
グーネット グーバイク グーネットピット マイカー・バイクで⾏く5つ星の宿の旅 キャンペーン - 対象販売店⼀覧

愛知県
※この表は2023年2⽉時点のものです。現在も対象店かどうかは、購⼊店にご確認ください。

カスタム メイホー あま市七宝町遠島七台１０２７ 090-7959-4000

有限会社名宝オート あま市七宝町遠島七台１０２７ 052-441-3060

ＥＣＯガレージ あま市七宝町下⽥⼭４６ 052-449-2072

ホッタサイクル あま市⼆ツ寺六町４１－１ 052-442-8855

アドベンチャー みよし市天王台１２－１ 0561-33-1371

リグニス みよし市福⽥町屋敷浦７６－２６ 0561-76-8686

G・B・M Ａネットレンタリース株式
会社 愛⻄市佐屋町堤⻄９２－３ 0567-58-4114

ＶＩＰオート 愛⻄市⼆⼦町⼩判⼭１０４ 0567-37-1755

モトスクエア名古屋 愛知郡東郷町和合北蚊⾕２９－１ 0561-67-5211

スタークラフト 安城市⾼棚町⼩牧２－２ 0566-92-7701

オートショップみどり 安城市今本町⽯⽥４７－１ 0566-93-5940

株式会社モトハウス 安城市住吉町５－１４－３０ 0566-98-2248

ピット 安城市箕輪町唐⽣２２８番地 0566-73-5777

モーターサイクルサービスイナグマ 安城市⾥町壱⽃⼭３８－３ 0566-98-1788

株式会社ビーオール 安城市⾥町菖蒲池２２－２ 0120-42-8177

販売店 住所 電話番号



レッド トライシクル ⼀宮市⼤⾚⾒字清⽔５－１ 0586-64-5671

バイク王 ⼀宮店 ⼀宮市島崎１－１－１４ 0586-75-4122

ＭＯＴＯ ＳＨＯＰ ＲＩＤＥ ＨＩ
ＧＨ ⼀宮市東加賀野井東川原５０ 0586-69-8195

ホットアンドクール ⼀宮市萩原町⾼⽊字津崎１９－１ 0586-85-7661

バットモータース ⼀宮市平島１－２２－１４ 0586-48-5557

ＢＩＫＥ ＯＦＦ ⼀宮市柚⽊颪東流２５ 0586-77-7670

安⽥商会 稲沢市野崎町北出６－１ 0587-36-9555

株式会社鍋⽥総合管理 岡崎市稲熊町４丁⽬９５－２ 0566-76-9001

Ｉｔｏ Ｍｏｔｏｒｓ 岡崎市鴨⽥町⼭ノ圦４７ 0564-24-3830

モトハウス２４８ 岡崎市岩津町字川畔１０２ 0564-66-2255

オートサイクル市川 岡崎市橋⽬町字上保１８ 0564-31-5576

有限会社ステップワン 岡崎市上地５－２１－１５ 0564-54-6504

ウエマツ東海 岡崎市上六名１－１－６ 0564-57-1819

カワサキプラザ岡崎 岡崎市⻄⼤友町字杭⽳８０ 0564-32-0634

有限会社エムシーマニアック 岡崎市⻄⼤友町蓮花寺３８－２ 0564-33-5180

ｎｉｒｉｎ－ｋａｎミヤモト 岡崎市柱１丁⽬３－７ 0564-51-3835

ＢｅＡＬＬ岡崎店 岡崎市東明⼤寺町１１－４ 0120-09-8198

バイクコミニケーショングリッド 岡崎市筒針町字上川⽥５０－１ 0564-32-4664



サンセイオート 岡崎市⽇名南町８－８ 0564-74-3835

澤⽥モータース 岡崎市美合町字⽵下１－６２ 0564-64-9788

ＤＵＣＡＴＩ 岡崎 岡崎市⽮作町字尊所１４－３ 0564-33-3866

株式会社チャンピオン ハーレーダ
ビッドソン メガ東海 岡崎市⽮作町中道７１－１ 0564-33-0220

ラ・モトコウサカ 海部郡蟹江町源⽒⼀丁⽬６ 0567-95-9991

ホンダ販売カニエ 海部郡蟹江町源⽒四丁⽬１４ 0567-96-1203

株式会社楽創 海部郡⾶島村新政成１１－３６－１ 0567-55-3336

