
販売会社法人名称 販売会社法人屋号名称 拠点屋号名称 郵便番号 都道府県 住所 電話番号

（株）ホンダカーズ札幌中央 ホンダカーズ札幌中央 管理本部 003-0022 北海道 北海道札幌市白石区南郷通３－南７－１３ 011-865-5100

ホンダカーズ南北海道（株） ホンダカーズ南北海道 本社 041-0852 北海道 北海道函館市鍛治２－３８－７ 0138-87-8880

（株）ホンダクリオ函館 ホンダカーズ函館中央 美原店 041-0853 北海道 北海道函館市中道２－５３－１ 0138-55-5151

（有）江差モーター商会 ホンダカーズ江差 江差店 043-0034 北海道 北海道檜山郡江差町中歌町７９ 0139-52-0534

ホンダカーズ小樽（株） ホンダカーズ小樽 本社 047-0005 北海道 北海道小樽市勝納町１５－１２ 0134-33-2151

（株）ホンダ四輪販売北海道 ホンダカーズ北海道 本社 060-0001 北海道 北海道札幌市中央区北１条西７－１　Ｈｏｎｄａ札幌ビル４Ｆ 011-200-9250

（株）ホンダカーズ札幌西 ホンダカーズ札幌西 管理本部 063-0845 北海道 北海道札幌市西区八軒５条西１０－６－１１ 011-215-5111

（株）ホンダカーズ南札幌 ホンダカーズ南札幌 本社 064-0925 北海道 北海道札幌市中央区南２５条西１１－１－７ 011-551-8141

（株）ホンダベルノ旭川 ホンダカーズ旭川 本社 070-8005 北海道 北海道旭川市神楽５条９－１－３ 0166-69-5500

（株）ホンダカーズ滝川 ホンダカーズ滝川 本部 073-0022 北海道 北海道滝川市大町５－１－５ 0125-24-7358

（株）ホンダクリオ帯広 ホンダカーズ帯広中央 西２２条店 080-2462 北海道 北海道帯広市西２２条北１－１２－３２ 0155-37-6116

（株）ホンダカーズ帯広 ホンダカーズ帯広 本社 080-2471 北海道 北海道帯広市西２１条南１－１５－１３ 0155-36-1225

東北海道ホンダ（株） ホンダカーズ釧路 本社 084-0912 北海道 北海道釧路市星が浦大通１－６－７ 0154-54-2711

（株）ホンダプリモ新橋 ホンダカーズ釧路北 釧路町店 088-0614 北海道 北海道釧路郡釧路町国誉１－１４－２ 0154-37-2288

（株）ホンダ販売北見 ホンダカーズ北見 本社 090-0001 北海道 北海道北見市小泉４１１－４ 0157-24-8921

（株）ホンダプリモ遠軽 ホンダカーズ遠軽 遠軽店 099-0414 北海道 北海道紋別郡遠軽町南町３－２－１１３ 0158-42-4611

（株）ホンダプリモ紋別 ホンダカーズ紋別 紋別店 099-5171 北海道 北海道紋別市渚滑町１－６－１４９ 0158-24-5194

ホンダ青森販売（株） ホンダカーズ青森中央 本社 030-0843 青森県 青森県青森市大字浜田字玉川２０４－１ 017-739-9415

（株）友和ホンダ販売 ホンダカーズ八戸東 類家店 031-0001 青森県 青森県八戸市類家５－１１－７ 0178-43-7639

（株）ホンダプリモ八戸中央 ホンダカーズ八戸中央 沼館店 031-0071 青森県 青森県八戸市沼館１－３－２６ 0178-45-1121

（株）ホンダ四輪販売八戸 ホンダカーズ青森東 本社 031-0072 青森県 青森県八戸市城下４丁目２２－２５ 0178-44-5690

（株）ホンダカーズ三沢 ホンダカーズ三沢 三沢店 033-0037 青森県 青森県三沢市松園町２－１２－１ 0176-53-4171

（有）十和田中央ホンダ ホンダカーズ十和田中央 野崎店 034-0001 青森県 青森県十和田市三本木字野崎２４１－８ 0176-23-3625

（有）布施ホンダ販売 ホンダカーズ十和田 十和田湖通り店 034-0001 青森県 青森県十和田市三本木字本金崎３７２－１ 0176-23-5662

（株）毛利ホンダ ホンダカーズ黒石 黒石バイパス店 036-0345 青森県 青森県黒石市中川字篠村１３－４ 0172-52-8116

（株）ホンダセンターナリコー ホンダカーズ青森西 五所川原エルム店 037-0036 青森県 青森県五所川原市中央六－４８ 0173-35-5432

（有）ホンダ販売西つがる ホンダカーズつがる 柏店 038-3105 青森県 青森県つがる市柏広須野宮１５－８ 0173-25-3333

（有）松本ホンダ販売 ホンダカーズ田子 田子店 039-0201 青森県 青森県三戸郡田子町大字田子字上野ノ下タ１－７ 0179-32-2167

若野ホンダ販売（株） ホンダカーズ八戸西 本部 039-1103 青森県 青森県八戸市大字長苗代上中坪１２－１ 0178-27-6680

（株）ホンダ四輪販売北・東北 ホンダカーズ岩手／秋田／青森 本社 020-0061 岩手県 岩手県盛岡市北山２－２７－１１ 019-663-3333

南ホンダ自動車（株） ホンダカーズ岩手中央 本社 020-0125 岩手県 岩手県盛岡市上堂４－１１－１６ 019-601-6655

（株）ホンダベルノ南岩手 ホンダカーズ奥州 本部 021-0053 岩手県 岩手県一関市山目字中野１４０－５ 0191-25-4141

ホンダカーズ岩手南（株） ホンダカーズ岩手南 本社 023-0003 岩手県 岩手県奥州市水沢区佐倉河字沼田６９ 0197-23-5304

（有）嵯峨自動車商会 ホンダカーズ久慈中央 久慈店 028-0023 岩手県 岩手県久慈市新中の橋３７－１０１－３ 0194-53-2364

奥羽ホンダ販売（株） ホンダカーズ二戸 二戸東店 028-6103 岩手県 岩手県二戸市石切所字下ノ平１５－４ 0195-23-6631

（有）ミツワ自動車販売 ホンダカーズ軽米 軽米店 028-6302 岩手県 岩手県九戸郡軽米町軽米１３－１７－１ 0195-46-3030

（株）小松島ホンダ ホンダカーズ仙台北 本社 981-0904 宮城県 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘３－１１－３ 022-271-2181

（株）名取ニューホンダ ホンダカーズ名取南 名取が丘店 981-1234 宮城県 宮城県名取市箱塚１－３－３ 022-384-2472

（株）ホンダプリモ角田 ホンダカーズ角田 角田中央店 981-1523 宮城県 宮城県角田市梶賀字一里壇北１６８－１ 0224-63-1429

（株）金山自動車 ホンダカーズ金山 本社 981-2402 宮城県 宮城県伊具郡丸森町金山字新町３－２ 0224-78-1915

（有）鈴輪商会 ホンダカーズ黒川 大和インター店 981-3627 宮城県 宮城県黒川郡大和町吉岡東３－１－１７ 022-345-2347

（株）ホンダセントラル ホンダカーズ大崎 本店 981-4265 宮城県 宮城県加美郡加美町字矢越２９４－４ 0229-63-2772

（株）ホンダ四輪販売南・東北 ホンダカーズ宮城中央／山形 本社 983-0034 宮城県 宮城県仙台市宮城野区扇町１－６－３６ 022-236-1555

宮城ホンダ販売（株） ホンダカーズ宮城 本社 983-0034 宮城県 宮城県仙台市宮城野区扇町３－４－４６ 022-284-2185

（有）新生ホンダ販売 ホンダカーズ若林 六丁の目店 984-0015 宮城県 宮城県仙台市若林区卸町５－１－６ 022-235-8571

目黒オート（株） ホンダカーズ石巻東 石巻バイパス店 986-0812 宮城県 宮城県石巻市東中里２－１０－１５ 0225-96-5600

（株）ホンダカーズ宮城北 ホンダカーズ宮城北 本社 986-0854 宮城県 宮城県石巻市大街道北２－１－１５ 0225-96-1660

（株）ホンダプラザ石巻 ホンダカーズ石巻西 蛇田店 986-0861 宮城県 宮城県石巻市蛇田字南久林１３－２ 0225-93-8803

（株）ホンダカーズ石巻北 ホンダカーズ石巻北 涌谷バイパス店 987-0146 宮城県 宮城県遠田郡涌谷町字中下道５３－１ 0229-25-5123

迫ホンダ販売（株） ホンダカーズ迫 佐沼店 987-0511 宮城県 宮城県登米市迫町佐沼字梅ノ木５－１－３ 0220-22-3390

（株）ホンダ販売光和 ホンダカーズ栗原 築館店 987-2265 宮城県 宮城県栗原市築館小淵東１７７－１ 0228-22-1275

（株）千葉自動車 ホンダカーズ古川北 田尻店 989-4415 宮城県 宮城県大崎市田尻字新町浦６０ 0229-39-1125

北日本オート（株） ホンダカーズ潟上 天王店 010-0201 秋田県 秋田県潟上市天王字上江川４７－４１２ 018-878-5229

（株）男鹿オート ホンダカーズ男鹿 男鹿店 010-0341 秋田県 秋田県男鹿市船越字内子２９４－１６２２ 0185-35-3911

千秋ホンダ販売（株） ホンダカーズ千秋 泉店 010-0917 秋田県 秋田県秋田市泉中央２－２－３ 018-864-4567

（株）オールホンダ ホンダカーズ秋田中央 本部 011-0901 秋田県 秋田県秋田市寺内三千刈２０９－１ 018-862-8180

（株）奥羽ホンダ販売 ホンダカーズ湯沢 桜通り店 012-0811 秋田県 秋田県湯沢市桜通り２－６５ 0183-72-5188

（株）最上自動車 ホンダカーズ横手 横手町店 013-0061 秋田県 秋田県横手市横手町字上真山１１６－１ 0182-33-8181

（株）ホンダパドック ホンダカーズ横手中央 八王寺店 013-0063 秋田県 秋田県横手市婦気大堤字街道下２７－６ 0182-33-5400

（株）オールホンダ大曲 ホンダカーズ大曲 本社 014-0103 秋田県 秋田県大仙市高関上郷字高屋敷７５－１ 0187-66-2121

（株）千葉自転車店 ホンダカーズ大仙 豊川店 014-0711 秋田県 秋田県大仙市豊川字北村街道ノ上２２－４ 0187-57-2101

大内モーター（株） ホンダカーズ本荘 本荘南店 015-0011 秋田県 秋田県由利本荘市石脇字尾花沢５７－９５ 0184-22-2467

ホンダヤマシナ（株） ホンダカーズ秋田西 本荘北店 015-0013 秋田県 秋田県由利本荘市石脇字田尻野４－１８ 0184-23-0231

（株）ＯＲＩＳＯＮ ホンダカーズ能代 能代東店 016-0104 秋田県 秋田県能代市字下関１１１ 0185-70-1080

（株）バイパスホンダ ホンダカーズ山形大野目 山形バイパス店 990-0002 山形県 山形県山形市高原町４１０－４ 023-622-6188

ホンダプラザ寒河江（株） ホンダカーズ寒河江 高田店 991-0041 山形県 山形県寒河江市大字寒河江字横道６９－１ 0237-86-9131

（株）オールホンダ米沢 ホンダカーズ米沢 成島店 992-0087 山形県 山形県米沢市広幡町大沢２７３８－１ 0238-37-5695

（株）ホンダ南山形 ホンダカーズ西置賜 白鷹店 992-0821 山形県 山形県西置賜郡白鷹町大字十王２４６１－４ 0238-85-2521

（株）ホンダオート天童 ホンダカーズ山形東 山元店 994-0021 山形県 山形県天童市大字山元９６３－１ 023-654-2271

（株）ホンダ四輪販売庄内 ホンダカーズ鶴岡 美咲店 997-0857 山形県 山形県鶴岡市美咲町２－１ 0235-24-5600

（株）森谷モータース ホンダカーズ東置賜 川西店 999-0141 山形県 山形県東置賜郡川西町大字高山２４６７ 0238-42-4175

（有）ホンダ日塔モータース ホンダカーズ東根 一本木店 999-3717 山形県 山形県東根市一本木２－２－１４ 0237-43-4616

ヤマザキ自動車販売（株） ホンダカーズ伊達中央 伊達店 960-0501 福島県 福島県伊達市伏黒字八反田３４－２ 024-583-2605

（株）ホンダプリモ東福島 ホンダカーズ伊達 保原店 960-0684 福島県 福島県伊達市保原町上保原字田向２－１ 024-575-5356

（株）高砂ホンダモーター ホンダカーズ白河西 白河インター店 961-8061 福島県 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字前山１０５－２ 0248-25-3811

