
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

神奈川県
※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。

RCエレファンテ 愛甲郡愛川町中津１５１－７ 046-400-5081

Ｐａｓｔｉｍｅ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 愛甲郡愛川町中津３３１６－１ 046-281-7021

バイクショップアイル 愛甲郡愛川町中津４８１３－１ ア
イルビル１Ｆ 046-286-3751

有限会社単⾞屋トム 愛甲郡愛川町⽥代２０３０－３ 046-280-6803

バイク王 綾瀬店 綾瀬市上⼟棚中３丁⽬１－２ 0467-38-4459

ＴＲＥＥ ＭＯＴＯＲ ＣＹＣＬＥ 綾瀬市深⾕中３－１４－２６ 0467-84-8057

パーツショップ ピープル 伊勢原市伊勢原３－２－１ 0463-94-8241

バイクショップバブル 伊勢原市下平間５０ 0463-97-6040

サーティーセカンド 伊勢原市⾼森１１６９ 0463-51-6196

有限会社オートハウス 横須賀市浦賀１－１２－１７ 046-844-3717

有限会社M'S ガレージセブンハンド
レッド 横須賀市久⾥浜８－５－４ 046-845-4477

株式会社マックス 横須賀市佐原５－２１－５ 046-834-5661

オートマックス湘南南 横須賀市⻑坂２－１１－７ 046-856-0200

有限会社栄モーター商会 横須賀市武１－２０－１０ 046-857-5758

有限会社松崎モータース 横浜市旭区さちが丘２－１貞⽅ビル
１Ｆ 045-365-5011

販売店 住所 電話番号



モトフィールド ドッカーズ 横浜（Ｍ
ＦＤ横浜） 横浜市旭区⻄川島町１－４ 045-372-3660

株式会社スプラウト 横浜市旭区都岡町３－１ 045-955-2051

株式会社野⼝ 横浜市旭区東希望が丘１８８ 045-363-5111

有限会社イージートレーディング（ラ
ボラトリー） 横浜市旭区南本宿町２４－１ 045-352-6121

GRAND LINE 横浜店 横浜市磯⼦区杉⽥５丁⽬５－３ 045-771-0988

ＯＡＳＩＳ ＭＯＴＯ ＦＡＣＴＯＲＹ 横浜市磯⼦区中原１－５－４ 045-774-2420

株式会社シンワコーポレーション 横浜市磯⼦区東町１２－３エヌワン
ビル１ 045-374-4881

有限会社アクセス 横浜市栄区笠間３－１７－３ 045-891-5777

バイク王 横浜上郷店 横浜市栄区上郷町１５２－１ 045-897-5977

株式会社リリカ 横浜市栄区⽥⾕町６３９－５ 045-852-1220

株式会社パインバレー 横浜市⾦沢区幸浦１－１５－２６パ
インバレービル１Ｆ 045-309-6320

株式会社イーグルスター 横浜市⾦沢区幸浦２－２１－２ 045-374-5366

バイクセンター ⼾塚 横浜市⼾塚区影取町１３５－４ 045-851-8198

カーサ・デ・プラノ 横浜市⼾塚区影取町１７６ 045-443-5505

株式会社ＬＥＯＮ ＹＯＫＯＨＡＭＡ 横浜市⼾塚区原宿２－１４－１ 045-858-5081

Ｆｉｎｅ 横浜市⼾塚区原宿３－３４－８ 045-350-2158

ハーレーダビッドソン横浜⼾塚 横浜市⼾塚区⼾塚町３１５３－５３ 045-443-8019

