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ETC2.0購入サポートキャンペーン

取扱店一覧

2018年6月26日現在

住所 店舗名 電話番号NO

＜東京都＞

取扱

東京都葛飾区奥戸４－１３－２９ ダイハツ東京販売（株）新小岩店 03-5671-18111 四輪

東京都葛飾区奥戸５－１２－１５ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京　奥戸店 03-3692-71112 四輪

東京都葛飾区奥戸５－２２－６ （有）葛飾電池 03-3694-41513 四輪

東京都葛飾区奥戸６－１－４ 東京日産自動車販売（株）小岩店 03-3697-23014 四輪

東京都葛飾区奥戸７－１４－１４ （有）ミサキモータース 03-3696-34335 四輪

東京都葛飾区奥戸８－１４－６ 江戸川電池（株） 03-5875-67556 四輪

東京都葛飾区奥戸８－２－１３ （有）巧安モータース 03-3692-82117 四輪

東京都葛飾区奥戸８－２３－８ （有）アイエス自動車 03-3695-29298 四輪

東京都葛飾区鎌倉４－１－４ （有）鈴木自動車 03-3659-63459 四輪

東京都葛飾区亀有５－４９－７ 鈴木猛単亜進 03-3620-215010 二輪

東京都葛飾区金町１－７－５ 関東三菱自動車販売（株）葛飾店 03-3600-111811 四輪

東京都葛飾区金町１－７－８ いすゞ自動車首都圏（株）葛飾サービ
スセンター

03-3609-145612 四輪

東京都葛飾区金町２－３－１ （有）モトハウスヴィルー 03-3600-392713 二輪

東京都葛飾区金町５－１－１２ （株）シュテルン葛飾 03-5699-400114 四輪

東京都葛飾区金町６－１３－１ 長塚電気工業（株） 03-3607-032515 四輪

東京都葛飾区高砂７－１２－１３ （株）あきば商会葛飾営業所 03-5699-268116 四輪

東京都葛飾区細田１－４－３ 日本モータース（株） 03-5693-880817 四輪

東京都葛飾区細田５－２８－１１ くるま工房（有）カークリーニング・葛飾 03-5612-753118 四輪

東京都葛飾区四つ木２－４－７ レッドバロン葛飾 03-3697-217119 二輪

東京都葛飾区四つ木５－１－１ （株）スズキ自販東京アリーナ葛飾中
央

03-3693-259120 四輪

東京都葛飾区四つ木５－２１－１５ ダイハツ東京販売（株）四つ木店 03-3697-760121 四輪

東京都葛飾区四つ木５－２３－１７ （株）スズキ二輪東京サービスセンター 03-3695-556722 二輪

東京都葛飾区四つ木５―２１―１７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京　葛飾店 03-3695-710123 四輪
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東京都葛飾区柴又２－２１－１１ ホンダドリーム関東テクニカルセンター 03-3826-574524 二輪

東京都葛飾区小菅４－２２－１５木下ビル１
階

ホンダドリーム葛飾 03-5650-238825 二輪

東京都葛飾区新宿３－２１－１８ 日産プリンス東京販売（株）葛飾金町
店

03-5699-862326 四輪

東京都葛飾区水元１－１－２０ （株）関東マツダ水元店 03-3600-604127 四輪

東京都葛飾区水元３－１０－２４ ダイハツ東京販売（株）水元店 03-3627-450128 四輪

東京都葛飾区水元４－２２－５ （株）金城サイクル 03-3607-446529 二輪

東京都葛飾区西亀有２－２３－８ （有）白石モータース 03-3602-192230 四輪

東京都葛飾区西新小岩５－２２－９ （株）岡部メーター商会東京営業所 03-5671-130531 四輪

東京都葛飾区西水元５－１２－８ （有）オダジマ自動車 03-3609-158432 四輪

東京都葛飾区青戸４－１－７ （株）関東マツダ葛飾青戸店 03-3603-151133 四輪

東京都葛飾区青戸４－２８－７ （有）寿々喜モータース販売整備工場 03-3602-321034 四輪

東京都葛飾区青戸４－４－２ 東和自動車工業（株） 03-3604-825935 四輪

東京都葛飾区青戸７－３－５ （株）サエキ 03-3690-233536 四輪

東京都葛飾区青戸８－２２－１５ スズキワールド葛飾 03-3601-273537 二輪

東京都葛飾区東金町４－５－６ （有）フォレストオートサービス 03-3609-817738 四輪

東京都葛飾区東金町８－２０－１７ 日産チェリー金町販売（株） 03-3607-315139 四輪

東京都葛飾区東四つ木４－４３－４ （株）ロジパルエクスプレス 03-3692-515140 四輪

東京都葛飾区東新小岩２－１９－６ ツチヤ自動車（株）新小岩店 03-3696-838841 四輪

東京都葛飾区東新小岩２－２６－７ （株）関東マツダ新小岩店 03-3694-145642 四輪

東京都葛飾区東新小岩２－３－６ スーパーオートバックス新小岩 03-3695-201143 四輪

東京都葛飾区東新小岩４－２５－２３ ワイズプロジェクト（株）ワイズ 03-5672-202044 四輪

東京都葛飾区東立石１－１９－６ （有）協和自動車整備 03-3692-772345 四輪

東京都葛飾区東立石１－３－６ ＳＯＸ葛飾店 03-5672-240046 二輪

東京都葛飾区南水元４－９－７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京　水元店 03-3608-500547 四輪
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東京都葛飾区白鳥２－２０－２５ トーテム・ポール葛飾 03-3601-112248 二輪

