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日本四輪駆動車用品協会
Japan Four Wheel Drive Vehicle Association

日本の四輪駆動車の文化が永続的に繁栄するために

JAFEA基本理念

四輪駆動車の文化を永続的に繁栄させるために
協会の総合力で充実したサービスを提供します
四輪駆動車の文化を永続的に繁栄させるために
サプライヤーと緊密なパートナーシップを築き
協会の総合力で充実したサービスをお客様に提供します

① すべての4WDファンのために最善を尽くす
② アフターパーツやカスタマイズは安心、安全でなければならない
③ お客様に驚きや感動を提供し、車社会の安全と発展に寄与する

時代の変化に対応し、
質の高いホスピタリティを提供します
JAFEA（日本四輪駆動車用品協会）
は、日本四輪駆動車用品販売店連合会
（JOA）
とRV用品協会
（RAMA)がよ
り密接に関わりを持つ事を目的に、
2005年に統合し生まれた団体です。
「四輪駆動車および同用品の健全な育
成と発展に貢献し、協会の総合力で充実したサービスを提供する」ことを理念としてきました。かつて四輪駆
動車は林業、
土木業など業務に四輪駆動車を必要とする市場に浸透してきました。1980年代前半からは、
ジー
プやランドクルーザー、ジムニーなど一般家庭への四輪駆動車の普及が拡大し、カスタマイズのニーズが生ま
れました。”安心安全に、
楽しく”というお客様の気持ち、
そして大雪や震災などの非常事態時でも確実な移動手
段としての安心感、信頼性を持った四輪駆動車の更なる発展に対応していくためにも、日々情報収集や新技術
の体得に精進して参るつもりです。最新の法令に則したパーツ選びや、クルマの素性を活かしたカスタマイズ
を全国のJAFEA会員各社で実現できることは、四輪駆動車業界の発展に大いに貢献できると信じており、我々
JAFEAの果たす責任は非常に大きなものと考えております。四輪駆動車に秘められた価値や魅力をさらに高
め、
可能性を切り開くとともに、
これからも四輪駆動車、
カスタマイズを通じて、
人と人、
人とモノ、
人と自然の繋
がりに貢献していきたいと思います。
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サプライヤー・お客様から信頼を得る協会であるために

〝安全・安心〟なカスタマイズに
誠実に向き合います
お客様に〝安心・安全・楽しい四輪駆動車〟を提案する
JAFEAではルールを遵守した品質へのこだわりは
四輪駆動車のカスタム業界の重要な責務と考えています。

これまでに培ったノウハウを活用
80年代の四駆ブームより培ってきたカスタ
マイズのノウハウを活用し、新・旧四輪駆動
車の品質管理からグレードアップまで、
万全
な体制で迅速に対応します。また、お客様
との接点から、
商品開発に必要とされるニー
ズや要望を得ることも可能です。

徹底した品質管理体制でカスタマイズを実施

多種多様な車のカスタマイズに対応

カスタマイズにおける最重要課題は、安心・安全なカスタマイズをお客
様へ届けることです。最新のルールを全64拠点できちんと共有し、常に
安心・安全なカスタマイズに取り組んでいます。

国内外の大小様々な車種に対して、メンテナンス・修理・カスタマイズに対
応できるノウハウを蓄積しているので、お客様の要望に迅速・柔軟に対応す
ることができます。

ホスピタリティ事業

JAFEAの質の高いホスピタリティが集約した5地域で
4WDへの価値のあるサービスを提供します
四輪駆動車はライフスタイルを充実させてくれる車です。
それをお客様に実感していただく場を作るのもJAFEAの役目です。
オフロード走行、スノーアタック、カスタム車両展示など、様々な4WD体験イベントを提案しています。

素敵な感動に包まれる空間を創造します
四輪駆動車でしか味わえない自然の中を走る爽快感は、車を
操る人だけでなく同乗者も楽しめます。また、カスタマイズさ
れた車両が並ぶ空間は、創造力が掻き立てられます。そんな
イベントを通じて、
四輪駆動車の魅力を伝えます。