ドゥカティ横浜 横浜市⼾塚区⼾塚町３１５５－１ 045-869-5239



有限会社アルファスリー 横浜市⼾塚区⼾塚町４６３５ 045-861-3161

有限会社 鈴⽊商会 横浜市⼾塚区⼾塚町４９１５－３ 045-881-3151

KSM株式会社 横浜市⼾塚区平⼾町３１３ 045-829-0207

ホンダドリーム横浜上⼤岡 横浜市港南区最⼾１－１６－２７ 045-315-1313

ホンダウイング横浜上⼤岡 横浜市港南区上⼤岡⻄１－２－３ 045-845-2002

オートボーイ 港南店 横浜市港南区⽇野２－１－９ 045-845-3171

バイク王 新横浜店 横浜市港北区菊名７－９－２５ 
（ナップス隣り） 045-716-9819

ホンダバイクス綱島 横浜市港北区樽町２－７－２１－２
０１ 045-859-9661

株式会社モト・ワールド 横浜市港北区⿃⼭町１２８３ 045-472-6741

2輪の店よしい 横浜市港北区⽇吉７丁⽬３－１７ 045-563-0360

ＳＢＳ港北スズキ 横浜市港北区⽇吉本町４－２７－７
６ 045-561-8065

ＫʻｓＢ （ケイ・ズ・ビー） 横浜市神奈川区新⼦安２－２－２６ 045-401-8885

株式会社円 横浜市神奈川区⼊江１－７－１８ 045-520-3280

三恵商事有限会社 ばいく屋ｔｏｍｂｏ
ｙ 横浜店 横浜市神奈川区六⾓橋２－３４－８ 045-568-1977

RAVEN株式会社 整備部Ｍoto/Car 横浜市瀬⾕区阿久和南４－１２－２ 045-442-5590

オートショップ みながわ 横浜市瀬⾕区瀬⾕３－８－３１ 045-301-0151

ポイントワン 横浜市⻄区中央２－４０－２ 045-314-5080

株式会社シックス 横浜市⻄区平沼１－４－２４－１Ｆ 045-620-5978



有限会社 ⼤越サイクル 横浜市⻘葉区あざみ野４－３６－１ 045-901-8558

バイクショップループ ２４６荏⽥店 横浜市⻘葉区荏⽥⻄１－１－５ 045-532-8520

ＧｏｏＢ 横浜市⻘葉区荏⽥町１２８ 045-777-9580

ユーメディア横浜⻘葉 横浜市⻘葉区荏⽥町３４４－１ 045-913-8100

バイクウォーカー 横浜市⻘葉区美しが丘４－２７－２ 045-777-9131

横浜スライダーサイクルズ 横浜市泉区上飯⽥町２８３４ 045-806-7575

株式会社フラッシュポイント KMD
YokohamaBase （ケイエムディ） 横浜市泉区中⽥北２－４－４３ 045-803-0777

テイクアウト 横浜市泉区中⽥北２－４－４３－２
Ｆ 045-803-7270

ユーメディア横浜新⼭下 横浜市中区新⼭下１－１７－３９ 045-628-0070

（株）エム・エム・エス 横浜市中区⻑者町４－１０－６ 045-664-3751

株式会社 Ｌ２ 横浜市鶴⾒区下末吉３－５－１９ 045-583-7750

有限会社スタイルカーズ 横浜市鶴⾒区駒岡１－２８－４４ 045-580-5475

スキャン株式会社 横浜市鶴⾒区駒岡３－２８－１５ 045-573-6112

株式会社⼀国 横浜市鶴⾒区⽣⻨５－１２－１４ 045-342-5438

株式会社エス・エム・エス 横浜市鶴⾒区北寺尾１－９－３１ 045-575-3369

ＰＬＡＺＡ ＴＷＯ＆ＦＯＵＲ 有限会
社志村廣商 横浜市都筑区荏⽥南４－１－９ 045-942-2400

トライアンフ横浜港北 （株）光岡⾃動
⾞

横浜市都筑区茅ケ崎南５－１－３３
－１Ｆ 045-948-6644

