限定キャンペーン

まで

タイヤ、ゴルフ、テニスが夢の共演 ! タイヤを買って、豪華景品を当てよう!
北海道エリア
2018 年 9月1日（土）ー10月31日（水）
キャンペーン期間
その他エリア
2018 年 10月1日（月）ー11月30日（金）

まで

A
コース

WM02/VE303/LMV/RV504を
いずれか4本お買い上げで当たる!
XXIO X

ゼクシオ テン
ドライバー

B

コース

25

ダンロップ/ファルケンタイヤを
いずれか4本お買い上げで当たる!
XXIO / SRIXON

ゴルフ
キャディバッグ

名様

25
名様

※スペックも選べます。詳しくは、店舗スタッフまでお問い合わせください。

または

または

DUNLOP SRIXON

SRIXON

テニス
ラケットバッグ

ダンロップ
スリクソンテニスセット
※セット内容は、SRIXONテニスラケット、SRIXONラケットバッグ、テニスボール2個です。
※テニスラケットは2種類からお選びいただけます。詳しくは店舗スタッフにご確認ください。

JTB トラベルギフト
5万円分
※デザインは変更となる場合があります。

25
名様

JTB トラベルギフト
2 万円分

25
名様

※デザインは変更となる場合があります。

― キ ャン ペ ー ン に つ い て は 、店 頭 ス タッフ ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い ―

●WM02/VE303/LMV/RV504をご購入のお客様は、Bコースの景品もお選びいただけます。●景品は変更となる場合があります。●次の場合はいずれのご応募も無効となりますのでご注意ください。①応募内容に不備がある場合。②お客様のご住所が不明・又は連絡不能などにより景品をお届けする事が
できない場合。③不正応募をされたことが判明した場合。●景品の発送は各応募締切より約2.5ヶ月後を目処とさせていただいておりますが、諸事情によりお届けに遅延が生じる場合がございます。予めご了承ください。●当選の権利はご応募者本人のみとさせていただきます。また、当選の権利の譲渡・換金
は一切できません。●景品到着後の紛失・破損などにつきましては対応いたしかねます。●記載の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●本キャンペーンで取得した個人情報につきましては、個人情報保護の法令に基づき適正に管理の上、一定期間経過後に破棄いたします。詳細につきましては
弊社HPプライバシーポリシー頁（http://www.srigroup.co.jp/privacy.html）をご確認ください。

ダンロップスーパーコラボ
北

海

道

タイヤセレクト帯広

0155-36-2121

タイヤセレクト元町

011-784-1282

タイヤセレクト豊平

011-812-0910

タイヤセレクト千歳

0123-27-7511

タイヤセレクト函館産業道路

0138-46-5789

タイヤセレクト苫小牧

0144-75-7622

タイヤセレクト江別

011-385-7090

タイヤセレクト小樽

0134-27-0910

タイヤセレクト豊岡

0166-34-5700

タイヤセレクト釧路

0154-51-2564

タイヤセレクト美しが丘

011-884-0910

タイヤセレクト発寒

011-668-0910

タイヤセレクト室蘭

0143-86-8815

・タイヤセレクトC'Sカーズイーストサイド238 0162-34-4892
・タイヤセレクトC'Sカーズ札幌山の手店 011-676-8019
・タイヤセレクトオクハラ

