
北海道 ED モトバレーゼ 〒003-0849 北海道札幌市白石区北郷２３４６-８６

011-799-1471 http://www.moto-varese.com/ 

ED Bike　Space　高見道 〒004-0842 北海道札幌市清田区清田２条３丁目１−４５

011-378-4366 https://takamido.com/

ED 有限会社　ツーアンドフォー 〒059-1301 北海道苫小牧市東開町3丁目19番3号

0144-55-0110 http://as2and4.com/

ED CSオクノ 〒069-0834 北海道江別市文京台東町1-13

011-386-0077 http://www.cs-okuno.com/

ED オートガレージABBT 〒078-8349 北海道旭川市東光9条9丁目1-2

0166-34-3006 http://ag-abbt.com/

ED キクチ商会 〒079-1122 北海道赤平市西文京町３丁目１−２８

0125-34-4111

東北 ED 株式会社カマダサイクル 〒010-1612 秋田県秋田市新屋豊町4-8

018-823-1517 http://www.kamadacycle.com/

ED 有限会社ライディングビレッヂ 〒020-0771 岩手県滝沢市大釜竹鼻６３−４

019-681-1245 https://sites.google.com/site/ridingvillage/

TR 株式会社クボトラ 〒020-0835 岩手県盛岡市津志田２１地割１９−２

019-632-2070 http://www.kubotora.com/

ED モーターベースグラント 〒020-0839 岩手県盛岡市津志田南３丁目１４−８０

019-681-6037 http://shs-grant.com/

ED エスエスファクトリー 〒026-0053 岩手県釜石市定内町３丁目１０−４５

0193-27-6891 http://kamaishi-town.com/archives/5467176.html

ED ジャンプ.オフ.クロス 〒960-0111 福島県福島市丸子字町頭18-5

024-553-0077 http://www.jokurosu.com/

ED オートショップスカガワ 〒962-0865 福島県須賀川市妙見６３

0248-75-1596

ED モトガレージ渡辺 〒963-0534 福島県郡山市日和田町字朝日坦43-93

024-958-5251

ED/TR モト・ピット・マックス 〒969-1148 福島県本宮市本宮栄田１４７−１

0243-33-2455
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ED 有限会社　バイカーズ 〒981-0911 宮城県仙台市青葉区台原３丁目１８−２

022-234-6308 https://ys-bikars.com/

ED (株)ホンダテクニカルショップ 〒981-1215 宮城県名取市牛野字松浦7-2

022-738-9890 https://takahrohts.seesaa.net/article/471334109.html

ED ストレンジモーターサイクル
〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区宮城野区日の出町
３丁目１−２６

022-766-9799 https://fun.ap.teacup.com/strange69/

ED/TR バイクドクター510 〒984-0823 宮城県仙台市若林区遠見塚２丁目２６−１０

022-285-2794 https://dr510.exblog.jp/

ED RSS　shin 〒990-2481 山形県山形市あかねケ丘３丁目７−２６

023-644-1316 http://rss-shin.com/

TR ホンダドリーム酒田 〒998-0125 山形県酒田市広野字中通３２−１

0234-92-3838 http://www.dream-sakata.co.jp/

関東 TR 有限会社　若林製作所 〒120-0025 東京都足立区千住東2-11-3

03-3882-7321 http://www.wakabayashi-tr.jp/

ED MOTOSHOP TOYZ 〒132-0022 東京都江戸川区大杉２丁目２−11ｰ101

03-6314-4691 http://motoshop-toyz.com/

ED MONDO　MOTO 〒142-0064 東京都品川区旗の台４丁目１１−９

03-3787-2214 http://www.mondo-moto.com/

ED シロタモータース　中野店 〒164-0012 東京都中野区本町６丁目１４−８

03-5341-3039 http://shirota-motors.jp/

ED/TR (有)アワーズ 〒185-0014 東京都国分寺市東恋ケ窪２丁目３４−６

042-321-4747

ED ガレージコジマ
〒190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎１２７
４−２

042-556-4766 https://gkojima.exblog.jp/

ED スターズトレーディング 〒194-0004 東京都町田市鶴間４丁目１０−３５

042-795-9009 https://starstrading.co.jp/

ED プロショップ　エディー 〒196-0001 東京都昭島市美堀町１丁目３３−６

042-542-5171

TR トライアルス成田 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子776-6

044-411-4171 http://www.trialsnarita.com/
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ED モトショップ　多摩 〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町３１６−６

