
1 下館東店 セルフ 〒309-1116 茨城県筑西市横塚1354 ☎0296-57-9611 Ｆ．0296-57-7148

2 下館玉戸店 セルフ 〒308-0847 茨城県筑西市玉戸1053-9 ☎0296-28-2547 Ｆ．0296-28-7566

3 下館岡芹店 セルフ 〒308-0054 茨城県筑西市西谷貝610-1 ☎0296-25-1426 Ｆ．0296-25-4983

4 下館直井店 〒308-0803 茨城県筑西市直井936-2 ☎0296-25-1465 Ｆ．0296-25-4981

5 下館ﾆｭｰﾀｳﾝ店 セルフ 〒308-0847 茨城県筑西市玉戸1270-129 ☎0296-25-2790 Ｆ．0296-25-2792

6 セルフ結城店 セルフ 〒307-0052 茨城県結城市中央町2-6-13 ☎0296-33-1567 Ｆ．0296-33-1581

7 笠間店 〒309-1613 茨城県笠間市石井989-1 ☎0296-72-6944 Ｆ．0296-73-0014

8 古河長谷店 〒306-0025 茨城県古河市原町3-56 ☎0280-22-5080 Ｆ．0280-22-5280

9 総和ネーブル店 セルフ 〒306-0226 茨城県古河市女沼1406-1 ☎0280-92-7345 Ｆ．0280-92-7444

10 ビークル・ビー境店 セルフ 〒306-0433 茨城県猿島郡境町909 ☎0280-81-3177 Ｆ．0280-81-3166

11 セルフ三和店 セルフ 〒306-0125 茨城県古河市仁連828-1 ☎0280-75-1411 Ｆ．0280-75-1412

12 岩井バイパス店 〒306-0631 茨城県坂東市岩井4339-2 ☎0297-35-6935 Ｆ．0297-35-4435

13 Dr.Driveセルフ竜ヶ崎店 セルフ 〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台5-4-1 ☎0297-66-8377 Ｆ．0297-66-8799

14 土浦千束店 〒300-0046 茨城県土浦市千束町4-7 ☎029-823-4373 Ｆ．029-823-4375

15 土浦真鍋店 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋4-12-3 ☎029-823-4379 Ｆ．029-823-3346