北海道
2拠点

東日本
中日本

西日本
九州
2拠点

25拠点

8拠点

29拠点

様々な地域で
良質なサービスを提供
新型車や最新トレンドに対応するため
に、全国5地域・66拠点のJAFEA会員が
連携。お客様が生活圏で手厚いサービ
スが受けられるように、カスタマイズや
ライフスタイルに関する情報の共有を行
なっています。

コンストラクト事業

サプライヤー・お客様の抱える課題をともに解決し
愛車の価値や魅力をさらに向上させます
これまで培ってきた専門性とノウハウを駆使して
お客様の求めるイメージを詳細に分析した上で
適切なパーツ選択や必要なカスタマイズをご提案します。

ニーズに合わせた多様なカスタムメニューとパーツを提供

商品開発をトータルサポート

サプライヤー、個人、JAFEAがwin,win,winとなるような事業に取り組んでいます。全国5地域、
66拠点で生み出されるカスタマイズのノウハウを活かし、
パーツ開発の支援を行なうなど、
ビジ
ネスパートナーとして商品開発の品質向上に寄与し、サプライヤーとしての競争力を確保しま
す。また、
個人とサプライヤーの接点を強化します。

サプライヤーの商品開発をトータルでサポートするのも
JAFEAの役目です。企画・提案から問題解決まで細やかな販
売・マッチングのサポートと、販売拠点にもたらされるあらゆ
るニーズ・要望にお答えします。

サプライヤー

個人

ビジネス基盤の強化
戦略的パートナーシップの構築

パーツ・カスタマイズの知識は不要
四輪駆動車を楽しみたい気持ちが必要

メディアを通じて情報を発信
情報発信もJAFEAの大切なビジネスです。SNSの活用やホ
ームページによる情報発信、
出版社などへ情報を提供し、
メデ
ィアを通じて4WD車の魅力を拡散しています。
web媒体

SNS

個人とサプライヤーの接点を強化
商品開発の品質向上に寄与
サプライヤーとしての競争力を確保
ノウハウを活かしあらたな付加価値を提供

全国5地域66拠点で
サプライヤー・個人をサポート

紙媒体

ホームページ

東日本支部

四輪駆動車ファンが集い・楽しめる場を提供します
四輪駆動車の黎明期から様々なカスタマイズを提案し現在の礎を築いたプロショップが名を連ねる。
ルール厳守に誠実に向かい合い、そこから数々の革新的なカスタマイズは生まれた。
〝集う・走る楽しさ〟を共有できるイベントとしてJOAフェスティバルやマウンテンクルーズなどを主催する。
●URL：http://www.jafea.com ●フェイスブック：@jafea.east
加盟店と取り扱い車種
ジープ、ランドクルーザー、ジムニー、他

