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北海道 日免オートシステム株式会社　本社 北海道札幌市北区東茨戸1条１丁目8-5 011-772-1019

北海道 合同会社アンフィニ 北海道函館市桔梗３丁目１６－４ 090-1524-7568

北海道 株式会社ＫーＣＲＡＦＴ 北海道函館市港町１丁目２４番１号 0138-84-1984

北海道 石川自動車工業株式会社 北海道函館市西桔梗町854-7 0138-49-8000

北海道 株式会社余市自動車工業　本社 北海道余市郡余市町大川町１６-５ 0135-23-4123

北海道 株式会社ＣＡＲ　ＬＩＦＥ 北海道余市郡余市町沢町416番地 0135-21-4877

北海道 稲穂スズキ株式会社　スズキアリーナ小樽　銭函インター店 北海道小樽市桂岡町1番8号 0134-61-2880

北海道 Ｘ・ＦＡＣＴＯＲＹ 北海道岩内郡共和町南幌似7-4 090-2074-5857

北海道 稲穂スズキ株式会社　スズキアリーナ小樽　本社 北海道小樽市塩谷１丁目25番15号 0134-26-0800

北海道 有限会社今藤自動車整備工場 北海道伊達市山下町147番地 0142-23-2338

北海道 株式会社リヴァーヒップ　車のおさがし専門店　伊達店 北海道伊達市長和町６６４-４ 0142-21-5311

北海道 スガノオート株式会社 北海道苫小牧市柳町1丁目5-15 0144-55-4188

北海道 川田自動車工業株式会社 北海道登別市幌別町７－２２－１ 0143-85-2268

北海道 有限会社佐々木電装店　ＺＥＰＴ 北海道伊達市長和町664 0142-23-5356

北海道 松田自動車板金 北海道伊達市北黄金町93 0142-24-2728

北海道 あき山商会 北海道苫小牧市字錦岡１５０－１ 0144-84-8101

北海道 株式会社マルシェ・オート 北海道苫小牧市拓勇東町3丁目1番3号 0144-55-1118

北海道 有限会社橋本興業 北海道日高郡新ひだか町三石本桐２１７－３ 0146-34-2001

北海道 永山自動車ボデー工業 北海道旭川市永山3条14丁目3番3号 0166-48-1709

北海道 株式会社ワンプ　ＺＥＲＯｓ 北海道帯広市西１７条南１丁目１７－１０ 0155-66-4664

北海道 有限会社後藤商会 北海道河西郡芽室町東芽室北１線８番地 0155-62-5934

北海道 有限会社清光自販 北海道釧路郡釧路町別保原野南25線52番地18 0154-64-5311

北海道 有限会社ズーム 北海道北見市大正140番10 0157-66-5033

北海道 オートショップサイトウ 北海道上川郡和寒町字三笠103 0165-32-4166

青森県 Ｆｒｅｅ　ｓｔｙｌｅ 青森県青森市妙見2丁目４－２５ 017-772-2687

青森県 有限会社スズキオート青森 青森県青森市大野字金沢２８－６ 017-739-9105

青森県 One-Style 青森県八戸市大字売市字小待76-1 0178-32-7647

青森県 三沢重車両整備有限会社　車検のコバック三沢店 青森県三沢市南町3丁目31-2931 0176-53-8201

青森県 ＰＲＯ　ＳＨＯＰ　ＴＫ 青森県つがる市柏下古川亀井３１－４ 0173-34-0905

青森県 有限会社山下自動車整備工場 青森県つがる市柏下古川絹森２６６－２ 0173-35-1356

青森県 株式会社オートランド 青森県北津軽郡板柳町横沢字宮元１４４－１ 0172-73-2207

青森県 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社　タコちゃん整備工場 青森県弘前市大字津賀野字浅田670-1 0172-31-3366

青森県 有限会社ボディーショップ町屋 青森県上北郡東北町上野字南谷地１６３ 0176-56-3685

岩手県 有限会社親和自動車整備工場 岩手県盛岡市神子田町21-10 019-651-5488

岩手県 株式会社カーマックス 岩手県盛岡市津志田町１丁目16-20 019-658-8821

岩手県 有限会社阿部モータース 岩手県盛岡市西仙北１-４１-１ 019-635-1034

岩手県 一関自動車工業有限会社 岩手県一関市中央町1-10-17 0191-23-3551

岩手県 有限会社第一相互自動車整備工場 岩手県奥州市水沢佐倉河字車堂６６ 0197-24-4358

岩手県 有限会社丸畑モータース　本店 岩手県北上市上江釣子１地割１７２－３ 0197-77-2813

岩手県 有限会社遠野カーセンター 岩手県遠野市松崎町白岩１８－３５－２２ 0198-62-7869

岩手県 佐藤車輌株式会社 岩手県二戸市仁左平字北井沢４１ 0195-25-4635

岩手県 株式会社ヨコサワ自動車工業 岩手県一関市東山町長坂字柴宿108-5 0191-47-2505

岩手県 有限会社長坂ホンダ 岩手県一関市東山町長坂字町２１０ 0191-47-2132

岩手県 有限会社パイオニア自動車 岩手県奥州市前沢字三日町新裏45-1 0197-56-6013

岩手県 有限会社小井口自動車工業　本店 岩手県遠野市鶯崎町1番10号 0198-62-3154

岩手県 丸奥自動車工業株式会社　本社 岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪223-75 0194-37-3000

宮城県 東北オートメカニック株式会社　仙台中央工場 宮城県仙台市青葉区木町通1-5-12 022-266-3993

宮城県 庄子自動車 宮城県宮城郡松島町幡谷鹿渡50-8 022-352-2474

宮城県 有限会社鳴瀬畠山自動車 宮城県東松島市小野字中央2-2 0225-87-3818

宮城県 株式会社サトー工機 宮城県仙台市泉区泉ケ丘3丁目１３－６ 022-373-5670
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宮城県 東北オートメカニック株式会社　本社 宮城県仙台市泉区明通4-5-8 022-377-3777

宮城県 東北オートメカニック株式会社　長命ヶ丘店 宮城県仙台市泉区長命ケ丘2-22-8 022-772-1320

宮城県 株式会社鶴和　鶴和自動車 宮城県黒川郡大和町まいの２－４－８ 022-341-3659

宮城県 加美自工株式会社　本店 宮城県加美郡加美町羽場字山鳥280-1 0229-63-2834

宮城県 有限会社パール自動車 宮城県仙台市宮城野区蒲生1-12 022-258-5106

宮城県 エコピットサービスFunwave 宮城県仙台市宮城野区岡田寺袋浦４７－１ 022-259-2066

宮城県 有限会社メカニックオート 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1丁目16-31 022-258-6403

