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フィアット正規ディーラーにてアバルトの販売を開始 
 
 

● アバルトの国内販売戦略の成功をうけディーラー店舗数を 3倍に拡⼤ 
● 全国のフィアット正規ディーラー店舗にてアバルトの全モデルを販売 
● 2016年に開始した正規販売ネットワーク充実化プロジェクトの第⼀弾 

 
 
FCA ジャパン株式会社（本社：東京都港区、社⻑：ポンタス・ヘグストロム、以下 FCA ジ
ャパン）は、同社が展開するフィアット正規ディーラーにてアバルトの販売を開始し、2016
年 7 ⽉ 1 ⽇（⾦）より全国 79（注１）の正規ディーラー店舗にて両ブランドの全モデルを販
売します。あわせて、店舗名を「フィアット／アバルト（＋地名）」に変更します。 
 
FCA ジャパンは、社としての企業基盤を固めた第１フェーズ（本国でのフィアットとクラ
イスラーの統合が開始した 2009 年から統合完了の 2012 年まで）、商品・ブランド⼒を強固
なものにした第２フェーズ（現在 15 モデルのラインアップのうち 10 モデルを発売した
2012 年から 2015 年）を経て、2016 年から向こう 3 年間を第３フェーズと位置付け、より
⼀層の販売強化を⽬的に、正規販売ネットワークの充実化を図ってまいります。 
 
アバルトは 2009 年の国内導⼊と同時に主要都市 4 拠点に店舗をオープン。その後ブランド
育成に努めると同時に商品拡充に伴い全国 25 店舗にまで拡⼤させました。FCA ジャパン社
⻑のポンタス・ヘグストロムは「今回の発表は、FCA ジャパンとしての『正規販売ネット
ワーク充実化プロジェクト』の第⼀弾であり、年内にあと 2 回の発表を予定しています。
FCA グループの中で⽇本は、アバルト・ブランドにとって最も重要な市場の⼀つであり、
ここまでの成功が今回のアバルト販売店舗拡⼤およびフィアットとの併売に繋がったと⾃
負しており、⽇本のお客様に感謝しております。」とコメントしています。 
 
新しいフィアット／アバルト正規ディーラー店舗においては、本年秋に発売を予定してい
る新型「アバルト 124 スパイダー」をはじめ（注２）、アバルトの全モデルを展開。アバルト
のオーナー様は今後、従来と⽐べて 3 倍強となる全国の正規ディーラー店舗においてアフ
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ターサービスをお受けいただくことができます。 
 
アバルトの歴史は、1949 年カルロ・アバルトによって設⽴されたチューニングメーカー
「Abarth & C.」に始まります。誰でも所有できるフィアットなどをベース⾞両に「アバル
トマジック」とよばれるチューニングを施し、1950 年代後半から 60 年代にかけて数々の
レースでの栄光に輝く「サソリ」の伝説を築きました。その後はフィアット傘下に⼊り、
2007 年に完全に独⽴したメーカーとして復活したアバルトは、「500」や「プント」をベー
スとした刺激的なモデルを発表しています。 
 
FCA ジャパンは、⽇本の⾃動⾞⽂化がより豊かになることを⽬指し、個性と魅⼒に溢れる
イタリア・アメリカの５ブランド（アルファ ロメオ、クライスラー、フィアット、ジープ、
アバルト）がより多くの⽇本のお客様にとって⾝近な存在となるよう取組みます。 
 
 
＜店舗イメージ＞ 
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（注 1）全国のフィアット／アバルト正規ディーラー店舗のリストは別紙のとおり 
（注 2） 以下のイベントにおいて国内デビュー（初展⽰）を予定しています 

名称：AUTOMOBILE COUNCIL 2016 (オートモビル カウンシル 2016) 
http://www.automobile-council.com/ 

会期：2016 年 8 ⽉ 5 ⽇（⾦）〜 8 ⽉ 7 ⽇（⽇）9：00〜18：00 
※5 ⽇（⾦）の 9：00〜12：00 は、プレスタイムのため⼀般⼊場不可 

会場：幕張メッセ 2・3 ホール (千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1) 
 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
	



