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都道府県 市区町村 設置店様名 郵便番号 ご住所 ご連絡先

北海道 札幌市 マックスイエローハット　札幌里塚店 004-0802 北海道札幌市清田区里塚２条7－1－1 011－883－3221

北海道 札幌市 ジェームス　厚別通店 004-0068 北海道札幌市厚別区厚別西5条3－1－1 011－801－3161

北海道 札幌市 スーパーオートバックス　SAPPORO店 063-0062 北海道札幌市西区西町南13－1－35 011－662－8055

北海道 札幌市 ジェームス　琴似店 063-0006 北海道札幌市西区山の手６条１-17 011ー632－5151

北海道 河東郡 ジェームス　音更店 080-0111 北海道河東郡音更町木野大通東14丁目2-18 0155－43－5511

北海道 函館市 スーパーオートバックス　函館店 041-0812 北海道函館市昭和３丁目５番１号 0138－40－8000

北海道 函館市 ジェームス　西桔梗店 041-0824 北海道函館市西桔梗町８３８-2 0138－48－7700

北海道 旭川市 ジェームス　永山店 079-8413 北海道旭川市永山３条１３－１－３ 0166－49－4777

青森県 八戸市 ジェームス　城下店 031-0071 青森県八戸市沼館1－2－1 0178－24－7711

青森県 八戸市 スーパーオートバックス八戸店 031-0071 青森県八戸市沼館４－７－９６ 0178－45－0331

岩手県 盛岡市 スーパーオートバックス盛岡南店 020-0831 岩手県盛岡市三本柳２３－25－1 019－638－8763

岩手県 盛岡市 ジェームス　盛岡南店 020-0838 岩手県盛岡市津志田中央２－１－５０ 019－632－4771

岩手県 北上市 ジェームス　北上南店 024-0051 岩手県北上市相去町平林２１－８４ 0197－81－5600

宮城県 仙台市 スーパーオートバックス仙台ルート４５ 983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町２―３―４５ 022－232－2345

宮城県 仙台市 ミカド電機工業株式会社　サービス事業部 984-0014 宮城県仙台市若林区六丁の目元町1－７ 022－286－1227

宮城県 仙台市 スーパーオートバックス・仙台泉加茂 981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈４－１０－２６ 022－374－1131

山形県 鶴岡市 山形ＦＳサービス 997-0836 山形県鶴岡市寺田字道田５１－１ 0235－24－2802

福島県 郡山市 ジェームス　郡山店 963-8843 福島県郡山市字川向１３３ 0249－37－1788

福島県 会津若松市 スーパーオートバックス会津若松店 965-0025 福島県会津若松市扇町１０１ 0242－24－0456

茨城県 土浦市 スーパーオートバックス　土浦東大通り店 300-0842 茨城県土浦市西根南３－５－２５ 029－841－3848

茨城県 土浦市 ジェームス　土浦南店 300-0815 茨城県土浦市中高津１－20ー45 029－835－8950

茨城県 日立市 オートバックス　日立金沢店 316-0015 茨城県日立市金沢町３－２０－１ 0294－38ー8101

茨城県 牛久市 イエローハット　ひたち野うしく店 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東4-26-3 029－871－1680

茨城県 つくばみらい市 ジェームス　谷和原インター店 300-2445 茨城県つくばみらい市小絹165-1 0297－25－2294

茨城県 水戸市 株式会社　日本電機サービス　茨城営業所 310-0851 茨城県水戸市千波町字海道付2308－3 029－284－1006

茨城県 水戸市 イエローハット　水戸中央店 310-0836 茨城県水戸市元吉田町字一本松263－1 029－304－2220

茨城県 水戸市 ジェームス　千波店 310-0851 茨城県水戸市千波町1888－1 029－305－1155

茨城県 神栖市 オートバックス　鹿島店 314-0135 茨城県神栖市堀割２－２－２１ 0299－92－3737

栃木県 宇都宮市 イエローハット　宇都宮南店 321-0144 栃木県宇都宮市末広2-6－27 028－654－2028

栃木県 宇都宮市 ジェームス　みゆきが原店 321-0972 栃木県宇都宮市下川俣町458－1 028－683－1001

栃木県 宇都宮市 イエローハット　下砥上店 320-0852 栃木県宇都宮市下砥上町1434 028－648－7771

栃木県 宇都宮市 ジェームス  細谷店 320-0074 栃木県宇都宮市細谷町702－5 028－650－2511

栃木県 宇都宮市 オートバックス　宇都宮南店 321-0131 栃木県宇都宮市宮の内２－１３００ 028－655－4888

栃木県 宇都宮市 スーパーオートバックス　宇都宮店 321-0934 栃木県宇都宮市城東2-25-16 028－610－3777

栃木県 小山市 スーパーオートバックス　小山店 323-0820 栃木県小山市西城南7－2－4 0285－28－6688

栃木県 小山市 ジェームス　小山神山店 323-0828 栃木県小山市神山2－11－14 0285－31－3191

群馬県 高崎市 オートバックス　高崎倉賀野店 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町４６７２－１ 027－346－7771

