ＪＵ適正販売店認定リスト
事業所名
(株)四輪館
(株)カーポイントビック
(有)カースタジオネットワーク
(株)カーズタウン
(株)ニューフレンドリー
(株)ナウ
(株)カーポイントビック
(株)四輪館
(株)札幌ワシダ
おがわ商会
(株)カー・フレッシュ
(有)クレイズコーポレーション
(株)上嶋自動車
(有)ヤマザキ
木野自動車共販(株)
(有)士幌自動車
(株)安岡自動車工業
(有)吉田観光
(有)三井自動車販売
広尾ボデー工業(有)
(株)エムズカーシステム
(株)ネクサス
(有)フルヤオート
(株)オートサロン・スタッフ
木下自工(株)
(有)リカバリーカーズ
(有)カーショップニシノ
(有)カーディラーモリタ
(株)くるまや室蘭
(株)セルオート
オートアシスト
Ｃａｒｉｓｍ(株)
(株)ティーズオート
(株)イーストワン
(有)仲野自動車販売
(有)プロモード
(有)カーフレンドうえはら
(株)ワークス

店舗名/屋号
新川店
スズキ南郷通店

住所
北海道札幌市北区新川4条4丁目3番2号
北海道札幌市白石区南郷通15丁目北8-32
北海道札幌市白石区北郷3条14丁目1-40
北海道札幌市厚別区大谷地東2丁目5-30
北海道札幌市厚別区大谷地西1-3-5
北海道札幌市厚別区厚別西5条6丁目2-3
スズキアリーナ平岡店
北海道札幌市清田区北野五条5-20-35
北海道札幌市東区東雁来8条2丁目1-24
北海道札幌市豊平区豊平3条6丁目1-8
北海道岩見沢市上幌向南１条４丁目1275-11
北海道帯広市西5条南16丁目20
北海道帯広市西9条南9-7-8
モーターショップカミシマ 北海道帯広市西12条南1
北海道帯広市西十七条北2-55-13
北海道河東郡音更町木野大通り東4-1
さとう自動車販売
北海道中川郡幕別町青葉町2-1
北海道帯広市西22条北1丁目12-30
北海道河西郡芽室町東芽室南2線24番地
北海道中川郡幕別町札内青葉町2-2
北海道広尾郡広尾町丸山通北2-10
北海道釧路市鳥取大通9丁目9番15号
北海道釧路市鳥取北5-5-1
北海道釧路市鳥取北6丁目5番1号
北海道釧路市鶴野66番地23
北海道川上郡標茶町開運1丁目36番地1
北海道函館市宇賀浦町20-15
北海道函館市桔梗町418-121
北海道函館市北美原1-1-1
北海道室蘭市寿町2-17-2
北海道苫小牧市木場町3-12-16
北海道苫小牧市双葉町1-14-16
北海道苫小牧市新開町3-16-5
北海道苫小牧市山手町2-2-7
北海道沙流郡平取町字荷菜85-7
北海道様似郡様似町大通1-54
北海道登別市新生町1-26-5
北海道登別市栄町4-3-7
北海道苫小牧市澄川町3-2-30
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電話番号
011-766-4040
011-862-4441
011-873-3030
011-893-3811
011-892-7911
011-891-1000
011-883-4441
011-792-4040
011-823-9381
0126-26-6699
0155-23-5121
0155-23-7050
0155-36-1136
0155-33-6099
0155-31-3946
0156-56-1177
0155-37-3060
0155-62-0468
0155-56-7522
01558-2-3160
0154-68-4100
0154-64-5991
0154-53-2720
0154-52-7172
015-485-2145
0138-32-8509
0138-34-7722
0138-46-3534
0143-43-3552
0144-35-7766
0144-37-7667
0144-84-5566
0144-84-1172
0145-74-2222
01463-6-2353
0143-86-0010
0143-86-3919
0144-67-1113

事業所名
(株)スノードリーム
(有)武自動車工業
(有)髙士自動車
(有)おおた自動車販売
(株)タックスカネタ
(有)マークス
道東四輪(株)
(株)上ケ島自動車
(株)美幌マイカーセンター
(有)かあどっく
(有)愛車舘
(有)髙橋総合車輌
(有)ビックジャパン
(有)八戸自動車販売
(株)石生企業グループ
(株)ヤマモト
(有)シラヤマ自動車販売
(有)ユーシーネット
(有)輪屋商会
(有)イシヤマ自販
(株)ＭＡＣＳ
(株)千葉商会
(株)Ｇ ｓｈｏｐ
(株)プラス・ワン
小鹿自動車(株)
(有)板柳マツダ自動車商会
(有)オートスマイル
(株)オートガード八戸
(株)カーライフ

店舗名/屋号

マツダオートザム ヤマモト あおば店

フォーティファイブ

旭自動車工業(株)
(有)丸武自動車商会
(有)浅井自動車販売
(有)マイカープラザ
(株)ヤマモト
(有)カーボックス
(有)カー・グランド・ルマン
(有)エスエム商会
(有)フジオートセンター
(有)オートショップ横手
(有)中仙オート

本社
湯沢店

住所
北海道苫小牧市拓勇西町8-2-53
北海道旭川市江丹別町嵐山207-12
北海道旭川市東光3条8丁目4-27
北海道旭川市東光6条7丁目1番10号
北海道旭川市永山2条9丁目2番12号
北海道北見市小泉419番地14
北海道北見市小泉482-1
北海道北見市大正140-9
北海道網走郡美幌町稲美140-63
北海道紋別市落石町4丁目31番26号
北海道北見市相内町50
北海道北見市東相内町327番地28
青森県青森市大字八幡林字品川4-7
青森県八戸市類家5丁目14-14
青森県八戸市城下3丁目1-23
青森県八戸市青葉3-3-12
青森県十和田市大字洞内字井戸頭144-528
青森県むつ市昭和町2-19
青森県弘前市大字田園4丁目1-11
青森県弘前市大字城東北3丁目2-2
青森県弘前市大字石川字春仕内107
青森県弘前市大字小栗山字小松ヶ沢245
青森県弘前市大字町田3丁目8-28
青森県五所川原市大字豊成字田子ノ浦72-4
青森県南津軽郡藤崎町榊字福田91
青森県北津軽郡板柳町大字三千石字五十嵐14-15
青森県弘前市大字津賀野字浅田749-3
青森県八戸市日計1丁目4-20
青森県八戸市大字市川町字南尻引83-1
岩手県一関市南町4-9
岩手県奥州市水沢区佐倉河字三反町60-2
岩手県北上市北鬼柳18地割62-1
岩手県花巻市石鳥谷町黒沼4地割23-1
岩手県二戸市堀野字長地31-2
秋田県秋田市牛島東1-5-10
秋田県秋田市茨島2丁目5-27
秋田県湯沢市元清水4-4-10
秋田県湯沢市杉沢字森道上2-1
秋田県横手市赤坂字大道向29
秋田県大仙市豊川字一本柳46
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電話番号
0144-61-0343
0166-63-1350
0166-37-5540
0166-31-8668
0166-48-2222
0157-61-0919
0157-69-6980
0157-36-7000
0152-72-0033
0158-23-1849
0157-35-3321
0157-36-2069
017-737-0111
0178-22-6668
0178-45-7651
0178-45-5101
0176-27-3777
0175-33-1282
0172-28-6666
0172-27-7733
0172-43-1155
0172-87-2917
0172-36-1414
0173-27-3877
0172-65-3711
0172-73-2345
0172-38-2300
0178-21-2341
0178-52-3120
0191-23-4583
0197-24-1214
0197-64-1734
0198-45-2700
0195-23-8111
018-831-6506
018-864-8833
0183-73-3188
0183-72-1919
0182-36-2654
0187-56-3837

事業所名
(株)川村自動車工業
(有)エスエム商会
(有)フジオートセンター
(有)ステージワン
(有)カーショップ・エフ
(株)仙台自動車流通
(株)みなとモーター
アベ自動車工業(株)
鹿野自動車販売(株)
(株)石井自動車整備工場
(有)加藤モーター商会
(有)マイカーセンター山城
(有)福島自動車流通センター
小島自動車(株)
(株)アルファーオート
(有)北会津自動車
(有)北会津自動車
(株)トーワオート
(株)スズキ宇都宮販売
(有)ライズ宇都宮
(株)トーワオート
(株)正和（ワンダーガレッジ）
東京オート(株)
(有)オートサービスサカモト
(有)西川田自動車
(有)ジャストオート
(株)サンコー
(株)イズミ興社
(株)トーワオート

