会員名

北海道地区

住所

電話番号

北海道

071-8121

株式会社 丸金金田自動車小型事業部

北海道旭川市末広東1条６－１－８

0166-51-9911

✪

003-0001

株式会社 滝川自工

北海道札幌市白石区東札幌一条4-1-39

011-811-2165

✪

049-0111

株式会社 タクコーポレーション

北海道北斗市七重浜8-6-4

0138-85-6333

東北地区

青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島

035-0043

有限会社 むつ車体工業

青森県むつ市南赤川町１０－２５

0175-22-3561

038-0003

今自動車 株式会社

青森県青森市大字石江114-7

017-781-5121

✪

030-0964

有限会社 丸和自動車サービスセンター

青森県青森市南佃1-18-2

017-741-0670

✪

036-8052

ウェルカーズ

青森県弘前市大字堅田字神田４７５－１

0172-38-0333

018-5741

有限会社 上等自動車

秋田県大館市比内町達子字相善廻120-3

0186-55-0815

018-5201

有限会社 相馬自動車整備工場

秋田県鹿角市花輪字合の野１４５

0186-23-5352

010-0063

株式会社 ヤエガシ

秋田県秋田市牛島西１－１－１１

018-832-3447

013-0064

有限会社 旭星自動車

秋田県横手市赤坂字城野岡42

0182-36-1414

013-0105

株式会社 平和自動車

秋田県横手市平鹿町浅舞字荒小屋東263

0182-24-1070

０20-0122

有限会社 三陽自動車工業

岩手県盛岡市みたけ4-4-5

019-641-2020

028-8407

丸奥自動車工業 株式会社

岩手県下閉伊群田野畑村菅窪6

0194-33-3001

022-0002

株式会社 橋爪自動車商会

岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森30-5

0192-27-7227

999-3702

有限会社 東陽自動車

山形県東根市温泉町3-6-5

0237-42-0233

990-2211

カーチェック 株式会社

山形県山形市大字十文字字大原851-1

023-686-3333

988-0233

東部オートサービス

宮城県気仙沼市長磯原1-4

0226-26-4420

✪

✪

✪

✪

会員名

住所

電話番号

987-0331

株式会社 佐藤モータース

宮城県登米市米山町中津山字清水62-1

0220-55-2724

✪

989-6171

佐々木自動車綜合整備 株式会社

宮城県大崎市古川北町3-10-45

0229-22-0680

✪

985-0005

有限会社 櫻井自動車商会

宮城県塩竃市杉の入4-2-9

022-366-2323

✪

986-1111

株式会社 アイセイオート

宮城県石巻市鹿又字町浦100-1

0225-75-2326

✪

983-0824

株式会社 仙塩タクシー

宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷5-25-2

022-251-1311

983-0034

丸幸自動車工業 株式会社

宮城県仙台市宮城野区扇町３－８－２８

022-232-5619

983-0002

有限会社 パール自動車

宮城県仙台市宮城野区蒲生1-108-1

022-258-5106

981-1225

有限会社 髙橋ボデー

宮城県名取市飯野坂３－４－６４

022-384-1309

981-1523

有限会社 角田自動車整備工業所

宮城県角田市梶賀字高畑南335

0224-63-1015

✪

989-2341

株式会社 クロサキ自動車

宮城県亘理郡亘理町長瀞30-1

0223-34-1133

✪

960-8003

有限会社 山地自動車

福島県福島市森合字台１５

024-534-5667

関東地区

✪

栃木・茨城・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

325‐0012

日藤自動車工業 有限会社

栃木県那須塩原市越堀118‐1

0287-63-5672

320-0852

株式会社 成岐

栃木県宇都宮市下砥上町６３９－１

028-659-6008

320-0061

Ｓ－ＰＲＯ 有限会社

栃木県宇都宮市宝木町1-35

028-622-0088

321-0151

有限会社 西川田自動車

栃木県宇都宮市西川田町965

028-658-0881

321-4361

日新エネルギー 株式会社

栃木県真岡市並木町3-8

0285-84-8151

323-0041

有限会社 美田自動車整備工場

栃木県小山市大行寺995-55

0285-23-2261

319-3524