東京都葛飾区白鳥４－１－１６ 三ツ矢物産（株）三ツ矢オートサービス 03-3602-670149 四輪

東京都葛飾区白鳥４－５－１５ 日産プリンス東京販売（株）葛飾店 03-3601-631150 四輪

東京都葛飾区白鳥４－５－１５ 日産プリン
ス東京販売（株）葛飾店２階

日産自動車販売（株）葛飾特約店室 03-6880-252351 四輪

東京都葛飾区立石２－１１－６ （有）望月電装サービス 03-3691-873652 四輪

東京都葛飾区立石２－２０－１１ ランドサービス 03-5672-482753 四輪

東京都葛飾区立石５－１－５ ホンダオートテラス葛飾 03-3693-698154 四輪

東京都葛飾区立石５－３－１ 日産プリンス東京販売（株）葛飾立石
店

03-3693-032155 四輪

東京都江戸川区一之江２－７－９ フィアット・アルファロメオ江戸川 03-3656-898956 四輪

東京都江戸川区一之江３－２４－３ （有）モーターハウスアサノ 03-3656-265757 二輪

東京都江戸川区一之江３－２５－１ （株）関東マツダ一之江店 03-3656-501158 四輪

東京都江戸川区一之江７－６８－１１ フォルクスワーゲン江戸川 03-3656-999159 四輪

東京都江戸川区江戸川６－８－５ （有）パワースタッフ 03-5658-515160 四輪

東京都江戸川区鹿骨２－３５－１６ （有）小川オートサービス 03-3679-707761 四輪

東京都江戸川区鹿骨４－１６－４ （株）ミヤケデンソー 03-3676-687662 四輪

東京都江戸川区鹿骨４－２０－１５ （有）関東電装サービス 03-3678-474763 四輪

東京都江戸川区篠崎町６－１３－２６ 坂本自動車工業（株） 03-3670-416164 四輪

東京都江戸川区篠崎町６－４－１２ （有）ミツバ自動車 03-3670-351165 四輪

東京都江戸川区篠崎町６－７－２ 新京葉ディーゼル（株） 03-3677-630166 四輪

東京都江戸川区松江１－１１－１９ いすゞ自動車首都圏（株）江戸川工場 03-3652-556167 四輪

東京都江戸川区松江２－３２－７ ホンダオートテラス江戸川中央 03-5661-352168 四輪

東京都江戸川区松江７－３－２４ （有）村上モータース 03-3652-633069 四輪

東京都江戸川区松島１－３２－１ カーセブン江戸川店 03-5879-385070 四輪

東京都江戸川区松島１－４３－１０ 小松川電機（株） 03-3651-099571 四輪
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東京都江戸川区上一色３－９－１ （株）ワンオーナー 03-5662-010772 四輪

東京都江戸川区西一之江２－１４－１４ ＹＳＰ京葉 03-3656-548573 二輪

東京都江戸川区西一之江２―３１―１０ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京　一之江店 03-5662-363174 四輪

東京都江戸川区西葛西３－８－１６ ジープ江戸川 03-5878-093775 四輪

東京都江戸川区西葛西４－２－４３ 日産プリンス東京販売（株）葛西店 03-3686-230176 四輪

東京都江戸川区西葛西４－６－２２ （株）ヤナセ江戸川支店　サービス課 03-5667-691477 四輪

東京都江戸川区西葛西７－２１－８ ハックルベリー 03-5679-881178 二輪

東京都江戸川区西瑞江５－１１－７ ダイハツ東京販売（株）瑞江店 03-3680-813679 四輪

東京都江戸川区西瑞江５－１４－１２ オートバックス江戸川店 03-3680-010180 四輪

東京都江戸川区西瑞江５－５－１１ 東京日産自動車販売（株）江戸川店 03-3689-315181 四輪

東京都江戸川区大杉１－１５－１０ 星野自動車（有） 03-3655-126182 四輪

東京都江戸川区大杉１－２－１１ バイクショップベルウッド京葉ショップ 03-3655-461683 二輪

東京都江戸川区大杉３－１０－６ ライダーズスタンド一之江２りんかん 03-3653-911184 二輪

東京都江戸川区大杉３－９－２ 京葉オートライフ（株） 03-3651-011185 四輪

東京都江戸川区大杉３－９－３ イエローハット江戸川大杉店 03-5607-793686 四輪

東京都江戸川区大杉４－３－４ レッドバロン江戸川 03-5607-510187 二輪

東京都江戸川区谷河内１－１９－１１ （株）アシダ 03-3677-001088 四輪

東京都江戸川区中央１－１７－８ 日産プリンス東京販売（株）江戸川店 03-5607-862389 四輪

東京都江戸川区中央２－２１－５ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京　江戸川店 03-3654-114590 四輪

東京都江戸川区中央２－２１－６ 関東三菱自動車販売（株）江戸川店 03-3655-511191 四輪

東京都江戸川区中央２－２７－１３ （有）オートオーエ 03-3651-810192 二輪

東京都江戸川区中央３－１９－７ 日産プリンス東京販売（株）江戸川中
央店

03-3653-032193 四輪

東京都江戸川区中央４－２２－１８ スズキアリーナ江戸川中央 03-3653-841194 四輪

東京都江戸川区中葛西１－２－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京　葛西橋通り店 03-3877-328195 四輪
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東京都江戸川区中葛西１－３１－１５ 東京日野自動車（株）江戸川支店 03-3878-628196 四輪

東京都江戸川区中葛西８－１１－１０ （株）関東マツダ葛西店 03-5878-388197 四輪

東京都江戸川区東葛西１－１－２ ホンダドリーム葛西 03-6663-550098 二輪

東京都江戸川区東葛西１－２－３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京　葛西店 03-5667-052399 四輪

東京都江戸川区東葛西２－１４－１１ 関東三菱自動車販売（株）葛西店 03-5674-1911100 四輪

東京都江戸川区東葛西４－２－１０ モトフィールドドッカーズ 03-5676-1414101 二輪

東京都江戸川区東葛西５－２２－６ 熊谷自動車（株） 03-3689-1110102 四輪

東京都江戸川区東葛西６－４７－１７ 高栄自動車工業（株） 03-3689-8611103 四輪

東京都江戸川区東葛西６－５０－１４ 鈴木自工（株） 03-3688-2412104 四輪

東京都江戸川区東葛西９－１４－１４ 森賛自動車（株） 03-3688-8211105 四輪

東京都江戸川区東小岩６－３４－１０ ホンダドリーム江戸川 03-3657-3106106 二輪

東京都江戸川区東小松川１－１２－２６ タイヤ館小松川 03-5607-7671107 四輪

東京都江戸川区東小松川４－１８－１４ （有）大場自動車 03-3687-2811108 四輪

東京都江戸川区東松本１－１４－１６ （有）田中自動車 03-3672-4911109 四輪

東京都江戸川区南葛西１－１４－７ （株）光岡自動車ＦｒｅｅＷａｙ店 03-3878-0820110 四輪

東京都江戸川区南葛西２－２－２ 岡本車輌電装（株） 03-3680-4377111 四輪

東京都江戸川区南葛西４－２－２ （有）オートショップ早知 03-3689-4528112 二輪

東京都江戸川区南篠崎町３－２－２ （株）ボディサービスユキヤ 03-3678-3766113 四輪

東京都江戸川区南篠崎町５－１０－８ トライアングル 03-3698-1207114 二輪

東京都江戸川区南小岩２－４－３２ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京　小岩店 03-5622-2200115 四輪

