
1

県名 市区 住所 ステーション名

茨城県 つくば市 茨城県つくば市吾妻1-5 つくば駅西

茨城県 ひたちなか市 茨城県ひたちなか市勝田本町1-11 勝田駅西（本町）

茨城県 守谷市 茨城県守谷市けやき台5-12 守谷（けやき台）

茨城県 守谷市 茨城県守谷市中央4-24 守谷中央

埼玉県 さいたま市大宮区 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-397 タイムズ大宮西口第１０

埼玉県 さいたま市中央区 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2-600 南与野駅前

埼玉県 熊谷市 埼玉県熊谷市銀座2-245 ニットーモール熊谷

埼玉県 川口市 埼玉県川口市元郷1-2 タイムズ川口元郷駅前

埼玉県 川口市 埼玉県川口市元郷1-2 川口元郷駅前第２

埼玉県 所沢市 埼玉県所沢市くすのき台1-14 グランエミオ所沢４Ｆ

埼玉県 越谷市 埼玉県越谷市南越谷3-19 新越谷駅前

埼玉県 戸田市 埼玉県戸田市下戸田1-17 タイムズ下戸田１丁目

埼玉県 戸田市 埼玉県戸田市本町4-17 戸田公園西口駅前

埼玉県 戸田市 埼玉県戸田市本町1-15 タイムズ戸田公園駅前第２

埼玉県 久喜市 埼玉県久喜市久喜中央1-3 久喜駅前

千葉県 千葉市稲毛区 千葉県千葉市稲毛区稲毛東4-1 タイムズ稲毛駅西口

千葉県 松戸市 千葉県松戸市本町20-9 松戸パーキング

千葉県 習志野市 千葉県習志野市谷津7-7 タイムズＬｏｈａｒｕ津田沼

神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川県横浜市神奈川区金港町1 横浜ベイクォーター

神奈川県 横浜市港北区 神奈川県横浜市港北区新横浜3-4 新横浜プリンスホテル・プリンスぺぺ駐車場（９階）

神奈川県 横浜市中区 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-5 タイムズステーション横浜関内

