
店舗名（正式名称） 都道府県 住所 電話番号
イエローハット桂木店 北海道 釧路郡釧路町桂木4-23 (0154)38-1680
オートバックス石山通店 北海道 札幌市中央区南19条西10-2-27 (011)512-5077
オートバックス江別店 北海道 江別市幸町15-1 (011)384-1161
オートバックス新札幌店 北海道 札幌市厚別区厚別東5条1-1-20 (011)898-7000
スーパーオートバックスSAPPORO 北海道 札幌市西区西町南13ｰ1ｰ35 (011)662-8055
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
タイヤ館北16条環状通 北海道 札幌市東区北16条東18-3-25 (011)785-3600
タイヤ館札幌ドーム前 北海道 札幌市豊平区月寒東1条17-5-55 (011)857-3636
タイヤ館苫小牧 北海道 苫小牧市三光町2-1-10 (0144)33-3315
タイヤワールド館ベスト帯広店 北海道 帯広市大通南17-1 (0155)66-5357
タイヤワールド館ベスト清田店 北海道 札幌市清田区清田410-2 (011)299-7733
オートバックス弘前東店 青森県 弘前市末広5-1-1 (0172)26-4600
タイヤ館 青森西 青森県 青森市新城字平岡397-5 (017)761-1788
イエローハット花巻 岩手県 花巻市東宮野目第12地割12-2 (0198)21-9680
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2-3-45 (022)232-2345
オートバックス秋田大曲店 秋田県 大仙市福田町18-19-10 (0187)63-5001
小西タイヤ 秋田県 秋田市土崎港西 2-12-67 (018)847-4550
ホリ・コーポレーション ホリタイヤ酒田店 山形県 酒田市松原南24-20 (0234)22-3186
イエローハット環七梅島店 東京都 足立区平野1-14-24 (03)5851-5012
タイヤ館府中 東京都 府中市西原町2ｰ13ｰ5 (042)573-1155
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
タイヤ館大船 神奈川県 横浜市栄区田谷町985 (045)852-8401
タイヤ館西横浜 神奈川県 横浜市西区久保町6-23 (045)260-6171
オートステーション深谷店 埼玉県 深谷市国済寺26-11 (0485)73-7166
スーパーオートバックスKUKI 埼玉県 久喜市野久喜871-10 (0480)26-9337 
スーパーオートバックス大宮バイパス 埼玉県 さいたま市西区宮前町125-1 (048)621-0189
イエローハット木更津店 千葉県 木更津市ほたる野1-17-22 (0438)97-8635
イエローハット東金店 千葉県 東金市田間200 (0475)52-7680
イエローハット八日市場店 千葉県 匝瑳市椿1671-1 (0479)79-1680
イエローハット君津中央店 千葉県 君津市南子安6-6-1 (0439)54-1680
スーパーオートバックス市川 千葉県 市川市鬼高3-32-12 (047)393-7000
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千葉長沼店 千葉県 千葉市稲毛区山王町307-2 (043)424-8561
タイヤ館おゆみ野 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南 5-19-1 (043)226-9911
タイヤ館千葉ニュータウン 千葉県 印西市西の原5-4 (0476)47-6000
タイヤ館西船橋 千葉県 船橋市海神5-29-66 (047)437-2427
タイヤ館八千代 千葉県 八千代市大和田新田988-6 (047)458-1777
タイヤ館取手 茨城県 取手市井野台3-6-33 (0297)70-1313
タイヤ館佐野 栃木県 佐野市馬門町字東茂呂1996-1 (0283)-20-6144
ロードランナー 栃木県 真岡市西高間木326-14 (0285)80-0091
イエローハット西軽井沢店 長野県 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1686 (0267)32-1680
オートバックス飯田店 長野県 飯田市上郷飯沼-2227 (0265)21-1655
オートバックス川中島店 長野県 長野市金井田7 (026)293-8700
オートバックス松本店 長野県 松本市大字高宮字東7-15 (0263)26-7162
タイヤガーデントレイス 長野県 松本市征矢野1-2-22 (0263)25-0304
タイヤ館安曇 長野県 安曇野市穂高1799 - 1 (0263)82-0066 
イエローハット赤道店 新潟県 新潟市東区牡丹山1-33-17 (025)271-1451
イエローハット柏崎中央店 新潟県 柏崎市田中6-10 (0257)32-1681
イエローハット河渡店 新潟県 新潟市東区河渡庚245-1 (025)272-1681
イエローハット小新インター店 新潟県 新潟市西区小新南1-1-14 (025)232-1680
イエローハット長岡店 新潟県 長岡市堺東町102 (0258)28-1520
