
GFR-02取扱い予定店舗一覧（都道府県順） 2021年2⽉3⽇現在

店舗名 店舗住所 TEL

スーパーオートバックス　ＳＡＰＰＯＲＯ 北海道札幌市⻄区⻄町南１３－１－３５ 011-662-8055

バイシクルショップサイトウ 北海道上川郡和寒町三笠103 0165-32-4166

スーパーオートバックス函館 北海道函館市昭和３－５－１ 0138-40-8000

オートバックス十和田 ⻘森県十和田市⼤字洞内字井⼾頭 １４４－２９７ 0176-25-2951

スーパーオートバックス⼋⼾店 ⻘森県⼋⼾市沼館４－７－９６ 0178-45-0331

スーパーオートバックス盛岡南 岩⼿県盛岡市三本柳２３－２５－１ 019-638-8763

株式会社オートボディ菅原 宮城県気仙沼市本吉町寺谷６５－１ 0226-44-3951

スーパーオートバックス仙台ルート４５ 宮城県仙台市宮城野区⽇の出町 ２丁目３番４５号 022-232-2345

クルマの相談館　仙台⼋幡町店 宮城県仙台市⻘葉区⼋幡1-3-10 022-263-6822

株式会社ティーズ 宮城県仙台市⻘葉区⼋幡5-2-1 022-727-6737

スーパーオートバックス・仙台泉加茂 宮城県仙台市泉区上谷刈四丁目１０番２６号 022-374-1131

有限会社マルニ興業 宮城県登⽶市豊⾥町東待井下36-2 0225-98-5153

オートバックス山形深町 山形県山形市深町１―３―３０ 023-645-7677

オートバックス山形北 山形県山形市⾺⾒ヶ崎四丁目１０番３号 023-674-0355

オートバックス・酒田店 山形県酒田市松原南２４－７ 0234-24-8602

オートバックス天童店 山形県天童市北久野本 ２－１２－２５ 023-653-0023

オートバツクス⽶沢店 山形県⽶沢市成島町３丁目２番８８号 0238-26-2242

スーパーオートバックス会津若松店 福島県会津若松市扇町１０１ 0242-24-0456

クルマの相談館　会津若松店 福島県会津若松市町北上荒久田字宮下127－1 0242-85-7829

スーパーオートバックス・郡山南 福島県郡山市南二丁目５８番地 024-945-3356

ウエストウッドつくば店 茨城県つくば市稲岡66-1-M 029-869-7819

クルマの相談館　ひたちなか店 茨城県ひたちなか市高野133-3 029-357-3123

有限会社中央オートサイクル 茨城県⽔⼾市⻄原2-12-7 029-253-5353

スーパーオートバックス・土浦東⼤通り 茨城県土浦市⻄根南３－５－２５ 029-841-3848

ウエストウッド本店 茨城県⿓ヶ崎市砂町2738-1 0297-62-0149

スーパーオートバックス宇都宮 栃木県宇都宮市城東２丁目２５番１６号 028-610-3777

クルマの相談館栃木壬生店 栃木県下都賀郡壬生町安塚2368-1 0282-86-2425

スーパーオートバックス小山 栃木県小山市⻄城南７丁目２番地４ 0285-28-6688

オートバックス栃木店 栃木県栃木市平柳町３－１２－２１ 0282-28-1000

オートバックス伊勢崎 群⾺県伊勢崎市連取町３０２４番地３ 0270-26-4100

スーパーオートバックス　ＭＡＥＢＡＳＨＩ 群⾺県前橋市鳥羽町４２－５ 027-210-7800

オートバックス北浦和店 埼玉県さいたま市桜区下⼤久保１０５７ 048-858-8211

スーパーオートバックス⼤宮バイパス 埼玉県さいたま市⻄区宮前町１２５－１ 048-621-0189

はとや　与野店 埼玉県さいたま市中央区上落合1-8-10 048-854-1581

スーパーオートバックス　ＫＵＫＩ 埼玉県久喜市野久喜８７１番地１０ 0480-26-9337

スーパーオートバックス熊谷 埼玉県熊谷市肥塚１３５５－１ 048-527-6855

スーパーオートバックス　ＴＯＤＡ 埼玉県⼾田市笹目６－２３－２ 048-424-0189

萩原輪店 埼玉県鴻巣市本町8-5-17 048-541-5682

