県大垣市静里町1015-4

0584-91-3053

岐阜県

株式会社

三田自動車工業

岐阜県大垣市十六町618番地1

0584-91-7381

岐阜県

株式会社

三田自動車工業

岐阜県大垣市十六町618番地1

0584-91-7381

岐阜県

Ｔｏｔａｌ

岐阜県養老郡養老町石畑812-1

0584-32-4716

岐阜県

株式会社

スカイネットワーク

岐阜県大垣市草道島町84-3

0584-72-1050

岐阜県

有限会社

神戸自動車

岐阜県安八郡神戸町丈六道445-1

0584-27-2795

岐阜県

株式会社

松車

岐阜県揖斐郡池田町池野385-1

0585-45-2355

岐阜県

有限会社

片桐自動車

岐阜県揖斐郡池田町片山693-1

0585-45-8611

岐阜県

ＯＦＺＴ

オフゼット

岐阜県各務原市那加桐野町7-46

058-280-1181

岐阜県

有限会社川尻オートサービス

岐阜県各務原市那加野畑町2-52

058-371-2177

岐阜県

ゼロマックス東海本店

岐阜県各務原市大野町6-101-2

058-380-2882

岐阜県

㈱ゼロスポーツＺＥＲＯＭＡＸ

岐阜県各務原市大野町6丁目101-2

058-380-2882

岐阜県

株式会社協伸オートサービス

岐阜県美濃加茂市山之上町7158

0574-29-1975

岐阜県

太田マツダ株式会社

岐阜県美濃加茂市深田町3丁目1-8

0574-25-3156

岐阜県

有限会社

ビークルボックス

岐阜県可児郡御嵩町上恵土574番地

0574-67-1804

岐阜県

有限会社

協和オート

岐阜県高山市花岡町3-125-1

0577-34-6467

岐阜県

白川自動車有限会社

岐阜県高山市花里町2丁目80番地1

0577-37-6233

岐阜県

有限会社ガレージ５８

岐阜県高山市新宮町3607-2

0577-34-6615

岐阜県

有限会社

岐阜県高山市赤保木町1113-2

0577-34-7936

岐阜県

新興自動車株式会社

岐阜県高山市上岡本町7-452-1

0577-32-0175

岐阜県

有限会社

カーポイント１５８

岐阜県高山市山田町1544-12

0577-35-0554

岐阜県

有限会社

ビリーズ

岐阜県高山市山田町1276-2

0577-36-3857

岐阜県

株式会社

トピック

岐阜県高山市三福寺町255

0557-32-7373

岐阜県

エコなおしのＲｉｇｈｔ

岐阜県高山市石浦町9丁目408番地

0577-62-9345

岐阜県

土井自動車販売(株)池田整備工場

岐阜県多治見市池田町5丁目266番地

0572-22-6858

岐阜県

スズキアリーナ土井東濃土井自動車販売株式会社

岐阜県多治見市池田町5-266

0572-22-6858

岐阜県

オートレブ ジョイカル多治見店

岐阜県多治見市光ケ丘５丁目８５番地

0572-21-6100

岐阜県

オートレブ

岐阜県多治見市光ヶ丘5丁目85番地

0572-21-6100

岐阜県

有限会社

岐阜県多治見市大畑町1-171

0572-22-8820

岐阜県

有限会社水野モータース

岐阜県多治見市笠原町2198-1

0572-44-2222

岐阜県

タイヤ館

岐阜県各務原市鵜沼西町3-99

058-379-3339

岐阜県

ＧＡＲＡＧＥ

岐阜県各務原市鵜沼大伊木町6-16-5

058-370-7308

岐阜県

三東モータース

岐阜県可児市今渡1618-29

0574-62-8055

岐阜県

有限会社村井自動車

岐阜県加茂郡七宗町川並523番地の5

0574-48-1228

岐阜県

有限会社

岐阜県加茂郡七宗町川並523-5

0574-48-1228

岐阜県

有限会社ダイヘイオート

岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5477-1

0574-75-2755

岐阜県

有限会社ウィズドライブ

岐阜県加茂郡東白川村越原1009-2

0574-78-3168

岐阜県

株式会社

古田オート

岐阜県加茂郡東白川村神土582-6

0574-78-2026

岐阜県

有限会社

片野モータース

岐阜県下呂市森462番地

0576-25-2317

岐阜県

有限会社

下町自動車

岐阜県下呂市萩原町萩原1519-2

0576-52-1239

岐阜県

中垣内自動車

岐阜県高山市久々野町引下526

0577-52-2626

おくるま専科
おくるま専科

末松自動車

Ｇａｒａｇｅ

Ｓ

東海本店

赤保木自動車

ジョイカル多治見店
カワイ

各務原店
ＨＥＲＯ

村井自動車

有限会社

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名
中井自動車

電話番号

岐阜県

株式会社

岐阜県高山市一之宮町3433

0577-53-2590

岐阜県

株式会社青木自動車

岐阜県飛騨市古川町栄二丁目6番8号

0577-73-2811

岐阜県

㈱青木自動車

岐阜県飛騨市古川町栄二丁目6-8

0577-73-2811

岐阜県

株式会社中根モータース

岐阜県土岐市駄知町３２５番地の１

0572-59-2161

岐阜県

株式会社

中根モータース

岐阜県土岐市駄知町325番地1

0572-59-2161

岐阜県

有限会社

ツカモトモータース

岐阜県瑞浪市稲津町小里1108-3

0572-68-3303

岐阜県

株式会社オートビークル土屋

岐阜県瑞浪市穂並1-75

0572-66-2005

岐阜県

プロジェクト大伊屋

岐阜県恵那市大井町2695-297

0573-25-6255

岐阜県

新田自動車株式会社

岐阜県高山市昭和町3-138-1

0577-32-3070

静岡県

有限会社

静岡県三島市平田159-5

055-971-6675

静岡県

有限会社渡辺自動車工業

静岡県三島市平田159-5

055-971-6675

静岡県

株式会社

静岡県熱海市伊豆山226

0557-81-2340

静岡県

㈱トリムトリムショップ

静岡県静岡市葵区竜南3-3-43

054-209-5280

静岡県

Ｍテクニカルオートサービス

静岡県静岡市駿河区池田551-1

054-294-7185

静岡県

Ｋ／Ｓ

静岡県島田市牛尾1063-1

0547-39-7115

静岡県

ＳＰＩＬＥ

静岡県浜松市南区大柳町554-1

053-545-3157

静岡県

アツミモータース

静岡県浜松市中区船越町53-9

053-411-5800

静岡県

株式会社パーツボックス

静岡県浜松市北区三ヶ日町宇志640-1

053-525-0746

愛知県

株式会社タイヤセールス

愛知県豊橋市大村町字橋元78番地2

0532-55-6181

愛知県

アツミモータース

豊橋渡津店

愛知県豊橋市清須町字天神99

0532-32-4911

愛知県

アツミモータース

豊橋向山店

愛知県豊橋市つつじが丘2-1-1

0532-63-0900

愛知県

アツミモータース

田原店

愛知県田原市谷熊町平三1-1

0531-23-1234

愛知県

渥美モータース

本社工場

愛知県田原市田原町二ノ丸6

0531-22-0832

愛知県

ダイアモンド

愛知県豊橋市大山町字西井場1-1

0532-46-2911

愛知県

有限会社

愛知県蒲郡市宝町12-7

0533-68-5858

愛知県

タイヤ館岡崎城南

愛知県岡崎市法性寺町字柳ノ内20-1

0564-53-5455

愛知県

アツミモータース

愛知県岡崎市八帖北町6-20

0564-28-0001

愛知県

サンセブン中川自動車(株)

