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Teramoto Racing Eco Valve
T-REV 取扱店舗

2輪取扱店舗2輪取扱店舗2輪取扱店舗

オートランド　札幌手稲店 北海道札幌市西区宮の沢2条4-1-27 011-665-3751
オートランド　札幌本店 北海道札幌市厚別区厚別中央3条1-1-43 011-892-3323
ライダーズスタンド　札幌2りんかん 北海道札幌市清田区里塚2条7-1-1 011-887-5636
ナップス仙台泉インター店 宮城県黒川郡富谷町上桜木2丁目3-1 022-779-0822
南海部品　仙台店 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目5番地の3 022-786-1691
ライコランド　仙台泉店 宮城県仙台市泉区市名坂黒木川原28-2 022-341-3940
ライダーズスタンド　仙台南2りんかん 宮城県名取市植松字田野部54-1 022-383-1690
南海部品　福島店 福島県郡山市菜根屋敷 23-50 024-921-0382

南海部品　水戸店 茨城県水戸市見川町2139-33 029-243-7907
ライコランド　土浦店 茨城県土浦市真鍋5-8-15 029-893-3920
ライダーズスタンド　水戸2りんかん 茨城県水戸市千波町1998 029-305-1189
SS'mochizuka 栃木県矢板市長井1276 0287-46-5011
南海部品　宇都宮店 栃木県宇都宮市駒生町799-1 028-650-4001
南海部品　宇都宮南店 栃木県宇都宮市上横田町1303-6 028-688-3282
南海部品　小山店 栃木県小山市西城南3-1-11 0285-31-2695
バイクワールド　宇都宮店 栃木県宇都宮市インターパーク6-2-9 028-657-8197
ライコランド　CuBe　宇都宮店 栃木県宇都宮市ゆいの杜5-10-5 028-670-8555
ナップス　前橋インター店 群馬県高崎市中尾町44-1 027-370-1234
南海部品　太田店 群馬県太田市新井町501-1 0276-30-3491
ライコランド　伊勢崎店 群馬県伊勢崎市宮子町3427-12 0270-26-1010
ライコランド　高崎店 群馬県高崎市下小鳥町421 027-370-0107
ライダーズスタンド　藤岡2りんかん 群馬県藤岡市中2002-1 0274-40-9511
ジェイズ 埼玉県鶴ヶ島市高倉284-1 049-277-5431
ナップス　埼玉店 埼玉県桶川市末広1-1-42 048-778-3117
南海部品　熊谷店 埼玉県熊谷市広瀬496-1 048-520-6029
ライコランド　埼玉店 埼玉県上尾市原市247-1 048-723-8211
ライダーズスタンド　上尾2りんかん 埼玉県上尾市東町1-3-27 048-778-5512
ライダーズスタンド　入間2りんかん 埼玉県入間市宮寺3186-2 042-935-1441
ライダーズスタンド　川越2りんかん 埼玉県川越市広栄町10-8 049-243-7442
ライダーズスタンド　花園2りんかん 埼玉県深谷市荒川710 048-579-0020
ライダーズスタンド　東川口2りんかん 埼玉県川口市北原台2-20-24 048-297-1301
ライダーズスタンド　美女木2りんかん 埼玉県戸田市 美女木1323-6 048-449-6321
ライダーズスタンド　和光2りんかん 埼玉県和光市下新倉5-11-1 048-452-6290
Sサプライ 千葉県四街道市鹿放ヶ丘238-2 043-308-5719
テクニカルガレージＲＵＮ 千葉県千葉市中央区都町2-2-7 043-309-5189
ドックファイトレーシング 千葉県松戸市栄町西4-1195-4 047-703-3030
ライダーズスタンド　市原2りんかん 千葉県市原市八幡浦1-9 0436-42-7241
ナップス　千葉北インター店 千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-17 043-304-2200
バイクワールド木更津金田店 千葉県木更津市金田東5丁目21-3 0438-53-8197