（株）ホンダカーズ福島 ホンダカーズ福島 本社 963-0115 福島県 福島県郡山市南２－２ 024-945-7170

（株）ホンダカーズ東白川 ホンダカーズ東白川 棚倉店 963-6131 福島県 福島県東白川郡棚倉町棚倉字崖ノ上３２－２ 0247-33-3117

（株）ホンダプリモきたかた ホンダカーズ喜多方 岩月町店 966-0005 福島県 福島県喜多方市岩月町大都字番状免３７７０ 0241-23-1213

（株）双葉ホンダモータース ホンダカーズ福島県央Ｆ 本社 969-1165 福島県 福島県本宮市本宮字中台２１ 0243-24-8188

（株）ホンダプリモニューコム ホンダカーズ二本松 安達店 969-1404 福島県 福島県二本松市油井字下谷地８－８ 0243-22-3323

（有）藤間自動車興業 ホンダカーズ藤間 藤間店 970-0103 福島県 福島県いわき市平藤間字新林６１ 0246-39-2287

（株）平ホンダモーター ホンダカーズ平 平店 970-1151 福島県 福島県いわき市好間町下好間字鬼越９０－１ 0246-36-4672

（株）ホンダプリモキョードー ホンダカーズいわき西 好間店 970-1152 福島県 福島県いわき市好間町中好間字上川原５７－１ 0246-36-6431

（株）小野モータース ホンダカーズいわき中央 本部 970-8036 福島県 福島県いわき市平谷川瀬字堂ノ入１８－１ 0246-35-6970

（株）ホンダオートいわき ホンダカーズ勿来 植田店 974-8261 福島県 福島県いわき市植田町林内３６－２ 0246-63-1567

（有）島田モータース ホンダカーズ原町西 錦町店 975-0031 福島県 福島県南相馬市原町区錦町２－６８ 0244-23-3648

（有）原町オート商会 ホンダカーズ原町 北原店 975-0037 福島県 福島県南相馬市原町区北原字境堀１５１ 0244-23-3523

（有）協大 ホンダカーズ相馬／亘理 相馬店 976-0042 福島県 福島県相馬市中村字川沼１９７ 0244-36-6291

（株）ホンダセンターウメダ ホンダカーズ南相馬 鹿島店 979-2335 福島県 福島県南相馬市鹿島区鹿島字中町１ 0244-46-5777

千代田ホンダ販売（株） ホンダカーズ土浦 中貫店 300-0006 茨城県 茨城県土浦市東中貫町１－８ 029-831-3155

ホンダプリモ南筑波（株） ホンダカーズ南筑波 水海道店 300-2505 茨城県 茨城県常総市中妻町１２６－４ 0297-22-2131

（株）中屋ホンダ販売 ホンダカーズ土浦北 藤沢店 300-4115 茨城県 茨城県土浦市藤沢３５７４ 029-862-2143

（株）粱山泊弐拾壱 ホンダカーズ取手 東店 302-0005 茨城県 茨城県取手市東３－８－１２ 0297-72-0535

（株）下妻ホンダ ホンダカーズ下妻 下妻店 304-0051 茨城県 茨城県下妻市小島９２１－２ 0296-43-3336

（株）ホンダ茨城南 ホンダカーズ茨城南 本社 305-0025 茨城県 茨城県つくば市花室１１２７－６ 029-859-0222

セキショウホンダ（株） ホンダカーズ茨城西／福島南 本社 305-8515 茨城県 茨城県つくば市東新井１２－２ 029-860-5587

（株）関城ホンダ販売 ホンダカーズ筑西 関城店 308-0121 茨城県 茨城県筑西市船玉２８７－４９ 0296-37-6915

（株）ホンダオート城西 ホンダカーズ笠間 友部店 309-1716 茨城県 茨城県笠間市住吉１５６８－２ 0296-78-4826

（有）千波ホンダ ホンダカーズ千波 千波店 310-0851 茨城県 茨城県水戸市千波町２２０９ 029-241-1017

（株）ホンダベルノ茨城北 ホンダカーズ茨城北 本部 310-0852 茨城県 茨城県水戸市笠原町１４４３－１ 029-241-7731

川嶋ホンダ販売（株） ホンダカーズ日立南 金沢店 316-0015 茨城県 茨城県日立市金沢町２－３－２５ 0294-33-0638

弓野ホンダ販売（株） ホンダカーズ日立北 十王店 319-1301 茨城県 茨城県日立市十王町伊師２１７８－１ 0294-39-3264

光陽ホンダ販売（株） ホンダカーズ北茨城 大津港店 319-1712 茨城県 茨城県北茨城市関南町里根川１－１２ 0293-46-0744

Honda 後付け装置取扱事業者一覧

※装置の購入・取付けにあたり、補助金が適用される具体的な店舗等については、掲載の各販売店にお問い合わせください。
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Honda 後付け装置取扱事業者一覧

※装置の購入・取付けにあたり、補助金が適用される具体的な店舗等については、掲載の各販売店にお問い合わせください。

（株）ホンダプリモ中央 ホンダカーズ宇都宮中央 本社 320-0027 栃木県 栃木県宇都宮市塙田４－１－３１ 028-622-6229

（株）ホンダ四輪販売北関東 ホンダカーズ茨城／栃木 本社 320-0857 栃木県 栃木県宇都宮市鶴田３－１３－１０ 028-649-1177

（株）ホンダベルノ栃木中 ホンダカーズ栃木中 本社 321-0104 栃木県 栃木県宇都宮市台新田１－１－３７ 028-645-2621

栃木ホンダ販売（株） ホンダカーズ栃木東 本社 323-0829 栃木県 栃木県小山市東城南１－３－１３ 0285-31-4111

野崎ホンダ（株） ホンダカーズ野崎 野崎店 324-0035 栃木県 栃木県大田原市薄葉２７０２－２ 0287-29-0107

（株）黒羽モーター ホンダカーズ大田原 紫塚店 324-0058 栃木県 栃木県大田原市紫塚４－３９４４－１２１ 0287-24-0711

（株）三田オートモービル ホンダカーズ足利 助戸店 326-0043 栃木県 栃木県足利市助戸仲町４８９ 0284-41-3234

（株）おくざわ ホンダカーズ佐野 田島店 327-0031 栃木県 栃木県佐野市田島町４９－１ 0283-20-6070

（株）ホンダベルノ新栃木 ホンダカーズ両毛 本店 327-0844 栃木県 栃木県佐野市富岡町１４００ 0283-24-9511

（株）ホンダカーズ栃木中央 ホンダカーズ南栃木 本社 329-0201 栃木県 栃木県小山市粟宮１－６－１８ 0285-23-0389

関東ホンダモーター販売（株） ホンダカーズ那須 矢板店 329-2135 栃木県 栃木県矢板市中４６３ 0287-43-0431

（株）ホンダカーズ高崎 ホンダカーズ高崎 本社 370-0042 群馬県 群馬県高崎市貝沢町１２３９－１ 027-362-6336

ホンダ群馬販売（株） ホンダカーズ高崎東 高崎問屋町店 370-0069 群馬県 群馬県高崎市飯塚町問屋町前１１２６ 027-361-4017

（株）ギャラージクローバ ホンダカーズ高崎北 高崎小鳥町店 370-0074 群馬県 群馬県高崎市下小鳥町５５１ 027-363-8700

（株）ホンダカーズ大泉 ホンダカーズ大泉 大泉店 370-0513 群馬県 群馬県邑楽郡大泉町東小泉２－１９－１９ 0276-62-2451

（株）ホンダオート富岡 ホンダカーズ富岡 富岡店 370-2343 群馬県 群馬県富岡市七日市１５７－１ 0274-62-1721

（株）ホンダカーズ群馬西 ホンダカーズ前橋北 上小出店 371-0037 群馬県 群馬県前橋市上小出町１－３０－６ 027-233-6840

（株）ホンダカーズ前橋中央 ホンダカーズ前橋中央 総社店 371-0852 群馬県 群馬県前橋市総社町総社２８８７－３ 027-252-0770

（株）ホンダカーズ群馬 ホンダカーズ群馬 本社 371-0855 群馬県 群馬県前橋市問屋町１－１０－８ 027-251-4811

（株）ホンダ中央群馬 ホンダカーズ伊勢崎中央 本社 372-0006 群馬県 群馬県伊勢崎市太田町９００－３ 0270-25-7059

（株）ホンダ四輪販売関東中央 ホンダカーズ新潟／群馬中央／山梨／松本中央 本社 372-0802 群馬県 群馬県伊勢崎市田中島町１４０３－１４ 0270-30-3070

（株）稲田自動車商会 ホンダカーズ伊勢崎西 連取本町店 372-0812 群馬県 群馬県伊勢崎市連取町１３２６ 0270-23-1222

（株）ホンダカーズ太田 ホンダカーズ太田 強戸店 373-0075 群馬県 群馬県太田市大鷲町２９ 0276-37-4731

（株）ホンダパルカワライ ホンダカーズ桐生中央 広沢店 376-0013 群馬県 群馬県桐生市広沢町５－１６２８ 0277-52-6681

（有）中之条ホンダ販売 ホンダカーズ中之条 中之条店 377-0433 群馬県 群馬県吾妻郡中之条町折田２１４－１ 0279-75-3199

（有）高橋モータース ホンダカーズ東吾妻 原町店 377-0801 群馬県 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町９７８－７ 0279-68-2241

（有）塩野オート販売 ホンダカーズ沼田南 戸鹿野店 378-0015 群馬県 群馬県沼田市戸鹿野町４００－２ 0278-23-1521

（有）木村ホンダ ホンダカーズみなかみ 月夜野店 379-1313 群馬県 群馬県利根郡みなかみ町月夜野４１２－１ 0278-62-2519

（株）ホンダカーズ前橋 ホンダカーズ前橋 本社 379-2154 群馬県 群馬県前橋市天川大島町２８９－１ 027-263-3221

（有）中島ホンダ ホンダカーズ前橋東 天川大島店 379-2154 群馬県 群馬県前橋市天川大島町１－３－２９ 027-224-2958

新生ホンダ（株） ホンダカーズ伊勢崎 上田店 379-2225 群馬県 群馬県伊勢崎市上田町２５６ 0270-62-0438

（株）ホンダカーズ埼玉中 ホンダカーズ埼玉中 本社 330-8669 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ソニックシティビル３１Ｆ 048-783-5588

（株）ホンダプリモ大宮西 ホンダカーズ大宮西 大宮西店 331-0061 埼玉県 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬１３３８ 048-624-3170