群馬県 高崎市 イエローハット　前橋インター店 370-0001 群馬県高崎市中尾町字鳥羽前44－1 027－370－8861

群馬県 高崎市 ジェームス　高崎問屋町店 370-0006 群馬県高崎市問屋町３－１３－４ 027－370－5164

群馬県 前橋市 スーパーオートバックスＭＡＥＢＡＳＨＩ 371-0845 群馬県前橋市鳥羽町４２－５ 027ー210ー7800

群馬県 前橋市 ジェームス　敷島店 371-0031 群馬県前橋市下小出町３丁目１番地１ 027－219－0331

群馬県 太田市 ジェームス　太田高林店 373-0861 群馬県太田市南矢島町616－1 0276－60－0354

群馬県 みどり市 オートバックス　桐生西 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美１７７－２ 0277－76－0189

群馬県 伊勢崎市 オートバックス　伊勢崎店 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町１番地１ 0270－26－4100

埼玉県 久喜市 スーパーオートバックス　KUKI店 346-0002 埼玉県久喜市大字野久喜871－10 0480－26－9337

埼玉県 加須市 イエローハット　加須店 347-0011 埼玉県加須市北小浜161－1 0480－61－3781

埼玉県 川口市 ジェームス　１２２川口本町店 332-0012 埼玉県川口市本町1－18－15 048－227－8122

埼玉県 川口市 オートバックス草加店 334-0056 埼玉県川口市峯５２１－１ 048－291－4811

埼玉県 熊谷市 スーパーオートバックス　熊谷店 360-0015 埼玉県熊谷市肥塚1355－1 048－527－6855

埼玉県 熊谷市 ジェームス　熊谷月見店 360-0825 埼玉県熊谷市月見町2－1－66 048－529－2380

埼玉県 上尾市 株式会社　日本電機サービス　埼玉営業所 362-0021 埼玉県上尾市大字原市4122-5 048－720－1661

埼玉県 さいたま市 イエローハット　大宮宮原店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1－８５３ －１ 048－669－1311

埼玉県 さいたま市 ジェームス　大宮東バイパス店 337-0001 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎1203 048－680－7020

埼玉県 越谷市 オートバックス　越谷店 343-0856 埼玉県越谷市谷中町1－142 048－966－3330

埼玉県 越谷市 イエローハット　越谷店 343-0851 埼玉県越谷市七左町3－185－1 048－987－1680

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

埼玉県 春日部市 オートバックス　春日部店 344-0001 埼玉県春日部市不動院野1656-1 048－760－1171

埼玉県 所沢市 スーパーオートバックス　所沢店 359-1142 埼玉県所沢市上新井1-34-6 04－2903－3111

千葉県 千葉市 イエローハット　千葉美浜店 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港32－6－4 043－302－5311

千葉県 千葉市 スーパーオートバックス　CHIBA長沼店 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町３０７－２ 043－424－8561

千葉県 千葉市 ジェームス　美浜店 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町1－21－5 043－245－3911