宮城県 有限会社オートフレンド 宮城県仙台市宮城野区扇町1丁目５－６－１ 022-782-5570

宮城県 株式会社Ruki　Car PLAZA Ruki 宮城県仙台市宮城野区岩切字余目南119-1 090-6259-0003

宮城県 有限会社グレード・ワン 宮城県仙台市宮城野区燕沢２丁目１３－１ 022-253-0731

宮城県 三共自動車販売株式会社　仙台Ｃａｒ　Ｔｏｐ店　 宮城県仙台市若林区六丁目字細谷36-3 022-287-4190

宮城県 有限会社櫻井自動車商会 宮城県塩釜市彬の入四丁目2番9号 022-366-2323

宮城県 有限会社林自動車 宮城県登米市津山町柳津字本町79-3 0225-68-2132

宮城県 阿部勝自動車工業株式会社 宮城県石巻市中浦1丁目2-27 0225-94-1125

宮城県 有限会社マルニ興業 宮城県登米市豊里町東待井下３６-２ 0225-98-5153

宮城県 株式会社八木自動車 宮城県登米市豊里町川前150-102 0225-76-1227

宮城県 株式会社アクティブオート 宮城県登米市迫町佐沼字梅ノ木五丁目3番地4 0220-21-0005

宮城県 佐々木オート 宮城県栗原市築館字下宮野中田133 0228-24-7533

宮城県 有限会社玉田自動車商会 宮城県亘理郡亘理町逢隈蕨字大宮32-3 0223-34-5161

宮城県 株式会社ジェー・シー・エー　サンデー愛子店ＪＣＡカーサービス 宮城県仙台市青葉区栗生7-13-1 080-4106-7041

宮城県 株式会社オートスタジオ東日本 宮城県仙台市青葉区愛子東5-4-25　第2SDハイツA-106 022-392-6633

宮城県 朝日自動車工業 宮城県栗原市瀬峰下藤沢９０－９ 0228-38-3259

宮城県 有限会社スガリンモータース 宮城県栗原市栗駒稲屋敷大鳥東側７７ 0228-45-2473

宮城県 有限会社後藤技研 宮城県栗原市若柳字川北並柳５-６ 0228-32-6497

宮城県 有限会社仙北スピードキング 宮城県大崎市古川稲葉2丁目6-33 0229-23-6465

秋田県 株式会社ワイヤーオート 秋田県秋田市山王６丁目１１－１８ 018-893-4561

秋田県 有限会社アダムス 秋田県秋田市上北手大戸字堀ノ内26-3 018-835-2064

秋田県 カースミスクライマックス 秋田県秋田市山手台２丁目５－１ 080-1808-0744

秋田県 渡仲自動車工業株式会社 秋田県秋田市土崎港西２丁目２番７号 018-845-2636

秋田県 株式会社イズム　イズムモーター 秋田県秋田市土崎港相染町字家ノ下39番地4 018-845-2220

秋田県 株式会社阿部モーター商会 秋田県雄勝郡羽後町田代字明通268-1 0183-67-2124

秋田県 有限会社ＩＭＣサービス 秋田県横手市大森町上溝昼川２６－４ 0182-56-4888

秋田県 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

秋田県 有限会社栄光物産 秋田県大仙市川目字月山224 0187-62-5255

秋田県 三浦ガレージ 秋田県由利本荘市石脇字赤ハゲ1-279 0184-74-7225

秋田県 株式会社牧野自動車 秋田県由利本荘市石脇字田頭67 0184-22-2333

秋田県 有限会社東幸自動車　ロータス東幸 秋田県由利本荘市二十六木字根木田23-3 0184-25-8031

秋田県 株式会社清水自動車 秋田県能代市浅内字鵜川堺１－３ 0185-54-3461

秋田県 有限会社山内自動車商会 秋田県能代市浅内字玉清水２２－３ 0185-52-4335

秋田県 Ｍ　ＨＯＵＳＥ 秋田県能代市浅内字赤沼１４－１ 0185-53-2665

秋田県 株式会社秋田自動車検査場 秋田県能代市字寿域長根５４－８ 0185-52-3375

秋田県 カーコンシェル車楽 秋田県大館市有浦1丁目5-26 0186-59-4190

秋田県 大和輪業商会 秋田県湯沢市横堀字小田中９－５ 0183-52-2368

山形県 サトウ車体整備株式会社 山形県山形市蔵王半郷１０４０－２ 023-688-6910

山形県 株式会社八幡自動車商会　山形店 山形県山形市荒楯町1-3-3 0120-987-702

山形県 旭自動車株式会社 山形県山形市南一番町1-36 023-631-9366

山形県 有限会社サンレイ自動車 山形県山形市南二番町８－３５ 023-632-3071

山形県 有限会社鈴木自動車板金工作所 山形県米沢市中田町557 0238-37-3007

山形県 有限会社入間モータース 山形県東置賜郡高畠町大字高畠709-5 0238-52-0338

山形県 株式会社山南自動車 山形県南陽市池黒１１４２-７ 0238-45-2222



都道府県 店舗等名 住所 電話番号

令和3年 7月24日現在

JARWA　S-DRIVE

山形県 株式会社カーショップ源 山形県長井市日の出町４－２０ 0238-88-5536

山形県 白谷ボデー株式会社 山形県新庄市鳥越2866-13 0233-22-0898

山形県 有限会社大蔵自動車 山形県最上郡大蔵村清水4022-2 0233-75-3111

山形県 株式会社石井自動車整備工場 山形県鶴岡市宝田2-1-46 0235-22-6008

山形県 有限会社大山ボデー 山形県鶴岡市大山字上柳原23－１ 0235-33-4321

山形県 関東自動車興業株式会社 山形県東田川郡庄内町余目字大塚１０４－１ 0234-43-2244

山形県 有限会社阿部自動車 山形県酒田市大宮町1丁目１－１４ 0234-26-4048

山形県 株式会社サカタマツダ自動車 山形県酒田市新橋1－3－10 0234-22-4755

山形県 有限会社天野自動車 山形県東根市本丸北2丁目6－18 0237-43-2753

山形県 余目自動車工業株式会社 山形県東田川郡庄内町余目字大塚104-3 0234-43-3214

福島県 株式会社高砂ホンダモーター 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字前山105-2 0248-25-3811