2016/6/30現在

店舗名称 〒 住所 定休日
フィアット／アバルト 札幌東 007-0805 北海道札幌市東区東苗穂5条2-6-6 火
フィアット／アバルト 札幌美園 062-0003 北海道札幌市豊平区美園3条3-1-1 火
フィアット／アバルト 札幌清田 004-0839 北海道札幌市清田区真栄40-1 火
フィアット／アバルト 函館 041-0824 北海道函館市西桔梗町838-5 火
フィアット／アバルト 旭川 079-8412 北海道旭川市永山2条11-2-19 火
フィアット／アバルト 盛岡 020-0022 岩手県盛岡市大通3-9-10 水
フィアット／アバルト 仙台泉 981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字笹42-1 火
フィアット／アバルト 仙台 984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-61 火
フィアット／アバルト 秋田 010-0956 秋田県秋田市山王臨海町2-32 火
フィアット／アバルト 山形 990-2423 山形県山形市東青田4-1-3 水
フィアット／アバルト 郡山 963-0101 福島県郡山市安積町日出山2-103 火
フィアット／アバルト 水戸 310-0852 茨城県水戸市笠原町1517-2 火
フィアット／アバルト つくば 305-0025 茨城県つくば市花室1145-3 月（祝日の場合は翌日）
フィアット／アバルト 宇都宮 321-0112 栃木県宇都宮市屋板町1023-10 月+第2火
フィアット／アバルト 小山 323-0014 栃木県小山市喜沢667-1 月（祝日の場合は翌日）
フィアット／アバルト 高前 370-0071 群馬県高崎市小八木町1139-2 月+第1.3火
フィアット／アバルト むさし野 336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山3-16-5 月（祝日の場合は翌日）
フィアット／アバルト 所沢 359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6-711-1 月（祝日の場合は翌日）
フィアット／アバルト 大宮 362-0032 埼玉県上尾市日の出3-3-11 月（祝日の場合は翌日）
フィアット／アバルト 千葉 263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町111-1 月（祝日の場合は翌日）
フィアット／アバルト 習志野 274-0063 千葉県船橋市習志野台4-81-14 月（祝日の場合は翌日）
フィアット／アバルト 成田 286-0033 千葉県成田市花崎町798-10 月（祝日の場合は翌日）
フィアット／アバルト お台場 135-0063 東京都江東区有明1-5-14 水
フィアット／アバルト 世田谷 154-0017 東京都世田谷区世田谷2-4-11 第1･2･3水(祝祭日以外)
フィアット／アバルト 松濤 150-0046 東京都渋谷区松濤2-3-13 火
フィアット／アバルト 池袋 173-0037 東京都板橋区小茂根4-9-2 第1･2･3火(祝祭日以外)
フィアット／アバルト 江戸川 132-0024 東京都江戸川区一之江2-7-9 月(祝日の場合翌平日)
フィアット／アバルト 調布 182-0015 東京都調布市八雲台2-3-1 水
フィアット／アバルト 横浜町田 194-0003 東京都町田市小川1822-1 火+第1水（祝日は営業）
フィアット／アバルト 国立 186-0012 東京都国立市泉4-15-5 火
フィアット／アバルト 横浜港南 234-0053 神奈川県横浜市港南区日野中央1-17-1 火+第1水（祝日は営業）
フィアット／アバルト 横浜 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町51-1 第1･2･3火(祝祭日以外)
フィアット／アバルト 東名川崎 216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-25-10 水
フィアット／アバルト 湘南 254-0055 神奈川県平塚市上平塚1-1 月（祝の時は火）
フィアット／アバルト 藤沢湘南 253-0013 神奈川県茅ケ崎市赤松町6-50 第1･2･3水(祝祭日以外)
フィアット／アバルト 厚木 243-0021 神奈川県厚木市岡田3032-1 火+第2月
フィアット／アバルト 新潟 950-0943 新潟県新潟市中央区女池神明2-8-10 火