千葉県 柏市 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丁目３－１３ 04－7192－4000

千葉県 木更津市 オートバックス　木更津店 292-0822 千葉県木更津市桜井字内田５ 0438－37－0043

千葉県 習志野市 ジェームス　東習志野店 275-0001 千葉県習志野市東習志野7－4－10 047－403－7744

千葉県 八街市 オートバックス　やちまた店 289-1104 千葉県八街市文違301－776 043－440－7311

千葉県 茂原市 オートバックス　茂原高師店 297-0029 千葉県茂原市高師字長荒1685 0475－26－2727

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

千葉県 野田市 オートバックス　野田梅郷店 278-0022 千葉県野田市山崎１６０４－５ 047－125－6591

東京都 江東区 スーパーオートバックス　TOKYO BAY東雲店 135-0062 東京都江東区東雲2－7－20 03－3528－0357

東京都 杉並区 オートバックス　高井戸店　 168-0081 東京都杉並区宮前1－16－10 03－3334－0301

東京都 大田区 アース電機株式会社 146-0095 東京都大田区多摩川2－9－17 03－3758－7821

東京都 大田区 オートバックス　大田馬込店 143-0025 東京都大田区南馬込5－29－4 03－3775－6111

東京都 大田区 有限会社　インポート・カーサービス 144-0046 東京都大田区東六郷1-13-7　アルページュ1F 03－6326－4365

東京都 足立区 スーパーオートバックス　足立店 121-0836 東京都足立区入谷７－１６－２０ 03－3856－2711

東京都 足立区 イエローハット　足立六町店 121-0073 東京都足立区六町3－1－17 03－3858－6401

東京都 板橋区 オートバックス　環七板橋店 173-0037 東京都板橋区小茂根2－21－7 03－3974－5271

東京都 世田谷区 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 03－3707－0211

東京都 三鷹市 スーパーオートバックス　三鷹店 181-0014 東京都三鷹市野崎4－1－10 0422－30－0577

東京都 稲城市 オートバックス　稲城店 206-0801 東京都稲城市大丸542 042－370－3090

東京都 小平市 スーパーオートバックス　KODAIRA店 187-0002 東京都小平市花小金井3－20－6 0424ー51ー0539

東京都 羽村市 スーパーオートバックス　羽村店 205-0023 東京都羽村市神明台4－1－1 042－555－5101

　　・ツール設置店でも必要な資材や、作業予定の関係上、即日ではお受付できない場合がございます。

　　　あらかじめ、お電話で予約状況をご確認の上、ご来店ください。

　　お客様各位

    　 地図更新のお申し込みの際は、下記設置店様へ電話にてご確認の上、ご来店いただきます様、お願い申し上げます。

      

　　ご注意

　　・下記の設置店様とは、ＥＣＬＩＰＳＥ２０１1年モデルＨＤＤナビゲーションの地図更新に必要な

　　　地図更新ツールを設置している販売店様です。

 ツール設置店様について 

最終更新日  
2018年 10月 30日 
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東京都 国立市 オートバックス　国立店 186-0011 東京都国立市谷保５１２８ 042－573－2831

東京都 八王子市 スーパーオートバックス　八王子店 192-0911 東京都八王子市打越町２００４－１ 0426－32－0189

東京都 八王子市 オートバックス　八王子石川工業団地店 192-0032 東京都八王子市石川町９２４ 0426－56－5626

東京都 東大和市 イエローハット　東大和店 207-0021 東京都東大和市立野1－1004　 042－565－2218

神奈川県 川崎市 ジェームス　２４６玉川店 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口5－16－15 044－820－2246

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

神奈川県 川崎市 イエローハット　川崎さいわい店 211-0954 神奈川県川崎市幸区小倉1651 044－580－6311

神奈川県 横浜市 オートバックス　駒岡店 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1－26－6 045－585－2111

神奈川県 横浜市 スーパーオートバックス　横浜ベイサイド店 236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2－24－6 045－791－5111

神奈川県 横浜市 オートバックス　東戸塚店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町545－3 045－824－8931

神奈川県 横浜市 イエローハット　港北店 224-0025 神奈川県横浜市都筑区早渕１－４０－１５ 045－592－1120

神奈川県 横浜市 スーパーオートバックス　十日市場店 226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場811－7 045－982－9701

神奈川県 相模原市 ジェームス　相模原店 229-1116 神奈川県相模原市清新8－13－1 042－773－8200

神奈川県 相模原市 イエローハット　相模原店 252-0226 神奈川県相模原市中央区陽光台３－６－６ 042ー786－1688

神奈川県 平塚市 スーパーオートバックス　湘南平塚店 254-0013 神奈川県平塚市田村３－４－２５ 0463－54－9555

神奈川県 藤沢市 オートバックス　藤沢柄沢店 251-0003 神奈川県藤沢市柄沢423－1 0466－28－0189

神奈川県 藤沢市 ジェームス　湘南台店 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台7－26－1 0466－46－4646