テイクオフ

ジープ、ランドクルーザー、ジムニー、タコマ、他

エヌズ・ステージ

ジムニー、ハスラー、他

TECH FOUR

ジープ、ランドクルーザー、サーフ、FJクルーザー、他

オフロードセンター

ジープ、ランドクルーザー、他

トップロード

ランドクルーザー、ジープ、タンドラ

群馬トヨタ RVパーク

ランドクルーザーシリーズ、ハイラックス、他

ニューラインサカ

ジープ、ランドクルーザー、ジムニー、他
タイヤ＆ホイール販売

アールブイファクトリー

QUADRUPED

ジープ、ランドクルーザー、他

ビックフット J'WEST富士店

ジャンクション

ランドクルーザー、ジムニー、軽ハコ＆トラ、他

ビッグラン市毛

カスタマイズ用パーツ販売

シューエイ

ランドクルーザー、ジープ、他

ヒルトップ

ランドクルーザー、ジープ、他

ジョイント

ジープ、ランドクルーザー、ジムニー、他

フレックスドリーム

ランドクルーザー、サーフ、タンドラ、タコマ、他

島村オート

4WD車両販売

HEADQUARTER

ジープ、ハマー、タンドラ、外車・国産全般、他

スージースポーツ

ジムニー、ハスラー、他

Mudjayson

デリカ、ランドクルーザー、ハスラー、他

タイガーオート

ジープ、他

MORISSHU

ジープ、ランドクルーザー、サーフ、ジムニー、他

ダストストーム

ジープ、ランドクルーザー、FJクルーザー、他

ラッシュオート

車両全般

ツインランド

ランドローバー、他

リンエイ

ジープ、ランドクルーザー、ハイラックス、他

ティー・アンド・ティー

ジープ、ランドクルーザー、他

ロードハウス

デリカ、ランドクルーザー、エクストレイル、他

TK Auto

4WD車両販売、並行輸入

東日本支部の活動の幅は広い。最新の情報を共有し、時にサプライヤーと協調し安全・安心に四輪駆動車を楽
しめるカスタマイズの開発に務めたり、メディアを通して情報を発信したり、業界発展のために全国の支部とサ
プライヤーとの情報交換の場を設けたり、国政に対してのロビー活動も行なうなど、その活動は多岐に渡る。他
の支部と同様に走行会やパーツ商談会など、
四輪駆動車のファンが集えるイベントを定期的に開催する。

支部の
特徴

4WD FAN MEETING 2019
2019年10月、JAFEA東日本支部とレッツゴー４ＷＤ誌の主催で、初の試みである、
日本最大
級の四駆イベント「４ＷＤファンミーティング2019」を開催。山梨県のふじてんスノーリゾ
ートを舞台に、
ショップのデモカーと参加者を合わせて、
700台以上の四駆が来場！

［アウトバック］

homepage
URL
ADDRESS
TEL

facebook

Instagram

http://www.out-back.jp
東京都江戸川区鹿骨5-38-2
03-5243-2792

東日本支部

マウンテンクルーズ
本格的なオフロード体験ができるマウンテンクルーズ。
富士山の麓にあるオフロードコース富士ヶ嶺オフロード
の様々なオブスタクルを楽しめる。平日の開催だが、毎
回参加台数は100台を超える盛況ぶり。

JOAフェスティバル東日本
2019年に24回目を迎えたJOAフェスティバル。2日
間に渡り開催される国内最大のオフロードイベント
で、
〝走る・泊まる・集う〟を思う存分に楽しむことが
できる。好天に恵まれた2019年は、800台を超える
4WD&SUVが集まった。

［ヨコハマゴム］

横浜ゴム
homepage
URL
ADDRESS
TEL

HOBBY TIRE

GEOLANDAR
facebook

https://www.y-yokohama.com/
東京都港区新橋5丁目36番11号
0120-667-520

中日本支部

雪山、
林道など、
車の特性を実感できる時間を提供します
古くから四輪駆動車と付き合ってきたプロショップで構成されるJAFEA中日本。
〝四輪駆動車の面白さは走りにある〟とし、主催するイベントではカスタム車両の展示の他に走りの場を提供する。
フェイスブックなどのメディアを活用し世界に四輪駆動車の魅力を発信。
●フェイスブック：@jjfes
加盟店と取り扱い車種
ガレージピース

板金・塗装

タケキチ

グリズリー

ジープ、ランドクルーザー、ジムニー、他

88ハウス・トップフラッグ

タンドラ、ランドクルーザー、ジムニー、他

ステージフォー

ジープ、ランドクルーザー、ジムニー、他

フェニックスオート

ジープ、ランドクルーザー、サーフ、パジェロ、他

スプリングロード

ジープ、ランドクルーザー、ジムニー、他

ベルワークス

ジープ、ランドクルーザー、他

支部の
特徴

ジープ、ランドクルーザー、ハスラー、他

JAFEA中日本支部は、愛知県・岐阜県・富山県の３県から8社のプロショップが参画。長年にわたり四輪駆
動車の販売、カスタマイズ、メンテナンス、
リペアをサポートしてきた。各々が、走行会やツーリングを主催
し、四輪駆動車ならでは走りの魅力を伝える取り組みを行なっている。有志により行なわれる雪山や林道
ツーリング、
JJフェス
（年２回開催）
は四輪駆動車の魅力を満喫できるイベントとして人気。

中日本支部

ＪＪフェス SUPER HILL CLIMB
20周年を迎える
「JJ FES スーパーヒルクライム IN 飛騨高山」
。特設ダートヒルクライムコースでは、スタートして直ぐにある名物のジャンプスポット、ま
た中盤にあるＳ字カーブからヘアピンカーブへのアプローチは、難易度も高くマシンのサスペンションセッティングとドライバーのテクニックが試される
ポイント。後半は標高差百メートル余りをアクセル全開で一気駆け上がるヒルクライムセクションが用意されていた。