バイクワールド　千葉蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町1-34 043-300-8197
ライコランド　柏店 千葉県柏市大島田394 04-7193-4182
ライダーズスタンド　柏沼南２りんかん 千葉県柏市風早1-10-1 047-193-0551
ライダーズスタンド　千葉北2りんかん 千葉県千葉市花見川区横戸町1159-6 047-482-2299
ライダーズスタンド　松戸2りんかん 千葉県松戸市南花島4-69-5 047-365-7311
レーシングワールド　浦安店  千葉県市川市新井2-2-9 047-357-1122
MC KAZ 東京都世田谷区北烏山1-13-22 03-6318-6756
ライダーズスタンド　一之江2りんかん 東京都江戸川区大杉3-10-6 03-3653-9111
ドライバースタンド　八王子2りんかん 東京都八王子市左入町749-1 042-691-3050
ナップス　足立店 東京都足立区綾瀬7-2-17 03-5613-0171
ナップス　練馬店 東京都練馬区三原台3-25-18 03-5905-1171
ナップス　三鷹東八店 東京都三鷹市野崎1-19-12 0422-40-6171
南海部品南東京店　 東京都大田区千鳥２丁目 ３４－１５ 03-5482-7700
ライコランド　東京多摩ベース 東京都武蔵村山市榎3-23-1 042-590-3611
ライコランド　多摩境店 東京都町田市小山ヶ丘4-3-5 042-700-7311
ライコランド　TOKYO　BAY　東雲店 東京都江東区東雲2-7-12 03-3527-7431
ライダーズスタンド　足立2りんかん 東京都足立区青井6-25-11 03-5845-1030
ライダーズスタンド　環七南千束2りんかん 東京都大田区南千束1-4-1 03-5754-3260
ライダーズスタンド　多摩2りんかん 東京都東久留米市南町2-7-9 042-467-5811
ライダーズスタンド　府中2りんかん 東京都府中市若松町1-25-4 042-369-3751
ライダーズスタンド　南大沢2りんかん 東京都八王子市下柚木2-2-1 042-653-2255
TIO 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町386 045-721-5708
ライダーズスタンド　厚木2りんかん 神奈川県厚木市岡田4-27-6 046-229-3251
ライダーズスタンド　246溝口2りんかん 神奈川県川崎市高津区溝口5-16-10 044-829-6530
ナップス　伊勢原店 神奈川県伊勢原市大住台1-4-7 0463-92-1171
ナップス　港北店 神奈川県横浜市都筑区長坂12-7 045-942-1171
ナップス　相模原店 神奈川県相模原市東淵野辺1-10-5 042-754-1171
ナップス　ベイサイド幸浦店  神奈川県横浜市金沢区幸浦2-17-1 045-790-1175
ナップス　横浜店 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町1009 045-853-1171
南海部品　平塚店 神奈川県平塚市東真土2-16-35 0463-54-3010
ライコランド　新横浜店 神奈川県新横浜市港北区菊名7-9-25 045-540-3051
ライダーズスタンド　小田原2りんかん 神奈川県小田原市中里123-11 0465-45-5501
ライダーズスタンド　相模原2りんかん 神奈川県相模原市中央区小山3-37-1コーナン相模原小山モール２Ｆ 046-252-2271
ライダーズスタンド　座間2りんかん 神奈川県座間市東原3-3-5 046-252-2271
ラフ＆ロード　川崎店 神奈川県川崎市中原区木月4-4-25 044-434-4701
ラフ＆ロード　横浜店 神奈川県横浜市港南区日野中央2-1 045-841-6255
ドライバースタンド　甲府2りんかん 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1633 055-227-7600
南海部品　上田店 長野県上田市古里149-3サンライズヒル古里 0268-27-5174
南海部品　新潟店 新潟県新潟市南区大通西947-15 025-379-0819