店舗名/屋号

住所
秋田県仙北市田沢湖小松字二枚橋100
十文字営業所
秋田県横手市十文字町佐賀会下沖田3-34-1
十文字店
秋田県横手市十文字町西上70-10
宮城県仙台市太白区東中田2-2-25
宮城県角田市佐倉字雁小屋106-1
宮城県仙台市宮城野区中野字大貝沼51-3
宮城県石巻市湊町3-1-4
宮城県石巻市鹿又字天王前178
宮城県大崎市鹿島台広長字内ノ浦85-5
山形県鶴岡市宝田2丁目1-46
福島県福島市瀬上町字南中川原25-3
福島県伊達市梁川町五十沢字聖天前3-3
福島県福島市成川字馬場3-3
福島県福島市桜本字遠北27-2
福島県田村郡三春町大字熊耳字中田210
ケイショップパートナー
福島県会津若松市門田町飯寺字村東278-14
福島県会津若松市北会津町新在家字前田11-3
宇都宮西店
栃木県宇都宮市鶴田町2020-1
宇都宮中央店
栃木県宇都宮市鶴田町3209-1
栃木県宇都宮市上横田町850-15
宇都宮南店
栃木県宇都宮市宮の内1-172-3
ワンダーガレッジ
栃木県宇都宮市みどり野町18-25
若松原店
栃木県宇都宮市若松原1-3-15
栃木県宇都宮市西川田町282-1
栃木県宇都宮市西川田町965
栃木県宇都宮市西川田町909-1
栃木県宇都宮市東原町8-34
栃木県那須烏山市谷浅見1013-1
宇都宮東店
栃木県宇都宮市下平出町323-1
(有)フィッシャーマンズモータース
栃木県宇都宮市石井町1294-2
(有)林モータース
栃木県宇都宮市石井町2579-4
(株)ＬＩＢＥＲＡＬ
栃木県宇都宮市上桑島町3935-1
(株)スズキ宇都宮販売
泉が丘店
栃木県宇都宮市泉が丘5-2-16
(有)T.T.ファクトリー
宇都宮北店
栃木県宇都宮市下川俣町1062-5
(株)スズキ宇都宮販売
スズキアリーナ宇都宮東店 栃木県宇都宮市東町22-1
(有)オートサービス安西
栃木県日光市大沢町125
(有)岩間自動車販売
栃木県真岡市東郷288-2
(株)ヒーロー
ヒーローオート鹿沼店
栃木県鹿沼市西茂呂2-2-8
(株)ヒーロー
栃木県鹿沼市西沢町1292-1
東京オート(株)
小山喜沢店
栃木県小山市喜沢653-7
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電話番号
0187-52-4077
0182-42-4388
0182-42-4800
022-741-0717
0224-63-5676
022-387-1811
0225-22-3138
0225-74-2551
0229-56-4512
0235-22-6008
024-553-5038
024-577-3030
024-539-9083
024-593-0200
0247-61-4222
0242-23-8650
0242-56-3315
028-649-3321
028-632-1919
028-645-6090
028-655-1561
028-688-6088
028-688-3611
028-645-4135
028-658-0881
028-659-1110
028-658-0313
0287-84-0010
028-683-5331
028-663-4868
028-613-3301
028-657-5571
028-661-3270
028-612-5140
028-689-0010
0288-26-0016
0285-83-1688
0289-63-6662
0289-77-2323
0285-30-6711

事業所名
東京オート(株)
(有)齋藤自動車
(有)モンテカルロオート
東京カーセンター(株)
(有)あすか自動車
堀越商事(株)
(有)アルファーオート
東京オート(株)
(有)渡辺モータース
(株)アスカ
(株)大塚モータース
東京オート(株)
(株)クニヤ
(有)日晃自動車販売
(株)スズキ宇都宮販売
(有)秋元自動車
(株)アスカ
北斗交易(株)
(有)城北自動車販売
(株)インパル
(有)小出自動車工業
(有)片貝自動車商会
博榮自動車販売(株)
(株)あいポート
(有)三ツ森オート
(有)平慶自動車工場
(株)イエスト
北栄自動車工業(株)
カイツ自動車(株)
(株)ユタカオート
(株)ツチダオート･サービス
庄司自動車(株)
(株)キャッスルオートセンター
ヒロキトレード
(株)オートショップＫ２
(有)渋川マツダ
小野上自動車整備工場
(有)神光オート
(有)清原
(有)ハッピーコーポレーション

店舗名/屋号
小山店

マイアミカーズ店
佐野店
スズキアリーナ栃木南
上三川店
スズキアリーナ岡本店
大平営業所

オーテックプラザ
オートプレジャー

住所
栃木県小山市東城南2-1-5
栃木県足利市名草下町4025-1
栃木県足利市大久保町1241
栃木県足利市小俣町127-3
栃木県足利市朝倉町3-24-4
栃木県足利市通2-3-10
栃木県足利市大前町1394-1
栃木県佐野市赤坂町984-1
栃木県佐野市富岡町1473-2
栃木県栃木市神田町21-21
栃木県栃木市野中町216
栃木県河内郡上三川町上三川4425
栃木県河内郡上三川町しらさぎ2-1-11
栃木県宇都宮市白沢町1850-3
栃木県宇都宮市岡本町451-1
栃木県那須塩原市新南163-515
栃木県栃木市大平町川連390-1
新潟県糸魚川市横町4-7-18
新潟県上越市大字土橋1910-2
新潟県魚沼市原虫野384-2
新潟県魚沼市井口新田1013
新潟県小千谷市片貝山屋町1番地1
新潟県十日町市高山841番地11
新潟県新潟市東区松崎1-31-12
新潟県新潟市北区高森新田112
新潟県新潟市西蒲区赤鏥946-3
新潟県新潟市西蒲区津雲田711
新潟県新潟市秋葉区北上912
新潟県新発田市小舟町1-12-4
新潟県新発田市新栄町2丁目2番21号
新潟県五泉市村松甲1711
新潟県阿賀野市金田町5-71
群馬県高崎市島野町1036-3
群馬県前橋市昭和町3-33-7
群馬県藤岡市中大塚202-2
群馬県渋川市渋川1617-2
群馬県渋川市村上204-7
群馬県吾妻郡中之条町大字市城104-1
茨城県稲敷郡美浦村大谷1447-1
茨城県稲敷市蒲ケ山42-11
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電話番号
0285-27-6211
0284-41-9021
0284-91-2815
0284-62-0283
0284-72-8115
0284-72-4102
0284-64-0101
0283-20-2111
0283-24-2355
0282-23-3355
0282-23-7301
0285-56-6111
0285-56-0928
028-673-1245
028-671-0214
0287-53-8181
0282-25-0505
0255-52-6268
025-522-4727
025-793-2622
02579-2-1025
0258-84-2405
0257-52-3465
025-250-9191
025-386-8154
0256-72-4584
0256-82-4167
0250-22-0837
0254-22-4151
0254-21-1551
0250-58-5078
0250-62-2335
027-381-6886
027-226-6562
0274-25-8208
0279-22-0812
0279-59-2186
0279-75-5959
029-885-5378
029-886-8133

事業所名
ｇｏｏｄ ｃａｒｓ
ティーアイオート
(有)ダイ・インターナショナル
学園自動車興業(株)
(有)ゼクス
(株)ホリエオート
(株)ホリエオート
スズキトラスト(株)
東京オート(株)
(有)谷部自動車
(株)Ｔｉａｒｉｓ Ａｕｔｏ
磯﨑自動車工業(株)
(有)オートケーアンドエー
磯﨑自動車工業(株)
磯﨑自動車工業(株)
セイゾーオート
(株)ＣＡＲＺ
栗原モータース
オートショップ・サクセス
(有)ガレージイーストジャパン
(有)ロイヤルオート
(有)常陽モータース
磯﨑自動車工業(株)
加賀オートサービス
長嶋自動車(株)
長嶋自動車(株)
(株)ＢＡＬＬＡＤＥ
(株)バリューワン

店舗名/屋号
ＢＩＧ－ＣＡＲ ＣＯＭＰＡＮＹ

アースささぎ店
古河下山店
古河本店
結城店
スズキアリーナ水戸桜の牧
スズキアリーナ水戸大洗インター

ＴＡＸイソザキ

ＴＡＸイソザキ日立
本社
ＴＡＸ大宮
勝田台店
八千代16号店

(株)ライフオートファクトリィー

(株)バリューワン
(株)日輪商会
(株)ゼロノンストップ
(株)ファースト・カーセールス
(有)カーレボリューション
(有)光陽モータース
(株)宣美モータース
(株)佐々木
(株)佐々木
(株)アップステージ
中嶋自動車工業(株)

