
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

広島県
※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。

バイクワールドエルフ 安芸郡海⽥町南堀川町１－１６ 082-823-3247

桜井サイクルセンター 安芸郡熊野町出来庭４－１４－８ 082-855-2333

有限会社府中モーターサイクル 安芸郡府中町浜⽥２－２－１ 082-285-0125

有限会社エスビイエスイヨタ 安芸郡府中町浜⽥３丁⽬３－３ 082-287-0073

有限会社たんしゃ屋 呉市阿賀北６－３－７ 0823-72-7088

有限会社まえだ⼆輪 呉市広古新開２－７－１ 0823-74-4525

有限会社オートタカハラ 呉市広町⽥２－５－４０ 0823-74-1881

キハラサイクルショップ 呉市焼⼭⻄３－２０－５ 0823-34-3555

株式会社アクセル 呉市中央５－１０－２５ 0823-22-0011

株式会社中央ホンダ 呉市中央５－６－１９ 0823-22-2427

東部ホンダモータース 呉市中通４－４－９ 0823-23-8880

ＤＳ ⼩笠原 呉店 呉市本通５－１－１４ 0823-23-5089

有限会社藤原ホンダ販売 広島市安佐南区祇園２－５－３６ 082-874-1525

モトライフワン 広島市安佐南区祇園４－５１－６ 082-875-5005

オートショップニシダ⾼取店 広島市安佐南区⾼取北３－３－２７ 082-878-4804

販売店 住所 電話番号



バイクショップ カンパニー 広島市安佐南区⼭本２－２－１７ 082-832-3322

合同会社夢⼯房 広島市安佐南区上安２－５－２２ 050-3635-1227

バイク王 広島店 広島市安佐南区⻄原２－１４－２１ 082-962-8190

有限会社デスモ 広島市安佐南区⻄原２丁⽬２９－２
４ 082-836-7682

トライアンフ広島 （株）バイク
ショップカンパニー 広島市安佐南区⻄原３丁⽬６－１５ 082-207-4888

株式会社 広島オートバイ販売 祇園
店 広島市安佐南区⻄原４－１５－１９ 082-874-4481

（株）バルコムモータース 広島市安佐南区⻄原４－２６－７ 082-871-4180

ＢＭＷ Ｍｏｔｏｒｒａｄディーラー
 バルコム広島 広島市安佐南区⻄原４－２６－７ 082-846-0100

オートガレージ ルシール 広島市安佐南区相⽥２－６－１２ 082-872-0471

株式会社モトエスエックス 広島市安佐南区⼤町東１丁⽬２－１
８ 082-962-1760

株式会社⼰斐オートバイセンター⼤町
店 広島市安佐南区⼤町東３－１７－７ 082-876-3819

ホンダドリーム広島中央 広島市安佐南区⼤町東３－３－５－
１ 082-831-5055

バイクステーションウエスト株式会社 広島市安佐南区⼤塚⻄３－２６－５ 082-848-0411

ＦＡＣＴＯＲＹ Ｒ５４ 広島市安佐南区中須１－１３－１３ 082-831-2819

バイクハウス Ｋ 広島市安佐南区中須２－５－２７ 082-870-1140

カワサキショップ リアル 広島市安佐南区⻑束１－２－１６ 082-850-0819

有限会社ＢＣＭ 広島市安佐南区⼋⽊９－２３－３１
 コーポ御堂１０１ 082-962-5599

モトランド広島 沼⽥店 広島市安佐南区伴東４－１７－９ 082-848-0013



ＴＡＫＥＭＡＲＵ ＡＲＴ 広島市安佐南区伴東４－３５－３２ 082-576-6090

Ｓｕｎｎｙｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ 広島市安佐南区伴東５丁⽬１７－１
２ 082-962-5190

（株）ライダースショップ広島 緑井
店 広島市安佐南区緑井６－４－９ 082-870-7112

オートサイクルまるもと あさひが丘
店

広島市安佐北区あさひが丘７－２３
－２５ 082-838-0151

オートサイクルまるもと飯室店 広島市安佐北区安佐町飯室３２０８
－１ 082-835-0633

株式会社広島オートバイ販売⾼陽店 広島市安佐北区⼝⽥１－１－２ 082-516-4277

ナカシマオートサイクル 広島市安佐北区⼝⽥南２－１８－４ 082-842-6556

any motorcycle 広島市安佐北区三⼊１－１９－１７ 082-824-8466

フォーティーファイブ・ディグリー 広島市安佐北区上深川町３８０－１ 082-844-7845

もりもとバイク広島⾼陽店 広島市安佐北区落合１－４５－１ 082-845-5599

有限会社エムパワー 広島市安佐北区落合南１－８－１５ 082-842-1116

ホンダスポットステージワン 五⽇市店 広島市佐伯区五⽇市中央２－９－１
２ 082-924-6655

株式会社広島オートバイ販売五⽇市店 広島市佐伯区五⽇市中央６－６－３
２ 082-924-7105

バイクショップ⼟佐商会 広島市佐伯区城⼭１－４－２９ 082-548-3831

株式会社ビッグ・バイク 広島市佐伯区城⼭２－１－１２ 第
２桧脇ビル 082-928-5959

Ｆｉｎａｌ （ファイナル） 広島市佐伯区千同２－１－７ 082-923-2321

カスタムファクトリーＢＢ 広島市佐伯区湯来町葛原８３３－１ 082-978-1613

有限会社トータルステージ 広島市佐伯区利松２－２１－１７ 082-929-9161



ホンダスポットステージワン 井⼝店 広島市⻄区井⼝明神３－２－３０ 082-278-1500

Ｓｕｎ Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅｓ 広島市⻄区横川新町２－１ 082-296-0330