（株）千代田技工 ホンダカーズ鳩ヶ谷 鳩ヶ谷店 334-0013 埼玉県 埼玉県川口市南鳩ケ谷１－３－１４ 048-281-3575

（株）ホンダカーズ埼玉 ホンダカーズ埼玉 本社 338-0001 埼玉県 埼玉県さいたま市中央区上落合５－３－６ 048-854-9080

（株）ホンダカーズ久喜 ホンダカーズ久喜 本社 346-0007 埼玉県 埼玉県久喜市久喜北１－１０－１７ 0480-21-1295

（株）ホンダカーズ坂戸 ホンダカーズ坂戸 本店 350-0219 埼玉県 埼玉県坂戸市片柳２２８０－４ 049-288-1010

ミソノホンダ販売（株） ホンダカーズ川越北 川越北店 350-0831 埼玉県 埼玉県川越市大字府川１５－１ 049-225-2251

（株）ホンダプロモーション ホンダカーズ川越 本社 350-1137 埼玉県 埼玉県川越市砂新田１２９ 049-245-7111

（株）ホンダカーズ埼玉南 ホンダカーズ埼玉南 本社 350-1147 埼玉県 埼玉県川越市諏訪町１５－１ 049-241-3058

（株）ホンダライフ ホンダカーズ埼玉県央 本社 350-1213 埼玉県 埼玉県日高市高萩２２８０－１ 042-985-8027

（株）ホンダカーズ埼玉西 ホンダカーズ埼玉西 本店 350-1333 埼玉県 埼玉県狭山市上奥富１０６－１ 042-953-9843

（株）ホンダユーテック ホンダユーテック 本社 351-0114 埼玉県 埼玉県和光市本町5-39　ホンダ開発和光ビル2F 048-466-0031

（株）志村ホンダ販売 ホンダカーズ志木 志木店 353-0002 埼玉県 埼玉県志木市中宗岡１－６－１３ 048-473-0532

（株）所沢ホンダ ホンダカーズ所沢中央 所沢中央店 359-0035 埼玉県 埼玉県所沢市西新井町２３－９ 04-2992-3240

（株）ホンダニュー埼玉 ホンダカーズ熊谷 本社 360-0816 埼玉県 埼玉県熊谷市石原１－１０２ 048-525-3221

（株）ホンダカーズ埼玉北 ホンダカーズ埼玉北 本社 360-0833 埼玉県 埼玉県熊谷市広瀬４７９－１ 048-525-1412

県南ホンダ販売（株） ホンダカーズ上尾東 上尾東店 362-0017 埼玉県 埼玉県上尾市二ツ宮１１２６ 048-771-1591

（株）ホンダクリオ上尾 ホンダカーズ桶川 本社 363-0008 埼玉県 埼玉県桶川市坂田１６３３－１ 048-778-3077

（株）吹上ホンダ ホンダカーズ吹上 吹上店 369-0111 埼玉県 埼玉県鴻巣市新宿２－１７３ 048-548-0351

（株）浅見商会 ホンダカーズ秩父中央 本社 369-1412 埼玉県 埼玉県秩父郡皆野町皆野７７８－５ 0494-62-2131

（株）ホンダカーズ千葉 ホンダカーズ千葉 本社 260-0001 千葉県 千葉県千葉市中央区都町２－２０－１２ 043-214-5011

（株）ホンダカーズ習志野 ホンダカーズ習志野 本社 261-0002 千葉県 千葉県千葉市美浜区新港２２２－３ 043-441-8333

（株）ホンダカーズ東葛 ホンダカーズ東葛 本社 270-0013 千葉県 千葉県松戸市小金きよしケ丘３－２１－１ 047-346-1190

（株）ホンダカーズ北千葉 ホンダカーズ北千葉 本社 270-0031 千葉県 千葉県松戸市横須賀１－８－１ 047-309-6650

（株）ホンダカーズ松戸 ホンダカーズ松戸 稔台店 270-2231 千葉県 千葉県松戸市稔台１－１１－７ 047-366-1888

（株）ホンダカーズ西千葉 ホンダカーズ西千葉 本社 270-2241 千葉県 千葉県松戸市松戸新田５５７ 047-368-1113

（株）ホンダベルノ市川 ホンダカーズ市川 管理センター 273-0002 千葉県 千葉県船橋市東船橋３－４２－７ 047-425-9323

（株）ホンダクリオ総武 ホンダカーズ船橋中央 本社 273-0864 千葉県 千葉県船橋市北本町１－９－１ 047-424-5555

（株）ホンダカーズ柏 ホンダカーズ柏 本社 277-0871 千葉県 千葉県柏市若柴６－１１８ 04-7134-0055

（株）ホンダプリモ利根 ホンダカーズ野田 本社 278-0005 千葉県 千葉県野田市宮崎１２３ 04-7125-8155

（株）ホンダカーズ千葉東 ホンダカーズ千葉東 東金店 283-0063 千葉県 千葉県東金市堀上２５９ 0475-52-5001

（株）ホンダプリモ栗山 ホンダカーズ四街道 四街道店 284-0027 千葉県 千葉県四街道市栗山１０８２ 043-422-0360

（株）ホンダ北総 ホンダカーズ銚子東 松本店 288-0802 千葉県 千葉県銚子市松本町３－２－１６ 0479-22-1356

（株）ホンダプリモ小見川 ホンダカーズ香取東 小見川店 289-0312 千葉県 千葉県香取市本郷４２５ 0478-83-0027

（株）ホンダカーズ東総 ホンダカーズ東総 本社 289-2504 千葉県 千葉県旭市二１７２０－２ 0479-60-1110

（株）ホンダ販売石川 ホンダカーズ旭中央 旭店 289-2504 千葉県 千葉県旭市ニ１３８８－２ 0479-62-0571

（株）ホンダカーズ市原 ホンダカーズ市原 五井中央店 290-0081 千葉県 千葉県市原市五井中央西２－２４－２４ 0436-24-1111

（株）ホンダカーズ南千葉 ホンダカーズ南千葉 本社 292-0054 千葉県 千葉県木更津市長須賀８２１ 0438-22-0011

（株）ホンダカーズ木更津 ホンダカーズ木更津 本社 292-0055 千葉県 千葉県木更津市朝日３－１０－１４ 0438-20-8180

（株）アヅホンダ販売 ホンダカーズ木更津南 木更津南インター店 292-0821 千葉県 千葉県木更津市桜町２－７－１６ 0438-37-2530

（株）ホンダプリモ金子 ホンダカーズ館山 館山バイパス店 294-0041 千葉県 千葉県館山市高井７９５－１ 0470-28-5833

（有）鴨川ホンダ ホンダカーズ鴨川 鴨川店 296-0001 千葉県 千葉県鴨川市横渚６４０ 04-7092-5755

（株）ホンダカーズ茂原 ホンダカーズ茂原 本社 297-0074 千葉県 千葉県茂原市小林１６１８－２ 0475-27-7600

（有）鶴岡ホンダ販売 ホンダカーズ富津 富津中央店 299-1611 千葉県 千葉県富津市長崎１８６ 0439-67-0308

（株）ホンダプリモ千葉南 ホンダカーズ長生 一宮店 299-4301 千葉県 千葉県長生郡一宮町一宮２４８６－１ 0475-42-2244

（株）ホンダカーズ東京 ホンダカーズ東京 本社 110-0005 東京都 東京都台東区上野５－１４－９ 03-3831-5055

（株）ホンダオート足立 ホンダカーズ足立西 栗原店 123-0842 東京都 東京都足立区栗原４－１３－９ 03-3890-5381

（株）天神モータース ホンダカーズ江東 亀戸天神店 136-0071 東京都 東京都江東区亀戸２－８－３ 03-3684-0361

（株）ホンダカーズ東京中央 ホンダカーズ東京中央 本社 154-0014 東京都 東京都世田谷区新町２－１９－２ 03-5450-7300

（株）三恵ホンダ販売 ホンダカーズ東京北 練馬店 177-0032 東京都 東京都練馬区谷原１－１－３ 03-3904-3111

ホンダ販売ムサシノ（株） ホンダカーズ武蔵野 吉祥寺店 180-0004 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町３－２４－１ 0422-52-3124

八王子中央ホンダ販売（株） ホンダカーズ八王子東 大和田店 192-0045 東京都 東京都八王子市大和田町３－２１－２５ 042-645-3155

（株）宮川ホンダサービス ホンダカーズ八王子西 大楽寺店 193-0816 東京都 東京都八王子市大楽寺町１５５－２ 042-651-7281

昭和自動車工業（株） ホンダカーズ八王子南 高尾店 193-0834 東京都 東京都八王子市東浅川町５４０－３５ 042-663-1330

（株）ホンダ東京西 ホンダカーズ東京西 本社 197-0013 東京都 東京都福生市武蔵野台２－３４－６ 042-553-5813

ホンダカーズ神奈川中（株） ホンダカーズ神奈川中 本社 211-0025 神奈川県 神奈川県川崎市中原区木月３－３２－１１ 044-411-3011

（株）ホンダカーズ神奈川北 ホンダカーズ神奈川北 本社 215-0021 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区上麻生４－１９－１ 044-953-7711

（株）ホンダクリオ共立 ホンダカーズ川崎 本社 216-0035 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区馬絹１－７－９ 044-852-9911

（株）ホンダカーズ神奈川東 ホンダカーズ神奈川東 本社 223-0051 神奈川県 神奈川県横浜市港北区箕輪町２－５－１６ 045-561-0808

（株）ホンダプリモ横浜北 ホンダカーズ横浜北 中山店 226-0019 神奈川県 神奈川県横浜市緑区中山１－５－２０ 045-931-1885

（株）ホンダオート京浜 ホンダカーズ鶴見 鶴見店 230-0017 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台７－５ 045-583-1720

美豊ホンダ販売（株） ホンダカーズ横須賀東 大矢部店 238-0024 神奈川県 神奈川県横須賀市大矢部３－１６－３ 046-836-5656

ホンダ販売（株） ホンダカーズ横須賀西 武山店 238-0313 神奈川県 神奈川県横須賀市武４－２７－５ 046-856-3030

（株）ホンダカーズ ホンダカーズ横須賀中央 武店 238-0313 神奈川県 神奈川県横須賀市武１－２０－５ 046-857-3000

（株）ホンダカーズ横浜 ホンダカーズ横浜 本社 240-0062 神奈川県 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町８２ 045-338-1100

（株）ホンダプリモ旭 ホンダカーズ旭 旭店 241-0021 神奈川県 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町１－４２－３ 045-953-0558

（株）ホンダカーズ中央神奈川 ホンダカーズ中央神奈川 本社 242-0011 神奈川県 神奈川県大和市深見３５９１－２ 046-264-6656

（株）トライアルホンダ ホンダカーズ海老名 海老名インター店 243-0422 神奈川県 神奈川県海老名市中新田５－１３－１４ 046-231-6640

（株）ホンダカーズ厚木 ホンダカーズ厚木 妻田店 243-0814 神奈川県 神奈川県厚木市妻田南１－２４－１２ 046-223-5150

（株）ホンダ販売小田原 ホンダカーズ小田原 本社 250-0002 神奈川県 神奈川県小田原市寿町５－１０－２１ 0465-34-8025
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Honda 後付け装置取扱事業者一覧

