Jeep® 正規ディーラーネットワーク
拠点名

県名
北海道

青森
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
岐阜
静岡

ジープ札幌美園
ジープ札幌琴似
ジープ札幌清田
ジープ函館
ジープ旭川
ジープ青森
ジープ仙台
ジープ秋田
ジープ山形
ジープ郡山
ジープ水戸
ジープつくば
ジープ宇都宮
ジープ前橋
ジープ浦和
ジープ所沢
ジープ越谷
ジープ千葉
ジープ船橋
ジープ成田
ジープ柏
ジープ目黒
ジープ世田谷
ジープ杉並
ジープ板橋
ジープ江戸川
ジープ武蔵野
ジープ府中
ジープ東名横浜
ジープ横浜港南
ジープ横浜港北
ジープ藤沢湘南
ジープ相模原
ジープ厚木
ジープ新潟
ジープ富山
ジープ石川
ジープ福井
ジープ甲府
ジープ長野
ジープ松本
ジープ岐阜
ジープ静岡
ジープ沼津
ジープ浜松中央

〒
〒062-0003
〒063-0006
〒004-0839
〒041-0824
〒079-8412
〒038-0003
〒984-0011
〒010-0956
〒990-2423
〒963-0101
〒310-0852
〒305-0021
〒321-0113
〒371-0846
〒338-0836
〒359-0035
〒343-0044
〒263-0051
〒273-0033
〒286-0017
〒270-0143
〒153-0064
〒158-0093
〒168-0081
〒174-0073
〒134-0088
〒181-0002
〒183-0031
〒194-0004
〒234-0051
〒224-0007
〒253-0013
〒252-0216
〒243-0022
〒950-0949
〒939-8212
〒921-8013
〒918-8112
〒400-0043
〒381-0025
〒399-0036
〒500-8113
〒422-8004
〒410-0013
〒435-0042

住所
北海道札幌市豊平区美園３条 3-1-1
北海道札幌市西区山の手６条 1-3-1
北海道札幌市清田区真栄 40-1
北海道函館市西桔梗町838番5
北海道旭川市永山２条１１丁目 2-19
青森県青森市石江1-21-4
宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-61
秋田県秋田市山王臨海町2番32号
山形県山形市東青田４丁目 1-56
福島県郡山市安積町日出山2-103
茨城県水戸市笠原町1517-2
茨城県つくば市古来301番地1
栃木県宇都宮市インターパーク 6-6-1
群馬県前橋市元総社町 593-58
埼玉県さいたま市桜区町谷1-20-20
埼玉県所沢市西新井町 12-29
埼玉県越谷市大泊 425－1
千葉県千葉市稲毛区園生町 387-13
千葉県船橋市本郷町478-1
千葉県成田市赤坂1-1-4
千葉県流山市向小金 1-274-8
東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル1F
東京都世田谷区上野毛 1-34-11
東京都杉並区宮前4丁目27-4
東京都板橋区東山町 2-13
東京都江戸川区西葛西3-8-15
東京都三鷹市牟礼 7-1-31
東京都府中市西府町 2-21-1
東京都町田市鶴間 八丁目14-15
神奈川県横浜市港南区日野 5-1-18
神奈川県横浜市都筑区荏田南2-10-25
神奈川県茅ヶ崎市赤松町6-50
神奈川県相模原市中央区清新2-6-2
神奈川県厚木市酒井3175
新潟県新潟市中央区桜木町 4-8
富山県富山市掛尾町 508-3
石川県金沢市新神田 5-45
福井県福井市下馬 3-308
山梨県甲府市国母8-13-45
長野県長野市北長池346-2
長野県松本市村井町南3丁目1-11
岐阜県岐阜市金園町 9丁目20番地
静岡県静岡市駿河区国吉田 2-2-13
静岡県沼津市東熊堂441-5
静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町 1168

TEL
(011)822-8225
(011)640-1555
(011)887-2255
(0138)48-6661
(0166)46-4450
(017)762-0556
(022)287-1088
(018)888-0811
(023)615-0117
(024)953-5454
(029)246-5271
(029)857-1110
(028)346-1237
(027)210-5117
(048)840-5211
(04)2991-4567
(048)973-1111
(043)290-0055
(047)302-3939
(0476)26-2500
(04)7145-8600
(03)5436-6631
(03)3704-1261
(03)5941-6483
(03)3972-7051
(03)5878-0935
(0422)40-5211
(042)352-3111
(042)799-6991
(045)847-1941
(045)945-0167
(0467)50-1411
(042)757-0555
(046)229-0505
(025)285-6711
(076)422-7666
(076)292-8855
(0776)33-6366
(055)237-4360
(026)217-8100
(0263)88-3725
(058)248-0071
(054)655-1980
(055)926-8600
(053)423-1722

FAX
(011)822-8227
(011)640-1666
(011)887-3388
(0138)48-6663
(0166)46-4451
(017)762-0668
(022)390-7541
(018)888-0617
(023)615-0118
(024)942-3811
(029)241-3024
(029)857-1124
(028)657-0111
(027)210-5118
(048)840-5200
(04)2991-4611
(048)973-1112
(043)290-0033
(047)333-3911
(0476)26-7122
(04)7145-2600
(03)5436-6632
(03)3704-1573
(03)5941-6486
(03)3972-7050
(03)5878-0936
(0422)40-5200
(042)352-0223
(042)799-7990
(045)847-1948
(045)271-6006
(0467)50-1420
(042)757-0855
(046)229-7766
(025)285-6715
(076)422-7999
(076)291-7446
(0776)33-6377
(055)237-4359
(026)217-8145
(0263)88-3596
(058)248-0075
(054)655-1981
(055)926-8601
(053)422-6315

