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白白
ババイイとと一一緒緒にに写写真真撮撮影影ががででききたたりり、、

白白
ババイイ隊隊員員にによよるるデデモモ走走行行ももあありりまますす！！

白
バイと一緒に写真撮影ができたり、

白
バイ隊員によるデモ走行もあります！

商談会も同時開催 !!商談会も同時開催 !!商談会も同時開催 !!

二二輪輪販販売売店店にによよるる車車両両展展示示

二二輪輪用用品品メメーーカカーーにによよるる用用品品販販売売

愛愛知知県県警警にによよるる交交通通安安全全 PPRR

近近隣隣自自動動車車学学校校にによよるる免免許許取取得得 PPRR

電電動動ススククーータターー体体験験 AABBSS 体体験験

二輪販売店による車両展示

二輪用品メーカーによる用品販売

愛知県警による交通安全 PR

近隣自動車学校による免許取得 PR

電動スクーター体験 ABS 体験 屋屋台台出出店店屋台出店

親親子で体験　ちびっこライディングスクール子で体験　ちびっこライディングスクール
    要    要予予約 ! 約 !     気軽にお申し込みください！気軽にお申し込みください！
親子で体験　ちびっこライディングスクール
    要予約 !   気軽にお申し込みください！

BART ・ 片山 敬済 代表によるBART ・ 片山 敬済 代表による
   「日本一周”One World“バトンリレー」   「日本一周”One World“バトンリレー」
BART ・ 片山 敬済 代表による
   「日本一周”One World“バトンリレー」

ちびっこライディングスクールの予約はちびっこライディングスクールの予約は
   こちらで受付けています。   こちらで受付けています。
ちびっこライディングスクールの予約は
   こちらで受付けています。 ナリデンオートセンター （豊田市） 0565-88-5234

イトー KT （瀬戸市） 0561-82-9218

ホッタサイクル PART2 （あま市） 052-442-8855

ハーレーダビッドソン知立 （知立市） 0566-83-2303

ダンガリー本店 （東海市） 052-603-5000

モトハウス 21st 安城店 （安城市） 0566-98-2248トーカイオート豊田店 （豊田市） 0565-21-0511

入場入場
 無料 無料
入場
 無料

↓会場はこちら↓↓会場はこちら↓↓会場はこちら↓

詳しくは詳しくは
      www.bert-japan.org      www.bert-japan.org
詳しくは
      www.bert-japan.org