フィアット／アバルト 富山 930-0827 富山県富山市上飯野25-1 水
フィアット／アバルト 石川 924-0865 石川県白山市倉光10-141 水
フィアット／アバルト 福井 918-8027 福井県福井市福1-515 無休
フィアット／アバルト 長野 381-2215 長野県長野市稲里町中氷鉋457 火
フィアット／アバルト 松本 399-0701 長野県塩尻市広丘吉田700-8 火
フィアット／アバルト 岐阜 500-8154 岐阜県岐阜市木ﾉ下町2-1 月+第1火
フィアット／アバルト 静岡 424-0064 静岡県静岡市清水区長崎新田120 火+第2月
フィアット／アバルト 浜松 435-0005 静岡県浜松市東区安新町283-1 月
フィアット／アバルト 沼津 410-0007 静岡県沼津市西沢田281-1 火+第2月
フィアット／アバルト 昭和 466-0052 愛知県名古屋市昭和区村雲町1-3 水
フィアット／アバルト 中川 454-0838 愛知県名古屋市中川区太平通5-15 無休
フィアット／アバルト 西名古屋 491-0024 愛知県一宮市富士3-4-23 水
フィアット／アバルト 名東 465-0092 愛知県名古屋市名東区社台3-221-1 水
フィアット／アバルト 守山 463-0044 愛知県名古屋市守山区太田井7-15 水
フィアット／アバルト 天白 468-0066 愛知県名古屋市天白区元八事2-33 水
フィアット／アバルト 岡崎 444-0943 愛知県岡崎市矢作町桜海道37 水
フィアット／アバルト 春日井 486-0844 愛知県春日井市鳥居松町2-11 無休
フィアット／アバルト 四日市 510-8012 三重県四日市市茂福町2-27 月
フィアット／アバルト 鈴鹿南 510-0256 三重県鈴鹿市磯山3-12-37 月
フィアット／アバルト 滋賀 525-0059 滋賀県草津市野路3-1-15 無休
フィアット／アバルト 京都 615-0046 京都府京都市右京区西院西溝崎町15 水
フィアット／アバルト 心斎橋 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-19-1 水
フィアット／アバルト なにわ 556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3-8-5 無休
フィアット／アバルト 堺 593-8327 大阪府堺市西区鳳中町10-8-4 水
フィアット／アバルト 新大阪 564-0043 大阪府吹田市南吹田5-13-22 火（祝の時は水）
フィアット／アバルト 大阪東 577-0063 大阪府東大阪市川俣1-4-33 水
フィアット／アバルト 神戸西 651-2144 兵庫県神戸市西区小山2-4-10 水
フィアット／アバルト 姫路 670-0085 兵庫県姫路市山吹2-15-18 水
フィアット／アバルト 奈良 630-8013 奈良県奈良市三条大路2-1-6 水
フィアット／アバルト 和歌山 640-8287 和歌山県和歌山市築港6-9-3 水
フィアット／アバルト 岡山 700-0962 岡山県岡山市北区北長瀬表町3-3-10 水
フィアット／アバルト 広島 733-0822 広島県広島市西区庚午中1-19-19 火
フィアット／アバルト 福山 720-0841 広島県福山市津之郷町津之郷202-1 火
フィアット／アバルト 山口周南 745-0812 山口県周南市横浜町9-20 火
フィアット／アバルト 徳島 770-8011 徳島県徳島市論田町小論田39-1 月
フィアット／アバルト 高松 761-8014 香川県高松市香西南町621-9 水+第2木
フィアット／アバルト 松山 791-1101 愛媛県松山市久米窪田町846-4 火+第1水
フィアット／アバルト 北九州 807-0821 福岡県北九州市八幡西区陣原5-9-1 火
フィアット／アバルト 福岡 812-0064 福岡県福岡市東区松田2-1-8 無休
フィアット／アバルト 西福岡 819-0031 福岡県福岡市西区橋本2-13-36 水
フィアット／アバルト 熊本 861-5253 熊本県熊本市南区八分字町32-1 火+第1水（祝日は営業）
フィアット／アバルト 鹿児島 890-0068 鹿児島県鹿児島市東郡元町12-23 火+第1水（祝日は営業）

フィアット／アバルト 正規ディーラー店舗

別紙 


	20160630_FiatAbarth併売ネットワーク_FCAJ.pdf
	バインダー8.pdf
	【別紙】フィアットアバルト店舗リスト.xlsx