はとや　春⽇部店 埼玉県春⽇部市小渕220-1 048-753-5533

はとや　所沢店 埼玉県所沢市小⼿指町5-3-5 042-938-2222

オートバックス東所沢店 埼玉県所沢市上安松８１６－１ 04-2944-3191

スーパーオートバックス所沢 埼玉県所沢市上新井一丁目３４番地の６ 04-2903-3111

はとや　上尾店 埼玉県上尾市上277-1 048-775-2861

はとや　川越店 埼玉県川越市⼤仙波359-1 049-226-1110

オートバックス川口店 埼玉県川口市並木１－２５－２６ 048-251-1776

はとや　川口店 埼玉県川口市弥平1-12-10 048-222-3211

はとや　草加店 埼玉県草加市花栗2-10-26 048-942-3121

ドローンテクニカルファクトリー川越 埼玉県川越市⼤塚１丁目６２７ 049-265-8651

オートバックス千葉ニュータウン 千葉県印⻄市⻄の原５丁目６番 0476-48-5557

スーパーオートバックス市川 千葉県市川市⻤高三丁目３２番１２号 047-393-7000

スーパーオートバックス千葉⻑沼店 千葉県千葉市稲⽑区山王町３０７－２ 043-424-8561

オートバックスそが店 千葉県千葉市中央区川崎町１－３４ 043-262-0711

スーパーオートバックスかしわ沼南 千葉県柏市⾵早１－３－１３ 04-7192-4000

スーパーオートバックス羽村 東京都羽村市神明台４－１－１ 042-555-5101

有限会社武万 東京都葛飾区東四つ木4-47-1 03-3691-4734



スーパーオートバックス新小岩 東京都葛飾区東新小岩２－３－６ 03-3695-2011

Ａ　ＰＩＴ　ＡＵＴＯＢＡＣＳ　ＳＨＩＮＯＮＯＭＥ 東京都江東区東雲 ２丁目７番２０号 03-3528-0357

スーパーオートバックス　ＭＩＴＡＫＡ 東京都三鷹市野崎４－１－１０ 0422-30-0577

スーパーオートバックス　ＫＯＤＡＩＲＡ 東京都小平市花小⾦井３－２０－６ 042-451-0539

株式会社カーケアセンター 東京都⾜⽴区⻄伊興3-8-3 03-3897-5250

スーパーオートバックス⾜⽴ 東京都⾜⽴区⼊谷７丁目１６番２０号 03-3856-2711

オートバックス多摩店 東京都多摩市永山２丁目２５－２ 042-373-2621

ニッポンメンテナンスシステム株式会社 東京都中央区⼋丁堀3丁目25番7号 Daiwa⼋丁堀駅前ビル8F 03-3553-0061

J-Viajero 東京都⼋王子市打越町１４８８－４ 090-9329-8450

スーパーオートバックス⼋王子 東京都⼋王子市打越町２００４－１ 042-632-0189

オートバックスガレージ府中 東京都府中市武蔵台１丁目６－３ 042-352-8388

スーパーオートバックス・環七王子神谷 東京都北区神谷３－５８－４ 03-5939-0189

オートバックス代官山店 東京都目⿊区中目⿊１－３－１１ライオンズマンション花壇代官山 03-3719-2100

スーパーオートバックス横浜ベイサイド 神奈川県横浜市⾦沢区幸浦 ２－２４－６ 045-791-5111

有限会社オートショップミヤタ 神奈川県横浜市港北区高田東4-19-1 045-531-6823 

スーパーオートバックス２４６江田 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘 １－１ 045-911-0189

スーパーオートバックス十⽇市場 神奈川県横浜市緑区十⽇市場町 ８１１－７ 045-982-9701

スーパーオートバックス厚木 神奈川県厚木市船子５５－１ 046-248-0331

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

株式会社サンオータス FujisawaSST 　SQUARE Mobility神奈川県藤沢市辻堂元町６丁目２１番１号　湘南T-SITE3号館0466-53-9543

