
ドライブレコーダー　割引店舗一覧

事業者 店舗 事業実施店舗住所 電話番号

イエローハット鳥取店 鳥取市古海字西加路田５７７ 0857-26-1681

イエローハット倉吉店 倉吉市河北町７７ 0858-48-1681

イエローハット米子店 米子市両三柳２６６－２ 0859-35-9288

イエローハット米子淀江店 米子市淀江町佐陀６９８番１ 0859-56-1066

イエローハット伯耆店 西伯郡伯耆町大殿字内田９７７番地１ 0859-59-0002

ＴＲＥＡＳＵＲＥ株式会社 ＴＲＥＡＳＵＲＥ株式会社 鳥取市興南町４５番地 0857-50-0250

タイヤ館とっとりバイパス店 鳥取市南隈１５６番地１ 0857-31-2127

タイヤ館とっとり興南店 鳥取市興南町１２７番地１ 0857-27-4375

有限会社吉田自動車 有限会社吉田自動車 鳥取市国府町広西２７５番地２ 0857-29-0581

有限会社戸崎モータース 有限会社戸崎モータース 倉吉市東昭和町１８０番地 0858-22-6181

株式会社赤碕オート 株式会社赤碕オート 東伯郡琴浦町赤碕１１１４－１ 0858-55-2318

ＬＡＩＤ　ＢＡＣＫ合同会社 ＬＡＩＤ　ＢＡＣＫ合同会社 鳥取市千代水四丁目７０ 0857-30-5290

有限会社廣戸自動車 有限会社廣戸自動車 倉吉市清谷町二丁目６６番地 0858-48-1155

吉村産業株式会社 吉村産業株式会社 倉吉市和田２７１番地１ 0858-22-0809

株式会社三広自動車整備工場 株式会社三広自動車整備工場 鳥取市吉成７７０番地１３ 0857-53-2155

スズキアリーナ丸山 鳥取市丸山町２６６－８ 0857-37-0055

U’s STATION丸山 鳥取市丸山町２６５－２ 0857-25-5454

スズキアリーナ河北／U’s STATION河北 倉吉市河北町１０５ 0858-26-2811

東伯店 東伯郡琴浦町徳万７４３－１ 0858-52-3211

スズキアリーナ米子／U’s STATION米子 米子市吉岡１４０ 0859-27-0931

株式会社スズキ自販鳥取スズキアリーナ米子中央 米子市東福原２丁目１８－４９ 0859-22-0311

合同会社カーワーク 合同会社カーワーク 倉吉市福庭町二丁目５３番地 0858-27-5350

鳥取本社店 鳥取市千代水４丁目７番地 0857-28-6111

倉吉店 倉吉市福庭町１丁目２９３番地 0858-26-2341

米子店 米子市東福原１丁目３番１７号 0859-33-2341

米子二本木店 米子市二本木７１４番地５ 0859-27-0321

鳥取店 鳥取市安長８５０ 0857-23-6161

倉吉店 倉吉市清谷町１５１１ 0858-26-1551

米子店 米子市東福原１丁目１－９ 0859-33-8211

アネックス二本木 米子市二本木１０２５ 0859-27-5811

有限会社タニモト自動車 有限会社タニモト自動車 倉吉市福吉町２丁目１６９７－５ 0858-23-5555

中央自動車センター 倉吉市横田１５０ 0858-28-3221

三朝自動車事業所 東伯郡三朝町本泉３７１ 0858-43-1831

湯梨浜自動車センター 東伯郡湯梨浜町田後４９４－１ 0858-27-0866

北栄自動車センター 東伯郡北栄町由良宿５６１ 0858-49-1169

琴浦自動車センター 東伯郡琴浦町徳万５５８－１ 0858-53-1623

赤碕自動車事業所 東伯郡琴浦町赤碕１９１９ 0858-55-1411

米子農機自動車センター 米子市二本木１１１２－１０ 0859-30-2225

境港農機自動車センター 境港市佐斐神町５０ 0859-45-4490

南部農機自動車センター 西伯郡南部町天萬２０３１ 0859-64-3400

汗入農機自動車センター 西伯郡大山町富長４７８－３ 0859-54-2851

中山農機自動車センター 西伯郡大山町塩津３４２ 0859-58-2876

日南農機自動車センター 日野郡日南町霞７７９ 0859-82-1228

日野農機自動車センター 日野郡江府町佐川１５７－４ 0859-75-2356

鳥取五反田店 鳥取市五反田町３番地 0857-31-1340

倉吉田後店 東伯郡湯梨浜町田後４９４－１ 0858-26-9505

米子二本木店 米子市二本木１１１２－１０ 0859-27-2153

鳥取店 鳥取市天神町３ 0857-23-4151

千代水店 鳥取市千代水2丁目１５ 0857-31-1555

倉吉店 倉吉市海田東町４１５ 0858-26-1511

米子店 米子市東福原２丁目１ー２２ 0859-34-7331

米子東店 米子市二本木４９５－２ 0859-27-4151

レクサス鳥取 鳥取市天神町２８－１ 0857-25-3070

有限会社上網モータース 有限会社上網モータース 鳥取市商栄町２０１番地の１ 0857-22-2901

本社 米子市東福原２丁目１番６３号 0859-24-2211

境港営業所 境港市上道町１９８９ 0859-44-0031

カーフレシュセンター 米子市両三柳１８１－１ 0859-33-3366

森下ホンダ販売有限会社 Honda Cars 米子東 米子市淀江町西原１３０３ 0859-56-2146

株式会社山陰イエローハット

株式会社ＪＡ中央サービス

鳥取トヨペット株式会社

日産プリンス鳥取販売株式会社

株式会社スズキ自販鳥取

鳥取西部農業協同組合

有限会社タイヤステーションダブリュー

株式会社米子マツダ

鳥取トヨタ自動車株式会社

日本海三菱自動車販売株式会社
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ドライブレコーダー　割引店舗一覧