ＢＩＫＥ・ＫＯＺＯ 額⽥郡幸⽥町深溝東貫物１－６ 0564-63-2777

⼤嶋モーターサイクル 額⽥郡幸⽥町菱池錦⽥20 0564-62-0258

カモン 額⽥郡幸⽥町菱池字岩堀１０ 0564-63-1888

⽵内輪業 蒲郡市清⽥町⻄川原２－５ 0533-79-2947

ＭＯＴＯ ＨＯＵＳＥ２１st刈⾕店 刈⾕市今川町⼭ノ端 １２３－１ 0566-36-7224

有限会社ワイエスピー刈⾕ 刈⾕市今川町鍋⽥２６－１ 0566-91-1700

オートセンター刈⾕店（有）ヤマダ 刈⾕市東新町６丁⽬６番３ 0566-63-6001

ＲＳヤマダ 岩倉市中本町⻄葭原７番地の１ 0587-66-5186

合資会社井上サイクル商会 岩倉市⼋剱町１７ 0587-37-1744

ハシモトBIKE 江南市⾼屋町⻄⾥１２４ 0587-86-5347

ＣＯＣＯ ＢＬＵＥ 江南市松⽵町東瀬古５０番地 0587-74-7696



株式会社よしむらプロジェクト 江南市般若町南⼭３２３ 0587-77-0857

ロケットパンチ３９ ⾼浜市神明町８－１－１７ 0566-91-6739

ＢＡＣＫ★ＹＡＲＤ  ＧＡＲＡＧＥ ⾼浜市湯⼭２－６－３２ 0566-53-8558

株式会社⾼浜ホンダ ⾼浜市本郷町４丁⽬１－１６ 0566-52-1050

バイクネットワーク ジャイロ専⾨店 春⽇井市⾼⼭町１－２－１４ 0568-34-7730

新光商事株式会社 春⽇井市⾼⼭町１－２－２６ 0568-34-7730

有限会社しっぽ屋 春⽇井市⾼蔵寺町北２－１２４ 0568-52-6051

Y'U Factory 春⽇井市細⽊町２丁⽬５９ 0568-27-6751

有限会社春⽇井オート 春⽇井市篠⽊町２－１１ 0568-82-5678

グローウィン 春⽇井市出川町４丁⽬１１番地１３ 0568-52-9820

ガーベッジ 春⽇井市松河⼾町３－２－３ 0568-34-5578

オートプラザおさかべ 春⽇井市中央台６丁⽬８の１１ 0568-91-7339

FAG 春⽇井市東野町３－４－９ 0568-86-1900

ロクナナ 春⽇井市美濃町１丁⽬３６－１ 0568-32-7863

有限会社ディライト ⼩牧市下⼩針天神１丁⽬１５１ 0568-68-7101

バイク王 ⼩牧店 ⼩牧市間々原新⽥下新池９４７（ラ
イコランド内） 0568-65-6826

カワサキプラザ⼩牧 ⼩牧市川⻄⼀丁⽬１－２トリコガー
デン⼩牧 0568-48-7711

ＵＮ－ＯＮ愛知 ⼩牧市中央４－３０ 045-532-9267



株式会社Liber works 常滑市井⼾⽥町１丁⽬６２ 0569-30-2295

株式会社MOAT WIDE 常滑市栄町５丁⽬１１８ 0569-77-0388

HAPPY SMILE株式会社 常滑市錦町４－８９ 0569-84-1338

モト★スター 新城市富岡字堀切下の段５８－２ 0536-26-2876

株式会社ＯＷＬ 瀬⼾市東吉⽥町４１－８ 0561-85-1118

株式会社イトーＫＴ 瀬⼾市陶原町３－２７ 0561-82-9218

有限会社モトスポーツハヤカワ 清須市⼀場１２３１－７ 052-400-3367

ハーレーダビッドソン尾張清須 清須市春⽇川中１５６ 052-409-8055

中島モーター販売 清須市⻄枇杷島町末広３２番地 052-501-3387

輝モータース ⻄春⽇井郡豊⼭町⼤字豊場字幸⽥１
２０－１ 0568-29-1166

株式会社Ｒ４１ ⻄春⽇井郡豊⼭町豊場字栄５６ 0568-29-0505

⾚⽟オート ⻄尾市⼀⾊町味浜堤⻄３０－２ 0563-72-9558

バイクショップＢ．Ｈ．Ｌ ⻄尾市今川町⽯橋１番地 0563-65-5663

昭和堂 ⼤府市⼀屋町三丁⽬１２７番地 0562-44-4008

