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タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　札幌清田店 北海道札幌市清田区清田１８８－１ 011-888-5555
Ｆｕｊｉ５ｄａｙｓ　札幌東店 北海道札幌市東区東苗穂８条３－３－５ 011-791-5555
タイヤサービス木村 北海道標津郡中標津町東２７条南１丁目３－１ 01537-3-5420
Ｆｕｊｉ５ｄａｙｓ　札幌西店 北海道札幌市手稲区西宮の沢４条４丁目１８－３８ 011-691-5555
コクピット　白樺 北海道帯広市西２２条南２－２１－３ 0155-35-8211
治田タイヤ 北海道砂川市空知太東１条２－１－２ 01255-3-3576
オートバックス　苫小牧店 北海道苫小牧市柳町２－７－１０ 0144-57-8888
イエローハット　岩見沢店 北海道岩見沢市九条東５丁目１－１０ 0126-24-6170
イエローハット　函館新道店 北海道函館市桔梗町４１７－１０１ 0138-34-2800
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
スタイルコクピットフィール 北海道札幌市厚別区厚別中央３条３丁目 011-896-1212
タイヤワールド館ベスト　帯広店 北海道帯広市大通南１７丁目１番地 0155-66-5357
タイヤ館　旭川すえひろ 北海道旭川市末広東１条３－１－７ 0166-54-2446
タイヤ館　西帯広 北海道帯広市西２１条南５－１７－１ 0155-41-2233
ガレージアウェイク 北海道札幌市東区栄町６５６－３ 011-782-5228