※装置の購入・取付けにあたり、補助金が適用される具体的な店舗等については、掲載の各販売店にお問い合わせください。

（株）ホンダ販売神奈川 ホンダカーズ藤沢 藤沢店 251-0872 神奈川県 神奈川県藤沢市立石２－６－２ 0466-81-8101

（株）ホンダ相模ＳＲ ホンダカーズ相模原東 由野台店 252-0222 神奈川県 神奈川県相模原市中央区由野台２－２７－１０ 042-754-4991

（株）ホンダカーズ神奈川西 ホンダカーズ神奈川西 本社 252-0239 神奈川県 神奈川県相模原市中央区中央１－１４－７ 042-851-3008

（株）ホンダプリモ神奈川南 ホンダカーズ神奈川南 本社 254-0014 神奈川県 神奈川県平塚市四之宮５－２９－７ 0463-55-1167

（株）ホンダ四輪販売長岡 ホンダカーズ長岡 本部 940-0877 新潟県 新潟県長岡市稲保４－５５８－２ 0258-24-1503

北陸自動車（株） ホンダカーズ糸魚川 糸魚川店 941-0066 新潟県 新潟県糸魚川市寺島３－１－８ 025-552-9666

（株）ホンダオート上越 ホンダカーズ上越北 直江津店 942-0062 新潟県 新潟県上越市松村新田２０－１ 025-544-1137

（株）ナカムラ ホンダカーズ上越中央 高田公園店 943-0825 新潟県 新潟県上越市東本町５－２－２８ 025-523-8700

（株）ホンダプリモミズサワ ホンダカーズ上越南 高田店 943-0861 新潟県 新潟県上越市大和２－１６－４ 025-525-1370

（株）富士 ホンダカーズ柏崎 田中店 945-0816 新潟県 新潟県柏崎市田中１２－１３ 0257-23-8060

（株）ホンダプリモ魚沼 ホンダカーズ魚沼 魚沼店 946-0076 新潟県 新潟県魚沼市井口新田５７８－１０ 025-792-0619

（株）吉田商会 ホンダカーズ十日町 十日町店 949-8523 新潟県 新潟県十日町市大字馬場丁１２４０－１ 025-758-2143

（株）ホンダ北越販売 ホンダカーズ新潟南 亀田店 950-0148 新潟県 新潟県新潟市江南区東早通１丁目２番４４号 025-382-8666

新潟中央ホンダ販売（株） ホンダカーズ新潟中央 本社 950-0973 新潟県 新潟県新潟市中央区上近江１－３－４０ 025-283-1156

（有）春川商会 ホンダカーズ南佐渡 小木店 952-0603 新潟県 新潟県佐渡市小木木野浦１６７－１ 0259-86-2553

佐渡ホンダ販売（株） ホンダカーズ佐渡 佐和田店 952-1307 新潟県 新潟県佐渡市東大通８２１－１ 0259-51-1010

（株）土田自動車 ホンダカーズ巻 巻店 953-0041 新潟県 新潟県新潟市西蒲区巻甲５０４０－１ 0256-72-3419

（有）久住商会 ホンダカーズ長岡東 本社 954-0076 新潟県 新潟県見附市新幸町４－３ 0258-61-5530

（株）ホンダ販売越後 ホンダカーズ越後中央 本社 954-0111 新潟県 新潟県見附市今町５－４１－２２ 0258-66-6981

（株）ホンダカーズ新潟県央 ホンダカーズ新潟県央 本社 955-0055 新潟県 新潟県三条市塚野目２－９－１ 0256-34-7575

（株）ホンダオート新発田 ホンダカーズ下越中央 本社 957-0000 新潟県 新潟県新発田市小舟渡字神明前１３９ 0254-24-4556

（株）ホンダ村上エスエス ホンダカーズ村上 岩船店 959-3406 新潟県 新潟県村上市下助渕１５０６－１ 0254-66-8850

（株）ホンダ自販タナカ ホンダカーズ富山 本店 930-0034 富山県 富山県富山市清水元町５－１ 076-424-9384

（株）ホンダカーズ富山東 ホンダカーズ富山東 新庄田中町店 930-0985 富山県 富山県富山市田中町４－１ 076-444-1453

（株）尾谷自動車販売 ホンダカーズ立山 立山店 930-3265 富山県 富山県中新川郡立山町米沢下島割１１－１ 076-463-4648

（株）ホンダカーズ高岡 ホンダカーズ高岡 荻布店 933-0073 富山県 富山県高岡市荻布１８３－１ 0766-26-8000

高岡ホンダ自販（株） ホンダカーズ高岡中央 本社 933-0806 富山県 富山県高岡市赤祖父７５２ 0766-26-3888

西川自販（株） ホンダカーズ入善 入善役場前店 939-0626 富山県 富山県下新川郡入善町入膳３２１３－７ 0765-74-0208

（株）ホンダセンター富山 ホンダカーズ富山中央 本社 939-8231 富山県 富山県富山市下熊野１６６－６ 076-429-8200

（株）ホンダカーズ石川 ホンダカーズ石川 本部 920-0362 石川県 石川県金沢市古府２－１２５－１ 076-240-3333

（株）ホンダ四輪販売北陸 ホンダカーズ北陸／福井南 本社 920-3132 石川県 石川県金沢市法光寺町２１０ 076-254-1000

（株）朝日ホンダ ホンダカーズ金沢北 問屋町店 920-8216 石川県 石川県金沢市直江町ニ５５ 076-238-6868

（株）ホンダサロン石川 ホンダカーズ石川西 本部 921-8061 石川県 石川県金沢市森戸１－１０９ 076-249-1088

橋川自動車（株） ホンダカーズ加賀 中代店 922-0014 石川県 石川県加賀市中代町リ３８－２ 0761-77-3001

（株）ホンダ販売能登中央 ホンダカーズ七尾東 本府中店 926-0021 石川県 石川県七尾市本府中町レ部２－１ 0767-52-0617

（株）ホンダ販売スギフジ ホンダカーズ七尾中 八幡店 926-0035 石川県 石川県七尾市八田町ロ部１－３ 0767-57-3550

（株）七尾ホンダ販売 ホンダカーズ七尾西 白馬店 926-0828 石川県 石川県七尾市白馬町５６－１４ 0767-57-2020

（株）ホンダ輪島販売 ホンダカーズ輪島 輪島店 928-0021 石川県 石川県輪島市二ツ屋町２－３３－４ 0768-22-2177

（株）山本自動車商会 ホンダカーズかほく南 白尾店 929-1177 石川県 石川県かほく市白尾イ４５－１ 076-283-1250

（株）黒田自動車 ホンダカーズ七尾北 大津店 929-2126 石川県 石川県七尾市大津町１８－８６ 0767-68-3081

ホンダオート福井販売（株） ホンダカーズ福井西 新田塚店 910-0056 福井県 福井県福井市里別所新町４０４ 0776-27-0022

（株）ホンダベルノ福井 ホンダカーズ福井北 本社 910-0832 福井県 福井県福井市新保町１４－２４ 0776-52-1333

ホンダ販売（株） ホンダカーズ福井東 新保店 910-0832 福井県 福井県福井市新保町２４－６－２ 0776-53-3616

（株）ホンダクリオ福井 ホンダカーズ福井中央 本部 910-0854 福井県 福井県福井市御幸４－１１－２２ 0776-23-3480

（株）ホンダテラル福井 ホンダカーズ大野 陽明店 912-0022 福井県 福井県大野市陽明町３－１６０１ 0779-65-3133

（有）中村商会 ホンダカーズ敦賀 呉竹店 914-0802 福井県 福井県敦賀市呉竹町１－１７－８ 0770-22-2386

（株）ホンダショップ武生 ホンダカーズ越前 中央店 915-0814 福井県 福井県越前市中央２－７－１４ 0778-24-3030

（株）カワムラモータース ホンダカーズ若狭 美浜店 919-1138 福井県 福井県三方郡美浜町河原市１７－３－１ 0770-32-0078

（株）ホンダショップ山梨 ホンダカーズ峡西 南アルプス店 400-0211 山梨県 山梨県南アルプス市上今諏訪１８５ 055-284-3345

パークホンダ販売（株） ホンダカーズ都留 都留店 402-0054 山梨県 山梨県都留市田原４－１－８ 0554-43-4335

ホンダ自動車販売（株） ホンダカーズ山梨東 本社 403-0007 山梨県 山梨県富士吉田市中曽根４－５－１５ 0555-30-0300

（株）ホンダ四輪販売出羽 ホンダカーズ富士吉田 下吉田店 403-0008 山梨県 山梨県富士吉田市下吉田東１－１０－５ 0555-22-2238

南ホンダ（株） ホンダカーズ峡東 塩山バイパス店 404-0037 山梨県 山梨県甲州市塩山西広門田２８７ 0553-20-6111

（株）花田モータース ホンダカーズ大月 大月店 409-0614 山梨県 山梨県大月市猿橋町猿橋１８６ 0554-22-0613

（株）ホンダカーズ長野東 ホンダカーズ長野東 本社 381-0014 長野県 長野県長野市大字北尾張部７３２ 026-244-3399

（株）ホンダカーズ長野中央 ホンダカーズ長野中央 本社 381-0034 長野県 長野県長野市上高田１２９６ 026-226-2101

（株）ホンダカーズしなの ホンダカーズしなの 本社 381-0038 長野県 長野県長野市東和田８０４－２ 026-243-1112

（株）松代ホンダ ホンダカーズ松代 松代店 381-1231 長野県 長野県長野市松代町松代７１６－１ 026-278-2578

（株）豊野ホンダ ホンダカーズ豊野 豊野店 389-1107 長野県 長野県長野市豊野町南郷９０３－２ 026-257-3470

（株）アルプス ホンダカーズ松本南 本社 390-0827 長野県 長野県松本市出川２－１９－３ 0263-50-6255

（株）ホンダカーズ松本東 ホンダカーズ松本東 本社 390-0833 長野県 長野県松本市双葉２０－１２ 0263-31-3640

松本ホンダ販売（株） ホンダカーズ松本北 渚店 390-0841 長野県 長野県松本市渚２－７－２７ 0263-25-8282

（株）ホンダカーズ信州 ホンダカーズ信州 本社 395-0002 長野県 長野県飯田市上郷飯沼１８４７－１ 0265-24-4141

（株）ニシキ自動車 ホンダカーズ飯田西 羽場坂店 395-0073 長野県 長野県飯田市羽場坂町２３００－１ 0265-24-0634

大町ホンダ販売（株） ホンダカーズ大町 大町店 398-0002 長野県 長野県大町市大町１５６４－６ 0261-22-1108

（株）赤坂ホンダ ホンダカーズ日ノ出 辰野店 399-0421 長野県 長野県上伊那郡辰野町大字辰野１５５１－１ 0266-44-1551

（有）ナカロク自動車販売 ホンダカーズ松川 松川店 399-3303 長野県 長野県下伊那郡松川町元大島１５１０－１ 0265-36-2225

（株）穂高ホンダ ホンダカーズ穂高 穂高店 399-8303 長野県 長野県安曇野市穂高２５６１－１ 0263-82-5850

田中車輌（株） ホンダカーズ岐阜東 岐阜東バイパス店 500-8153 岐阜県 岐阜県岐阜市石長町５－１１ 058-247-3254

（株）ホンダカーズ岐阜西 ホンダカーズ岐阜西 本部 500-8362 岐阜県 岐阜県岐阜市西荘２－７－１ 058-214-2378

（株）ホンダカーズ美濃 ホンダカーズ美濃 本社 501-3763 岐阜県 岐阜県美濃市極楽寺３２２－７ 0575-33-3232

（株）ホンダカーズ岐阜 ホンダカーズ岐阜 本部 501-6001 岐阜県 岐阜県羽島郡岐南町上印食６－８６ 058-240-4040

（株）ホンダ四輪販売丸順 ホンダカーズ大垣 本部 503-0856 岐阜県 岐阜県大垣市新田町２－１２３４ 0584-89-8478

（株）ホンダファミリーテラダ ホンダカーズ大垣中央 船町店 503-0925 岐阜県 岐阜県大垣市南切石町２－５５ 0584-81-6227

（株）ホンダカーズ大垣南 ホンダカーズ大垣南 青柳店 503-0952 岐阜県 岐阜県大垣市割田町５２５－１ 0584-89-2404

（株）ホンダ自販岐阜 ホンダカーズ岐阜北 本社 505-0046 岐阜県 岐阜県美濃加茂市西町２－３３ 0574-26-2171

（株）ホンダカーズ飛騨 ホンダカーズ飛騨 高山昭和店 506-0053 岐阜県 岐阜県高山市昭和町３－９１ 0577-34-2525

（株）ホンダプリモ光ヶ丘 ホンダカーズ多治見西 多治見インター店 507-0052 岐阜県 岐阜県多治見市光ケ丘１－１９ 0572-22-7523

（有）今井モータース ホンダカーズ多治見南 京町店 507-0825 岐阜県 岐阜県多治見市京町３－７０ 0572-22-1793

（株）ホンダプリモ中津川 ホンダカーズ中津川 本社 508-0011 岐阜県 岐阜県中津川市駒場１３９７－１ 0573-66-6677

（株）ホンダカーズ瑞浪 ホンダカーズ瑞浪 穂並店 509-6107 岐阜県 岐阜県瑞浪市穂並１丁目６５番地 0572-68-3188

（有）ミノルホンダ販売 ホンダカーズ伊東東 玖須美店 414-0045 静岡県 静岡県伊東市玖須美元和田１５３－１０ 0557-37-3464

朝日ホンダ（株） ホンダカーズ伊東南 荻店 414-0053 静岡県 静岡県伊東市荻５７４－２７ 0557-45-2133

（有）下田ホンダ ホンダカーズ下田 下田店 415-0028 静岡県 静岡県下田市吉佐美１４６３ 0558-22-0793

（株）富士ホンダ ホンダカーズ富士東 本部 417-0002 静岡県 静岡県富士市依田橋７７０－１ 0545-33-0383

（株）ホンダクリオ富士 ホンダカーズ富士中央 本社 419-0205 静岡県 静岡県富士市天間１４４０ 0545-71-3260

ホンダモーター静清販売（株） ホンダカーズ葵東 長沼店 420-0813 静岡県 静岡県静岡市葵区長沼２－９－１０ 054-261-0005

（株）ホンダカーズ静岡 ホンダカーズ静岡 本部 420-0817 静岡県 静岡県静岡市葵区東静岡１－１－１４ 054-263-5522

駿府ホンダ（株） ホンダカーズ駿府 手越店 421-0107 静岡県 静岡県静岡市駿河区向手越２－１５－１８ 054-259-8540

ホンダモーター吉田販売（株） ホンダカーズ葵西 東新田店 421-0112 静岡県 静岡県静岡市駿河区東新田４－９－４６ 054-259-8550

（株）ホンダエイト販売 ホンダカーズ吉田 吉田店 421-0305 静岡県 静岡県榛原郡吉田町大幡１６２５－１ 0548-33-1280

（株）ホンダ焼津中央 ホンダカーズ焼津 柳新屋店 425-0074 静岡県 静岡県焼津市柳新屋９６４－１ 054-629-0033

ホンダモーター藤枝販売（株） ホンダカーズ藤枝東 水守店 426-0005 静岡県 静岡県藤枝市水守１－２－１６ 054-644-6000

（有）ホンダファミリー ホンダカーズ藤枝中央 築地店 426-0031 静岡県 静岡県藤枝市築地１丁目１７番２２号 054-643-5964

（株）ホンダ中部販売 ホンダカーズ島田東 東町店 427-0011 静岡県 静岡県島田市東町１１２６ 0547-35-3355

（株）ホンダエフワン ホンダカーズ島田西 金谷店 428-0013 静岡県 静岡県島田市金谷東１－１３００－１ 0547-45-2324

（株）ホンダプリモ浜名湖 ホンダカーズ浜名湖 本社 431-0103 静岡県 静岡県浜松市西区雄踏１－２２－３３ 053-592-3306

（株）ホンダプリモアクール浜松 ホンダカーズ浜松北 初生店 433-8112 静岡県 静岡県浜松市北区初生町４９４番地－３ 053-436-1112

（株）秋山商会 ホンダカーズ浜北中央 平口店 434-0041 静岡県 静岡県浜松市浜北区平口１６１１ 053-587-2833

（株）ホンダカーズ静岡西 ホンダカーズ静岡西 本部 435-0006 静岡県 静岡県浜松市東区下石田町１７７８ 053-423-3333

（株）ホンダクリオ東海 ホンダカーズ浜松 本社 435-0016 静岡県 静岡県浜松市東区和田町７３８ 053-461-5361

東豊自動車（株） ホンダカーズ袋井 川井店 437-0064 静岡県 静岡県袋井市川井９３３－１ 0538-43-3533
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Honda 後付け装置取扱事業者一覧