名古屋南カワサキ販売 ⼤府市吉⽥町三丁⽬２５番地 0562-46-1190

Ａ・Ｐ・Ｋ（オートパラダイス関⻄）
⼤⼝営業所

丹⽻郡⼤⼝町御供所２丁⽬１７５－
１ 0587-96-1122

ダンガリー株式会社東浦店 知多郡東浦町緒川字家下２０－１ 0562-82-1200

バイクショップザップス 知多郡東浦町⼤字⽣路字折⼾４５ 0562-82-1619



Ｇａｒａｇｅ ＯＮＥ 知多郡美浜町野間⽯名原５１－１ 0569-87-1915

ポパイ知多店 知多市新知東町２丁⽬２－２９ 0562-56-0232

株式会社トゥルーブルー 知⽴市⼭町⼩林２１－４ 0566-84-3400

ハーレーダビッドソン知⽴ 知⽴市⻄町宮腰１１１ 0566-83-2303

オートセンターヤマダ株式会社 知⽴市⻄町⻄１４－６ 0566-81-0197

ＯＫ ＡＵＴＯ ⻑久⼿市蟹原１４０４ 0561-76-0547

カワサキプラザ名古屋東 ⻑久⼿市喜婦嶽１１１ 0561-76-3080

⼩久保電⼯株式会社 津島市越津町こがね－１４７ 0567-24-7979

有限会社イトーモータース 津島市⻄柳原町３－３０ 0567-26-3894

ONE STYLE 津島市藤浪町４丁⽬７２-１ 0567-58-4639

株式会社ビー・アイ・ピー・コーポ
レーション 津島市莪原町⻑ヶ島１２ 052-441-1212

バイクショップＴｗʻｓ ⽥原市⽥原町桜台６－１ 0531-22-6051

ホンダドリーム東海 ダンガリー株式
会社 東海市加⽊屋町陀々法師１４－３３ 0562-85-1400

ダンガリー本店 ダンガリー株式会社 東海市富貴ノ台１丁⽬２９１番地 052-603-5000

ダンガリー（ハーレー中古⾞） 東海市富貴ノ台１丁⽬２９１番地 052-603-5000

チャンピオン76 東海名和店 東海市名和町３番割中３１－１ 0120-23-7676

バイクファクトリー 東海市名和町蓮池４１－２ 052-601-8761

株式会社加藤サイクル ⽇進市岩崎町⼤廻間２２ 0561-72-0071



有限会社オートショップヒサダ ⽇進市⾚池１丁⽬６０２ 052-801-0519

ジョナサン ⽇進市⾚池５－１４０５ 052-838-5534

プレジャー ⽇進市浅⽥平⼦２－３３２ 052-804-7373

有限会社オートショップバイクマン ⽇進市東⼭１－１０３ 0561-73-3877

Ｋ－フィールド ⽇進市⽶野⽊町東⽥⾯３４番地 0561-75-7117

ダンガリー株式会社半⽥店 半⽥市⻘⼭２丁⽬２５番地の４ 0569-21-5800

バイクガレージミズノ 尾張旭市狩宿新町⼀丁⽬７６ 0561-52-5080

有限会社シーゲッツ 尾張旭市狩宿町４－１６－１ 0561-52-5600

バイクセブン 尾張旭市東本地ヶ原町１丁⽬２７ 0561-53-5261

ショップ カーデン 碧南市池下町２丁⽬１７番地 0566-91-3476

ＢＩＫＥＳＨＯＰＺＡＰＰＥＲ（ザッ
パー） 豊橋市花⽥町越⽔１２２－１ 0532-32-7576

⼩林モータース KM1 豊橋市岩崎町字前⽥１４ 0532-64-2496

有限会社エフテック 豊橋市⼩向町字内⽥２６ 0532-31-0223

⽩⽯商事 豊橋市植⽥町字上り⼾７７ 0532-21-5730

TAMコーポレーション 豊橋市新栄町字新⽥中６４-４ ２
Ｆ 0532-31-1204

バイクサポートＦＴＷ 豊橋市森岡町２２番地１２ 0532-88-6010

モータースポーツファクトリー８スト
ローク 豊橋市⼤岩町字本郷７１-６ 0532-74-8819

バイク王 豊橋店 豊橋市北⼭町字⻄原３８－２１ 0532-21-8190



ＣＨＡＭＰＩＯＮ７６ 豊川御油店 豊川市御油町字河⽥７－３ 0120-55-7676