青森県 タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　 Ｒ４５八戸店 青森県八戸市大字新井田字寺窟６－１ 0178-30-1003
小西タイヤ 秋田県秋田市土崎港西２－１２－６７ 0188-47-4550
ミスタータイヤマン角館 タイヤセンター１０５ 秋田県仙北市角館町雲然字荒屋敷７－１ 0187-54-2320
安藤タイヤ 秋田県秋田市広面字谷地田９－２ 018-853-5470
タイヤ&ホイール館　フジ　一関店 岩手県一関市山目字中野１５１－１ 0191-33-2020
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　盛岡店 岩手県盛岡市本宮字小幅３１ 019-635-3333
オートメッセ 岩手県盛岡市上堂4丁目11-11 019-643-6331
オートレットＴＲＣ 岩手県盛岡市東仙北１－１２－２７ 019-681-2205
タイヤ館　一関 岩手県一関市中里字神明1-1 0191-31-8800
タイヤ館　盛岡北 岩手県盛岡市厨河1丁目21番26号 019-648-3388
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　富谷WILD店 宮城県黒川郡富谷町成田１－７－１ 022-351-5555
タイヤ&ホイール館　フジ　名取店 宮城県名取市田高字原２９５－１ 022-381-5555
タイヤ&ホイール館　フジ　泉八乙女店 宮城県仙台市泉区八乙女３－１－２ 022-374-3888
タイヤ&ホイール館　フジ　石巻店 宮城県石巻市蛇田太田切１２－３ 0225-23-5001
タイヤ&ホイ－ル館　フジ　仙台店 宮城県仙台市宮城野区岩切１－２－１４ 022-255-7000
スーパーオートバックス仙台ルート45 仙台市宮城野区日の出町２－３－４５ 022-232-2345
タイヤハウスベスト　古川店 宮城県大崎市古川穂波３－１－３１ 0229-25-4611
タイヤワールド館ベスト　仙台本店 宮城県仙台市宮城野区苦竹２丁目６－５ 022-231-4114
タイヤワールド館ベスト　多賀城店 宮城県多賀城市八幡１－１－５ 022-366-7811
タイヤワールド館ベスト　西多賀 宮城県仙台市太白区泉崎２－２３－１７ 022-398-3801
タイヤワールド館ベスト　泉店 宮城県仙台市泉区名坂字御釜田１４８番１０号 022-371-1141
ティーセレクション 宮城県柴田郡柴田町船岡字大塚２２－２ 0224-51-3325
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　水戸店 茨城県水戸市けやき台３丁目５４ 029-247-8880
Ｆｉｘ結城店 茨城県結城市下り松6丁目7番地23 0296-33-7607
ビッグラン市毛 茨城県那珂郡東海村舟石川１５２　 0292-83-2349
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　つくば店 茨城県つくば市学園南Ｅ１１０街区６ 029-850-3456
タイヤサービス車輪 茨城県日立市川尻町4-28-5 0294-51-5978
タイヤ館　つくば谷田部 茨城県つくば市台町1-9-20 029-838-2750
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　宇都宮東店　 栃木県宇都宮市平出町３５４５－２ 028-683-0606
タイヤ＆ホイール館　フジ　小山店 栃木県小山市東城南１－３－７ 0285-31-5500
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　宇都宮店　 栃木県宇都宮市明保野町５-１６ 028-637-7755
ミスタータイヤマン小山北店 栃木県小山市喜沢１７９－２ 0285-25-0372
タイヤガーデン小林 栃木県さくら市氏家３４３６－１２ 0286-82-2389
タイヤワールド館ベスト宇都宮 栃木県宇都宮市陽東２丁目６番２号 028-678-6188
タイヤ館 大田原店 栃木県大田原市末広３丁目３００１－６ 0287-20-1646
タイヤ＆ホイール館　フジ　郡山店 福島県郡山市富田町字下赤沼１２－１ 0249-62-2566
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド福島店 福島県福島市方木田水持代３ 024-539-7771
タイヤハウスマシコ　白河店 福島県西白河郡西郷村字屋敷裏西４５ 0248-27-2517
オーテック白河 福島県白河市田島巡窪141 0248-29-2020
ホリ・コーポレーション ロジスティックス 山形県酒田市京田4丁目5番2号 0234-28-8352
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
Fuji５ｄａｙｓ　山形店 山形県山形市南四番町１－１ 023-635-5555
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　伊勢崎店 群馬県伊勢崎市宮子町３４６９－２５ 0270-23-1100
タイヤ＆ホイール館　フジ　高崎店 群馬県高崎市緑町１－１－２４ 027-370-3060
エアドライブ 群馬県太田市大原町大原８２ 0277-32-5586
イエローハット太田店 群馬県太田市西矢島町１６２－２ 0276-60-2900
ケーズプロデュース 群馬県高崎市大八木町５１７－１ 027-393-6523
カーポートマルゼン　埼玉本店 埼玉県上尾市日の出１－１３－１１ 048-770-5555
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　新大宮バイパス店 埼玉県さいたま市西区内野本郷２１２－１ 048-621-0011