※装置の購入・取付けにあたり、補助金が適用される具体的な店舗等については、掲載の各販売店にお問い合わせください。

（株）ホンダリュウヨウ ホンダカーズ磐田南 岡田店 438-0045 静岡県 静岡県磐田市上岡田６８６－１ 0538-36-6488

ムラマツモーター（株） ホンダカーズ磐田北 天竜川店 438-0126 静岡県 静岡県磐田市下神増１８１－１ 0539-62-2164

（株）ホンダカーズ駿河 ホンダカーズ駿河 本社 439-0031 静岡県 静岡県菊川市加茂５４４－１ 0537-35-5671

渡津自動車工業（株） ホンダカーズ豊橋西 瓜郷店 440-0092 愛知県 愛知県豊橋市瓜郷町前川２－１ 0532-53-6686

（株）ホンダウイズ ホンダカーズ豊橋北 渡津橋店 441-8006 愛知県 愛知県豊橋市高洲町字高洲３５ 0532-31-0737

（株）ホンダサービス松本 ホンダカーズ豊橋 藤沢店 441-8069 愛知県 愛知県豊橋市潮崎町６６ 0532-46-6051

（株）ヤマト ホンダカーズ愛知東 本社 442-0051 愛知県 愛知県豊川市中央通２－５８ 0533-89-1616

（株）ホンダカーズ蒲郡 ホンダカーズ蒲郡 本社 443-0048 愛知県 愛知県蒲郡市緑町３－３ 0533-69-0011

（株）ホンダカーズ三河 ホンダカーズ三河 本部 444-0845 愛知県 愛知県岡崎市六名南２－４－１３ 0564-58-5861

（株）ホンダカーズ愛知県央 ホンダカーズ愛知県央 本部 444-0854 愛知県 愛知県岡崎市六名本町２－１ 0564-54-0226

（株）ホンダオート刈谷 ホンダカーズ刈谷 寺横店 448-0846 愛知県 愛知県刈谷市寺横町３－１ 0566-23-2346

（株）ホンダ販売タケダ ホンダカーズ名古屋南 大磯通店 457-0048 愛知県 愛知県名古屋市南区大磯通４－１６ 052-822-8055

（株）ホンダカーズ愛知 ホンダカーズ愛知 本社 460-0012 愛知県 愛知県名古屋市中区千代田１－７－２ 052-238-0295

（株）ホンダ東販売 ホンダカーズ名古屋東 砂田橋店 461-0043 愛知県 愛知県名古屋市東区大幸４－１９－１８ 052-722-6211

（株）ホンダカーズ東尾張 ホンダカーズ東尾張 名古屋守山店 463-0064 愛知県 愛知県名古屋市守山区更屋敷４－１２ 052-794-6355

（株）ホンダ販売名東 ホンダカーズ名東 本社 465-0055 愛知県 愛知県名古屋市名東区勢子坊２－４０２ 052-704-5330

（株）ホンダカーズ東海 ホンダカーズ東海／岐阜中央 本部 466-0826 愛知県 愛知県名古屋市昭和区滝川町６２－１ 052-837-3004

（株）ホンダアリフ ホンダカーズ豊田 力石店 470-0318 愛知県 愛知県豊田市力石町字中切２２９－２ 0565-41-2214

（有）高井モータース ホンダカーズ知立 八橋店 472-0001 愛知県 愛知県知立市八橋町西出口８５ 0566-81-1706

（有）朝倉ホンダ販売 ホンダカーズ半田 旭町店 475-0838 愛知県 愛知県半田市旭町３－１－１ 0569-22-6776

（株）ホンダプリモチタ ホンダカーズ知多 大田川店 477-0037 愛知県 愛知県東海市高横須賀町町新田１９－１ 0562-33-0560

（株）ごとう自動車 ホンダカーズ江南 古知野店 483-8271 愛知県 愛知県江南市古知野町桃源３６ 0587-56-2681

（株）ホンダ小牧 ホンダカーズ尾張 小牧原店 485-0016 愛知県 愛知県小牧市大字間々原新田字上新池８４８－１ 0568-77-8277

（株）ホンダカーズ稲沢 ホンダカーズ稲沢 平和店 490-1315 愛知県 愛知県稲沢市平和町平池七反田４６－１ 0567-46-3545

（株）ホンダカーズ三重東 ホンダカーズ三重東 本社 510-0018 三重県 三重県四日市市白須賀３－６－１５ 059-365-7172

ホンダアシストムラセ（株） ホンダカーズ四日市東 川原町店 510-0034 三重県 三重県四日市市滝川町１０－１５ 059-331-5260

三泗ホンダ販売（株） ホンダカーズ四日市南 小古曽店 510-0951 三重県 三重県四日市市小古曽東１－２－２０ 059-347-0666

（株）ホンダ四輪販売三重北 ホンダカーズ三重北 クリオ業務室 513-0802 三重県 三重県鈴鹿市飯野寺家町２３４－１ 059-384-2701

（株）ホンダプリモトリコ ホンダカーズ鈴鹿 本社 513-0814 三重県 三重県鈴鹿市東玉垣町３００－１ 059-384-8111

ホンダショップオオクボ（有） ホンダカーズ鈴鹿中央 道伯北店 513-0823 三重県 三重県鈴鹿市道伯１－５－１３ 059-378-0449

ホンダオートヒライ（株） ホンダカーズ鈴鹿西 国府店 513-0836 三重県 三重県鈴鹿市国府町３６９２－４ 059-378-3811

（株）第一ホンダ ホンダカーズ津 新町店 514-0052 三重県 三重県津市神納町１－４ 059-227-1681

（株）ホンダオート三重 ホンダカーズ三重中 管理本部 514-0816 三重県 三重県津市高茶屋小森上野町２８０５－２ 059-253-2600

（株）アイエヌ ホンダカーズ久居西 持川店 514-1104 三重県 三重県津市久居持川町２２６０ 059-256-6424

（株）ホンダ販売マツモト ホンダカーズ久居東 井戸山店 514-1114 三重県 三重県津市久居井戸山町１６－６ 059-256-0158

（株）ホンダカーズ三重 ホンダカーズ三重 ベルノ本部 515-0813 三重県 三重県松阪市大塚町３８１－１ 0598-52-4166

（有）山口商会 ホンダカーズ松阪北 嬉野店 515-2354 三重県 三重県松阪市嬉野下之庄町５－２ 0598-42-1321

（株）ホンダカーズ伊勢志摩 ホンダカーズ伊勢志摩 本社 517-0501 三重県 三重県志摩市阿児町鵜方２８８４－１９ 0599-43-0230

（株）ホンダカーズ伊賀北 ホンダカーズ伊賀北 印代店 518-0008 三重県 三重県伊賀市印代２４８－１ 0595-23-9532

（株）オートサロン熊野ホンダ ホンダカーズ熊野 有馬店 519-4325 三重県 三重県熊野市有馬町５１３１ 0597-89-5151

（株）ホンダカーズ滋賀中央 ホンダカーズ滋賀中央 本部 520-0801 滋賀県 滋賀県大津市におの浜４－６－２８ 077-524-4161

（株）ホンダクリオ滋賀 ホンダカーズ滋賀東 本社 520-3041 滋賀県 滋賀県栗東市出庭５１９－１ 077-552-8207

（株）ホンダサロン滋賀 ホンダカーズ彦根南 彦根南店 522-0027 滋賀県 滋賀県彦根市東沼波町７５０ 0749-22-7612

ホンダ販売フタバ（株） ホンダカーズ滋賀湖東 本店 522-0086 滋賀県 滋賀県彦根市後三条町４７５－４ 0749-22-2133

滋賀ホンダ販売（株） ホンダカーズ滋賀南 本社 525-0054 滋賀県 滋賀県草津市東矢倉２－１－２３ 077-516-7350

（株）北陸オート ホンダカーズ長浜中央 長浜中店 526-0032 滋賀県 滋賀県長浜市南高田町１２２－４ 0749-64-1050

（株）北村自動車 ホンダカーズ長浜 本社 526-0821 滋賀県 滋賀県長浜市本庄町７６０ 0749-63-0760

ホンダオート近江（株） ホンダカーズ甲賀西 水口西店 528-0057 滋賀県 滋賀県甲賀市水口町北脇１８３０－１ 0748-62-1817

（株）平田自工 ホンダカーズ土山 土山店 528-0235 滋賀県 滋賀県甲賀市土山町大野２６１７ 0748-67-1046

カーライフ北近江（株） ホンダカーズ高月 高月店 529-0234 滋賀県 滋賀県長浜市高月町柏原３８８－１ 0749-85-2211

（株）ホンダクリオ三洋 ホンダカーズ滋賀北 本社 529-1331 滋賀県 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川１２８１－１ 0749-42-2430

（株）ホンダオートフクナガ ホンダカーズ東近江 本社 529-1531 滋賀県 滋賀県東近江市市子川原町６４０－２ 0748-55-0043

（株）ホンダオートモリカワ ホンダカーズ洛中 本店 601-8318 京都府 京都府京都市南区吉祥院三ノ宮西町９３ 075-661-5311

（株）藤山自動車 ホンダカーズ京都上京 上京店 602-8173 京都府 京都府京都市上京区日暮通出水上ル金馬場町１６３－６ 075-441-7128

（株）小山モータース ホンダカーズ京都左京 左京店 606-8181 京都府 京都府京都市左京区一乗寺地蔵本町５－１ 075-781-5532

（株）ホンダ京都 ホンダカーズ東京都 本社 607-8415 京都府 京都府京都市山科区御陵中筋町１ 075-591-7500

（株）ホンダカーズ京都 ホンダカーズ京都 本社 607-8482 京都府 京都府京都市山科区北花山大林町５５－１ 075-582-5001

（株）乙訓ホンダ ホンダカーズ乙訓 向日店 617-0006 京都府 京都府向日市上植野町桑原５－３ 075-922-2313

（株）小林モータース ホンダカーズ木津 木津店 619-0222 京都府 京都府木津川市相楽川ノ尻１０１－１ 0774-72-0993

（株）吉見ホンダ販売 ホンダカーズ福知山東 福知山東店 620-0856 京都府 京都府福知山市土師宮町１－１１１－１１２ 0773-27-1341

（有）福知山ホンダ ホンダカーズ福知山 福知山店 620-0933 京都府 京都府福知山市東羽合町２３ 0773-22-8033

（株）岩崎オート ホンダカーズ南桑 曽我部店 621-0023 京都府 京都府亀岡市曽我部町寺萬多羅１２－１ 0771-22-5969

（株）ホンダ西京都 ホンダカーズ西京都 綾部中央店 623-0045 京都府 京都府綾部市高津町宇州６ 0773-42-2208

（株）舞鶴ホンダ ホンダカーズ舞鶴 舞鶴店 624-0946 京都府 京都府舞鶴市下福井８８２－２０ 0773-78-3000

（有）ホンダオクムラ ホンダカーズ舞鶴東 舞鶴東店 625-0083 京都府 京都府舞鶴市余部上４２３ 0773-62-1624

（株）Ａ．Ｈ．Ｓ．Ｓ． ホンダカーズ京丹後 峰山店 627-0004 京都府 京都府京丹後市峰山町荒山３６１ 0772-62-4741

（株）亀田屋 ホンダカーズ丹後 丹後店 627-0201 京都府 京都府京丹後市丹後町間人１８８６－１ 0772-75-0398

（株）ホンダ四輪販売関西 ホンダカーズ大阪／南近畿奈良／南近畿和歌山 本社 530-0052 大阪府 大阪府大阪市北区南扇町７－３１　Ｈｏｎｄａ大阪ビル５Ｆ 06-4709-3700

大阪ホンダ自動車（株） ホンダカーズ大阪長堀 中央店 542-0061 大阪府 大阪府大阪市中央区安堂寺町２－５－３ 06-6761-3853

（株）オールホンダ ホンダカーズ梅田西 野田阪神店 553-0006 大阪府 大阪府大阪市福島区吉野２－６－２ 06-6448-7566

ホンダカーズ西大阪（株） ホンダカーズ西大阪 岸里店 557-0014 大阪府 大阪府大阪市西成区天下茶屋３－１２－８ 06-6655-3567

空港自販（株） ホンダカーズ箕面 桜井店 562-0043 大阪府 大阪府箕面市桜井２－１９－２０ 072-720-0820

（株）ホンダ販売トヨサト ホンダカーズ東淀川 上新庄店 564-0033 大阪府 大阪府吹田市東御旅町８－６３ 06-6383-8400

（株）ホンダ北大阪 ホンダカーズ北大阪 本社 567-0036 大阪府 大阪府茨木市上穂積１－１－２８ 072-622-6643

茨木ホンダ販売（株） ホンダカーズ茨木 南茨木店 567-0875 大阪府 大阪府茨木市若草町３－１ 072-626-8507

三光ホンダ販売（株） ホンダカーズ北河内 本社 576-0051 大阪府 大阪府交野市倉治３－２４－１３ 072-891-5111

（株）田中モータース ホンダカーズ交野北 幾野店 576-0054 大阪府 大阪府交野市幾野６－９－３ 072-892-2333

（株）布施ホンダ ホンダカーズ布施 大蓮店 577-0826 大阪府 大阪府東大阪市大蓮北１－９－８ 06-6727-7211

（株）ホンダカーズ大阪東 ホンダカーズ大阪東 花園店 578-0933 大阪府 大阪府東大阪市玉串元町２－１２－２９ 072-963-0833

（株）サンナミホンダ ホンダカーズ羽曳野 羽曳野東店 583-0861 大阪府 大阪府羽曳野市西浦１２７９－５ 072-957-0127

ダイナーホンダ販売（株） ホンダカーズ南河内 本部 584-0092 大阪府 大阪府富田林市昭和町２－３－４３ 0721-88-0005

（株）中野モータース ホンダカーズ泉南樽井 樽井店 590-0521 大阪府 大阪府泉南市樽井５丁目１－７ 072-482-4510

（株）ホンダプリモ大阪南 ホンダカーズ大阪南 本社 590-8034 大阪府 大阪府堺市堺区石津町２－７－３ 072-245-3908

高石ホンダ（株） ホンダカーズ高石 高師浜店 592-0004 大阪府 大阪府高石市高師浜３－１７－１ 072-262-3600

寺山ホンダ販売（株） ホンダカーズ堺西 本社 593-8312 大阪府 大阪府堺市西区草部２４１－４ 072-271-5006

（株）ホンダクリオ南海 ホンダカーズ南海 本社 594-0031 大阪府 大阪府和泉市伏屋町３－３０－２５ 0725-56-1110

（株）ホンダ泉州販売 ホンダカーズ泉州 本社 594-0076 大阪府 大阪府和泉市肥子町２－８－５６ 0725-44-8811

（株）泉南オート ホンダカーズ泉南田尻 嘉祥寺店 598-0091 大阪府 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺６６９－４ 072-465-2015