店舗名 住　所 TEL
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店舗名 住　所 TEL

関東・甲信越エリア

北海道

宮城県

福島県

群馬県

栃木県

茨城県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県
長野県
山梨県

南海部品　守山店 滋賀県守山市水保町2221-1 077-585-8155
ライダーズスタンド　草津2りんかん 滋賀県草津市矢倉1-6-23 077-567-8909
RS・タイチ　京都店  京都府京都市伏見区横大路朱雀36番地 075-623-1417
ＳＢＳ　ＫＩＤＡＮＩ 京都府福知山市観音寺406-1 0773-27-7540
m-tech 京都府京都市伏見区羽束師古川町174-3 075-932-6677
天神川ファクトリー　アールショップ 京都府京都市右京区梅津北町62-3 075-871-0465
天神川ファクトリー　五条カドノ店 京都府京都市右京区西京極東大丸町1 075-326-6633
天神川ファクトリー　モトセカンド 京都府京都市西京区桂徳大寺北町158 075-383-0555
天神川ファクトリー　リバティー店 京都府京都市西京区樫原硲町1 075-394-4970
南海部品　京都東店 京都府京都市山科区大宅細田町108 075-501-8829
パーツボックス・ツボイ 京都府京都市右京区西院高田町16-2 075-311-5789
久木パーツ　綾部店 京都府綾部市駅前通り37 0773-42-0123
RS・タイチ　本店  大阪府大東市中垣内3-1-25 072-874-5315
R STYLE 大阪府河内長野市太井34-1 0721-62-6111
アゲイン 大阪府大阪狭山市東野中3-324-3 072-368-3544
アニマネーラ　モト 大阪府茨木市豊川5-28-20 072-658-7029
ウイングサーティーン 大阪府東大阪市鴻池町1-28-36 072-965-5098
AUTO　LOOSE 大阪府東大阪市高井田本通3-3-28 06-6785-0019
カワサキアトミック 大阪府高槻市大畑町26-15 072-692-8991
カワサキマーキュリー 大阪府吹田市内本町2丁目22-15 06-4860-7781
ジニアス 大阪府東大阪市六万寺町1-14-10 0729-87-0165
SPEED TEC 大阪府高槻市竹の内町64-5 072-676-9433
sonic style 大阪府摂津市新在家2-13-9 06-6827-1111
立秋モータース 大阪府東大阪市新鴻池町7-1 072-960-0115
DUCATI OSAKA EAST 大阪府東大阪市荒本北3丁目2番9号 06-6747-0087
DUCATI OSAKA SOUTH 大阪府羽曳野市野80 072-937-4023
ライダーズスタンド　住之江2りんかん 大阪府大阪市住之江区新北島5-1-60 06-6683-3737
南海部品　今里店 大阪府大阪市東成区大今里3-20-22 06-6981-6848
南海部品　城北店 大阪府大阪市旭区中宮4-2-4 06-6955-3388
南海部品　富田林店 大阪府富田林市寿町3-6-21 0721-24-1772
南海部品　枚方店 大阪府枚方市出屋敷西町1-20-1 072-807-5715
南海部品　藤井寺店 大阪府藤井寺市沢田1-31-16 0729-53-3113
南海部品　本店 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-6-28 06-6344-1581
南海部品　箕面店 大阪府箕面市萱野1-8-2 0727-22-5353
バイクワールド　りんくうシークル店 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番地　シークル内 072-458-8197
ヒョウドウ大阪 大阪府箕面市半町3丁目14-30 072-721-8282
藤原タイヤセンター 大阪府富田林市昭和町2-5-1 0721-21-5700
ホンダビジネス大阪 大阪府松原市天美南1-204-5 072-333-0350
モトフィールドドッカーズ大阪店 大阪府東大阪市中野南2-44 072-968-2121
モトラッド　ミツオカ 大阪府茨木市宿川原町6-17 072-641-4600
森本部品 大阪府大阪市東住吉区杭全8-1-23 06-6714-6600
八尾カワサキ　東大阪店 大阪府東大阪市御厨中1-16-24 06-6618-7270
八尾カワサキ　藤井寺店 大阪府藤井寺市野中4-9-20 072-938-2221
八尾カワサキ　八尾店 大阪府八尾市久宝寺1-2-4 072-993-3345
ライコランド　吹田店 大阪府吹田市泉町2丁目47-8 06-6155-6141
ライダーズスタンド　生野2りんかん 大阪府大阪市生野区巽中2-23-12 06-6754-4441
ライダーズスタンド　和泉中央2りんかん 大阪府和泉市池田下町75 0725-58-1301
ライダーズスタンド　大東2りんかん 大阪府大東市平野屋1-5-8 072-869-5513
ライダーズスタンド　高槻2りんかん 大阪府高槻市梶原中村町6-1 072-669-2871
ライダーズスタンド　寝屋川2りんかん 大阪府寝屋川市葛原1-23-18 072-827-7443
ライダーズスタンド　松原２りんかん 大阪府松原市三宅中5-13-3 072-339-6661
RIDER‘S　PLAZA　アクト 大阪府東大阪市川俣本町1-5 06-6744-3500
レーシングワールド　高槻店 大阪府三島郡島本町高浜2丁目24-1 075-962-3553
レーシングワールド　本店 大阪府摂津市鳥飼和道2-8-5 072-653-0298
YSP寝屋川店 大阪府寝屋川市高宮栄町16-1 072-824-9800
YSP大阪箕面 大阪府箕面市今宮3丁目2-5 072-726-5310