スーパーオートバックス・湘南平塚 神奈川県平塚市田村３－４－２５ 0463-54-9555

オートバックス五泉店 新潟県五泉市太田９９８－１ 0250-47-7350

オートバックス十⽇町店 新潟県十⽇町市寅甲９３９－１ 025-761-7140

オートバックス小千谷店 新潟県小千谷市城内２－１２－３６ 0258-83-3470

オートバックス新潟中央店 新潟県新潟市中央区上所上１－４－１ 025-284-6311

スーパーオートバックス新潟竹尾 新潟県新潟市東区竹尾７４０－１ 025-274-8765

オートバックス新発田店 新潟県新発田市富塚町 ３丁目３番２号 0254-27-2233

スーパーオートバックス　ＮＡＧＡＯＫＡ 新潟県⻑岡市寺島町６３５ 0258-25-9180

スーパーオートバックス・高岡 富山県高岡市荻布３０番１ 0766-22-1616

スーパーオートバックス富山南 富山県富山市婦中町塚原１２００ 076-491-1919

スーパーオートバックス⾦沢 ⽯川県⾦沢市近岡町３３７－１ 076-237-6011

スーパーオートバックス・⾦沢野々市店 ⽯川県野々市市三⽇市三丁目８３番地 076-246-2323

オートバックスさばえ店 福井県鯖江市神中町２－９－２６ 0778-53-2777

株式会社ユニカーズ 福井県敦賀市⻑沢42-9-5 0770-47-6610

オートバックス福井北店 福井県福井市高柳２丁目２００１番地 0776-52-3703

Camping Car Shop SiZENTO 福井県福井市深谷町5-5-1 0776-97-9530

株式会社バイクガレージ福井 福井県福井市門前2-601 0776-35-3322

スーパーオートバックス甲府 山梨県甲府市国⺟８－１４－５３ 055-225-2155

オートバックス伊那店 ⻑野県伊那市福島２０８番 0265-76-4810

オートバックス松本店 ⻑野県松本市⼤字高宮字東７－１５ 0263-26-7162

スーパーオートバックス岐阜店 岐阜県岐阜市宇佐３－１５－８ 058-274-9871

スーパーオートバックス・静岡中原 静岡県静岡市駿河区津島町１０－２０ 054-283-6018

スーパーオートバックス浜松 静岡県浜松市中区小豆餅４－１６－１ 053-476-2180

スーパーオートバックス富士 静岡県富士市本市場町７１４ 0545-61-4605

CDPシズオカ 静岡市駿河区下川原４丁目２７ー1 054-257-5146

プロスペリティエンタープライズ 愛知県愛⻄市草平町江ノ田78-3 080-2614-5520

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

スーパーオートバックス　ＮＡＧＯＹＡＢＡＹ 愛知県名古屋市港区木場町９番５１号 052-693-2002

スーパーオートバックス植田 愛知県名古屋市天白区植田１－２１１２ 052-803-3155

スーパーオートバックス・伊勢 三重県伊勢市御薗町王中島９７９ 0596-36-4488

オートバックス・甲賀店 滋賀県甲賀市⽔口町北脇字岡本 １７７２番地２ 0748-62-0246

スーパーオートバックス湖南 滋賀県草津市南笠東１丁目１番３６号 077-563-6663

オートバックス⻑浜 滋賀県⻑浜市川崎町２５０番地 0749-63-6699

オートバックス・守山野洲 滋賀県野洲市野洲字芦田１４５６番１ 077-588-0111

bol.motor&cycle 京都市中京区六⾓通り室町東⼊ル⾻屋町138-1 075-354-5246

スーパーオートバックス京都ワウワンダーシティ 京都府京都市右京区⻄院安塚町１ 075-326-0055

株式会社忍⾃動⾞ 京都府京都市南区吉祥院池ノ内町9-1 075-661-0888

エフシステム株式会社 京都府京都市南区久世中久町669番地３ 075-924-3437



スーパーオートバックス・京都伏⾒ 京都府京都市伏⾒区横⼤路芝生２１番 075-612-1222

オートバックス東福知山店 京都府福知山市土師宮町１－１６３ 0773-27-0677