044-933-3509 http://mototama.co.jp/

ED フレアライン 〒243-0306 神奈川県愛甲郡愛川町田代１２２

046-265-0780 https://www.flair-line.jp/

ED ウブカタ・ジャパン 〒243-0426 神奈川県海老名市門沢橋１丁目４−２４

046-204-9394 http://ubukata-japan.com/

ED モーターフィールド　フロンティア 〒243-0814 神奈川県厚木市妻田南２丁目７−２１

046-206-4347 https://frontier.storeinfo.jp/

ED モトファクトリーパルス 〒245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町７３１５−１４

045-744-7025 http://motofactorypulse.blog.fc2.com/

ED Racing Garage Beers 〒251-0003 神奈川県藤沢市柄沢222-9

0466-28-2737

ED/TR
(株)梅田モータース　オフロードワール
ド

〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園1270-35

0467-88-1399 https://www.u-media.ne.jp/shop/detail.php?shop=3

ED/TR (株)スーパーウイングまるやま 〒255-0001 神奈川県中郡大磯町高麗３丁目２−３９

0463-34-0651 http://www.swm.co.jp/

TR 有限会社　岩田モータース 〒259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原２丁目１０−３６

0463-95-1263 http://www2.suzuki.co.jp/bikeshop/iwata-motors

ED/TR The COUNTRY HOUSE 〒270-1604 千葉県印西市山田１７３３

0476-98-0102 http://ch-trinba.sports.coocan.jp/

TR MTO-2 〒271-0063 千葉県松戸市北松戸2-12-6-1F

047-703-7325 http://mto-2.com/

ED 和田屋 〒272-0035 千葉県市川市新田３丁目１０−１０

047-711-3980 http://wada-ya.info/

ED Rise&Ride 〒272-0805 千葉県市川市大野町1-475-1

047-338-7696 http://riseride.com/

TR オフロードパークSHIRAI 〒300-4404 茨城県桜川市真壁町白井１５６９−１

080-8855-1493 https://tswotrial.wixsite.com/offroadparkshirai

ED 株式会社ウエストウッド井原商会 〒301-0823 茨城県龍ケ崎市砂町２７３８−１

0297-62-0149 http://www.westwoodmoto.jp/
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ED テクニカルショップ　エルカホン 〒321-0112 栃木県宇都宮市屋板町１５２−１

028-656-9535 http://www.utsunomiya-bike.com/

ED M&Dモーターサイクルス 〒321-0136 栃木県宇都宮市みどり野町８−１３

028-655-4282 http://www.manddmotorcycles.com/

ED 株式会社ヴァンサンク 〒321-3233 栃木県宇都宮市上籠谷町１３１４−９

028-667-7833 http://www.vingtcinq.jp/

ED ガレージハイブリット&HPO-Japan 〒323-1101 栃木県栃木市藤岡町大前１９８４

0282-62-4799 http://hpo-japan.com/

ED/TR ガレージ401　タイム・ガーデン 〒325-0033 栃木県那須塩原市埼玉8-113

0287-64-4914

ED バイクガレージ達輪 〒330-0054 埼玉県さいたま市浦和区東岸町１８−１４

048-887-3902 http://www.tatsurin.com/

ED SARAH ENDURO EXPERIENCE 〒333-0849 埼玉県川口市本前川2-1-6

048-299-5706 http://www.sarah.jp/

ED/TR トップメンテナンス 〒340-0824 埼玉県八潮市大字垳５３２−１６

080-3007-1082 https://topmente.net/

ED NAGmotors 〒348-0028 埼玉県羽生市北袋286-7

050-3578-5412 http://nagmotors.com/

ED モトショップ鷹 〒350-0031 埼玉県川越市小仙波693-2

049-225-9115 http://www.taka-is-fast.com/

ED/TR エフワンオート 〒355-0303 埼玉県比企郡小川町大字奈良梨９８２−１

0493-73-2489 http://www2.suzuki.co.jp/bikeshop/f-one-auto/shop_intro

ED (有)モトショップシロタ 〒370-0001 群馬県高崎市中尾町４５６−４

027-361-0222 http://www.motoshop-shirota.jp/

ED ヤナセオート　本店 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町1493-2

027-362-8234 http://www.yanase-auto.jp/

ED (有)馬似駆屋　SBS伊勢崎西 〒372-0812 群馬県伊勢崎市連取町３３４６−５

0270-21-3751 http://baikuya.org/

ED ワーロックモーターサイクルズ 〒377-0062 群馬県渋川市北橘町真壁１１３４−４

0279-52-3669
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TR MOTO　VIENTO 〒379-2121 群馬県前橋市小屋原町４４１