神奈川県 横須賀市 オートバックス　横須賀中央店 238-0013 神奈川県横須賀市平成町3－21－3 046－824－1666

神奈川県 大和市 オートバックス　大和店 242-0024 神奈川県大和市福田５６９４－１ 046－267－9851

神奈川県 小田原市 オートバックス　小田原店 250-0862 神奈川県小田原市成田４６０ 0465－36－4601

新潟県 新潟市 株式会社　クラウン電装 950-0162 新潟県新潟市亀田大月３丁目１９３４－１ 025－382－2291

新潟県 新潟市 スーパーオートバックス　新潟竹尾店 950-0862 新潟県新潟市東区竹尾７４０－１ 025－274－8765

新潟県 長岡市 三光電機株式会社 940-1163 新潟県長岡市平島町３－１ 0258－22－2311

新潟県 長岡市 スーパーオートバックス　長岡店 940-2101 新潟県長岡市寺島町６３５番地 0258－25－9180

新潟県 三条市 オートバックス　燕三条店 955-0093 新潟県三条市下須頃内沼４６０ 0256－31－2224 

富山県 富山市 ジェームス　富山東店 930-0845 富山県富山市綾田町1－14－25 076－405－1616

富山県 富山市 イエローハット　富山店 939-8271 富山県富山市太郎丸西町２－６－１２ 076－491－5680

富山県 富山市 株式会社　第一電工舎 930-0042 富山県富山市泉町1－2－4 076－423－6611

富山県 富山市 スーパーオートバックス　富山南店 939-2712 富山県富山市婦中町塚原１２００ 076－491－1919

富山県 高岡市 スーパーオートバックス　高岡店 933-0073 富山県高岡市荻布30－1 0766ー22－1616

石川県 小松市 ジェームス　小松店 923-0868 石川県小松市日の出町2－144 0761－24－4811

石川県 金沢市 ジェームス　鞍月店 920-0344 石川県金沢市畝田東4ー1147 076－266－3443

石川県 金沢市 スーパーオートバックス　金沢店 920-0217 石川県金沢市近岡町337－1 076－237－6011

石川県 野々市市 スーパーオートバックス　金沢野々市店 921-8806 石川県野々市市三日市町44－10 076－246－2323

石川県 野々市市 ジェームス　野々市バイパス店 921-8807 石川県野々市市二日市町540－1 076－294－6900

福井県 福井市 オートバックス　福井北店 910-0837 福井県福井市高柳２－２００１ 0776－52－3703

福井県 福井市 ジェームス　福井大和田店 910-0836 福井県福井市大和田町１丁目４１０番地 0776－57－1291

福井県 敦賀市 イエローハット　敦賀店 914-0814 福井県敦賀市木崎5－5－1 0770－24－0333

山梨県 甲府市 スーパーオートバックス　甲府店 400-0043 山梨県甲府市国母8－14－53 055－225－2155

山梨県 甲府市 イエローハット　甲府アルプス通店 400-0047 山梨県甲府市徳行2－4－20 055－223－8666

長野県 松本市 オートバックス　松本店 390-0835 長野県松本市高宮東7ー15 0263－26－7162

長野県 飯田市 オートバックス　飯田店 395-0002 長野県飯田市上郷飯沼2227 0265－21－1655

長野県 長野市 株式会社　デンソーセールス　中部支社　長野支店 381-0101 長野県長野市若穂綿内南條８７－３ 026－282－7302

長野県 長野市 ジーエス・ユアサ甲信販売株式会社 381-2247 長野県長野市青木島３丁目５－１１ 026－283－2222

長野県 長野市 オートバックス　長野店 380-0921 長野県長野市栗田702 026－226－3751

長野県 上田市 オートバックス　しおだ野店 386-1103 長野県上田市神畑５１８－１ 0268－29－4680

岐阜県 大垣市 ジェームス　大垣長松店 503-0997 岐阜県大垣市長松町鼠原848-6 0584－93－1321

岐阜県 岐阜市 イエローハット　県庁西店 500-8385 岐阜県岐阜市下奈良2－14－6 058－274－4001

岐阜県 岐阜市 ジェームス　柳津店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野３－３－６ 058－388－7177

岐阜県 岐阜市 三興電通株式会社 500-8163 岐阜県岐阜市鶴舞町１－１５ 058－245－5115

岐阜県 各務原市 ジェームス　各務原インター店 504-0942 岐阜県各務原市小佐野町1－18 058－380－0611

静岡県 浜松市 ジェームス　浜松天王店 435-0057 静岡県浜松市東区中田町754－2 053－467－3380

静岡県 浜松市 イエローハット　三方原店 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町１１１１ 053－438－3100

静岡県 浜松市 ジェームス　浜松志都呂店 432-8069 静岡県浜松市西区志都呂1-39-50 053－445－4700

静岡県 浜松市 デン・トウカイ株式会社 435-0016 静岡県浜松市東区和田町704 053－461－5919

静岡県 浜松市 スーパーオートバックス　浜松店 433-8113 静岡県浜松市中区小豆餅4－16－1 053－476－2180

静岡県 浜松市 ジェームス サンストリート浜北店 434-0041 静岡県浜松市浜北区平口5806 053－584－5661

静岡県 静岡市 スーパーオートバックス　静岡中原店 422-8056 静岡県静岡市駿河区津島町10－20 054－283－6018

静岡県 静岡市 株式会社中央電装静岡 424-0055 静岡県静岡市清水区吉川307-1 0543－45－7937

静岡県 沼津市 イエローハット　沼津店 410-0302 静岡県沼津市東椎路432-1 055－922－1680

静岡県 富士市 イエローハット　富士青葉通店 416-0954 静岡県富士市本市場町722 0545－63－5522

静岡県 富士市 スーパーオートバックス富士 416-0954 静岡県富士市本市場町714 0545－61－4605

静岡県 三島市 オートバックス　三島店 411-0816 静岡県三島市梅名374－1 055－977－2295

静岡県 富士宮市 ジェームス　富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町7－3 0544－21－1122

