
NEXCO東日本
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

＜千葉県＞

取扱

千葉県浦安市北栄２－５－２７伸和ビル１Ｆ ネッツトヨタ千葉（株）浦安駅前店 047-350-92911 四輪

千葉県浦安市北栄４－２０－２２ 千葉トヨペット（株）ＺＡＰテクノショップ 047-380-31112 四輪

千葉県浦安市北栄４－２－１１ 千葉トヨタ自動車（株）浦安やなぎ通り
店

047-390-56113 四輪

千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷９－７－７０ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東葛　鎌ヶ谷店 047-441-75554 四輪

千葉県鎌ケ谷市丸山３－１８－１ ダイハツ千葉販売（株）鎌ヶ谷店 047-446-60005 四輪

千葉県鎌ケ谷市丸山３－１８－７ ネッツトヨタ千葉（株）鎌ヶ谷店 047-446-12766 四輪

千葉県鎌ケ谷市初富本町１－１－２９ 日産プリンス千葉販売（株）鎌ヶ谷店 047-443-30237 四輪

千葉県鎌ケ谷市初富本町１－２１－２ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　市川　新鎌ヶ谷店 047-441-55558 四輪

千葉県鎌ケ谷市初富本町１－２－１３ レッドバロン鎌ヶ谷 047-446-67779 二輪

千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－１３－１６ ネッツトヨタ東都（株）新鎌ヶ谷店 047-441-101010 四輪

千葉県鎌ケ谷市東鎌ヶ谷２－２０－１１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　千葉　東鎌ヶ谷店 047-443-800111 四輪

千葉県鎌ケ谷市東初富４－１５－２２ 千葉トヨペット（株）鎌ヶ谷店 047-445-632112 四輪

千葉県鎌ケ谷市東初富４－５－２２ イエローハット鎌ケ谷初富店 047-498-587713 四輪

千葉県鎌ケ谷市東道野辺２－２－３ オートバックス鎌ヶ谷 047-446-120014 四輪

千葉県鎌ケ谷市東道野辺２－７－４３ ガリバー鎌ケ谷店 047-401-003115 四輪

千葉県鎌ケ谷市東道野辺５－１４－２４ トヨタカローラ千葉（株）鎌ヶ谷店 047-444-750016 四輪

千葉県鎌ケ谷市東道野辺５－１５－３０ 千葉トヨタ自動車（株）鎌ヶ谷店 047-445-116117 四輪

千葉県鎌ケ谷市東道野辺７－９－９０ タイヤ館鎌ヶ谷 047-498-720018 四輪

千葉県市川市塩浜２－１－７ （有）吉田自工 047-399-173819 四輪

千葉県市川市塩浜３－１１－１ トヨタカローラ千葉（株）塩浜店 047-396-010120 四輪

千葉県市川市塩浜３－１１－１ 千葉トヨペット（株）塩浜店 047-396-591121 四輪

千葉県市川市塩浜３－１６－１東京三菱ふ
そう自動車販売（株）市川センター内

東都無線（株）市川センター 047-397-705522 四輪

千葉県市川市塩浜３－３２－４ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　市川　塩浜店 047-396-555523 四輪
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千葉県市川市鬼高３－１９－２０ 千葉トヨタ自動車（株）市川店 047-377-011124 四輪

千葉県市川市鬼高３－１９－６ Ａｕｄｉ市川 047-378-716025 四輪

千葉県市川市鬼高３－２１－１ （株）千葉マツダ市川店 047-379-516526 四輪

千葉県市川市鬼高３－２６－１ （株）ヤナセ市川支店 047-378-711127 四輪

千葉県市川市鬼高３－３２－１２ スーパーオートバックス市川 047-393-700028 四輪

千葉県市川市鬼高４－１－１ ダイハツ千葉販売（株）市川店 047-378-445529 四輪

千葉県市川市鬼高４－６－１ ネッツトヨタ千葉（株）市川インター店 047-378-353130 四輪

千葉県市川市鬼高４－６－３ スズキアリーナ市川 047-378-101531 四輪

千葉県市川市鬼高４－８－２ フォルクスワーゲン市川 047-320-471132 四輪

千葉県市川市鬼高４－８－４ トヨタカローラ千葉（株）鬼高店 047-370-143133 四輪

千葉県市川市鬼高４－８－４ 千葉トヨペット（株）市川店 047-376-411134 四輪

千葉県市川市鬼高４－８－８ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　市川　市川鬼高店 047-370-555535 四輪