スーパーオートバックス岸和田 ⼤阪府岸和田市⼋阪町２丁目１６番１号 072-422-3800

スーパーオートバックス高槻店 ⼤阪府高槻市⼤塚町１－２－６ 072-673-9377

サイクルショップさとう ⼤阪府高槻市土室町39-15 072-693-1943

サイクルパークトミー ⼤阪府堺市⻄区浜寺⽯津町⻄4-1-18 072-241-7161

スーパーオートバックス・泉北原山台店 ⼤阪府堺市南区原山台５－９－２ 072-298-7799

オートバックス・美原店 ⼤阪府堺市美原区⿊山４８３－１ 072-335-8778

スーパーオートバックス・外環四条畷 ⼤阪府四條畷市砂三丁目１４番１１号 072-862-4780

オートバックス松原 ⼤阪府松原市別所４－１－３０ 072-362-8558

株式会社One-do ⼤阪府吹田市南吹田3-15 ライゼホビーNo.4 090-1020-5466

オートバックス・千⾥丘店 ⼤阪府摂津市千⾥丘２丁目１４－７ 06-6170-5501

いずみさの⾃動⾞教習所 ⼤阪府泉佐野市新安松2-6-22 072-465-0961

スーパーオートバックス布施高井田 ⼤阪府東⼤阪市高井田本通４－２－５ 06-4308-8880

スーパーオートバックス・豊中庄内 ⼤阪府豊中市島江町１丁目１番１号 06-6335-1047

中井商会 ⼤阪府箕面市箕面2-1-32 072-721-3369

オートバックス伊丹店 兵庫県伊丹市北伊丹５－９６－１ 072-771-1880

オートバックス髙砂店 兵庫県高砂市神爪３－１－１ 079-434-1881

オートバックス学園南 兵庫県神⼾市垂⽔区小束台８６８－１０３８ 078-791-0107

スーパーオートバックスサンシャインＫＯＢＥ 兵庫県神⼾市東灘区⻘木１－２－３４ 078-435-6006

オートバックス氷上店 兵庫県丹波市氷上町稲継字稲グキ７４－１ 0795-82-3220

オートバックス和田山店 兵庫県朝来市和田山町玉置８５２ 079-673-3377

オートバックス洲本 兵庫県南あわじ市山添１５９－１ 0799-45-0852

オートバックス⻄昆陽店 兵庫県尼崎市⻄昆陽２－１－３０ 06-6439-0107

スーパーオートバックス４３道意店 兵庫県尼崎市道意町７－１ 06-6413-0500

スーパーオートバックス姫路 兵庫県姫路市花田町一本松６３―１ 079-251-0117

オートバックス姫路リバー・シティー店 兵庫県姫路市飾磨区細江 ２６１４番地 079-233-6160

スーパーオートバックス⼋木店 奈良県橿原市十市町１２１３－１ 0744-24-4681

オートバックス香芝インター店 奈良県香芝市高１３７－１ 0745-77-8723

Luck Rice 奈良県天理市二階堂上ノ庄町306-2 0743-85-4841

クルマの相談館奈良王寺店 奈良県北葛城郡王寺町元町2-2840番3 0745-73-5296

⼤和⾃動⾞整備株式会社 和歌山県田辺市下三栖1468-2 0120-33-6157

スーパーオートバックス岩出 和歌山県岩出市⻄野３０ 0736-62-7650

オートバックス・橋本高野口 和歌山県橋本市高野口町伏原１８０番１ 0736-43-0606

オートバックス・新宮佐野店 和歌山県新宮市佐野３－１１－１９ 0735-31-2525

オートバックス田辺店 和歌山県田辺市新庄町字田鶴 １６８５－３ 0739-81-2323

⽯井サービス 和歌山県有田市野292-2 090-6984-6011

オートバックスわかやま北 和歌山県和歌山市狐島２６２－２ 073-451-5656

ぶらくりじてんしゃ 和歌山県和歌山市雑賀町37 073-435-5595

オートバックスわかやま南店 和歌山県和歌山市小雑賀⻄浜畑６６９－１ 073-427-2525

オートバックスわかやま布引 和歌山県和歌山市布引５７７番地６ 073-447-1777

オートバックス倉吉店 鳥取県倉吉市福庭町 ２丁目６０番地 0858-27-6050

創car堂 岡山県岡山市南区⻄市５４４－１ 086-250-8005