（株）ホンダ兵庫 ホンダカーズ北神戸 本社 651-1121 兵庫県 兵庫県神戸市北区星和台１－１７－１ 078-593-8888

（株）ホンダクリオ明舞 ホンダカーズ明舞 本社 655-0044 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区舞子坂１－１０－３７ 078-782-5333

淡路ホンダ販売（株） ホンダカーズ淡路 桑間店 656-0014 兵庫県 兵庫県洲本市桑間５３４－１ 0799-22-1701

津名ホンダ（株） ホンダカーズ津名 一宮店 656-1521 兵庫県 兵庫県淡路市多賀１２５７－１ 0799-85-1500

（株）ホンダオート神戸 ホンダカーズ神戸中央 本部 657-0034 兵庫県 兵庫県神戸市灘区記田町４丁目３－１２ 078-856-6789

（株）ホンダカーズ尼崎 ホンダカーズ尼崎 本社 660-0881 兵庫県 兵庫県尼崎市昭和通２－１３－１ 06-6488-7711

芦屋ホンダ販売（株） ホンダカーズ芦屋 武庫之荘店 661-0041 兵庫県 兵庫県尼崎市武庫の里２－１－１２ 06-6433-4777

（株）野田ホンダ販売 ホンダカーズ西宮中央 西宮山幹店 662-0851 兵庫県 兵庫県西宮市中須佐町１－６ 0798-23-2121

（株）ホンダカーズ兵庫 ホンダカーズ兵庫 本社 665-0844 兵庫県 兵庫県宝塚市武庫川町６－２４ 0797-85-5101

岡本自動車販売（株） ホンダカーズ豊岡 昭和町店 668-0055 兵庫県 兵庫県豊岡市昭和町６－１ 0796-22-7455

（株）多紀ホンダモーター ホンダカーズ篠山 篠山店 669-2212 兵庫県 兵庫県篠山市大沢１７６－１ 079-594-1002

小林商事（株） ホンダカーズ但馬 日高店 669-5321 兵庫県 兵庫県豊岡市日高町土居１７８－１ 0796-43-1007

（株）ホンダ四輪販売山陽 ホンダカーズ山陽 本部 670-0056 兵庫県 兵庫県姫路市東今宿３－６－６ 079-294-8950
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Honda 後付け装置取扱事業者一覧

※装置の購入・取付けにあたり、補助金が適用される具体的な店舗等については、掲載の各販売店にお問い合わせください。

（株）姫路ホンダ ホンダカーズ北姫路 姫路北店 670-0804 兵庫県 兵庫県姫路市保城９３７－１０ 079-284-0110

中央ホンダ販売（株） ホンダカーズ姫路中央 姫路中央店 670-0981 兵庫県 兵庫県姫路市西庄１０９ 079-297-3535

山本ホンダ販売（株） ホンダカーズ姫路東 花田店 671-0255 兵庫県 兵庫県姫路市花田町小川９５－１ 079-251-2571

是川ホンダ販売（株） ホンダカーズ西播 大津店 671-1143 兵庫県 兵庫県姫路市大津区天満２５６－１ 079-237-1151

日東ホンダ（株） ホンダカーズ姫路西 網干店 671-1234 兵庫県 兵庫県姫路市網干区新在家１４１５－２ 079-273-2131

（株）ホンダプリモ山崎 ホンダカーズ山崎 山崎店 671-2572 兵庫県 兵庫県宍粟市山崎町庄能３８４－５ 0790-62-1248

（株）西明石ホンダ ホンダカーズ西明石 西明石店 673-0044 兵庫県 兵庫県明石市藤江９２７－３ 078-928-1297

（株）ホンダ加古川 ホンダカーズ加古川 加古川南店 675-0025 兵庫県 兵庫県加古川市尾上町養田６４４ 079-422-0228

（株）ホンダ東城 ホンダカーズ加古川西 加古川西店 675-0054 兵庫県 兵庫県加古川市米田町平津６６２ 079-431-7000

（株）ホンダカーズ西神戸 ホンダカーズ西神戸 東加古川店 675-0148 兵庫県 兵庫県加古郡播磨町北古田２－３－１８ 079-437-6455

（株）フジワラ自動車 ホンダカーズ加西 加西店 675-2103 兵庫県 兵庫県加西市鶉野町１１５１－１ 0790-49-2215

（有）高島モータース ホンダカーズ赤穂 赤穂店 678-0255 兵庫県 兵庫県赤穂市新田７ 0791-42-3854

西脇ホンダ販売（株） ホンダカーズ西脇 滝野店 679-0211 兵庫県 兵庫県加東市上滝野１－６ 0795-48-4320

横矢自動車（株） ホンダカーズ多可 多可店 679-1131 兵庫県 兵庫県多可郡多可町中区曽我井８５０－１ 0795-30-0101

松川ホンダ販売（株） ホンダカーズ奈良東 奈良東店 630-8422 奈良県 奈良県奈良市横井１丁目６１２－２ 0742-62-4331

（株）ホンダネット京奈 ホンダカーズ奈良中央／南京都 本社 631-0004 奈良県 奈良県奈良市登美ケ丘４－５－５ 0742-52-3888

（株）和田ホンダ販売 ホンダカーズ学園前 学園前店 631-0041 奈良県 奈良県奈良市学園大和町２－２２６ 0742-46-3051

（株）まもるホンダ販売 ホンダカーズ桜井 桜井店 633-0006 奈良県 奈良県桜井市赤尾６９ 0744-42-5674

ホンダ奈良自販（株） ホンダカーズ大和奈良 本社総務部 636-0103 奈良県 奈良県生駒郡斑鳩町幸前１丁目２－４９ 0745-75-4063

（株）吉村モータース ホンダカーズ磯城 磯城店 636-0204 奈良県 奈良県磯城郡川西町唐院８６－４ 0745-44-0121

（株）ノブエンジニアリング ホンダカーズ大和郡山 大和郡山店 639-1055 奈良県 奈良県大和郡山市矢田山町４７－２６ 0743-53-5207

（株）スーパーホンダ和歌山 ホンダカーズ和歌山中央 本社 640-8472 和歌山県 和歌山県和歌山市大谷３９２－１ 073-451-0025

（株）ホンダショップ和歌山 ホンダカーズ和歌山南 本社 641-0011 和歌山県 和歌山県和歌山市三葛３４４－４ 073-446-2133

田辺ホンダ販売（株） ホンダカーズ田辺 稲成店 646-0051 和歌山県 和歌山県田辺市稲成町４６－６ 0739-24-4500

新宮ホンダ販売（株） ホンダカーズ新宮 緑ヶ丘店 647-0043 和歌山県 和歌山県新宮市緑ケ丘３－３－２４ 0735-22-3268

（株）ホンダエスケイ ホンダカーズ新宮北 五新店 647-0051 和歌山県 和歌山県新宮市磐盾１－１４ 0735-23-0033

紀和ホンダ（株） ホンダカーズ橋本南 学文路店 648-0043 和歌山県 和歌山県橋本市学文路５７－１ 0736-32-8215

（有）オートサービスタマキ ホンダカーズ由良 由良駅前店 649-1111 和歌山県 和歌山県日高郡由良町里４８１－１ 0738-65-1190

紀伊ホンダ（株） ホンダカーズ御坊 御坊店 649-1342 和歌山県 和歌山県御坊市藤田町吉田３５３－３ 0738-22-1601

（株）ホンダキシュウ ホンダカーズ紀州南 朝来店 649-2105 和歌山県 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来１３０７－１ 0739-47-0057

（有）紀南モータース ホンダカーズ串本 橋杭店 649-3511 和歌山県 和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川１２７７－３ 0735-69-1077

（有）太田商会 ホンダカーズ那智勝浦 下里店 649-5142 和歌山県 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里１２５－４ 0735-58-0225

（株）ホンダ販売和歌山 ホンダカーズ紀の川 本社 649-6245 和歌山県 和歌山県岩出市中島７９０－５ 0736-79-3577

（株）ホンダカーズ鳥取 ホンダカーズ鳥取 本社 680-0911 鳥取県 鳥取県鳥取市千代水３－１２ 0857-28-4122

ホンダ山陰中央（株） ホンダカーズ山陰中央 本社 683-0006 鳥取県 鳥取県米子市車尾３－３－５８ 0859-36-3170

（有）正長ホンダ ホンダカーズ氣高 氣高店 689-0221 鳥取県 鳥取県鳥取市気高町下坂本１０３７－１ 0857-82-1641

森下ホンダ販売（有） ホンダカーズ米子東 西原店 689-3403 鳥取県 鳥取県米子市淀江町西原１３０３ 0859-56-2146

（株）ホンダカーズ松江 ホンダカーズ松江 本社 690-0011 島根県 島根県松江市東津田町１３００－７ 0852-22-1548

（株）ホンダクリオ島根 ホンダカーズ島根東 本社 690-0017 島根県 島根県松江市西津田４－２－８ 0852-23-1515

ホンダ雲南販売（有） ホンダカーズ雲南 三刀屋店 690-2403 島根県 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１４６２－１ 0854-45-2131