千葉店

カーベルキャラック白井店
ラビット白井木下街道店

ＭＡＸ鴨川店
ラビット相模原16号店

住所
茨城県土浦市烏山5-2005-1
茨城県土浦市右籾643-1
茨城県つくば市吉瀬1904
茨城県つくば市吾妻4丁目19-11
茨城県つくば市大角豆2012-456
茨城県古河市古河776-1
茨城県古河市原町2-25
茨城県坂東市大谷口1094-8
茨城県結城市結城6575
茨城県筑西市折本449-3
茨城県水戸市青柳町3923-9
茨城県水戸市見川町2138-67
茨城県那珂市菅谷3792-8
茨城県水戸市川又町3451-1
茨城県ひたちなか市柳沢236-2
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町5472-1
茨城県鉾田市上沢637-1
茨城県行方市捻木345
茨城県ひたちなか市佐和2052-323
茨城県ひたちなか市稲田771-1
茨城県常陸太田市中城町3375
茨城県日立市多賀町5-13-13
茨城県日立市滑川町2-2-15
茨城県日立市十王町伊師1497-2
茨城県常陸大宮市泉1122-2
茨城県常陸大宮市北町95-1
千葉県千葉市花見川区横戸町159
千葉県千葉市花見川区横戸町1163
千葉県千葉市若葉区金親町129
千葉県千葉市若葉区小倉町748-1
千葉県白井市冨士12-5
千葉県白井市冨士52-51
千葉県野田市大字山崎1911-2
千葉県成田市ウイング土屋139
千葉県銚子市野尻町37
千葉県市原市島野2034
千葉県鴨川市横渚1625
千葉県鴨川市花房141-1
千葉県茂原市押日370-3
神奈川県相模原市中央区清新7丁目2番
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電話番号
029-896-5353
029-828-4030
029-863-5820
029-851-5503
029-850-1006
0280-32-1000
0280-33-7155
0297-38-0081
0296-33-7211
0296-24-0141
029-306-9103
029-291-5001
029-298-9900
029-240-5221
029-263-3245
029-267-7788
0291-32-8880
0299-55-0145
029-270-3500
029-270-3320
0294-73-0633
0294-36-3200
0294-23-1888
0294-39-0199
0295-53-1820
0295-52-0844
047-487-1286
047-409-8181
043-237-0462
043-214-8883
047-445-5421
047-442-1414
04-7125-5171
0476-24-4567
0479-33-0574
0436-22-8345
04-7099-0868
04-7092-1237
0475-44-4564
042-768-8441

事業所名
(有)船津自動車販売
中嶋自動車工業(株)
中嶋自動車工業(株)
(有)マスターズオート
(株)Ｋｍ’ｓ Ｓｏｅｎｏ
オーケー自販(株)
エバーグリーンオート(株)
中嶋自動車工業(株)
エバーグリーンオート(株)
中嶋自動車工業(株)
(株)ホリエオート
中嶋自動車工業(株)
山一自販(株)
神根自動車販売(株)
(株)Ｃａｎｏｎ Ｂａｌｌ
(有)相馬モータース
中嶋自動車工業(株)
(有)富沢自動車商会
(有)相馬モータース
(有)富沢自動車商会
(有)ケヤキオート
(有)船津自動車販売
(株)マイカー三喜
(有)船津自動車販売
中嶋自動車工業(株)
中嶋自動車工業(株)
(株)プログレスケンエイ
(有)新越商交
ラダーオート(有)
(株)プロスタッフ
(株)加賀商會
(有)エムオート
(株)ケイズコーポレーション
(有)ヒューマンサービス
(株)カーヒストリー
(有)ラウンドオート
(株)グリーンフラッグ
(株)グリーンフラッグ
(有)山田自動車商会
タカハシノブユキ自動車

店舗名/屋号
谷和原・守谷店
学園店
大宮店

２ｎｄ(セカンド店)
ラビット戸田店
１ｓｔ(ファースト店)
草加店
草加店
越谷店

春日部東支店
春日部店
杉戸店
杉戸本店
杉戸高野台本店
鶴ヶ島・若葉店
所沢・三芳店
大井店
所沢店

第二センター

住所
茨城県守谷市立沢1917-1
茨城県つくば市古来536番地3号
埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目701番地
埼玉県さいたま市西区中釘2171-7
埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目200-15
埼玉県川口市西新井宿33-1
埼玉県川口市辻100番地
埼玉県戸田市下戸田2丁目31番11号
埼玉県さいたま市緑区東大門2-2-12
埼玉県草加市長栄1丁目651番地1号
埼玉県草加市旭町4-7-18
埼玉県越谷市神明町2丁目140番地
埼玉県越谷市西方2-22-2
埼玉県越谷市新川町2-300-1
埼玉県春日部市豊町5-13-8
埼玉県春日部市金崎395-1
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷780番地
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4542-1
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野219-3
埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南5-5-7
埼玉県比企郡川島町大字下狢562-1
埼玉県鶴ヶ島市上広谷761-1
埼玉県朝霞市大字膝折町2-12-51
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保13-28
埼玉県ふじみ野市大井830番地1号
埼玉県入間市東藤沢4丁目2番5号
埼玉県熊谷市中奈良748-1
埼玉県北本市本宿5-71
埼玉県児玉郡上里町長浜702-1
東京都足立区竹の塚7-20-12
東京都足立区加賀2-15-3
東京都世田谷区上馬1-32-22
東京都三鷹市野崎3-8-17
神奈川県横浜市都筑区東山田町1521
神奈川県横浜市都筑区早渕1-16-53
神奈川県横浜市都筑区大棚町262
神奈川県横浜市都筑区池辺町3749-1
神奈川県横浜市都筑区池辺町3246-1
神奈川県横須賀市佐原1-19-1
神奈川県横浜市旭区左近山1186-11-6-3-503
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電話番号
0297-34-1272
029-857-8211
048-644-5023
048-622-7000
048-660-5201
048-284-3400
048-280-1818
048-434-6008
048-878-3981
048-943-0008
048-943-1500
048-965-0008
048-960-5422
048-940-3111
048-763-3333
048-797-6321
0480-34-0008
0480-35-0801
0480-34-6772
0480-34-3557
049-297-7231
049-277-7222
048-464-0422
049-258-7576
049-263-0008
04-2962-0008
048-523-8888
048-590-1252
0495-33-0091
03-3850-2357
03-3855-3663
03-5432-4655
0422-33-4404
045-591-3153
045-591-7728
045-593-4037
045-937-3400
045-932-7744
0468-34-7272
045-352-9860

事業所名
(株)サムズ
(有)エムアンドエム
神奈川オート(株)

店舗名/屋号

(株)ジャパンダットサンサービス

(有)オートモバイル
カーポート横浜
(有)サクセスオート湘南
YJCホールディングス(株)
(有)ビーライン
(株)オートプラザ小田原
(有)ＣＡＲ工房
(株)杉之間
(株)グリーンオート
(同)ＫＭュオート
(有)エナジー
(株)ケーアンドカーズ
AUTO SHOP COUNTRY SLOW
(株)富士ホンダ
(有)風間車輌販売
(有)カーフレンド
(株)オート信州
(有)和田自動車販売
カーメーク小布施(株)
菅平トヨタ整備(株)
ニュー共和オート(株)
(有)マイカーセンターチカツ
市川モータース(株)
(有)ＴＯ大原カーセンター
(有)カーショップ・エム・ケー
(有)ガレージモータース
(有)ウォーム・ハート
出川店
(有)泉カーセンター
(有)三共モータース
(有)リーダースカーセンター
(株)オートスタッフ長野
(有)ウォーム・ハート
芳川店
(有)神山自動車販売
(株)松本マツダオート
(株)ダイハツことぶき
長野オート販売(株)
(株)カーパークロイヤル

住所
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1977-5
神奈川県横浜市戸塚区品濃町1676-1
神奈川県横浜市戸塚区川上町77-1
神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町3番地8
神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11-8
神奈川県鎌倉市関谷742
神奈川県小田原市曽我別所772－7
神奈川県小田原市下大井438-1
神奈川県小田原市矢作23
神奈川県相模原市南区下溝3054-1
神奈川県小田原市小八幡4-10-10
神奈川県足柄上郡大井町上大井255
神奈川県伊勢原市高森407-1
神奈川県平塚市真田3丁目24番20号
山梨県西八代郡市川三郷町高田180-3
山梨県中巨摩郡昭和町押越1635
長野県長野市安茂里3606-1
長野県長野市大字南長池666-1
長野県長野市大字東和田854番地
長野県長野市若穂川田1831-2
長野県長野市若穂川田3609-1
長野県上高井郡小布施町都住1037
長野県長野市松代町東寺尾711-1
長野県須坂市墨坂2-7-1
長野県佐久市長土呂1088
長野県佐久市大字平賀1900-1
長野県佐久市中込3679-14
長野県上田市神畑161-1
長野県松本市浅間温泉1-14-20
長野県松本市出川2-21-22
長野県松本市大字島立288-2
長野県岡谷市湖畔2-12-5
長野県飯田市上郷黒田4415-1
長野県伊那市荒井川北町3028
長野県松本市野溝西3-8-3
長野県松本市寿北5丁目23-25
長野県松本市平田東3-15-3
長野県松本市大字寿小赤977-3
長野県松本市村井町北1丁目2番18号
長野県塩尻市広丘吉田1004-1
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電話番号
045-860-6808
045-824-5515
045-823-6588
045-922-2313
045-924-4411
0467-47-5830
0465-41-1141
0465-39-3325
0465-48-0454
042-777-8133
0465-47-2262
0465-83-3318
0463-91-3226
0463-59-5822
055-272-7112
055-269-9194
026-227-3402
026-244-2503
026-244-1110
026-282-5678
026-282-5971
026-251-4151
026-278-2153
026-248-4936
0267-67-3795
0267-68-1105
0267-64-5530
0268-23-5632
0263-46-7891
0263-29-1086
0263-47-3393
0266-22-6404
0265-23-1011
0265-76-8866
0263-85-0986
0263-57-8000
0263-58-4373
0263-58-4139
0263-57-7100
0263-85-3618