柳下工業 有限会社

茨城県久慈郡大子町下津原１６２８

0295-74-0635

319-1221

株式会社 イデノ

茨城県日立市大みか町6-17-36

0294-54-3223

✪

会員名

住所

電話番号

310-0845

加藤自動車工業 有限会社

茨城県水戸市吉沢町352-11

029-247-6199

✪

314-0027

株式会社 アイオート

茨城県鹿嶋市佐田１３２３－１

0299-83-4612

✪

300-2642

株式会社 皆葉自動車

茨城県つくば市高野1219-4

029-847-2114

377-0002

群馬商事 株式会社

群馬県渋川市中村1154-4

0279-22-4033

370-0857

赤尾商事 株式会社

群馬県高崎市上佐野町282-1

0276-25-8359

379-0129

株式会社 ボルテックスセイワ

群馬県安中市下磯部９８５

027-381-4611

370-2127

株式会社 堀越モータース

群馬県高崎市吉井町長根１７４６－１

027-387-3176

375-0024

有限会社 飯島自動車

群馬県藤岡市藤岡１７３３－１４

0274-22-0752

376-0002

有限会社 大川モータース

群馬県桐生市境野町7-1722-7

0277-44-1278

379-2313

荒川自動車

群馬県みどり市笠懸町鹿１９－１

0277-77-1632

373-0818

株式会社 オートセールス龍

群馬県太田市小舞木町２８２

0276-48-5760

373-0847

株式会社 金谷自動車工業

群馬県太田市西新町１０３－４

0276-31-0290

361-0025

有限会社 トミタ自動車

埼玉県行田市埼玉5435-11

048-559-4234

364-0005

有限会社 新越商交

埼玉県北本市本宿５－７１

048-590-1252

344-0048

株式会社 アリム

埼玉県春日部市南中曽根８４９－６

048-761-5555

362-0072

有限会社 中妻自動車工業

埼玉県上尾市中妻4-9-2

048-774-8702

350-0831

株式会社 ワークス

埼玉県川越市府川23-4

049-226-6099

362-0803

株式会社 田口自動車

埼玉県北足立郡伊奈町大針761-1

048-721-5055

278-0015

日の丸ビックテック 株式会社

千葉県野田市西三ヶ尾１４４－５

04-7124-2259

270-0121

株式会社 太陽自動車工業

千葉県流山市西初石3-8-3

04-7152-2903

✪

✪

✪

✪

会員名

住所

電話番号

277-0005

有限会社 タイガ自動車

千葉県柏市柏３３５－１１

04-7166-0865

263-0054

株式会社 オートウェーブ

千葉県千葉市稲毛区宮野木町1850

043-250-2669

263-0051

株式会社 ジー・トラスト

千葉県千葉市稲毛区園生町573

043-441-3020

297-0026

千葉石油 株式会社

千葉県茂原市茂原185

0475-24-3181

193-0816

株式会社 ムラタ

東京都八王子市大楽寺町195-1

042-624-5700

168-0072

株式会社 杉並モータース

東京都杉並区高井戸東3-35-15

03-3332-2728

120-0015

ヤオキン商事 株式会社

東京都足立区足立4-28-10

03-3887-7367

123-0851

日日自動車整備 株式会社

東京都足立区梅田3-3-8

03-3887-2191

151-0053

株式会社 杉田モータース

東京都渋谷区代々木1-9-8

03-3325-5005

103-0004

協和自動車 株式会社

東京都中央区東日本橋1-5-5

03-3862-8601

143-0003

京浜自動車 協業組合

東京都大田区京浜島3-3-10

03-3790-2125

242-0014

平田自動車工業 株式会社

神奈川県大和市上和田1822-22

046-269-1811

243-0816

有限会社 エムワイオート

神奈川県厚木市林1-12-5

046-236-6194

243-0426

有限会社 大沢自動車整備工場

神奈川県海老名市門沢橋6-20-31

046-238-1661

252-1104

有限会社 石原自動車修理工場

神奈川県綾瀬市大上１－３０－１４

0467-78-2068

250-0861

有限会社 ユーイング

神奈川県小田原市桑原627-1

0465-39-1313

231-0011

株式会社 バリューアップ

神奈川県横浜市中区太田町5-61-1

045-227-7517

251-0002

明和自動車販売 株式会社

神奈川県藤沢市大鋸962

0466-22-0111

４00-0041

有限会社 新世自動車整備工場

山梨県甲府市上石田2-17-6