愛知県安城市桜井町貝戸尻１６番地

0566-99-0243

愛知県

サンセブン中川自動車株式会社

愛知県安城市桜井町貝戸尻16

0566-99-0243

愛知県

ＪＫオート

愛知県安城市東端町山ノ鼻2-1

0566-46-4408

愛知県

株式会社

鈴木商店

愛知県西尾市今川町落17

0563-56-3438

愛知県

株式会社

Ｆ－ＣＯＮＮＥＣＴ

愛知県西尾市伊藤4-5-8

0563-54-3578

愛知県

オートガレージアールワン

愛知県安城市東栄町3-355

0566-97-3832

愛知県

パーフェクトガレージ

愛知県安城市今本町4丁目11-2

0566-98-8789

愛知県

㈱ＴＡＳＫクリエイティブ

愛知県安城市北山崎町西山28-1

0566-72-1345

愛知県

平出デンソー部株式会社

愛知県名古屋市昭和区福江1-24-6

052-882-8282

愛知県

富士松整備工場

愛知県刈谷市一里山町金山100番地

0566-36-2714

愛知県

株式会社

愛知県刈谷市一里山町金山100番地

0566-36-2714

愛知県

車輪工房

愛知県名古屋市西区比良3-122

052-503-3343

愛知県

車輪工房

愛知県名古屋市西区比良3丁目122番地

052-503-3343

愛知県

株式会社ケーアンドアール本社・車両販売事業部

愛知県名古屋市中川区西伏屋2丁目604

052-309-3320

愛知県

株式会社

愛知県名古屋市中川区西伏屋2-604

052-309-3320

愛知県

タイヤハウスマスダ

愛知県名古屋市港区川間町2丁目250

052-654-3883

愛知県

共栄タイヤサービス

愛知県名古屋市熱田区三本松町2番18号

052-871-2055

愛知県

Ｙ’ｓラポール

愛知県名古屋市南区南野2-138

052-613-7788

愛知県

有限会社オートウエムラ

愛知県名古屋市緑区潮見が丘二丁目335番地2

052-838-5070

愛知県

有限会社

愛知県名古屋市緑区潮見が丘2-335-2

052-838-5070

愛知県

東山電機製作所

愛知県名古屋市北区志賀町3-34

052-914-0003

愛知県

東山電機製作所

愛知県名古屋市北区志賀町3-34

052-914-0003

愛知県

株式会社ビーンズ

愛知県名古屋市北区稚児宮通2-38

080-4663-2687

渡辺自動車工業
泉屋石油

ＷＯＲＫＳ
浜松店

スター

村田自動車
岡崎一番店

安城店
カーストア

タスク

東海特装車

ケーアンドアール
熱田店

オートウエムラ

東山様

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

電話番号

愛知県

有限会社

名古屋自動車工業

愛知県名古屋市守山区下志段味落合376

052-739-0007

愛知県

有限会社

名古屋自動車工業

愛知県名古屋市守山区下志段味落合376

052-739-0077

愛知県

株式会社

エム・マルヤマ

愛知県名古屋市千種区日進通3丁目4番地

052-762-5411

愛知県

株式会社エム・マルヤマ

愛知県名古屋市千種区日進通3-4

052-762-5411

愛知県

平出デンソー部株式会社

愛知県名古屋市昭和区福江1-24-6

052-882-8282

愛知県

株式会社堀田商会

愛知県名古屋市昭和区福江1-13-11

052-881-2501

愛知県

株式会社

愛知県名古屋市昭和区福江1-13-11

052-881-2501

愛知県

株式会社竹原

愛知県名古屋市昭和区檀渓通５丁目５番地

052-831-1095

愛知県

株式会社

竹原

愛知県名古屋市昭和区檀溪通5丁目5番地

052-831-1095

愛知県

株式会社

川口自動車工場

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通４丁目３０番地

052-851-6161

愛知県

株式会社

川口自動車工場

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通4-30

052-851-6161

愛知県

共栄タイヤサービス

愛知県名古屋市瑞穂区二野町603

052-871-5588

愛知県

有限会社ホームズ・エンタープライズ

愛知県名古屋市天白区植田山4-502

052-861-5250

愛知県

有限会社

ホームズ・エンタープライズ

愛知県名古屋市天白区植田山4丁目502番地

052-861-5250

愛知県

タイヤ館

焼山

愛知県名古屋市天白区焼山2丁目401番地

052-800-5651

愛知県

㈲プロテック４ＷＤ＆ＲＶ

愛知県名古屋市天白区菅田1丁目806番地

052-802-0478

愛知県

ＯＣＥＡＮＳ

愛知県名古屋市天白区井口1-602

052-838-9942

愛知県

カーライフレボリューション

愛知県日進市本郷法念寺647番地1

0561-76-5555

堀田商会

瑞穂高辻店

ＰＲＯ

ＳＨＯＰ

４×４

ＦＡＣＴＯＲＹ

ケー・ワン日進店

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名
ＲＥ

電話番号

愛知県

㈱ユースＳＥＥＤ

愛知県みよし市三好町西荒田91-5

0561-33-2035

愛知県

㈱ユースモータリングシード

東刈谷店

愛知県知立市谷田町本林2-14-1

0566-81-1175

愛知県

㈱ユースモータリングシード

知立店

愛知県知立市西丘町西丘23

0566-81-0894

愛知県

共栄タイヤサービス

愛知県知立市鳥居一丁目17番1号

0566-81-6488

愛知県

㈱ユースモータリングシード

愛知県東海市中央町6-36-1

0562-32-3777

愛知県

タイヤ館

愛知県長久手市東狭間1001

0561-63-9001

愛知県

株式会社タイシン重機サービス

愛知県犬山市字角池57番地3

0568-67-8771

愛知県

（株）タイシン重機サービス

愛知県犬山市角池57番地3

0568-67-8771

愛知県

有限会社

愛知県春日井市金ケ口町3011-26

0568-84-3221

愛知県

タイヤガーデン春日井

愛知県春日井市篠木町6丁目2427

0568-86-1881

愛知県

株式会社

愛知県春日井市下条町3-16-4

0568-81-4043

愛知県

グレイスキャブ

愛知県春日井市惣中町3-84-2

0568-35-7790

愛知県