（有）赤来オートセンター ホンダカーズ飯石 赤来店 690-3513 島根県 島根県飯石郡飯南町下赤名３０１－３ 0854-76-3000

（株）ホンダクリオ西島根 ホンダカーズ西島根 大田西店 694-0041 島根県 島根県大田市長久町長久ロ１８０－４ 0854-82-0508

（有）田中ホンダ販売 ホンダカーズ大田 大田中央店 694-0041 島根県 島根県大田市長久町長久ロ２６５－１ 0854-82-1820

（有）高野輪業 ホンダカーズ浜田 浜田店 697-0034 島根県 島根県浜田市相生町３８４１ 0855-23-1448

（株）ホンダカーズ石見 ホンダカーズ石見 高津店 698-0041 島根県 島根県益田市高津６－２８－２２ 0856-22-3060

（株）ホンダカーズ出雲 ホンダカーズ出雲 斐川店 699-0502 島根県 島根県出雲市斐川町荘原２２４２－２ 0853-72-2300

島根中央ホンダ販売（株） ホンダカーズ島根中央 本社 699-0502 島根県 島根県出雲市斐川町荘原７３ 0853-72-7071

（有）渡部ホンダ販売 ホンダカーズ奥出雲 仁多店 699-1511 島根県 島根県仁多郡奥出雲町三成４４０－１３ 0854-54-0228

（株）ホンダ四輪販売岡山 ホンダカーズ岡山 本社 700-0964 岡山県 岡山県岡山市北区中仙道２－３３－３８ 086-245-1661

飛鳥ホンダ（株） ホンダカーズ総社 本部 701-1152 岡山県 岡山県岡山市北区津高２６５－４ 086-251-6116

（有）平田モータース ホンダカーズ玉野 玉野店 706-0011 岡山県 岡山県玉野市宇野１－１４－１ 0863-31-1400

（株）ホンダカーズ津山 ホンダカーズ津山 本店 708-1125 岡山県 岡山県津山市高野本郷１２７５－１１ 0868-21-7501

（株）ホンダカーズ赤磐 ホンダカーズ赤磐 和気店 709-0432 岡山県 岡山県和気郡和気町大中山８－１ 0869-92-1002

三備ホンダ販売（株） ホンダカーズ倉敷東 中庄店 710-0003 岡山県 岡山県倉敷市平田９２７－１ 086-422-1300

（有）三備モータース ホンダカーズ灘崎 灘崎店 710-0151 岡山県 岡山県岡山市南区植松６１４－１ 086-485-2727

平和ホンダ販売（株） ホンダカーズ倉敷西 倉敷西店 710-0803 岡山県 岡山県倉敷市中島１３６４－３ 086-465-2233

小野ホンダ販売（有） ホンダカーズ倉敷中 沖店 710-0836 岡山県 岡山県倉敷市沖２７４－１０ 086-423-1717

（株）ホンダ販売中島 ホンダカーズ倉敷南 水島店 712-8014 岡山県 岡山県倉敷市連島中央４－１－３４ 086-444-8500

（株）もとい ホンダカーズ井原 井原店 715-0017 岡山県 岡山県井原市下稲木町１１－１ 0866-62-0182

（株）ホンダカーズ高梁 ホンダカーズ高梁 備中店 716-0302 岡山県 岡山県高梁市備中町布瀬１５６５－１ 0866-45-3060

西部ホンダ販売（株） ホンダカーズ浅口 鴨方店 719-0252 岡山県 岡山県浅口市鴨方町六条院中１４２４－１ 0865-44-2326

（株）酒井ホンダ商会 ホンダカーズ笠岡 里庄店 719-0301 岡山県 岡山県浅口郡里庄町里見３７５４ 0865-64-3211

（株）ホンダカーズ福山東 ホンダカーズ福山東 引野店 721-0942 広島県 広島県福山市引野町４－８－３８ 084-941-2025

福山富士自動車（株） ホンダカーズ福山南 王子店 721-0965 広島県 広島県福山市王子町１－７－３０ 084-924-2727

城東ホンダ販売（株） ホンダカーズ福山蔵王 蔵王店 721-0973 広島県 広島県福山市南蔵王町１－５－４１ 084-925-3000

（株）東部ホンダ ホンダカーズ福山中 南蔵王店 721-0973 広島県 広島県福山市南蔵王町３－１７－４３ 084-924-1300

甲山ホンダ販売（株） ホンダカーズ世羅 甲山店 722-1121 広島県 広島県世羅郡世羅町西上原４７６－７ 0847-22-0715

（株）三原ホンダ自動車 ホンダカーズ三原皆実 皆実店 723-0052 広島県 広島県三原市皆実３－６－２７ 0848-64-4888

（株）栄谷モータース ホンダカーズ竹原 竹原店 725-0021 広島県 広島県竹原市竹原町３５０４－２ 0846-22-0804

（株）ホンダ西日本販売 ホンダカーズ庄原 庄原店 727-0021 広島県 広島県庄原市三日市町１１８－１５ 0824-72-0740

（株）三輪モータース ホンダカーズ三次 三次店 728-0017 広島県 広島県三次市南畑敷町４６１－１ 0824-63-5225

（株）ホンダカーズ尾道 ホンダカーズ尾道 東尾道店 729-0141 広島県 広島県尾道市高須町５１２７ 0848-20-3577

（株）ホンダアドバンス ホンダカーズ福山北 新市店 729-3103 広島県 広島県福山市新市町新市４９４－５ 0847-52-2319

ホンダ自動車販売広島（株） ホンダカーズ広島西 海老園店 731-5135 広島県 広島県広島市佐伯区海老園１－３－３２ 082-923-1105

（株）ホンダ四輪販売西中国 ホンダカーズ広島／山口 本社 732-0802 広島県 広島県広島市南区大州１丁目４－３８ 082-508-1611

コーシン自動車（株） ホンダカーズ広島東 堀越店 734-0052 広島県 広島県広島市南区堀越２－８－２０ 082-890-1111

（株）ホンダアーバン ホンダカーズ呉北 町田店 737-0104 広島県 広島県呉市広町田１－２－１８ 0823-73-1055

（株）ホンダワコード ホンダカーズ呉南 広中央店 737-0112 広島県 広島県呉市広古新開２－１３－８ 0823-73-0088

オールホンダ販売（株） ホンダカーズ呉中 広店 737-0112 広島県 広島県呉市広古新開４－３－３３ 0823-73-1177

（株）ホンダプリモ西条 ホンダカーズ東広島中 西条店 739-0042 広島県 広島県東広島市西条町西条東１０４８ 082-423-2913

（株）ホンダオート皇気 ホンダカーズ大竹 大竹店 739-0621 広島県 広島県大竹市港町１－２－６ 0827-57-5252

（有）ホンダハピネス高田 ホンダカーズ安芸高田 高田店 739-1103 広島県 広島県安芸高田市甲田町下小原１７７６－１ 0826-45-2173

キッタカホンダ販売（株） ホンダカーズ東広島南 安芸津店 739-2401 広島県 広島県東広島市安芸津町木谷３９１－６ 0846-45-1335

（株）中国ホンダ販売 ホンダカーズ岩国 岩国店 740-0032 山口県 山口県岩国市尾津町２－１５－３０ 0827-31-3131

（有）藤岡ホンダ ホンダカーズ田布施 田布施店 742-1512 山口県 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷奥９８－５ 0820-52-1050

（株）ホンダカーズ光東 ホンダカーズ光東 本社 744-0074 山口県 山口県下松市潮音町２－１－１０ 0833-44-4600

山口ホンダ販売（株） ホンダカーズ徳山 徳山店 745-0801 山口県 山口県周南市大字久米３０９２－１ 0834-25-1000

（株）ホンダベルノ東山口 ホンダカーズ周南 周南店 746-0009 山口県 山口県周南市川手２－１０－１９ 0834-63-1800

（有）山口ホンダ ホンダカーズ下関南 彦島口店 750-0067 山口県 山口県下関市大和町２－１１－６ 083-266-0905

（有）ニシムラ ホンダカーズ彦島 彦島店 750-0092 山口県 山口県下関市彦島迫町１－４－６ 083-266-5235

（株）ホンダコミカ ホンダカーズ下関中央 宝町店 751-0822 山口県 山口県下関市宝町５－５ 083-252-6711

（有）藤村ホンダ ホンダカーズ下関西 山の田店 751-0829 山口県 山口県下関市幡生宮の下町２８－１７ 083-253-0123

（株）ホンダ自販山口 ホンダカーズ下関 綾羅木店 751-0847 山口県 山口県下関市古屋町１－１９－７ 083-252-1234

（株）ホンダオート中山口 ホンダカーズ山口中央 本社 753-0871 山口県 山口県山口市朝田６１９－１ 083-922-5078

（株）長江ホンダ販売 ホンダカーズ山口南 宇部東店 755-0151 山口県 山口県宇部市大字西岐波１２８４－１ 0836-51-3118

（有）ホンダオート萩 ホンダカーズ萩 萩店 758-0074 山口県 山口県萩市大字平安古町２０６－３ 0838-22-1051

（株）三光ホンダ ホンダカーズ宇部中央 厚南店 759-0204 山口県 山口県宇部市大字妻崎開作８５－１ 0836-41-8866

（有）多田オート販売 ホンダカーズ板野東 北島店 771-0206 徳島県 徳島県板野郡北島町高房字東中道２０－３ 088-698-2357

（株）ホンダカーズ徳島 ホンダカーズ徳島 本社 771-1154 徳島県 徳島県徳島市応神町東貞方字諏訪ノ市１６ 088-683-3780

（株）ホンダ北徳島 ホンダカーズ徳島中央 本社 771-1261 徳島県 徳島県板野郡藍住町笠木字東野６７－１ 088-693-4677

（有）板野ホンダ販売 ホンダカーズ板野西 上板店 771-1343 徳島県 徳島県板野郡上板町椎本字四宮東３９５ 088-694-3815

（株）ホンダカーズ小松島 ホンダカーズ小松島 小松島中央店 773-0001 徳島県 徳島県小松島市小松島町喜来８－１ 0885-32-0273

（有）栄興自動車販売 ホンダカーズ小松島南 大林店 773-0022 徳島県 徳島県小松島市大林町字中新田３５－１ 0885-37-0666

（株）ホンダモーター徳島 ホンダカーズ徳島西 国府観音寺店 779-3123 徳島県 徳島県徳島市国府町観音寺６７６ 088-642-2722
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Honda 後付け装置取扱事業者一覧

※装置の購入・取付けにあたり、補助金が適用される具体的な店舗等については、掲載の各販売店にお問い合わせください。

（株）ホンダカーズ三好 ホンダカーズ三好 三好店 779-4703 徳島県 徳島県三好郡東みよし町中庄１２３３－１ 0883-82-2420

（株）ホンダ四輪販売四国 ホンダカーズ香川／愛媛 本社 761-0101 香川県 香川県高松市春日町１６１５ 087-841-6400

（株）ホンダ販売三木 ホンダカーズ三木中央 三木店 761-0703 香川県 香川県木田郡三木町大字鹿伏１５０－１ 087-898-0575

（株）ホンダオート香川 ホンダカーズ香川南 綾歌店 761-2406 香川県 香川県丸亀市綾歌町栗熊東１１７１－４ 0877-86-2207

（有）カードック岡田 ホンダカーズ小豆島 土庄店 761-4122 香川県 香川県小豆郡土庄町上庄１９０５－１ 0879-62-1250

（株）ホンダ販売香川 ホンダカーズ飯山 飯山店 762-0082 香川県 香川県丸亀市飯山町川原１０２９－１ 0877-98-3257

（株）ニューホンダ丸亀 ホンダカーズ丸亀 城西店 763-0071 香川県 香川県丸亀市田村町１７７７－１ 0877-22-0728

（有）讃光マイカーセンター ホンダカーズ多度津 本通店 764-0014 香川県 香川県仲多度郡多度津町本通３－６－２５ 0877-32-5171

サカイ自動車販売（株） ホンダカーズ善通寺 本社 765-0012 香川県 香川県善通寺市上吉田町４１８－２ 0877-62-2003

（株）ドリームホンダ ホンダカーズ観音寺 吉岡店 768-0021 香川県 香川県観音寺市吉岡町畔田６３－１ 0875-25-0881

（株）藤田ホンダ販売 ホンダカーズ大野原 大野原インター店 768-0040 香川県 香川県観音寺市柞田町丙２０８２－１ 0875-24-3400

（有）松井自動車 ホンダカーズ東かがわ 東かがわ店 769-2520 香川県 香川県東かがわ市馬篠３３３－９ 0879-25-3535

愛媛オート（株） ホンダカーズ松山西 土居田店 790-0056 愛媛県 愛媛県松山市土居田町８０３ 089-971-5321

（株）渡部自動車 ホンダカーズ西条西 丹原店 791-0504 愛媛県 愛媛県西条市丹原町久妙寺６１９－５ 0898-68-5121

（株）ホンダプリモ砥部 ホンダカーズ松山南 砥部店 791-2113 愛媛県 愛媛県伊予郡砥部町拾町７－４ 089-956-3030

（株）沼井商会 ホンダカーズ内子 内子店 791-3301 愛媛県 愛媛県喜多郡内子町内子１５１８ 0893-43-0228

（株）アベホンダ ホンダカーズ松山北 久万ノ台店 791-8016 愛媛県 愛媛県松山市久万ノ台３１１－１ 089-924-8323

（株）禎瑞自動車 ホンダカーズ西条東 禎瑞店 793-0061 愛媛県 愛媛県西条市禎瑞３５１ 0897-56-1822

ヨコタ自動車（株） ホンダカーズ今治北 山路店 794-0072 愛媛県 愛媛県今治市山路４１２－１ 0898-33-0077

（株）ホンダカーズ今治東 ホンダカーズ今治東 東鳥生店 794-0801 愛媛県 愛媛県今治市東鳥生町４－３－３２ 0898-22-5252

（有）伯方ホンダ ホンダカーズ伯方 伯方店 794-2305 愛媛県 愛媛県今治市伯方町木浦甲３４５２ 0897-72-0387

（株）大洲自動車販売 ホンダカーズ大洲 大洲店 795-0064 愛媛県 愛媛県大洲市東大洲１１８２－１ 0893-25-5155

（株）八西ホンダ ホンダカーズ八幡浜 八幡浜店 796-0010 愛媛県 愛媛県八幡浜市松柏乙１０９１ 0894-22-2114

（有）ホンダ自販南予 ホンダカーズ西予 宇和店 797-0045 愛媛県 愛媛県西予市宇和町坂戸６６ 0894-62-2015

（株）ホンダカーズ宇和島 ホンダカーズ宇和島 宇和島店 798-0075 愛媛県 愛媛県宇和島市川内甲９２０－１ 0895-25-0221

（株）菊池モータース ホンダカーズ愛南 御荘店 798-4110 愛媛県 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４２９５ 0895-72-0645