野澤サイクル 豊川市新豊町２丁⽬１ 0533-56-3475

東海オートトレーディング株式会社 豊⽥市永覚町下⻑３８ 0565-21-0511

株式会社NS企画 豊⽥市⾙津町箕輪３４－１ 0565-47-5948

株式会社ウィング 豊⽥市丸⼭町３丁⽬３７番地１ 0565-26-1300

Ｊ－ＷＡＶＥ 豊⽥市久岡町２丁⽬１５－８ 0565-77-7782

S garege 豊⽥市聖⼼町３丁⽬１６－１３ 0565-42-6691

モトサポートケイ・フィールド 豊⽥市⼤清⽔町⼤清⽔５７－１３ 0565-46-8864

有限会社ナリデンオートセンター 豊⽥市野⾒町５－１５３－１ 0565-88-5234

時代家 豊明市沓掛町宿８９番地 0562-91-6066

バンブー 豊明市沓掛町前⽥１０ 0562-95-3334

⼭本商店 豊明市新⽥町⻄筋７６－７ 0562-95-1223

平出⾃動⾞鈑⾦ 北名古屋市熊之庄⽯原７０ 0568-65-9980

有限会社ＳＣＭシミズ 北名古屋市弥勒寺東３－７ 0568-25-1735

グッディモーターサイクル 北名古屋市鍜治ヶ⼀⾊⻄⼀丁⽬３９ 0568-25-9231

カワサキ プラザ名古屋みなと 名古屋市港区砂美町１３８－１ 052-387-9977

有限会社ライダース 名古屋市港区七反野１－２３０５ 052-355-8119

アールワークス 052-355-6990
名古屋市港区⼩碓３丁⽬８８－１
（必ず電話してからの来店をお願い
致します。）



ＢｉｋｅＳｈｏｐＢＯＭＢＥＲＳ 名古屋市港区千⿃1-9-28 052-659-7300

ｂｉｋｅ ｓｔｏｒｅ ｆｕｎｓｅａ
ｔ 名古屋市港区当知３－２０２ 052-355-8339

バイク王 名古屋みなと店 名古屋市港区⽊場町８－１７ 052-613-8190

株式会社イトーＫＴ名古屋守⼭ 名古屋市守⼭区下志段味上野⼭１０
９４－５ 052-739-2022

バイク王 名古屋守⼭店 名古屋市守⼭区⼩幡千代⽥１５－９ 052-725-8190

トライアンフ名古屋 名古屋市守⼭区太⽥井７－１５ 052-793-7888

スズキワールド 守⼭ 名古屋市守⼭区⼤⾕町１－４０ 052-792-4771

有限会社ロコポイント 名古屋市守⼭区脇⽥町１０１２番地 052-798-6565

加藤輪店 名古屋市昭和区広路町字⽯坂３３－
２ 052-831-5447

株式会社ジェイトレード 名古屋市昭和区檀溪通４－８－１ 052-842-0800

モトクラッシュ 名古屋市昭和区鶴舞１－１－６０ 052-735-5888

有限会社こすがモーターサイクル 名古屋市瑞穂区弥富通２丁⽬１８番
地 052-834-3117

ＢＩＫＥＦＡＭＩＬＹ侍 名古屋市⻄区丸野２丁⽬１２８番地 052-737-6583

株式会社チャンピオン76 名古屋市千種区⾹流橋２－３－１ 052-771-8080

チャンピオン76 名古屋店 名古屋市千種区⾹流橋２－３－５０ 052-777-4600

有限会社⽔野 名古屋市千種区今池3丁⽬35-13 052-731-5148

モトラッドミツオカ名古屋 名古屋市中区松原３－１４－２４ 052-684-7711

リアルホッパー名古屋 名古屋市中区新栄１丁⽬４３－５ 052-737-7568



バイクハウス 名古屋市中川区⼾⽥２－２７０３ 052-304-2137

ＲＯＵＴＥ 名古屋市中川区⾼杉町３７８番地 052-365-7055

株式会社ＦＰホールディングス 名古屋市中川区昭和橋通４丁⽬３２
番地の１ 052-665-3820

CHAMPION76名古屋昭和橋 名古屋市中川区昭和橋通９丁⽬５８ 0120-65-7676

東海オート 名古屋市中川区清船町５－１－３ 052-655-6141