［ファルケン］

homepage
URL
ADDRESS
TEL

facebook

Instagram

https://www.falken.co.jp
東京都江東区豊洲3丁目3番3号
0120-39-2788

［マキシス］

homepage
URL
ADDRESS
TEL

facebook

http://www.maxxis.co.jp
神奈川県伊勢原市小稲葉1265-1
0463-90-2288

西日本支部

4WDの魅力を沢山の人に知ってもらう取り組みが好評
関西・中国・四国のプロショップが加盟するJAFEA西日本支部。
加盟店は24社と東日本支部に次ぐ規模で、古くから日本の四輪駆動車業界を支えてきたプロショップが名を連ねる。
四輪駆動車の魅力をより多くの人に伝えるべく、道の駅でカスタム車両を展示する取り組みも行なう。
●URL：http://www.jafea-west.com ●フェイスブック：@jafeawest
加盟店と取り扱い車種
アーネスト

ジムニー、ハスラー、他

輝オート

デリカ、他

EVジャパン

バギー車両販売、EV車両開発・製造・修理

ピットハウスコスギ

カスタマイズ用パーツ販売

ウィッツ（ピストン）

ジムニー、他

4X4CRAZE クレイズ

ジープ、ランドクルーザー、ブロンコ、他

オートプラザミラノ奈良店

ランドクルーザー、ジムニー、デリカ、他

4×4SHOP SCT松山

ジープ、ランドクルーザー、ジムニー、他

オーバー・カム

カスタマイズ用パーツ販売

4×4アド

ランドクルーザー、FJクルーザー、ジープ、他

オフロードサービスタニグチ

ジムニー、ハスラー、他

BrainStorm

デリカ、パジェロ、ジープ、ランドクルーザー、他

オフロードハウスM&H

ランドクルーザー、他

プロスタッフ

ジープ、ランドクルーザー、ジムニー、軽トラ、他

マスターピース

ジープ、ランドクルーザー、ジムニー、軽ハコ、他

ジープ、他

MAT Service Factory

ジムニー、クロスビー、他

Japan4x4

カスタマイズ用パーツ

モトレージ

ランドローバー、ランドクルーザー、ジムニー、他

STAGE-ONE

ランドクルーザー、ジムニー、他

4WD PROJECT

ジムニー、他

ティーズコーポレーション

カスタマイズ用パーツ販売

リバーサイドガレージ

レストア

トップランカー

ジープ、他

88ハウス・グランドキャニオン ジープ、ランドクルーザー、ジムニー、他
ジープ ワーページ

支部の
特徴

積極的にインターネットを利用し、新作パーツやカスタム車両など、JAFEA西日本に加盟するプロショップの取
り組みを発信。定期的に大きなイベントを開催しており、例えば、4WDファンだけでなく施設利用者にも好評の
道の駅を会場にした4WD＆SUVカーニバルは、
幅広い層に安心・安全なカスタムの素晴らしさを啓蒙できるとし
て人気。また、
プロショップとユーザーがタックを組んで開催するビギナー向け走行会も好評。

西日本支部

JAFEA WEST オフロード走行会
京都府のオフロードコースで開催されるビギナー向けの走
行会。
〝4WDを購入したけど走らせ方が分からない〟
〝もっ
と上手く走らせたい〟という人に向け、プロショップのスタ
ッフやベテランドライバーが走り方を伝える。4WDを走ら
せる楽しさを存分に楽しめるイベントとして人気。2018年
は10/14に開催予定だ。

［トーヨータイヤ］

homepage
URL
ADDRESS
TEL

facebook

http://toyotires.jp
兵庫県伊丹市藤ノ木2丁目2番13号
お客様相談室 0800-3001456

４ＷＤ＆ＳＵＶカーニバル
兵庫県にある道の駅みきに併設した施設でイベントを開催。大
小様々な四輪駆動車が並ぶことから道の駅を利用する人にも好
評。パーツ即売、デモカー展示、各種催しなどイベントが目白押
し。ファンのためのミーティングの場として利用されている。