福島県 すがの自動車整備 福島県須賀川市森宿字安積田175 0248-87-0614

福島県 有限会社飛田オートサービス 福島県郡山市三穂田町八幡字北河原5-2 024-953-2265

福島県 有限会社柳田自動車整備工場 福島県郡山市片平町字舘堀２５ 024-951-1555

福島県 有限会社矢祭自動車整備工場 福島県東白川郡矢祭町大字小田川字永長45 0247-46-3188

福島県 大久自動車販売株式会社　郡山支店 福島県郡山市字下亀田2-12 024-922-0350

福島県 三共自動車販売株式会社　郡山中央安売り館 福島県郡山市香久池1-6-1 024-931-1190

福島県 株式会社石畑自動車 福島県二本松市石畑１８－１ 0243-23-3020

福島県 車屋ＣＯＰＩＮ 福島県会津若松市真宮新町北4丁目９１ 0242-93-5525

福島県 株式会社アートテック 福島県伊達郡桑折町谷地荒屋敷38-3 024-597-7370

福島県 有限会社北会津自動車 福島県会津若松市北会津町新在家字前田11－3 0242-56-3315

福島県 株式会社原町日通自動車修理工場 福島県南相馬市原町区錦町2-67 0244-24-3111

福島県 株式会社クルマのわかつき　６号店 福島県南相馬市原町区北原字境堀243 0244-25-0502

福島県 株式会社クルマのわかつき　本店 福島県南相馬市原町区牛来字出口１４７－６ 0244-24-6301

福島県 株式会社菊地モータース 福島県相馬市塚ノ町1-15-1 0244-35-4623

福島県 株式会社　ハヤシ　ダイハツ相馬 福島県相馬市日下石字一北田507-1 0244-26-4190

福島県 荒井自動車株式会社　駒ケ嶺工場 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字狐作24-1 0244-62-3131

茨城県 有限会社長浦自動車工業 茨城県牛久市さくら台１－７７－４ 029-872-2921

茨城県 有限会社小坂自動車 茨城県牛久市福田町2060-2 029-873-4156

茨城県 田中モータース 茨城県稲敷郡河内町長竿１４２ー１ 0297-84-2701

茨城県 株式会社常陸自動車 茨城県つくばみらい市山王新田１６２２－１ 0297-58-0253

茨城県 山崎自動車工業 茨城県常総市蔵持619－2 0297-42-4769

茨城県 高谷自動車 茨城県結城郡八千代町若８７１ 0296-48-0260

茨城県 有限会社大石自動車工業所 茨城県下妻市下妻乙1259 0296-44-3011

茨城県 有限会社高橋鈑金整備 茨城県下妻市別府１１３５－２ 0296-43-0019

茨城県 中嶋自動車工業株式会社　つくば店 茨城県つくば市古来536-3 029-857-8211

茨城県 有限会社寺崎商会 茨城県古河市東4丁目16番15号 0280-31-3578

茨城県 株式会社ジェー・シー・エー　ＪＣＡカーピットビバホーム古河店 茨城県古河市旭町1-2-3 070-5027-9566

茨城県 株式会社三和トヨペット 茨城県古河市下山町８－４ 0280-32-5733

茨城県 有限会社富士自動車 茨城県古河市本町4-16-21 0280-32-5496

茨城県 有限会社斉藤モータース 茨城県古河市茶屋新田４３４ 0280-48-2108

茨城県 有限会社栃木自動車整備工場 茨城県古河市尾崎１１４４ 0280-76-0131

茨城県 有限会社ミナミ 茨城県古河市東山田６７８－２４ 0280-76-1021

茨城県 株式会社共栄自動車商会 茨城県古河市下大野１５１６－３ 0280-92-5416

茨城県 関自動車工業所 茨城県古河市関戸1785-2 0280-98-3205

茨城県 オートランドカタクラ 茨城県古河市高野1168-1 0280-92-0366

茨城県 羽部自動車整備工場 茨城県古河市磯部1968 0280-92-1010

茨城県 有限会社代田自動車 茨城県古河市下辺見1422 0280-31-2123

茨城県 レベルフィールド株式会社　境スズキ販売 茨城県猿島郡境町伏木1320-21　 0280-81-1339

茨城県 Ｂｏｄｙ　Ｓｈｏｐ　ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ 茨城県猿島郡境町若林５４１ 0280-86-7616
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茨城県 有限会社共和自動車 茨城県猿島郡境町染谷１９１－１ 0280-87-3862