静岡県 掛川市 イエローハット　掛川店 436-0043 静岡県掛川市大池2755 0537－21－3111

静岡県 藤枝市 オートバックス　藤枝店 426-0076 静岡県藤枝市内瀬戸34ー20 054－641－7211

愛知県 岡崎市 イエローハット　岡崎緑丘店 444-0813 愛知県岡崎市羽根町鰻池218－1 0564－71－1680

愛知県 岡崎市 オートバックス　岡崎大樹寺店 444-2134 愛知県岡崎市大樹寺3－7－12 0564－26－3511

愛知県 岡崎市 ジェームス　２４８岩津店 444-2144 愛知県岡崎市岩津町字生平67 0564－66－8080

愛知県 名古屋市 名豊電装株式会社 456-0034 愛知県名古屋市熱田区伝馬1－12－12 052ー681ー8701

愛知県 名古屋市 オートバックス　中川店 454-0935 愛知県名古屋市中川区東起町１－５２－１ 052－383－0656

愛知県 名古屋市 スーパーオートバックス　名古屋ベイ店 455-0021 愛知県名古屋市港区木場町9－51 052－693－2002

愛知県 名古屋市 名陽電機株式会社 466-0853 愛知県名古屋市昭和区川原通1－2 052－761－5306

愛知県 名古屋市 スーパーオートバックス　植田 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田１－２１１２ 052－803－3155

愛知県 名古屋市 株式会社　東海サービス 457-0024 愛知県名古屋市南区赤坪町18 052－822－5885

愛知県 名古屋市 東海オート電子株式会社 467-0861 愛知県名古屋市瑞穂区二野町4－20 052－871－9581

愛知県 名古屋市 オートバックス　ナゴヤ東店 461-0027 愛知県名古屋市東区芳野3－6－32 052－932－6220

愛知県 名古屋市 ジェームス　名古屋西店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町５９ 052－506－8616

愛知県 名古屋市 ジェームス　守山吉根店 463-0809 愛知県名古屋市守山区平池東308番地 052－739－2030

愛知県 名古屋市 ㈱小林電機工作所 467-0862 愛知県名古屋市瑞穂区堀田通1丁目１３番地 052－881－0580

愛知県 名古屋市 オートバックス　東名インター店 465-0025 愛知県名古屋市名東区上社3-1914 052－703－7060

愛知県 東海市 ジェームス　名和北店 476-0002 愛知県東海市名和町二番割上５３ 052－689－0666

愛知県 小牧市 イエローハット　小牧店 485-0039 愛知県小牧市外堀２－８ 0568－71－0331 
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愛知県 豊橋市 ジェームス　向山店 440-0851 愛知県豊橋市前田南町2－11－3 0532－51－0532