イエローハット村上インター店 新潟県 村上市上助渕1010-1 (0254)52-2112
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
タイヤ天国新潟店 新潟県 新潟市南区大通黄金4-1-1 (025)362-3821
タイヤ天国本成寺店 新潟県 三条市西本成寺2-26-79 (0256)36-5377
オートバックス富山北店 富山県 富山市新庄銀座 3-9-15 (076)452-1919
モステンモーターバル 富山県 富山市上冨居1-5-27 (076)452-2660
タイヤ館　金沢西 石川県 野々市市野代1-10 (076)294-4771
タイヤ館　金沢東 石川県 金沢市疋田町 1-222 (076)252-4700 
タイヤセールス　福井北 福井県 福井市大和田町2-1701 (0776)54-0505
タイヤ館　武生東 福井県 越前市横市町10-1-1 (0778)21-0055
オートバックストヨタ店 愛知県 豊田市下林町2-70 (0565)32-1411  
オートバックス岡崎南店   愛知県 岡崎市羽根町字鰻池242 (0564)83-7220  
オートバックス東郷店 愛知県 愛知郡東郷町北山台5-4-1 (0561)38-8721  
タイヤ＆ホイール館フジ　スペシャルブランド中川店 愛知県 名古屋市中川区西中島2-107 (052)384-2200
タイヤ館稲沢 愛知県 稲沢市福島町屋敷84-5 (0587)36-7091
タイヤ館アケボノ 愛知県 尾張旭市瀬戸川町1-207 (0561)52-7771
タイヤ館江南 愛知県 江南市宮後町船渡96 (0587)51-6531
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  
タイヤ＆ホイール館フジ　スペシャルブランド四日市店 三重県 四日市市泊町4-3 (059)348-6600
タイヤ館津 三重県 津市雲出本郷町字松縄1743-1 (059)238-0500
トレッド・イエローハット伊勢上地店 三重県 伊勢市上地町773-5 (0596)21-3620
オートバックス金岡店 大阪府 堺市北区長曽根町3069-16 (072)259-8851
カーポートマルゼン枚方店 大阪府 枚方市池之宮1-24-40 (072)805-6800
タイヤ館東大阪 大阪府 東大阪市元町2-2-50 (072)980-1300
オートバックス・NEW土山店 兵庫県 加古川市平岡町土山699-5 (078)949-0107
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
オートバックス学園南店 兵庫県 神戸市垂水区小束台868-1038 (078)791-0107
オートバックス西昆陽店 兵庫県 尼崎市西昆陽2-1-30 (06)6439-0107
オートバックス西脇店 兵庫県 西脇市高田井町313 (0795)23-5565
オートバックスふくさき店 兵庫県 神崎郡福崎町南田原2959 (0790)23-1677
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・GW彦根店 滋賀県 彦根市西沼波町1 (0749)26-2002
カーショップレンズ 滋賀県 長浜市湖北町速水1143 (0749)78-8000
スーパーオートバックス湖南 滋賀県 草津市南笠東1-1-36 (077)563-6663
タイヤ館甲賀 滋賀県 甲賀市水口町北泉1-140 (0748)65-6801
イエローハットオートモール橿原店 奈良県 橿原市曲川町7-13-1 (0744)29-5050
イエローハット大和郡山店 奈良県 大和郡山市今国町府町295-6 (0743)56-8481
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
オートバックス田辺店 和歌山県 田辺市新庄町字田鶴 1685-3 (0739)81-2323
スーパーオートバックス広島商工センター 広島県 広島市西区商工センター 8-2-35 (082)270-2111
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
タイヤ館小松島 徳島県 小松島市芝生町字狭間20-1 (0885)34-0780
吉見屋タイヤ 徳島県 徳島市国府町府中586-4 (088)642-0138
オートバックス宇和島店 愛媛県 宇和島市保田甲270-1 (0895)27-1919
オートバックス松山保免店 愛媛県 松山市保免上1-16-25 (089)915-1313
スーパーオートバックス高知御座 高知県 高知市南川添13-15 (088)882-7812
タイヤ館福岡西 福岡県 福岡市西区福重3-34-7 (092)885-2020 
タイヤ館南久留米 福岡県 久留米市本山1-6-3 (0942)21-8758
ビレッジヒル野原 福岡県 みやま市高田町大字濃施470-1 (0944)22-4854
タイヤ館佐賀 佐賀県 佐賀市本庄町大字本庄507-1 (0952)29-6677
タイヤ館佐世保 長崎県 佐世保市日宇町2787-2 (0956)31-0160 
トレッド・イエローハット別府店 大分県 別府市石垣東10-2-30 (0977)24-5700
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