株式会社グランドバンクス

愛知県春日井市廻間町字地蔵前656番地1

0568-93-1001

愛知県

タイヤ館

愛知県尾張旭市瀬戸川町1丁目207

0561-52-7771

愛知県

株式会社藤モータース

愛知県瀬戸市共栄通４丁目２８番地

0561-82-4367

愛知県

株式会社

愛知県瀬戸市共栄通4-28

0561-82-4367

愛知県

ジェイ

パッション

愛知県あま市篠田乙柳67番地11

052-445-1322

愛知県

タイヤ館

昭和一宮

愛知県一宮市昭和3丁目3-74-15

0586-46-6471

愛知県

中部コウベ電池株式会社

愛知県津島市金柳町字神様田135

0567-33-1525

愛知県

株式会社エノキオート

愛知県安城市上条町堂前8番地1

0566-76-2477

愛知県

株式会社エノキオート

愛知県安城市上条町堂前８番地１

0566-76-2477

三重県

福春工業

三重県桑名郡木曽岬町和泉266-1

0567-68-8862

三重県

三エスゴム

三重県四日市市新正二丁目5番17号

059-351-0775

三重県

株式会社グランドスラムフォルム

三重県鈴鹿市稲生3-5-7

059-388-0876

三重県

有限会社

三重県三重郡川越町豊田353-1

059-365-3258

三重県

いなべ整備工場

三重県いなべ市員弁町市之原10番地

0594-74-5602

三重県

株式会社

三重県いなべ市員弁町市之原10番地

0594-74-5602

三重県

ランドマーク桑名

三重県員弁郡東員町字鳥取367-3

0594-75-0081

三重県

日進モータース車検センター

三重県桑名市江場420-1

0594-23-3147

三重県

株式会社

日進モータース商会

三重県桑名市江場1391-2

0594-22-0147

三重県

株式会社

日進モータース商会

三重県桑名市江場420-1

0594-23-3147

三重県

株式会社ケーアンドアール四日市支店

三重県四日市市鹿間町字東北山1100-8

059-328-8045

三重県

株式会社

三重県四日市市鹿間町字東北山1100-8

059-328-8045

三重県

株式会社今尾電機

三重県鈴鹿市南玉垣町5434-1

059-382-1287

三重県

ＲＥＳＰＣＥＴ

三重県津市雲出本郷町1805-139

059-235-0065

三重県

株式会社マック

三重県津市雲出本郷町320

059-234-5515

三重県

Ｓｕｎ

三重県津市高茶屋5丁目11-50

059-234-6101

三重県

坂口自動車整備工場

三重県津市芸濃町雲林院1012-3

059-265-3070

三重県

サティスファクトリー

三重県伊勢市村松町1375-11

0596-38-0210

三重県

有限会社

伊勢自動車整備

三重県伊勢市竹ケ鼻町字沖田207

0596-36-0258

三重県

有限会社

伊勢自動車整備

三重県伊勢市竹ケ鼻町字沖田207

0596-36-0258

三重県

ドライバーズセンター森野

三重県伊賀市服部町331-1

0595-23-2393

滋賀県

有限会社

湖西自動車

滋賀県大津市北比良356-1

077-596-0153

滋賀県

有限会社

湖西自動車

滋賀県大津市北比良356-1

077-596-0153

滋賀県

株式会社カワカツ

滋賀県大津市本宮２丁目８－２

077-522-3537

滋賀県

株式会社カワカツ

滋賀県大津市本宮2丁目8番2号

077-522-3537

滋賀県

BMW滋賀

滋賀県大津市富士見台1-10

077-537-1950

滋賀県

有限会社

滋賀県大津市南郷5-9-5

077-537-2418

滋賀県

株式会社岡野自動車

滋賀県野洲市小南3668番地1

077-587-1316

滋賀県

有限会社双栄自動車工業所

滋賀県野洲市野洲1455

077-587-2020

ケー・ワン知立店
東海店

グリーンロード

旭自動車
吾妻自動車

アケボノ
藤モータース

用品部
せいほう自動車
東海特装車

ケーアンドアール

車検センター

Ａｕｔｏ

四日市支店

Ｓｅｒｖｉｃｅ

南郷自動車整備工場

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

電話番号

滋賀県

BMW栗東

滋賀県栗東市大橋4丁目1-3

077-552-2311

滋賀県

タイヤプラザフリー

滋賀県守山市水保町2225-6

077-585-0016

滋賀県

フォルクスワーゲン草津

滋賀県草津市矢倉2-6-10

077-569-5399

滋賀県

ヴェルティエ

滋賀県長浜市高月町高月1187-3

0749-85-8070

滋賀県

BMW湖東

滋賀県東近江市五個荘竜田町46-3

0748-48-5681

滋賀県

門谷自動車工業

滋賀県蒲生郡日野町上野田760

0748-53-0627

京都府

フォルクスワーゲン平安

京都府京都市北区平野宮本町7

075-463-4181

京都府

BMW宝ヶ池

京都府京都市左京区岩倉東五田町6

075-721-5400

京都府

ＭＩＮＩ京都

京都府京都市左京区岩倉東五田町6

075-721-5400

京都府

AUDI京都

京都府京都市左京区高野西開町59

075-791-5122

京都府

SMARTCENTER京都

京都府京都市左京区岡崎南御所町20-1

075-754-5100

京都府

BMW Premium

京都府城陽市久世荒内315

0774-57-1500

京都府

MINI

京都府城陽市久世荒内315

0774-57-1500

京都府

京都マツダ宇治

京都府宇治市槇島町十八44番地3

0774-20-3020

京都府

AUDI京都南

京都府京都市伏見区横大路天王前16-5

075-604-6636

京都府

BMW京都南

京都府京都市伏見区竹田泓ノ川町3

075-604-4600

京都府

ＭＩＮＩ南

京都府京都市伏見区竹田泓ノ川町3

075-604-4600

京都府

フォルクスワーゲン宇治

京都府久世郡久御山町下津屋北野30-3

0774-46-5577

京都府

有限会社中原モータース

京都府八幡市内里松ケ外25番地の6

075-981-1160

京都府

有限会社

中原モータース

京都府八幡市内里松ケ外25-6

075-981-1160

京都府

株式会社

マツシマホールディングス

京都府京都市右京区西院寿町40-3

075-323-7992

京都府

BMW京都五条