事業所名
(有)杉浦自動車
(株)ワールド
松川サービス(株)
(有)中村モータース
(株)穂高自動車
(有)勝又技研
三島オート販売(株)
(有)セイエー自動車
三島オート販売(株)
(有)一瀬モータース
三島オート販売(株)
(有)佐藤オート
三島オート販売(株)
シルバーエンタープライズ(株)
(株)大和通商
(株)ステック
東富士自動車興業(株)
ヤマナシオート
ギアオート
(株)ＭＫサービス
(有)オートピア中島
オートガレージＴＡＫＡ
(有)カーフレンズ ケー
(有)カーサポート
三島オート販売(株)
高田自動車販売(株)
(株)柴田自動車工業
(株)曽根自動車
(有)オートショップハギワラ
静岡オート商会

店舗名/屋号
住所
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
長野県塩尻市広丘野村1504-1
長野県塩尻市広丘高出86
長野県下伊那郡松川町上片桐4628
長野県安曇野市穂高4585-2
長野県安曇野市穂高1450
静岡県沼津市足高554-3
沼津店
静岡県沼津市花園町1-14
静岡県沼津市下香貫藤井原1639-1
裾野店
静岡県裾野市伊豆島田684-2
静岡県賀茂郡松崎町道部60-2
本店
静岡県三島市青木141-1
静岡県三島市青木159-1
八反畑店
静岡県三島市八反畑101-2
静岡県三島市玉川404-1
静岡県三島市南町269-2
静岡県御殿場市塚原145番地の4
静岡県御殿場市竈1835の1
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1644-1
静岡県賀茂郡河津町見高1259-187
静岡県伊東市吉田568-2
静岡県富士市中島348-1
静岡県富士市松岡29-1
静岡県富士市伝法2519-1
静岡県富士宮市小泉1809-18
富士店
静岡県富士市厚原100-1
静岡県静岡市葵区田町1-68-3
静岡県静岡市葵区古庄4-8-18
静岡県静岡市葵区古庄4丁目14-3
静岡県静岡市葵区瀬名川3-1-10
静岡県静岡市駿河区丸子6-6-36
(株)Ｔｉｅ’ｓ Ａｕｔｏ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
静岡県静岡市駿河区下川原2丁目34-8
ＦＡＴＴＹ ＡＵＴＯ
静岡県静岡市駿河区鎌田86-7
新生自動車販売(株)
静岡県静岡市駿河区国吉田2-4-43
(株)ＡＵＴＯ ＧＡＲＤＥＮ
静岡県静岡市駿河区池田210-2
(株)福岡自動車
静岡県静岡市駿河区中野新田380-1
(株)かあしょっぷエッチアンドケイ
静岡県静岡市清水区大内415-2
(株)ＡＣＬパドック
静岡県静岡市清水区村松330-6
オートガレージ・ココ・タムラ
静岡県浜松市南区若林町2711-1
(有)ユニオンオート
静岡県浜松市若林町3670
(有)瀬川企画
静岡県伊豆の国市寺家121-2
ＭＵＵ
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電話番号
0263-54-7319
0263-53-5700
0265-36-3733
0263-82-2227
0263-82-2606
055-924-2030
055-922-1238
055-932-1389
055-993-1046
0558-42-3100
0559-71-7743
055-972-4580
055-972-5531
055-972-8229
055-975-3619
0550-89-7794
0550-89-8200
0557-95-6181
0558-32-1679
0557-44-0269
0545-61-3426
0545-67-8195
0545-53-0238
0544-22-4024
0545-71-0503
054-255-5450
054-262-6850
054-261-0568
054-262-5113
054-259-1111
054-258-0360
054-256-1561
054-261-8024
054-264-7707
054-286-0165
0543-46-4131
054-334-5888
053-449-6006
053-453-0575
055-949-3729

事業所名
店舗名/屋号
(株)オートランド
(有)フジミオート
(株)タカハタ
(有)内川自動車商会
(有)エイエイエス
(有)コーポ吹上
渡辺オート商会
(有)鈴正自動車販売
マスダフリーコーポレーション
(株)藤久
Ｇａｒａｇｅ２４８
(有)イチカワ
(株)Ｋｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ
愛知ヴィエクル
(株)Ｂ’ｓ
(株)ウェイクアップ
(有)オートグランディ
恭尚オート
(株)伏見
(有)タツヒロモータース
(有)タカダ自動車
(有)長谷川サービスショップ
(株)サクラモト
(有)モリサキ総合サービス
(有)エイワンモータース
(有)丸正モータース
大日石油(株)
(有)アイエスオート
(株)丸岐林サービス
藤倉自動車(株)
タグチオート
(有)川瀬モータース
(株)揖斐自動車修理工場
牧村モータース
寺井サービス
(有)山口オートサービス
ＡＵＴＯ ＨＯＵＳＥ 2010
(株)アイミヤ自動車
賢佑サービス
(株)小川サービス
(株)川村モータース
(有)カーボイス

住所
愛知県豊橋市船町94番地
愛知県豊橋市南大清水町富士見601-4
愛知県名古屋市中川区中島新町3丁目2410番地
愛知県名古屋市港区当知3-502
愛知県名古屋市港区甚兵衛通1-26-5
愛知県名古屋市千種区吹上2丁目4番8号
愛知県名古屋市天白区焼山2-1203
愛知県愛知郡東郷町大字春木字音貝43-98
愛知県みよし市福谷町清水道28
愛知県豊田市畝部西町昆布池40-1
愛知県知多市岡田越地55
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字高前113-1
愛知県小牧市小木西1-115
愛知県尾張旭市渋川町3-3-11
愛知県一宮市浅野字神明下52
愛知県津島市神守町字一丁田123
愛知県弥富市稲荷3-50
岐阜県岐阜市祈年町10-5-1
岐阜県岐阜市日野南4-7-10
岐阜県岐阜市前一色西町13番31号
岐阜県岐阜市芋島5-3-21
岐阜県岐阜市芋島5-3-16
岐阜県岐阜市細畑6-9-2
岐阜県岐阜市東鶉1丁目15
岐阜県岐阜市清本町8-2
岐阜県岐阜市今嶺4-8-9
岐阜県岐阜市忠節町2丁目26
岐阜県本巣市上保760-1
岐阜県本巣市小柿1051
岐阜県揖斐郡大野町中之元813-1
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1149-1
岐阜県揖斐郡揖斐川町和田527-2
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲深坂2425
岐阜県山県市高富1-6
岐阜県関市武芸川町八幡644
岐阜県関市武芸川町八幡391
岐阜県関市下有知5285-11
岐阜県関市西欠ノ下68-3
岐阜県関市西田原645
岐阜県郡上市八幡町初納1397-1
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電話番号
0532-54-6003
0532-25-4355
052-352-7700
052-383-0556
052-354-0700
052-733-6006
052-806-8555
052-802-2665
0561-65-5248
0565-21-0961
0562-54-0004
0568-70-8686
0568-71-3383
0561-52-6006
0586-63-2118
0567-23-2291
0567-68-1769
058-245-2139
058-246-7711
058-245-9149
058-247-5278
058-247-0706
058-246-8516
058-271-4844
058-271-0463
058-268-6720
058-263-2374
058-213-5521
058-323-6868
0585-34-1811
0585-22-1137
0585-22-3125
0585-55-2925
0581-22-1046
0575-46-2010
0575-46-2100
0575-23-5751
0575-24-1181
0575-22-0911
0575-62-2081

