2018年度 ＧＴアンテナショップリスト
エリア

北海道

岩手県
宮城県

福島県

山形県
栃木県
埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

新潟県

長野県

富山県
石川県
静岡県

岐阜県

愛知県

三重県

店舗名

イエローハット函館新道店
オートバックス西岡店
コクピット白樺
タイヤセレクト Okuhara
白田タイヤ商会
東日本自動車タイヤ 南郷店
イエローハット 札幌里塚店
イエローハット美唄店
ジークフリード
タイヤサービス ハヤシ
ジェームス盛岡南店
スーパーオートバックス仙台ルート４５店
タイヤガーデン仙台東
タイヤショップＩ・T・O 田中店
タイヤ館福島北
イエローハット いわき平店
オートバックス福島南店
タイヤハウスマシコ白河
ホリタイヤ 酒田店
ミスタータイヤマン小山南店
株式会社クラフト 大宮バイパス
タイヤ館 西川口
タイヤセレクト北本
ミスタータイヤマン草加バイパス店
エクスチェンジ柏沼南店
クリスタル本店
オートウェーブ宮野木店
オートウェーブ柏沼南店
オートウェーブ富里店
カレッツァ八王子店
カープラザワールド久ヶ原店
アヴァンツァーレ
コクピット青梅
タイヤ館 成瀬
イエローハット 新青梅田無店
株式会社クラフト 相模原店
スーパーオートバックスかわさき
イエローハット新山下
株式会社クラフト 厚木店
スーパーオートバックス厚木
ＢＩＧ ＯＮＥ
カムイ オート甲府店
スーパーオートバックス甲府
タイヤ館 にいがた弁天橋通り
コクピット ロフト柏崎
タイヤ館 上越
タイヤ館 柏崎
増田屋商会
オートバックスしおだ野店
大商 松本支店
イエローハット西軽井沢
株式会社クラフト 岐阜長良店
株式会社クラフト 多治見店
株式会社クラフト 大垣店
カルバン富山本店
カルバン 新庄銀座店
カルバン高岡店
タイヤ館 コマツ
カルバンバイパス店
株式会社クラフト 浜松店
グランドスラム富士
富士宮ゴム（ミスタータイヤマン富士宮）
タイヤプロショップアリーナ
株式会社クラフト 中川店
株式会社クラフト 豊橋店
株式会社クラフト ナゴヤドーム西店
アップガレージ一宮インター店
株式会社クラフト 一宮店
アップガレージ小牧南インター店
株式会社クラフト 知立店
アップガレージ名古屋中川店
アップガレージ尾張旭店
モータリングSEED
アップガレージ岡崎宇頭店
アップガレージ豊明国1店
株式会社クラフト U-ichiban稲沢店
株式会社クラフト 鈴鹿店
株式会社クラフト 四日市店
グランドスラム オートパル
スタイルコクピットテクニカ
グランドスラムフォルム

