
ショップ 住所 電話番号 ホームページ
和歌山　
紀南テック 和歌山県新宮市下田3丁目1-1 0735-28-3500
滋賀　
４WD Project 滋賀県近江八幡市音羽町100 0748-34-7500 http://www.4wdproject.com/
MORIDRIVE 滋賀県大津市北比良62-7 077-596-1187
オートライフ羽野 滋賀県野洲市野洲1463−1 077-587-4870 http://www.autolife-hano.com/
ジーク 滋賀県東近江市蛇溝町1118-1 0748-22-2003 https://www.ziek-power.jp/
ベネフィット 滋賀県野洲市小篠原1155 077-586-7598 http://e-benefit.info/
奈良　
Kansaiサービス  奈良県奈良市小倉町1080 0743-84-0126 https://www.kansaisv.co.jp/
Gloss Factory 奈良県磯城郡田原本町大網207-7 0744-33-9302 http://www.gloss-factory.com/
ジュピターネットカーガレージ 奈良県大和郡山市小泉町2763−1 0743-20-4000 http://jupiter-net.net/
ゼロファイターオートカスタム 奈良県桜井市大字芝911−1 0744-42-9989 http://www.zerofighter555.com/
ナカムラレーシングファクトリー 奈良県宇陀市大宇陀拾生11-8 0745-83-2125 http://www.tifaria.com/
京都　
４Room 京都府京都市伏見区久我石原町3-10 075-921-0866 http://www.4rooms.jp/
RB Works 京都府京都市南区久世殿城町316−2 075-921-8517 http://rbworks.fool.jp/
オートクロス 京都府八幡市下奈良中ノ坪9-1 075-972-1522 http://www.autocross.co.jp/
レソルテオートサービス 京都府八幡市下奈良名越18番3 075-972-2535 https://www.resorte.jp/
大阪　
e'Tune合同会社 大阪府摂津市新在家2-29-2 06-6349-7075 https://e-tune.co.jp/
Glück 大阪府守口市南寺方東通5-10-5+ 080-3660-0300
K2GEAR 大阪府大阪市城東区今福東3-7-4 06-6932-7772 http://www.k2k2.jp/
Kunimatu Auto Labo 大阪府茨木市野々宮2-11-20 072-638-7822 http://www.auto-labo.net/
M-style 大阪府摂津市鳥飼上３丁目20番46号 072-654-6386 https://www.m-style-japan.co.jp/
威風 大阪府松原市天美我堂1-52-1 072-335-0999 http://www.ifuu-car.net/
オートエンジニアリング 大阪府堺市西区鳳北町10-1 072-263-1551 https://www.auto-eng.com/
カーサポート エダサキ 大阪府摂津市新在家2丁目29-2 06-6827-2781
ガレージアオヤマ 大阪府柏原市大字青谷1956-7 072-977-5854 http://www.garage-aoyama.com/
グラック 大阪府東大阪市菱江3-16-17 0729-63-8838 http://www.gluck.asia/
ケイアイファクトリー 大阪府貝塚市王子1013-1 072-425-0567 https://www.kifactory.jp/
近藤エンジニアリング 大阪府和泉市上代町147-1 0725-24-0516 http://kondoengineering.com/
シグナル 大阪府箕面市粟生新家2丁目6-8 072-727-7123 http://www.signalauto.co.jp/index.html
ダイエーモータース 大阪府摂津市新在家2-11-5 072-654-9512 http://daie-motors.com/
タック 大阪府羽曳野市西浦2-1957-4 072-957-2211 http://www.jimkentac.com/
ティーヴァ 大阪府大阪市大正区南恩加島5-9-7 06-7506-7183 http://diva-osaka.jp/
デューポイント 大阪府堺市南区小代71ｰ10 072-291-1300 http://www.dewpoint.tank.jp/
トータルカーサポートKIYOHARA 大阪府豊能郡能勢町柏原96-1 072-734-2166 http://www.tcs-kiyohara.com/
トレーシースポーツ 大阪府摂津市鳥飼本町1丁目12-14 072-654-9424 http://www.tracysports.net/
パワースポーツ 大阪府八尾市空港１-172-4 072-924-6010 http://www.powersports.jp/
ビーウエスト 大阪府堺市堺区出島海岸通4丁7-39 072-276-4281 http://www.bai-westco.com/
フィアスレーシング 大阪府豊中市曽根南町3-19-17 06-6864-1070 https://fierce-racing.jp/index.html
プロテオエンジニアリング 大阪府豊中市走井2-14-7 06-4865-3711
有限会社ユニコルセエンジニアリング 大阪府豊中市勝部1-1-46-102 06-4865-4774 https://www.unicorse.co.jp/
レーシングファクトリーＶＡＲＯＮ 大阪府大阪市福島区吉野4-27-13 06-6461-5885
ワールドコーポレーション 大阪府堺市北区中村町753-1 072-254-0457 http://www.worldcorp.jp/ec/html/
兵庫　
BASIS 兵庫県宝塚市山本丸橋4丁目79−1 0797-20-1190 http://basis.vc/
Kai power 兵庫県加東市平木 1257 - 2 0795-45-1286 https://www.kaipower.net/
RAT SPORTS 兵庫県姫路市広畑区鶴町1-9 079-238-5608 http://rat-sports.jp/main/
Wish 兵庫県伊丹市北園1丁目21-8 072-744-6005 http://www.wish-r.com/
株式会社アライズ 兵庫県姫路市広畑区西夢前台6-5 079-228-2925 http://www.arise-sports.com/
稲継エンジニアリング 兵庫県加西市桑原田町509-2 0790-49-8020 http://1729eng.com/
エクスプレッション 兵庫県川西市出在家町14-14 072-764-8600 http://www.e-exp.jp/
エヌケイ カンパニー 兵庫県明石市魚住町中尾405−1 078-946-2003 http://www.nk-company.jp/
オートテクニカルショップ ラリー 兵庫県たつの市誉田町下沖70−1 0791-72-9877 https://atsrally.com/
ジースペック 兵庫県伊丹市南本町6-3-26 072-787-6760 http://www.eonet.ne.jp/~zspec/
シュースポーツ 兵庫県西宮市荒木町8−20 0798-67-9207 http://syu-sports.com/
スーパープライベート 兵庫県加古川市加古川町木村246-4 079-421-0036 http://spr-ap.sakura.ne.jp/
ドッグファイトプロ 兵庫県多可郡多可町中区森本64-3 0795-32-2348 http://dogfightpro.com/
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ブイファクトリー 兵庫県小野市市場町131−1 0794-64-2231 http://www.vfactory-net.jp/
ラボ テクニカルサービス 兵庫県神戸市西区宮下1丁目2-8 078-920-0678 http://www.labo-technical.com/

KAAZ製品取扱店 近畿②


