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北海道県中古自動車販売協会

問谷

功三

007-0820 北海道札幌市東区東雁来町259番16

011-872-5181 011-872-5182

北海道県中古自動車販売協会 札幌支部

問谷

功三

007-0820 札幌市東区東雁来町259番16

011-872-5181 011-872-5182

北海道県中古自動車販売協会 帯広支部

上嶋

康秀

080-2465 帯広市西25条北2丁目2番39

0155-37-2578 0155-37-5829

北 北海道県中古自動車販売協会 釧路支部
海
道 北海道県中古自動車販売協会 函館支部

古谷

龍彦

084-0925 釧路市新野7線147番地4

0154-57-9111 0154-57-9112

西野

和幸

041-0824 函館市西桔梗町246番地133

0138-49-2000 0138-49-0047

北海道県中古自動車販売協会 室蘭支部

香川

博幸

050-0081 室蘭市日の出町3-4-6

0143-43-7292 0143-43-0530

北海道県中古自動車販売協会 旭川支部

武石

正志

071-1248 上川郡鷹栖町8線西2号2番地

0166-87-4500 0166-87-4550

北海道県中古自動車販売協会 北見支部

京塚

啓司

099-0878 北見市東相内町660-35

0157-36-8115 0157-36-8117

青森県中古自動車販売協会

石山

英二

038-1301 青森市浪岡大字大釈迦字沢田113番地240

0172-62-5515 0172-62-9678

岩手県中古自動車販売協会

大野

晴久

020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番3号

東 秋田県中古自動車販売協会

岩手県自動車会館2階

藤原

寛市

010-1415 秋田市御所野湯本1-1-1

018-839-6311 018-839-6660

北 宮城県中古自動車販売協会

鹿野

利德

981-3625 黒川郡大和町吉田字下檜木81-4

022-345-1881 022-345-3292

山形県中古自動車販売協会

鑓水

孝

994-0067 天童市大字芳賀字山王373-2

023-655-4611 023-655-4614

福島県中古自動車販売協会

川村

秀夫

960-8057 福島市笹木野字高野2-111

024-591-4821 024-591-4823

栃木県中古自動車販売協会

髙谷

昭彦

320-0855 宇都宮市上欠町1021-3

028-648-1181 028-648-1194

新潟県中古自動車販売協会

海津

博

950-1234 新潟市南区根岸782番地1

025-362-6666 025-362-6668

群馬県中古自動車販売協会

神保

文明

370-0033 高崎市中大類町118-1

027-350-1200 027-350-1201

関 茨城県中古自動車販売協会
東 千葉県中古自動車販売協会
甲
信 埼玉県中古自動車販売協会
越
東京都中古自動車販売協会

堀江

知弘

319-0102 小美玉市西郷地1392-2

0299-48-1833 0299-48-1836

千﨑

悟之

263-0001 千葉市稲毛区長沼原町421

043-257-5257 043-257-5260

薄

辰美

339-0035 さいたま市岩槻区笹久保新田谷際252-1

048-798-2777 048-798-9603

萩田

典雄

121-0064 東京都足立区保木間2-32-20

03-3859-2911 03-3859-2912

神奈川県中古自動車販売協会

安藤

悟

250-0862 小田原市成田1042

0465-37-3751 0465-37-3316

山梨県中古自動車販売協会

有井

金三

400-0115 甲斐市篠原3042

055-279-2552 055-279-2550

長野県中古自動車販売協会

塚田

長志

399-0701 塩尻市広丘吉田525-3

静岡県中古自動車販売協会

澤田

稔

愛知県中古自動車販売協会

加藤

岐阜県中古自動車販売協会
中
三重県中古自動車販売協会
部
富山県中古自動車販売協会

長野県自動車流通センター

019-605-7231 019-637-3871

0263-58-3700 0263-58-5929

420-0905 静岡市葵区南沼上1859-2

054-263-6161 054-264-0160

勝義

490-1443 海部郡飛島村大字新政成字戍之切932-1

0567-55-2221 0567-55-2882

岩瀬

晃彦

501-6133 岐阜市日置江2648番地の2