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　川越店　 埼玉県川越市南大塚２丁目３-７ 049-247-0008
クラフト　大宮バイパス店 埼玉県さいたま市西区三橋６－７８０－１ 048-783-2214
スーパーオートバックス　TODA店 埼玉県戸田市笹目6-23-2 048-424-0189
スーパーオートバックス　KUKI 埼玉県久喜市大字野久喜８７１－１０ 0480-26-9337
スーパーオートバックス　大宮バイパス店 埼玉県さいたま市西区宮前町125-1 048-621-0189
スーパータイヤセンター 埼玉県狭山市水野1203-1 04-2999-3100
オートステーション 皆野店 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野１５９０－１ 0494-63-2577
タイヤセレクト入間店 埼玉県入間市上藤沢６１３－１ 0429-63-0029
キタザワ所沢 埼玉県所沢市新郷２０２－２ 04-2944-5965
タイヤ館　西川口 埼玉県戸田市喜沢１－１９－８ 048-431-0608
イエローハット　美女木店 埼玉県戸田市美女木1323-6 048-424-1111
ミスタータイヤマン草加バイパス 埼玉県草加市花栗１－３２－５ 048-946-6655
ビッグフット　松戸店 千葉県松戸市小金きよしヶ丘４－１０１ 047-309-7727
タイヤ＆ホイ－ル館　フジ　千葉穴川店 千葉県千葉市稲毛区園生町４４４－１０ 043-253-5550
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　柏沼南店 千葉県柏市大島田５３８－１ 04-7190-2221
エクスチェンジ柏沼南 千葉県柏市風早１－１０－６ 04-7191-1740
クリスタル本店 千葉県千葉市稲毛区園生町３７６－５ 043-256-1331
オールドギア　千葉店 千葉県千葉市緑区古市場町692-7 043-208-5100
田中タイヤ　千葉営業所 千葉県印西市松崎台1-4-5 0476-33-7905
オートプロジェクト 本店 千葉県松戸市高塚新田1-3 047-391-6000
オートウェーブ柏湘南店 千葉県柏市風早１－６－７ 04-7193-6211
オートウェーブ富里店 千葉県富里市七栄５２５－１ 0476-91-1611
スーパーオートバックス　かしわ沼南店 千葉県柏市風早１-３－１３ 04-7192-4000
ジェットストローク 千葉県鎌ケ谷市初富１７８－２ 047-446-5557
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車道楽 東京都江戸川区臨海町４－２－２ 03-3680-0178
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　武蔵村山店 東京都武蔵村山市本町１丁目７１－１ 042-843-7020
タイヤ＆ホイール館　フジ　青梅店 東京都青梅市新町９－２０４１－１ 0428-33-3451
タイヤ＆ホイール館　フジ スペシャルブランド　練馬店 東京都練馬区高松３－２－４ 03-5971-2666
タイヤ館 楢原 東京都八王子市楢原町４３９－１ 042-620-4881
スターダスト　 東京都八王子市下柚木1908-9 042-670-9156
Ｆｕｊｉ５ｄａｙｓ　江戸川店 東京都江戸川区中央２－１－１８ 03-5662-5519
アヴァンツァーレ 東京都武蔵村山市中原１－４－２ 042-531-1916
スーパーオートバックス ＴＯＫＹＯ　ＢＡＹ　東雲店 東京都江東区東雲２－７－２０ 03-3528-0357
矢東タイヤ 板橋店 東京都板橋区桜川３－２５－１６ 03-3934-3105
８０２ＣＵＳＴＯＭ 東京都八王子市大和田町１－８－２３ 042-649-8751
GOBUYAMAパート2 東京都町田市小野路町３３７４－１ 0427-36-5757
タイヤ館 葛飾 東京都葛飾区奥戸６丁目６－２－５ 03-5698-1281
タイヤ館 足立 東京都足立区保木間１－６－９ 03-3883-8901
タイヤ&ホイール館　フジ　相模原店 神奈川県相模原市緑区橋本台１－９－５ 042-770-9090
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　横浜店 神奈川県横浜市都筑区川向町１０１６－１ 045-471-7720
クラフト　相模原店 神奈川県相模原市緑区橋本２－２１－２ 042-703-7815
クラフト　厚木店 神奈川県厚木市妻田東３－３４－１ 046-225-9911
ヨコハマガレージ館　スポドリ店 神奈川県綾瀬市深谷中６－１２－１９ 046-771-6920
スーパーオートバックス　かわさき店 神奈川県川崎市川崎区港町9-8 044-223-4774
イエローハット　新山下店 神奈川県横浜市中区新山下１－１７－３９ 045-628-1234
スーパーオートバックス　厚木店 神奈川県厚木市船子５５－１ 0462-48-0331
エムオートギャラリー 神奈川県横浜市都筑区早渕１－３１－２０ 045-590-0278
タイヤテックレッツ　 神奈川県高座郡寒川町倉見２８８２ 046-774-0773
ＢＩＧ　ＯＮＥ 神奈川県相模原市中央区田名８３１１－１ 042-777-7739
D'Art（ディアート） 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町303-307 045-315-7718
イエローハット茅ケ崎店 神奈川県茅ケ崎市円蔵２４７８ 0467-88-6101
スーパーオートバックス　湘南平塚店 神奈川県平塚市田村3丁目4-25 0463-54-9555