16 土浦学園通り店 セルフ 〒300-0804 茨城県土浦市粕毛101-1 ☎029-823-6595 Ｆ．029-823-6283

17 ビークル・ビー土浦店 〒300-4111 茨城県土浦市大畑1607-10 ☎029-862-5800 Ｆ．029-862-5251

18 神栖西部店 〒314-0143 茨城県神栖市神栖4-2-12 ☎0299-92-4655 Ｆ．0299-77-7760

19 鹿島鉢形店 〒314-0033 茨城県鹿嶋市鉢形台1-14-45 ☎0299-83-6811 Ｆ．0299-83-9861

20 鹿島佐田店 セルフ 〒314-0027 茨城県鹿嶋市佐田640-2 ☎0299-84-6370 Ｆ．0299-84-6377

21 水戸石川店 セルフ 〒310-0905 茨城県水戸市石川1-3834-1 ☎029-252-3761 Ｆ．029-252-3791

22 Dr.Drive水戸五軒町店 〒310-0063 茨城県水戸市五軒町1-3-38 ☎029-231-5164 Ｆ．029-231-5165

23 Dr.Drive水戸桜ノ牧店 〒310-0913 茨城県水戸市見川町字ぼふしの2280-1 ☎029-243-1002 Ｆ．029-243-1205

24 セルフ水戸赤塚店 セルフ 〒310-0911 茨城県水戸市見和3-663-9 ☎029-309-1022 Ｆ．029-309-1023

25 日立滑川店 〒317-0053 茨城県日立市滑川町1-6-18 ☎0294-24-4598 Ｆ．0294-22-1456

26 高萩インター店 〒318-0003 茨城県高萩市下手綱2011 ☎0293-24-1677 Ｆ．0293-24-2023

27 Dr.Driveセルフ磯原店 セルフ 〒319-1543 茨城県北茨城市磯原町豊田209-1 ☎0293-42-7233 Ｆ．0293-42-7210

28 Dr.Drive大津港店 セルフ 〒319-1702 茨城県北茨城市大津町2521 ☎0293-44-3201 Ｆ．0293-30-2208

29 エッソ・エクスプレス勝田笹野店 セルフ 〒312-0018 茨城県ひたちなか市笹野町2-7-1 ☎029-272-0020 Ｆ．029-275-6035

30 エッソ・エクスプレス赤坂店 セルフ 〒311-1241 茨城県ひたちなか市赤坂12368-2 ☎029-262-2929 Ｆ．029-262-6166

31 Dr. Drive アドバンスセルフつくば梅園店 セルフ 〒305-0045 茨城県つくば市梅園2-25-12 ☎029-855-2236 Ｆ．029-886-7255

32 Dr. Drive アドバンスセルフ土浦荒川沖店 セルフ 〒300-1174 茨城県土浦市荒川沖西1-13-1 ☎029-843-0614 Ｆ．029-843-2823

33 Dr. Drive アドバンスセルフ水海道高野店 セルフ 〒303-0033 茨城県常総市水海道高野町508-1 ☎0297-22-3061 Ｆ．0297-22-3062

34 Dr. Drive アドバンスセルフ荒川本郷店 セルフ 〒300-1159 茨城県稲敷郡阿見町本郷１－４７－５ ☎029-842-3658 Ｆ．029-842-4346

35 Dr. Drive アドバンスセルフひたち野東店 セルフ 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東2-19-5 ☎029-871-0031 Ｆ．029-871-0035

36 Dr. Drive アドバンスセルフひたち野うしく店 セルフ 〒300-1206 茨城県牛久市ひたち野西2-16-5 ☎029-830-8603 Ｆ．029-830-8604

37 Dr. Drive アドバンスセルフ大野原店 セルフ 〒314-0144 茨城県神栖市大野原1-1-22 ☎0299-93-4440 Ｆ．0299-93-4480

38 Dr. Drive アドバンスセルフ日川店 セルフ 〒314-0114 茨城県神栖市日川1963-67 ☎0299-97-1620 Ｆ．0299-97-1630

39 Dr. Drive アドバンスつくば竹園店 〒305-0033 茨城県つくば市東新井24-4 ☎029-851-3112 Ｆ．029-886-7750

40 Dr. Drive アドバンスセルフつくば吾妻店 セルフ 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻4-18-8 ☎029-852-0339 Ｆ．029-828-5100

41 Dr. Drive アドバンスセルフつくば今鹿島店 セルフ 〒300-2641 茨城県つくば市今鹿島4843 ☎029-847-0801 Ｆ．029-847-0831

42 Dr. Drive アドバンスセルフつくば桜店 セルフ 〒305-0003 茨城県つくば市桜2-38-7 ☎029-857-8864 Ｆ．029-857-8858

43 Dr. Drive セルフつくば研究学園店 セルフ 〒305-0817 茨城県つくば市研究学園1-2-9 ☎029-868-6710 Ｆ．029-868-6712

44 Dr. Drive アドバンスセルフ日立豊浦店 セルフ 〒319-1411 茨城県日立市川尻町5-36-31 ☎0294-42-7712 Ｆ．0294-32-7280

45 Dr. Drive アドバンス日立大平店 〒317-0054 茨城県日立市本宮町4-22-1 ☎0294-24-3825 Ｆ．0294-21-6533

46 Dr. Drive アドバンスセルフ十王店 セルフ 〒319-1301 茨城県日立市十王町伊師松並ノ根2182－2 ☎0294-39-6739 Ｆ．0294-39-6740

47 水戸加倉井店 セルフ 〒311-4163 茨城県水戸市加倉井町693-3 ☎029-252-5188 Ｆ．029-252-5188

48 水戸大塚店 セルフ 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1562-1 ☎029-251-5333 Ｆ．029-255-5800
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