カワサキプラザ広島 広島市⻄区観⾳新町１丁⽬３－２３ 082-503-2200

（株）バルコムモータース 広島市⻄区観⾳新町４－１４ マ
リーナホップ内 082-208-0700

株式会社広島オートバイ販売観⾳店 広島市⻄区観⾳本町１－１３－１９ 082-295-1128

（株）ビッグバイクグループ 観⾳店 広島市⻄区観⾳本町１－１５－１５ 082-232-2033

株式会社コロニーウィールショップ 広島市⻄区⼰斐上３－６－１－１０
２ 082-533-7727

バイクショップ キティ 広島市⻄区庚午中１－６－１６ 082-272-0939

株式会社⼰斐オートバイセンター庚午
店 広島市⻄区庚午北２－１６－１ 082-272-0566

Ｏｈ︕バイク直販センター ⻄⽀店 広島市⻄区三篠町３－６－１０ 082-238-4443

株式会社⼤松 広島市⻄区中広町３－１３－８ 082-961-6074

有限会社バンカラ 広島市⻄区南観⾳３－２－１０ 082-503-1200

有限会社ホンダ・スポット・ステージ
ワン 広島市中区吉島東１－１２－１８ 082-242-8191

株式会社スペックエンジニアリング 広島市中区光南５－３－１２ 082-543-6377

株式会社ライダーズショップ広島 広島市中区広瀬北町８－１１ 082-291-2761

スペシャルパーツ忠男広島 広島市中区昭和町１１－１４ 082-241-1550

株式会社⼰斐オートバイセンター⽩島
店 広島市中区⽩島九軒町７－１５ 082-511-7887

株式会社 ＤＵＯ ＣＹＣＬＥ 広島市中区富⼠⾒町１５－１９－１
Ｆ 082-249-3030



ＲＩＳＥ 広島市中区宝町８－１０ 宝町ビル
１Ｆ 082-569-9775

旭技研サービス 広島市東区⼾坂出江１－２－１ 082-220-1829

バイクショップフォレスト 広島市東区⼾坂中町２－２２－１０
１ 082-220-3337

株式会社⼩笠原オートショップ 広島市南区元宇品町４－１１ 082-250-6199

ＯＨ︕バイク直販センター Ｏ・Ｈ・
Ｖ 広島市南区元宇品町４－１１ 082-569-8039

株式会社広島オートバイ販売出汐店 広島市南区出汐１－１５－５ 082-255-3031

ドゥカティ広島 広島市南区仁保新町２－２－２２ 082-510-2790

株式会社ＨＡＳＥＣ 広島市南区⼤州３－９－１７ 082-285-6240

バイク社 広島市南区⼤州４－１２－１０ 082-236-7392

バイク王広島第2ショールーム 広島市南区東雲３－５－２１ 082-510-4050

⼩笠原オートショップ 東雲店 広島市南区東雲本町１－１６－１０ 082-283-1189

有限会社中野輪業 三原市⽷崎２－１１－１１ 0848-62-2463

有限会社下宮 三原市中之町１－２２－１ 0848-62-7018

Best Street 三原市本郷町船⽊２５４９－３ 0848-86-2410

株式会社バイクハウスてらそ 三次市畠敷町９４５－１ 0824-62-1715

有限会社ワンダーランド 世羅郡世羅町本郷１３２１－１ 0847-22-4462

ホンダウイング⼤⽵ ⼤⽵市油⾒３－１２－１６ 0827-53-5608

株式会社バイクセンター広⼤ 東広島市⻄条下⾒５－１０－１２ 082-423-1236



カワサキプラザ東広島 東広島市⻄条下⾒５丁⽬１０－１２ 082-430-8123

ホンダドリーム東広島 東広島市⻄条下⾒６－１０－１１ 082-422-8570

有限会社バイクショップ神⽥ 東広島市⻄条中央３－９－１３ 082-422-2944

株式会社バイクピット東広島 東広島市⻄条町寺家６７１３－１ 082-422-6060

ハーレーダビットソン東広島 東広島市⻄条⼟与丸２－５－１８ 082-423-9981

株式会社⼰斐オートバイセンター廿⽇
市店 廿⽇市市住吉１－２－５５ 0829-32-5644

株式会社バイクステーション尾道 尾道市⾼須町５１２９ 0848-47-0819

ＹＳＰ福⼭ 福⼭市引野町５－２６－３ 084-941-2526

２４Ｇａｒａｇｅ 福⼭市駅家町近⽥１５２ 084-976-0024

ＳＢＳ松永 福⼭市宮前町１－５－１１ 084-934-7208

バイクショップまえだ 福⼭市今津町３－３－９ 084-934-3831

有限会社うず潮レーシング福⼭ 福⼭市⼿城町１－１－５ 084-924-2935

宮⽥サイクル 福⼭市春⽇町２－６－１６ 084-943-8925

ＯＮ＆ＯＦＦ ＭＯＴＯ ＷＯＲＫＳ 福⼭市松永町４－１４－１８ 084-934-3984

RASH CUSTOMS 福⼭市⼤⾨町４－１７－７ 084-945-0205

モトボックスクラブ 福⼭市明神町２－１０－１５ 084-927-7576

ハーレーダビッドソン バルコム福⼭ 福⼭市明神町２－１８－２ 084-945-0780