東京都江戸川区南小岩３－２５－１５ （株）フロンティアモーター 03-3659-2582116 四輪

東京都江戸川区平井５－１２－５ （有）上村モータース 03-3612-0568117 二輪

東京都江戸川区平井６－１３－２２ モトランド平井 03-3617-9746118 二輪

東京都江戸川区北葛西２－１２－２０ （有）塚田自動車整備工場 03-3680-9461119 四輪
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東京都江戸川区北葛西４－２－４０ ウイングシヤトル 03-3680-2801120 二輪

東京都江戸川区北小岩１－１６－８ 日産プリンス東京販売（株）小岩店 03-3659-7151121 四輪

東京都江戸川区北小岩２－２２－１ （株）関東マツダ小岩店 03-3658-3181122 四輪

東京都杉並区阿佐谷北４－６－３０ 太洋モータース 03-3330-8000123 二輪

東京都杉並区永福４－１７－６ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　永福店 03-5376-0555124 四輪

東京都杉並区荻窪１－２９－６ スズキアリーナ杉並 03-3392-7221125 四輪

東京都杉並区下井草３－１－２０ 志野サイクル 03-3394-3351126 二輪

東京都杉並区下井草５－１０－１３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　井荻店 03-3397-7011127 四輪

東京都杉並区下井草５－１０－８ 東京日産自動車販売（株）井荻店 03-3396-0431128 四輪

東京都杉並区下高井戸１－１０－９ アップル下高井戸店 03-5355-3200129 四輪

東京都杉並区下高井戸１－１８－１９ ＹＳＰ杉並南 03-3321-0555130 二輪

東京都杉並区下高井戸１－９－１１ モトジータ 03-6379-0819131 二輪

東京都杉並区下高井戸２－６－３ ホンダドリーム杉並 03-3325-0088132 二輪

東京都杉並区下高井戸４－８－６ （株）シュテルン高井戸 03-3290-7111133 四輪

東京都杉並区宮前１－１６－１０ オートバックス高井戸 03-3334-0301134 四輪

東京都杉並区宮前１－１６－６ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　杉並宮前
店

03-3331-5500135 四輪

東京都杉並区宮前１－１８－４ マセラティ杉並 03-6861-5080136 四輪

東京都杉並区宮前１－２０－３ （株）ヤナセ杉並支店 03-3333-1161137 四輪

東京都杉並区宮前４－２７－４ アルファロメオ／フィアット／アバルト
／ジープ杉並

03-5941-6481138 四輪

東京都杉並区宮前４－３０－１ 日産プリンス東京販売（株）杉並店 03-3334-3171139 四輪

東京都杉並区高井戸西２－１８－１８ （有）松浦自動車 03-3334-4361140 四輪

東京都杉並区高井戸東３－３６－３８ ＹＳＰ高井戸 03-5336-8198141 二輪

東京都杉並区高井戸東４－１－６ 関東三菱自動車販売（株）高井戸店 03-3332-1511142 四輪

東京都杉並区高井戸東４－３－１ フォルクスワーゲン杉並ショールーム 03-5336-0601143 四輪
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東京都杉並区高井戸東４－３－１１ （有）新井電機工業所 03-3334-1841144 四輪

東京都杉並区高井戸東４－９－３ 東京日産自動車販売（株）杉並店 03-3334-2131145 四輪

東京都杉並区高円寺南４－１２－３鳥切ビ
ル１階

ＲＥＤ　ＺＯＮＥ 03-5377-2270146 二輪

東京都杉並区高円寺南５－２１－５ （有）ビッグファン高円寺店 03-5305-3623147 二輪

東京都杉並区高円寺北４－４２－５ ＹＳＰ杉並北 03-5327-6606148 二輪

東京都杉並区松庵１－１７－１９ （株）松栄 03-3334-7570149 四輪

東京都杉並区松庵３－４１－１ （株）ウィルライト 03-3394-2216150 四輪

東京都杉並区上荻２－３７－１２ （株）関東マツダ荻窪店 03-3396-2151151 四輪

東京都杉並区上高井戸１－２１－１８ （株）東和モータース販売東京本店 03-3303-1146152 四輪

東京都杉並区上高井戸２－１－１５ クリーブランド 03-3329-0081153 四輪

東京都杉並区清水２－１８－１３ ダイハツ東京販売（株）荻窪店 03-5311-6211154 四輪

東京都杉並区西荻南１－２－１ タイヤ館西荻窪 03-5336-6265155 四輪

東京都杉並区西荻南１－５－４ ハーレーダビッドソンバルコム杉並 03-5829-8080156 二輪

東京都杉並区善福寺１－１５－２２ ＭＩＮＩ杉並 03-5310-3298157 四輪

東京都杉並区善福寺１－１６－２３ ライドアウト 03-5939-8915158 二輪

東京都杉並区桃井１－３９－１ Ｍｏｔｏｒｒａｄ杉並 03-5303-7501159 二輪

東京都杉並区桃井３－５－５ 日産プリンス東京販売（株）荻窪店 03-3399-5151160 四輪

東京都杉並区桃井４－５－８ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　荻窪店 03-3395-6211161 四輪

東京都杉並区桃井４－６－５ スズキアリーナ西荻窪 03-5303-9277162 四輪

東京都杉並区浜田山３－７－１５ 日産プリンス東京販売（株）浜田山店 03-3316-7101163 四輪

東京都杉並区堀ノ内１－１０－５ フォルクスワーゲン杉並 03-3313-9999164 四輪

東京都杉並区本天沼３－４３－１８ （株）クゲモト自動車 03-3395-3325165 四輪

東京都杉並区本天沼３－４４－１２ （株）ワークス 03-5382-5477166 四輪

東京都杉並区和泉１－３２－１８ スズキアリーナ杉並方南 03-6379-3410167 四輪
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東京都杉並区和泉３－５８－２０ （有）モロズミ電機工業所 03-3328-6765168 四輪

東京都杉並区和泉４－４２－３３ （株）関東マツダ方南町店 03-3317-3191169 四輪

東京都杉並区和泉４－４２－３５ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　杉並店 03-3317-2500170 四輪

東京都杉並区和田３－１６－６ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　高円寺店 03-3381-4300171 四輪