027-212-2825
http://www8.wind.ne.jp/motoviento/MOTO_VIENTO/Top.h
tml

甲信越 ED BIKERS-DREAM 〒381-0043 長野県長野市吉田５丁目８−１２

026-263-8198 https://www.bikers-dream.jp/

ED (有)MOTOトライ 〒386-0016 長野県上田市国分１丁目３−７２

0268-25-2750 http://www.asahi-net.or.jp/~qq5s-hr/

ED オートサービス24 〒394-0034 長野県岡谷市湖畔２丁目１２−２２

0266-78-8753

ED FIVE SPEED 〒400-0016 山梨県甲府市武田1-3-2

055-252-3050 http://five5speed.web.fc2.com/index.html

ED グリーン・イーグル社 〒400-0044 山梨県甲府市上小河原町１４６２

055-251-1197

ED/TR (株)古川商会 〒944-0016 新潟県妙高市９ 新井市 美守2-9-20

0255-72-3289 http://www.furukawa-sk.co.jp/

TR モーターショップ　ヤマシゲ 〒946-0051 新潟県魚沼市今泉１５６８−１

025-799-3115 http://r252yamashige.web.fc2.com/

ED/TR ばいく屋ミヤザキ 〒950-3304 新潟県新潟市北区木崎１１２５−２４

025-386-7729

中部 ED/TR Moto　Base　Force 〒939-8085 富山県富山市中野新町2-4-12

076-421-8269 http://mb-force.jp

TR メタルワークス宮嶋 〒410-2133 静岡県伊豆の国市韮山多田３８７−３

055-949-8223 http://www.mwm-izu.com/index.html

ED/TR BIGBOX 〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見１４−９

055-975-1317 http://trial-bigbox.jp/

ED (株)青山商会流通店 〒420-0801 静岡県静岡市葵区東千代田2-11-8

054-264-0213 http://www.aoyama-shoukai.com/bike-sizuoka.html

ED
レアルエキップ／トライアルプロモー
ション

〒431-3107 静岡県浜松市東区笠井町１５３８−１

053-431-5006 https://realequip.jp/

ED
モトフィールドハヤシ　トライアンフ
浜松

〒435-0006 静岡県浜松市東区下石田町１８６６−１

053-422-6711 http://www.triumph-hamamatsu.jp/
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ED/TR バイク屋タンデム 〒444-1332 愛知県高浜市湯山町７丁目３−１０

0566-53-4938 http://www.tandem-kt.com/

TR エクセル 〒444-2207 愛知県豊田市石楠町古屋敷３

0565-58-3039

ED ウイングマン 〒447-0047 愛知県碧南市植出町3丁目58

0566-48-5888 http://www.katch.ne.jp/~wingmans/

ED 有限会社モトスポーツハヤカワ 〒452-0931 愛知県清須市一場１２３１−７

052-400-3367

ED YSP名古屋西 〒454-0997 愛知県名古屋市中川区万場５丁目２１２

052-439-5225 https://www.ysp-nagoyanishi.com/

ED 四ツ葉モーターサイクル
〒458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里３丁目１６１ ハイ
ツ 久野 105

052-710-5122 https://www.yotsuba-motorcycle.com/

TR スポーツプラザ　ITOH 〒463-0044 愛知県名古屋市守山区太田井12-8

052-795-2262

ED グラッツェミレ 〒470-0133 愛知県日進市梅森台二丁目221-1

052-804-0004 http://akahane.stars.ne.jp/grazie_mille1995/

ED ADVENTURE 〒470-0211 愛知県みよし市天王台１２−１

0561-33-1371 http://moto-adv.jp/

ED/TR TR product 〒485-0802 愛知県小牧市大字大草５３９４−２

0568-78-2112 http://trproduct.ocnk.net/

ED 有限会社イトーモータース 〒496-0047 愛知県津島市西柳原町３−３０

0567-26-3894 http://www.itomo-jp.com/

ED 株式会社バイクボンバー 〒509-4122 岐阜県高山市国府町名張１１２２−１

0577-72-3311 https://www.bikebomber.com/

TR 出口自動車販売 〒511-0275 三重県いなべ市大安町鍋坂２５４３

0594-78-2578

TR 株式会社　ミタニ 〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町 2147-71

059-370-2689 http://www.mitani-ms.jp/

近畿 ED (株)CHARGER 〒533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松5-1-7

06-6326-7473 http://charger.jp/
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ED OGINOMOTORS 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町1-14-7