0155-20-2002

タイヤランド新ひだか

0146-42-0909

タイヤランド名寄

01654-3-6827

・タイヤランド旭川

0166-48-8715

・タイヤランド札幌西

011-213-9800

・タイヤランド旭川 富良野支店

0167-22-5761

タイヤランド津別

01527-6-3260

タイヤランド佐呂間

01587-2-3634

千

葉

県

047-458-8881

タイヤセレクト豊田

0565-42-2966

・タイヤランド美波

0884-77-1851

・タイヤランド浦安

047-355-3301

・タイヤセレクト岡崎

0564-54-9851

・オートランド NISHI

0883-64-3601

・タイヤランド行徳

047-396-8750

・タイヤセレクト名古屋東

052-721-2245

・タイヤランド波切

047-462-5491

タイヤランドみなみ

052-614-0017

・タイヤセレクト観音寺

0875-25-1314

・タイヤランド松戸中央

047-364-7123

タイヤランド銀座屋

052-419-1777

タイヤランド高松東

087-847-6702

タイヤランドとこなめ

0569-22-9930

タイヤセレクト小平

042-345-5703

タイヤランド一宮

0586-71-3610

タイヤランド大洲

0893-25-2011

タイヤセレクト町田

042-721-2121

タイヤランド豊橋

0532-32-0213

タイヤランド新居浜西

0897-33-9182

タイヤセレクト環七杉並

03-5355-3506

タイヤランド知立

0566-82-2550

タイヤランド松山北

089-922-4156

タイヤセレクト中野哲学堂

03-5318-3540

タイヤランド四国中央

0896-25-3011

タイヤセレクト葛飾水元

03-5648-7080

タイヤランド今治

0898-48-2929

タイヤセレクト南大沢

042-674-9191

・タイヤランド東予

0898-68-7732

タイヤセレクト府中

042-360-0105

タイヤセレクト久が原

03-5747-6207

タイヤセレクト世田谷用賀

03-5426-3321

タイヤセレクト日野

042-589-0081

・タイヤセレクト福生

042-553-3181

・タイヤセレクトおぎくぼ

03-3394-2335

・タイヤランド江戸川中央

タイヤセレクト八千代

東

京

都

・タイヤランド三河一色

0563-72-7387

・タイヤランド東海通

052-652-5945

・オートランドグレイス

052-776-0232

タイヤセレクト鈴鹿

059-375-6777

・タイヤセレクト伊勢

0596-24-7869

タイヤランド松阪

0598-52-4601

タイヤランド四日市

059-355-6686

タイヤランド鈴鹿

059-379-1206

03-3653-6205

タイヤランド桑名

0594-25-8882

タイヤランド名張

0595-28-8080

タイヤセレクトおかつ

045-815-0333

タイヤランド津

0592-35-2080

045-570-1901

神 奈 川 県

タイヤセレクト 246 さぎぬま 044-855-2009

・オートランドヒロ

011-846-7770

タイヤセレクトかめい野

0466-90-0270

・オートランド旭川

0166-57-8585

タイヤセレクトえびな

・タイヤセレクト青森

0177-44-2711

・タイヤセレクト下田

0178-56-5509

タイヤランド弘前

0172-35-0536

タイヤランド十和田

0176-22-1854

タイヤランド八戸

0178-21-8603

タイヤランド青森

017-788-4694

タイヤランドむつ

0175-22-4402

・タイヤランド五所川原

岩

手

県

0173-38-5353

タイヤランド盛岡

019-611-1222

タイヤランド大成

019-641-2556

タイヤランド水沢

0197-24-1518

タイヤランド北上

0197-66-5305

タイヤランド一関

0191-25-5581

タイヤランド宮古

0193-64-1168

・タイヤランド野田

0194-56-2235

・オートランド R2

0198-62-6488

・オートランド二戸

0195-23-2540

・オートランド久慈

0194-52-8511

宮

城

県

タイヤセレクト仙台荒井

022-390-1175

タイヤランド空港

0223-24-2966

タイヤランド古川

0229-28-5301

タイヤランド仙台

022-388-7715

タイヤランド仙台東

022-287-7051

タイヤランド多賀城

022-366-1251

タイヤランド扇町

022-788-3751

タイヤランド仙南

0224-52-3912

タイヤランド石巻

0225-83-9350

・タイヤランド石巻北

0225-74-2835

・タイヤランド大崎

0229-22-0657

秋

田

県

0595-96-0148

・タイヤランド RennCraft

05972-2-0797

046-231-1666

・タイヤランド名阪伊賀

0595-45-5008

タイヤセレクト浜松

053-438-3030

タイヤセレクト富山

076-444-2121

・タイヤセレクト富士宮

0544-22-5588

タイヤランド三女子

0766-22-6034

・タイヤセレクト静岡

054-238-2701

オートランド小矢部

0766-67-0913

・タイヤランド御殿場

0550-83-1959

・タイヤランド浜松

053-435-6100