所在地

北海道函館市桔梗町417-101
北海道札幌市豊平区西岡1条3-2-1
北海道帯広市西22条南2丁目21-3
北海道帯広市東1条南14丁目1-1
北海道河西郡芽室町東5条10丁目
北海道札幌市白石区南郷通3丁目南7-5
北海道札幌市清田区里塚2条7-1-1
北海道美唄市新徳町1区
北海道千歳市北栄2-23-1
北海道深川市西町10-32
岩手県盛岡市津志田中央2丁目1-50
宮城県仙台市宮城野区月の出町2-3-45
宮城県仙台市宮城野区福室4丁目18-13
宮城県気仙沼市田中前1-3-1
福島県福島市南矢野目字菅原50番地の20
福島県いわき市平字城東3丁目1-1
福島県福島市方木田字樋口11-3
福島県西白河群西郷村字屋敷裏45
山形県酒田市松原南24-20
栃木県小山市神鳥谷4-1-4
埼玉県さいたま市西区三橋6-780-1
埼玉県戸田市喜沢1-19-8
埼玉県北本市深井5-123
埼玉県草加市花栗1-32-5
千葉県柏市風早1-10-6
千葉県千葉市稲毛区園生町376-5
千葉県千葉市稲毛区宮野木1850
千葉県柏市風早1-6-7
千葉県富里市七栄525-1
東京都八王子市左入町749-1
東京都大田区久が原5-28-5 1F
東京都武蔵村山市中原1-4-2
東京都青梅市千ヶ瀬4-308
東京都町田市成瀬5-11-34
東京都東久留米市南町2-7-9
神奈川県相模原市緑区橋本2-21-2
神奈川県川崎市川崎区港町9-8
神奈川県横浜市中区新山下1-17-39
神奈川県厚木市妻田東3-34-1
神奈川県厚木市船子55-1
神奈川県相模原市中央区田名8311-1
山梨県甲府市向町493-1
山梨県甲府市国母8-14-53
新潟県中央区南長潟15-1
新潟県柏崎市藤元町1-44
新潟県上越市大字
新潟県柏崎市田中9-30
長野県下伊那郡松川町元大島1728-1
長野県上田市大字神畑518-1
長野県松本市大字新村2668-2
長野県北佐久郡御代田町馬瀬口1686
岐阜県長良東1-31
岐阜県多治見市白山町3-121
岐阜県大垣市地区捨町5-70-1
富山県富山市黒瀬北町2-14-15
富山県富山市新庄銀座3-8-21
富山県高岡市北島214-1
石川県小松市沖町ﾅ-20-1
石川県野々市市郷町297-3
静岡県浜松市東区和田町844
静岡県富士市伝法3180-1
静岡県富士宮市西町1番2号
愛知県津島市神守町古道46
愛知県名古屋市中川区広川町1-1-2
愛知県豊橋市下地町瀬上16
愛知県名古屋市東区矢田南3-1
愛知県一宮市丹陽町外崎字上川田219-1
愛知県一宮市富士4-3-22
愛知県小牧市多気中町437-1
愛知県知立市山町小林13-1
愛知県名古屋市中川区昭和橋通3-3
愛知県尾張旭市渋川町1-14-8
愛知県知立市西丘町西丘23
愛知県岡崎市宇頭町長合51-4
愛知県豊明市阿野町長根153-1
愛知県稲沢市下津北山2丁目2-1
三重県鈴鹿市西玉垣町15-2
三重県四日市市天力須賀4-6-12
三重県津市藤方1631番地
三重県伊勢市黒瀬町1256
三重県鈴鹿市稲生3-5-7

電話番号

0138-34-2800
011-854-2241
0155-35-8211
0155-20-2002
0155-62-2870
011-865-0970
011-883-3221
01266-2-4424
0123-40-1222
0164-26-2335
019-632-4771
022-232-2345
022-258-3214
0226-29-6416
024-555-6888
0246-37-7887
024-546-9911
0248-27-2517
0234-22-3186
0285-24-6996
048-783-2214
048-431-0608
048-511-7030
048-946-6655
04-7191-1740
043-287-8888
043-259-5211
04-7193-7011
0476-91-1511
042-696-7533
03-5700-7742
042-531-1916
0428-24-2648
042-729-3911
042-452-1681
042-703-7815
044-223-4774
045-628-1234
046-225-9911
046-248-0331
042-777-7739
055-232-6681
055-225-2155
025-286-1161
0257-20-1666
025-545-3230
0257-20-4015
0265-36-3355
0268-29-4680
0263-47-3583
0567-32-1680
058-297-2711
0572-24-1177
0584-71-8888
076-492-3333
076-451-2400
0766-27-7360
076-122-7088
076-246-6006
053-462-7611
0545-53-6434
0544-27-4477
0567-28-8830
052-354-5211
0532-51-5711
052-723-8411
0586-75-4500
0586-24-1175
0568-74-0011
0566-85-0811
052-362-0700
0561-55-3400
0566-81-0894
0564-33-6868
0562-96-1400
0587-81-8585
059-381-4311
059-361-7311
059-225-0221
0596-20-0077
0593-88-0876
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エリア