東京都西東京市新町２－５－８ 日産プリンス西東京販売（株）武蔵野
店

0422-53-0111172 四輪

東京都西東京市新町５－１２－１２ （株）関東マツダポート武蔵野店 0422-36-1941173 四輪

東京都西東京市新町５－１２－１６ ダイハツ東京販売（株）武蔵野店 0422-52-2222174 四輪

東京都西東京市西原町１－４－１４ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　田無北原
店

0424-61-4807175 四輪

東京都西東京市西原町１－８－７ ホンダドリーム西東京 0424-50-5300176 二輪

東京都西東京市西原町３－２－１２ 東京日産自動車販売（株）田無西原店 0424-69-2311177 四輪

東京都西東京市田無町１－８－２６ ハーレーダビッドソンシティ西東京店 042-465-0080178 二輪

東京都西東京市田無町６－５－１９ ＹＳＰ西東京 042-497-6293179 二輪

東京都西東京市田無町７－１８－８ （株）オートアベニュー 0424-66-3233180 四輪

東京都西東京市田無町７－２－１０ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　田無中央
店

042-461-9221181 四輪

東京都西東京市東伏見３－７－１８ あさひモーター（株） 042-462-5110182 四輪

東京都西東京市東伏見６－５－１０ フォルクスワーゲン西東京 042-452-1721183 四輪

東京都西東京市富士町１－６－１６ ダイハツ東京販売（株）東伏見店 042-451-8061184 四輪

東京都西東京市富士町３－３－１８ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　東伏見店 0424-50-5111185 四輪

東京都西東京市富士町３－４－２２ メルセデス・ベンツ西東京サーティファ
イドカーセンター

042-451-5655186 四輪

東京都西東京市富士町５－２－５ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　東伏見第
二工場

042-452-1431187 四輪

東京都西東京市保谷町４－１２－４ 日産プリンス西東京販売（株）田無店 0424-65-8623188 四輪

東京都西東京市保谷町６－１３－３ ホンダオートテラス保谷 042-467-0611189 四輪

東京都西東京市保谷町６－２０－１５ タイヤ館保谷 042-461-1722190 四輪

東京都足立区綾瀬６－１１－１９ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　綾瀬店 03-3605-6183191 四輪
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東京都足立区綾瀬７－２－１７ ナップス足立店 03-5613-0171192 二輪

東京都足立区伊興本町２－３－２２ （有）三盛自動車 03-3897-0233193 四輪

東京都足立区一ツ家４－１－１９ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　加平店 03-3858-0324194 四輪

東京都足立区加平３－１－２０ 日産プリンス東京販売（株）足立加平
店

03-3606-3111195 四輪

東京都足立区加平３－１－２１ フォルクスワーゲン足立 03-5697-4466196 四輪

東京都足立区加平３－２－１７ （株）スズキ自販東京足立営業所 03-5613-8212197 四輪

東京都足立区加平３－２－１７ スズキアリーナ足立 03-5613-8211198 四輪

東京都足立区花畑３－１３－２０ ソニックブーム 03-3858-8700199 四輪

東京都足立区花畑３－２２－１ （有）ライトタイマー 03-3860-4478200 四輪

東京都足立区花畑３－２５－２ 絶品輪業 03-5851-1819201 四輪

東京都足立区関原２－４１－４ （有）ヤコウ自動車電機 03-3849-5001202 四輪

東京都足立区栗原４－１３－９ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　足立西　栗原店 03-3890-5381203 四輪

東京都足立区弘道２－２９－８ ホンダウイング横山輪業 03-3887-3619204 二輪

東京都足立区江北３－３６－５ レッドバロン環七江北店 03-3856-1831205 二輪

東京都足立区江北６－４－５ ホンダオートテラス西新井 03-3896-6101206 四輪

東京都足立区鹿浜１－１－３３ いすゞ自動車首都圏（株）足立サービ
スセンター

03-3899-2121207 四輪

東京都足立区鹿浜３－３－５ ダイハツ東京販売（株）鹿浜店 03-3899-3801208 四輪

東京都足立区鹿浜５－３１－９ 北立電機商工（株） 03-3855-1881209 四輪

東京都足立区鹿浜６－３７－６ （有）テイホク自動車 03-5647-8139210 四輪/二輪

東京都足立区舎人３－１５－１６ （有）グランド・スクエア 03-3890-4485211 四輪

東京都足立区小台１－１６－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　足立小台
店

03-5284-4631212 四輪

東京都足立区小台２－４１－１８ （有）田中自工販売 03-3919-3185213 四輪

東京都足立区小台２－６－２ 日産自動車販売（株）ハイテクセンター
小台

03-5390-2341214 四輪

東京都足立区西新井４－２５－５ Ｍｅ　ＳＥＲＶＩＣＥ（株） 03-5879-4490215 四輪
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東京都足立区西新井栄町３－１６－１９ カワサキプラザ東京足立 03-3886-8856216 二輪

東京都足立区西新井本町２－１－１５ 日産プリンス東京販売（株）西新井大
師店

03-5691-8623217 四輪

東京都足立区西新井本町２－２８－１６ イエローハット西新井店 03-5691-2011218 四輪

東京都足立区西竹の塚２－１３－１９ （株）トラック・トラッカー 03-3896-1009219 四輪

東京都足立区青井２－３０－１０ （有）ガレージタカハシ 03-3889-3285220 四輪

東京都足立区青井５－１２－４１グリーン
パーク第５綾瀬１０１

プロスウイングテイクオン 03-3848-7181221 二輪

東京都足立区青井５－１８－１０ オートバックス加平インター店 03-3848-0189222 四輪

東京都足立区青井６－２５－１１ ライダーズスタンド足立２りんかん 03-5845-1030223 二輪

東京都足立区千住１－４－１東京芸術セン
ター４階

ＥＴＣステーション本部分室 03-5284-1950224 四輪

東京都足立区千住河原町２３－１ ＹＳＰ千住 03-5813-7400225 二輪

東京都足立区千住元町７－８ （有）保坂自動車整備工場 03-3888-8741226 四輪

東京都足立区千住曙町５－４ （株）オートファクトリー 03-3882-2802227 四輪

東京都足立区扇３－１８－１９ 日産プリンス東京販売（株）西新井店 03-3856-1181228 四輪

東京都足立区扇３－１８－２３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　西新井店 03-3856-1431229 四輪

東京都足立区扇３－２５－５ （有）笹川自動車 03-3890-1709230 四輪

東京都足立区足立４－１１－３ （株）芝電機工業所 03-3889-1624231 四輪

東京都足立区大谷田３－１－１ （株）デージーカンパニー 03-3629-6701232 二輪

東京都足立区大谷田４－１－２５ 東京マツダ販売（株）足立営業所 03-3605-8151233 四輪

東京都足立区大谷田５－１８－１５ （有）オートサービス足立 03-3606-0221234 四輪

東京都足立区谷在家３－２０－１５ 東京日産自動車販売（株）西新井店 03-3853-2351235 四輪

東京都足立区谷中２－１－７ （有）谷中自動車 03-3606-6948236 四輪

東京都足立区竹の塚７－２０－１２ プロスタッフ 03-5851-2315237 四輪

東京都足立区中央本町１－１－３ 日産プリンス東京販売（株）千住店 03-3889-8123238 四輪

東京都足立区中央本町５－３－１８ （株）浅古自動車整備工場 03-3849-4784239 四輪
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東京都足立区中川４－１３－１２ （株）ヤナセ足立支店サービス課 03-3606-1501240 四輪