タイヤ&ホイール館　フジ　新潟店 新潟県新潟市西区善久７１８－１ 025-377-7761
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　新潟竹尾ＩＣ店 新潟県新潟市東区竹尾４－１０－１６ 025-256-7755
タイヤ&ホイール館　フジ　長岡店 新潟県長岡市中沢町字太田４９８－５ 0258-30-0055
カルバン　高岡店 富山県高岡市上北島２１４－１ 0766-27-7360
カルバン　富山本店 富山県富山市黒瀬北町２－１４－１５ 076-492-3333
カルバン　新庄銀座店 富山県富山市新庄字銀座３－８－２１ 076-451-2400
カルバン　野々市本店 石川県野々市市徳用町１８－１ 076-294-1110
カルバン　小松店 石川県小松市矢崎町ナ１３７－１ 0761-44-7117
カルバン　金沢店 石川県金沢市福久町ホ３５ 076-254-0001
カルバン　問屋町店 石川県金沢市三口町火１ 076-237-0700
エクシズルライン 石川県白山市宮永市町６１３－１ 076-214-6293
タイヤ館　敦賀 福井県敦賀市木崎１５号１７－１ 077-025-0085
タイヤセールス福井北 福井県福井市大和田町３４字１３番 0776-54-0505
タイヤ館　福井インタ－ 福井県福井市和田中３－２１０ 0776-21-5212
タイヤ＆ホイール館　フジ　甲府店 山梨県甲府市国母７－１１－７ 055-236-3838
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
タイヤ＆ホイール館　フジ　長野店 長野県長野市稲里町中央４－９－１０ 026-291-0555
タイヤ＆ホイール館　フジ　松本店 長野県松本市笹賀６５３１－２３ 026-385-7555
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
タイヤガ－デンピットイン　茅野 長野県茅野市ちの横内２６０６ 0266-71-1888
タイヤガ－デンピットイン　川中島 長野県長野市稲里下氷鉋２４８ 026-291-1388
小林商会 長野県東御市県５３７－１ 0268-62-3621
ミスタータイヤマン　松本店 長野県松本市小屋南2丁目10番14号 0263-86-8100
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　Ｒ２１岐阜店 岐阜県岐阜市江添２－６－２６ 058-276-3330
クラフト　多治見店 岐阜県多治見市白山町３－１２１ 0572-24-1177
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　浜松店 静岡県浜松市東区和田町５８３－１ 053-464-8811
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　静岡店 静岡県静岡市駿河区中野新田３４１－５ 054-280-1122
グランドスラム　富士 静岡県富士市伝法３１８０－１ 0545-53-6434
ファーストステージ　浜松自動車街 静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町１０８３番地２ 053-464-9999
ファーストステージ　雄踏バイパス 静岡県浜松市西区入野町６３９４－１ 053-440-8888
クラフト　浜松店 静岡県浜松市東区和田町８４４ 053-462-7611
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　岡崎店 愛知県岡崎市三崎町３ 0564-58-0055
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　Ｒ１中川店 愛知県名古屋市中川区西中島２－１０７ 052-384-2200
フォルテ 愛知県名古屋市中川区中郷２丁目１０９番 052-351-0936
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド グリーンロード店 愛知県長久手市久保山１９２６ 0561-64-2211
ＭＯＴＯＲＩＮＧ　ＳＥＥＤ （モ－タリング　シ－ド） 愛知県知立市西丘町西丘２３ 0566-81-0894
クラフト　中川店 愛知県名古屋市中川区広川町１－１－２ 052-354-5211
クラフト　ナゴヤドーム西店 愛知県名古屋市東区矢田南３－１ 052-723-8411
クラフト　一宮店 愛知県一宮市富士４－３－２２ 0586-24-1175
ＲＩＡＬＥＳ 愛知県名古屋市守山区守山２－１－７ 052-797-0221
イズウィルカーズジャパン 愛知県名古屋市千種区小松町７－４０－２ 052-745-8870
タイヤプロショップアリーナ 愛知県津島市神守町字古道４６番 0567-28-8830
クラフト　知立店 愛知県知立市山町小林１３－１ 0566-85-0811
クラフト　豊橋店 愛知県豊橋市下地町瀬上１６ 0532-51-5711
グランジール 愛知県豊橋市つつじが丘2丁目29番地11 0532-35-7777
フォー・スクエア 愛知県豊橋市佐藤1丁目3番地17 0532-39-7444
赤池タイヤ　大府店 愛知県大府市大東町３－１０８ 0562-45-4650
クラフト　四日市店 三重県四日市市天カ須賀４－６－１２ 0593-61-7311
クラフト　鈴鹿店 三重県鈴鹿市西玉垣町市場１５－２ 059-381-4311
グランドスラム　フォルム 三重県鈴鹿市稲生３－５－７ 0593-88-0876
スタイルコクピットテクニカ 三重県伊勢市黒瀬町１２５６ 0596-20-0077
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