京都府京都市右京区西院南髙田町10番地

075-314-5500

京都府

ＭＩＮＩ京都五条

京都府京都市右京区西院南高田町10番地

075-314-5500

京都府

京都マツダ西五条

京都府京都市右京区西院南高田町10番地

075-311-0580

京都府

メルセデス・ベンツ京都中央

京都府

メルセデス・ベンツ京都中央

京都府京都市右京区山ノ内池尻町8-2

075-314-8800

京都府

スズキアリーナ京都西

京都府京都市西京区桂千代原町56

075-382-1122

京都府

有限会社

京都府福知山市字堀2323-1

0773-22-3605

京都府

㈲園福自動車工業

京都府福知山市三和町菟原中340-1

0773-58-2606

京都府

有限会社

京都府亀岡市下矢田町4-27-7

0771-22-1351

京都府

㈱スワンドライブショップ白鳥

京都府舞鶴市森92-2

0773-62-2056

京都府

堀川オート工業株式会社

京都府宮津市波路2430

0772-22-5181

京都府

陸整工業株式会社

京都府京丹後市峰山町丹波30

0772-62-3058

京都府

関萬自動車整備工場

京都府京丹後市峰山町堺12番地

0772-62-0019

京都府

株式会社マルサン

京都府京丹後市峰山町菅279-1

0772-62-0226

京都府

タイヤランドタイヨー

京都府京丹後市峰山町長岡744

0772-62-3211

京都府

中西自動車

京都府京丹後市峰山町長岡236-4

0772-62-5815

京都府

株式会社オートショップ

京都府京丹後市丹後町間人2110

0772-75-0478

京都府

丹後自動車整備工場

京都府京丹後市丹後町成願寺1488

0772-75-1292

京都府

株式会社 WEST

京都府与謝郡与謝野町上山田679-1

0772-43-1201

京都府

有限会社

京都府与謝郡与謝野町字石川2228-2

0772-42-0200

京都府

細見自動車

京都府与謝郡与謝野町字幾地846

0772-42-3422

京都府

安田自動車

京都府与謝郡与謝野町字加悦146-2

0772-42-7205

京都府

安田自動車

京都府与謝郡与謝野町加悦146-2

0772-42-7205

京都府

安田商会

京都府京丹後市網野町網野2699-2

0772-72-2250

京都府

川上自工株式会社

京都府京丹後市網野町小浜940番地

0772-72-0785

京都府

ヤブオートガレージ

京都府京丹後市久美浜町湊宮854-1

0772-82-0222

京都府

株式会社瀬戸自動車

京都府京丹後市久美浜町浦明1280番地の1

0772-83-0324

京都府

株式会社あまべ

京都府京丹後市久美浜町友重284-2

0772-82-0120

京都府

㈱あまべ

京都府京丹後市久美浜町友重284-2

0772-82-0120

Selection城陽

NEXT城陽

本社

サーティファイドカーセンター 京都府京都市右京区西院安塚町84

光塗装
沼田モータース

オクダ

エヌ・エイチ・マイカーセンター

075-325-0440

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名
ハギワラ

電話番号

大阪府

有限会社

大阪府大阪市北区大淀中4丁目14-3

06-4798-9511

大阪府

㈱エスプリ株式会社エスプリ

大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目12番1号

06-6370-5533

大阪府

有限会社山本自動車工業

大阪府大阪市東成区深江南3丁目21番19号

06-6971-1002

大阪府

Ｇａｒａｇｅ

大阪府大阪市平野区長吉出戸8-8-6

06-7502-9671

大阪府

㈱オクヒラ株式会社オクヒラ

大阪府大阪市西成区北開2-1-1

06-6568-6668

大阪府

間口ジェネラルサービス株式会社

大阪府大阪市住之江区新北島1-8-33

06-6686-3500

大阪府

株式会社

大阪府豊中市勝部1丁目8番12号

06-6844-0173

大阪府

マス星自動車

大阪府高槻市南松原町16-3

072-671-2345

大阪府

ミリオン

大阪府寝屋川市長栄寺町22-15

072-830-6818

大阪府

Keihan

大阪府枚方市堂山東町1-20

072-890-7611

大阪府

S.A.C

大阪府大東市太子田3-1-5

072-870-5005

大阪府

株式会社

白井自動車工業

大阪府大東市太子田3丁目1-10

072-872-4936

大阪府

株式会社

グッドテック

大阪府交野市星田北3-18-11

072-895-5567

大阪府

株式会社

エムケイオートサービス

大阪府交野市倉治4-20-1

072-810-2888

大阪府

株式会社ガレージワン

大阪府東大阪市大蓮東1-23-4

06-6728-7771

大阪府

株式会社

大阪府東大阪市加納5-4-47

072-874-0500

大阪府

羽曳野自動車工業株式会社

大阪府羽曳野市古市1532-3

072-957-0572

大阪府

平田自動車工業所

大阪府富田林市西板持町7-1-34

0721-33-3310

大阪府

株式会社

大阪府堺市美原区黒山166

072-363-6666

大阪府

㈱オクヒラ株式会社オクヒラ

木材団地前店

大阪府堺市美原区木材通4-9-24

072-362-5063

大阪府

㈱オクヒラ株式会社オクヒラ

狭山店

大阪府大阪狭山市茱萸木1-254-1

072-365-0546

大阪府

㈱オクヒラ株式会社オクヒラ

大阪府大阪狭山市茱萸木1丁目254番地の1

072-365-5601

大阪府

㈱オクヒラ株式会社オクヒラ

大阪府大阪狭山市岩室1-269-7

072-366-5667

大阪府

株式会社

カーフィックス

大阪府大阪狭山市山本北1423-4

072-367-1106

大阪府

株式会社

イケモト

大阪府堺市堺区一条通6-8

072-226-5922

大阪府

㈱オクヒラ株式会社オクヒラ

大阪府堺市南区和田277-1

072-296-2988

大阪府

株式会社

大阪府堺市南区高尾1-411-12

072-260-5260

大阪府

Top-tech

大阪府堺市北区中村町280-1

072-255-8405

大阪府

トータルカーサービス

大阪府堺市北区中村町280-1

072-255-8405

大阪府

エヌズ