事業者 店舗 事業実施店舗住所 電話番号

米子日野橋店 米子市吉岡１０５－３ 0859-27-2525

境港店 境港市外江町２３４６ 0859-44-3201

倉吉店 東伯郡湯梨浜町田後６１９ 0858-35-2521

鳥取安長店 鳥取市安長１４４ 0857-28-2828

鳥取駅南店 鳥取市興南町４９ 0857-23-3331

有限会社本田モータース 有限会社本田モータース 東伯郡三朝町今泉１０６８－２ 0858-43-0303

有限会社スズキ興南販売 有限会社スズキ興南販売 鳥取市興南町５９番地 0857-24-2521

株式会社ＳＰＩＮＤＬＥ 株式会社ＳＰＩＮＤＬＥ 倉吉市上井町２丁目７－７ 0858-24-6030

野口商会有限会社 野口商会有限会社 西伯郡大山町末吉４０５－１ 0859-53-3033

広栄町整備工場 倉吉市広栄町７４１－１０ 0858-22-1354

河北整備工場 倉吉市河北町１６０ 0858-26-6411

智頭整備工場 八頭郡智頭町市瀬１５４２ 0858-75-0500

米子整備工場 米子市西福原５丁目８－１５ 0859-21-5225

東郷給油所 東伯郡湯梨浜町龍島４７２－１ 0858-32-0917

由良給油所 東伯郡北栄町六尾２１７－２ 0858-37-5777

合同会社江府自動車 合同会社江府自動車 日野郡江府町武庫１２００－７ 0859-72-3315

オートバックス鳥取北 鳥取市緑ヶ丘３丁目２１－７６ 0857-29-0104

オートバックス鳥取南店 鳥取市吉方１４４－７ 0857-27-1820

オートバックス倉吉店 倉吉市福庭町２－６０ 0858-27-6050

オートバックス東米子店 米子市両三柳１７－３２６ 0859-29-8801

ホンダカーズ山陰中央米子車尾店 米子市車尾３－３－５８ 0859-22-9246

ホンダカーズ山陰中央鳥取桜ヶ丘店 鳥取市正連寺１０５－２ 0857-23-1871

ホンダカーズ山陰中央鳥取安長店 鳥取市商栄町２５４ 0857-29-0178

ホンダカーズ山陰中央倉吉河北店 倉吉市海田西町１丁目１３７ 0858-26-1331

ホンダカーズ山陰中央伯耆店 西伯郡伯耆町大殿６１９－１ 0859-68-3237

ホンダカーズ山陰中央米子431店 米子市両三柳３０３９－１ 0859-34-6621

ホンダカーズ山陰中央米子181店 米子市道笑町４－９７－１ 0859-36-0181

ホンダカーズ山陰中央オートテラス鳥取 鳥取市安長２９５－２ 0857-27-6611

有限会社三星自動車工場 有限会社三星自動車工場 鳥取市青谷町青谷４４３番地５ 0857-85-0356

株式会社ケイハピネス 株式会社ケイハピネス 鳥取市安長８０番地１ 0857-30-6877

ネットワーク鳥取 ネットワーク鳥取 鳥取市南隈７１１ 0857-32-1888

株式会社ユーネット 株式会社ユーネット 倉吉市清谷町１丁目５６番地 0858-48-1615

鳥取三菱自動車　鳥取松並店 鳥取市松並町二丁目３１７番地 0857-22-5175

鳥取三菱自動車　クリーンカーとっとり 鳥取市湖山町東三丁目６番地 0857-32-2311

鳥取三菱自動車　倉吉八屋店 倉吉市八屋２５０番地１ 0858-26-1451

株式会社きたむら自動車整備工場 株式会社きたむら自動車整備工場 鳥取市湖山町東５丁目３６８番地 0857-30-7272

八東自動車株式会社 八東自動車株式会社 八頭郡八頭町重枝１２８番地３ 0858-84-2231

米子店 米子市東福原２丁目１９－５８ 0859-33-8111

鳥取店 鳥取市安長１９８ 0857-23-6111

桜ヶ丘店 鳥取市正連寺４５－１０ 0857-25-0111

倉吉店 倉吉市清谷町２丁目９９ 0858-27-6111

