
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

千葉県
※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。

株式会社ワイズウェイ 印⻄市⽵袋１９５９－１ 0476-33-3611

株式会社オーセンテック 印⻄市⽵袋１９５９－２ 0476-36-8117

株式会社 モトショップ タイムクラフ
ト 印⻄市別所８３番地 0476-33-4699

有限会社⼤野商店 印旛郡栄町安⾷３５８４ 0476-95-0123

Ａｕｔｏ Ｓｕｐｐｌｙ 我孫⼦市布佐２６０２－１ 04-7197-5171

ウイニングラン 我孫⼦市並⽊５－１０－１３ 04-7136-2255

有限会社⽯塚⽂化堂 君津市中島２９３ 0439-32-2006

スーパーバイクセンター 千葉 佐倉市井野町６０－４１ 043-420-8464

プランドール 佐倉市稲荷台３－６－１２ 043-461-8198

有限会社フジモリサービス 四街道市栗⼭９４６－２ 043-423-2271

阪井輪業 四街道市⼤⽇９３７－６ 043-239-9322

袖ヶ浦ホンダ 五井店 市原市五井東３－１１－２２ 0436-22-4647

ＷＩＮＤ ＳＵＰＰＬＹ 市原市⽷久３１８－１ 0436-37-8550

有限会社シーエス アオバ 市原市⻘葉台１－１－２ 0436-62-1913

Ｂ．Ｂ．モーターサイクルカンパニー 市原市草刈４４６－１ 0436-76-8680

販売店 住所 電話番号



オフコース 市原市⾺⽴２０３２－７ 0436-95-1313

ドゥカティ市川 市川市関ケ島１６－２ 047-307-1098

バイクショップ・ベルウッド 市川 市川市⽋真間１－４－３ 047-356-7707

ハーレーダビッドソングッドウッド市
川 市川市⽋真間２－１－２２ 047-358-8403

バイクショップクリーン 市川市市川４－５－１０ 047-371-8762

バイクセンター南⾏徳駅前 市川市新井３－４－６ キョウエイ
ビル１Ｆ 047-307-8190

有限会社エム・エス・セーリング 市川市南⼋幡２－２２－２ 047-379-6034

シイナモータース船橋店 スーパース
ポーツ館 市川市柏井町２－１３１４ 047-382-5653

バイクセンター 本⼋幡 市川市⼋幡３－８－２２ 047-325-8198

Ｍｏｔｏｒｒａｄ Ｋｅｉｙｏ市川 市川市富浜３－３－１０ 047-396-8412

バイク王 市川店 市川市湊新⽥１－３－１ 047-300-3188

ジャックナイト 習志野市⼤久保３－１２－１０ イ
レブン⼤久保⽇⼤前１Ｆ 047-477-7620

⾏川オートプラザ 勝浦市新官９５５－９ 0470-73-1819

株式会社クロニクル 松⼾市栄町⻄４－１２１７ 047-363-3838

オート９８松⼾店 松⼾市五⾹⻄１－３３－３２ 047-386-1698

ＦＵＪＩＫＡＷＡ ＡＵＴＯ （有）藤
川オートセンター

松⼾市⼩⾦きよしヶ丘４－１０－１
２ 047-344-9095

オートショップ ミヤシタ 松⼾市⼩⾦原２－９－２４ 047-345-0542

ドゥカティ松⼾ 松⼾市⼩根本２００－４ 047-330-0916



ハーレーダビッドソン メガ松⼾ 松⼾市松⼾２２６９－１ 047-303-4180

カワサキプラザ松⼾ 松⼾市中根１－４２１ 047-364-8198

株式会社ビーフリー松⼾店 松⼾市中根１２７－１ 047-362-8198

（有）ホンダウイングドリームハウス 松⼾市南花島３－４３－２１ 047-368-3332

ＥＴＷＡＳ 松⼾市⼆⼗世紀が丘萩町１６６ 047-394-8198

バイクセンター 松⼾ 松⼾市牧の原１－９４ 047-385-8410

バイクDoキノモー 松⼾市稔台４－７－１０ 047-392-0292

ＶＲ Ｊａｐａｎ株式会社 松⼾市六⾼台２－１０２－１６ 047-388-6879

ハーレーダビッドソン成⽥ 成⽥市飯⽥町１４３－４４ 0476-28-0551

スポーツショップ栄光 成⽥市並⽊町１－１０ 0476-23-1824

ガレージ 覇利覇利 千葉市稲⽑区⼭王町４１１－４ 043-420-3577

エボリューション株式会社 千葉市稲⽑区⻑沼町２０７－２ 043-286-4148

株式会社MATRAエンジニアリング 千葉市花⾒川区こてはし台２－１－
８ 043-441-7507

バイクセンター 幕張 千葉市花⾒川区幕張町１－７６８２
－１ 043-351-8198

バイクセンター 幕張本郷 千葉市花⾒川区幕張本郷１－３４－
８ 043-350-0031

バイクショップサムデイ 千葉市若葉区みつわ台２－４－２０
 アーバンヴィレッジ 043-207-5200