大阪府和泉市若樫町1137-1

07-2553-3535

大阪府

㈲クリエイトクリエーション

大阪府泉佐野市長滝691-1

072-466-6368

大阪府

大林モータース

大阪府堺市東区引野町2-29-24

090-1136-6484

大阪府

尾崎自動車株式会社

大阪府堺市東区西野199番地

072-237-2729

大阪府

株式会社

大阪府堺市中区福田1117-1

072-235-1109

兵庫県

ｃａｒエステ

兵庫県神戸市西区玉津町新方316-3

078-913-5774

兵庫県

株式会社住田モータース

兵庫県神戸市西区神出町宝勢1803-1

078-965-1984

兵庫県

塚本モータース

兵庫県神戸市長田区本庄町5丁目1-25

078-732-5901

兵庫県

株式会社ＡＵＴＯ

兵庫県神戸市灘区新在家南町4-11-10

078-881-6678

兵庫県

株式会社

兵庫県西宮市甲子園口5-16-21

0798-66-8001

兵庫県

㈱Ｉ－Ｒｉｓｅイマオカオートショップ

兵庫県豊岡市桜町11番29号

0796-23-4352

兵庫県

井戸オートサービス本社

兵庫県豊岡市今森561-2

0796-21-7485

兵庫県

井戸オートサービス

兵庫県豊岡市今森561番地2

0796-21-7485

兵庫県

タイヤショップ

兵庫県丹波市氷上町石生613-10

0795-82-1844

兵庫県

タイヤ館

姫路中央店

兵庫県姫路市神屋町6丁目72番地

079-222-3900

兵庫県

株式会社

松本整備

兵庫県赤穂市鷏和1111-1

0791-45-0011

奈良県

有限会社

杉江電機

奈良県生駒市北田原町2453-2

0743-78-0026

奈良県

AUDI奈良

奈良県奈良市柏木町469

0742-32-1881

奈良県

有限会社

奈良県奈良市三条大宮町1-14

0742-33-2672

奈良県

青木自動車整備

奈良県五條市丹原町418-1

0747-22-3178

奈良県

株式会社

奈良県五條市二見3-9-5

0747-22-1281

ＣＨＡＰ
北開店

セイロモータース
株式会社

BMW 枚方店

アクタス

ＧＬＯＢＡＬ

ＡＵＴＯ

岩室店

泉北ニュータウン店

シティーオートなかやま＜Ｂ＞
Top-tech

日研自動車商会
極み

ＲＥＰＡＩＲ

ＫＯＢＥ

甲子園小型モータース

フジワラ

山根電気工業所
株式会社

大和陸整

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

奈良県

光洋

奈良県

株式会社

自動車
リペアー・テック・プロ

電話番号

奈良県大和郡山市杉町206番地の1

0743-56-5554

奈良県葛城市兵家1462-10

0745-48-4457

和歌山県

柳瀬モータース

和歌山県海草郡紀美野町動木38

073-489-3047

和歌山県

柳瀬モータース

和歌山県海草郡紀美野町動木38

073-489-3047

和歌山県

有限会社口井自動車

和歌山県和歌山市黒田294

073-471-4624

和歌山県

有限会社

和歌山県和歌山市黒田294番地

073-471-4624

和歌山県

OM商会

和歌山県和歌山市鈴丸丁53

073-423-4763

和歌山県

ＯＭ商会

和歌山県和歌山市鈴丸丁53

073-423-4763

和歌山県

有限会社富光モータース

和歌山県和歌山市加納229-1

073-471-2352

和歌山県

有限会社

和歌山県和歌山市加納229-1

073-471-2352

和歌山県

和歌山地区自動車整備協同組合

和歌山県和歌山市湊1106-14

073-422-2040

和歌山県

三宝自動車株式会社

和歌山県和歌山市松江1390-6

073-452-0154

和歌山県

三宝自動車

和歌山県和歌山市松江1390-6

073-452-0154

和歌山県

有限会社山健重機整備

和歌山県和歌山市栄谷6-5

073-451-3585

和歌山県

有限会社

和歌山県和歌山市栄谷6番地の5

073-451-3585

和歌山県

有限会社田尻自動車

和歌山県和歌山市田尻439-2

073-471-1427

和歌山県

有限会社

和歌山県和歌山市田尻439-2

073-471-1427

和歌山県

内田自動車

和歌山県和歌山市中島412

073-436-7370

和歌山県

内田自動車

和歌山県和歌山市中島412

073-436-7370

和歌山県

山一モータース有限会社

和歌山県和歌山市北中島1丁目8-35

073-423-1768

和歌山県

山一モータース

和歌山県和歌山市北中島1丁目8番35号

073-423-1768

和歌山県

有限会社村山モータース

和歌山県海南市船尾704

073-482-5313

和歌山県

有限会社

和歌山県海南市船尾704番地

073-482-5313

和歌山県

合同会社ミノシマモータース

和歌山県海南市黒江228-8

073-483-0917

和歌山県

合同会社

和歌山県海南市黒江228-8

073-483-0917

和歌山県

金屋モータース

和歌山県海南市小野田442

0737-32-3090

和歌山県

相互モータース

和歌山県海南市藤白240

073-483-5382

和歌山県

相互モータース

和歌山県海南市藤白240

073-483-5382

和歌山県

三恵自動車株式会社

和歌山県有田郡有田川町小島300

0737-52-3253

和歌山県

金屋モータース

和歌山県海南市小野田442

0737-32-3090

和歌山県

佐々木自動車

和歌山県有田郡有田川町大字西丹生図61-3

0737-20-5344

和歌山県

下原自動車株式会社

和歌山県新宮市三輪崎1973-4

0735-31-6250

和歌山県

大岩自動車

和歌山県橋本市隅田町平野165

0736-37-2356

和歌山県

有限会社

福井自動車

和歌山県橋本市東家5丁目1-3

0736-32-0278

和歌山県

株式会社

山本自動車

和歌山県橋本市脇5丁目1-22

0736-32-1365

和歌山県

㈱オクヒラ株式会社オクヒラ

和歌山県橋本市柱本字深山23-1

0736-37-0432

和歌山県

ミスタータイヤマンまんが

和歌山県有田市初島町里2033-3

0737-83-5554

和歌山県

株式会社南川自動車

和歌山県和歌山市布施屋327-1

073-477-6696

和歌山県

株式会社

南川自動車

和歌山県和歌山市布施屋327番地の1

