
 

【お客様からのお問い合わせ】 
オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771 

受付時間：平日 9:00～12:00 13:00～17:30 

【報道関係者からのお問い合わせ】 
株式会社 オートバックスセブン IR・広報部 小野田（おのだ）、鈴木（すずき）、垣内（かきうち） 

〒135-8717 東京都江東区豊洲 5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント 
TEL. 03-6219-8787 FAX. 03-6219-8762 

※ 上記の画像等につきましては、ホームページよりダウンロードできます。 URL: http://www.autobacs.co.jp/ja/news/index.php 
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～新鮮な檜の香りでリラックス～ 

檜
ひのき

チップ詰め放題 販売開始 

 

 

 

 

 

 

 

 株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長執行役員：小林喜夫巳）は、「檜チップ詰め放題」の販売

を全国のスーパーオートバックスと、オートバックス（※一部店舗）にて、2017 年 11 月 21 日（火）から

開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このたび販売する檜チップは、主に曲がりや傷があり建材として使用

できない国産檜をまるごと砕き、10ミリから２0ミリほどのサイズにカ

ットした商品です。 

 檜には、湿気が原因の悪臭を吸収消臭する効果や、ダニやノミを寄せ

付けない防虫効果、カビの繁殖を抑えカビ臭を取り除く防カビ効果があ

り、新鮮な檜の香りは、リラックス効果も得られると言われます。 

 

 当商品は、SS,S,M,Lの 4サイズのオーガンジーバッグをご用意しお客

様自身に袋に詰めていただく、詰め放題で提供します。車内の消臭・芳

香剤としてはもちろん、ご自宅の消臭・芳香剤としてや、ガーデニング

の虫よけ対策、ペットのケージなどに敷く際にも安心してご使用いただ

けます。 

 

 今後も「常にお客様に最適なカーライフを提案し、豊かで健全な車社会の創造

を使命とする」という当グループの経営理念に基づき、新たなライフスタイルを提供してまいります。 

詰め放題バッグサイズ 税抜価格 

SSサイズ（9cm×12cm） 100 円 

Sサイズ（13cm×18cm） 200 円 

Mサイズ（16cm×22cm） 300 円 

L サイズ（19cm×30cm） 500 円 

ここがポイント！ 

■ 檜チップを詰め放題で販売します。 

■ 建材として使用できない国産檜を活用しています。 

■ 檜は消臭・防虫・防カビの効果や、リラックス効果があります。 

※店舗一覧は次ページに記載 

SS サイズ    S サイズ     M サイズ        L サイズ 
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苫小牧店 福島店 千葉ニュータウン