合同会社アルファ 横浜市都筑区⽜久保町１９２１－３ 045-507-6300



川和モーターサイクル 横浜市都筑区川和町９６４－８ 045-500-9532

有限会社オートクラブ横浜 横浜市都筑区早渕１－１６－７ 045-590-0300

Motorrad Kohoku（モトラッド港北） 横浜市都筑区早渕２－１－２９ 045-595-1220

株式会社SEVEN STARS 横浜市都筑区⼤丸４－２７ 045-500-9715

UN-ON 横浜市都筑区池辺町３４５２ 045-532-9267

株式会社クールマン 横浜市都筑区池辺町３９８９ 045-482-6543

エムズガレリ 横浜市都筑区仲町台５－２－１１ 
グリーンヒルズ１Ｆ 045-509-1729

有限会社プレイン 横浜市都筑区⻑坂１－２０ ナ
テュール平台 045-944-0933

株式会社⼩川プロモーション 横浜市都筑区⻑坂１－４１ 045-942-8770

セラビィ スポーツブース 横浜市都筑区⻑坂１－４１ 045-942-9599

株式会社ＰＢテクノロジー 横浜市都筑区⻑坂２－４ 045-948-5337

（有）アールエスパドック 横浜市都筑区東⼭⽥町８９４ 045-592-7535

⼆輪館 横浜市南区永⽥北３－３２－７ 045-721-8190

（株）ＲＳ・マキ 横浜市保⼟ケ⾕区常盤台５０－２ 045-336-0533

ＭＶアグスタ横浜 横浜市保⼟ヶ⾕区保⼟ヶ⾕町１－９
８ 045-722-8020

バイク⼯房 すてぃーらー 横浜市保⼟ケ⾕区峰岡町１－３－７ 045-342-1337

ＳＴ１ 横浜市保⼟ケ⾕区和⽥１丁⽬２０－
２２ 045-465-6171

有限会社シフトアップ 横浜市緑区鴨居４－５４－２４ コ
スモ鴨居１Ｆ 045-931-3633



バイクセンター 横浜 横浜市緑区中⼭６－１－１ 045-938-0819

キズキ東名横浜／ドゥカティ東名横浜 横浜市緑区⻑津⽥町５７９９ 045-924-4401

スマイルカンパニー 茅ヶ崎市芹沢５４５０－２３ 0467-80-2657

株式会社梅⽥モータース(アドベン
チャー） 茅ヶ崎市今宿９１６ 0467-88-1399

ハーレー中古⾞センター 茅ヶ崎市今宿９６４ 0467-57-3980

トライアンフ茅ケ崎 茅ヶ崎市中島２５５ 0467-84-4500

ハーレーダビッドソン湘南 茅ヶ崎市中島２５５ 0467-86-8000

ユーメディア湘南 茅ヶ崎市中島２５５ 0467-83-9000

ユーメディア湘南バイクモール 茅ヶ崎市中島２５５ 0467-83-9000

ユーメディア湘南スクーター別館 茅ヶ崎市萩園１２７０－３５ 0467-40-5980

J-DEPOT 株式会社ブルージーストー
ム 茅ヶ崎市本宿町２－６ 0467-39-6913

バイクセンター 茅ヶ崎 茅ヶ崎市本村４－１９－５０ 0467-52-1819

⻘⽊輪業 厚⽊店 厚⽊市愛甲東３－１－２０ 046-228-2949

タートルガレージ 厚⽊市岡⽥１－３－１ 046-212-2010

ユーメディア厚⽊ 厚⽊市恩名１－１０－１ 046-225-1710

モトショップラング 厚⽊市下荻野５１８－４ 046-291-1414

有限会社プロショップ・ワダ 厚⽊市⾦⽥３９４－１ 046-221-1119

ＳＳ ＴＩＧＲＥ 厚⽊市⼭際６１７－１ １Ｆ 046-258-6819



湘南輪業 ⾼座郡寒川町⼤曲４－６－３ 046-750-0663