06-6761-4032 http://www.oginomotors.com/

ED ティスオートサービス 〒567-0037 大阪府茨木市上穂東町４−１４

072-631-2755 http://www.tys-auto.com/

TR Tricomz 〒572-0016 大阪府寝屋川市国松町１６−８

072-396-9059 https://tricomz.com/

ED/TR 有限会社　ぱわあくらふと 〒574-0025 大阪府大東市御供田３丁目１７−３７

072-872-2141 https://power-craft.co.jp/

ED ゲンズ永和本店 〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺２−１１

06-6782-5870 http://www.gens-moto.jp/

ED メンテナンスショップガオ 〒594-0006 大阪府和泉市尾井町７２１−３

0725-92-8444 http://www.msgao.info/

ED/TR TOM'S 〒603-8163 京都府京都市北区小山南大野町３−５

075-415-1700 http://www.toms-moto.com/

ED One make
〒606-8212 京都府左京区田中里ノ内町左京区 82-1藤
川ビル１Ｆ

075-703-7543 http://www.one-make.net/

ED/TR ちゃねスポーツ合同会社/ビバーク大阪 〒618-0012 大阪府三島郡島本町高浜２丁目２４−１

075-963-2789 https://www.chanesports.net/

ED ガレージシルバラード　大山崎店(本店) 〒618-0071 京都府乙訓郡大山崎町大山崎松原1番地

075-201-9341 http://www.garage-silverado.com/

TR
クレイジーモーターワークスムカイ生
駒店

〒630-0201 奈良県生駒市小明町１０５７

0743-75-1580

ED BlueWing 〒636-0824 奈良県生駒郡三郷町城山台3丁目1-32

0745-27-8184 https://ameblo.jp/gerosentouki/

ED JERRY'S 〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町187

0743-56-3218 http://jerrys.web.fc2.com/

ED BHB広畑 〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅１９１６

0737-62-2905 http://www.eonet.ne.jp/~bhb/top.htm

TR 三谷モータースポーツ 神戸店 〒651-2148 神戸市西区西区長畑町486−4

078-928-0258 http://www.mitani-ms.jp/

http://www.oginomotors.com/
http://www.tys-auto.com/
https://tricomz.com/
https://power-craft.co.jp/
http://www.gens-moto.jp/
http://www.msgao.info/
http://www.toms-moto.com/
http://www.one-make.net/
https://www.chanesports.net/
http://www.garage-silverado.com/
https://ameblo.jp/gerosentouki/
http://jerrys.web.fc2.com/
http://www.eonet.ne.jp/~bhb/top.htm
http://www.mitani-ms.jp/


TR ミネモーターサイクル
〒654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺地子田１０３８−
８

078-743-5440 http://mine-spl.world.coocan.jp/

ED MOTOSHOP ハシモト 〒661-0965 兵庫県尼崎市次屋１丁目１６−１１

06-6498-1201 http://hccweb1.bai.ne.jp/~hdc33601/

ED TOOL BOX 〒665-0812 兵庫県宝塚市口谷東2丁目3-5

0797-80-0505 http://www2.odn.ne.jp/toolbox/

TR チーム　ナミタRS 〒666-0021 兵庫県川西市栄根1丁目3番4号

072-759-7530 http://www.eonet.ne.jp/~team-namita/racing.service.html

ED スピードパーツ 〒673-1423 兵庫県加東市５０−１

0795-42-3267 http://speedparts.sakura.ne.jp/

中国 TR (株)梅木商会　原尾島店 〒703-8235 岡山県岡山市中区原尾島３丁目１４−２６

086-273-8822
http://www2.suzuki.co.jp/bikeshop/umeki-shokai-
haraojima/shop_intro

ED オートショップ　カメイ 〒711-0934 岡山県倉敷市児島塩生６９０−１

086-475-1144 http://www.kct.ne.jp/~motokame/

ED モーターピット福山 〒720-0841 広島県福山市津之郷町２０６−１

084-949-2112 http://www.mp-f.co.jp/

ED/TR ケニーズクラブ 〒721-0974 広島県福山市東深津町４丁目１９−４

084-927-5050 https://hanamotofam.wixsite.com/kennysclub-plus

ED (有)ワンダーランド 〒722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷1321-1

0847-22-4462 http://www.bs-wonderland.com/

TR バイクハウスてらそ 〒728-0006 広島県三次市畠敷町９４５−１

0824-62-1715 http://teraso.skr.jp/

ED モトエスエックス　Hiroshima 〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東１丁目２−１８