バーストシティ 名古屋市中川区⻄伏屋１丁⽬３０５
番地 052-433-0404

ホットロッドカスタムファクトリー 名古屋市中川区太平通３丁⽬７番地 052-354-1761

有限会社ｍｏｔｏｌｉｖｅ 名古屋市中川区打中１丁⽬３３番地 052-362-1807

Ｃａｒ Ｓｔｏｃｋ （株）カース
トック

名古屋市中川区中島新町３－１３０
１ 052-387-6912

株式会社ＴＭＣ 名古屋市中川区中島新町４丁⽬２６
０１ 052-389-2611

有限会社ホンダモトショップツネカワ 名古屋市中川区服部４丁⽬２１０８ 052-431-0807

有限会社ライドジャム 名古屋市中村区⿃居通４－２０ 052-471-0003

株式会社ダッツ名古屋店 名古屋市天⽩区鴻の巣１－７１０ 052-808-0122

ＦｏｒｅｓｔＷｉｎｇ 名古屋市天⽩区植⽥⻄２丁⽬７０８ 052-848-6819

ＹＳＰ天⽩ 名古屋市天⽩区植⽥⻄３丁⽬９０５ 052-803-2524

モトフィールドドッカーズ名古屋店 名古屋市天⽩区植⽥南２－１１０４ 052-838-8588

株式会社オートプレステージ 名古屋市天⽩区植⽥南３－８０６ 
１Ｆ 052-846-9666

サバイバル 名古屋市天⽩区⼤坪⼆丁⽬１０１０ 052-833-6691



コガプランニング 名古屋市天⽩区池場２丁⽬１００８
番 052-848-8969

有限会社バンノ⾃動⾞サービス 名古屋市天⽩区中砂町７０番地 052-831-2220

有限会社コンボイ 名古屋市天⽩区中平五丁⽬２１０４ 052-805-7210

株式会社マンモス 名古屋市天⽩区島⽥１－１１１０ 052-808-4182

株式会社ＭＯＴＯ ＤＢ 名古屋市天⽩区島⽥⼆丁⽬815 052-804-8192

有限会社 OMEGA WORKS 名古屋市天⽩区平針１丁⽬１５１２ 052-848-8911

有限会社ヤマダ 名古屋市天⽩区平針三丁⽬６１０ 052-803-1131

有限会社ジュリアモータース 名古屋市天⽩区平針⼆丁⽬２１４ 052-808-0054

バイクガレージネロ 名古屋市天⽩区野並２丁⽬２０番地 052-896-7115

有限会社ルートオザワ 名古屋市南区宝⽣町三丁⽬２ 052-611-3113

T'sFactory株式会社 名古屋市南区本地通６丁⽬１０－１ 052-627-6073

有限会社妹尾モータース 名古屋市南区弥⽣町１５８ 052-821-1208

株式会社ケィマックス 名古屋市熱⽥区⼀番⼆丁⽬４４番６
号 052-652-3456

有限会社ロータリースポーツ 名古屋市熱⽥区神宮２－７－１７ 0120-100-038

株式会社セットポイント 名古屋市熱⽥区伝⾺１－２－３ 052-681-6477

有限会社ガレージワタナベ 名古屋市北区丸新町６１番地 052-903-4888

株式会社マイル 名古屋市名東区⾹南２丁⽬１２１２ 052-769-6866

株式会社モトアイランド 名古屋市名東区新宿１－２２５ 052-701-6587



ＪＴｒａｄｅ 名古屋市名東区牧の原３丁⽬１１１
０番地 052-701-0819

ライゼェーレ株式会社 名古屋市緑区浦⾥２－８７ 052-842-8508

有限会社久野興産四ツ葉モーターサイ
クル

名古屋市緑区浦⾥３－１６１ ハイ
ツ久野１０５ 052-710-5122

モトスピリット 名古屋市緑区乗鞍1丁⽬３０１神沢
ハイツ１F 052-877-0616

株式会社オートセンターヤマダ 名古屋市緑区徳重２－１０５ 052-877-0222

ＣＬＵＴＣＨＭｏｔｏｒｃｙｃｌｅｓ 名古屋市緑区鳴海町字⺟呂後２７ 052-846-2220

ツーホイールショップイマイ 弥富市⼩島町附新⽥７４１－７ 0567-67-5284


