
店舗名 住所 電話

南海部品　仙台店 宮城県仙台市宮城野区蒲生字竹之内185 022-786-1691

ライコランド仙台泉店 宮城県仙台市泉区市名坂黒木川原28-2 022-341-3940

南海部品　福島店 福島県郡山市菜根屋敷23-50 024-921-0382

ライコランド伊勢崎店 群馬県伊勢崎市宮子町3427-12 0270-26-1010

ライコランド高崎店 群馬県高崎市下小鳥町421 027-370-0107

ＮＡＰ'Ｓ 前橋店 群馬県前橋市下小出町3-13-1 027-230-1189

BMW モトラッド BAIKUYA 栃木県宇都宮市簗瀬町1534-2 028-634-8198

ドゥカティ宇都宮 栃木県宇都宮市簗瀬町1535-2 028-636-8355

トライアンフ宇都宮 栃木県宇都宮市簗瀬町1535-2 028-651-3210

ライコランド宇都宮店 栃木県宇都宮市ゆいの杜5-10-5 028-670-8555

南海部品　宇都宮南店 栃木県宇都宮市上横田町1303-6 028-688-3282

バイクワールド宇都宮店 栃木県宇都宮市インターパーク6丁目2-9 028-657-8197

南海部品　宇都宮店 栃木県宇都宮市駒生町799-1 028-650-4001

南海部品　小山店 栃木県小山市西城南3-1-11 0285-31-2695

ライコランド土浦店 茨城県土浦市真鍋5-8-15 029-893-3920

南海部品　水戸店 茨城県水戸市見川町2139 029-243-7907

ＮＡＰ'Ｓ 埼玉店 埼玉県桶川市末広1-1-42 048-778-3117

ライコランド埼玉 埼玉県上尾市原市247-1 048-723-8211

モトサロン　スターワークス 埼玉県新座市野火止4-2-7 048-483-8588

南海部品　熊谷店 埼玉県熊谷市広瀬496-1 048-520-6029

ランチモーターサイクル 埼玉県狭山市新狭山2-11-29 04-2935-4077

レーシングワールド浦安店 千葉県市川市新井2-3-9 047-357-1122

ケーズブロス 千葉県千葉市中央区星久喜町155-2 043-262-0819

トライアンフ千葉中央 千葉県千葉市中央区千葉寺町1210-18 043-309-5721

エムディーモーターサイクル東金 千葉県東金市道庭610-1 0475-50-4777

ライコランド柏店 千葉県柏市大島田394 0471-93-4182

ライダーｽクラブ 千葉県千葉市若葉区桜木6-23-3 043-488-6500

Ｋ’ｓ　Ｂｒｏｓ 千葉県千葉市中央区星久喜町155-2 043-262-0819

バイクワールド千葉蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町1-34 043-300-8197

ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｽﾀﾝﾄﾞ 柏沼南2りんかん 千葉県柏市風早1-10-1 04-7193-0551

ＭＤモーターサイクル茂原本店 千葉県茂原市高師1700-1 0475-25-2171

バイクワールド木更津金田店 千葉県木更津市中島720 0438-53-8197

ライコランド東雲店 東京都江東区東雲2-7-12 03-3527-7431

ライコランド多摩境店 東京都町田市小山ヶ丘4-3-5 042-700-7311

トライアンフ東京みな 東京都港区芝3-16-1 03-3451-0457

ＮＡＰ'Ｓ 三鷹東八店 東京都三鷹市野崎1-19-12 0422-40-6171

ＮＡＰ'Ｓ 世田谷店 東京都世田谷区喜多見3-1-2 03-5727-1171

ＮＡＰ'Ｓ 足立店 東京都足立区綾瀬7-2-17 03-5613-0171

ＮＡＰ'Ｓ 練馬店 東京都練馬区三原台3-25-18 03-5905-1171

モトコルセ　ショールーム 東京都渋谷区渋谷3-5-16渋谷３丁目スクエアビル 1F 03-5778-3955

南海部品　南東京店 東京都大田区千鳥2-34-15 03-5482-7700

トライアンフ東京大田 東京都大田区東矢口3-31-14 03-3737-1811

ウィンドジャマーズ輸入車館 東京都八王子市高倉町35-10 042-631-9233

ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｽﾀﾝﾄﾞ 一之江２りんかん 東京都江戸川区大杉3-10-6 03-3653-9111

ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｽﾀﾝﾄﾞ 足立２りんかん 東京都足立区青井6-25-11 03-5845-1030

ライコランド東京多摩ベース 東京都武蔵村山市榎3-23-1 042-590-3611

ＹＳＰ西東京 東京都西東京市田無町6-5-19 042-497-6293

ＮＡＰ'Ｓ 伊勢原店 神奈川県伊勢原市大住台1-4-7 0463-92-1171

ホンダドリーム磯子 神奈川県横浜市磯子区杉田4-4-5 045-778-7272

ＮＡＰ'Ｓ ベイサイド幸浦 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-17-1 045-790-1175

ドゥカティ横浜 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3153-53 045-869-5239

ＮＡＰ'Ｓ 横浜店 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町1009 045-853-1171

ホンダドリーム横浜上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-2-3 045-845-2002

ラフアンドロード横浜 神奈川県横浜市港南区日野中央2-1 045-841-6255

丸富オート販売ドゥカティ店 神奈川県横浜市港北区篠原西町23-31 045-432-7736

トライアンフ横浜北 神奈川県横浜市都筑区折本町456-1 045-470-3988

ＮＡＰ'Ｓ 港北店 神奈川県横浜市都筑区長坂12-7 045-942-1171

(有)廣川商会 神奈川県横浜市南区永田東3-7-1 045-731-4479

ＹＳＰ横浜南 神奈川県横浜市南区南太田2-6-20 045-741-6123

ドゥカティ東名横浜 神奈川県横浜市緑区長津田町5799 045-924-4401

厚木カワサキ販売 神奈川県厚木市戸室1-1-6 046-224-8922

Ｍ'ｓ Factory 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町43-3 044-750-1515

TECHSPEC 正規取扱い店舗一覧



ホンダドリーム川崎中原 神奈川県川崎市中原区上平間1700 044-555-2222

ラフアンドロード川崎 神奈川県川崎市中原区木月4-4-25 044-434-4701

ＮＡＰ'Ｓ 相模原店 神奈川県相模原市東淵野辺1-10-5 0427-54-1171

トライアンフ相模原 神奈川県相模原市中央区相模原6-6-13 042-759-0070

エヴォカスタムモーターサイクルズ 神奈川県中郡国分本郷270-1 1-B 0463-70-6570

ライコランド新横浜店 神奈川県横浜市港北区菊名7-9-25 045-540-3051

ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｽﾀﾝﾄﾞ 厚木２りんかん 神奈川県厚木市岡田4-27-6 046-229-3251

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾀﾝﾄﾞ ２４６溝口２りんかん 神奈川県川崎市高津区溝口5-16-10 044-829-6530

南海部品　新潟店 新潟県新潟市南区大通西947-15 025-379-0819

新潟中央部品　新潟店 新潟県新潟市江南区東早通4-1-5 025-381-0819

新潟中央部品　長岡店 新潟県長岡市要町1-6-3 0258-32-3358

レコードブレーカーズ 長野県松本市石芝3-9-25 0263-29-1728

ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｽﾀﾝﾄﾞ 四日市２りんかん 三重県四日市市日永東3-6-20 059-349-3030

ブルーマウンテン沼津 静岡県沼津市東熊堂411-1 0559-23-5288

バイクハウス　パドック 静岡県焼津市中新田288 054-623-8109

トライアンフ浜松 静岡県浜松市東区下石田町1866-1 053-422-6711

ＮＡＰ'Ｓ 浜松店 静岡県浜松市東区原島町525 053-411-1170

ヒョウドウプロダクツ 静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町1044-2 0534-65-8282