055-228-7799

中部東海地区

静岡・愛知・三重・岐阜

✪

✪

会員名

住所

電話番号

✪

412-0045

有限会社 米山モータース

静岡県御殿場市川島田508-1

0550-82-0850

412-0039

株式会社 カマド

静岡県御殿場市かまど７１７－６

0550-82-2854

411-0821

有限会社 渡辺自動車工業

静岡県三島市平田１５９－５

055-971-6675

✪

418-0073

山本ヂーゼル工業 株式会社

静岡県富士宮市弓沢町487

0544-27-6611

✪

427-0053

株式会社 落合自動車

静岡県島田市御仮屋町8801-1

0547-35-6565

✪

438-0803

東海自動車整備 株式会社

静岡県磐田市富丘２０７

0538-32-7205

✪

435-0057

株式会社 協和モータース

静岡県浜松市東区中田町２７２－２

053-461-9292

500-8362

アルプス中京 株式会社

岐阜県岐阜市西荘1-9-21

058-251-4310

500-8357

株式会社 OKABEGROUP

岐阜県岐阜市六条大溝1-5-1

058-272-6555

500-8309

篠田商事 株式会社

岐阜県岐阜市都通4-21

058-251-3201

444-0243

山﨑石油 株式会社

愛知県岡崎市上青野町字神明東92

0564-43-5678

463-0003

有限会社 名古屋自動車工業

愛知県名古屋市守山区下志段味376

052-739-0077

454-0911

株式会社 イマエダコーポレーション

愛知県名古屋市中川区高畑4-187

052-362-7331

455-0071

東栄事業 株式会社

愛知県名古屋市港区新船町1-1

052-654-7111

518-0127

有限会社 オートプラザミヤタ

三重県伊賀市山出2044-1

0595-24-5007

518-0841

株式会社 堀川商店

三重県伊賀市上野恵美須町1606

0595-21-0128

516-0005

有限会社 伊勢自動車整備

三重県伊勢市竹ヶ鼻町字沖田207

0596-36-0258

519-3647

中平鈑金塗装

三重県尾鷲市小川西町4-14

0597-23-8603

信越・北陸地区
958-0823

大滝自動車工業 株式会社

✪

新潟・長野・富山・福井
新潟県村上市仲間町６３９－４６

0254-52-6622

✪

会員名

住所

電話番号

959-3265

株式会社 松田輪業

新潟県岩船郡関川村下関43-2

0254-64-2110

✪

957-0012

株式会社 五十嵐モーター

新潟県新発田市東塚ノ目430-5

0254-24-1055

✪

959-2334

東和自動車 株式会社

新潟県新発田市月岡751

0254-32-2437

✪

959-1813

有限会社 三根山商会

新潟県五泉市伊勢の川4-59

0250-42-6322

950-0973

とやの自動車工業 株式会社

新潟県新潟市中央区上近江４－６－１５

025-283-5536

959-1126

株式会社 オートモティブコマツ

新潟県三条市小古瀬３１

0256-45-3000

959-0113

有限会社 中野自動車商会

新潟県燕市笈ヶ島１２５９－１

0256-98-5151

✪

940-1146

株式会社 伊丹自動車

新潟県長岡市下条町野々入790

0258-22-1041

✪

947-0103

有限会社 片貝自動車商会

新潟県小千谷市片貝山屋町１－１

0258-84-2405

✪

946-0011

株式会社 テッコ横山

新潟県魚沼市小出島７４

025-792-1300

946-0076

有限会社 小出自動車工業

新潟県魚沼市井口新田１０１３－１

025-792-1025

✪

949-8615

有限会社 岩田自動車

新潟県十日町市中条甲587-1

025-757-2270

✪

949-7104

有限会社 大和自動車整備工場

新潟県南魚沼市寺尾１３１０－１

025-776-3125

✪

945-0011

有限会社 品田商会

新潟県柏崎市松波４－１－６３

0257-23-2227

✪

942-0033

協業組合 太陽自動車工業

新潟県上越市福橋６３４－１

025-543-4832

941-0066

綱島モータース 株式会社

新潟県糸魚川市寺島２－５－１５

025-552-6864

✪

389-2414

有限会社 コイデ自動車

長野県飯山市常盤１４３３

0269-62-3719

✪

382-0054

株式会社 酒井商會

長野県須坂市大字小山２５３５

026-245-0397

381-0032

プロショップ車館 株式会社

長野県長野市若宮2-11-5

026-263-8145

398-0004

有限会社 フジマキ

長野県大町市常盤3558

0261-22-2042

✪

会員名