店舗名 住　所 TEL

近畿エリア

滋賀県

京都府

大阪府

加古川部品 兵庫県加古川市加古川町粟津711-1 0794-24-2982
SBSキャンパス 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬510-3 078-974-0626
サイクルワールド　神戸本店 兵庫県神戸市須磨区車道谷山1-1 078-742-1200
サイクルワールド　姫路店 兵庫県姫路市中地南町101 079-235-3411
ライダーズスタンド　伊川谷2りんかん 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1393 078-975-1173
ライダーズスタンド　西宮2りんかん 兵庫県西宮市大島町6-11 0798-64-6100
南海部品　尼崎店 兵庫県尼崎市大島1-24-49 06-6418-7341
南海部品　淡路店 兵庫県洲本市桑間576-2 0799-24-1011
南海部品　姫路店 兵庫県姫路市西延末100 0792-93-2330
バイクワールド　伊丹店 兵庫県伊丹市北伊丹5丁目96-1 072-770-8197
バイクワールド　土山店 兵庫県加古川市平岡町土山776-6 078-944-7918
バイクワールド姫路今宿店 兵庫県姫路市喜田今宿2-233-1 079-295-3819
姫路カワサキ 手柄本店 兵庫県姫路市延末245-6 079-281-2685
姫路カワサキ 加古川店 兵庫県加古川市野口町坂元６２１－２ 079-421-3731
モトフィールドドッカーズ神戸店 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1084-1 078-974-8878
ライコランド　姫路 兵庫県姫路市青山5丁目9-1 079-268-3003
YSP大阪箕面 甲子園店 兵庫県西宮市六湛寺町 2-1-101号 0798-22-1102
オートランドGT　桜井 奈良県桜井市東新堂351-1 0744-43-6566
GT商会TAKADA 奈良県大和高田市神楽1-4-12 0745-22-0780
シマ・エンタープライズ 奈良県奈良市北之庄西町1丁目4番6号 0742-50-1077
奈良2りんかん 奈良県磯城郡田原本町阪手620 0744-34-5012
南海部品　和歌山店 和歌山県和歌山市寄合町13番地 0734-31-5336

店舗名 住　所 TEL

近畿エリア

奈良県

和歌山県

兵庫県

ドゥカティ浜松 静岡県浜松市安松町21-6 053-411-8880
中川商会 静岡県富士市天間1928-7 0545-71-3032
ナップス　浜松店 静岡県浜松市東区原島町525 053-411-1170
南海部品　清水桜橋店 静岡県静岡市清水区桜ヶ丘町5-25 054-352-6789
南海部品　浜松店 静岡県浜松市和田町847 053-463-0111
ヒョウドウプラス　浜松 静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町1044-2 053-465-8282
ライダーズスタンド　東静岡2りんかん 静岡県静岡市駿河区国吉田1-2-35 054-208-2711