ACE BIKE 座間市ひばりが丘５丁⽬１８－１５ 046-208-1488

オートハウス三浦 三浦市初声町下宮⽥１０５０－５ 046-888-4951

株式会社 ＣＡＲＲＯＺＺＡ（⼆輪） 三浦市南下浦町上宮⽥３１９６ 0468-97-5173

ＳＬＯＷ ＬＩＦＥ ⼩⽥原市下⼤井３９８－６ 0465-46-6120

NO Motorcycles ⼩⽥原市中新⽥２８２ 0465-25-3812

ユーメディア⼩⽥原 ⼩⽥原市浜町１－４－２３ 0465-21-0099

Ｓｏｉｌ Ｍａｇｉｃ 神奈川県横浜市⻘葉区鉄町５７４－
１ 045-532-9197

株式会社ホークスビーク 神奈川県座間市緑ケ丘６－１－３ 046-215-0716

（有）Ｇａｒａｇｅ ＤＥＮ 秦野市曲松２－５－３ 0463-89-6007

有限会社オートセンター湘南 秦野市松原町４－３ 0463-88-6663

バイク王 秦野店 秦野市落合３７５－１ 0463-20-8190

モーターサイクルディーラーミッツ・
ハー 川崎市宮前区⻄野川２－３７－１１ 044-863-8169

株式会社ＭＵＳＡＳＨＩ 川崎市宮前区潮⾒台９－４ 044-976-5603

ｄｂ－ＴＥＣＨ 川崎市宮前区東有⾺３－１５－４プ
リメーラ鷺沼Ｂ１０４ 044-861-1907

ＫＴＭ川崎中央 川崎市宮前区平２－３－６ 044-948-7316

株式会社 ⼭儀 川崎市宮前区野川本町１－５－４１ 044-820-6271

ユーメディア川崎 川崎市幸区南加瀬５－４－１ 044-599-8900



有限会社⽇吉ホンダモーター 川崎市⾼津区梶ケ⾕２－３－１ メ
ゾン梶ヶ⾕１Ｆ 044-888-9395

ＡＲＭＳ 川崎市⾼津区久地４－２６－４３ 044-850-3450

ミサイルファクトリー 川崎市⾼津区千年６７０ 044-766-7444

有限会社誉ファクトリー 川崎市川崎区榎町７－３－１Ｆ 044-589-8198

オーバーラップ 株式会社 川崎市川崎区鋼管通り４－１－１９ 044-333-6819

ミッドスタイル 川崎市多摩区宿河原１－１－３６ク
レール１Ｆ 044-933-0761

株式会社ｔｒｅａｔ(⽣⽥店） 川崎市多摩区⽣⽥８－１７－１０ 
サンパレス⽣⽥ 044-931-2102

有限会社オートショップホンマ 川崎市多摩区⻑尾５－１９－１０ 044-922-2121

ＹＳＰ 川崎中央 本店 川崎市中原区井⽥中ノ町１７－１９ 044-755-1141

エムズファクトリー㈲ロデオ・ドライ
ブ 川崎市中原区井⽥中ノ町４３－３ 044-750-1515

ホンダドリーム川崎中原 川崎市中原区上平間１７００ー２９
１ 044-555-2222

バイクセンター 川崎 川崎市中原区中丸⼦３６３－１ 044-434-2911

Ｇ－ＬＡＤＤＥＲ 川崎市中原区⽊⽉１－１－１５ 044-750-0823

株式会社ワイ・エス・ピー・ツー
ティー 川崎市中原区⽊⽉４－２９－１０ 044-411-0819

（有）クラスフォーエンジニアリング 川崎市⿇⽣区岡上２－１７－１７ 044-989-4740

ＯＵＴＬＥＴ ＲＩＤＥ（アウトレット
ライド） 川崎市⿇⽣区東百合丘４－１－３４ 044-379-5178

⽟川ホンダ販売株式会社 川崎市⿇⽣区万福寺６－２－１８ 044-953-3088

バイクショップ⼆輪⼯房 相模原市中央区⽔郷⽥名４－２－１
８ 042-866-4896



ユーメディア橋本 相模原市中央区清新４－３－１５ 042-700-0380