千葉県市川市欠真間１－４－３ （株）ベルウッドコーポレーション市川
ショップ

047-356-770736 二輪

千葉県市川市行徳駅前３－８－２０ （有）ヒラマツ・オート 047-399-251537 二輪

千葉県市川市香取１―６―７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　西千葉　行徳バイパ
ス店

047-358-505138 四輪

千葉県市川市高谷１８４１ （株）角田自動車工業 047-328-661139 四輪

千葉県市川市国府台５－２３－２ 三晃自動車（株） 047-373-022140 四輪

千葉県市川市新井３－１６－２５ イエローハット浦安店 047-357-010041 四輪

千葉県市川市新田１―１５―２０ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　西千葉　市川西店 047-326-515142 四輪

千葉県市川市曽谷１－２３－１４ （株）オフィス椎名 047-712-250043 四輪

千葉県市川市曽谷２－１－２４ ネッツトヨタ東都（株）市川大野店 047-300-531144 四輪

千葉県市川市相之川１－２５－３ Ｊ’ｓ－ｆａｃｔｏｒｙ 047-306-808245 二輪

千葉県市川市相之川２－１６－１０プレゼン
トシティ１Ｆ

（有）ユウショップエイワン 047-358-223346 二輪

千葉県市川市相之川２－７－９ 日産プリンス千葉販売（株）浦安店 047-390-412347 四輪
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千葉県市川市大洲１－４－４ タイヤ館市川 047-314-021148 四輪

千葉県市川市大野町２－１９１０ トヨタカローラ千葉（株）大野店 047-338-101049 四輪

千葉県市川市大野町４－２４６６－２ （有）ビッグウェルオート 047-303-571750 四輪

千葉県市川市田尻１－９－５ 千葉三菱コルト自動車販売（株）市川
店

047-376-458151 四輪

千葉県市川市田尻３－１－２６ 日産プリンス千葉販売（株）市川店 047-376-222352 四輪

千葉県市川市東菅野３－３０－２ （有）モリヤ 047-334-620953 二輪

千葉県市川市東大和田２－１８－５ ネッツトヨタ東都（株）市川店 047-377-633154 四輪

千葉県市川市南行徳２－２３－１７ オートバックス・南行徳 047-359-888155 四輪

千葉県市川市南大野１－６－７ ネッツトヨタ千葉（株）市川大野店 047-303-811156 四輪

千葉県市川市南大野１－７－１０ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　西千葉　市川北店 047-338-311157 四輪

千葉県市川市南八幡２－２２－２ エムエスセーリング 047-379-603458 二輪

千葉県市川市南八幡２－２５－１４ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　千葉　市川本八幡店 047-314-077059 四輪

千葉県市川市富浜３－３－１０ グッドウッド市川サービスセンター 047-396-801960 二輪

千葉県市川市北方町４－１４４１－８ ツチヤ自動車（株）市川店 047-338-358861 四輪

千葉県松戸市栄町西３－１０４１ ネッツトヨタ東都（株）松戸流山店 047-365-791162 四輪

千葉県松戸市横須賀１－８－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　北千葉　新松戸店 047-309-400063 四輪

千葉県松戸市河原塚１５４－１ オートプロデュースナウ 047-391-808064 四輪

千葉県松戸市岩瀬１５４－１ メルセデス・ベンツ葛飾松戸第二工場 047-365-111065 四輪

千葉県松戸市岩瀬６１３－５ （株）千葉マツダ松戸店 047-363-817566 四輪

千葉県松戸市久保平賀３８４－１ ダイハツ千葉販売（株）松戸店 047-341-122167 四輪

千葉県松戸市金ケ作２７４－１ 軽ガーデン松戸店 047-384-393968 四輪

千葉県松戸市五香８－４５－８ （株）千葉マツダ五香六実店 047-388-996169 四輪

千葉県松戸市五香西１－１２－１６ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東葛　五香店 047-386-614170 四輪