（株）ホンダ販売川之江 ホンダカーズ四国中央 川之江店 799-0111 愛媛県 愛媛県四国中央市金生町下分２２７５－２ 0896-58-1822

（有）木村モータース ホンダカーズ伊予 伊予店 799-3105 愛媛県 愛媛県伊予市下三谷１７１３－１ 089-982-0501

（有）松村ホンダ販売 ホンダカーズはりまや はりまや店 780-0822 高知県 高知県高知市はりまや町３－１９－１ 088-882-9011

（株）ホンダカーズ高知 ホンダカーズ高知 本店 781-0012 高知県 高知県高知市薊野東町９－２５ 088-845-1707

（株）ホンダカーズ中高知 ホンダカーズ中高知 本社 781-0085 高知県 高知県高知市札場１－２８ 088-883-5511

（有）ホンダ販売室戸 ホンダカーズ室戸 室戸店 781-7102 高知県 高知県室戸市室津２４０６－２ 0887-22-0779

（株）ホンダクリオ高知 ホンダカーズ高知中央 南国バイパス店 783-0004 高知県 高知県南国市大埇甲１８９０－１ 088-863-5330

（有）ホンダモーター南国 ホンダカーズ南国 南国店 783-0005 高知県 高知県南国市大埇乙１１０３－７ 088-863-2232

（株）ホンダカーズ須崎 ホンダカーズ須崎 須崎店 785-0036 高知県 高知県須崎市緑町１０－４９ 0889-42-5221

（有）ホンダ販売池田 ホンダカーズ中村東 中村東店 787-0010 高知県 高知県四万十市古津賀２６３１－１ 0880-34-2241

（株）ホンダプリモ小倉東 ホンダカーズ小倉 小倉東店 800-0206 福岡県 福岡県北九州市小倉南区葛原東１－２－２９ 093-473-7171

（株）ホンダカーズ北九州 ホンダカーズ北九州 本社 807-0831 福岡県 福岡県北九州市八幡西区則松１－７－１５ 093-602-2480

（株）ホンダ四輪販売福岡・大分 ホンダカーズ福岡／大分 本社 810-0042 福岡県 福岡県福岡市中央区赤坂１－１３－１２　Ｈｏｎｄａ福岡ビル５階 092-732-1211

（株）ホンダカーズ博多 ホンダカーズ博多 本社 811-0121 福岡県 福岡県糟屋郡新宮町美咲１－５－２ 092-940-6900

（株）ホンダプリモ博多南 ホンダカーズ博多南 筑紫通店 812-0893 福岡県 福岡県福岡市博多区那珂５－１－３５ 092-431-2891

（株）飯塚ホンダ ホンダカーズ飯塚 本社 820-0067 福岡県 福岡県飯塚市川津２１－１ 0948-24-1000

（株）ノーム ホンダカーズ久留米中央 諏訪野町店 830-0037 福岡県 福岡県久留米市諏訪野町２７７６－１ 0942-33-5137

（株）ニューホンダ ホンダカーズ大川 大川店 831-0026 福岡県 福岡県大川市三丸字四の坪１３６３－７ 0944-88-0077

（株）ホンダパルス ホンダカーズ八女 本社 834-0015 福岡県 福岡県八女市本６２４－１ 0943-23-1147

（有）馬場ホンダ商会 ホンダカーズ広川 広川店 834-0115 福岡県 福岡県八女郡広川町大字新代９４０－１ 0943-32-3535

（有）ホンダフレンドリー ホンダカーズ大牟田北 本社 836-0004 福岡県 福岡県大牟田市手鎌１５２６－６ 0944-56-3313

（株）大牟田ホンダ販売 ホンダカーズ大牟田中央 一浦町店 836-0863 福岡県 福岡県大牟田市一浦町４－１８ 0944-41-5050

（有）田中自動車 ホンダカーズ朝倉 甘木店 838-0068 福岡県 福岡県朝倉市甘木３２６－１ 0946-23-1711

（有）小郡ホンダモーター ホンダカーズ小郡 小郡店 838-0142 福岡県 福岡県小郡市大板井１５１３－１ 0942-72-3386

（株）ホンダカーズ中央佐賀 ホンダカーズ中央佐賀 本社 840-0008 佐賀県 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島２０４－７ 0952-20-1718

（株）ホンダブレーン佐賀 ホンダカーズ佐賀南 本庄店 840-0023 佐賀県 佐賀県佐賀市本庄町大字袋２７７－３ 0952-23-1622

ホンダセントラル佐賀販売（株） ホンダカーズ多久 多久店 846-0031 佐賀県 佐賀県多久市多久町２４９９ 0952-74-3388

ホンダカーズ佐賀（株） ホンダカーズ佐賀 本社 847-0022 佐賀県 佐賀県唐津市鏡４５１４－１ 0955-70-6099

（有）ホンダ自販佐賀北 ホンダカーズ佐賀北 高木瀬店 849-0921 佐賀県 佐賀県佐賀市高木瀬西２－４－６ 0952-33-0222

（株）ホンダ四輪販売長崎 ホンダカーズ長崎 本社 851-0134 長崎県 長崎県長崎市田中町２３４－２ 095-865-6660

（株）五島ホンダ ホンダカーズ五島 福江店 853-0003 長崎県 長崎県五島市錦町３－８ 0959-72-2916

（株）ホンダ長崎 ホンダカーズ長崎中 諫早店 854-0022 長崎県 長崎県諫早市幸町３０１－１ 0957-24-1212

（有）内海ホンダ ホンダカーズ佐世保北 大野店 857-0136 長崎県 長崎県佐世保市田原町１６－５８ 0956-49-8892

（有）黒崎ホンダ自動車 ホンダカーズ波佐見 波佐見店 859-3701 長崎県 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷１７１４－１ 0956-85-2086

（株）藤原ホンダ ホンダカーズ山鹿 山鹿店 861-0562 熊本県 熊本県山鹿市鹿央町持松１６０－１ 0968-44-3155

（株）ホンダオート菊池 ホンダカーズ菊池 菊池店 861-1306 熊本県 熊本県菊池市大琳寺４３ 0968-25-4695

（株）ホンダ販売熊本 ホンダカーズ熊本東 本社 861-2106 熊本県 熊本県熊本市東区東野２－８－１ 096-365-1414

（株）ホンダ四輪熊本 ホンダカーズ熊本南 南高江店 861-4106 熊本県 熊本県熊本市南区南高江６－６－３ 096-357-5311

（有）江津ホンダ ホンダカーズ熊本江津 富合店 861-4151 熊本県 熊本県熊本市南区富合町清藤４５８－１３ 096-357-4400

（株）ホンダ四輪販売南九州 ホンダカーズ熊本／鹿児島／宮崎 本社 862-0941 熊本県 熊本県熊本市中央区出水７－９６－１ 096-285-5551

（株）玉名ホンダ ホンダカーズ熊本北 玉名店 865-0023 熊本県 熊本県玉名市大倉５５９－１ 0968-74-1018

（有）宮川ホンダ自動車 ホンダカーズ水俣 水俣店 867-0003 熊本県 熊本県水俣市ひばりケ丘３－１０１ 0966-63-1255

（株）丸尾ホンダ ホンダカーズ人吉 人吉インター店 868-0025 熊本県 熊本県人吉市瓦屋町１０－１ 0966-22-5875

（株）コガホンダ ホンダカーズ人吉中央 矢黒バイパス店 868-0072 熊本県 熊本県人吉市西間下町１０６３－１ 0966-22-4752

（有）田畑ホンダ ホンダカーズ荒尾 玉杵名店 869-0231 熊本県 熊本県玉名市岱明町庄山９２７ 0968-57-0500

（株）ホンダオート熊本 ホンダカーズ宇城 松橋店 869-0532 熊本県 熊本県宇城市松橋町久具３２２ 0964-33-1133

（株）ホンダ中九州 ホンダカーズ阿蘇 一の宮店 869-2612 熊本県 熊本県阿蘇市一の宮町宮地４５４９－１ 0967-22-0347

（株）ホンダカーズ大分中央 ホンダカーズ大分中央 本社 870-0854 大分県 大分県大分市大字羽屋７５９－２ 097-546-9871

（有）ホンダショップ坪根 ホンダカーズ中津 万田店 871-0025 大分県 大分県中津市大字万田６３１－８ 0979-22-9395

（株）佐伯ホンダセンター ホンダカーズ佐伯中央 藤原店 876-0835 大分県 大分県佐伯市鶴岡町３－３－３ 0972-23-3211

佐伯ホンダ販売（株） ホンダカーズ佐伯鶴岡 鶴岡店 876-0835 大分県 大分県佐伯市鶴岡町３－６－７ 0972-23-2001

岩根モーター販売（株） ホンダカーズ佐伯 西谷店 876-0836 大分県 大分県佐伯市西谷町５－２２ 0972-22-2110

（株）クレッシェンド ホンダカーズ西大分 竹田店 878-0025 大分県 大分県竹田市大字拝田原４９８－１ 0974-62-2175

（有）東九ホンダ ホンダカーズ宇佐 宇佐店 879-0444 大分県 大分県宇佐市大字石田３２ 0978-32-1311

（株）柿本自動車 ホンダカーズ日出 日出店 879-1506 大分県 大分県速見郡日出町３４４６－１２ 0977-72-6688

（株）玖珠ホンダ ホンダカーズ玖珠 玖珠店 879-4414 大分県 大分県玖珠郡玖珠町大字大隈１５９－１ 0973-72-5778

宮崎ホンダ販売（株） ホンダカーズ宮崎中央 神宮店 880-0055 宮崎県 宮崎県宮崎市南花ケ島町１４９－１ 0985-24-8111

（株）ホンダ販売電工社 ホンダカーズ西都 西都店 881-0005 宮崎県 宮崎県西都市大字三宅１０３－８ 0983-43-5250

（株）ホンダオート染矢 ホンダカーズ延岡北 稲葉崎店 882-0003 宮崎県 宮崎県延岡市稲葉崎町４－２０４８－１ 0982-21-3636

（株）ホンダモーター日向 ホンダカーズ日向中央 財光寺北店 883-0021 宮崎県 宮崎県日向市大字財光寺２７０－７ 0982-54-2790

（株）日向ホンダ販売 ホンダカーズ日向南 財光寺南店 883-0021 宮崎県 宮崎県日向市大字財光寺５２０－１ 0982-54-2540

（株）ホンダ宮崎 ホンダカーズ日向北 亀崎店 883-0066 宮崎県 宮崎県日向市亀崎２－７ 0982-52-5311

（有）上村石油商会 ホンダカーズ都城北 都北店 885-0004 宮崎県 宮崎県都城市都北町５９８９－１ 0986-38-4848

（株）コヅマ ホンダカーズ都城西 都原店 885-0094 宮崎県 宮崎県都城市都原町７６０１ 0986-22-8855

（有）上村ホンダ販売 ホンダカーズ小林 小林店 886-0003 宮崎県 宮崎県小林市大字堤３０１７－１ 0984-23-3545

（有）丸山ホンダ販売 ホンダカーズ門川 門川店 889-0612 宮崎県 宮崎県東臼杵郡門川町中須２－１３ 0982-63-2028

（有）都農ホンダ販売 ホンダカーズ都農 都農店 889-1201 宮崎県 宮崎県児湯郡都農町大字川北５４７０－３ 0983-25-1298

（株）ホンダカーズ宮崎南 ホンダカーズ宮崎南 本社 889-2541 宮崎県 宮崎県日南市吾田東９－８－２０ 0987-27-3083

ホンダオートえびの販売（有） ホンダカーズえびの えびの店 889-4311 宮崎県 宮崎県えびの市大字大明司１０７－１ 0984-33-0719

（株）金竹ホンダ販売 ホンダカーズ鹿児島西 中山店 891-0105 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市中山町１３１１－１ 099-267-1141

（株）ホンダさつま ホンダカーズさつま 本店 891-0115 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市東開町４－７５ 099-266-5681

（株）ホンダプリモ大島 ホンダカーズ大島 大島店 891-9124 鹿児島県 鹿児島県大島郡和泊町古里２０９ 0997-92-3504

鹿児島中央ホンダ自動車（株） ホンダカーズ鹿児島中央 城南店 892-0835 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市城南町５－２０ 099-222-9265

（株）ホンダ販売鹿児島東 ホンダカーズ鹿児島東 鹿屋中央店 893-0023 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市笠之原町２０３８－１ 0994-43-4193

（有）野里ホンダ ホンダカーズ野里 野里店 893-0055 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市野里町１９６３ 0994-43-5767

（有）内村ホンダ販売 ホンダカーズ加世田東 加世田東店 897-0031 鹿児島県 鹿児島県南さつま市加世田東本町４－１ 0993-52-0666

（有）小松自動車 ホンダカーズ出水 出水店 899-0214 鹿児島県 鹿児島県出水市五万石町１３３ 0996-62-0793



販売会社法人名称 販売会社法人屋号名称 拠点屋号名称 郵便番号 都道府県 住所 電話番号

Honda 後付け装置取扱事業者一覧

※装置の購入・取付けにあたり、補助金が適用される具体的な店舗等については、掲載の各販売店にお問い合わせください。

（有）永田モータース ホンダカーズ伊集院 伊集院店 899-2504 鹿児島県 鹿児島県日置市伊集院町郡１－１０６ 099-273-2315

（有）森田モータース ホンダカーズ国分 国分店 899-4322 鹿児島県 鹿児島県霧島市国分福島３－４－７ 0995-46-0138

（株）ホンダ鹿児島 ホンダカーズ鹿児島北 本社 899-5117 鹿児島県 鹿児島県霧島市隼人町見次１０９２－１ 0995-44-6262

（株）ホンダプリモ曽於 ホンダカーズ曽於 高松店 899-8605 鹿児島県 鹿児島県曽於市末吉町二之方５１６１－８ 0986-76-7272