大阪府

兵庫県
京都府

滋賀県
奈良県
和歌山県
広島県

山口県
香川県
高知県

福岡県

熊本県

大分県

長崎県

宮崎県
鹿児島県
沖縄県

店舗名

スーパーオートバックス岸和田
タイヤショップ抱月 寝屋川店
オートバックス 泉南岡田店
堀江タイヤ商会
カスタムガレージ スパーク
カーサポート ガレージ・メルシー
タイヤ館姫路中央
ドライブショップ白鳥
タイヤランド 福知山
タイヤガーデン 湖南
タイヤ館 八日市
バックアップデザイン
ディーフィール
イエローハット奈良店
ミスタータイヤマンM-Tech
ディファレンシャル
ロジック、ラボ
タイヤショップ プラスパ
ユーズドステーション西条下見店
タイヤ館 山口
ヤタベ
ＰＩＲＥＬＬＩ 高松
スーパーオートバックス高松中央
スーパーオートバックス高知御座店
スーパーオートバックス東福岡
ニューズ タイヤ＆ホイールズ
タイヤ一番イースト
スーパーオートバックス大野城御笠川
中央パーツセンター
上野商会
パドック北九州
オートバックス宗像店
コクピット910
タイヤ館 則松店
F-TECQ
FREEDOM
カー・ジョイ
タイヤ館 久留米
ピープルライン
タイヤ館やつしろ
タイヤ館みなもと 熊本東
ジェームス東バイパス店
ビッグチェーン
スーパーオートバックス大分21
ジェームス下郡店
オートバックス コスモタウン佐伯店
タイヤ館 佐世保
タイヤショップ四元
オートランド ビッグ
カスタムガレージMISSION
タイヤ館宮崎
リペアニーズ鹿児島
クイーンズファクトリーヴォストーク
ベイエリアシュターク

所在地

大阪府岸和田市八阪町2-16-1
大阪府寝屋川市点野5-12-3
大阪府泉南市岡田1715-1
大阪府堺市中区深井東町3162
大阪府松原市岡6丁目1-28
兵庫県川西市久代1丁目27-20
兵庫県姫路市神屋町6-72
京都府舞鶴市森92-2
京都府福知山市荒川新町66
滋賀県湖南市石部口2丁目1-46
滋賀県東近江市札の辻2丁目11-15
滋賀県守山市出庭239-1
滋賀県大津市月輪3丁目61－15
奈良県奈良市天辻町440
和歌山県紀の川市貴志川町北山516-3
広島県三原市皆実2丁目9-15
広島県広島市安佐南区八木1-12-8
広島県福山市神辺町新徳田2丁目254
広島県東広島市西条下見5-2-3
山口県山口市大内御堀1495-1
山口県下関市勝谷新町1-10-4
香川県高松市藤塚町2-13-8
香川県高松市山崎町662-1
高知県高知市南川添13-15
福岡県福岡市東区多の津3丁目3-18
福岡県福岡市東区下原1-22-24
福岡県飯塚市楽市768-1
福岡県大野城市御笠川5-2-1
福岡県田川市大字川宮1758-13
福岡県粕屋郡志免町別府27-10-33
福岡県北九州市小倉南葛原東1-2-22
福岡県宗像市王丸763-2
福岡県京都郡苅田町与原820-1
福岡県北九州市八幡西区則松4-13-8
福岡県田川郡川崎町大字田原1158-1
福岡県福岡市南区鶴田1-2-11
福岡県大野城市御笠川1-12-3
福岡県久留米市東合川2-2-8
福岡県糟屋郡志免町志免中央1-14-14
熊本県八代市黄金町11-2
熊本県熊本市東区保田窪本町17-13
熊本県熊本市東区西原2-1-10
大分県大分市向原西1-3-43
大分県大分市宮崎1404-2
大分県大分市下郡3474-5
大分県佐伯市鶴岡西町2-200
長崎県佐世保市日宇町2787-2
長崎県北松浦郡佐々町小浦免5-57
長崎県大村市岩松町945-5
長崎県長崎市平間町350-3
宮崎県宮崎市大字新名爪字麦田1396-1
鹿児島県鹿児島市中山町砂走り2165-1
鹿児島県鹿児島市下新田1-33-6 ｴﾝﾄﾋﾟｱ下荒田
沖縄県北谷町美浜3-5-10

電話番号

072-422-3800
072-826-1005
072-482-8411
072-279-1115
072-330-0007
072-758-4466
079-222-3900
0773-62-2056
0773-23-7541
0748-77-6003
0748-22-3507
077-516-4388
077-543-8537
0742-30-0700
0736-64-6486
0848-63-7666
082-832-0074
084-960-0188
082-431-6162
083-941-0555
083-256-1212
087-831-3791
087-840-7211
088-882-7812
092-621-7021
092-663-8185
0948-21-0111
092-503-8686
0947-44-0492
092-935-0705
093-473-7190
0940-36-8662
09302-5-6336
093-695-7080
0947-47-4030
092-555-6839
092-580-8900
094-245-1166
092-403-3456
0965-35-6117
096-385-5511
096-340-0111
097-551-1558
097-503-8000
097-554-3180
0972-20-4000
0956-31-0160
0956-63-3898
0957-53-8335
095-801-5541
0985-37-0066
099-260-6497
099-204-7958
098-926-1088