茨城県 小島モータース 茨城県猿島郡境町百戸839-1 0280-87-7234

茨城県 有限会社折原自動車整備工場 茨城県猿島郡境町１０５３ 0280-87-0818

茨城県 オートサービス長谷川 茨城県猿島郡境町２１２３ 0280-87-1283

茨城県 鈴木自動車 茨城県猿島郡境町６１－１０ 0280-87-0357

茨城県 ワイズガレージ 茨城県坂東市沓掛１５３１－２ 0297-44-3554

茨城県 有限会社張替モータース 茨城県坂東市沓掛１５７４－１ 0297-44-2251

茨城県 有限会社福田自動車工業 茨城県結城市大木１２０９ 0296-35-1451

茨城県 ハヤセ自動車工業 茨城県筑西市樋口1343 0296-24-6774

茨城県 中央自動車販売株式会社　飯島サービス工場 茨城県筑西市飯島３６－１ 0296-28-0235

茨城県 荒川商会 茨城県筑西市川連87-4 0296-21-1601

茨城県 有限会社坂戸サンオート 茨城県桜川市西飯岡 ３９６ 0296-76-1148

茨城県 株式会社CARZ　CARZ-FACTORY 茨城県鉾田市上沢６３７－１ 0291-32-8880

茨城県 さわやかオートサービス株式会社 茨城県ひたちなか市勝倉３７１４－１ 029-273-8088

茨城県 株式会社山鉄 茨城県神栖市知手139-1 0299-96-0905

茨城県 林自動車商会 茨城県神栖市須田2400-2 0479-46-7020

茨城県 有限会社渡辺自動車 茨城県神栖市太田3545 0479-46-3754

茨城県 株式会社イデノ　大みかSS. 茨城県日立市大みか町6-17-36 0294-53-4812

茨城県 関本鈑金塗装工場 茨城県北茨城市関本町関本上３４２－１ 0293-46-2032

栃木県 有限会社エンドーモータース 栃木県宇都宮市若松原2-6-16 028-653-5660

栃木県 有限会社藤田自動車整備工場 栃木県那須烏山市藤田751-2 0287-88-7193

栃木県 有限会社　藤田自動車整備工場 栃木県那須烏山市藤田751-2 0287-88-7193

栃木県 石井自動車 栃木県那須烏山市下境2258-1 0287-84-0583

栃木県 田村自動車株式会社 栃木県芳賀郡市貝町文谷４５９ 0285-68-2477

栃木県 日新エネルギー株式会社　車検工房 栃木県真岡市西沼870　　　 0285-84-8151

栃木県 有限会社増山自動車整備工場 栃木県栃木市西方町元２８７－１ 0282-92-2229

栃木県 柳田自動車整備工場 栃木県小山市宮本町2-3-14 0285-22-0279

栃木県 有限会社斎藤自動車 栃木県那須郡那珂川町健武１５２５-１ 0287-92-2554

栃木県 有限会社相馬自動車商工 栃木県那須塩原市共墾社104 0287-62-0608

栃木県 有限会社相馬自動車商工 栃木県那須塩原市共墾社104 0287-62-0608

栃木県 有限会社モンテカルロオート 栃木県足利市大久保町１２４１番地 0284-91-2815

栃木県 有限会社高谷自工 栃木県栃木市柳橋町１５－１６ 0282-24-3535

栃木県 有限会社都賀自動車 栃木県栃木市都賀町家中５４６６ 0282-27-0111

栃木県 株式会社スズキ宇都宮販売　コバック宇都宮岡本店 栃木県宇都宮市中岡本町451-1 028-611-1589

栃木県 有限会社ティティエスとちぎ 栃木県宇都宮市古田町７２７－３ 028-672-7711

栃木県 有限会社神山自動車　スズキアリーナ高根沢 栃木県塩谷郡高根沢町平田1859－1 028-676-0278

栃木県 有限会社山田自動車商会 栃木県さくら市狹間田2860－1 028-682-3796

栃木県 トラスト自動車販売整備 栃木県矢板市片岡１１９２－１５ 0287-48-1315

栃木県 有限会社テヅカ自動車 栃木県塩谷郡塩谷町大宮９０８ 0287-46-0120

栃木県 株式会社ジェイ・ピー　オートギャラリー　ダイリン 栃木県那須塩原市新南１６３－１１５ 0287-36-6011

群馬県 有限会社渋川マツダ 群馬県渋川市渋川１６１７－２ 0279-22-0812

群馬県 中央自動車工業株式会社 群馬県高崎市島野町１０６２－４ 027-350-1155

群馬県 三共自動車販売株式会社　高崎安売り館　 群馬県高崎市下小塙町305 027-343-4190

群馬県 有限会社宮沢モータース 群馬県伊勢崎市境萩原1800 0270-74-0207

群馬県 筑比地自動車 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚８－２２ 0276-88-1945

群馬県 株式会社Ｋ’ｚ 群馬県高崎市倉賀野町388番地1 027-329-5333

群馬県 有限会社神宮自動車 群馬県高崎市吉井町下長根65番地1 027-387-2267

群馬県 有限会社高田自動車 群馬県甘楽郡甘楽町白倉678 0274-74-4854

群馬県 株式会社中山自動車整備工場 群馬県富岡市下黒岩628-1 0274-62-0537

群馬県 有限会社林屋商会 群馬県富岡市南蛇井405-6 0274-67-2355
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群馬県 高橋自動車商会 群馬県高崎市中里見町1749-8 027-344-0879

群馬県 株式会社ＳＳ清水モータース 群馬県北群馬郡榛東村広馬場１６７０－１ 0279-54-3121

群馬県 有限会社北爪商店　AUTO　EGG 群馬県前橋市住吉町2-2-3 027-235-5363

群馬県 株式会社タックス本部前橋店 群馬県前橋市荒牧町１－３９－３ 027-231-4209

群馬県 有限会社オブチオート 群馬県前橋市上沖町253-1 027-235-5015

群馬県 有限会社上越モータース　スバルショップ前橋インター 群馬県前橋市元総社町９２－４ 027-251-2926

群馬県 Ｇｏｏｄ　Ｆｉｅｌｄ株式会社　ａｕｔｏ　ｓｈｏｐ　Ｇｏｏｄ　Ｆｉｅｌｄ 群馬県伊勢崎市堤下町７４－２ 0270-75-1962

群馬県 有限会社鈴木自動車工業 群馬県伊勢崎市上植木本町2635-1 0270-24-1720

群馬県 ガレージ天竜 群馬県太田市鳥山中町８２８ 0276-60-5544

群馬県 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

群馬県 株式会社オートセールス龍　アートスマイル車検センター 群馬県太田市末広町1227-4 0276-38-2031

群馬県 有限会社三田自動車販売 群馬県館林市富士原町936-3 0276-72-4428

群馬県 有限会社神光オート 群馬県吾妻郡中之条町大字市城１０４－１ 0279-75-5959

群馬県 株式会社大栄自動車 群馬県沼田市利根町大原１５２３ 0278-56-2218

群馬県 有限会社片品自動車 群馬県利根郡片品村大字鎌田４２８０ 0278-58-3168

群馬県 光和自動車興業有限会社 群馬県安中市安中３丁目１９番３１号 027-382-1248

群馬県 有限会社山本自動車工業 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉５７５－１ 0278-64-0614

群馬県 有限会社新治自動車販売 群馬県利根郡みなかみ町羽場９３９－３ 0278-64-1233

群馬県 有限会社新治オート 群馬県利根郡みなかみ町布施１０６-４ 0278-64-1243

群馬県 株式会社ジェー・シー・エー　ビバホーム藪塚店 群馬県太田市大原町1110 080-3390-4171

埼玉県 中嶋自動車工業株式会社　大宮店 埼玉県さいたま市大宮区三橋2-701 048-644-5023

埼玉県 有限会社エム・アイ・サポート埼玉　Ｃａｒ　Ｇｅｔ’ｓ 埼玉県さいたま市北区別所町61-6 048-662-0344

埼玉県 株式会社カミネモータース 埼玉県川口市前川２－３６－１５ 048-269-2190

埼玉県 株式会社守屋モータース 埼玉県さいたま市南区南浦和２－７－５ 048-882-4514

埼玉県 株式会社サンユーさいたま 埼玉県さいたま市緑区美園６－５－８ 048-878-3631

埼玉県 株式会社東大宮オート販売　ロータス東大宮 埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎町17-1 048-685-7957