073-477-6696

和歌山県

合同会社

アッソオート

和歌山県海南市且来1111-4

073-483-0440

和歌山県

森自動車

和歌山県和歌山市内原689-5

073-446-0646

和歌山県

合同会社アッソオート

和歌山県海南市且来1111-4

073-483-0440

和歌山県

森自動車

和歌山県和歌山市内原698-5

073-446-0646

鳥取県鳥取市古海650-1

0857-26-5556

口井自動車

富光モータース

株式会社
山健重機整備
田尻自動車

有限会社

村山モータース
ミノシマモータース

株式会社

橋本ニュータウン店

鳥取県

㈱TFWOEKSタイヤファクトリー

鳥取県

㈱ワイビータイヤ・ホイールカンパニー

鳥取県鳥取市湖山町東5-368

0857-31-2595

鳥取県

アーバンロード

鳥取県倉吉市河北町97-1

0858-26-7407

鳥取県

グランドスラム米子

鳥取県米子市米原9-7-25

0859-23-6531

鳥取県

淀瀬自動車工業所

鳥取県東伯郡北栄町江北2335-1

0858-36-2496

島根県

株式会社島根マツダ

島根県出雲市白枝町635-11

0853-21-2333

島根県

ミスタータイヤマン大田店

島根県大田市長久町長久ロ265-7

0854-82-2672

出雲店

鳥取店

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

電話番号

島根県

コクピットアキラ

島根県出雲市斐川町直江4774-1

0853-72-0155

岡山県

Ｒｈｙｍｅｓ

岡山県都窪郡早島町早島714-1

086-441-8707

岡山県

東自動車整備工場

岡山県岡山市東区古都宿252-1

086-278-1305

岡山県

有限会社

岡山県和気郡和気町宇生164

0869-88-0195

岡山県

有限会社タイヤセンター豊成

岡山県倉敷市沖83-12

086-427-7551

岡山県

㈱タイヤ館真庭タイヤ館

岡山県真庭市富尾51番地3

0867-42-1466

岡山県

オイルワールド

岡山県岡山市東区沼1381

086-297-2099

岡山県

株式会社金辺商会

岡山東営業所

岡山県岡山市中区高屋304-10

086-271-1515

広島県

Ｃａｒ

Ｙ‘ｓ

広島県福山市神辺町東中条1304-2

050-1343-5516

広島県

ガレージ

広島県福山市加茂町中野359-10

084-972-8725

広島県

アクティブガレージ

広島県福山市南手城町4-11-3

084-973-7307

広島県

株式会社昭和自動車

広島県福山市南蔵王町2丁目4-9

084-921-1802

広島県

㈱ディファレンシャルＨＯＲＩＢＥ

広島県三原市皆実2丁目9-15

0848-63-7666

広島県

株式会社

広島県広島市安佐北区三入4-7-2

082-554-8577

広島県

カーネット

広島県広島市安佐北区可部南5丁目11-21

082-516-6505

広島県

株式会社

広島県廿日市市河津原1016-3

0829-74-3928

山口県

植田自動車整備

山口県岩国市南岩国町3-3-13-1

0827-31-4110

山口県

正兼モータース

山口県岩国市美和町渋前1740-5

0827-96-0505

山口県

正兼モ－タ－ス

山口県岩国市美和町渋前1740-5

0827-96-0505

山口県

オートアライアンス山口

山口県岩国市川西3-5-38

0827-44-3113

山口県

株式会社

山口県岩国市多田1-104-1

0827-44-1222

山口県

オートアライアンス山口

株式会社

柳井営業所

山口県柳井市新市沖2-8

0820-24-6336

山口県

オートアライアンス山口

株式会社

光営業所

山口県光市浅江5丁目13-9

0833-74-0666

山口県

マイスターオート株式会社

山口県周南市栗屋829-1

0834-26-1113

山口県

オートアライアンス山口

山口県周南市鼓海2-118-49

0834-36-0050

山口県

Ｔａｋｅ

山口県周南市秋月3丁目1-1

0834-39-2350

山口県

ＳＳ

山口県周南市新地1丁目7番15号

0834-34-0477

山口県

オートアライアンス山口

山口県周南市新地3丁目5-50

0834-31-0720

山口県

タイヤガレージ

山口県防府市大字高井286-1

0835-57-0852

山口県

オートアライアンス山口

山口県防府市大字植松33-4

0835-26-6060

山口県

㈲西市石油店オートショップパドック

山口県下関市豊田町大字中村田屋257

083-766-2844

山口県

オートアライアンス山口

株式会社

下関営業所

山口県下関市秋根北町2番29号

083-242-0885

山口県

オートアライアンス山口

株式会社

長府営業所

山口県下関市長府扇町1-2

083-242-2774

山口県

オートアライアンス山口

株式会社

山口営業所

山口県山口市大内千防6-4-1

083-922-5841

山口県

タイヤ館山口

山口県山口市大内中央1丁目8番5号

083-941-0555

山口県

タイヤ館山口

山口県山口市吉敷下東一丁目14-10

083-921-7555

山口県

株式会社オーバー・カム

山口県山口市黒川484-1

083-923-7007

山口県

株式会社

ワイエス自動車

山口県山口市阿知須1516-1

0836-65-5180

山口県

株式会社

ワイエス自動車

山口県山口市阿知須1516番地1

0836-65-5180

山口県

オートアライアンス山口

山口県宇部市島3丁目5-14

0836-34-3113

山口県

ミスタータイヤマン宇部ロイヤル

山口県宇部市西岐波4165-1

0836-54-0055

山口県

株式会社

山口県山陽小野田市山川212番地8

0836-43-9836

山口県

萩ビーエスタイヤ販売（株）ミスタータイヤマン萩

山口県萩市土原608-116

0838-25-2237

山口県

オートアライアンス山口

山口県萩市大字平安古町550

0838-22-2163

山口県

㈲オートサロンエポック

山口県長門市東深川719-2

0837-22-3578

山口県

オートアライアンス山口

山口県長門市東深川677-4

0837-27-0080

山口県

有限会社

山口県下関市豊北町神田1125