愛知県 豊川市 ジェームス　豊川店 442-0811 愛知県豊川市馬場町縄手上44 0533－80－8282

愛知県 みよし市 ジェームス　三好店 470-0224 愛知県みよし市三好町東一ノ沢1-2 05613－3－5050

愛知県 西尾市 イエローハット　西尾店 445-0811 愛知県西尾市道光寺町堰坂8 0563－57－1680

愛知県 豊田市 イエローハット豊田宮町店 471-0043 愛知県豊田市宮町4-24 0565ー36ー2037

愛知県 豊田市 イエローハット　豊田店 471-0871 愛知県豊田市元宮町6－6 0565－34－2205

愛知県 高浜市 ジェームス　４１９高浜店 444-1303 愛知県高浜市小池町2－15－8 0566－54－4040

愛知県 安城市 カーランドバーデン 446-0004 愛知県安城市尾崎町上大縄１ 0566－97－3511

愛知県 安城市 オートバックス　ザ・モール安城店 446-0065 愛知県安城市大東町９－３１ 0566－74－9211

愛知県 津島市 ジェームス　津島神守店 496-0005 愛知県津島市神守町中ノ折75－3 0567－23－7060

愛知県 春日井市 イエローハット　春日井店 486-0844 愛知県春日井市鳥居松町3-81 0568ー82ー2400

愛知県 春日井市 イエローハット　高蔵寺店 487-0011 愛知県春日井市中央台2－1－14 0568－92－5517

愛知県 春日井市 オートバックス春日井西店 486-0949 愛知県春日井市惣中町２－８７ 0568－34－0223

愛知県 半田市 オートバックス　半田店 475-0925 愛知県半田市宮本町5－302－10 0569－26－0321

愛知県 一宮市 オートバックス　一宮大和店 491-0934 愛知県一宮市大和町苅安賀川原８－１ 0586－43－4466

愛知県 海部郡 イエローハット　大治店 490-1144 愛知県海部郡大治町西條字笠見立70-1 052－446－4611

愛知県 北名古屋市 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 0568－25－9022

三重県 多気郡 イエローハット　伊勢店 515-0342 三重県多気郡明和町蓑村大字野垣内945－1 0596－52－3334

三重県 伊勢市 スーパーオートバックス　伊勢店 516-0803 三重県伊勢市御園町王中島９７９ 0596－36－4488

三重県 桑名市 ジェームス　桑名大山田店 510-0865 三重県桑名市藤が丘４－２０１ 0594－27－7716

滋賀県 彦根市 オートバックス ･グリーンウォーク彦根店 522-0038 滋賀県彦根市西沼波町１番地 0749－26－2002

滋賀県 草津市 スーパーオートバックス　湖南店 525-0056 滋賀県草津市南笠東１－１－３６ 077－563－6663

滋賀県 東近江市 湖東ダイハツ販売有限会社 527-0024 滋賀県東近江市札の辻１－１－１１ 0748－22－2511

滋賀県 甲賀市 オートバックス　甲賀店 528-0057 滋賀県甲賀市水口町北脇字岡本1772-2 0748－62－0246

京都府 京都市 スーパーオートバックス　京都伏見店 612-8246 京都府京都市伏見区横大路芝生21 075－612－1222

京都府 京都市 イエローハット　京都久世店 601-8205 京都府京都市南区久世殿城町155 075－925－1311

京都府 京都市 株式会社　洛東電機 607-8163 京都府京都市山科区椥辻東潰29－3 075－592－4466

京都府 亀岡市 イエローハット　亀岡店 621-0011 京都府亀岡市大井町土田3－8－31 0771－25ー1680

大阪府 大阪市 イエローハット　平野店 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破2－2－15 06－6705－2233

大阪府 大阪市 オートバックス　なにわ店 556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川3－8－20 06－6561－7280

大阪府 大東市 オートバックス　東大阪店 574-0063 大阪府大東市南郷町3－37 072－872－7555

大阪府 茨木市 ジェームス　１７１茨木店 567-0059 大阪府茨木市清水1－5－1 072－640－6171

大阪府 茨木市 株式会社　マエカワ茨木店 567-0066 大阪府茨木市下井町1―3 0726―43―2345

大阪府 岸和田市 スーパーオートバックス　岸和田店 596-0049 大阪府岸和田市八阪町2丁目16-1 072－422－3800

大阪府 高槻市 オートバックス　高槻北店 569-1136 大阪府高槻市郡家新町33－17 072－685－8558

大阪府 高槻市 スーパーオートバックス　高槻店 569-0034 大阪府高槻市大塚町１－２－６ 072－673－9377

大阪府 摂津市 オートバックス　摂津店 566-0062 大阪府摂津市鳥飼上３-２０－２１ 072－653－1313

大阪府 摂津市 オートバックス　千里丘店 566-0001 大阪府摂津市千里丘 ２丁目１４－７ 06-6170-5501

大阪府 堺市 オートバックス　堺三宝店 590-0906 大阪府堺市堺区三宝町４－２２６ 072－227－7716

大阪府 堺市 オートバックス　堺石津店 592-8342 大阪府堺市西区浜寺船尾町西２－３５６ 072－263－7131

大阪府 堺市 オートバックス　金岡店 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3069-16 072－259－8851

大阪府 東大阪市 スーパーオートバックス　布施高井田店 577-0066 大阪府東大阪市高井田本通４－２－５ 06－4308－8875

大阪府 東大阪市 イエローハット　東大阪店 578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4－1－6 06－6736－1680