住所

電話番号

✪

390-1301

森井自動車 株式会社

長野県東筑摩郡山形村一円３８８７－１

0263-98-2127

392-0009

株式会社 興和自動車興業

長野県諏訪市杉菜池１９１８－３

0266-52-4004

389-0518

有限会社 山岸自動車工業

長野県東御市本海野1650

0268-62-1025

384-0061

佐藤自動車 株式会社

長野県小諸市加増2-13-5

0267-22-1360

396-0026

アイ・ビイ自動車工業 株式会社

長野県伊那市西町5093

0265-73-3141

399-3301

松川サービス 株式会社

長野県下伊那郡松川町上片桐4628

0265-36-3733

399-4111

松井自動車工業 株式会社

長野県駒ヶ根市北町２４－１３

0265-82-2346

395-0002

ロータリー自動車 株式会社

長野県飯田市上郷飯沼２１２６

0265-23-2222

930-0362

松井エネルギーモータース 株式会社

富山県中新川郡上市町稗田2-5

076-472-2751

918-8104

有限会社 上口モータース商会

福井県福井市板垣３－１３２９

0776-35-3820

✪

919-1141

株式会社 美浜ﾓｰﾀｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

福井県三方郡美浜町郷市47-2-1

0770-32-2000

✪

関西地区

✪

滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山

528-0043

有限会社 カーテックウカイ

滋賀県甲賀市水口町杣中979-5

0748-62-4536

520-0503

有限会社 湖西自動車

滋賀県大津市北比良356-1

077-596-0153

524-0012

株式会社 三久保商会

滋賀県守山市播磨田町１８３

077-582-3850

✪

602-8155

日工自動車 株式会社

京都府京都市上京区主税町1187

075-801-8151

✪

601-8307

近畿オート 株式会社

京都府京都市南区吉祥院向田西町8

075-312-0551

✪

561-0856

ダイハツ北部販売 株式会社

大阪府豊中市穂積2-6-3

06-6863-6841

532-0033

株式会社 三徳リテールシステム

大阪府大阪市淀川区新高4-4-10

06-6421-3404

556-0022

株式会社 ホリデー

大阪府大阪市浪速区桜川４－４－１８

06-6567-0005

会員名

住所

電話番号

546-0012

田嶋石油 株式会社

大阪府大阪市東住吉区中野4-5-18

06-6704-8150

594-0052

冨尾石油 株式会社

大阪府和泉市阪本町268-1

0725-41-4717

651-0072

兵庫車体整備 株式会社

兵庫県神戸市中央区脇浜町２－３－１２

078-232-0521

651-2132

有限会社 辻本自動車工業所

兵庫県神戸市西区森友２－１３

078-927-0354

669-5313

株式会社 丸西モータース

兵庫県豊岡市日高町鶴岡３３３－２

0796-42-1032

649-6502

有限会社 熊井自動車

和歌山県紀の川市北長田10

0736-73-3280

中国・四国地区

鳥取・広島・山口・徳島・愛媛

682-0012

株式会社 トータス

鳥取県倉吉市清谷１４４３

0858-24-5071

736-0032

株式会社 タオダ自動車工業

広島県安芸郡海田町南幸町9-39

082-823-4111

754-1277

株式会社 ワイエス自動車

山口県山口市阿知須1516-1

0836-65-5180

770-8021

有限会社 松岡自動車

徳島県徳島市雑賀町西開８１－１

088-636-3006

790-0067

共立自動車 株式会社

愛媛県松山市大手町1-8-8

089-941-0008

791-3133

一般社団法人 愛媛福祉車輌協会

愛媛県伊予郡松前町昌農内26

089-994-5151

九州・沖縄地区

✪

福岡・長崎・大分・沖縄

810-0075

株式会社 大濠オートサービス

福岡県福岡市中央区港3-1-81

092-715-1388

827-0004

有限会社 エフ・テック

福岡県田川郡川崎町大字田原１１５８－１

0947-47-4030

837-0926

株式会社 井形

福岡県大牟田市上白川町1-125

0944-56-1700

836-0092

中村自動車鈑金塗装

福岡県大牟田市桜町70

0944-55-5537

870-0102

鶴崎モーターサービス 株式会社

大分県大分市北鶴崎２－５－１９

097-521-2851

859-3722

株式会社 オートピア

長崎県東彼杵郡波佐見町岳辺田郷1255-2

0956-85-4301

✪

✪