058-279-2200 058-279-2202

奥村

悦二

514-0303 津市雲出長常町1124-1

松田

治男

930-0108 富山市本郷西部27番地

石川県中古自動車販売協会

宮前

正明

924-0038 白山市下柏野町258

福井県中古自動車販売協会

松本

富男

918-8023 福井市西谷1丁目1401番地

滋賀県中古自動車販売協会

和田

一夫

524-0104 守山市木浜町2298-1

和歌山県中古自動車販売協会

掛下

吉三

640-8404 和歌山市湊1106

近 京都府中古自動車販売協会

東

將之

612-8585 京都市伏見区竹田向代町51-5

畿 奈良県中古自動車販売協会

服部

教昭

639-1039 大和郡山市椎木町764番3

大阪府中古自動車販売協会

松永

靖久

540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号

兵庫県中古自動車販売協会

森本

義則

676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀1205-1

079-448-2211 079-448-7272

岡山県中古自動車販売協会

塩尻

卓士

701-0206 岡山市南区箕島3443-1

086-281-3300 086-281-4318

鳥取県中古自動車販売協会

梶間

敏幸

680-0006 鳥取市丸山町223-5

0857-21-6881 0857-21-6882

島根県中古自動車販売協会

濵村

浩司

699-0822 出雲市神西沖町800-1

0853-43-2255 0853-43-3545

広島県中古自動車販売協会
中
四 山口県中古自動車販売協会
国
香川県中古自動車販売協会

安部

英雄

731-1523 山県郡北広島町南方36-10

0826-72-7611 0826-72-0160

木村

武

747-1232 防府市台道7082-1

0835-32-0220 0835-32-0419
087-881-8831 087-881-8832

岐阜県自動車会館4階・南

059-234-8996 059-234-9431
富山県自動車流通センター内

076-434-0040 076-436-1217
076-276-9381 076-275-6728

福井県自動車会館内

滋賀県自動車会館2Ｆ

和歌山県自動車会館内
京都自動車会館2階

0776-34-1733 0776-34-1238
077-585-4136 077-585-7505
073-432-7133 073-432-5411
075-681-8287 075-681-1735
0743-57-7800 0743-57-7853

マイドームおおさか5階

06-6943-8070 06-6943-4501

岡

隆夫

761-8023 高松市鬼無町佐藤6-7

愛媛県中古自動車販売協会

森

正行

791-1113 松山市森松町1032番地1

徳島県中古自動車販売店協会

多田

勇夫

771-1156 徳島市応神町応神産業団地1番13

088-641-3399 088-641-4011

高知県中古自動車販売協会

小松

豪

781-5103 高知市大津乙2126-1

088-866-8400 088-866-8489

福岡県中古自動車販売協会

徳永

正義

811-3105 古賀市鹿部348-3

092-944-1101 092-943-6691

佐賀県中古自動車販売協会

西村

一博

849-0921 佐賀市高木瀬西一丁目4番5号

0952-30-5625 0952-30-5690

長崎県中古自動車販売協会

東

明彦

856-0007 大村市草場町512-3

0957-55-1133 0957-55-4501

九 大分県中古自動車販売協会

佐藤

昭雄

870-1117 大分市高江西1丁目4323番14

097-535-8555 097-596-6000

州 熊本県中古自動車販売協会

永松

守

861-2403 阿蘇郡西原村大字布田1005-1

096-279-2700 096-279-2782

宮崎県中古自動車販売協会

黒木

嘉興

880-2211 宮崎市高岡町花見1714番地2

0985-82-3311 0985-82-4898

鹿児島県中古自動車販売協会

新園

康男

899-5203 姶良市加治木町小山田字五本松754

0995-62-0757 0995-62-2743

沖縄県中古自動車販売協会

幸喜

洋三

901-2315 中頭郡北中城村字荻道390-1

098-935-2525 098-935-3426

アイケンハイツ1-B

長崎中販流通センター

089-956-4060 089-956-4063