千葉県松戸市五香西１－３３－３２ （有）リトル・バレー 047-386-169871 二輪
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千葉県松戸市高塚新田４８８－３８ （株）イシイオート 047-391-068872 四輪

千葉県松戸市三矢小台５－２５－１ メルセデス・ベンツ葛飾松戸サービス
センター

047-369-366673 四輪

千葉県松戸市紙敷３１５－１ （株）東和オート 047-385-000174 四輪

千葉県松戸市紙敷８７９－１ 業平自動車（株）松戸工場 047-712-255075 四輪

千葉県松戸市秋山１７５－１ （有）らくだオート 047-316-121076 四輪

千葉県松戸市秋山４４２－１ （有）ゲット 047-392-262677 四輪

千葉県松戸市小金きよしヶ丘３－２１－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東葛　北小金店 047-345-115178 四輪

千葉県松戸市小根本２０９－１ ドカティ松戸 047-330-091679 二輪

千葉県松戸市松戸２２６３－１ ホンダドリーム松戸 047-703-338880 二輪

千葉県松戸市松戸２２６９－１ ハーレーダビッドソン松戸 047-303-418081 二輪

千葉県松戸市松戸２２８８－１ 千葉トヨペット（株）松戸店 047-362-917182 四輪

千葉県松戸市松戸２２９９－７ ダイハツ千葉販売（株）松戸南店 047-361-557183 四輪

千葉県松戸市松戸新田１３２－１ ネッツトヨタ東都（株）松戸店 047-703-101084 四輪

千葉県松戸市松戸新田５５６―１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　西千葉　松戸北店 047-365-666585 四輪

千葉県松戸市松戸新田５５７ ホンダオートテラス松戸北 047-703-431186 四輪

千葉県松戸市松戸新田６３－１ オートバックス松戸店 047-308-540087 四輪

千葉県松戸市松飛台２６８ 千葉トヨタ自動車（株）松飛台店 047-386-115188 四輪

千葉県松戸市松飛台270-3 日産プリンス千葉販売（株）松飛台店 047-387-231189 四輪

千葉県松戸市松飛台３２４ 千葉トヨタ自動車（株）レクサス松飛台
店

047-311-340090 四輪

千葉県松戸市松飛台３３６－７ 千葉トヨペット（株）松飛台テクノセン
ター

047-388-751191 四輪

千葉県松戸市松飛台５２５－２ 千葉三菱コルト自動車販売（株）松戸
店

047-388-227192 四輪

千葉県松戸市常盤平柳町１－１ トヨタカローラ千葉（株）ときわ平店 047-388-111593 四輪

千葉県松戸市新作３－１１８２ （株）スズキ自販千葉スズキアリーナ
松戸

047-702-752694 四輪

千葉県松戸市新松戸１－１５０ タイヤ館新松戸 047-341-885195 四輪
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千葉県松戸市大橋３９４－１５ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東葛　松戸東店 047-361-501196 四輪

千葉県松戸市中根１３７－３ レッドバロン松戸 047-366-566697 二輪

千葉県松戸市中根１－４２１ ビーフリー松戸店 047-362-819898 二輪

千葉県松戸市中和倉５５２－１ （有）桜デンソー 047-341-789699 四輪

千葉県松戸市南花島１－５ 日産プリンス千葉販売（株）松戸店 047-363-3231100 四輪

千葉県松戸市南花島３－４０－５ 中村オートパーツ（株）松戸営業所 047-363-3195101 四輪

千葉県松戸市南花島３－４０－９ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　松戸　６号南花島店 047-331-8555102 四輪

千葉県松戸市南花島３－４１－５ ＳＯＸ松戸店 050-3541-3181103 二輪

千葉県松戸市南花島４－６９－５ イエローハット松戸南花島店 047-365-1680104 四輪

千葉県松戸市南花島４－６９－５ ライダーズスタンド松戸２りんかん 047-365-7311105 二輪

千葉県松戸市二ツ木１９０７ 千葉トヨタ自動車（株）松戸二ツ木店 047-341-1201106 四輪

千葉県松戸市二ツ木５３１ ホンダオートテラス松戸 047-343-4107107 四輪

千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町１３３－
１

千葉トヨタ自動車（株）２０世紀が丘店 047-369-5011108 四輪

千葉県松戸市馬橋２２２１ インポートカーズ（株）Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ松
戸ルート６