神奈川県 川崎市川崎区 神奈川県川崎市川崎区駅前本町14-2 タイムズステーション川崎9F

静岡県 静岡市葵区 静岡県静岡市葵区黒金町61-1 タイムズ静岡新幹線口

静岡県 浜松市中区 静岡県浜松市中区砂山町352-1 浜松駅南

静岡県 浜松市中区 静岡県浜松市中区砂山町335 砂山町３３５月極駐車場

静岡県 三島市 静岡県三島市寿町3-45 三島駅南口寿町

静岡県 三島市 静岡県三島市一番町9 三島駅一番町

静岡県 富士市 静岡県富士市柳島西河原290 新富士駅富士山口

愛知県 名古屋市中川区 愛知県名古屋市中川区柳森町1907 八田駅南第３

愛知県 名古屋市中村区 愛知県名古屋市中村区名駅1-1 ＪＰタワー名古屋１０階

愛知県 名古屋市中村区 愛知県名古屋市中村区名駅1-1 ＪＰタワー名古屋２階

愛知県 名古屋市中村区 愛知県名古屋市中村区椿町6 エスカ駐車場 名古屋駅新幹線口　エスカ駐車場

愛知県 名古屋市東区 愛知県名古屋市東区泉2-24 高岳駅前第２

愛知県 豊橋市 愛知県豊橋市花田町野黒34 豊橋月極

愛知県 春日井市 愛知県春日井市高山町3-10 春日井

愛知県 刈谷市 愛知県刈谷市南桜町1-67 刈谷駅前

京都府 京都市下京区 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町811 京都五条河原町

大阪府 大阪市阿倍野区 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-9 阿倍野松崎町２丁目

大阪府 大阪市西区 大阪府大阪市西区南堀江4-13 南堀江４－１３

大阪府 大阪市西区 大阪府大阪市西区南堀江2-11 南堀江２丁目第２

大阪府 大阪市西区 大阪府大阪市西区立売堀5-8 阿波座駅南

大阪府 大阪市西区 大阪府大阪市西区南堀江3-16 タイムズ南堀江第２４

大阪府 大阪市中央区 大阪府大阪市中央区久太郎町2-4 東急ステイ大阪本町

大阪府 大阪市中央区 大阪府大阪市中央区北浜3-1 タイムズ北浜

大阪府 大阪市中央区 大阪府大阪市中央区高津3-2 日本橋駅東

大阪府 大阪市中央区 大阪府大阪市中央区瓦屋町1-5 タイムズ空堀商店街南

大阪府 大阪市天王寺区 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-23 四天王寺夕陽丘営業所

大阪府 大阪市北区 大阪府大阪市北区大深町1-1 タイムズヨドバシ梅田タワー１２階

大阪府 大阪市浪速区 大阪府大阪市浪速区難波中2-5 タイムズなんば駅前

大阪府 大阪市浪速区 大阪府大阪市浪速区敷津西2-4 大国町駅西

大阪府 大阪市浪速区 大阪府大阪市浪速区稲荷1-5 ＪＲ難波駅前稲荷１丁目

        スタッドレスタイヤ オプション対象ステーション

スタッドレスタイヤをご予約の際は、予約登録画面にて「オプション・装備選択」からスタッドレスタイヤをお選びください。

 ※タイムズカーアプリからは選択いただけません。

2021年12月17日現在の対象ステーションです。最新情報は予約登録画面でご確認ください。
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県名 市区 住所 ステーション名

大阪府 堺市北区 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3-60 堺もず

大阪府 豊中市 大阪府豊中市蛍池西町3-583 伊丹空港

大阪府 吹田市 大阪府吹田市豊津町9-40 タイムズカリーノ江坂

大阪府 東大阪市 大阪府東大阪市長田西4-1 東大阪長田

兵庫県 神戸市中央区 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3-3 ＪＲ三ノ宮駅北カーターミナル

兵庫県 西宮市 兵庫県西宮市甲風園1-14 西宮北口カーターミナル

兵庫県 西宮市 兵庫県西宮市建石町91 西宮建石町

和歌山県 和歌山市 和歌山県和歌山市十三番丁50 和歌山城北

和歌山県 和歌山市 和歌山県和歌山市杉ノ馬場2-4 和歌山市駅前カーシェア

和歌山県 西牟婁郡白浜町 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田261 白浜駅前

広島県 広島市安佐南区 広島県広島市安佐南区古市3-7 古市

広島県 広島市西区 広島県広島市西区横川町3-2 横川町第４

広島県 広島市中区 広島県広島市中区大手町2-9 広島大手町

広島県 広島市中区 広島県広島市中区白島九軒町12 白島

広島県 広島市中区 広島県広島市中区袋町6-11 ＮＴＴ袋町ビル

広島県 広島市中区 広島県広島市中区大手町2-11 タイムズ大手町第８

広島県 広島市中区 広島県広島市中区鉄砲町10 三越前パーキング

広島県 広島市中区 広島県広島市中区大手町3-7 広島パークビル

広島県 広島市中区 広島県広島市中区小町2 小町パーキング

広島県 広島市東区 広島県広島市東区二葉の里3-5 広島新幹線口

広島県 広島市南区 広島県広島市南区大州1-285 大州

広島県 広島市南区 広島県広島市南区松原町5-1 広島駅前（５Ｆ）

広島県 呉市 広島県呉市中央3-2 呉中央３丁目

広島県 尾道市 広島県尾道市栗原町9375 新尾道駅南口

広島県 福山市 広島県福山市三之丸町5 福山駅前南口

広島県 東広島市 広島県東広島市西条西本町15 東広島

山口県 下関市 山口県下関市秋根南町1-9 新下関駅前

山口県 下関市 山口県下関市竹崎町4-1 下関駅前

山口県 岩国市 山口県岩国市麻里布4-1 岩国駅前

山口県 周南市 山口県周南市住崎町1-22 徳山駅前

愛媛県 松山市 愛媛県松山市北吉田町1014 松山空港

愛媛県 松山市 愛媛県松山市三番町8-12 松山駅前東

愛媛県 松山市 愛媛県松山市三番町4-11 松山三番町４丁目

福岡県 福岡市博多区 福岡県福岡市博多区空港前2-2 福岡空港店

熊本県 熊本市西区 熊本県熊本市西区春日2-3 熊本新幹線白川口店

熊本県 熊本市中央区 熊本県熊本市中央区辛島町65 熊本桜町バスターミナル前店

熊本県 上益城郡益城町 熊本県上益城郡益城町杉堂高遊901 熊本空港

宮崎県 延岡市 宮崎県延岡市昭和町1-10 延岡店
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