キムコローン実施販売店⼀覧
北海道
イーグルモーターサイクル

北海道札幌市本通12丁⽬北1-15

TEL:011-846-4557

(有)美瑛綜合オートセンター

北海道上川郡美瑛町中町4丁⽬6

TEL:0166-92-1452

ハヤサカサイクル 泉バイパス店

宮城県仙台市泉区松森字後⽥81-1

TEL:022-374-7856

ハヤサカサイクル 上杉本店

宮城県仙台市⻘葉区上杉4-4-1

TEL:022-222-8969

⼭形県⼭形市浜崎６

TEL:023-629-8121

福島県本宮市岩根字苗代⽥77

TEL:0243-39-2003

中央オートサイクル

茨城県⽔⼾市⻄原 2-12-7

TEL:029-253-5353

株式会社コルベン

茨城県⼟浦市国分町7-57

TEL:029-823-0593

株式会社ギャロップ

茨城県⽇⽴市⿅島町2-16-10

TEL:0294-22-0604

栃⽊県栃⽊市城内町 2-12-8

TEL:0282-22-4535

宮城県

⼭形県
ハヤサカサイクル ⼭形店
福島県
（有）ホンダオートソエタ
茨城県

栃⽊県
有限会社バイクショップ フジタ
群⾺県
有限会社ナカムラモータース

群⾺県安中市原市 1391-3

TEL:027-385-8460

Motorcycle Shop TooLs BoX

群⾺県沼⽥市久屋原町58-1

TEL:0278-23-8570

サイクルロードイトー 櫛引店

埼⽟県さいたま市北区櫛引町 2-197-7

TEL:048-651-7677

スウ マガゼン ドゥ モト

埼⽟県川越市藤間 737-1

TEL:049-242-8810

エムファクトリー

埼⽟県越⾕市川柳町 1-2-17

TEL:048-987-0940

はとや

草加店

埼⽟県草加市花栗 2-10-26

TEL:048-942-3121

はとや

与野店

埼⽟県さいたま市中央区上落合1-8-10

TEL:048-854-1581

はとや

川⼝店

埼⽟県川⼝市弥平1-12-10

TEL:048-222-3211

はとや

所沢店

埼⽟県所沢市⼩⼿指町5-3-5

TEL:04-2938-2222

はとや

上尾店

埼⽟県上尾市上277-1

TEL:048-775-2861

はとや

春⽇部店

埼⽟県春⽇部市⼩渕220-1

TEL:048-753-5533

禅騨⽊輪業

千葉県市川市曽⾕ 7-34-12

TEL:047-375-0860

ジークライムスター若松店

千葉県千葉市若葉区若松町 2162-14

TEL:043-309-8198

ジークライムスター⼩深店

千葉県千葉市稲⽑区⼩深町116-2

TEL:043-422-3497

( 有 )MD モーターサイクルス茂原本店

千葉県茂原市⾼師 1700-1

TEL:0475-25-2171

バイクショップ ウインド

千葉県市原市⽷久318-1

TEL:0436-37-8550

千葉県⽊更津市桜井新町1-6-4

TEL:0438-36-8418

D・G カンパニー

東京都東京都⾜⽴区⼤⾕⽥ 3-1-1

TEL:03-3629-6701

SCS 上野新館

東京都台東区北上野 1-7-1

TEL:03-5806-8191

ウエダモーター

東京都品川区南品川 4-4-6

TEL:03-3474-5497

コネクティングロッド

東京都練⾺区⾼松 6-3-4

TEL:03-6913-4819

ライトニング

東京都板橋区桜川 2-28-26

TEL:03-6915-7377

有限会社ワンパーフォー

東京都中野区弥⽣町 4-26-20

TEL:03-3382-3013

モト・リエゾン

東京都三鷹市新川 2-1-21 欅レジデンス 1F

TEL:0422-24-8019

株式会社アライモータース多摩店

東京都多摩市中沢1-2-4

TEL:042-373-3959

リバースオート⼋王⼦店

東京都⼋王⼦市館町2850-1

TEL:042-629-9877

Ride Out

東京都杉並区善福寺1-16-23

TEL:03-5939-8915

モトピアッツァ

東京都世⽥⾕区喜多⾒5−4−1

TEL:03-3416-8193

ウイングシャトル

東京都江⼾川区北葛⻄4-2-40

TEL:03-3680-2801

カルマックス

東京都国⽴市富⼠⾒台2-18-2

TEL:042-575-6116

Moto Shop Funky 下北沢

東京都世⽥⾕区代沢4-41-15

TEL:03-3795-0955

エムズファクトリー

神奈川県川崎市中原区井⽥中ノ町 43-3

TEL:03-3795-0955

港北スズキ販売株式会社

神奈川県横浜市港北区⽇吉本町4-27-76

TEL:03-3795-0955

インターブルーム株式会社

神奈川県横浜市港南区⽇野1-4-16

TEL:03-3795-0955

M's garelli

神奈川県横浜市都筑区仲町台5-2-11

TEL:03-3795-0955

プロパーオート

神奈川県鎌倉市台5-3-14

TEL:03-3795-0955