埼玉県 有限会社大谷自動車 埼玉県さいたま市見沼区大谷1369 048-686-3696

埼玉県 有限会社メタルクラフト 埼玉県さいたま市岩槻区小溝766-1 048-794-0665

埼玉県 有限会社岩槻鑛油 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚1004番地 048-798-2881

埼玉県 株式会社ジェー・シー・エー　ＪＣＡカーピットビバホーム草加店 埼玉県草加市谷塚仲町488 070-5071-2175

埼玉県 株式会社ホンダカーズ久喜　幸手店 埼玉県幸手市上高野1510-5 0480-43-6811

埼玉県 三協自動車株式会社　車検のコバック越谷店 埼玉県越谷市東越谷１０－５－３ 048-966-5468

埼玉県 中嶋自動車工業株式会社　越谷店 埼玉県越谷市神明町2-140 048-965-0008

埼玉県 中嶋自動車工業株式会社　春日部店 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷780-1 0480-34-0008

埼玉県 株式会社ＫＥＥＰ 埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根４６６８ 0480-36-1554

埼玉県 有限会社桑藤自動車整備工場　本店 埼玉県久喜市本町5丁目13ー24 0480-21-2258

埼玉県 株式会社ホンダカーズ久喜　久喜店 埼玉県久喜市久喜北１－１０－１７ 0480-21-1295

埼玉県 株式会社ホンダカーズ久喜　本社 埼玉県久喜市久喜北１－１０－１７ 0480-31-7241

埼玉県 有限会社荒井自動車商会 埼玉県久喜市菖蒲町三箇１４２６－1 0480-85-9955

埼玉県 毎日自動車販売株式会社 埼玉県加須市騎西13-1 0480-73-5838

埼玉県 有限会社羽生自動車センター 埼玉県羽生市小松946-2 048-561-3367

埼玉県 ＣＡＲ　ＭＡＫＥ　ｔｒｕｔｈ 埼玉県羽生市下新郷１９２４－２ 048-507-7435

埼玉県 有限会社山岸自動車整備工場 埼玉県加須市柳生2052 0280-62-2320

埼玉県 有限会社バイパー 埼玉県川越市大字鯨井６４３－２ 049-239-1955

埼玉県 株式会社ワークス　川越店 埼玉県川越市府川23-4 049-226-6099

埼玉県 株式会社ワークス　スズキショップ川越的場 埼玉県川越市的場1792-1 049-239-0090

埼玉県 昭和オートサービス株式会社 埼玉県狭山市北入曽685 04-2958-6511

埼玉県 大森自動車整備工場 埼玉県狭山市笹井３０３０－１ 04-2952-5703

埼玉県 株式会社ワークス　鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市高倉1243-1 049-272-5560

埼玉県 有限会社白山自動車　新座工場 埼玉県新座市馬場4-3-49 048-482-5633
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埼玉県 株式会社中森オート 埼玉県志木市幸町４－１－３５ 048-473-0225

埼玉県 有限会社旭自動車商会 埼玉県富士見市勝瀬１５８６－３ 049-261-0061

埼玉県 有限会社中島自動車 埼玉県東松山市西本宿2254番地 0493-34-4510

埼玉県 中嶋自動車工業株式会社　ふじみ野店 埼玉県ふじみ野市大井830-1 049-263-0008

埼玉県 中嶋自動車工業株式会社　所沢店 埼玉県入間市東藤沢4-2-5 04-2962-0008

埼玉県 サンエー自動車工業有限会社　コバック入間宮寺店 埼玉県入間市二本木1386-1 04-2936-7671

埼玉県 新井自動車整備工場 埼玉県熊谷市押切６３９－１ 048-536-3674

埼玉県 株式会社ダイエー自動車販売 埼玉県行田市若小玉1589-1 048-553-3004

埼玉県 Ｎｅｘｕｓ　Ａｕｔｏ　ネクサスオート 埼玉県行田市持田2252-2 048-552-1091

埼玉県 佐藤自動車 埼玉県行田市持田2553-1 048-553-7864

埼玉県 黒岩自動車 埼玉県上尾市菅谷4-60-3 048-773-7774

埼玉県 有限会社上平自動車 埼玉県上尾市西門前473-3 048-774-5006

埼玉県 有限会社岡野自動車 埼玉県上尾市本町1-3-17 048-771-1213

埼玉県 有限会社柳自動車整備工場 埼玉県上尾市二ツ宮９８１－１０ 048-772-1103

埼玉県 エム・ケーワン 埼玉県上尾市泉台1-15-3 048-779-6705

埼玉県 有限会社八合自動車 埼玉県上尾市小泉8-12-4 048-781-2771

埼玉県 有限会社西上尾自動車整備工場 埼玉県上尾市中分1-15-3 048-781-3094

埼玉県 有限会社白石自動車 埼玉県桶川市倉田96 048-728-4016

埼玉県 有限会社前島自動車 埼玉県桶川市末広3-1-10 048-771-5371

埼玉県 株式会社アイエヌジー 埼玉県桶川市若宮２－２７－３ 048-787-4175

埼玉県 有限会社伊藤肇自動車 埼玉県桶川市川田谷2919 048-787-0717

埼玉県 有限会社清水自動車商会 埼玉県北本市中央1-98-3 048-591-2190

埼玉県 赤城自動車工業株式会社 埼玉県深谷市原郷2113 048-571-2371

埼玉県 有限会社アキオート 埼玉県深谷市折之口664 048-571-2727

埼玉県 有限会社三藤自動車工業 埼玉県本庄市児玉町児玉331-1 0495-72-0445

埼玉県 株式会社昭通　ダイハツ秩父影森 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4146 0494-25-0330