047-347-3001109 四輪

千葉県松戸市馬橋３３９５ 千葉トヨペット（株）八ヶ崎店 047-349-5311110 四輪

千葉県松戸市八ケ崎２－１－２ スズキアリーナ新松戸 047-345-8500111 四輪

千葉県松戸市八ヶ崎緑町１９０ （株）オリンピアオート 047-345-2298112 四輪

千葉県松戸市北松戸２－３－８ トヨタカローラ千葉（株）北松戸店 047-361-2525113 四輪

千葉県松戸市稔台１－１１－７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　松戸　稔台店 047-366-1888114 四輪

千葉県松戸市稔台４－２－７ タイヤ館松戸店 047-330-8222115 四輪

千葉県松戸市稔台５－８－３ ネッツトヨタ千葉（株）松戸稔台店 047-367-1181116 四輪

千葉県松戸市緑ケ丘１－１１１ （株）ヤナセ千葉営業本部松戸支店 047-382-5505117 四輪

千葉県松戸市緑ケ丘１－３－４ カーセブン松戸中央店 047-393-8400118 四輪

千葉県松戸市六実１－５－１ ネッツトヨタ千葉（株）松戸六実店 047-394-6811119 四輪
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千葉県船橋市夏見台４－１－１５ イエローハット船橋夏見店 047-430-0141120 四輪

千葉県船橋市海神１－１７－６ レッドバロン船橋海神店 047-434-7120121 二輪

千葉県船橋市海神５－２９－６６ タイヤ館西船橋 047-437-2427122 四輪

千葉県船橋市海神町東１－１３６６－１ ノザワホンダ船橋店 047-420-0260123 二輪

千葉県船橋市宮本１－２１－８　ウィン船橋
６０１

千葉オートバイ事業協同組合 047-426-5502124 二輪

千葉県船橋市宮本３－９－９ ネッツトヨタ千葉（株）船橋宮本店 047-495-3925125 四輪

千葉県船橋市宮本４－１６－１２ スズキワールド船橋 047-436-0819126 二輪

千葉県船橋市宮本９－１０－１０ 千葉トヨペット（株）船橋店 047-431-1201127 四輪

千葉県船橋市宮本９－１０－３ トヨタカローラ千葉（株）花輪インター店 047-432-0121128 四輪

千葉県船橋市宮本９－５－１５ イエローハット船橋花輪インター店 047-420-1211129 四輪

千葉県船橋市宮本９－５－１５ ライダーズスタンド船橋２りんかん 047-420-3222130 二輪

千葉県船橋市高根町１７０６ （株）Ａ－ＴＲＵＣＫ首都圏支店 047-407-1552131 四輪

千葉県船橋市咲が丘３－２２－５９ （株）アールスカイ 047-767-8555132 四輪

千葉県船橋市山野町２－１ イエローハット西船橋店 047-435-3800133 四輪

千葉県船橋市市場２－１０－１ 千葉トヨペット（株）船橋市場通り店 047-425-8811134 四輪

千葉県船橋市市場２－１０－１５ ホンダドリーム船橋 047-424-0220135 二輪

千葉県船橋市市場２－１－１４ ダイハツ千葉販売（株）船橋店 047-423-5141136 四輪

千葉県船橋市市場３－１７－６ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　千葉　市場店 047-425-0393137 四輪

千葉県船橋市市場３－１７－８ トヨタカローラ千葉（株）船橋いちば通
店

047-422-0141138 四輪

千葉県船橋市市場３－８－１１ 日産プリンス千葉販売（株）船橋中央
店

047-423-6623139 四輪

千葉県船橋市市場４－１９－８ ネッツトヨタ千葉（株）レクサス船橋 047-426-0934140 四輪

千葉県船橋市市場５－８－１７ （株）千葉マツダ船橋店 047-423-1651141 四輪

千葉県船橋市市場５－８－２０ 千葉トヨタ自動車（株）船橋市場店 047-425-8181142 四輪

千葉県船橋市市場５－８－２２ スズキアリーナ船橋 047-755-7055143 四輪
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千葉県船橋市市場５－８－６ ネッツトヨタ千葉（株）船橋市場通店 047-424-1011144 四輪