富山県

石川県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

神奈川県

新潟県

福井県

山梨県

長野県

東京都



2018年度 SSRアンテナショップリスト
エリア 店舗名
 住所 電話番号

カーショップ レンズ 滋賀県長浜市湖北町速水1143 0749-78-8000
オートショップキクチ 滋賀県近江八幡市中小森町７０７－１１ 0748-32-0145
スカイロ－ド　長浜 滋賀県長浜市森町３６７ 0749-64-1688
ディーフィール 滋賀県大津市月輪３丁目６１－１５　 077-543-8537
シースリーク 滋賀県彦根市小泉町178 0749-26-6687

京都府 タイヤランド　福知山店 京都府福知山市荒河新町６６ 0773-23-7541
オールドギア　奈良橿原店 奈良県橿原市忌部町１９２－１ 0744-20-3800
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
カ－ポ－トマルゼン　東大阪店 大阪府東大阪市三島３－１－５ 06-6748-7666
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
カーポートマルゼン　本店 大阪府堺市堺区高須町２－２－１０ 072-228-5555
タイヤ&ホイール館　フジ　スペシャルブランド　大阪箕面店 大阪府箕面市牧落５－１－１８ 072-725-0262
オールドギア　堺本店 大阪府堺市北区南花田町６１－３ 072-240-3007
オールドギア　大東店 大阪府大東市御供田３丁目７－４５ 072-872-6500
オールドギア　泉佐野店 大阪府泉佐野市上瓦屋６９０－１ 0724-61-1200
オールドギア　箕面店 大阪府箕面市外院１－１－７ 072-726-6200
タイヤショップ　抱月 寝屋川店 大阪府寝屋川市点野５－１２－３ 072-826-1005
カーポートマルゼン　西宮店 兵庫県西宮市大島町５－６ 079-866-6868
タイヤ＆ホイール館　フジ スペシャルブランド　潮芦屋店 兵庫県芦屋市海洋町９－３ 0797-31-0003
日正タイヤ 和歌山県御坊市薗４２－６ 0738-22-0523
オールドギア　和歌山橋本店 和歌山県橋本市隅田町中島２９－１ 0736-33-7100
Ｎｉｚｏ－Ｌｏｗ 岡山県倉敷市黒石２１６－１ 086-441-4148
タイヤガ－デン　ケイズライン 岡山県津山市河辺７６３－１ 0868-26-4477
タイヤ館 津山 岡山県津山市一方３２０ 0868-24-6859
カスタマイズカーショップ　アルファ 広島県広島市安佐南区八木1-2-28 082-832-0074
ロジック、ラボ 広島県広島市安佐南区八木１－１２－８ 082-832-0074
ＵＳＥＤ　ＳＴＡＴＩＯＮ　西条 広島県東広島市西条下見５－２－３ 082-431-6162
ＳＳCREW 山口県周南市新地１丁目７番地１５号 0834-34-0477
タイヤ館　山口 山口県山口市大内御堀１４９５－１ 083-941-0555
オ－トサロンクラウン　岩国 山口県岩国市川下町３－８－５３ 0827-21-4602
タイヤ館　下関 山口県下関市大坪本町３６－１ 083-235-8786
タイヤ館　防府 山口県防府市桑山２－３－１８ 0835-22-6013