※違法改造車は入場不可※違法改造車は入場不可※違法改造車は入場不可

愛知オートバイ事業協同組合

愛知

819819月月 日日

の日の日ババ イクイク

は祭りに行こう !!は祭りに行こう !!
家族で楽しめるイベントが盛り沢山！家族で楽しめるイベントが盛り沢山！

名古屋地区

アニーズ （名古屋市西区） TEL052-504-1319
荒川モータース （名古屋市南区） TEL052-691-3230
イトーモータース本店 （津島市） TEL0567-26-3894
ウッディベル （長久手市） TEL0561-63-1400
エヴォルーション （名古屋市天白区） TEL052-806-7686
エクスポートサノー （愛西市） TEL0567-32-2712
オートサイクルセンターオオヤ （豊明市） TEL0562-93-1551
オートショップバイクマン三本木店 （日進市） TEL0561-74-5567
オートショップバイクマン本店 （日進市） TEL0561-73-3877
オートセンターヤマダ 中川店 （名古屋市中川区） TEL052-352-1717
オートセンター平針店 （名古屋市天白区） TEL052-803-1131
オートハウスフルカワ （名古屋市緑区） TEL052-876-4330
オートバイサロン新美自転車 （知多郡） TEL0569-72-2160
オートフレンド名古屋 （名古屋市東区） TEL052-721-7285
カスタムショップバンブー （豊明市） TEL0562-95-3334
加藤輪店★★ （名古屋市昭和区） TEL052-831-5447
カワセモータース （名古屋市北区） TEL052-981-7087
KMC （名古屋市瑞穂区） TEL052-834-3117
K-Field （日進市） TEL0561-75-7117
小島モータース富木島店 （東海市） TEL052-601-4854
サイクルショップヤマヒロ （知多市） TEL0562-56-0787
ZAPS （知多郡） TEL0562-82-1619
ジュリアモータース （名古屋市天白区） TEL052-808-0054
スペース （名古屋市名東区） TEL052-776-9559
セットポイント （名古屋市熱田区） TEL052-681-6477
セノオモーターサイクル （名古屋市南区） TEL052-821-1208
ダンガリー東海店 （東海市） TEL052-601-1818
ダンガリー半田店 （半田市） TEL0569-21-5800
ダンガリー本店 （東海市） TEL052-603-5000
単車屋MAX （名古屋市名東区） TEL052-701-6587
第一オート商会 （名古屋市北区） TEL052-951-2211
ツーホイールショップイマイ （弥富市） TEL0567-67-5284
T:Sオート （半田市） TEL0569-23-8752
ディバイスカスタムワークス （名古屋市中川区） TEL052-363-3091
テクニカルショップトヨシマ （名古屋市西区） TEL052-531-0034
トライアンフ名古屋イースト （東郷町） TEL0561-67-1222
トライアンフ名古屋ウエスト （名古屋市中川区） TEL052-354-9191
TRICK-STAR NAGOYA （名古屋市南区） TEL052-908-1486
名古屋単友 （名古屋市中川区） TEL0536-82-3508
MOTO PERFORMANCE （名古屋市天白区） TEL052-834-3151
名古屋南カワサキ販売 （大府市） TEL0562-46-1190
バイク＆サイクル ミズノ （名古屋市南区） TEL052-811-0933
バイク&バイク守山店 （名古屋市守山区） TEL052-794-8705
バイクガレージK&M （名古屋市中川区） TEL052-351-8198
バイクショップウカワ （名古屋市中川区） TEL052-353-6664
バイクショップハタノ （名古屋市北区） TEL052-981-2613
バイクショップミズノ （名古屋市千種区） TEL052-731-5148
バイクワールド （日進市） TEL0561-72-6961
パワーズ・ファクトリー・イレブン （海部郡） TEL0567-95-8806
フクトミモータース （名古屋市北区） TEL052-913-1031
フジナガサイクル （知多市） TEL0562-56-1255

フジノ （名古屋市中川区） TEL052-382-6266
ホッタサイクルPART2 （あま市） TEL052-442-8855
ホンダテクニカル名古屋 （名古屋市天白区） TEL052-895-5660
ホンダドリーム名古屋西 （海部郡） TEL0567-95-9991
ホンダ販売カニエ （海部郡） TEL0567-96-1203
ホンダモトショップツネカワ （名古屋市中川区） TEL052-431-0807
松下モータース商会 （名古屋市瑞穂区） TEL052-881-5194
ミヤワキオート （大府市） TEL0562-46-1133
名西カワサキ （名古屋市西区） TEL052-502-7574
モトアイランド本郷 （名古屋市名東区） TEL052-773-5557
モトハウス21st 大府店 (大府市) TEL0562-47-0770
YOU SHOP ハットリ （名古屋市北区） TEL052-981-3691
モトキッズ （名古屋市天白区） TEL052-835-9222
MOTOKO （名古屋市天白区） TEL052-802-8198
ライダース （名古屋市港区） TEL052-381-1317
ルートオザワ （名古屋市南区） TEL052-611-3113
Y2オート （豊明市） TEL0562-93-4671
スマート ファイブ （名古屋市名東区） TEL052-779-0020

尾張小牧地区

イトーKT （瀬戸市） TEL0561-82-9218
SBS一宮 （一宮市） TEL0586-46-2162
SBS小牧 （西春日井郡） TEL0568-29-1819
オートサイクルショップ・サコ （江南市） TEL0587-54-0057
オートショップ松浦 （小牧市） TEL0568-73-5088
オートハウス コロン （小牧市） TEL0568-41-1819
春日井オート （春日井市） TEL0568-82-5678
カワカツ商会 （一宮市） TEL0586-44-9351
スピードショップ東洋 （一宮市） TEL0586-72-8158
輝モータース （西春日井郡） TEL0568-29-1166
中島モーター販売 （清須市） TEL052-501-3387
2輪ショップJPM （尾張旭市） TEL0561-52-5891
ハッピーライダー （一宮市） TEL0586-71-6365
バイク&サイクルカミシマ （尾張旭市） TEL0561-52-2072
バイクショップ鈴木 （北名古屋市） TEL0568-23-9563
ホンダショップ松岡 一宮店 （一宮市） TEL0586-69-4626
ミスターバイク春日井店 （春日井市） TEL0568-84-5251
ミスターバイク春日井東店 （春日井市） TEL0568-53-1503
モトショップカトウ （尾張旭市） TEL0561-54-8775
モトスポーツハヤカワ （清須市） TEL052-400-3367
ユーツートレーダーズ （瀬戸市） TEL0561-85-6420
YSP名古屋北 （西春日井郡） TEL0568-29-0505
HOT☆CREAM Racing （尾張旭市） TEL0561-76-3189
モトハーバー鶴見 （江南市） TEL0587-54-3228