事業所名
店舗名/屋号
(有)カーハウスシミズ
丸和自動車工業(株)
大日石油(株)
ポートレート羽島ＳＳ
(株)中部自動車工業
サンステーション羽島 オートサービスダイニチ
大日石油(株)
(有)高橋自動車
(株)シバタモータース
河村自動車
(有)東海伏見
(有)ガレージ・インセンス
(有)ワークス
(有)スギノ自動車
(株)光モータース
(有)加守モータース
ニッポーオート販売(株)
大垣ホンダ(株)
水都自動車(株)
(株)オートシティ・ビップ
大橋モータース
大垣スバル自動車(株)
(株)末松自動車
共栄自動車興業(株)
本今マイカーセンター
(株)小林モーターズ
平和自動車(株)
トップオート(株)
広瀬自動車
Ｔｏｔａｌ Ｇａｒａｇｅ Ｓ
土川サービス
清水自動車
(株)松車
(有)川尻オートサービス
(株)ＹｕＹｕ
(株)協伸オートサービス
(株)加茂野自動車工業
(有)ビークルボックス
飛騨コルト(株)
(有)協和オート
白川自動車(有)
(有)赤保木自動車
日産プリンス飛騨販売(株)

住所
岐阜県郡上市白鳥町中津屋806-1
岐阜県羽島市足近町4-111
岐阜県羽島市竹鼻町飯柄868
岐阜県羽島市竹鼻町駒塚911-1
岐阜県羽島市江吉良町145-1
岐阜県羽島市福寿町平方8-32
岐阜県羽島市上中町長間2874
岐阜県岐阜市栄新町2-15
岐阜県岐阜市正木1271
岐阜県岐阜市城田寺226-1
岐阜県岐阜市西島町3-5
岐阜県大垣市北方町4丁目101-1
岐阜県大垣市中野町3-3
岐阜県海津市海津町長瀬898
岐阜県大垣市三本木4-60-1
岐阜県大垣市長沢町7-8
岐阜県大垣市長沢町3丁目69-1
岐阜県大垣市安井町4丁目19-1
岐阜県大垣市深池町974
岐阜県大垣市二葉町6-14
岐阜県大垣市西外側町2-33
岐阜県大垣市本今3-14
岐阜県大垣市内原1丁目188番地の1
岐阜県大垣市浅草2-53-2
岐阜県大垣市大外羽3-23-1
岐阜県大垣市木戸町2-66
岐阜県養老郡養老町石畑812-1
岐阜県揖斐郡池田町田中302
岐阜県揖斐郡池田町本郷1289-7
岐阜県揖斐郡池田町池野385-1
岐阜県各務原市那加野畑町2-52
岐阜県各務原市成清町3-63
岐阜県美濃加茂市山之上町7158
岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1553-4
岐阜県可児郡御嵩町上恵土574
岐阜県高山市桐生町6-93
岐阜県高山市花岡町3-125-1
岐阜県高山市花里町2丁目80番地1
岐阜県高山市赤保木町1113-2
岐阜県高山市岡本町3-220-2
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電話番号
0575-82-5285
058-392-5656
058-391-2151
058-393-0151
058-391-2219
058-398-1053
058-392-3671
058-233-6878
058-294-2317
058-294-8533
058-231-7177
0584-81-5927
0584-73-8815
0584-53-0285
0584-75-1819
0584-73-2121
0584-75-2500
0584-81-1813
0584-89-1673
0584-78-3100
0584-78-5225
0584-82-4545
0584-89-4524
0584-89-2994
0584-89-5941
0584-78-9482
0584-32-4716
0585-45-2022
0585-45-3001
0585-45-2355
058-371-2177
058-322-8647
0574-29-1975
0574-26-5517
0574-67-1804
0577-32-1790
0577-34-6467
0577-37-6233
0577-34-7936
0577-32-6101

事業所名
店舗名/屋号
(有)黒地モータース
新興自動車(株)
(有)藤本商会
飛騨中古車センター(株)
土井自動車販売(株)
(有)今井モータース
(有)水野モータース
(有)鷲見モーター
(有)服部自動車
カーランドケント
(株)横山モータース
ＧＡＲＡＧＥ ＨＥＲＯ
(有)三柿野モータース
(有)村井自動車
(有)藤井モータース
(有)下町自動車工業
(株)中井自動車
青木自動車(有)
(株)青木自動車
アルプス自動車(株)
(有)愛知自動車
(有)ツカモトモータース
(株)オートビークル土屋
(有)木田自動車
(有)藤井モータース
陶栄自動車(株)
(有)竜吟サービス
(有)百万ドル
(有)くるまの河田
(有)服部自動車
(株)ダイレクトカーズ
(有)小林モータース
(株)クレミヤ自動車
(株)臼井自動車
(株)カワギタモータース
門谷自動車
Ｃａｒ Ｓｈｏｐ Ａｍｕｚｚｙ
(有)中村モータース
度会自動車(有)
(有)オールオート
(有)ワインドアップ

住所
岐阜県高山市上岡本町2-288
岐阜県高山市上岡本町7丁目452番地1
岐阜県高山市清見村三日町339
岐阜県高山市石浦町7丁目277
岐阜県多治見市上野町5-100
岐阜県多治見市京町3丁目70
岐阜県多治見市笠原町2198-1
岐阜県中津川市福岡943-38
岐阜県中津川市山口232-1
岐阜県各務原市鵜沼東町5-85
岐阜県各務原市鵜沼大伊木町6-16-5
岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-111
岐阜県加茂郡七宗町川並523-5
岐阜県加茂郡白川町黒川1802-8
岐阜県下呂市萩原町萩原1519-2
岐阜県高山市一之宮町3443
岐阜県高山市久々野町久々野1891-3
岐阜県飛騨市古川町栄2-6-8
岐阜県飛騨市古川町高野371-1
岐阜県瑞浪市稲津町萩原1361-1
岐阜県瑞浪市稲津町小里1016-2
岐阜県瑞浪市穂並1-75
岐阜県瑞浪市和合町2-161
岐阜県瑞浪市陶町水上656-10
岐阜県瑞浪市陶町水上682-1
岐阜県瑞浪市釜戸町1552-1
岐阜県恵那市長島町正家513-2
岐阜県恵那市岩村町富田916-1
岐阜県中津川市坂下338-2
三重県津市河芸町上野876-1
三重県いなべ市大安町石榑東1853-4
三重県津市雲出本郷町2038
三重県津市久居小野辺町958
三重県松阪市大垣内町431-4
三重県伊勢市西豊浜町271-2
三重県津市一志町八太1686-3
三重県度会郡南伊勢町東宮500-1
三重県度会郡度会町大野木1879-1
三重県志摩市阿児町甲賀3181-8
三重県名張市つつじが丘北3-2
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電話番号
0577-33-0262
0577-33-0030
0577-68-2231
0577-32-3171
0572-22-6268
0572-22-1793
0572-44-2222
0573-72-3108
0573-75-5262
058-385-1775
058-370-7308
058-382-5021
0574-48-1228
0574-77-1628
0576-52-1239
0577-53-2590
0577-34-7238
0577-73-2811
0577-73-5522
0572-68-5680
0572-68-3303
0572-66-2005
0572-67-2092
0572-65-2405
0572-65-2201
0572-63-2232
0573-25-9212
0573-43-2821
0573-75-5262
059-253-8888
0594-78-0313
059-234-5715
059-256-2232
0598-59-0355
0596-38-1010
059-293-1100
05967-2-0125
0596-62-0178
0599-45-5005
0595-68-8118

事業所名
(株)ワールド
(株)ワールド
林商会
とばや商会
(株)トチハラカーセンター
石黒自動車工業(株)
(株)松田自動車
キングオート(有)
(株)ビックモーター石崎
(株)協栄モータース
(株)中田モータース
(有)カトー
(株)ウェルカムオート
(株)扇榮
(有)シー・エイ・ティ
(株)野町ホンダ坂井商会
相互自動車商事(株)
(株)みゆきモータース
ウィンズオート
西南自動車工業(株)
泉丘自動車(株)
ユアサ自動車工業(株)
(株)上杉モータース
(株)エース自動車
岡田モータース
(株)白尾自動車サービス
(有)ウィングオート
松本自動車販売(株)
ナリタ自動車
(株)カーボ
京福商事(株)
大洋自動車工業(株)
(有)津田自動車
小浜マイカー販売(株)
(株)やよい自動車
(有)坂尻モータース
(株)ファイブスター
(株)スズキアリーナ福井中央
勝見モータース(株)
(有)西野自動車