千葉県船橋市市場５－９－７ （株）ヤナセ船橋支店 047-460-6221145 四輪

千葉県船橋市芝山４－１８－７ イエローハット船橋芝山店 047-462-2291146 四輪

千葉県船橋市習志野１－１０－５ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　千葉　北習志野店 047-463-9011147 四輪

千葉県船橋市習志野１－１２－１ 千葉トヨタ自動車（株）習志野店 047-462-1151148 四輪

千葉県船橋市習志野１－１３－２７ 千葉三菱コルト自動車販売（株）習志
野店

047-465-5131149 四輪

千葉県船橋市習志野１－８－１　１Ｆ ガリバー船橋習志野店 047-496-3011150 四輪

千葉県船橋市習志野２－１１－５ イエローハット習志野店 047-464-3141151 四輪

千葉県船橋市習志野２－１２－１９ ネッツトヨタ千葉（株）習志野店 047-469-0441152 四輪

千葉県船橋市習志野４－９－２ ダイハツ千葉販売（株）習志野店 047-476-8888153 四輪

千葉県船橋市習志野４－９－３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　千葉　習志野東店 047-476-3100154 四輪

千葉県船橋市習志野５－１－５ 日産プリンス千葉販売（株）習志野店 047-479-0251155 四輪

千葉県船橋市習志野台４－１４－２０ 中央スズキ販売（株） 047-462-9996156 四輪

千葉県船橋市習志野台４－８２－１９ 千葉トヨペット（株）習志野店 047-466-3161157 四輪

千葉県船橋市習志野台８－１－１７ オートバックス習志野台店 047-496-0770158 四輪

千葉県船橋市習志野台８－１５－１６ トヨタカローラ千葉（株）習志野店 047-466-6141159 四輪

千葉県船橋市習志野台８－１８－１５ レッドバロン船橋 047-464-4900160 二輪

千葉県船橋市習志野台８－１９－７ （株）リクサン習志野営業所 047-402-3311161 四輪

千葉県船橋市習志野台８－３－１６ （株）千葉マツダ習志野店 047-466-5692162 四輪

千葉県船橋市習志野台８－４７－８ 千葉トヨタ自動車（株）習志野第２サー
ビス工場

047-465-9391163 四輪

千葉県船橋市習志野台８－８－１ ネッツトヨタ東都（株）習志野店 047-467-0400164 四輪

千葉県船橋市駿河台１－１－５５ 千葉三菱コルト自動車販売（株）船橋
店

047-424-5211165 四輪

千葉県船橋市小野田町１４１２－１ トヨタカローラ千葉（株）小室店 047-457-1171166 四輪

千葉県船橋市新高根１－８－８ 千葉トヨペット（株）高根店 047-469-6111167 四輪
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千葉県船橋市西船６－７－１６ 千葉トヨペット（株）中山店 047-335-5181168 四輪

千葉県船橋市前原西１－１５－１９ ＹＳＰ船橋 047-403-2784169 二輪

千葉県船橋市東船橋３－４２－７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　市川　東船橋店 047-425-5511170 四輪

千葉県船橋市二和西５－３－１ （株）センチュリーオート 047-449-8620171 四輪

千葉県船橋市馬込町８５０－１ 千葉トヨタ自動車（株）アレス船橋店 047-429-5011172 四輪

千葉県船橋市飯山満町１－１０２－２ タイヤ館東船橋 047-426-6361173 四輪

千葉県船橋市豊富町１４７５ （有）金杉自動車 047-457-1910174 四輪

千葉県船橋市本郷町４８０－１ 日産プリンス千葉販売（株）西船橋店 047-332-0023175 四輪

千葉県船橋市本中山５－１－２３ 千葉トヨペット（株）レクサス市川店 047-333-2424176 四輪

千葉県柏市旭町１－１４－６ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　柏　柏駅前店 04-7144-5151177 四輪