愛知

三重
滋賀
京都
大阪

兵庫

奈良
和歌山
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
福岡

熊本
鹿児島
沖縄
北海道
岩手
東京

ジープ名古屋南
ジープ名古屋天白
ジープ名古屋西
ジープ岡崎
ジープ春日井
ジープ三重
ジープ滋賀
ジープ京都
ジープ堺
ジープ大阪東
ジープ箕面
ジープ神戸
ジープ姫路
ジープ西宮
ジープ奈良
ジープ和歌山
ジープ岡山
ジープ広島西
ジープ広島
ジープ山口中央
ジープ山口
ジープ徳島
ジープ高松
ジープ松山
ジープ北九州
ジープ福岡
ジープ福岡西
ジープ久留米
ジープ熊本
ジープ鹿児島
ジープ沖縄
ジープ札幌東開設準備室
ジープ盛岡開設準備室
ジープ八王子開設準備室

〒457-0071
〒468-0002
〒452-0962
〒444-0823
〒480-0305
〒510-8124
〒520-3022
〒612-8387
〒591-8025
〒573-0005
〒562-0045
〒655-0051
〒670-0996
〒662-0918
〒630-8127
〒640-8287
〒701-0151
〒733-0822
〒731-0103
〒753-0815
〒745-0812
〒771-0131
〒760-0055
〒791-1101
〒803-0851
〒812-0882
〒819-0022
〒839-0809
〒861-5253
〒890-0068
〒901-2133
〒007-0805
〒020-0022
〒192-0355

愛知県名古屋市南区千竈通 6-1-1
愛知県名古屋市天白区焼山一丁目1007番
愛知県清須市春日鳥出 1-1
愛知県岡崎市上地 3-49-5
愛知県春日井市坂下町 1-1523-1
三重県三重郡川越町南福崎868番1
滋賀県栗東市上鈎234-1
京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町136
大阪府堺市北区長曽根町3069-4
大阪府枚方市池之宮四丁目1番30号
大阪府箕面市瀬川3丁目1-30
兵庫県神戸市垂水区舞多聞西 8-6-2
兵庫県姫路市土山2丁目11番10号
兵庫県西宮市六湛寺町 1-27
奈良県奈良市三条添川町5番10号
和歌山県和歌山市築港6-9-3
岡山県岡山市北区平野 555-2
広島県広島市西区庚午中1丁目19-10
広島県広島市安佐南区緑井6丁目20-6
山口県山口市維新公園3丁目8-5
山口県周南市横浜町9-22
徳島県徳島市川内町大松459-3
香川県高松市観光通 2-8-24
愛媛県松山市久米窪田町856 -1
福岡県北九州市小倉北区木町1-8-3
福岡県福岡市博多区麦野 3-19-3
福岡県福岡市西区福重4-5-3
福岡県久留米市東合川 7-1-1
熊本県熊本市南区八分字町32-1
鹿児島県鹿児島市東郡元町12-23
沖縄県浦添市城間 1-39-2
北海道札幌市東区東苗穂5条2丁目6-6
岩手県盛岡市大通3-9-10
東京都八王子市堀之内三丁目1-27

(052)822-9111
(052)808-8050
(052)325-5515
(0564)59-2522
(0568)93-0082
(059)365-3700
(077)553-7766
(075)602-2000
(072)240-1606
(072)840-0777
(072)723-6661
(078)781-1600
(079)299-1101
(0798)26-1111
(0742)32-0300
(073)422-4596
(086)292-1286
(082)274-5100
(082)830-6400
(083)902-5353
(0834)33-3100
(088)676-2777
(087)812-6811
(089)970-1222
(093)583-0770
(092)574-4301
(092)894-5030
(0942)40-7775
(096)241-2012
(099)808-0123
(098)877-2611
(011)784-2600
(019)651-7878
(042)675-2411

(052)822-9120
(052)808-8060
(052)409-1115
(0564)58-6201
(0568)93-0087
(059)365-3722
(077)552-7106
(075)601-6358
(072)240-1607
(072)898-0707
(072)723-6665
(078)781-1601
(079)299-1102
(0798)26-1113
(0742)32-0301
(073)422-4591
(086)292-1281
(082)273-8811
(082)830-6402
(083)933-6100
(0834)33-3120
(088)676-2778
(087)812-5311
(089)975-6419
(093)583-0750
(092)574-4302
(092)894-5031
(0942)40-7776
(096)241-2005
(099)808-0124
(098)877-2102
(011)788-1170
(019)651-7906
(042)675-2414

〒105-0023
〒020-0837
〒323-0014
〒360-0833
〒340-0801
〒274-0063

東京都港区芝浦1-6-38
岩手県盛岡市津志田町 2-1-23
栃木県小山市喜沢667-1
埼玉県熊谷市広瀬 90-1
埼玉県八潮市八條1514-1
千葉県船橋市習志野台4-81-14

(03)5440-5358
(019)638-2221
(0285)24-8888
(048)599-0770
(048)948-7196
(047)469-7001

(03)5232-3647
(019)638-1006
(0285)21-0006
(048)599-0771
(048)948-7124
(047)463-9682

サービスネットワーク

東京
岩手
栃木
埼玉
埼玉
千葉

ジープ指定サービス工場
ジープ指定サービス工場
ジープ指定サービス工場
ジープ指定サービス工場
ジープ指定サービス工場
ジープ指定サービス工場

芝浦 ㈱ﾔﾅｾｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾓｰﾀｰｽﾞ
岩手 岩手クライスラー㈱
小山 広沢商事㈱
熊谷 富士ジーワイ商事㈱
八潮 株式会社VIRKIN
習志野 ㈱ファミリー