ガレージ134タムラ

神奈川県逗⼦市桜⼭5-5-8

TEL:03-3795-0955

モトショップ輪童

神奈川県相模原市中央区⽥名塩⽥1-2-10

TEL:042-711-9518

富⼭県富⼭市吉岡 688

TEL:076-482-2350

⽯川県⾦沢市⽥上さくら 3-95

TEL:076-232-6010

埼⽟県

千葉県

サプライ

バイクサービス⽊更津
東京都

神奈川県

富⼭県
クラブガレージ
⽯川県
⼆輪館にしむら

福井県
株式会社バイクガレージ福井

福井県福井市⾨前2-601

TEL:0776-35-3323

トネガワオート株式会社

⻑野県⻑野市平林 2-16-1

TEL:026-243-1919

ライダーズドック

⻑野県佐久市岩村⽥ 1798-1

TEL:0267-67-8198

株式会社モータープラザカワイ

静岡県焼津市道原 30-1

TEL:054-639-5889

(株)伊藤商会

静岡県磐⽥市⾒付490

TEL:0538-32-6614

株式会社イトーＫＴ

愛知県瀬⼾市陶原町 3-27

TEL:0561-82-9218

有限会社コンボイ

愛知県名古屋市天⽩区中平 5-2104

TEL:052-805-7210

三重県名張市百合が丘東 1-90

TEL:0595-64-3467

滋賀県守⼭市今浜町2573-6

TEL:077-585-1999

株式会社 久保村モーター

京都府京都市右京区⻄京極東⼤丸町 20-1

TEL:075-313-4555

モトハーバー１

京都府左京区松ヶ崎雲路町3-2

TEL:075-703-0353

レオタニモト

洛⻄店

京都府京都市⻄京区⼤枝東新林町2-5-3

TEL:075-332-0051

レオタニモト

洛北店

京都府京都市左京区下鴨東森ケ前町10-3

TEL:06-6339-8819

⻑野県

静岡県

愛知県

三重県
有限会社 ナカモータース
滋賀県
ACDelco滋賀東サービスセンター
京都府

⼤阪府
ゲンズ

⼤阪府東⼤阪市⻑栄寺 6-２

TEL:06-6782-1370

タイガーオート

オフ

⼤阪府⼤阪市天王寺区下寺町 2-4-35

TEL:06-6774-0468

有限会社スーパーバイク⼤阪本店

⼤阪府⼤阪市淀川区加島 4-1-10

TEL:06-6838-3358

グランドB・BOX

⼤阪府吹⽥市原町4-7-20

TEL:06-6339-8819

Bike Shop STRUT

⼤阪府富⽥林市常盤町10-11

TEL:0721-25-9801

ティスオートサービス

⼤阪府茨⽊市上穂東町4-14

TEL:072-631-2755

バイクスタッフヤマダ

兵庫県神⼾市垂⽔区名⾕町春⽇⼿2285-5

TEL:078-797-0236

バイクショップマサキ

兵庫県伊丹市寺本 3-174

TEL:072-744-3308

株式会社ミヤコオート

兵庫県明⽯市⼤久保町松陰1118-1

TEL:078-936-0148

奈良県⾹芝市逢坂 8-222

TEL:0745-78-7236

バイクスター和歌⼭

和歌⼭県和歌⼭市⼿平 1-5

TEL:073-426-0750

メカニックキャラバン

和歌⼭県⽥辺市稲成町 231-5

TEL:0739-34-2068

島根県⼤⽥市⻑久町⻑久ロ177-2

TEL:0854-82-6767

岡⼭県岡⼭市中区雄町374-1

TEL:086-279-2160

広島県呉市広古新開2-7-1

TEL:0823-74-4525

⼭⼝県宇部市⻄宇部南 2-12-48

TEL:0836-41-4874

徳島県鳴⾨市⼤津町吉永265-4

TEL:088-686-2351

B-LINE

愛媛県松⼭市空港通 4-8-4

TEL:089-974-0077

エヒメオートセンター

愛媛県今治市郷六ヶ内町3-1-10

TEL:0898-23-5294

福岡県福岡市⻄区今宿⻘⽊ 1025-22

TEL:092-805-5522

⼤分県⼤分市城原2676-4

TEL:097-593-2138

熊本県熊本市東区⽯原 1-12-18

TEL:096-380-1115

バイクスペース

⿅児島県⿅児島市鴨池 1-3-1

TEL:099-255-2313

ウイングモータース

⿅児島県姶良市加治⽊町⽊⽥ 941-1

TEL:0995-63-0747

モトフリーク ウイリー 豊⾒店

沖縄県豊⾒城市字真⽟橋 131-3

TEL:098-851-1555

ゴヤオート 宜野湾店

沖縄県宜野湾市野嵩543-1

TEL:098-894-1160

ワークショップ ピースパイン 那覇店

沖縄県那覇市壺屋2-5-25

TEL:098-835-9808

兵庫県

奈良県
バイクショップコウシン
和歌⼭県

島根県
有限会社 モトガイズ
岡⼭県
株式会社バイクショップきのした
広島県
有限会社まえだ⼆輪
⼭⼝県
有限会社 SBS 宇部
徳島県
Bike&cycle Fujioka
愛媛県

福岡県
スピードモーターガレージ
⼤分県
YOU

SHOP 松⽥

熊本県
バイクショップ・アール
⿅児島県

沖縄県