オートリメッサ 静岡県浜松市南区中田島町510-1 0534-42-0465

㈲ビークルーズ 静岡県静岡市清水区袖師町1470-1 054-366-8824

しゃぼん玉　一宮店 愛知県一宮市島崎1-6-11 0586-75-5955

シード岡崎店 愛知県岡崎市井ノ口町和田屋7 0564-26-4786

パーツセンター岡崎 愛知県岡崎市大平町字東大森1 0564-25-9121

ライコランド小牧店 愛知県小牧市間々原新田下新地947 0568-41-3819

しゃぼん玉・本店 愛知県日進市藤塚7-55 0561-72-7050

輝モータース 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字幸田120-1 0568-29-1166

レオタニモト　レオナ 京都府京都市右京区西院西今田町16 075-312-0051

南海部品　京都東 京都府京都市山科区大宅細田町108 075-501-8829

ホンダドリーム京都東 京都府京都市山科区東野舞台町89-1 075-583-0051

トライアンフ京都 京都府京都市伏見区横大路朱雀11-2 075-604-5727

ﾄﾞゥカティ京都 京都府京都市伏見区横大路朱雀11-5 075-611-1000

アールエスタイチ　京都店 京都府京都市伏見区横大路朱雀36 075-623-1417

アールエスタイチ　松原店 大阪府松原市三宅中5-13-3 0723-35-9977

カワサキ　マーキュリー 大阪府吹田市内本町2-22-15 06-4860-7781

レーシングワールド本店 大阪府摂津市鳥飼和道2-8-5 072-653-0298

㈱アールエスタイチ阪奈本店 大阪府大東市中垣内3-1-25 0728-74-5315

南海部品　枚方店 大阪府枚方市出屋敷西町1-20-1 072-807-5715

ドゥカティ大阪箕面 大阪府箕面市西宿2-1-7 072-729-0999

ライコランド吹田店 大阪府吹田市泉町2-47-8 06-6155-6141

カワサキ　マーキュリー 大阪府吹田市内本町2-22-15 06-4860-7781

フェイバリット ファクトリー 大阪府豊中市清風荘1-15-6 06-4866-6000

バイクワールド土山店 兵庫県加古川市平岡町土山776-6 078-944-7918

サイクルワールド神戸本店 兵庫県神戸市須磨区車道谷山1-1 078-742-1200

ＢＥ－ＬＡＮＤ 兵庫県神戸市兵庫区松原通4-4-13 078-672-0600

ライコランド姫路店 兵庫県姫路市青山5-9-1 079-268-3003

ライドオンプロダクト Ｓｉｄｅ-Ｂ 島根県出雲市江田町17-2 0853-22-0408

バイクワールド岡山久米店 岡山県岡山市北区久米209-1 086-243-8197

㈱パドック　津山店 岡山県津山市下田邑2232-20津山総合流通センター内 0868-28-3191

トライアンフ岡山 岡山県都窪郡早島町早島3468-2 0864-83-2639

ＳＢＳタウンピット 広島県広島市安佐南区相田2-3-27 082-878-4129

ＮＡＰ'Ｓ 広島店 広島県広島市西区観音新町4-14 マリーナホップ内 082-297-8951

バイクワールド太宰府大佐野 福岡県太宰府市大佐野2-4-1 092-922-8197

スティーブＭＣサプライ 福岡県筑紫郡那珂川町観晴が丘15-20 092-954-0013

ＮＡＰ'Ｓ 福岡店 福岡県福岡市南区野間4-21-1 092-557-1555

ライコランド久留米上津店 福岡県久留米市上津町1164-2 0942-65-3189

ライコランド福岡マリナ店 福岡県福岡市西区小戸3-51-47 092-885-8190

ライコランドCuBe都城店 宮崎県都城市都北町6409-1 0986-36-8321

ライダーズショップＳＴＥＣ 沖縄県宜野湾市大山2-10-11 098-897-2555

ライコランド沖縄店 沖縄県豊見城市真玉橋178-1 098-840-6178

リバークレイン http://www.webike.net/

㈱ジーティ商会 http://www.g-t.co.jp/

バイクブロス http://www.bikebros.co.jp/

バイク用品の達人 http://www.rakuten.co.jp/mch/info.html

ゼロカスタム http://zerocustom.jp/