ZERO BALANCE MOTORCYCLE 千葉市若葉区愛⽣町１１０－６ 043-306-1016

株式会社プロバイドネクスト 千葉市若葉区若松町１１１－２６ 043-497-4848



有限会社ジークライムスター若松店 千葉市若葉区若松町２１６２－１４ 043-309-8198

株式会社ケイアイ企画 千葉市若葉区若松町２２３１ 043-232-0666

Ａｕｔｏ Ｍａｇｉｃ 千葉市若葉区東寺⼭町９２９－１ 043-254-8198

株式会社ビーフリー 千葉店 千葉市中央区出州港３４８－２６ 043-243-8198

Ｋʼｓ Ｂｒｏｓ 星久喜店 千葉市中央区星久喜町１５５－２ 043-262-0819

カワサキプラザ千葉中央 千葉市中央区⽣実町１６０５－１ 043-312-0652

YSP千葉中央 千葉市中央区⽣実町２２５２－１ 043-309-9567

有限会社オートショップトミザワ 千葉市中央区⽣実町２２５３ 043-261-5053

バイク王 ＧＬＯＢＯ蘇我店 千葉市中央区川崎町１－３４ 043-265-8190

ＭＤモーターサイクルス 千葉中央店
トライアンフ千葉中央

千葉市中央区川崎町１－３４ グ
ローボ内 043-309-5721

スズキモーターサイクル 千葉市中央区⻑洲２－２１－１ 043-372-9737

テクニカルガレージ ＲＵＮ 千葉市中央区都町２－２－７ 043-309-5189

株式会社 ウイング遠⼭ 千葉市美浜区⾼洲１－１６－６ 043-248-5511

ハーレーダビッドソン幕張（クリタ） 千葉市美浜区新港２２２－４ 043-203-5580

ＳＣＲＥＷ Ｒａｃｉｎｇ モーターサ
イクル

千葉市緑区あすみが丘東１－２０－
２２ 043-420-8900

サンオート 船橋市海神６－２６－２２－１ 047-435-0400

クラブゼニス 船橋市宮本９－１０－１ 047-495-8198

オートショップアドバンス 船橋市三⼭３－２４－１５ 047-409-3420



ＴＨＲＥＥ ＳＴＡＲＳ ｍｏｔｏｒ ｃ
ｙｃｌｅ 船橋市三⼭９－８－２ 047-455-3881

インディアンモーターサイクル千葉 船橋市芝⼭４丁⽬３３－１ 047-466-1901

バイクセンター ⻄船橋 船橋市⻄船５－２６－１９ 047-302-5921

Ｔｏｔａｌ Ｂｉｋｅ Ｐｒｏｄｕｃｅ
Ｎｅｘｔ船橋 船橋市本町３－２９－９－１Ｆ 047-411-8198

バイクセンター 船橋 船橋市湊町１－１－３ 047-434-8198

有限会社袖ヶ浦ホンダ 本店 袖ヶ浦市今井１－３７－２ 0438-62-0082

ホンダドリーム袖ヶ浦 袖ヶ浦市今井１－４５－１ 0438-97-5522

バイクセンター 柏 柏市あけぼの４－３－１３アワロー
ラ１Ｆ 04-7142-8198

Ｕ．Ｂ．Ｓ 柏市根⼾１９１４－１２エソールカ
シワ１Ｆ 04-7164-8116

株式会社⼭森ホンダ 柏市正連寺４１５－６ 04-7199-3130

株式会社ビーフリー 柏インター店 柏市⼤⻘⽥８０９ 04-7135-8198

株式会社ベル トライアンフ柏 柏市⼤津ケ丘１-３２-６ 04-7190-5800

ナガツマ柏店 柏市柏２１７－１ 04-7166-7711

バイク王 柏店 柏市柏６８７－１ 04-7165-8190

ＹＯＵ ＳＨＯＰ 飯⽥輪業 柏市布施６８７ 04-7131-7359

KTM・Husqvarna Motorcycles・
GASGAS柏（ＭＦＤ千葉柏） 柏市⾵早１－１０－５ 04-7157-2001

株式会社 ＳＵＲＥＳＨＯＴ ⼋街市⼋街へ１９９－１１２３ 043-312-0900

ＧＯＯＤ ＢＩＫＥ ⼋千代市村上１２００ 047-409-4466



Ｍｏｔｏｒｒａｄ ⼋千代 ⼋千代市村上南２－１９－１ 047-486-1600

バイクショップBEAT! ⼋千代市⼤和⽥新⽥４９４－１６ 
エトワール・ド・デコ１０２ 047-409-0795

ＭｏｔｏＳｈｏｐ三笠 ⼋千代市⼋千代台北１５－１５－９ 047-429-8198

MDモーターサイクルス茂原本店 茂原市⾼師１７００－１ 0475-25-2171

バイク王 ＨＵＮＴ⽊更津 ⽊更津市築地１－４ イオンモール
⽊更津内 0438-30-0190

ＣＪ パフォーマンス 野⽥市なみき２丁⽬１０－２ 04-7179-5777

Light Position ライトポジション 野⽥市横内４７－２ 04-7126-2666

ＰＫ ｗｏｒｋｓ 野⽥市吉春６９５ 04-7197-4187

合同会社 ＲＩＴＺ レンタカー 野⽥市新⽥⼾６００－１ 04-7170-2421

ライト・スタッフ 流⼭市松ヶ丘３－２７７－１３ 04-7148-3282

Motorrad Kashiwa（モトラッド柏） 流⼭市前ケ崎６４７－１ 04-7170-3777