082-962-1760 http://www.motosx.com/

ED バイクショップ　フォレスト 〒732-0003 広島県広島市戸坂中町２−２２−１０１

082-220-3337

TR MOTOR CYCLE SUPPORT SINGLE 〒733-0001 広島県広島市西区大芝１丁目２４－１５

082-238-9249

ED (有)バイカーズ・ベア 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町９２番地６

082-844-7300 http://www.bikersbear.com/

http://mine-spl.world.coocan.jp/
http://hccweb1.bai.ne.jp/~hdc33601/
http://www2.odn.ne.jp/toolbox/
http://www.eonet.ne.jp/~team-namita/racing.service.html
http://speedparts.sakura.ne.jp/
http://www2.suzuki.co.jp/bikeshop/umeki-shokai-haraojima/shop_intro
http://www2.suzuki.co.jp/bikeshop/umeki-shokai-haraojima/shop_intro
http://www.kct.ne.jp/~motokame/
http://www.mp-f.co.jp/
https://hanamotofam.wixsite.com/kennysclub-plus
http://www.bs-wonderland.com/
http://teraso.skr.jp/
http://www.motosx.com/
http://www.bikersbear.com/


ED 有限会社アール・ツー 〒741-0082 山口県 岩国市川西４－１－１００

0827-43-5355 http://garager2d2.blog.fc2.com/

四国 ED YSP香川スポーツショップユアサ 〒761-0101 香川県高松市春日町３９７−１

087-844-1780 https://yspkagawa.wixsite.com/mysite

ED SBS栗林／モトマインズ 〒761-8062 香川県高松市室新町２−８

087-867-3225 http://motominds.jp/

ED moto gufo 〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町８４０-１

0877-85-3821

TR (有)バイクショップ　ホリケ 〒766-0013 香川県仲多度郡まんのう町東高篠1638-5

0877-75-5422 http://wwwa.pikara.ne.jp/bshorike/

ED (有)サイクルバイクショップオオニシ 〒778-0002 徳島県三好市池田町マチ２５１２−１

0883-72-0213

ED M　FACTORY 〒780-0983 高知県高知市中久万５５４

088-871-7058 http://www.kcb-net.ne.jp/mfactory/

ED バイクショップB-1 〒790-0911 愛媛県松山市桑原6-1-7

089-946-1048 http://www.bike-b-1.com/

ED YSP松山東 〒791-1102 愛媛県松山市来住町１２４０−２０

089-976-3577 http://www.ysp-matsuyama.jp/

ED ホンダサービス日野 〒791-2113 愛媛県伊予郡砥部町拾町７−６

089-957-8884 http://hs-hino.com/

九州 TR バイパスホンダ　戸畑店 〒804-0043 福岡県北九州市戸畑区観音寺町１−９

093-881-6331 http://www.bypasshonda.jp/article/13537241.html

ED D-GARAGE 〒811-1101 福岡県福岡市早良区重留５丁目２−３５

092-872-8544 http://www.d-garage.jp/

TR アウト・オブ・ファクトリー 〒816-0807 福岡県春日市宝町３丁目２−２

092-585-1121

ED モーターハウスフジサワ 〒852-8061 長崎県長崎市滑石４丁目６−４７

095-857-0509 http://www1.cncm.ne.jp/~fujisaw/

ED
株式会社バルコムモーターサイクル熊
本店

〒862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上２丁目２８−６

096-234-6616 http://downton1978.com/

http://garager2d2.blog.fc2.com/
https://yspkagawa.wixsite.com/mysite
http://motominds.jp/
http://wwwa.pikara.ne.jp/bshorike/
http://www.kcb-net.ne.jp/mfactory/
http://www.bike-b-1.com/
http://www.ysp-matsuyama.jp/
http://hs-hino.com/
http://www.bypasshonda.jp/article/13537241.html
http://www.d-garage.jp/
http://www1.cncm.ne.jp/~fujisaw/
http://downton1978.com/


ED (有)サンタバイク 〒870-1155 大分県大分市大字玉沢５５−１

097-542-0303 https://santabike.com/

ED バイクショップこれなが 〒879-0627 大分県豊後高田市新地１９７４−１

0978-23-1678

TR バイクショップやまぐち 〒880-0934 宮崎県宮崎市大坪東1-20-42

0985-53-4505

ED/TR バイクショップ　ライトニング 〒890-0063 鹿児島県鹿児島市紫原7-30-19

099-255-4886

https://santabike.com/