店舗名/屋号
ゆめが丘カーセンター

藏之助 福井店

住所
三重県伊賀市西明寺字有井694-1
三重県伊賀市下友生2609
三重県度会郡玉城町世古500-1
三重県多気郡多気町土羽638-4
三重県多気郡大台町大字栃原字田久保1085-2
富山県南砺市岩屋312
富山県射水市七美中野63-11
富山県高岡市北島1564
富山県南砺市二日町2085-2
富山県南砺市吉江中1163
富山県富山市下大久保2651-16
富山県富山市婦中町上轡田134-1
富山県富山市山室275-10
富山県富山市山室32-1
石川県金沢市福久町ハ28
石川県金沢市泉本町1-2
石川県金沢市西泉5丁目2番地
石川県金沢市西泉4丁目30番地
石川県金沢市西金沢新町191番地
石川県金沢市新保本1丁目60-1
石川県金沢市泉野出町4丁目2番25号
石川県小松市犬丸町丙30番地
石川県羽咋郡志賀町福野5の1番地17
石川県羽咋郡志賀町長沢ロの6番地1
石川県珠洲市正院町正院をの10の2
石川県かほく市白尾ツ70番地
福井県福井市三郎丸町4丁目502
福井県坂井市丸岡町長畝71-15
福井県福井市高木中央2丁目3311
福井県福井市開発町6-15
福井県大野市中野29-5-9
福井県敦賀市昭和町1丁目22-31
福井県小浜市伏原29-15-1
福井県小浜市遠敷8丁目702番の1
福井県福井市花堂東1-15-5
福井県福井市若杉2丁目1531
福井県福井市今市町35-3-2
福井県福井市今市町41-11
福井県福井市和田東1丁目1105
福井県大飯郡高浜町紫水ケ丘1-1-79
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電話番号
0595-23-8446
0595-22-8181
0596-58-6232
0598-39-3756
0598-85-1100
0763-82-1259
0766-86-1133
0766-32-1721
0763-22-6800
0763-52-0694
076-468-2323
076-465-2004
076-493-4711
076-494-2517
076-257-7865
076-242-2448
076-241-0315
076-243-5855
076-249-7020
076-249-2611
076-243-3395
0761-24-1571
0767-32-1243
0767-32-0444
0768-82-0476
076-283-4368
0776-28-2280
0776-66-7643
0776-53-5838
0776-52-7515
0779-66-7123
0770-23-1221
0770-52-2323
0770-56-0002
0776-35-2818
0776-34-0100
0776-37-3221
0776-38-4600
0776-23-5325
0770-72-0462

事業所名
(有)三共自動車

店舗名/屋号

(有)オートコレクションエイティーン

(株)共進自動車
(有)アイアムイケダ
(有)ジェイブレス
(有)髙橋自動車商会
(有)オート情報カケシタ
ナンバーワン(株)
ナンバーワン(株)
大央自動車(株)
(有)ランドオート
(株)カーショップナカイ
奈良天理モータース

本店ショールーム
布引店

トータルカーショップグラフティー
(株)ｙａｍａ

ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

(有)ＴＯＰオート
オートショップセーフティーゾーン

(株)ナカモト
(株)アユカワ
関西自販(株)
(株)マエダ
(株)関西オート
(株)サカイ自動車販売
(株)サカイ自動車販売
カワイオートサービス(株)
(株)マンデー
Ｉ’ｚ ＡＵＴＯ
(株)ヤマネモータース
(株)カーヴィレヂ
(株)ＡＪ安達太陽自動車
(株)オオツカ
(有)ＭＡＸ
(株)カーセンターカワサキ
(株)クルマヤ
(株)ウィルビー
(株)ミッションズ
ＮＹＣ(株)
(有)ビーブライト
カゲヤマオート
井上屋

アユカワオート
ＴＡＸ中環松原店
オニキス狭山店

住所
滋賀県大津市衣川1-12-8
滋賀県大津市神領2丁目38-1
滋賀県彦根市出路町104-3
滋賀県彦根市犬方町177-1
滋賀県大津市野郷原1-8-54
和歌山県和歌山市岩橋560-4
和歌山県和歌山市小雑賀302
和歌山県和歌山市紀三井寺621-1
和歌山県和歌山市布引639
京都府京都市南区久世大藪町234-9
京都府宇治市槇島町吹前28-5
京都府亀岡市大井町並河2-14-13
奈良県奈良市三条町606-76-1-1106
奈良県桜井市粟殿722-1
奈良県桜井市戒重330-1
奈良県磯城郡田原本町薬王寺316-1
奈良県大和郡山市小泉町160番地
大阪府摂津市鳥飼本町3-16-74
大阪府茨木市鮎川5-1-6
大阪府門真市大池町15-24
大阪府松原市柴垣2-978-1
大阪府八尾市東老原1-1-1
大阪府大阪狭山市茱萸木7-1347-1
大阪府堺市南区泉田中101-2
大阪府堺市北区百舌鳥梅町3-25-8
大阪府泉大津市千原町1-60-1
兵庫県尼崎市南武庫之荘3-15-22
岡山県岡山市北区青江4-22-30
岡山県岡山市南区新保678-7
岡山県岡山市南区新保653-16
岡山県岡山市南区西市98-1
岡山県岡山市南区西市117-6
岡山県岡山市北区白石東新町2番地103
岡山県岡山市北区白石東新町2-101
岡山県岡山市北区中撫川721-1
岡山県岡山市南区古新田30-3
岡山県岡山市南区妹尾4130-2
岡山県岡山市南区箕島1055-1
岡山県岡山市南区曽根326-4
岡山県岡山市南区藤田1788-7
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電話番号
077-573-3930
077-543-3538
0749-43-2441
0749-25-4670
077-569-5565
073-473-6262
073-425-6200
073-448-1101
073-446-0505
075-874-1211
0774-21-8010
0771-23-8434
0742-27-2619
0744-46-0088
07444-2-1667
0744-34-0878
0743-54-1885
072-654-6888
072-633-7500
072-884-3003
072-330-0400
072-990-3223
072-368-0505
072-295-8500
072-258-3229
0725-43-2355
06-7174-9217
086-233-1212
086-242-0770
086-244-7555
086-241-7500
086-805-8500
086-251-4554
0862-52-9234
086-250-1205
086-209-0808
086-281-5544
086-281-6355
0862-98-2120
086-239-3244

事業所名
店舗名/屋号
住所
ｔｓｒ-ｐｒｏｊｅｃｔ(株)
岡山県都窪郡早島町早島3159-3
(株)カーズクラブ
岡山県岡山市北区富原3712-1
(株)カーバイセル
岡山県岡山市北区楢津533－3
(有)ワールドマイカーセンター
岡山県岡山市南区松浜町14番1号
(株)プライドワン
岡山県岡山市南区並木町2-11-18
(株)車工房ＺＥＲＯ
岡山県岡山市中区下81-11
(株)バンガード
岡山県岡山市中区神下135-1
(有)ガレージ近藤
岡山県岡山市東区光津509-1
(株)宝和自動車
岡山県岡山市東区中尾390-1
Ｇｒａｃｅ ｃａｒｓ
岡山県岡山市南区西紅陽台2-58-469
(株)パオワオ
岡山県岡山市南区西高崎62-49
ＭＩＴＵＯＫＡ岡山ショールーム
(株)ニチイ車輌
岡山県倉敷市加須山23-23
(株)ニチイ車輌
加須山店
岡山県倉敷市加須山10-1
(株)ニチイ車輌
3050ニチイ
岡山県倉敷市新田2969-1
(株)トレジャーオート
岡山県倉敷市羽島287-1
(有)大三宅自動車サービス工場
岡山県倉敷市白楽町99-4
(株)カーロード
岡山県倉敷市笹沖1103-1
Ａｕｔｏ Ｓｈｏｐ ＺＥＲＯ
岡山県小田郡矢掛町矢掛81-1
ヤマムラ(株)
岡山県井原市笹賀町461-1
スズキアルト笠岡販売(株)
岡山県浅口郡里庄町浜中93-268
(株)イケイケオート
岡山県総社市井手1114-1
(有)エーラインジャパン
鳥取県鳥取市千代水4丁目97
(株)ユーネット
鳥取県倉吉市清谷町1-56
(同)カーワーク
鳥取県倉吉市福庭町2-53
(有)マルシン産業
鳥取県米子市長砂町805
西部ホンダ販売(有)
鳥取県米子市安倍513-6
(有)森脇自動車
鳥取県境港市蓮池町67-1
(有)カジマ自動車
鳥取県米子市古豊千229-1
(株)マツダオートザム松江
島根県松江市西尾町15-8
カーショップ日豊
島根県雲南市三刀屋町三刀屋83-2
(有)川口オート掛合
島根県雲南市掛合町掛合2150-95
(有)吾郷ホンダ
島根県出雲市西平田町109
ニシオ(有)
島根県出雲市灘分町1921-4
(有)安原自動車
島根県出雲市浜町94-4
大田中央自動車(株)
島根県大田市大田町大田イ330-1
(有)フリーク
島根県出雲市斐川町荘原3858
中部車輌山陰(有)
島根県出雲市斐川町美南3
(株)フレスト
島根県出雲市大社町入南562-1
浜村自動車(有)
島根県出雲市東神西町125
(有)森山商会
島根県出雲市多伎町久村1278-1
14/19