東京都足立区椿２－２－２ バイクランド直販センター環七鹿浜店 03-5647-2233241 二輪

東京都足立区椿２－２－５ 日産自動車販売（株）足立鹿浜店 03-3899-1405242 四輪

東京都足立区椿２－３－６ 日産プリンス東京販売（株）西新井鹿
浜店

03-3899-8411243 四輪

東京都足立区島根２－３２－２１いずみハイ
ツ竹の塚１Ｆ

ハーレーダビッドソングッドウッド足立
店

03-5831-8015244 二輪

東京都足立区島根３－２１－１７ （株）ニュートラストワン 03-6277-6279245 四輪

東京都足立区東伊興３－２５－６ 吉川オート（株）足立工場 03-3899-5341246 四輪

東京都足立区東和３－１５－２２ （有）オートライム 03-3620-7040247 四輪

東京都足立区東和５－１４－１０ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　環七大谷
田店

03-3629-7666248 四輪

東京都足立区南花畑２－１２－１４ （株）万喜自動車工業所 03-3883-0555249 四輪

東京都足立区南花畑２－１－８ ＪＡＷＳ足立ジャンボ店 03-3859-6715250 四輪

東京都足立区南花畑３－２７－２０ ＳｍｅｘｙＧａｒａｇｅ 03-5851-0721251 二輪

東京都足立区南花畑４－１９－１６ （有）アヤセモータース 03-3850-2511252 四輪

東京都足立区南花畑４－２６－１ （株）リクサン足立営業所 03-5856-5710253 四輪

東京都足立区南花畑５－１１－１２ 白光電機（有） 03-3884-5671254 四輪

東京都足立区入谷５－１５－１３ （株）東京ユーポス 03-5856-9780255 四輪

東京都足立区入谷７－１６－２０ スーパーオートバックス足立 03-3856-2711256 四輪

東京都足立区入谷９－２０－２ 北自動車整備協同組合 03-3853-1081257 四輪

東京都足立区梅田３－３－８ 日日自動車整備（株） 03-3887-2191258 四輪

東京都足立区平野１－１－４ Ａｕｄｉ足立 03-5851-0055259 四輪

東京都足立区平野１－１４－２４ イエローハット環七梅島店 03-5851-5012260 四輪

東京都足立区平野２－１０－１ 日産プリンス東京販売（株）足立店 03-3883-0321261 四輪

東京都足立区平野２－１０－１（日産プリン
ス東京足立店内）

日産自動車販売（株）足立特約店室 03-3885-2521262 四輪

東京都足立区保木間１－１９－５ ＳＯＸ足立店 03-3858-7250263 二輪
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東京都足立区保木間１－２０－２ （株）関東マツダ足立竹の塚店 03-3884-5146264 四輪

東京都足立区保木間１－６－９ タイヤ館足立 03-3883-8901265 四輪

東京都足立区保木間２－１－５ 東京日産自動車販売（株）足立店 03-3883-1123266 四輪

東京都足立区保木間２－２－２ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　竹の塚店 03-3884-3285267 四輪

東京都足立区保木間３－１７－７ （株）オサダ自動車 03-3859-1773268 四輪

東京都足立区保木間３－８－１３ （有）下谷自動車 03-3884-5371269 四輪

東京都足立区保木間４－７－１５ 足立ホンダ販売（株） 03-3883-6659270 四輪

東京都足立区保木間５－２３－１１ ホキマイシイ自販（株） 03-3850-6364271 四輪

東京都足立区保木間５－５－５ 関東三菱自動車販売（株）足立店 03-3885-1111272 四輪

東京都足立区堀之内１－１７－１８ ニシベ計器製造所足立営業所 03-3856-5906273 四輪

東京都足立区堀之内１－３－１５ （株）アトランティックカーズ 03-3855-3281274 四輪

東京都足立区堀之内２－１５－１５ （株）関東マツダ西新井店 03-3899-0101275 四輪

東京都足立区六月１－２２－１８ ダイハツ東京販売（株）竹の塚店 03-3884-3111276 四輪

東京都足立区六町３－１－１７ イエローハット足立六町店 03-3858-6401277 四輪

東京都足立区六木２－１－２ （株）カーライフサービスワタナベ 03-3628-6212278 四輪

東京都中野区江原町１－２５－１２ 小川自動車（株）中野工場 03-3950-0101279 四輪

東京都中野区江原町１－４７－１０ ＳＯＸ中野店 03-5982-3500280 二輪

東京都中野区中央２－４８－３ 東京日産自動車販売（株）中野店 03-3371-6171281 四輪

東京都中野区中央３－１３－１１ 宮園輸入車販売（株） 03-3362-7555282 四輪

東京都中野区中野１－５０－５ 宮園オート（株）中野店 03-3362-7551283 四輪

東京都中野区東中野３－１４－２０ 日産自動車販売（株）東中野店 03-3365-2323284 四輪

東京都中野区野方１－５３－６ （株）カワサキモータースジャパン東日
本支店

03-5343-7611285 二輪

東京都中野区野方２－６３－７ 日産プリンス東京販売（株）中野店 03-3388-1132286 四輪

東京都中野区野方２－６３－７（日産プリン
ス東京中野店内）

日産自動車販売（株）中野特約店室 03-6853-5523287 四輪
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東京都中野区野方４－４２－９ ハーレーダビッドソンシティ中野店 03-6909-1180288 二輪