境港店 境港市蓮池町５９－４ 0859-42-6111

筧サービス 筧サービス 八頭郡若桜町大字大炊１７９－２ 0858-82-0467

鳥取雲山店 鳥取市雲山２１０－４ 0857-24-1919

ゆうステーション 鳥取市古海６４３－３ 0857-21-9966

オーレ松並 鳥取市松並町２－５３０－１ 0857-29-0666

オーレ湖山 鳥取市湖山町東４－４３ 0857-30-2200

オーレ叶 鳥取市叶３６０－１ 0857-53-4311

サウスステーション 鳥取市富安１－８８ 0857-24-0452

若桜SS 八頭郡若桜町大石１２８９－１ 0858-82-0711

クワトロSS 八頭郡智頭町智頭６４０－１ 0858-75-3511

赤碕ダイハツ有限会社 赤碕ダイハツ有限会社 東伯郡琴浦町赤碕１９２７－１ 0858-55-0016

林原自動車 林原自動車 米子市両三柳８２７－２ 0859-30-0060

有限会社大勇自動車 有限会社大勇自動車 米子市淀江町今津１１７ 0859-56-3110

前田自動車 前田自動車 東伯郡北栄町国坂１０５－３ 0858-36-2174

寺村モータース 寺村モータース 鳥取市福部町細川１３３７ー１ 0857-75-2216

有限会社鍛治木電装 有限会社鍛治木電装 東伯郡琴浦町大字八橋１７４１番地１ 0858-53-0056

東鳥取三菱自動車販売株式会社 湖山店 鳥取市湖山町東５丁目３０３番地の２ 0857-28-5123

株式会社セフティーオートドイ 株式会社セフティーオートドイ本社 鳥取市安長８１番地２ 0857-28-3121

株式会社真木自動車

株式会社真木自動車リース

ネッツトヨタ鳥取株式会社

鳥取三菱自動車販売株式会社

ホンダ山陰中央株式会社

株式会社美作グループ本社

智頭石油株式会社

トヨタカローラ鳥取株式会社
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事業者 店舗 事業実施店舗住所 電話番号

西部ホンダ販売有限会社 西部ホンダ販売有限会社カーセンス 米子市安倍５１３番地６ 0859-48-1500

有限会社西尾ボデー本店 八頭郡八頭町門尾２６番地４ 0858-72-1719

カーライズ　西尾ボデー 八頭郡八頭町郡家５８０－１０ 0858-72-0015

西日本三菱自動車販売株式会社 西日本三菱自動車販売株式会社米子東店 米子市東福原２丁目１８番３７号 0859-33-4131

株式会社フリースタイル 株式会社フリースタイル 境港市竹内町１３７２－１ 0859-47-5088

昭和町SS 境港市昭和町１３－１７ 0859-44-4288

竹内団地SS 境港市竹内団地５４ 0859-47-2077

夜見SS 米子市夜見町２５８１－１ 0859-24-2782

卸団地入口SS 米子市両三柳２０６４－１ 0859-33-0357

長砂SS 米子市長砂町７８３－４ 0859-33-2499

淀江なかまSS 米子市淀江町中間７８２ 0859-56-4300

日吉津北SS 西伯郡日吉津村日吉津２０４８－１ 0859-37-0777

車検館 米子市淀江町中間７８２ 0859-37-4600

有限会社池田自動車整備工場 有限会社池田自動車整備工場 東伯郡北栄町江北５１１－３ 0858-36-3231

株式会社アクセルオート 株式会社アクセルオート 米子市吉岡１０５－９ 0859-27-2997

有限会社松井オートサービス 有限会社松井オートサービス 西伯郡大山町塩津８３４－２ 0858-58-2511

ランドマーク大栄 ランドマーク大栄 東伯郡北栄町由良宿１５０４番地 0858-37-5600

堀田石油株式会社

有限会社西尾ボデー
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