埼玉県 株式会社シックスサービス 埼玉県児玉郡上里町七本木２８８１ 0495-33-6000

埼玉県 髙橋自動車株式会社 埼玉県児玉郡上里町七本木２９１３－２ 0495-33-2048

埼玉県 ラダーオート有限会社 埼玉県児玉郡上里町長浜702番地1 0495-33-0091

千葉県 新松戸ツバキオート有限会社 千葉県松戸市新松戸6丁目38番地 047-342-3411

千葉県 新松戸ツバキオート有限会社 千葉県松戸市新松戸6-38 047-342-3411

千葉県 有限会社宮田モータース 千葉県流山市後平井 112-2 04-7158-1810

千葉県 株式会社フィールド 千葉県我孫子市若松９４－１ 04-7189-8860

千葉県 株式会社日輪商会　カーベルキャラック白井店 千葉県白井市冨士１２－５ 047-445-5421

千葉県 有限会社吉田自工　塩浜工場 千葉県市川市塩浜2-1-7 047-399-1738

千葉県 三共自動車販売株式会社　本社　ミニバン館 千葉県市川市相之川2-7-18 047-359-1190

千葉県 株式会社タックス本部松戸店 千葉県鎌ケ谷市初富３７３－1 047-446-8555

千葉県 株式会社カートリップ 千葉県船橋市金杉９-１４-６ 047-440-2309

千葉県 有限会社金杉自動車 千葉県船橋市豊富町１４７５ 047-457-1910

千葉県 株式会社ガレージいくなみ 千葉県野田市目吹１６５０－７ 04-7123-4101

千葉県 東新自動車 千葉県野田市目吹2545-3 04-7124-5181

千葉県 有限会社石澤モータース 千葉県富里市十倉307-1 0476-93-0061

千葉県 株式会社文山自動車 千葉県香取市佐原ロ2122 0478-52-5128

千葉県 有限会社小林自動車　本社 千葉県香取市佐原ロ２１２７－１９ 0478-52-3997

千葉県 株式会社小見川自動車整備センター 千葉県香取市阿玉川１１－１ 0478-82-1141

千葉県 有限会社佐瀬鈑金 千葉県山武市白幡１８７３ 0475-82-2686

千葉県 小高鈑金塗装工業 千葉県山武市富田ト９７５ 0475-82-2278

千葉県 有限会社松尾商会　車検のコバック　ロータスマツオ 千葉県山武市松尾町大堤４６２ 0479-86-2133

千葉県 土屋自動車 千葉県山武郡横芝光町遠山２７３－１ 0479-82-7551

千葉県 株式会社堀越自動車 千葉県香取郡多古町大高１－８４９ 0479-75-1300
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千葉県 有限会社平山自動車工業 千葉県香取郡多古町十余三３６４-５６ 0479-75-0021