静岡県

K max（ケィ　マックス） 愛知県名古屋市熱田区一番2-44-6 052-652-3456
シード岡崎店 愛知県岡崎市井ノ口町和田屋7番地 0564-26-4786
シード豊橋店 愛知県豊橋市小向町北小向123-2 0532-34-2601
しゃぼん玉　一宮店  愛知県一宮市島崎1-6-11 0586-75-5955
しゃぼん玉　本店  愛知県日進市藤塚7-55 0561-72-7050
スピードショップ東洋 愛知県一宮市下川田町5-10-1 0586-72-8158
ライダーズスタンド　豊山2りんかん 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字金剛87-1 0568-39-3666
ライダーズスタンド　緑2りんかん 愛知県名古屋市緑区篭山2-1210 052-878-2305
南海部品　豊橋店 愛知県豊橋市大村町字高之城5 0532-55-5229
南海部品　名古屋店 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3-1-16 052-741-1669
バイクワールド　名古屋店 愛知県名古屋市港区十一屋1-16-1 052-381-8197
モトラッド豊田 愛知県豊田市永覚町下長38番地 0565-21-8555
ライコランド　小牧インター店 愛知県小牧市間々原新田下新池947 0568-41-3819
レーシングワールド　名古屋店 愛知県名古屋市守山区幸心1丁目217 052-792-8484
レーシングワールド　南名古屋店 愛知県名古屋市南区寺部通2丁目32-1 052-829-5501
南海部品　鈴鹿サーキットロード店 三重県鈴鹿市住吉町6533-12 0593-78-6673
モトラッド　鈴鹿 三重県鈴鹿市稲生西3-9-35 059-386-3700
ライダーズスタンド　四日市2りんかん 三重県四日市市日永東3-6-20 059-349-3030
南海部品　富山店 富山県富山市掛尾町623 0764-92-4848
ドライブショップタカシマ 福井県敦賀市櫛林19-1-5 0770-25-8500
ライドオンサーカス 福井県福井市花堂2丁目27-6 1F 0776-35-3224

店舗名 住　所 TEL

東海・北陸エリア

三重県

富山県

福井県

愛知県

相原部品　玉島店 岡山県倉敷市玉島中央町1-4-13 086-522-5127
スピードショップルート30 岡山県岡山市南区当新田107 086-241-5633
ナップス　岡山店 岡山県岡山市北区花尻あかね町12-113 086-214-1551
バイクワールド　岡山久米店  岡山県岡山市北区久米209-1 086-243-8197
ライダーズスタンド　倉敷2りんかん 岡山県倉敷市連島中央4-4-36 086-446-6161
ライドオン岡山 岡山県岡山市中区古京町2-6-8 086-272-7362
ウッドストック 広島県廿日市市宮島口西一丁目10-7 0829-56-4307
ドゥカティ広島 広島県広島市南区仁保新町2-2-22 082-510-2790
ドライバースタンド　広島舟入2りんかん 広島県広島市中区舟入南4-20-16 082-235-3511
ナップス　広島店 広島県広島市西区観音新町4-14 082-297-8951
南海部品　福山店 広島県福山市南蔵王町3-17-45 0849-21-7675
ライダーズショップタハラ 広島県三次市三次町1597-2 0824-62-2233
カーショップレッド 山口県宇部市浜町2-1-41 0836-33-7121
スカイモンキー光店 山口県光市浅江2-7-10 0833-72-2151
南海部品　高松店 香川県高松市田村町1243-2 087-866-2600
NOI:Z（ノイズ） 香川県高松市鶴市町980-1 087-882-2553
パーツランド　イワサキ　高松店 香川県高松市伏石町2152-2 087-865-6606
インディーズ 徳島県徳島市北矢三町３丁目２-８４ 088-637-0527
南海部品　徳島店 徳島県徳島市富田浜3-5 088-622-6553
モトショップいずみ 徳島県徳島市仲之町3-17-1 088-625-2532
南海部品　高知店 高知県高知市南御座3-10 088-884-3822
パーツランド　イワサキ　高知店 高知県高知市北川添20-3 088-880-3186
南海部品　愛媛店 愛媛県松山市朝美2-4-22 089-925-3345
パーツランドイワサキ　松山店 愛媛県伊予郡砥部町拾町20番地リバーサイドショッピングセンター内 089-909-7555