積載例（荷物は
演出用です）
［イノー］

homepage
URL
ADDRESS
TEL

facebook

https://www.innoracks.com/
東京都豊島区長崎5-33-11
03-5926-1212

BRM1800KH ルーフボックス INNO SHADOW 18
＋INLDK＋INB147

INA520 ルーフデッキ140＋IOP51＋INLDK＋INB147
＋IN526-5＋IN718-5
（2個）

北海道支部

北の大地で鍛えられたカスタマイズをお届けします
北海道の自然は時として厳しい試練を四輪駆動車に与える。
たとえ極寒でも何の不安を抱えることなく目的地まで移動できるクルマ創りを提案する。
それは状態を完調に保つカスタムから、本格的なチューニングまでいろいろ。

加盟店と取り扱い車種
ランドクルーザー、FJクルーザー、デリカ、他

ワイルドディア

CELEBRATING

［ビーエフグッドリッチ］

URL
ADDRESS
TEL

ジムニー、ランドクルーザー、ハスラー、他

支部には2軒のプロショップが加盟する。北見に本店があり札幌に支店をもつ4WDサービスパドックは、ランドクルー
ザーやデリカ、ジムニーなどの本格的な四駆からハスラーやイグニスなどのSUVまで、取り扱う車種は幅広い。北広島の
ワイルドディアは創業30年の老舗で、最新モデルから四半世紀前の車まで手掛ける。いずれも確かな技術とノウハウが
生きるカスタムやメンテナンスを提供する。

支部の
特徴

homepage

4WDサービスパドック

facebook

http://www.bfgoodrichtires.co.jp/
東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 新宿パークタワー13階
お客様相談室 0276-25-4411

九州支部

走る楽しさ、
走破性のアップを徹底的にサポートします
四輪駆動車の醍醐味を存分に楽しめる場所が点在する九州。
そういう土地柄なのかカスタマイズに求めらるものは〝走破性のアップ〟が多い。
思い切り走る楽しさを堪能できるルールを守ったカスタマイズに定評あり。

加盟店と取り扱い車種
ジープ、ランドクルーザー、タンドラ、他

SCT-XWD

支部の
特徴

九州で唯一、オフロードとアウトドアが融合したイベントが
〝九州アウトドアオ
フロードフェスティバル。北九州市と博多市の中間に位置する恋の浦ガーデン
で行なわれ2019年は数多くの出展企業と来場者の参加により、暑い盛り上がり
を見せた。45以上のショップが並び、
４駆＆ＳＵＶのカスタムパーツ販売やアウ
トドアグッズの展示などが行なわれた。

［ピア］

URL
ADDRESS
TEL

デリカ、他

積極的に走りの場を提供する九州支部。オートフラッグスは、デリカを専門に手掛けるプロショップ。走るカス
タマイズから見せるカスタマイズまで幅広く対応。数多あるオリジナルパーツには定評がある。SCT-XWDは、
車両の販売からカスタマイズまでワンストップで面倒を見てくれるプロショップ。特にジープやタンドラなどの
大型四輪駆動車のコーディネイトだけでなく、
オーディオやセキュリティの扱いにも長けている。