電話番号
086-441-3223
086-255-3445
086-284-9191
0862-63-6343
086-250-7401
086-238-9010
086-238-3823
086-948-4373
086-278-0008
086-239-2855
08636-3-9555
086-436-9622
086-434-6868
086-430-3966
086-421-8844
0864-22-2690
086-426-1444
0866-63-4747
0866-62-0365
0865-64-5236
0866-94-6660
0857-28-6011
0858-48-1615
0858-27-5350
0859-34-1626
0859-48-1500
0859-44-0665
0859-27-3378
0852-39-0789
0854-45-2426
0854-62-0051
0853-62-2428
0853-63-3181
0853-23-1068
0854-82-0098
0853-73-3678
0853-72-6657
0853-53-8160
0853-43-1190
0853-86-3698

事業所名
大賀モータース(有)
(株)くるま生活
(有)因島モータース
(株)みづほ
(有)共栄自動車商会
三次スズキ自動車(株)
三次スズキ自動車(株)
(株)三輪モータース
三次スズキ自動車(株)
(株)カープランニング広島
(株)森田モータース
カーランドチャンプ
(有)森川オート
世羅自動車(株)
(株)シンモト自動車
(有)カーフレンズトーア
(株)古市モータース
二村自動車(株)
(株)ひまわり
澤田自動車(有)
(株)古市モータース
二村自動車(株)
(有)愛車堂
二村自動車(株)
(有)生田モータース
二村自動車(株)
二村自動車(株)
(株)ひまわり
(株)ピットイン鯉城
(有)田室自動車販売
二村自動車(株)
(株)ひまわり
(株)オートパークゼンコー
(有)ハリコ自動車
(株)カーソゴー
(有)ソートク自動車
(株)広島自動車検査場
(株)ガレージ･ケイアンドケイ
(株)シンモト自動車
(株)昭栄自動車センター

店舗名/屋号

住所
島根県大田市温泉津町小浜イ491-3
広島県福山市明神町2-9-25
広島県尾道市因島土生町333-1
マイカーランドみづほ
広島県庄原市新庄町382-1
七塚支店
広島県庄原市七塚町805-4
本店
広島県三次市畑敷町325-1
オートトラスト
広島県三次市南畑敷町622-1
Honda Cars 三次 三次店 広島県三次市南畑敷町461-1
スズキアリーナ三次
広島県三次市東酒屋町375-1
広島県尾道市高須町5667
広島県広島市中区西十日市町1-3
広島県広島市中区羽衣町8-17
広島県広島市中区吉島西1丁目23-21
広島県広島市安佐南区八木8丁目6-16
マツダオートザム 梅林
広島県広島市安佐南区八木2丁目19-19
ヒューネット八木店
広島県広島市安佐南区八木5-10-28
八木ショールーム
広島県広島市安佐南区八木8丁目7-25
ジープ広島
広島県広島市安佐南区緑井6丁目20-6
スズキアリーナ緑井店
広島県広島市安佐南区緑井6丁目7-14
広島県広島市安佐南区西原5丁目1-7
古市ショールーム
広島県広島市安佐南区古市2丁目23-26
マツダオートザム安古市
広島県広島市安佐南区大町東3丁目16-11
広島県広島市安佐南区祇園7丁目12番17号
スズキアリーナ沼田
広島県広島市安佐南区長楽寺2丁目6-18
広島県安芸高田市美土里町生田3209-1
オートショップネオス西風新都店 広島県広島市安佐南区大塚西4丁目4-13
東洋自動車石内バイパス店 広島県広島市佐伯区利松2丁目4-20
カージャンボ五日市
広島県広島市佐伯区石内南1丁目4-1
カージャンボ五日市店
広島県広島市佐伯区石内南1丁目4-1
広島県広島市佐伯区八幡1丁目11-2
スズキアリーナ五日市
広島県広島市佐伯区千同2丁目1-9
スズキアリーナ中山
広島県広島市東区中山東3丁目1－9
広島県広島市東区曙3丁目1-32
広島県広島市東区山根町1-23
広島県広島市南区大州4丁目12-10
広島県広島市西区楠木町3丁目2-8
速太郎オートパーク
広島県広島市西区大宮1-1-1
広島県広島市西区南観音7-13-26
スズキアリーナ 庚午
広島県広島市西区庚午北2-8-5
広島県広島市西区庚午中2丁目12-6
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電話番号
0855-65-2250
084-943-7123
08452-2-0457
0824-72-4521
0824-74-0641
0824-62-1345
0824-64-5611
0824-63-5161
0824-64-8088
0848-56-0885
082-291-2300
082-243-6620
082-244-1678
082-873-2266
082-873-5100
082-873-6868
082-877-0325
082-830-6400
082-879-0111
082-875-3323
082-877-0325
082-870-6565
082-875-3526
082-872-0005
0826-55-0241
082-225-8300
082-927-2277
082-928-6300
082-928-5511
082-926-4360
082-923-5552
082-280-1616
082-264-5050
082-289-1214
082-286-1111
082-237-2537
082-238-3900
082-296-1870
082-273-1000
082-271-4051

事業所名
(株)ひまわり
(株)ピットイン鯉城
(株)ひまわり
(株)ルマンオート
オートサロン広島(株)
(株)ピットイン鯉城
岡田自動車(株)
(有)広整備工場
(株)ピットイン鯉城
(株)能美第一モータース
(株)能美第一モータース
(株)宮内スズキ
(株)ベストカーヤマナカ
(株)オキタ自動車
(株)ひまわり
丸和自動車(株)
東洋自販(株)
プラザ自動車販売(株)
(株)ルマンオート
(株)ベストカーヤマナカ
(有)山口中古車センター
(株)向原モータース
(有)金川モータース
(株)フリーセンス
オートショップくにむら
(有)ファミリーオート山口
(有)オートセンターブラザー
(株)ニューオート萩
(有)佐達自動車商会
(有)平田モータース
(株)星城モータース
(有)向陽自販
(株)岡モータース
(有)向陽自販
(有)ビー・エス・エー
(株)西山自動車
(有)向陽自販
(有)エイチアイオート
(株)ナカスカ自販
(有)アキヤマ自販

店舗名/屋号

住所
広島県広島市西区庚午中3丁目8-9
商工センター店
広島県広島市西区草津南3丁目7番15号
マツダオートザム安芸府中 広島県広島市安芸郡中町大須3丁目8-48
矢野店
広島県広島市安芸区矢野東5丁目8-5
広島県広島市安芸区矢野東1丁目5-5
矢野店
広島県広島市安芸区矢野東1丁目2番9号
広島県広島市安芸区矢野東4-8-21
広島県呉市広横路1丁目3-31
マツダオートザム呉東
広島県広島市呉市広白石2丁目13-5
スズキプラザ江田島
広島県江田島市能美町鹿川1991-1
広島県江田島市能美町高田4080
広島県廿日市市平良1丁目5-46
広島県廿日市市宮内382
広島県東広島市西条大坪町1-9
マツダオートザム東広島ユーカーランド 広島県東広島市西条町御薗宇5200-1
広島県東広島市西条町大字寺家3981-1
西条店
広島県東広島市西条町寺家3971-1
マツダオートザム東松島
広島県東広島市西条西本町27-34
東広島店
広島県東広島市鏡山3-6-14
スズキアリーナ廿日市大野店広島県廿日市市大野1-3-17
広島県安芸高田市向原町大字坂446
広島県安芸高田市向原町坂26-1
広島県安芸高田市向原町坂133
スズキ販売高屋
広島県東広島市高屋町宮領936-1
山口県防府市桑南2丁目5-70
山口県山口市小郡下郷3404-8
山口県宇部市大字恩田町5丁目2-3
山口県萩市山田字東沖田4282-6
カーショップ ダンディ
香川県高松市香川町大野569-3
香川県丸亀市綾歌町岡田下490-1
香川県小豆郡小豆島町安田甲144-144
トラックスジャパン
香川県高松市鬼無町鬼無1044-1
香川県高松市勅使町630
インポート店
香川県高松市伏石町2135-10
Car Produce R＆B
香川県高松市三条町100－７
香川県高松市太田上町1-3
本社
香川県高松市三名町385
香川県坂出市久米町1丁目14-68
香川県坂出市加茂町596-2
香川県坂出市川津町3811-7
広島ジャガーランドローバー広島
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電話番号
082-273-9911
082-502-5655
082-284-0005
082-888-6061
082-888-5151
082-888-4422
082-888-7888
0823-72-0011
0823-72-2288
0823-45-2522
0823-45-2522
0829-30-6511
0829-39-5100
082-423-3333
082-422-6800
0824-22-2131
082-431-5505
0824-23-1700
0824-20-8051
0829-39-5100
0826-46-4147
0826-46-2107
0826-46-3322
0824-39-1555
0835-23-9255
083-973-0017
0836-31-7437
08382-2-2058
087-815-8575
0877-86-3056
0879-82-1189
087-875-0333
087-865-5588
087-815-0018
087-864-5123
087-888-8800
087-888-3333
0877-45-5888
0877-48-3337
0877-46-0491