083-786-0154

山口県

（有）スマイルショップキタムラ

山口県下関市横野町3丁目1番16号

0832-58-3251

山口県

木原自動車

山口県下関市富任町2-1-10

083-258-2494

徳島県

キトウ車

徳島県板野郡藍住町富吉字中新田21-1

088-692-7585

佐伯自動車整備工場
真庭

岡山東店

Ｃａｒｅ
ＴＩＣ

カークリニック車楽
カーショップ西広島
有限会社

株式会社

岩国営業所

バギー

株式会社

下松営業所

ｏｆｆ

ＣＲＥＷ
株式会社

ナカムラ
株式会社

防府営業所

湯田店

Ｍ’ｓ

株式会社

宇部営業所

ＧＡＴＥ
株式会社

萩営業所

株式会社

長門営業所

中野自動車

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

徳島県

有限会社中央商会

徳島県

株式会社

北光社

徳島県

株式会社

Ｆａｔｅ

香川県

㈲ピットハウス

香川県

有限会社

香川県

電話番号

徳島県吉野川市鴨島町知恵島1333-5

0883-24-4411

徳島県吉野川市鴨嶋町上浦字市瀬東117-1

0883-24-8015

徳島県吉野川市山川町川田1352

0883-42-4583

香川県高松市林町250-1

087-867-3633

香川県善通寺市中村町1771-1

0877-63-2881

有限会社カー工房

香川県善通寺市中村町1771-1

0877-63-2881

香川県

株式会社ＴＷＯ

香川県三豊市高瀬町新名2146-7

0875-56-2220

香川県

有限会社

香川県三豊市高瀬町下麻1484-8

0875-74-6283

愛媛県

社団法人愛媛福祉車両協会

愛媛県伊予郡松前町昌農内26-1

089-994-5151

愛媛県

社団法人愛媛福祉車両協会

愛媛県伊予郡松前町大字昌農内字土居26番地1

089-994-5151

愛媛県

ガレージ

アロウズ

愛媛県伊予郡松前町神崎1085-1

089-984-8060

愛媛県

株式会社

スズキ販売四国中央

愛媛県四国中央市金生町下分2516-1

0896-56-2255

福岡県

Ｈ・Ｙファクトリー

福岡県喜多方市熊倉町新合字金沢丙428

0241-22-3907

福岡県

カープラザ西部

福岡県北九州市若松区払川38-1

093-701-1667

福岡県

アーバンオート福岡

福岡県福岡市早良区四箇3丁目1-64

092-812-0389

福岡県

平田バッテリー機器

福岡県筑紫郡那珂川町中原2-43

092-953-2129

福岡県

㈱フリーダムプロジェクトタイヤのコンビニＦＲＥＥＤＡＭ 福岡県福岡市南区鶴田1丁目2-11

092-555-6839

福岡県

ＢＩＲＤ

福岡県春日市下白水64-5

092-596-0051

福岡県

株式会社遊車

福岡県春日市松ヶ丘6丁目17

092-589-7373

福岡県

はるだ自動車販売

福岡県筑紫野市原田4丁目3-2

092-926-1443

福岡県

はるだ自動車販売

福岡県筑紫野市原田4丁目3-2

092-926-1443

福岡県

陶山オートサービス

福岡県太宰府市通古賀5丁目13番15号

092-921-6252

福岡県

オートレック

福岡県福岡市西区西都1丁目13番18号

092-806-0145

福岡県

㈲嘉穂鈑金塗装・タイヤタイヤガーデンB-WAVE

福岡県飯塚市川島231-6

0948-23-8585

福岡県

ＴＷＩＮＳ

福岡県宮若市山口75-4

0949-55-3002

福岡県

オートクラブ上田川

福岡県田川郡添田町添田２３６２－１

0947-82-3307

福岡県

上田川運送有限会社

福岡県田川郡添田町大字添田2362-1

0947-82-3307

福岡県

㈱中央パーツセンターＣＰＣ中央パーツセンター

福岡県福岡県田川市大字川宮1758-13

0947-44-0492

福岡県

有限会社

福岡県田川郡川崎町田原1158-1

0947-47-4030

福岡県

ブリヂストン・リテールジャパン㈱タイヤ館

福岡県

中村自動車板金塗装

福岡県大牟田市桜町70

0944-55-5537

福岡県

中村自動車板金塗装

福岡県大牟田市桜町70

0944-55-5537

福岡県

株式会社

福岡県大牟田市不知火町2-4-1

0944-55-2020

福岡県

カーライフプラザ

福岡県大牟田市草木49-1

0944-54-1700

福岡県

株式会社

井形

福岡県大鉾田市上白川町1-125

0944-56-1700

福岡県

株式会社

井形

福岡県大鉾田市上白川町1-125

0944-56-1700

佐賀県

タイヤ館

佐賀

佐賀県佐賀市本庄町本庄507-1

0952-29-6677

佐賀県

ブリヂストンタイヤジャパン㈱佐賀営業所有限会社コクピット佐賀

佐賀県佐賀市新栄西2丁目1-11

0952-28-7670

佐賀県

株式会社貴輪商会

佐賀県武雄市武雄町昭和10-9

0954-22-3131

佐賀県

Auto Shop IMPRESSIVE

佐賀県唐津市神田3327-9

0955-75-0340

長崎県

有限会社

長崎県長崎市琴海戸根町2729

095-884-2250

長崎県

有限会社アクティブワン

長崎県諫早市永昌町11-12

0957-25-6269

長崎県

有限会社

千々石自動車整備工場

長崎県雲仙市千々石町丙2174

0957-37-2350

長崎県

タイヤ館

大村

長崎県大村市松並2-925-1

0957-20-8501

長崎県

タイヤ館

佐世保

長崎県佐世保市日宇町2787-2

0956-31-0160

長崎県

株式会社

古川電機製作所

長崎県佐世保市大和町342番地1

0956-31-3123

長崎県

ガレージ中山

長崎県佐世保市針尾東町343

0956-58-3558

長崎県

株式会社

オートピア

長崎県東彼杵郡波佐見町岳辺田郷1256-2

0956-85-4301

長崎県

株式会社

オートピア

長崎県東彼杵郡波佐見町岳辺田郷1256-2

0956-85-4301

長崎県

株式会社吉田自動車平戸店

長崎県平戸市岩の上町207-1

0950-26-0123

鴨嶋営業所

コスギ

カー工房
ＴＯＰ

大西商会

株式会社

ＭＯＴＯＲ

オートクラブ上田川

エフ・テック

南久留米 福岡県久留米市本山1-6-3

大栄
アイモ

宮本タイヤ販売センター

0942-21-8758

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