タイヤセレクト金沢南

076-247-7070

・タイヤランド御前崎

0548-58-0856

タイヤセレクト金沢中央

076-291-2828

タイヤランド七尾

0767-52-5666

静

茨

岡

城

県

県

タイヤセレクト古河

0280-75-1557

・タイヤセレクト鉾田

0291-33-5151

・タイヤセレクトヨコザワ

0297-52-4833

・タイヤセレクト下妻

0296-44-4600

・タイヤセレクトつくば店

0298-77-2270

・タイヤランド大洗

029-269-5351

・タイヤランド鹿島

0299-84-0123

・タイヤランド神宮橋

0299-82-7939

・タイヤランド茨城東

0291-37-3366

・タイヤランドつくば

0297-20-5880

・タイヤランド常陸大宮

02955-2-1075

・オートランドポニー土浦

0298-35-0070

栃

木

県

・タイヤセレクト鹿沼

0289-76-1055

・タイヤセレクト足利

0284-42-7416

・タイヤランド日光

0288-22-1429

群

馬

県

埼

玉

県

タイヤセレクト前橋

027-234-6609

タイヤセレクト吹上

048-547-1665

タイヤセレクト鶴ヶ島

049-271-0029

タイヤセレクト入間

04-2963-0029

タイヤセレクト川越

049-211-0880

タイヤセレクト大宮

048-664-1410

タイヤセレクト東大宮

048-682-2372

タイヤセレクト北本

048-511-7030
048-739-3930

タイヤランド能代

0185-54-8181

タイヤセレクト浦和

048-811-3322

タイヤランド大曲

0187-66-1172

タイヤランド横手

0182-55-2800

・タイヤランド西川口

048-294-4112

タイヤセレクト山形

023-631-3797

・タイヤセレクト長井

0238-84-2388

タイヤランド鶴岡

0235-25-8860

タイヤランド酒田

0234-23-2555

・タイヤランド酒田中央

福

島

県

0234-24-1144

タイヤセレクト郡山

024-952-7195

タイヤセレクト原町

0244-22-1161

タイヤセレクト会津

0242-28-1442

・タイヤセレクト信正

0246-63-1571

タイヤランド郡山

024-959-1872

タイヤランド福島西

024-546-0600

タイヤランド福島

024-552-2824

タイヤランド本宮

0243-34-1044

タイヤランド船引

0247-82-5651

タイヤランド会津

0242-22-3939

タイヤランド北会津

0242-58-3653

タイヤランド棚倉

0247-33-8236

タイヤランド郡山南

024-937-2481

タイヤランド小名浜

県

・タイヤランド亀山

タイヤセレクト春日部

県

重

0598-28-5140

0186-48-6919

形

三

・タイヤランド松阪大黒田

タイヤランド大館

山

0883-76-1161
088-668-1545

011-872-2010

0172-29-5611

タイヤランド徳島三好

・タイヤランド眉山

・オートランドエイル

タイヤセレクト弘前城東

県

0564-71-6155

タイヤセレクトしんよこはま

0176-53-9586

島

タイヤセレクト岡崎東

0123-59-7434

タイヤセレクト三沢

徳

04-7165-0211

タイヤセレクト柏

・オートランド丸友

県

県

0568-56-1571

047-389-5287

0157-36-5566

森

知

キャンペーン
実施店舗一覧

タイヤセレクト春日井

タイヤセレクト松戸

・オートランド北見

青

愛

全国309店舗にて
キャンペーン実施！

・タイヤランドレイクタウン越谷 048-989-3966
・タイヤランドみさと

0489-55-0451

・タイヤランド秩父

0494-22-0961

・タイヤランド草加

048-949-7500

・オートランド NOAH

0494-22-8515

長

野

県

タイヤランド東御

0268-64-6690

オートランド MIDORIYA

0265-25-7157

新

潟

県

タイヤセレクト新潟

025-381-8100

タイヤセレクト上越

025-523-0030

富

石

山

川

県

県

・オートランドカワサキ

0761-73-3456

・オートランド ST サービス

076-292-8230

・タイヤセレクト福井

0776-24-2006

・タイヤランド坂井

0776-66-8400

・タイヤランド大関

0776-72-1469

福

滋

井

賀

県

県

タイヤセレクト堅田

077-571-1255

・タイヤセレクト土山

0748-67-1050

・タイヤランド大津

077-537-1163

・タイヤランド野洲

077-587-0385

・タイヤランド栗東

077-554-9191

京

都

府

タイヤセレクト上鳥羽

075-661-2190

タイヤセレクト宇治

0774-28-6110

タイヤランド京都北

075-493-7705

タイヤランド亀岡

0771-23-8624

・タイヤランドタイヨー

0772-62-3211

・タイヤランド山科

075-571-2476

大

阪

府

タイヤセレクト高知朝倉

088-828-8712

タイヤランド須崎

0889-42-8568

タイヤランド四万十

0880-34-1375

・タイヤランド安芸

0887-34-3326

タイヤランド鳥取

0857-31-3320

・タイヤランドこやま