事業所名
(有)坂出自動車
大橋自動車
(有)三陽自動車
(有)カー工房
(株)ハマダ自販
(有)アーネスト
(株)TWO TOP
(有)大西商会
(有)ミヤワキ
(有)田中自動車
(株)パンサーオート
(有)オートマックス
松田自動車商会
アイシン自動車(株)
(株)カーランドえひめ
(株)中川自動車商会
(株)村上モータース
(株)和泉モータース
(有)アクセス愛媛
(有)直野モータース
オートガーデン今治
村上自動車(株)
(有)宮内サービスセンター
オートショップセシル
(株)パンサーオート
(株)ハルカーステーション
(有)イソムラ自動車工業
(有)岡野商会
Ｔｏｔａｌ

Ｃａｒ

Ｐｒｏｄｕｃｅ

店舗名/屋号

松山事業所

土居インター店

３９ＦＡＣＴＯＲＹ

(有)ケーズコレクション
(有)ケーズコレクション
(有)トップワン
Ａｆｔｅｒ Ｇａｒｄｅｎ
(株)Ｌ Ｍａgｉｃ
(株)グローリートラスト
(有)オートアンドパル
ＮＡＮＢＵＤＥＮＳＯ
(株)オートショッププライム
(株)Ｆａｔｅ
(株)カーパルコ長﨑屋

整備工場

住所
香川県坂出市中央町6-2
香川県丸亀市三条町1085
香川県善通寺市上吉田町6-3-5
香川県善通寺市中村町1771番地1
香川県仲多度郡琴平町五条1054-38
香川県仲多度郡まんのう町東高篠251-2
香川県三豊市高瀬町新名2146-7
香川県三豊市高瀬町下麻1484-8
香川県高松市国分寺町新居378-1
香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁22-2
香川県三豊市豊中町笠田笠岡2288-1
香川県東かがわ市落合122-1
愛媛県松山市保免西3丁目9-33
愛媛県松山市余戸南4丁目2-16
愛媛県松山市生石町651
愛媛県松山市今在家1丁目8番23号
愛媛県松山市安城寺町91-5
愛媛県松山市南吉田町2798-59
愛媛県松山市西垣生町440-1
愛媛県新居浜市松原町3-50
愛媛県今治市大新田町2丁目4-12
愛媛県今治市矢田甲662-3
愛媛県八幡浜市保内町宮内1-658-2
愛媛県四国中央市上分町北新町362-1
愛媛県四国中央市豊岡町長田1702-1
徳島県徳島市南昭和町1丁目6番1
徳島県板野郡北島町太郎八須字鍋川30-20
徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本220-7
徳島県板野郡松茂町中喜来字前原西四番越4-1
徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓75-4
徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓50-3
徳島県板野郡藍住町徳命字前須東88-4
徳島県板野郡藍住町富吉字須崎33-1
徳島県板野郡藍住町笠木字中野81-1
徳島県板野郡上板町西分字馬道南37番地3
徳島県阿波市阿波町南整理34-1
徳島県徳島市八多町田中12-1
徳島県小松島市田野町字月ノ輪127-1
徳島県吉野川市山川町川田1353
高知県高知市南久保2番12号
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電話番号
0877-45-8485
0877-28-5922
0877-62-1215
0877-63-2881
0877-73-3777
0877-75-4217
0875-56-2220
0875-74-6283
087-874-4081
0877-49-0518
0875-62-5111
0879-24-3361
089-973-7270
089-973-1313
089-941-3356
089-956-2088
089-922-1110
089-972-3269
089-972-9234
0897-41-6848
0898-31-2597
0898-22-3678
0894-36-0505
0896-57-0655
0896-25-3338
088-677-9520
088-698-8660
088-699-3232
088-678-5771
088-699-9117
088-699-9113
088-693-3036
088-624-9225
088-612-7871
088-694-7110
0883-35-6665
088-645-2055
0885-32-2511
0883-42-4583
088-882-4121

事業所名
(有)篠原自動車販売
(株)バイエルンオート
(有)野口モータース
(株)エルアンドエフ
(有)シンワオート
陶山自動車(有)
(有)カースペースゼロ
(有)アンド
(株)轟の森ドラゴン
(株)轟の森ドラゴン
(有)コスモス
アーツ
(有)小城モータース
(株)フカミヤ
(有)三田川ダイハツ
(有)坂口モータース
(有)フリーウェイ
(有)大潮産業
(株)ロードスター
(有)沖田自動車
(有)竹内モータース
(有)カーショップヒガシ
(有)竹内モータース
(有)光山商会
(有)ナウ企画
(有)カーショップヒガシ
(株)アール・ボブ長崎
(株)ＭＧ
(株)エイコー商事
(株)エイコー商事
(有)宮崎マイカーセンター
(有)オート中野
(株)ＺＥＲＯ
(有)ラスティ熊本
(有)自動車倶楽部 懐古
(有)マイカーランド熊本
(株)オートトレーディングクルー
(株)オートリファインショウジ
(有)車のムラオカ
ワイ・ケイ車輌販売(株)

店舗名/屋号

新宮店
カーセレクション
ドラゴン 轟の森鑑定団

本店
岩松店
たけまつ店
本店
ＭＧモーター
TAX相浦
TAX相浦 カービック店
アップル熊本植木店

住所
高知県高知市大津甲549-1
高知県高知市大津乙1242-1
高知県香美市土佐山田町旭町1-3-27
福岡県北九州市小倉南区津田1丁目14番6号
福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘3-7-9
福岡県粕屋郡新宮町原上1455-1
福岡県福岡市早良区原2丁目4番13号
福岡県福岡市城南区長尾1-8-13
福岡県行橋市東大橋2丁目10-42
福岡県行橋市東大橋2丁目10-26
福岡県久留米市藤光町654-1
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字荻野189-1
佐賀県小城市三日月町久米906
佐賀県三養基郡上峰町前牟田713番地2
佐賀県三養基郡上峰町坊所1581-5
佐賀県杵島郡白石町横手318-8
長崎県長崎市中里町1381-1
長崎県長崎市松原町2654-1
長崎県西彼杵郡時津町野田郷1028-1
長崎県長崎市京泊3-13-4
長崎県大村市荒瀬町473番地1
長崎県大村市岩松町947-7
長崎県大村市宮小路1-283-2
長崎県大村市西大村本町215-8
長崎県大村市今津町656-1
長崎県大村市久原2丁目1368-2
長崎県大村市中里町1327-1
長崎県大村市溝陸町809-2
長崎県佐世保市中里町1873-1
長崎県佐世保市有福町1299-5
大分県大分市大字宮崎883番地
大分県別府市石垣東9-1-21
熊本県熊本市北区植木町植木108-1
熊本県上益城郡嘉島町鯰1831-1
熊本県熊本市東区西原1丁目10-17
熊本県熊本市東区小山4-3-23
熊本県熊本市東区画図町重富1007-1
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰4496-2
熊本県八代市興善寺町710
宮崎県宮崎市大字浮田3017-1
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電話番号
088-803-5222
088-866-3206
0887-53-2515
093-474-8887
093-952-2855
092-962-6331
092-833-2300
092-865-8333
0930-26-5288
0930-25-0093
0942-83-0583
0952-29-5544
0952-73-3100
0952-97-8577
0952-52-4105
0952-84-2610
095-813-3311
095-837-1315
095-882-8151
0958-50-2634
0957-55-3330
0957-56-8777
0957-47-6606
0957-52-4639
0957-53-7337
0957-52-9898
0957-53-0111
0957-49-6012
0956-26-2345
0956-58-5012
097-568-5211
0977-26-1200
096-215-3155
096-237-3100
096-385-2716
096-380-6126
096-334-9100
0967-67-1338
0965-39-0852
0985-48-2000

事業所名
(有)くろきや
(有)フレンドモーター
浜田博自動車(株)
(株)カーシティー鹿児島
(株)新園自動車
(株)カーシティー鹿児島
(株)新園自動車
(株)新園自動車
(株)新園自動車
(有)平川自動車
(有)ケーワン

店舗名/屋号

ＪＵカーパーク店
ＪＵ鹿児島カーパーク店
本店
オートピア２１店
本社
栗野インター店

住所
宮崎県東臼杵郡門川町中須2-5-8
鹿児島県鹿児島市伊敷8-20-15
鹿児島県鹿児島市広木一丁目1-30
鹿児島県鹿児島市与次郎2-5-37
鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目5-37
鹿児島県鹿児島市山田町1991-12
鹿児島県鹿児島市東開町5-17
鹿児島県姶良郡湧水町北方2024
鹿児島県姶良郡湧水町米永465-1
鹿児島県曽於市末吉町諏訪方7324-1
沖縄県宜野湾市赤道1-5-10
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電話番号
0982-63-3034
099-228-5939
099-264-2121
099-296-8100
099-285-3335
099-275-7700
099-263-5557
0995-74-3629
0995-74-2863
0986-76-1649
098-892-8805