電話番号

熊本県

タイヤ館みなもと

浜線店

熊本県上益城郡嘉島町鯰2794-5

096-237-3550

熊本県

タイヤ館みなもと

熊本店

熊本県熊本市南区幸田2丁目10-60

096-370-1000

熊本県

タイヤ館みなもと

熊本インター店

熊本県熊本市東区石原2-1-15

096-388-7775

熊本県

有限会社

熊本県菊池郡大津町大林1083-1

096-293-2648

熊本県

竹本バッテリー工業所

熊本県菊池郡大津町引水750-2

096-293-6559

熊本県

タイヤ館みなもと

熊本県菊池郡大津町室613-1

096-293-6101

大分県

有限会社

大分県大分市下八幡3組

097-532-7994

大分県

カーショップHELP

大分県大分市豊海３丁目５番６号

097-576-9668

大分県

カーショップＨＥＬＰ

大分県大分市豊海3丁目5-6

097-576-9668

大分県

タイヤ館

森町通り

大分県大分市大字皆春1557-1

097-521-3500

大分県

タイヤ館

古国府

大分県大分市大字古国府408

0975-44-8234

大分県

ＳＪＫオートサービス

大分県東浜1-12-3

097-552-2299

大分県

タイヤ館

大分

大分県大分市下郡北2-2-37

0975-69-8122

大分県

タイヤ館

別府店

大分県別府市大字北石垣1464-1

0977-26-7877

大分県

株式会社勝木モータース

大分県別府市石垣西9丁目6番14号

0977-23-7377

大分県

ＦＵＬＬ

大分県日田市北友田1-1302

0973-23-1774

大分県

九州オイル県北

大分県宇佐市上高24-2

0978-32-6799

大分県

ミスタータイヤマン宇佐

大分県宇佐市大字法鏡寺283-3

0978-34-9123

大分県

有限会社日出タイヤショップ

大分県速見郡日出町大字川崎2014番地の1

0977-72-0622

宮崎県

タイヤ館

宮崎県宮崎市新名爪麦田1396-1

0985-37-0066

宮崎県

カードレッサー那須

宮崎県延岡市平原町3-1463-9

0982-34-4694

宮崎県

(有)ブリヂストン吉薗タイヤセンターミスタータイヤマンよしぞの

宮崎県小林市真方437-27

0984-23-2833

鹿児島県

Alles

鹿児島県鹿児島市山田町1994-4

099-800-7761

鹿児島県

（有）AOTOTIRESリペアニーズ鹿児島

鹿児島県鹿児島市中山町2165-1

099-260-6497

鹿児島県

ダンロップタイヤ九州㈱タイヤセレクト鹿児島

鹿児島県鹿児島市中山1-1-8

099-284-5472

鹿児島県

ナックオートサービス

鹿児島県鹿児島市東開町3-6

099-266-5654

鹿児島県

㈱ナンキュウ鹿児島営業所タイヤセブン

鹿児島県鹿児島市卸本町8-17

099-230-0157

鹿児島県

オートテック

鹿児島県鹿児島市卸本町5-3

099-268-0015

鹿児島県

カードックＭＡＴＳＵＭＯＴＯ

鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2353-112

0997-46-2954

鹿児島県

宮﨑自動車
大津店

八幡車両

ＳＰＥＣ

ＣＡＲ

ＭＡＫＥ

ＳＡＭ

宮崎

卸本町店

タイヤガーデンＲ３鹿児島

鹿児島県いちき串木野市薩摩山13300

0996-33-0777

沖縄県

㈱琉球インベストメントパーティーフェイスガレージ

沖縄県那覇市銘苅3-11-9

098-861-8861

沖縄県

タイヤ館大石

沖縄県那覇市おもろまち4-20-3

098-951-1155

沖縄県

タイヤガーデン

沖縄県那覇市金城2丁目12番地の10

098-858-6111

沖縄県

ホームセンターさくもと

沖縄県豊見城市根差部710

098-852-2100

沖縄県

株式会社

沖縄県豊見城市字伊良波561

098-850-2834

沖縄県

ＣＲＡＦＴＭＡＮ（クラフトマン）

沖縄県島尻郡八重瀬町宜次584

098-998-0229

沖縄県

有限会社

与那原自動車整備センター

沖縄県島尻郡与那原町字上与那原493番地2

098-945-8181

沖縄県

株式会社

オキショウ

沖縄県島尻郡与那原町与那原3300-1

098-946-6464

沖縄県

㈱タイヤ館沖縄タイヤ館

沖縄県浦添市当山3丁目2-2

098-874-1715

沖縄県

タイヤガーデン

沖縄県浦添市当山2丁目8-1

098-963-9956

沖縄県

ホームセンターさくもと

沖縄県浦添市牧港1丁目61-18

098-877-4123

沖縄県

株式会社

沖縄県浦添市城間3-5-1

098-876-6283

沖縄県

有限会社大石

沖縄県宜野湾市嘉数4-27-7

098-988-1615

沖縄県

タイヤショップ

沖縄県那覇市真地157

098-889-1035

沖縄県

Ｆシステム

沖縄県中頭郡西原町字小那覇1303

098-917-5559

沖縄県

ホームセンターさくもと

沖縄県沖縄市南桃原4丁目28-1

098-933-4241

沖縄県

㈱エム・エス・シュタークベイエリア

沖縄県中頭郡北谷町美浜3-5-10

098-926-1088

沖縄県

ホームセンタータバタ嘉手納

沖縄県中頭郡嘉手納町兼久372-2

098-989-8020

沖縄県

スターフィッシュ沖縄㈱スターフィッシュガレージ

沖縄県うるま市石川曙3-2-31

098-965-7807

沖縄県

森田タイヤ有限会社

沖縄県沖縄市美原3-20-5

098-939-6342

おもろまち店
那覇
とよみ店

アロハオート

スペース

浦添
浦添店

エム・エス・シュターク
ピット

ハウス

沖縄本店
コザ店

コクピット沖縄

シュターク

ワールドウィング

あしもと見守るくん
令和3年 7月24日現在

都道府県

住所

店舗等名

沖縄県

ホームセンターさくもと

沖縄県名護市宮里1592

0980-51-1300

沖縄県

ＫＭ自動車サービス

沖縄県石垣市真栄里756-15

0980-83-8763

沖縄県

有限会社ホンダ販売石垣

沖縄県石垣市真栄里５７４番地

0980-82-9899

沖縄県

宮良自動車整備工場

沖縄県石垣市登野城869-5

0980-82-2216

沖縄県

有限会社

沖縄県石垣市新川2317-1

0980-82-5305

哲真車輌整備

なご店

電話番号