九州アウトドアオフロードフェスティバル

homepage

オートフラッグス

facebook

http://www.piaa.co.jp
東京都文京区水道1丁目12-15
お客様相談窓口 0570-050-555

九州支部

加盟店・サプライヤー・メディア検索
北海道

支部

社名

加盟店

住所

電話

URL

パドック

〒090-0825 北海道北見市無加川町409-44

☎0157-22-6753

http://padokku.com

ワイルドディア

〒061-1104 北海道北広島市西の里北3丁目3-59

☎011-375-3349

https://www.bigrun-sapporo.com/

エヌズ・ステージ

〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳11-8-10

☎019-632-6222

http://ns-stage.jp/

ジャンクション

〒950-0953 新潟県新潟市中央区大島172-1

☎025-283-2471

http://www.junction-web.co.jp

ニューラインサカ

〒300-4404 茨城県桜川市真壁町白井627-3

☎0296-45-8863

https://itp.ne.jp/info/085422145164770150/

ビッグラン市毛

〒319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川152

☎029-283-2349

http://bigrun-ichige.com/

群馬トヨタ RVパーク

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町3109

☎027-346-2626

https://www.gtoyota.com/

TK AUTO

〒321-4521 栃木県真岡市久下田1549-2

☎0285-74-5556

トップロード

〒266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南1-21-20

☎043-292-1171

http://toproad4x4.car.coocan.jp/

テイク･オフ

〒270-1327 千葉県印西市大森4617-4

☎0476-42-8518

http://www.4x4take-off.com/

マッドジェイソン

〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町512-2海王bld

☎048-664-0188

http://mudjayson.com/

ロードハウス

〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷3-5-8

☎048-963-7600

http://www.roadhouse.co.jp

タイガーオート

〒350-2216 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新田９-１

☎049-286-6644

http://www.tigerauto.com/

東日本

ティー アンド ティー

〒351-0115 埼玉県和光市新倉3-23-15

☎048-423-4711

http://www.mr-jeep.com

島村オート

〒337-0015 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼1400

☎048-686-18421

http://www.shimamura-auto.com

フレックス・ドリーム

〒182-0022 東京都調布市国領町1-17-1

☎042-486-8887

https://www.flexdream.jp/

リンエイ

〒145-0062 東京都大田区北千束2-9-12

☎03-3785-2258

http://www.rinei.co.jp

スージースポーツ

〒157-0065 東京都世田谷区上祖師谷3-20-15

☎03-3308-4444

http://www.suzy.co.jp/

オフロードセンター

〒183-0035 東京都府中市四谷4-32-5

☎042-361-9630

https://www.off-roadcenter.com/

ヒルトップ

〒192-0034 東京都八王子市大谷町59-4

☎042-646-8868

http://www.4x4hilltop.com/

ラッシュオート

〒196-0004 東京都昭島市緑町3-13-18

☎042-542-5222

FB：1408803639331868

シューエイ

〒192-0003 東京都八王子市丹木町1-560-1

☎042-692-4300

http://www.shuei.co.jp/

アールブイ・ファクトリー

〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地3-14-7

☎044-844-1680

http://www.rv-factory.com

ティアンドエムカンパニー

〒252-0216 神奈川県相模原市中央区清新7-1-1

☎042-750-5177

http://www.twinland.co.jp/

QUADRUPED

〒240-0104 神奈川県横須賀市芦名2-20-2

☎046-890-6332

http://www.t-e-quad.com

ヘッドクォーター

〒240-0114 神奈川県三浦郡葉山町木古庭1509

☎046-804-0440

http://www.headquarter.co.jp

TECH FOUR

〒250-0877 神奈川県小田原市上新田16-1

☎0465-49-1449

http://www.real-g.com/

中日本

ジョイント

〒411-0822 静岡県三島市松本232-1

☎055-984-4919

http://www.joint-offroad.com

ビックフットj'west富士店

〒417-0061 静岡県富士市伝法田端1222-1

☎0545-55-1200

http://www.bigfoot-shop.com

ダストストーム

〒421-0121 静岡県静岡市駿河区広野5-11-11

☎054-257-4911

http://www.duststorm.jp/

MORISSHU

〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島2831

☎054-286-7649

http://www.morisshu.com/

スプリングロード

〒441-8117 愛知県豊橋市浜道字浜道85-3