オートバックス⾥庄店 岡山県浅口郡⾥庄町⼤字⾥⾒２７９０ー１ 0865-64-6661

オートバックス・倉敷店 岡山県倉敷市⽔江３７－３ 086-460-1212

スーパーオートバックス広島商工センター 広島県広島市⻄区商工センター８－２－３５ 082-270-2111

いなばオートサイクル 広島県竹原市中央2-4-2 0846-22-0178

株式会社山陽パーツ 山口県周南市久⽶1032-19 0834-34-8981

スーパーオートバックス徳島問屋町 徳島県徳島市問屋町７７－４ 088-623-7005

有限会社川北モータース 香川県高松市香⻄本町１１０－１ 087-882-1868

スーパーオートバックス・高松中央 香川県高松市東山崎町６６２－１ 087-840-7211

YOUSHOP バイクロード 愛媛県松山市⽯⼿5丁目１－４３ 089-933-5110

株式会社オートプロジェクト 愛媛県伊予郡松前町筒井859-1 089-960-3444

スーパーオートバックス・高知御座 高知県高知市南川添１３番１５号 088-882-7812

スーパーオートバックス久留⽶ 福岡県久留⽶市津福今町３２９－１ 0942-48-3558

オートバックス合川バイパス店 福岡県久留⽶市東合川新町１１－５８ 0942-44-8466

オートバックス⼤川店 福岡県⼤川市⼤字三丸字宮ノ下 ７８８－１ 0944-87-8881

オートバックス⼤牟田北磯店 福岡県⼤牟田市北磯町２－４６ 0944-41-1755



スーパーオートバックス⼤野城御笠川店 福岡県⼤野城市御笠川５丁目２番１号 092-503-8686

モトハウスパドック九⼤伊都店 福岡県福岡市⻄区九⼤新町1-5-103 092-407-4408

モトハウスパドック福岡⻄店 福岡県福岡市早良区次郎丸1-18-10　ループラインビル1F 092-864-0043

カワサキショップライダース 福岡県福岡市東区千原4-7-1 092-672-7901

スーパーオートバックス東福岡店 福岡県福岡市東区多の津３－３－１８ 092-621-7021

モトハウスパドック福岡本店 福岡県福岡市南区和田1-4-2 092-541-3762

株式会社ホンダショップライフ 福岡県北九州市小倉南区守恒本町3-1-11 093-963-0800

スーパーオートバックス小倉⻄港 福岡県北九州市小倉北区⻄港町３０－５０ 093-591-5623

オートバックス・鳥栖店 佐賀県鳥栖市轟木町１１７３番地 0942-50-8039

バイク屋BUNBUN ⻑崎県⻑崎市⽂教町9-3 095-801-2288

スーパーオートバックス・熊本東バイパス 熊本県熊本市東区⻄原１－１１－７ 096-384-6466

株式会社なかりん中川輪業 熊本県熊本市北区池田3-1-72 096-352-0650

サイクルハウス（熊本） 熊本県荒尾市増永2000-20 0968-62-0690

スーパーオートバックス⼤分２１ ⼤分県⼤分市宮崎１４０４－２ 097-503-8000

オートバックス延岡店 宮崎県延岡市浜町５０６３ 0982-33-1551

スーパーオートバックス・宮崎南店 宮崎県宮崎市⼤淀３－７－１１ 0985-54-2322

オートバックス小林店 宮崎県小林市堤２９２３番地３ 0984-24-3939

オートバックス谷山店 ⿅児島県⿅児島市卸本町８－２４ 099-268-5050

オートバックス⿅児島城南 ⿅児島県⿅児島市城南町４－１０ 099-224-0030

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

クルマの相談館沖縄⻄原店 沖縄県⻄原町翁⻑892 098-988-1225

有限会社アルプ 沖縄県那覇市⾦城5-16-5ステーション101ビル１F 098-851-3131

オートバックスニュー小禄店 沖縄県那覇市字高良３丁目４番５号 098-858-3000

クルマの相談館南城店 沖縄県南城市玉城愛地362-1 098-949-7641

クルマの相談館沖縄豊⾒城店 沖縄県豊⾒城市我那覇666番地 098-897-1434