モトラッド相模原 相模原市中央区相模原６－２５－５ 042-704-6430

有限会社スナップリング トライアン
フ相模原 相模原市中央区中央４－５－２ 042-759-0070

リバースオート相模原 相模原市中央区⽥名４１４７－２ 042-764-0170

株式会社リ・バース 相模原市中央区⽥名塩⽥１－２－１
０ 042-711-9518

ホンダドリーム相模原 相模原市中央区富⼠⾒２－８－６ 042-730-5380

株式会社 カワサキ相模販売 相模原市南区旭町１１－７ 042-748-9316

ユーメディア相模原 相模原市南区鵜野森１－９－１５ 042-766-8210

有限会社モトフット 相模原市南区若松２－１９－５ 042-740-2266

バイク王 相模⼤野店 相模原市南区上鶴間本町９－４６－
１７ 042-701-8190

ハーレーダビッドソン相模原 相模原市南区相模⼤野１－３５－２ 042-701-9950

株式会社シーアールガレージ 相模原市緑区橋本２－２１－２ 042-772-3118

アクロ・デザイン・ワークス 相模原市緑区三井１０９０－１ 042-785-6122

株式会社クリスタルコーポレーション ⼤和市下鶴間２－１１－８ 046-260-8000

シンセリティワークス ⼤和市下鶴間２７２７－２ 046-204-8056

ＲＯＳＹ ⼤和市下鶴間２７８２ 046-278-1780

ＫＩＷＡＭＥ ＡＵＴＯ ⼤和市上和⽥１０２９ 046-204-8232

⻑後モータース 桜ヶ丘店 ⼤和市上和⽥９６６－１ 046-268-3552



ＲＵＬＥ︕︕ＭＯＴＯ ⼤和市⼤和東３－１５－５ 046-204-6668

ｖｏｌｔｏ 中郡⼆宮町中⾥１０１３－５ 0463-73-5417

株式会社Ｅｉｇｈｔ Ｍｏｔｏｒ Ｃｙ
ｃｌｅ 中郡⼆宮町⼆宮２６６－４ 0463-57-8282

有限会社ＧＡＮＺ 藤沢市円⾏１８６９ 0466-44-0600

T-one合同会社（Ｍｏｔｏ ＡＬＥＸ） 藤沢市遠藤２０１８－１ 0466-53-8256

株式会社オートワークス 藤沢市葛原３９３ 0466-53-8988

原付市場 藤沢市宮原３６３２－１ 0466-52-4600

有限会社⻑後モータース 藤沢市⾼倉５４５－７ 0466-44-7459

有限会社サンコーカワサキ 藤沢市⾼倉６７９－１ 0466-46-4489

ＥＳ Ｂｉｋｅ 藤沢市辻堂５－２０－１９ 0466-90-5019

トップクルーズ株式会社 藤沢市辻堂新町３－８－２６ 0466-20-1981

ＥＳ ＭＯＴＯＲ【イーエスモー
ター】 藤沢市⼟棚６７２－５ 0466-90-4797

バイク王 藤沢店 藤沢市柄沢１－１－１ 0466-21-8045

MotoTOPICS モトトピックス 藤沢市⽤⽥６３５ 045-900-8433

ユーメディア藤沢 藤沢市⽴⽯２－１－１ 0466-81-1001

株式会社インパクト 藤沢市獺郷１２９９－１ 0466-49-5656

ヤマハアドバンスディーラー ワイ
ザックス

平塚市紅⾕町２－１５ カマヤビル
１階 0463-21-5030

ＴＭ︓Ｓ 平塚市四之宮３－２１－１ 0463-51-1819



ＫＴＳ湘南 平塚市天沼１－３６ 0463-23-8766

バイク王 厚⽊店 平塚市⽥村４－１４－４７ 0463-20-8406

バイク王 平塚店 平塚市⽥村５－４－２１ 0463-54-8190

オートショップサザンクロス 平塚市⽼松町５－１３ 0463-86-7275