☎0532-37-3077

http://springroad.jp

ステージフォー

〒465-0018 愛知県名古屋市名東区八前3-102

☎052-774-3100

https://www.stage-four.com

ベルワークス

〒470-1112 愛知県豊明市新田町中ノ割61-1

☎0562-85-7711

http://bell-works.jp/

88ハウス・トップフラッグ

〒471-0848 愛知県豊田市本地町6-170-7

☎0565-37-8228

http://top-flag.com/

フェニックスオート

〒501-3265 岐阜県関市小瀬1120-1

☎0575-23-3203

http://phoenix-4x4.com/

グリズリー

〒506-0003 岐阜県岐阜県高山市本母町320-1

☎0577-35-2663

ガレージピース

〒501-6013 岐阜県鳥羽郡岐南町平成3-175

☎058-249-4422

タケキチ

〒930-0275 富山県中新川郡立山町利田2495-1

☎076-463-1149

STAGE-ONE

〒520-0232 滋賀県大津市真野6-4-25

☎077-574-4265

4WD PROJECT

〒523-0856 滋賀県近江八幡市音羽町100

☎0748-34-7500

http://www.4wdproject.com/

ティーズコーポレーション

〒525-0036 滋賀県草津市草津町1966-1

☎077-566-2931

http://www.dual-bigrun.com

4×4CRAZE

〒566-0073 大阪府摂津市鳥飼和道1-7-16

☎072-653-2765

http://www.4x4craze.com/

http://4x4takekichi.com/

西日本

MAT Service Factory

〒573-0016 大阪府枚方市村野本町16-28

☎072-890-1221

https://www.matsf.com/

プロスタッフ

〒580-0006 大阪府松原市大堀3丁目13-11

☎072-333-8733

http://www.4x4prostaff.com/

リバーサイドガレージ

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3-7-1

☎072-952-5108

http://www.riversidegarage.jp/

輝オート

〒587-0061 大阪府堺市美原区今井37-3

☎072-369-2251

http://www.hikariauto.co.jp

EVジャパン

〒561-0843 大阪府豊中市上津島1-10-32

☎06-6866-2818

http://offroadjapan.jp/

グランドキャニオン

〒601-8204 京都府京都市南区久世東土川町304

☎075-925-4040

http://gracan.net/

トップランカー

〒614-8013 京都府八幡市八幡吉野垣内12-1

☎075-983-9161

http://www.toprankaz.com

BrainStorm

〒630-8452 奈良県奈良市北之庄西町1丁目7-9

☎0742-50-6788

http://www.brainstorm.jp/
2019年12月現在

支部

社名

住所

電話

URL

オートプラザミラノ奈良店

〒634-0021 奈良県橿原市東池尻町161-1

☎0744-24-3800

http://www.miranonara.com

モトレージ

〒658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6-12-11

☎078-811-2884

http://www.moto-rage.co.jp/

マスターピース

〒653-0052 兵庫県神戸市長田区海運町8-1-4

☎078-731-8585

http://www.4x4.co.jp/

ジープ ワーページ

〒664-0855 兵庫県伊丹市御願塚7-2-5

☎072-772-4486

http://spfg9za9.wixsite.com/jeepwarpage

西日本

ウィッツ（ピストン）

〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中1丁目１3番10号

☎0797-83-6633

http://www.witz.co.jp

Japan4x4

〒673-0849 兵庫県明石市茶園場町2-29

☎078-224-5038

http://japan4x4.com/

オフロードハウスＭ＆Ｈ

〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡3-21-1

☎079-492-7131

http://www.mh-kmk.co.jp/

オフロードサービス タニグチ

〒679-2122 兵庫県姫路市豊富町御蔭1110-2

☎079-264-4455

http://www.ors-taniguchi.co.jp/

4×4アド

〒720-2125 広島県福山市神辺町新徳田246-2

☎084-962-4900

http://www.4x4ado.com

ピットハウスコスギ

〒761-0301 香川県高松市林町250-1

☎087-867-3633

https://www.phkosugi.com/

アーネスト

〒766-0013 香川県仲多度郡まんのう町東高篠251-2

☎0877-75-4217

http://www.4x4earnest.com

4×4SHOP SCT松山

〒791-8016 愛媛県松山市久万ノ台110

☎089-922-4470

http://www.sct4x4.com

九州

オーバー・カム

〒753-0851 山口県山口市黒川484-1

☎083-923-7007

http://www.over-come.co.jp/

SCT-XWD ブライト

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川6-1-1

☎092-503-0009

http://www.sct-xwd.com/

オートフラッグス

〒800-0227 福岡県北九州市小倉南区津田新町1丁目6-41

☎093-475-6111

http://www.autoflags.co.jp/

業態

社名

サプライヤー
住所

電話

URL

タイヤ

日本ミシュランタイヤ
（株）

〒163-1073 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 新宿パークタワー13階 ☎0276-25-4411