大阪府 箕面市 オートバックス　牧落店 562-0004 大阪府箕面市牧落３－２０－４８ 072－721－5111

大阪府 吹田市 イエローハット　江坂店 564-0044 大阪府吹田市南金田２－２７－１３ 06－6387－1681

大阪府 門真市 オートバックス　門真店 571-0038 大阪府門真市柳田町５－６ 06－6901－2900

大阪府 寝屋川市 株式会社デンソーセールス　関西支社 572-0071 大阪府寝屋川市豊里町１－１０ 072－831－3863

大阪府 寝屋川市 株式会社　マエカワ 572-0074 大阪府寝屋川市池田中町３２－１４ 072－828－3824

大阪府 八尾市 イエローハット　八尾店 581-0017 大阪府八尾市高美町７－６－２４ 072－995－5168 

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

兵庫県 神戸市 イエローハット　神戸灘店 657-0862 兵庫県神戸市灘区浜田町４－３－２１ 078－854－0281

兵庫県 神戸市 オートバックス　塩屋北店 655-0861 兵庫県神戸市垂水区下畑町字口唐戸３３４－１ 078－755－1881

兵庫県 尼崎市 スーパーオートバックス　４３道意店 660-0083 兵庫県尼崎市道意町７－１ 06－6413－0500

兵庫県 尼崎市 オートバックス　西昆陽店 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽２－１－３０ 06－6433－9002

兵庫県 姫路市 スーパーオートバックス　姫路 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松６３－１ 079－251－0117

兵庫県 伊丹市 オートバックス　伊丹店 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹５－９６－１ 072－771－1880

兵庫県 南あわじ市 オートバックス　洲本店 656-0121 兵庫県南あわじ市山添１５９－１ 0799－45－0852

兵庫県 宝塚市 オートバックス・タカラヅカ店 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中４丁目１９番１５号 0797－87－5630

兵庫県 川辺郡 オートバックス 猪名川店 666-0251 兵庫県川辺郡猪名川町若葉１－２－３ 0727－67－3335

奈良県 奈良市 ジェームス　奈良大安寺店 630-8133 奈良県奈良市大安寺１－２４－８ 0742－50－1313

奈良県 奈良市 株式会社　ミヤコ 630-8451 奈良県奈良市北之庄町2-2 0742―62―2721

奈良県 橿原市 オートバックス　八木店 634-0008 奈良県橿原市十市町1213-1 0744－24－4681

奈良県 葛城市 オートバックス　新庄店 639-2122 奈良県葛城市薑１１２－１ 0745－63－3720

奈良県 大和郡山市 オートバックス　大和郡山店 639-1045 奈良県大和郡山市小林町西3-6-1 0743－22－9001

和歌山県 和歌山市 和歌山自動車株式会社　デンソーテクノランド 641-0056 和歌山県和歌山市秋葉町2－11 073－444－3191

和歌山県 岩出市 スーパーオートバックス　岩出店 649-6235 和歌山県岩出市西野３０ 0736－62－7650

島根県 松江市 日東電装有限会社 690-0017 島根県松江市西津田２－１－１９ 0852－25－0082

岡山県 岡山市 ジェームス　西岡山店 700-0962 岡山県岡山市北区北長瀬表町２－８－２５ 086－242－6811

岡山県 岡山市 オートバックス　高屋店 703-8233 岡山県岡山市中区高屋５０ 086－271－8855

岡山県 倉敷市 オートバックス　倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江３７－３ 086－460－1212

広島県 広島市 イエローハット　モンテ吉島店 730-0823 広島県広島市中区吉島西1－24－30 082－542－3103

広島県 広島市 オートバックス　東雲店 734-0022 広島県広島市南区東雲３－７－１８ 082－284－0700

広島県 広島市 ジェームス  西風新都店 731-5109 広島県広島市佐伯区石内北1－1－1 082－848－3333

広島県 広島市 株式会社　デンソーセールス　広島サービスセンタ－ 733-0021 広島県広島市西区上天満町1-25 082－205－5300

広島県 東広島市 オートバックス　西条寺家店 739-0041 広島県東広島市西条町大字寺家字釜之河内４０００ 082－424－3320

広島県 東広島市 ジェームス　西条インター店 739-0007 広島県東広島市西条土与丸5－2－5 082－431－0606

広島県 福山市 オートバックス　福山中央店 720-0814 広島県福山市光南町3－8－8 084－922－2211

広島県 福山市 モンテカルロ　蔵王店 721-0973 広島県福山市南蔵王町2－18－33 084－923－5765

広島県 府中市 有限会社　大平電機 726-0012 広島県府中市中須町1119-1 0847－47－1230
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徳島県 徳島市 ジェームス　三軒屋店 770-8025 徳島県徳島市三軒屋町外25－22 088－669－5300

徳島県 徳島市 スーパーオートバックス　徳島問屋町 770-8056 徳島県徳島市問屋町７７－４ 088－623－7005

徳島県 板野郡 ジェームス　北島店 771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字西の須162－1 088－697－2500