三河地区

赤玉オート （西尾市） TEL0563-72-9558
ウイング岡崎本店 （岡崎市） TEL0564-24-3830
ウイングマン （碧南市） TEL0566-48-5888
オートサイクル市川 （岡崎市） TEL0564-31-5576
オートショップみどり （豊田市） TEL0565-53-3521
オートセンターヤマダ 知立店 （知立市） TEL0566-81-0197
オートセンターヤマダ 西尾店 （西尾市） TEL0563-64-3060

オートセンター刈谷店 （刈谷市） TEL0566-63-6001
サイクルショップトリイ （西尾市） TEL0563-57-3807
澤田モータース （岡崎市） TEL0564-58-7222
ステップ1 （岡崎市） TEL0564-54-6504
スポーツプラザタカハシ （岡崎市） TEL0564-53-2122
セフティモーター大進 （豊田市） TEL0565-34-0330
手島商店 （岡崎市） TEL0564-32-2419
トーカイオート豊田北店 （豊田市） TEL0565-31-2322
トーカイオート豊田店 （豊田市） TEL0565-21-0511
ナリデンオートセンター （豊田市） TEL0565-88-5234
NIRIN-KANミヤモト （岡崎市） TEL0564-51-3835
野口自転車 （西尾市） TEL0563-62-2182
BIKE-KOZO （蒲郡市） TEL0564-63-2777
バイクコミニケーショングリッド （岡崎市） TEL0564-32-4664
バイクステージ ビーオール （安城市） TEL0566-98-8177
B･C FUN LANDサカキバラ （西尾市） TEL0563-57-5371
B&B新栄舎 （碧南市） TEL0566-41-2184
ホンダドリーム岡崎 （岡崎市） TEL0564-51-5385
ホンダドリーム高浜 （高浜市） TEL0566-52-1050
ホンダドリーム豊田 （豊田市） TEL0565-26-1300
丸栄オート （刈谷市） TEL0566-21-1184
モトスポーツトヨタ （豊田市） TEL0565-54-7153
モトハウス21st 安城店 （安城市） TEL0566-98-2248
モトハウス21st 岡崎店 （岡崎市） TEL0564-32-0634
モトハウス21st 刈谷店 （刈谷市） TEL0566-36-7224
モトハウス21st 248店 （岡崎市） TEL0564-66-2255
MOTO RISE （岡崎市） TEL0564-33-3866
モト フェイル （西尾市） TEL0563-54-8338
モト ランブル （西尾市） TEL0563-54-7900
ヤスダオート （安城市） TEL0566-77-3567
山崎モータース （刈谷市） TEL0566-21-4444
リグニス （刈谷市） TEL0566-36-3737
YSP刈谷 （刈谷市） TEL0566-23-3547
オートショップ ウイング （岡崎市） TEL0564-52-8810

豊橋地区

オートショップナカムラ （豊橋市） TEL0532-31-1204
AUTO FARM （蒲郡市） TEL0533-68-3171
ザ･モーターサイクル （豊橋市） TEL0532-26-5252
野澤サイクル （豊川市） TEL0533-84-8668
のりもの診療所 （蒲郡市） TEL0533-57-2986
バイクアクション加藤 （豊橋市） TEL0532-52-2685
ばいく倉庫 （豊川市） TEL0533-89-8432
ホンダサービス松本M-2店 （豊橋市） TEL0532-45-7121
モトサイクレット・サワダ （新城市） TEL0536-23-5101
モトショップエニシング （蒲郡市） TEL0533-68-8001
ライダースエージェント・オオツカ （豊橋市） TEL0532-31-6092
YSP豊川 （豊川市） TEL0533-36-0388
YSP豊橋南 （豊橋市） TEL0532-48-3336
YSP豊川 （豊橋市） TEL0532-88-6010

ANN 愛知オートバイ事業組合 事務局
愛知県愛知郡長久手町菖蒲池1002
TEL.0561-63-9455 FAX.0561-63-9454

e-mail : info@amn.or.jpHP : www.amn.or.jp
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岡崎市中央総合公園 第２駐車場 で開催！岡崎市中央総合公園 第２駐車場 で開催！岡崎市中央総合公園 第２駐車場 で開催！