店舗名 住　所 TEL

中国・四国エリア

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

高知県

愛媛県

ナップス　福岡店 福岡県福岡市南区野間4-21-1 092-557-1555
南海部品　北九州店 福岡県北九州市小倉南区津田1-2-12 093-472-2112
南海部品 久留米小森野店 福岡県久留米市小森野1丁目6-1 0942-40-5761
南海部品　黒崎店 福岡県北九州市八幡西区幸神1-10-29 093-621-6060
バイクワールド　大宰府店 福岡県太宰府市大佐野2-4 092-922-8197
バイクワールド　博多半道橋店 福岡県福岡市博多区半道橋2丁目6-33 092-433-8197
ライコランド　久留米上津店 福岡県久留米市上津町1164-2 0942-65-3189 
ライコランド　福岡マリナ店 福岡県福岡市西区小戸3-51-47 092-885-8190
ライダーズスタンド　福岡2りんかん 福岡県福岡市博多区半道橋2丁目2-8 092-477-3177
ライディング　スポーツガレージ 福岡県筑紫郡那珂川町西隈 4-9-5 092-951-2299
神吉商会 長崎県佐世保市松浦町1-8 0956-23-6166
南海部品　長崎店 長崎県長崎市中里町1182-1 095-839-4479
ライダーズスタンド　熊本2りんかん 熊本県熊本市中央区本山町143-4 096-211-5635
南海部品　熊本店 熊本県熊本市南区江越2-2-5 096-379-0707
南海部品　宮崎店 宮崎県宮崎市橘通東4-4-28 0985-24-4425
ドライバースタンド　鹿児島2りんかん 鹿児島県鹿児島市卸本町5番35号N'sCITYニシムタ谷山店１階 099-260-6564
南海部品　鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町4-111 099-210-1117
南海部品　沖縄店 沖縄県那覇市天久794-10 098-863-1184
ライコランド　沖縄店 沖縄県豊見城市真玉橋178-1 098-840-6178

店舗名 住　所 TEL

九州エリア

福岡県

長崎県

熊本県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

台湾・台北 Gulliver International Co.,Ltd. 1F.,No1,Ln.81,Sec.1,Xiulang Rd.,Yonghe Dist.,New Taipei City 234,Taiwan +886-2-2925-2206
韓国・南楊州市 TWO WHEEL 633,Yulseok-ri,Wabu-Eup Namyangju-si,Gyeomggi-do Korea +82-10-7545-6969
タイ・バンコク RED BARON BANGKOK 78 Ramkamhaeng Rd., Kwang/Kher.Saphansung Bangkok 10240 +66 0-2729-4131
香港 Sun Japan Parts 香港新蒲崗八達街3-5號安達工業大廈5樓B2室 +852 3702 0488

国名・地域 店舗名 住　所 TEL

海外

代理店代理店代理店

株式会社ゴーダ 大阪府大阪市北区大淀北1丁目1番7号 06-6453-4231
株式会社プロト 愛知県刈谷市井ケ谷町桜島5 0566-36-0456
株式会社TOPS 大阪府東大阪市西堤本通東1-7-15 06-6788-3399
株式会社 山城
本社/東京流通センター 東京都足立区西新井7-19-12 03-5691-2930
岡崎営業所 愛知県岡崎市天白町字河原1-1 0564-64-1916
大阪営業所 大阪府吹田市垂水町3丁目19-1 阪本ビル2F 06-4861-7578
福岡営業所 福岡県大野城市筒井4-1-15 092-592-2151
株式会社 谷尾商会
本社 大阪府大阪市北区松ケ枝町5-4 06-6358-0651
西天満営業所 大阪府大阪市北区西天満6丁目2-4 06-6361-6784
九州オフィス 福岡県北九州市小倉北区井堀1丁目19番8号 070-2299-1923
高橋商事 株式会社
本社 鹿児島県鹿児島市新屋敷町3-24 099-226-6513
福岡営業所 福岡県福岡市南区弥栄2丁目9-18 092-571-2663
熊本支店 熊本県菊池市赤星2000九州イノアック菊池内 0968-24-6202

代理店名 住　所 TEL

２輪代理店

東海・北陸エリア