千葉県柏市旭町５－３－４０ レッドバロン柏６号店 04-7146-6681178 二輪

千葉県柏市旭町５－３－４７ トヨタカローラ千葉（株）柏店 0471-45-1231179 四輪

千葉県柏市旭町８－２－６ （有）豊四季電機工業所 0471-44-0595180 四輪

千葉県柏市吉野沢１－８ 千葉トヨペット（株）レクサス柏店 04-7148-1201181 四輪

千葉県柏市吉野沢３－５ フォルクスワーゲン柏中央 04-7141-6600182 四輪

千葉県柏市逆井１２４８－１ （株）アオキオートサービス・スズキア
リーナ柏逆井

04-7173-4141183 四輪

千葉県柏市高田１１１３ （有）東自動車整備工場 0471-43-7781184 四輪

千葉県柏市高柳８０３－１ スズキモータース（株） 04-7193-1001185 四輪

千葉県柏市今谷上町並木通３０ イエローハット南柏店 04-7173-8229186 四輪

千葉県柏市桜台１４－１０ 千葉トヨタ自動車（株）柏桜台店 0471-64-3191187 四輪

千葉県柏市若柴１０１－１ ダイハツ千葉販売（株）柏店 0471-32-5311188 四輪

千葉県柏市若柴２０３－１ （株）シュテルン葛飾柏中古車センター 04-7134-6616189 四輪

千葉県柏市若柴２９６－１ マツダオートザム柏の葉キャンパス店 04-7134-0036190 四輪

千葉県柏市若柴３２６－１ ネッツトヨタ千葉（株）ユーコム柏若柴
店

04-7135-8030191 四輪
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千葉県柏市若柴３６５ 日産プリンス千葉販売（株）柏店 04-7131-2135192 四輪

千葉県柏市若柴３６６－１ 千葉トヨペット（株）北柏店 04-7132-1121193 四輪

千葉県柏市若柴５－１８ （株）スズキ自販千葉柏営業所 04-7137-5220194 四輪

千葉県柏市若柴６－１１８ ホンダオートテラス柏 04-7134-0101195 四輪

千葉県柏市若柴須賀井１９０－２ イエローハット柏若柴店 04-7140-9800196 四輪

千葉県柏市十余二２３０－１５ 千葉トヨペット（株）北柏テクノセンター 0471-48-1181197 四輪

千葉県柏市十余二２４９－２３３ 千葉トヨタ自動車（株）柏十余二店 0471-43-5700198 四輪

千葉県柏市十余二２５４－２１ ネッツトヨタ千葉（株）北柏店 0471-46-5152199 四輪

千葉県柏市十余二３１３－２５ トヨタカローラ千葉（株）十余二店 0471-33-3500200 四輪

千葉県柏市十余二３５７－２２ アウディ柏の葉 04-7133-8000201 四輪

千葉県柏市松ケ崎３８８－１ （株）ヤナセ柏支店 0471-33-1222202 四輪

千葉県柏市新富町１－７－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東葛　南柏店 04-7143-4151203 四輪

千葉県柏市正連寺４１５－６ ホンダドリーム柏 04-7199-3130204 二輪

千葉県柏市増尾台４－１２－１２ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　柏　増尾店 04-7175-3111205 四輪

千葉県柏市大井５３８－１８ ハーレーダビッドソンシティ柏店 047-192-2080206 二輪

千葉県柏市大青田１１５９－２ ネットワン柏インター店 04-7132-8000207 四輪

千葉県柏市大青田８０９ （株）ビー・フリー柏インター店 04-7135-8198208 二輪

千葉県柏市大津ケ丘１－４１－１２ 千葉スズキ販売（株）アリーナ柏 04-7191-2151209 四輪

千葉県柏市大津ケ丘１－４１－７ レッドバロン柏 04-7193-5999210 二輪

千葉県柏市大津ケ丘４－３３－７ 千葉トヨペット（株）沼南店 0471-92-0381211 四輪

千葉県柏市大島田３９４ ライコランド柏店 04-7193-4182212 二輪

千葉県柏市南増尾８－１０－１２ カスタムショップ・オートツーアール 04-7193-8155213 四輪

千葉県柏市柏１３０８－１３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東葛　柏１６号店 04-7164-8811214 四輪