千葉県 有限会社イノエム自動車商会 千葉県木更津市太田2-12-13 0438-23-3217

千葉県 有限会社三平商会　本社 千葉県館山市安布里743 0470-22-0911

千葉県 株式会社嶋田商会　本店 千葉県館山市市川名666 0470-27-2553

千葉県 株式会社吉田自動車整備工場 千葉県南房総市中５５２ 0470-36-2262

千葉県 株式会社鴨川三平自動車 千葉県鴨川市横渚１５９０－１ 04-7093-2621

千葉県 有限会社鴨川自動車整備工場 千葉県鴨川市太尾３５０－１ 04-7092-2086

千葉県 株式会社佐々木 千葉県鴨川市花房141-1 04-7092-1237

千葉県 株式会社タムラ 千葉県鴨川市滑谷777番地 04-7093-1121

千葉県 株式会社サンアイク 千葉県茂原市渋谷９１２ 0475-20-5333

千葉県 有限会社斉藤モータース 千葉県茂原市六ツ野３６６０－２ 0475-22-5141

千葉県 有限会社木村モータース 千葉県茂原市高師65 0475-24-2552

千葉県 有限会社ボディーショップ麻生 千葉県茂原市立木1610-5 0475-23-5129

千葉県 有限会社ダイワ自動車 千葉県茂原市綱島８８３－５ 0475-23-3145

千葉県 喜久屋モータース 千葉県茂原市国府関１５１３ 0475-22-4081

千葉県 有限会社渡邉自動車工場 千葉県いすみ市深堀765 0470-62-1032

千葉県 有限会社初芝自動車綜合工業 千葉県いすみ市大原8955 0470-62-1856

千葉県 有限会社髙橋自動車工業 千葉県いすみ市山田1101 0470-66-1570

千葉県 株式会社ビーアイエー 千葉県いすみ市楽町６２６ 0470-86-2342

千葉県 有限会社柴崎自動車整備 千葉県君津市常代２－１６－７ 0439-52-2087

千葉県 有限会社鋸南自動車整備工場 千葉県安房郡鋸南町保田574 0470-55-1557

千葉県 フェニックステクニカルサービス 千葉県南房総市荒川４２ 0470-58-4094

千葉県 有限会社榎澤鈑金 千葉県大網白里市木崎５２９ 0475-72-2700

千葉県 有限会社小髙モータース 千葉県大網白里市富田２１１３ 0475-72-0266

千葉県 有限会社中村自動車 千葉県大網白里市上貝塚３６４ 0475-72-7507

千葉県 長嶋自動車株式会社 千葉県長生郡白子町剃金2576 0475-33-2099

千葉県 大多和自動車 千葉県長生郡白子町中里４７１９ 0475-33-3281

千葉県 有限会社吉野商会 千葉県長生郡白子町幸治3030-11 0475-33-2541

千葉県 有限会社白潟モータース 千葉県長生郡白子町幸治3133 0475-33-2094

千葉県 房総スズキ販売有限会社 千葉県長生郡長生村七井土1530-1 0475-32-3553

千葉県 有限会社吉田自動車 千葉県いすみ市岬町中滝1564-5 0470-87-3008

千葉県 株式会社カネコモータース 千葉県夷隅郡御宿町高山田2261-1 0470-68-6699

千葉県 株式会社寺尾自動車整備工場 千葉県鴨川市天津3253-1 04-7094-1221

東京都 株式会社ジェー・シー・エー　本社 東京都中央区八丁堀２丁目８－２　八丁堀共同ビル５Ｆ 03-5543-2611

東京都 株式会社Seibii 東京都港区六本木2丁目2-6　福吉町ビル401 050-3627-8993

東京都 鈴木自工株式会社 東京都江戸川区東葛西６－５０－１４ 03-3688-2412

東京都 株式会社協伸 東京都練馬区関町南１丁目１１－２９ 03-3594-5611

東京都 株式会社ケーユー　八王子店 東京都八王子市小比企町539-12 042-669-3555

東京都 株式会社ケーユー　本店 東京都町田市鶴間8-17-1 042-796-7611

東京都 有限会社昭島ヒダカ産業 東京都昭島市東町４－２２－８ 042-541-2122

東京都 ダイハツショップ福生田園 東京都福生市北田園2-5-1 042-553-5522

東京都 株式会社アクセルオート　ダイハツ福生田園 東京都福生市北田園2-5-1 042-553-5522

東京都 オニキス新青梅店 東京都青梅市新町7-5-4 0428-33-6771

東京都 車検のコバック青梅店 東京都青梅市新町9-2203-4 0428-32-3100

東京都 株式会社アクセルオート　オニキス新青梅店 東京都青梅市新町7-5-4 0428-33-6771

東京都 株式会社アクセルオート　コバック青梅店 東京都青梅市新町9-2203-4 0428-32-3100

東京都 Ｒｉｓｅ 東京都青梅市末広町２－３－３ 042-568-0760

東京都 オニキス羽村中央店 東京都羽村市栄町2-21-8 042-554-3900

東京都 株式会社アクセルオート　羽村中央店 東京都羽村市栄町2-21-8 042-554-3900

東京都 株式会社ケーユー　東大和店 東京都東大和市中央１－２－２ 042-561-2678
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神奈川県 有限会社ゼット・アイ・エス　ブラックムーン横浜店 神奈川県横浜市都筑区大熊町59-2 045-475-5558

神奈川県 株式会社タックス横浜　新車市場タックス朝比奈インター店 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町104 045-783-1241

神奈川県 三愛自動車 神奈川県横須賀市森崎1-14-17 046-836-5151

神奈川県 有限会社協栄自動車 神奈川県横須賀市佐原１丁目１０-２ 046-836-6615

神奈川県 株式会社タックス横浜　タックスブルーム東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町1091-1 045-814-0510

神奈川県 有限会社オートモバイル 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11-8 045-924-4411

神奈川県 くるまひろば 神奈川県相模原市南区当麻８５ 042-711-8273

神奈川県 株式会社ジェー・シー・エー　ケーヨーＤ２久里浜店　JCAカーピット 神奈川県横須賀市舟倉1-1-35 046-835-8798

新潟県 有限会社山崎自動車 新潟県長岡市下々条4丁目７－８ 0258-24-6141

新潟県 風間工業株式会社　カザマ東神田整備工場 新潟県長岡市東神田１－４－２１ 0258-32-3388

新潟県 株式会社北陸モーターサービス 新潟県長岡市船江町２－２１ 0258-32-1370

新潟県 有限会社エスティーオート 新潟県長岡市東大町６１番地２ 0258-30-3425

新潟県 長岡ジープセンター 新潟県長岡市中沢1-22-1 0258-35-1550

新潟県 中越オート株式会社 新潟県長岡市下条町７１１－１ 0258-23-2649

新潟県 株式会社伊丹自動車 新潟県長岡市下条野-入790 0258-22-1041

新潟県 株式会社ホンダワークス 新潟県長岡市平島1丁目65番地 0258-22-3768

新潟県 株式会社フォード新潟　長岡店 新潟県長岡市堺町浦田７５-１ 0258-28-3030

新潟県 長谷川自動車商会 新潟県長岡市上除町甲１７５２ 0258-46-3605

新潟県 有限会社布川自動車 新潟県長岡市宮本町３丁目甲2606-３ 0258-46-3636

新潟県 株式会社ナカノオート 新潟県長岡市藤橋１丁目５７６番地１ 0258-46-8828

新潟県 有限会社芝自動車商会 新潟県長岡市三島新保３３２ 0258-42-2341

新潟県 有限会社内藤モータース 新潟県長岡市与板町与板乙１４０６ 0258-72-2903

新潟県 有限会社本間自動車 新潟県長岡市与板町与板乙5603-1 0258-72-2541

新潟県 有限会社木島商事 新潟県糸魚川市梶屋敷９９０ 025-555-3100

新潟県 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

新潟県 高助オートサービス株式会社 新潟県上越市港町２－８－１ 025-545-2677

新潟県 株式会社井部商会 新潟県上越市大字夷浜新田４１９番地 025-545-0308

新潟県 有限会社中央モータース 新潟県上越市茨沢156番地2 025-525-5516

新潟県 株式会社ロッキーオート 新潟県上越市新光町３－９－１ 025-543-2626

新潟県 株式会社フォーラムムラタ 新潟県柏崎市岩上２３－１２ 0257-24-3283

新潟県 株式会社テッコ横山 新潟県魚沼市小出島74番地 025-792-1300

新潟県 有限会社和光自動車 新潟県魚沼市十日町１２３５－１ 025-792-4442

新潟県 有限会社渡辺自動車整備工場 新潟県小千谷市大字ひ生甲２２０３－１ 0258-83-2119

新潟県 有限会社廣井自動車整備工場 新潟県小千谷市旭町１０番３２号 0258-83-3355

新潟県 関モータース 新潟県小千谷市城内１－１１－１４ 0258-82-3523

新潟県 株式会社小千谷モータース　スズキアリーナ小千谷西 新潟県小千谷市土川７１１番地 0258-82-2970

新潟県 横山オートサービス 新潟県小千谷市片貝町６４９６番地 0258-84-2079

新潟県 株式会社共和自動車 新潟県十日町市高田町6丁目750番地 025-752-5559

新潟県 有限会社大和自動車 新潟県十日町市伊勢平治４００－１ 025-768-2397

新潟県 有限会社下村商会 新潟県長岡市島崎３８８番地 0258-74-2078

新潟県 有限会社近藤自動車商会 新潟県長岡市島崎５１０５番地 0258-74-2178

新潟県 石打自動車鈑金 新潟県南魚沼市南田中３６８ 025-783-2010

新潟県 フラワーオートガレージ 新潟県南魚沼市関981－1 025-788-1411

新潟県 株式会社宮本モータース　車検のコバック六日町店 新潟県南魚沼市四十日2471-3 025-776-7078

新潟県 株式会社ピットワン 新潟県魚沼市下倉５２７番地 025-794-6111

新潟県 株式会社宮本モータース　魚沼堀之内店 新潟県魚沼市堀之内１０３ 025-794-2508

新潟県 苗場自動車株式会社 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁1623-1 025-765-2479

新潟県 株式会社ナカサト共和 新潟県十日町市上山イ２８３番地 025-763-4475

新潟県 ＭＡＧＩＣ　ＨＡＮＤ 新潟県新潟市江南区曙町1丁目5-43 025-383-3633

新潟県 伴自動車有限会社 新潟県新潟市江南区酒屋町字屋敷付382 025-280-2057
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新潟県 旭自動車株式会社　パレスオートセンター 新潟県新潟市中央区南笹口１－８－１ 025-246-3221