http://www.bfgoodrichtires.co.jp/

ブリヂストンタイヤジャパン
（株）

〒104-8340 東京都中央区京橋三丁目1番1号

https://www.bridgestone.co.jp/

☎0120-39-2936

横浜ゴム
（株）

〒105-8685 東京都港区新橋5丁目36番11号

☎0120-667-520

http://www.y-yokohama.com/

住友ゴム工業
（株）

〒135-6005 東京都江東区豊洲3丁目3番3号

☎0120-39-2788

https://tyre.dunlop.co.jp/

☎0463-90-2288

http://www.maxxis.co.jp/

☎0800-3001456

http://www.toyo-rubber.co.jp/

（株）
MAXXIS INTERNATIONAL JAPAN 〒259-1122 神奈川県伊勢原市小稲葉1265-1
東洋ゴム工業
（株）

〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2丁目2番13号

ホイール

（株）
エム エル ジェイ

〒105-0004 東京都港区新橋6-4-9

☎03-5473-7588

http://www.mljinc.co.jp

（株）
ワーク

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西4-1-13

☎06-6746-1133

https://www.work-wheels.co.jp

（株）
クリムソン

〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目3-9-27

☎06-6180-1511

http://www.crimson-inc.co.jp/

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656

☎027-346-3311

https://www.ipf.co.jp

ＩＰＦ(株)

パーツ

（株）
ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1

☎0279-20-5511

http://www.jaos.co.jp/

（株）
明和

〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷7丁目88番地

☎048-966-3551

http://www.meiwa-net.com

（有）
トレイル

〒361-0056 埼玉県行田市持田619-1

☎048-564-1300

http://www.trail.co.jp/

〒339-0008 埼玉県さいたま市岩槻区表慈恩寺978-1

☎048-793-0077

https://www.linex-auto.co.jp/

〒340-0002 埼玉県草加市青柳8丁目64番地2号

☎048-935-1130

http://www.ganador.co.jp/

〒196-0014 東京都昭島市田中町2-28-25 CKCﾋﾞﾙ2F

042-520-8720

http://tus-inc.com

LINE-X Auto Japan
（株）
マツ.ショウ
TUS JAPAN (株)
（株）
栄光社

〒114-0031 東京都北区十条仲原2-9-10

☎03-3906-1161

http://www.shur-lift.jp/

（株）
アウトバック

〒133-0073 東京都江戸川区鹿骨5-38-2

☎03-5243-2792

http://www.out-back.jp

PIAA
（株）

〒112-0005 東京都文京区水道1丁目12番15号 白鳥橋三笠ビル

☎0570-050-555

http://www.piaa.co.jp/

(株）
カーメイト INNO COMPANY

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-1

☎03-5926-1212

https://www.innoracks.com/jp/

(株)トキテック

〒252-0124 神奈川県相模原市緑区田名2203-1

☎042-764-2035

http://fixjmaxj.com

(株)TCL

〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷三丁目139番地

☎0561-37-5455

http://whitehouse-automobile.co.jp

(株)エヌアールディー

〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-2-9 9F

（株）
フォー・ダブル・ピー・ダブル・ジャパン 〒811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府3丁目10番20号

支部

社名

広告メディア 広告 広告

新アポロ出版
（株）
（株）
マガジン大地
フォーバイフォーデジタル(株)
（株）
桜花出版

メディア
住所

☎06-6311-9000

https://www.shop-tgs.jp

☎092-936-1149

http://www.4wpwjapan.co.jp/

電話

URL

〒102-8405 東京都千代田区一番町29番地6

☎03-3222-5326

http://www.shin-apollo.co.jp

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-23-4 ルート東日本橋ビル4F

☎03-5823-1785

http://www.mag-daichi.jp/

〒108-0071 東京都港区白金台1-1-21-105

☎03-3568-3044

http://www.4x4magazine.co.jp/

〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-5-10

☎03-5968-3381

http://www.o-ka.co.jp/

☎086-441-0337

http://www.officemission.jp/

（有）
ビッグランオカヤマ オフィスミッションDV 〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟49-2
（株）
秀美

〒101-0065 東京都千代田区西神田2-5-2 TASビル7Ｆ

☎03-3222-6939

http://www.shubi-ad.com

（株）
ひらやま企画

〒104-0043 東京都中央区湊1-12-11 八重洲第7長岡ビル1F

☎03-3555-2577

http://www.ccard.co.jp

日本四輪駆動車用品協会
Japan Four Wheel Drive Vehicle Association