東京都中野区弥生町４－２６－２０モナーク
中野１０９号

（有）ワンパーフォー 03-3382-3013289 二輪

東京都板橋区宮本町３７－５ （株）小林自動車 03-3960-2455290 四輪

東京都板橋区高島平１－８４－１ （有）ホンダキャピタルオート 03-3550-0570291 二輪

東京都板橋区高島平２－７－４ ティーエムイーモーターサイクル 03-3937-4636292 二輪

東京都板橋区高島平７－１－３６ 日産プリンス東京販売（株）高島平店 03-3938-1231293 四輪

東京都板橋区坂下１－２２－１０ 国際自動車（株）板橋工場 03-3960-7221294 四輪

東京都板橋区坂下２－２６－２３ ホンダドリーム板橋 03-5916-0930295 二輪

東京都板橋区坂下３－１２－２５ （株）豊進自動車サービス 03-3966-7621296 四輪

東京都板橋区坂下３－２６－１４ ジャガー＆ランドローバー板橋サービ
スセンター

03-5914-1231297 四輪

東京都板橋区坂下３－４－４ （株）ヤナセ板橋支店 03-3969-2412298 四輪

東京都板橋区桜川２－２８－２６ （株）ライトニング 03-6915-7377299 二輪

東京都板橋区四葉１－２７－２０ セントラル自動車技研（株）板橋支店 03-5968-6500300 四輪

東京都板橋区志村３－１－２０　Ｂ１Ｆ （株）ウエツハラモータース 03-3969-5255301 四輪

東京都板橋区志村３－２１－１０ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　志村店 03-5970-7101302 四輪

東京都板橋区舟渡１－１－５ カレッツァ板橋店 03-3960-9605303 四輪

東京都板橋区舟渡３－１５－３ いすゞ自動車首都圏（株）板橋サービ
スセンター

03-3960-4181304 四輪

東京都板橋区舟渡４－１２－１２ （株）電星 03-5939-8668305 四輪

東京都板橋区舟渡４－７－１東京三菱ふそ
う自動車販売（株）内北板橋センター

東都無線（株）北板橋センター 03-5920-1233306 四輪

東京都板橋区小豆沢１－１３－５－１０１ ＹＳＰ板橋中央 03-6454-9987307 二輪

東京都板橋区小豆沢１－１９－４ 日産プリンス東京販売（株）板橋店 03-3968-3111308 四輪

東京都板橋区小茂根２－２１－７ オートバックス環七板橋店 03-3974-5271309 四輪

東京都板橋区小茂根３－１５－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　板橋店 03-5917-3311310 四輪

東京都板橋区小茂根４－８－２２ （有）ビッグファン 03-3973-3251311 二輪
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東京都板橋区小茂根４－９－２ アルファロメオ池袋 03-5917-0377312 四輪

東京都板橋区新河岸１－１１－１ ダイハツ東京販売（株）サービスセン
ター

03-3559-6031313 四輪

東京都板橋区成増３－３－４ （株）ミツバサンコーワ 03-3938-5570314 四輪

東京都板橋区赤塚新町２－１３－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　成増店 03-3976-1616315 四輪

東京都板橋区赤塚新町２－７－１４ （株）アピアランス 03-6909-2103316 四輪

東京都板橋区赤塚新町３－１４－１６ 日産プリンス東京販売（株）成増店 03-3976-3232317 四輪

東京都板橋区赤塚新町３－４－１４ ムツミコミュニティ（株） 03-3977-4101318 四輪

東京都板橋区赤塚新町３－４－９ ＹＳＰ成増 03-3977-5025319 二輪

東京都板橋区前野町１－１－２ 日章自動車 03-6783-1135320 四輪

東京都板橋区前野町３－６－９ 榊原自動車（株） 03-3969-7376321 四輪

東京都板橋区双葉町４７－１５ ＫＭサトウ自動車（株） 03-5375-0017322 四輪

東京都板橋区相生町１３－８ 日産プリンス東京販売（株）板橋中台
店

03-3931-3239323 四輪

東京都板橋区相生町１９－１８ タイヤ館板橋 03-3931-7871324 四輪

東京都板橋区中丸町５２－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　北池袋店 03-3959-1155325 四輪

東京都板橋区東坂下　１－１１－６ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　志村東店 03-3967-3171326 四輪

東京都板橋区東坂下１－１－１０ 東京日産自動車販売（株）環八板橋店 03-3966-7361327 四輪

東京都板橋区東坂下２－１６－２ （株）関東マツダ志村店 03-3966-2181328 四輪

東京都板橋区東坂下２－４－２３ （株）大八自動車 03-3966-0644329 四輪

東京都板橋区東山町２－１３ （株）ファイブスター東都クライスラー
ジープ・ダッジ板橋

03-3972-7051330 四輪

東京都板橋区徳丸４－３５－３ （株）ロイヤルプランニング 03-3934-3731331 四輪

東京都板橋区徳丸５－２０－１６ （有）徳丸モータース 03-3937-3221332 四輪

東京都板橋区徳丸６－４８－７ （有）四葉メーターサービス 03-3559-4383333 四輪

東京都板橋区徳丸７－２７－１０ アライ電機産業（株）カーコムＳ１ 03-5399-3672334 四輪

東京都板橋区南常盤台１－４－４ （有）吉田モータース 03-3972-5500335 四輪
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東京都板橋区氷川町１９－１１ モト・ウイング・須賀 03-3961-1953336 二輪

東京都板橋区富士見町３０－１５ （有）エスエーエス佐藤自動車 03-3962-2486337 四輪

東京都板橋区本町１０－１２ 日産プリンス東京販売（株）板橋本町
店

03-3962-4611338 四輪

東京都板橋区本町１５－２０ （有）Ｒｉｃｈ　Ｌｉｎｅ 03-5944-1960339 四輪

東京都武蔵野市関前５－２１－３２ メルセデス・ベンツ武蔵野 0422-36-2200340 四輪

東京都武蔵野市吉祥寺南町５－３－１８ （株）エーワンオートイワセ東京営業所 03-4400-7510341 二輪

東京都武蔵野市吉祥寺本町２－３１－２欅
ビル２Ｆ

（株）アイシス吉祥寺支店 0422-23-2933342 四輪

東京都武蔵野市吉祥寺本町３－２０－５ ウインドジャマーズ吉祥寺店 0422-59-0819343 二輪

東京都武蔵野市吉祥寺本町３－２４－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　武蔵野　吉祥寺店 0422-52-3124344 四輪