徳島県 Ｇ　ＣＬＵＢ 徳島県吉野川市川島町川島２５０－１ 0883-25-2903
愛媛県 オートバックス　伊予西条店 愛媛県西条市下島山甲１３６８－１ 0897-53-5900

タイヤのコンビニ　フリーダム やよい坂店 福岡県福岡市南区鶴田１－２－１１ 092-555-6839
タイヤ一番　イースト 福岡県飯塚市楽市７６８－１ 0948-21-0111
グランドスラム　ホットロッド 福岡県太宰府市坂本１－４－２０ 092-929-5002
ニューズ Tire&Wheels 福岡県福岡市東区下原１－２２－２４ 092-663-8185
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丁目３−１８ 092-621-7021
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５－２－１ 092-503-8686
上野商会 福岡県糟屋郡志免町別府２－１０－３３ 092-935-0705
パドック　北九州 福岡県北九州市小倉南区葛原東１－２－２２ 093-473-7190
タイヤ館　福岡西 福岡県福岡市西区福重３－３４－７ 092-885-2020
コクピット９１０ 福岡県京都郡苅田町与原８２０－１ 0930-25-6336
タイヤ館　久留米 ㈱コクピット立石 福岡県久留米市東合川２町目２－８ 0942-45-1166
ＫＥＮ’Ｓ　ＦＩＥＬＤ 福岡県北九州市小倉南区蒲生２丁目２番３５号１０１号室 093-964-8001
Ｎ’Ｓ　ＭＡＫＥ 福岡県久留米市東合川干出町１－７ 0942-65-6240
タイヤ館　則松 福岡県北九州市八幡西区則松４－１３－８ 093-695-7080
中央パーツセンター（Ｃ．Ｐ．Ｃ） 福岡県田川市大字川宮１７５８－１３ 0947-44-0492

佐賀県 コクピット　Ｓ２ 佐賀県佐賀市新栄西２－１－１１ 0952-28-7670
タイヤ館　佐世保 長崎県佐世保市日宇町２７８７－４ 0956-31-0160
イーグルショップＡＫＡＳＥ　諫早 （あかせ商事） 長崎県諫早市長野町１４６８－１ 0957-24-0520
タイヤショップ　ウェック（有） 長崎県佐世保市吉岡町１７４６－８ 0956-40-7923
タイヤ館　みなもと　熊本 熊本県熊本市南区幸田２－１０－６０ 096-370-1000
オ－トランド熊本 熊本県合志市幾久富字中沖野１７２６－４ 096-248-7676
タイヤ館　やつしろ 熊本県八代市黄金町１１－２ 0965-35-6117
山添産業 大分県宇佐市大字南宇佐７５５－１ 0978-37-3804
WORKS 大分県臼杵市稲田741番地 0972-63-2418
スタンス 大分県大分市西新地２－６－１１ 097-574-4095
スーパーオートバックス大分２１ 大分県大分市大字宮崎１４０４－２ 097-503-8000
㈲ラスタ 大分県大分市仲西町２－６－６ 097-558-4735
タイヤショップエンドウ 宮崎県都城市下川東３－２－１－１ 0986-23-7023
リペアニーズ宮崎 宮崎県宮崎市島之内北山３９２７－２２ 0985-39-8763
タイヤガーデン　ＲＯＡＤ 鹿児島県姶良市加治木町木田２５２２－１ 0995-63-2288
リペアニーズ鹿児島 鹿児島県鹿児島市中山町字砂走２１６５－１ 099-260-6497
エム・エス・シュターク 沖縄県浦添市城間３－５－１ 098-876-6283
ベイ　エリア　シュターク 沖縄県中頭郡北谷町美浜３－５－１０ 098-926-1088
株式会社PIT・BOX 沖縄県沖縄市八重島2-7-13 098-937-1440
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