千葉県柏市柏１３６１－７ 日産プリンス千葉販売（株）柏プラザ
店

04-7162-2423215 四輪

9/11 ページ



NEXCO東日本
ETC2.0購入サポートキャンペーン

取扱店一覧

住所 店舗名 電話番号NO

2018年6月26日現在

取扱

千葉県柏市風早１－１０－１ ライダーズスタンド柏沼南２りんかん 0471-93-0551216 二輪

千葉県柏市風早１－１０－１ ＳＯＸ柏沼南店 04-7193-0571217 二輪

千葉県柏市風早１－１０－５ モトフィールドドッカーズ柏店 04-7157-2001218 二輪

千葉県柏市風早１－１０－８ イエローハット沼南店 0471-91-1680219 四輪

千葉県柏市風早１－３－１３ スーパーオートバックスかしわ沼南 0471-92-4000220 四輪

千葉県柏市風早１－６－５ ダイハツ千葉販売（株）沼南店 0471-60-6300221 四輪

千葉県柏市風早１－６－７ オートウェーブ柏沼南店 0471-93-6711222 四輪

千葉県柏市豊四季２６９－８ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　北千葉　柏豊四季店 04-7146-3000223 四輪

千葉県柏市豊町１－３－１０ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　千葉　豊町店 04-7145-1031224 四輪

千葉県柏市豊町２－４－２４ （株）千葉マツダ柏店 04-7144-1221225 四輪

千葉県柏市北柏台１－５ ガレージエルフ 04-7190-5108226 二輪

千葉県柏市名戸ケ谷９４９－１ Ｇａｒａｇｅ　ＹＦ 04-7164-7500227 四輪

千葉県流山市下花輪７７６ （株）京北自動車 04-7158-0301228 四輪

千葉県流山市加５－１７２７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東葛　流山店 04-7150-1011229 四輪

千葉県流山市向小金１－３０２ ネッツトヨタ千葉（株）南柏店 04-7144-6121230 四輪

千葉県流山市向小金１－４５５ 千葉トヨペット（株）柏店 0471-44-1341231 四輪

千葉県流山市松ケ丘３－２７６ ネッツトヨタ東都（株）南柏店 0471-43-0611232 四輪

千葉県流山市松ケ丘３－２７７－１３ ライト・スタッフ 04-7148-3282233 二輪

千葉県流山市西初石５－５８－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　北千葉　流山おおた
かの森店

04-7150-1515234 四輪

千葉県流山市西初石５－５９－２３ （有）宮原電機 04-7159-1890235 四輪

千葉県流山市前ケ崎６４７－１ Ｍｏｔｏｒｒａｄ柏 04-7170-3777236 二輪

千葉県流山市東深井３２－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　野田　流山運河店 04-7153-6001237 四輪

千葉県流山市南流山１－１４－５ （株）千葉マツダ流山店 04-7159-8751238 四輪

千葉県流山市南流山４－１０－８ イエローハット流山店 0471-59-4891239 四輪
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取扱店一覧

住所 店舗名 電話番号NO

2018年6月26日現在

取扱

千葉県流山市南流山６－２１－６ ネッツトヨタ千葉（株）南流山店 0471-59-5199240 四輪

千葉県流山市南流山６－４－１ ジョイカル南流山店 04-7157-6600241 四輪

千葉県流山市南流山６－９－９ オニキス松戸 04-7178-9031242 四輪

千葉県流山市南流山７－１－１ 千葉トヨタ自動車（株）流山店 0471-50-1511243 四輪

千葉県流山市美原３－６９－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　千葉　江戸川台店 04-7155-1701244 四輪

千葉県流山市鰭ヶ崎５－２１ 日産プリンス千葉販売（株）流山店 04-7150-0723245 四輪

千葉県流山市鰭ケ崎９６４ トヨタカローラ千葉（株）流山店 0471-78-8011246 四輪

千葉県流山市名都借８４４ 千葉三菱コルト自動車販売（株）柏店 04-7145-6151247 四輪

千葉県流山市流山１０２０－１ 千葉トヨペット（株）流山店 0471-59-9411248 四輪
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