東京都武蔵野市境５－２７－１２ （株）後藤自動車 0422-51-7476345 四輪

東京都武蔵野市中町２－１８－１ イエローハット吉祥寺店 0422-50-1680346 四輪

東京都武蔵野市八幡町３－１－１ 平山モータース（株） 0422-51-5517347 四輪

東京都豊島区高田２－７－２ 日産自動車販売（株）目白高田店 03-3981-3131348 四輪

東京都豊島区雑司が谷１－５３－１４ （株）ヤナセ新宿支店池袋サービスセ
ンター

03-3987-5237349 四輪

東京都豊島区上池袋１－２５－４ 田中電機工業（株） 03-3918-2371350 四輪

東京都豊島区千早４－４０－１１ （有）ガレージウイズ 03-3530-5997351 二輪

東京都豊島区巣鴨４－３１－８ 日産自動車販売（株）巣鴨店 03-3918-1251352 四輪

東京都豊島区池袋２－３８－１２　ウエスト
コート２１　３０３号

エコミック（株） 03-5928-0761353 四輪

東京都豊島区東池袋３－２３－１４ ダイハツ東京販売（株）Ｄモール池袋
店

03-3980-1172354 四輪

東京都豊島区東池袋４－３７－３ （有）城北電機工業 03-3984-5831355 四輪

東京都豊島区東池袋４－３９－１１ 日産自動車販売（株）池袋店 03-3982-1101356 四輪

東京都豊島区東池袋４－６－５ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　東池袋店 03-5953-2791357 四輪

東京都豊島区南長崎３－６－１ （株）関東マツダ板橋店 03-3973-8431358 四輪

東京都豊島区南長崎４－２０－３ Ｔｏ－ＤＥＸ 03-3953-2211359 四輪
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東京都豊島区南長崎４－３－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　豊島店 03-3951-1170360 四輪

東京都豊島区南長崎５－５－４ メルセデス・ベンツ中野豊島サービス
センター宮園輸入車販売（株）

03-5996-0111361 四輪

東京都豊島区要町２－１４－１９ （株）アウトプラッツＭＩＮＩ池袋 03-6909-5632362 四輪

東京都豊島区要町２－１６－３ （株）アウトプラッツ 03-3956-7611363 四輪

東京都豊島区要町３－３１－３ アウディ池袋 03-5964-4100364 四輪

東京都北区王子３－２０－２ ホンダドリーム王子 03-3914-7500365 二輪

東京都北区王子４－２８－７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　王子店 03-3912-3251366 四輪

東京都北区王子６－２－１ 関東三菱自動車販売（株）王子店 03-3913-5401367 四輪

東京都北区志茂５－３－６ （有）モト・イーグル 03-3598-8551368 二輪

東京都北区昭和町１－１－２０ （有）チトセ商会 03-3894-5988369 四輪

東京都北区上中里３－７－８ 日産プリンス東京販売（株）王子店 03-3912-1311370 四輪

東京都北区神谷３－５８－４ スーパーオートバックス環七王子神谷 03-5939-0189371 四輪

東京都北区西ケ原２－３４－１０ モトラッドセントラル飛鳥山支店 03-3576-7077372 二輪

東京都北区赤羽西６－１０－１２ （有）布宮自動車工業 03-3900-8130373 四輪

東京都北区赤羽南２－１１－１６ スズキアリーナ赤羽 03-3598-9511374 四輪

東京都北区赤羽南２－４－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京北　赤羽店 03-3902-3373375 四輪

東京都北区赤羽北１－２０－１ 明日香自動車（株） 03-3907-4012376 四輪

東京都北区田端３－２３－１０ 中央自動車（株） 03-3828-3116377 四輪

東京都北区東田端２－１０－１０ （株）宮崎モータース 03-3894-5826378 四輪

東京都北区浮間２－２４－７ ライダースランドヨーヨー 03-5392-3411379 二輪

東京都北区浮間４－１５－２ ハーレーダビッドソンセントラル東京北
店

03-5916-3771380 二輪

東京都北区豊島２－２６－２２ 市古自動車興業（株） 03-3913-5111381 四輪

東京都墨田区押上２―２２―４ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京　押上店 03-5610-4151382 四輪

東京都墨田区押上３－５０－１１ ＭＯＴＯＲ ＣＹＣＬＥ ＳＨＯＰ イイヤマ 03-3612-1345383 二輪
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東京都墨田区亀沢１－２５－４ （株）ボンネ 03-3623-0514384 四輪

東京都墨田区亀沢３－２７－５ （有）青赤電装 03-5637-9913385 四輪

東京都墨田区亀沢４－４－７ 墨田自動車整備協同組合 03-3626-0845386 四輪

東京都墨田区京島２－９－３ 京島ビークルショップサービス工場 03-3617-8181387 四輪

東京都墨田区向島１－２９－５ 坂口電機工業（株） 03-3624-4531388 四輪

東京都墨田区向島２－１９－９ スズキアリーナ墨田 03-5608-5011389 四輪

東京都墨田区向島３－３３－１３ 業平自動車（株） 03-3623-1195390 四輪

東京都墨田区江東橋２－３－５ （株）城東自動車工場 03-3634-1701391 四輪

東京都墨田区江東橋５－２－２７ 東京日産自動車販売（株）墨田菊川店 03-3633-7111392 四輪

東京都墨田区石原３－３１－９ バイクショップノット 03-3626-0007393 二輪

東京都墨田区太平３－９－１２ ＹＳＰ墨田 03-5610-9099394 二輪

東京都墨田区堤通２－１２－１ 鐘和モータース（株） 03-3614-5061395 四輪

東京都墨田区東駒形３－１８－９ （有）ＫＧＳ・リバーサイド 03-5608-3141396 二輪

東京都墨田区東墨田２－２２－１ （株）ジール夢 03-6426-0750397 四輪

東京都墨田区八広５－２３－９ エーエス自動車（株） 03-3619-5151398 四輪

東京都墨田区文花２－２－１８ （有）灘谷モータース 03-3616-3131399 四輪

東京都墨田区墨田４－４６－２ （有）枝モータース 03-3614-1263400 四輪

東京都墨田区立花２－４－３ 日産プリンス東京販売（株）墨田店 03-3610-8623401 四輪

東京都墨田区立花３－１０－１１ （株）大勝 03-3613-6561402 四輪

東京都墨田区立花５－１－８ （株）関東マツダ墨田店 03-3612-7141403 四輪

東京都墨田区立花５－１８－１３ （有）ウエハラモータース 03-3617-3400404 四輪

東京都墨田区両国１－８－４ 坂本自動車（株）両国工場 03-3633-5851405 四輪

東京都墨田区緑２－１５－５ 大井自動車興業（株） 03-3631-5933406 四輪

東京都墨田区緑２－３－１１ 中央自動車販売（株） 03-3632-3631407 二輪
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東京都墨田区緑４－２０－１０ （株）戸塚商会 03-3631-4432408 四輪