帯広店 郡山北 木更津金田店

帯広２１条 福島南店 館山バイパス

西岡店 いわき平店 富津

環状通・光星店 ＳＡ会津若松店 代官山店

札幌石山通り店 ・田村船引 ＳＡ東京ベイ東雲

札幌北４７条店 白河店 加平インター店

ＳＡ　ＳＡＰＰＯＲＯ ２９４守谷店 ＳＡ・環七王子神谷

新札幌 ＳＡ・土浦東大通り ＳＡ新小岩

千歳豊里店 石岡八軒台 江戸川店

登別室蘭インター店 ・坂東店 ＳＡ足立

ＳＡ函館 ・常陸大宮店 ＳＡ　ＫＯＤＡＩＲＡ

旭川豊岡 水戸・バイパス店 ＳＡ羽村

釧路 ・水戸住吉店 ＳＡ　ＭＩＴＡＫＡ

東室蘭店 日立金沢 ・多摩店

十和田 ひたちなか店 ＳＡ八王子

むつ店 宇都宮南店 ・多摩境店

ＳＡ八戸店 ＳＡ宇都宮 オートバックスガレージ府中

弘前東店 ・宇都宮西 ・大和店

青森中央店 真岡店 海老名

盛岡北店 鹿沼店 秦野

北上店 栃木店 ・港北インター

一関インター店 ＳＡ小山 横須賀佐原店

花巻 佐野 駒岡店

宮古 ＳＡ　ＭＡＥＢＡＳＨＩ ＳＡ２４６江田

盛岡西バイパス店 前橋天川店 梶ヶ谷

ＳＡ盛岡南 川口店 ・藤沢柄沢店

多賀城店 春日部 ＳＡ横浜ベイサイド

古川店 ・本庄店 ＳＡ十日市場

石巻店 ＳＡ　ＫＵＫＩ ＳＡかわさき

岩沼バイパス店 ＳＡ　ＴＯＤＡ ＳＡ・湘南平塚

２８６根岸 ＳＡ熊谷 ＳＡ厚木

ＳＡ・仙台泉加茂 ＳＡ所沢 川崎さいわい

ＳＡ仙台ルート４５ ＳＡ大宮バイパス 新潟中央店

・富谷店 桶川店 上越店

・大和吉岡 ・岩槻加倉店 柏崎店

大河原 Ｐａｓａｒ三芳（上り）店 小千谷店

秋田仁井田店 松戸店 新発田店

大館中央 ・野田梅郷店 燕三条店

横手インター店 ・成田店 ・佐渡店

秋田大曲店 茂原高師店 ＳＡ　ＮＡＧＡＯＫＡ

秋田由利本荘店 ・南行徳 ＳＡ新潟竹尾

山形深町 海浜幕張店 十日町店

天童店 木更津店 五泉店

・酒田店 鎌ヶ谷 白根店

山形北 八千代店 セコハン市場富山店

・鶴岡 やちまた店 富山北店

寒河江 ＳＡ市川 入善店

米沢店 ＳＡかしわ沼南 ＳＡ・高岡

ＳＡ・郡山南 そが店 ＳＡ富山南

・いわき鹿島店 ＳＡ千葉長沼店 石川県 ＳＡ・金沢野々市店

埼玉県

宮城県

新潟県

秋田県 千葉県

山形県

富山県

福島県

北海道 福島県 千葉県

東京都

茨城県

青森県

栃木県

神奈川県

岩手県

群馬県
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石川県 ＳＡ金沢 松阪店 伊丹店

福井県 さばえ店 四日市生桑店 兵庫中之島

韮崎店 鈴鹿 ＳＡサンシャインＫＯＢＥ

富士吉田 三重朝日 ＳＡ姫路

ＳＡ甲府 ＳＡ・伊勢 篠山店

一宮御坂 滋賀県 ＳＡ湖南 奈良県 ＳＡ八木店

・南アルプス ・亀岡店 わかやま北

長野店 ＳＡ・京都伏見 わかやま南店

松本店 京都北山店 田辺店

・諏訪店 ＳＡ京都ワウワンダーシティ ＳＡ岩出

塩尻店 藤井寺 ・新宮佐野店

上田店 やお店 ・橋本高野口

・穂高店 枚方バイパス店 わかやま布引

・川中島店 摂津店 鳥取北

・中野店 門真店 倉吉店

岐阜北店 仁和寺 ・高屋店

関店 セブン東大阪 ・岡南店

ＳＡ岐阜店 ＳＡ・外環四条畷 ・倉敷店

・清水桜橋店 東香里 東雲店

沼津バイパス 杭全店 西条寺家

焼津店 ＳＡ・豊中庄内 ＳＡ広島商工センター

三島店 ・千里丘店 ・福山中央

伊東店 松原 ・蔵王店

・御殿場店 ・美原店 徳島県 ＳＡ徳島問屋町

浜松名塚店 牧落店 まるがめ店

・２４６長泉 高槻北 仏生山店

・富士宮 ＳＡ・泉北原山台店 ＳＡ・高松中央

静岡流通店 ＳＡ布施高井田 高知西

藤枝店 東大阪菱江 ＳＡ・高知御座

ＳＡ・静岡中原 ＳＡ岸和田 ＳＡ東福岡店

湖西店 ・なにわ店 ＳＡ久留米

ＳＡ浜松 住之江店 宗像店

ＳＡ富士 ＳＡ高槻店 福岡原店

トヨハシ南店 ＳＡ４３道意店 ＳＡ大野城御笠川店

とよはし店 加古川店 ・博多諸岡店

・小牧店 ・ＮＥＷ土山店 福岡新宮

春日井西店 髙砂店 ＳＡ小倉西港

岡崎大樹寺 学園南 佐賀県 ・鳥栖店

ナゴヤ北店 北六甲店 熊本浜線

西尾店 タカラヅカ店 ＳＡ・熊本東バイパス

中川店 ・姫路西 熊本菊陽店

一宮大和店 西宮店 ・熊本八代店

ＳＡ　ＮＡＧＯＹＡＢＡＹ べふ店 大分県 ＳＡ大分２１

ＳＡ植田 三田店 ＳＡ・宮崎南店

・カニエ店 西脇店 延岡店

ナゴヤ東店 氷上店 ・宮崎北店

東名インター店 ・三木大村店 ニューマチナト店

・尾張旭店 竜野 ニュー具志川店

ＳＡ・ルート２２北ナゴヤ ・網干店 ニュー小禄店

長久手 明石店 ・ニュー北谷

豊川店 ・神戸三田インター あわせモール店

静岡県 広島県

香川県

高知県

福岡県

愛知県 兵庫県

熊本県

宮崎県

沖縄県

三重県 兵庫県

山梨県

京都府 和歌山県

長野県

大阪府

鳥取県

岐阜県 岡山県