香川県 綾歌郡 ジェームス　宇多津店 769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜５番丁60－1 0877－59－9000

香川県 高松市 ジェームス　レインボーロード店 761-8071 香川県高松市伏石町135 087－868－5511

香川県 高松市 株式会社NISSIN 761-8013 香川県高松市香西東町５４７－１ 087－882－1611

香川県 丸亀市 オートバックス　まるがめ店 763-0071 香川県丸亀市田村町６９５ 0877－24－2272

愛媛県 伊予郡 オートバックス　とべ店 791-2113 愛媛県伊予郡砥部町拾町１２３ 089－957－9992

高知県 高知市 スーパーオートバックス　高知御座 780-0082 高知県高知市南川添39-1 088ー882ー7812

高知県 高知市 イエローハット　高知インター店 780-0081 高知県高知市北川添１－32 088－880－0880

福岡県 糟屋郡 株式会社デンソーセールス　九州支社　福岡東営業所 811-2308 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋701－1 092－938－6164

福岡県 糟屋郡 ジェームス　須恵インター店 811-2111 福岡県糟屋郡須恵町大字新原303-1 092-515-1800

福岡県 福岡市 有限会社　テン博多サービス 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3－28－28 092－441－1962

福岡県 福岡市 スーパーオートバックス　東福岡店 813-0034 福岡県福岡市東区多の津３ー３－１８ 092－621－7021

福岡県 福岡市 イエローハット　福岡小田部店
 814-0032 福岡県福岡市早良区小田部2-15-25 092－832－2511

福岡県 久留米市 ジェームス　津福バイパス店 830-0062 福岡県久留米市荒木町白口138－1 0942ー36ー2209

福岡県 久留米市 オートバックス　合川バイパス店 839-0808 福岡県久留米市東合川新町11ー58 0942－44－8466

佐賀県 佐賀市 オートバックス　佐賀南バイパス店 840-0023 佐賀県佐賀市本庄町大字袋２９２－１ 0952ー29ー2351

長崎県 佐世保市 イエローハット　佐世保店 857-1151 長崎県佐世保市日宇町2810ー241 0956－33－8490

長崎県 諌早市 オートバックス　長崎諫早店 854-0062 長崎県諌早市小船越町506-1 0957－23－6613

熊本県 熊本市 有限会社　エーオン 861-4115 熊本県熊本市南区川尻2-5-45 096－342－6409

熊本県 熊本市 スーパーオートバックス　熊本東バイパス店 861-8029 熊本県熊本市東区西原１－１１－７ 096－384－6466

熊本県 熊本市 ジェームス　東バイパス店 862-0929 熊本県熊本市東区西原2-1-10 096－340－0111

熊本県 熊本市 ジェームス　川尻店 861-4114 熊本県熊本市南区野田3－6－10 096ー211－7117

熊本県 熊本市 オートバックス　熊本浜線店 862-0963 熊本県熊本市南区出仲間７ー１３－８ 096－378－2221

熊本県 熊本市 イエローハット　東バイパス店 862-8017 熊本県熊本市東区上南部2－1－110 096ー380－8810

熊本県 熊本市 イエローハット　熊本本山店 860-0822 熊本県熊本市中央区本山町143－4 096－375－1515

熊本県 菊池郡 イエローハット　肥後大津店 869-1235 熊本県菊池郡大津町室字東迫尻724－1 096－294－0288

大分県 大分市 スーパーオートバックス　大分２１店 870-1133 大分県大分市宮崎１４０４－２ 097－503－8000

大分県 大分市 ジェームス　下郡店 870-0941 大分県大分市大字下郡３４７４－５ 097－554－3180

大分県 中津市 オートバックス　大分中津店 871-0014 大分県中津市大字一ツ松字持田５５２－１ 0979－26－0500

宮崎県 宮崎市 株式会社　宮崎デンソー 880-0036 宮崎県宮崎市花ケ島町立毛1078－1 0985－31－8077

宮崎県 宮崎市 イエローハット　南宮崎店 880-0905 宮崎県宮崎市中村西3－4－14 0985－52－8100

宮崎県 宮崎市 スーパーオートバックス　宮崎南店 880-0902 宮崎県宮崎市大淀3－7－11 0985－54－2322

鹿児島県 鹿児島市 水渕電機株式会社団地工場 891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2－5－10 099－261－8500

鹿児島県 鹿児島市 オートバックス　鹿児島城南店 892-0835 鹿児島県鹿児島市城南町4－10 099－224－0030

鹿児島県 薩摩川内市 ジェームス　川内店 895-0036 鹿児島県薩摩川内市矢倉町字堅通4276－9 0996－21－1811