東京都練馬区旭町１－２１－１２ （株）ヤナセ練馬支店 03-3938-3390409 四輪

東京都練馬区羽沢２－８ 東京日産自動車販売（株）練馬店 03-3993-2141410 四輪

東京都練馬区下石神井２－３６－５ メルセデス・ベンツ石神井宮園輸入車
販売（株）

03-5372-5800411 四輪

東京都練馬区貫井４－４７－６０ イエローハット練馬貫井店 03-5971-8451412 四輪

東京都練馬区貫井５－２０－２４ 田中電機工業（株）練馬営業所 03-3998-0235413 四輪

東京都練馬区貫井５－２９－９ レッドバロン練馬 03-3970-8018414 二輪

東京都練馬区貫井５－３０－６ 日産プリンス東京販売（株）谷原店 03-3998-5523415 四輪

東京都練馬区関町南１－１１－２９ （株）協伸 03-3594-5611416 四輪

東京都練馬区関町南３－２－１９ （株）キャラック 03-6904-9033417 四輪

東京都練馬区関町南４－５－２６ 関東三菱自動車販売（株）関町店 03-3920-0550418 四輪

東京都練馬区関町北３－２－９ 東京日産自動車販売（株）関町店 03-3594-2358419 四輪

東京都練馬区関町北４－３０－１７ （株）スズキ自販東京練馬西店 03-3929-7211420 四輪

東京都練馬区関町北４－３５－３０ 練馬自動車（株） 03-3920-5141421 四輪

東京都練馬区関町北５－５－８シェニートモ
ンチーク武蔵関１Ｆ

イエローハット関町店 03-5991-9111422 四輪

東京都練馬区関町北５－８－１１ （株）関東マツダ石神井店 03-5991-9841423 四輪

東京都練馬区錦２－１２－１５ ダイハツ東京販売（株）練馬北町店 03-3931-7982424 四輪

東京都練馬区向山２－１１－４ （株）関東マツダ練馬豊島園店 03-3990-4371425 四輪

東京都練馬区向山４－３６－１８ （株）吉岡自動車興業 03-3999-2101426 四輪

東京都練馬区高松３－２－１ 日産プリンス東京販売（株）ルノー練
馬

03-5971-3551427 四輪

東京都練馬区高松３－４－５ ホンダドリーム練馬 03-5971-9500428 二輪

東京都練馬区高松６－３３－１４ アライ電機産業（株） 03-3925-1602429 四輪

東京都練馬区高松６－３－４ コネクティングロッド 03-6913-4819430 二輪

東京都練馬区高松６－３５－１ オートバックス練馬店 03-5910-0189431 四輪
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東京都練馬区高野台１－１５－１０ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　高野台店 03-3904-7766432 四輪

東京都練馬区高野台４－１１－２３ 谷原Ｕカーセンター 03-3904-9999433 四輪

東京都練馬区高野台４－２２－２４ （株）アウトプラッツ練馬支店 03-3995-2211434 四輪

東京都練馬区三原台２－１９－７ タイヤ館関越練馬 03-3922-9391435 四輪

東京都練馬区三原台３－２５－１８ ナップス練馬店 03-5905-1171436 二輪

東京都練馬区三原台３－３１－１４ ハーレーダビッドソン練馬 03-3978-8338437 二輪

東京都練馬区春日町２－１２－６ イエローハット練馬店 03-3825-1680438 四輪

東京都練馬区大泉学園町２－２０－３５ （株）関東マツダ大泉店 03-3923-4557439 四輪

東京都練馬区大泉学園町３－１－４３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　大泉店 03-3921-1661440 四輪

東京都練馬区大泉町３－２１－１ 栃和泉自動車（株） 03-3978-1511441 四輪

東京都練馬区大泉町５－３３－６ 日産プリンス東京販売（株）大泉店 03-3867-1123442 四輪

東京都練馬区大泉町５－６－１ タックス本部関越練馬店 03-5905-1717443 四輪

東京都練馬区谷原１－１－３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京北　練馬店 03-3904-3111444 四輪

東京都練馬区谷原１－２１－１９ 東京日産自動車販売（株）谷原店 03-3997-5211445 四輪

東京都練馬区谷原１－２２－２ 中村オートパーツ（株）練馬営業所 03-3904-5441446 四輪

東京都練馬区谷原５－３２－１ （株）エム・エス・エルゼファー 03-3867-2194447 二輪

東京都練馬区中村南２－２６－２ 中幸商事（株） 03-3990-1118448 四輪

東京都練馬区中村南２－２－７ 練馬交通（株） 03-3990-8441449 四輪

東京都練馬区中村北２－１３－２ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東京中央　中村橋店 03-3998-3421450 四輪

東京都練馬区土支田１－１３－２６ いすゞ自動車首都圏（株）練馬サービ
スセンター

03-3904-3281451 四輪

東京都練馬区土支田１－１４－１７ ダイハツ東京販売（株）光が丘店 03-5372-1251452 四輪

東京都練馬区土支田１－１５－１４ バイクランド直販センター練馬店 03-5968-3578453 二輪

東京都練馬区東大泉２－１４－８ 東京カーサービス（株） 03-3921-3511454 四輪

東京都練馬区東大泉７－３４－３３ カーショップ・トム 03-3921-8177455 四輪
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東京都練馬区平和台４－２２－１５ 関東三菱自動車販売（株）平和台店 03-3933-3188456 四輪

東京都練馬区豊玉中２－８－５ 高橋自動車（株） 03-3993-7371457 四輪

東京都練馬区豊玉南２－１６－１１ フォルクスワーゲン豊玉 03-5912-9950458 四輪

東京都練馬区豊玉北１－１４－２ （株）クラモト東京支店 03-3994-2861459 四輪

東京都練馬区豊玉北２－４－８ 関東三菱自動車販売（株）練馬店 03-3993-3131460 四輪

東京都練馬区豊玉北３－１４－６ （株）サンク 03-5946-6767461 四輪

東京都練馬区北町１－１－５ ＳＯＸ練馬店 03-5921-2300462 二輪

東京都練馬区北町１－７－６ 日産プリンス東京販売（株）練馬北町
店

03-3934-1411463 四輪

東京都練馬区北町３－１－１ （株）リクサン練馬営業所 03-6906-7577464 四輪

東京都練馬区北町３－１－１０ バイクショップナベ 03-5921-3366465 二輪

東京都練馬区北町３－１－４ （株）関東マツダ練馬北店 03-3931-8981466 四輪

東京都練馬区北町３－１７－７ スズキアリーナ板橋 03-5920-0711467 四輪

東京都練馬区北町３－１８－６ 愛車広場カーリンクＲ２５４練馬北町店 03-3936-6360468 四輪

東京都練馬区北町３－８－３ 信越自動車（株） 03-5922-6261469 四輪

東京都練馬区練馬４－３２－８ （有）尾形自動車 03-3991-6170470 四輪
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