0857-37-3336

・タイヤセレクト大田

0854-82-0309

タイヤセレクト出雲

0853-21-2402

タイヤランド浜田

0855-24-8350

タイヤランド松江

0852-38-8090

タイヤランドいずも

0853-20-1611

鳥
島

取
根

県
県

・タイヤランド邑南

0855-83-1200

タイヤランド東出雲

0852-52-7739

タイヤセレクト勝央

0868-38-2040

タイヤランド泉田

086-241-0847

タイヤランド水島

086-455-2250

タイヤランド瀬戸

086-952-9552

タイヤランド岡山下中野

086-243-0225

タイヤランド井原

0866-67-3883

岡

山

県

・タイヤランド岡山中央車輪の店 086-232-9150
・タイヤランド岡山東

広

島

県

086-277-3614

タイヤセレクト広島観音

082-231-3153

タイヤセレクトかすみ

082-253-7755

タイヤランド廿日市

082-925-0708

タイヤランド尾道

0848-56-0705

・タイヤランド北広島

0826-72-6770

タイヤセレクト長門

0837-22-5100

タイヤランド防府

0835-23-7300

タイヤランド新下関

0832-56-1413

タイヤランド山口

083-924-4369

山

口

県

・オートランドタイヤワールド

福

岡

県

0820-56-6666

タイヤセレクト太宰府

092-918-6868

タイヤセレクト筑紫野

092-926-9690

タイヤセレクト九産大前

092-663-1256

タイヤセレクト福岡西

092-892-8322

・タイヤセレクト北九州

093-613-8808

・オートランドブレス

092-882-0028

タイヤセレクト大東

072-871-3041

・オートランドザウルス

093-693-0615

タイヤセレクト平野

06-6760-5531

・オートランドロードランナー

092-943-0900

タイヤセレクト守口

06-6997-8555

タイヤセレクト泉北

072-295-7215

・タイヤランド武雄

0954-22-3131

タイヤセレクト堺

072-280-0020

タイヤランド岸和田

0724-30-6464

・タイヤランド小国

0967-46-2447

タイヤランド堺

072-233-6545

・タイヤランド美里

0964-46-2279

タイヤランド東大阪

0729-63-8075

・タイヤランド球磨

0966-38-2842

タイヤランド摂津

072-632-0822

・タイヤランド芦北

0966-82-2377

・オートランド熊本（合志店）

096-248-7676

タイヤセレクト伊丹

072-771-8747

・タイヤランド熊本北

0967-35-0511

タイヤセレクト神戸

078-576-7007

タイヤセレクト名谷

078-707-2403

タイヤランド佐伯

0972-23-4946

タイヤセレクト明石

078-975-2241

・タイヤランド安心院

0978-44-1255

タイヤセレクト三木

0794-83-0881

タイヤセレクト姫路

079-252-0741

タイヤランド宮崎

0985-20-0220

タイヤセレクト三田

079-562-5337

・タイヤランド串間

0987-72-4391

タイヤランド加古川

079-456-6882

・タイヤランド都北

0986-38-0028

タイヤランド尼崎

06-6483-4532

タイヤランド姫路

079-230-1711

タイヤランド西宮

0798-32-5601

タイヤランド東灘

078-854-7321

兵

庫

県

・タイヤランド新潟山の下

025-273-1815

・タイヤランド三条

0256-35-0120

・タイヤランド明石中央

078-923-2220

・タイヤランド松崎

025-273-2351

・タイヤランド豊岡

0796-23-3355

・タイヤランド明石西

078-936-1454

タイヤランド奈良

0742-30-6681

タイヤランド奈良南

0745-25-2077

0573-68-5040

県

0726-23-5458

0254-52-2659

・タイヤセレクト ISHIHARA

知

県

タイヤセレクト茨木

・タイヤランド村上

県

高

媛

県

06-6842-0666

025-525-2869

阜

愛

川

タイヤセレクト豊中

・タイヤランド上越

岐

香

奈

良

県

タイヤランド岐阜西

058-279-1597

タイヤランド岐阜

058-245-3011

0246-56-6310

タイヤランド高山

0577-36-7161

・タイヤランド白河

0248-24-0002

・タイヤランド金山

0576-32-2301

タイヤセレクト和歌山インター 073-476-5107

・オートランド ENDO

0246-58-8988

・オートランド KOMEI

0584-91-8626

・オートランドHASHIMOTO狐島店 0734-56-3011

和 歌 山 県

佐

賀

県

熊

本

県

大
宮

分
崎

県
県

鹿 児 島 県

タイヤセレクト鹿児島

099-284-5472

タイヤランド指宿

0993-24-1707

・タイヤランド豊見城

098-850-7700

・タイヤランド八重瀬

098-998-1661

・タイヤランド沖縄

098-898-5732

・タイヤランド丸友

098-073-1115

・タイヤランド泡瀬

098-934-0179

沖

縄

県

※上記の店舗情報は、2018年8月現在の情報です。