新潟県 有限会社オートサービス・イトウ 新潟県新潟市西区鳥原832－1 025-377-3571

新潟県 有限会社戸枝自動車工業 新潟県新潟市南区大通１－８－２ 025-377-3931

新潟県 株式会社月潟モータース 新潟県新潟市南区月潟８８９ 025-375-2156

新潟県 有限会社寺尾車体工業 新潟県新潟市西区寺尾10‐30 025-260-0987

新潟県 株式会社大島商会 新潟県新潟市西区中権寺2279-8 025-201-7260

新潟県 有限会社藤政自動車 新潟県新潟市北区島見町１０２９番地１ 025-259-5841

新潟県 株式会社Ｐｒｏｃｅｓｓ 新潟県新潟市北区太田５８２６－１ 025-250-5718

新潟県 株式会社長谷川鈑金 新潟県新潟市北区鳥屋字芋黒1316番地 025-386-2700

新潟県 株式会社スワロー商事　カーコンビニ倶楽部・ロータススワロー 新潟県新潟市中央区関新２－２－３８ 025-266-4871

新潟県 株式会社関屋モータース　本社・工場 新潟県新潟市中央区関南町６番１３号 025-267-3141

新潟県 株式会社イエストサービス 新潟県新潟市西蒲区津雲田５５０番地 0256-82-2327

新潟県 有限会社目黒自動車整備工場 新潟県見附市本所１－２－６８ 0258-62-0918

新潟県 株式会社向陽モータース 新潟県三条市笹岡1629 0256-46-4848

新潟県 下田自動車株式会社 新潟県三条市高屋敷５９－７ 0256-46-2245

新潟県 有限会社五十嵐工業所 新潟県新潟市秋葉区小須戸３８８７－２６ 0250-38-3010

新潟県 株式会社しばた車輌工業 新潟県新発田市小舟町1-1-28 0254-22-5511

新潟県 有限会社中野自動車商会 新潟県燕市笈ケ島１２５９－１ 0256-98-5151

新潟県 株式会社アカツカ 新潟県燕市中川577-1 0256-63-3383

新潟県 有限会社野島自動車商会 新潟県燕市小高４８２８－４ 0256-63-4686

新潟県 有限会社村松自動車 新潟県五泉市本田屋１３７４－１ 0250-58-7535

新潟県 株式会社佐藤モータース 新潟県阿賀野市飯山新５８５番地の２ 0250-62-2883

新潟県 有限会社クルマのハンシン 新潟県阿賀野市山口町１－７－１０ 0250-62-8084

新潟県 三友モータース 新潟県阿賀野市外城町１３番３５号 0250-62-3885

新潟県 有限会社小田製陶所　あがの輪店 新潟県阿賀野市寺社甲110-1 0250-47-8381

新潟県 有限会社マイカーセンター金塚　サービス工場 新潟県新発田市荒町1844－3 0254-26-3303

新潟県 ゴードー通商株式会社 新潟県新発田市平山１８１－１ 0254-33-3075

新潟県 有限会社吉澤モータース 新潟県新発田市早道場６８１－２ 0254-29-3286

新潟県 有限会社安城自動車 新潟県胎内市東牧726番地26 0254-47-2614

新潟県 株式会社山口オート 新潟県東蒲原郡阿賀町石間３７２４ 0254-99-3323

新潟県 株式会社協和自動車 新潟県三条市下坂井２２番２号 0256-32-2167

富山県 メンテナンス樹工房 富山県富山市新屋１６５－１ 076-452-0165

富山県 有限会社北陸車検 富山県富山市町村1番地 076-425-0900

富山県 カーサービス中田 富山県富山市長江新町3丁目12－3 076-421-0055

富山県 日本海自動車工業株式会社　本社 富山県高岡市本丸町13-24 0766-22-6633

富山県 有限会社カーメインテナンス朝倉　本店 富山県黒部市前沢１９１８－６ 0765-54-1377

富山県 小坂モータース 富山県下新川郡朝日町横尾９５８－１ 0765-82-0029

富山県 有限会社鍋田自動車 富山県砺波市一番町２－３４ 0763-33-4574

富山県 株式会社モービルハウス 車検のコバック富山掛尾店 富山県富山市掛尾栄町5番地２ 076-423-2227

富山県 株式会社ニューカーコート 富山県富山市城川原三丁目2番8号 076-438-7608

石川県 株式会社兼六鈑金塗装工場 石川県金沢市若宮1丁目106 076-223-0070

石川県 共立オートサービス株式会社 石川県金沢市古府2丁目29番地 076-249-5551

石川県 キスモ株式会社 石川県金沢市西泉3-2-1 076-280-4455

石川県 株式会社くるまや中山 石川県金沢市八日市1丁目632番地2 076-242-2877

石川県 有限会社松山自動車 石川県小松市下粟津町る２９ 0761-44-1151

石川県 ヨシダ自動車株式会社 石川県小松市上小松町丙７２－１ 0761-23-5888

石川県 株式会社松井モータース 石川県小松市幸町1-65 0761-24-1541

石川県 株式会社加賀オート 石川県小松市新町89番地2 0761-22-3681

石川県 株式会社エージェント 石川県能美市粟生町レ51-2 0761-58-6010

石川県 株式会社ニシムラ自動車商会 石川県白山市西美沢野町7番地７ 076-276-1313
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福井県 Ｍーｓｐｅｅｄ株式会社 福井県福井市上野本町4丁目1406 0776-89-0337

福井県 柴木自動車 福井県福井市高木中央1丁目3406 0776-54-6808

福井県 株式会社カーボ　スーパーカーボ開発店 福井県福井市開発町６－１５ 0776-52-7515

福井県 丸福産業株式会社　セルフかいほつ店 福井県福井市西開発3丁目201番地 0776-54-5334

福井県 高島自動車 福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-40 0776-61-1368

福井県 有限会社津田自動車 福井県福井市西二ツ屋町1‐5‐2 0776-86-1116

福井県 白野輪業商会 福井県勝山市芳野町２丁目１－３５ 0779-88-0382

福井県 株式会社ガレージＭ 福井県勝山市郡町１－１－１４ 0779-64-4425

福井県 株式会社滝本ホンダ 福井県勝山市荒土町新保４－１２３ 0779-89-3223

福井県 株式会社くるまやレディース 福井県大野市陽明町１丁目1402 0779-65-4420

福井県 平野自動車商会 福井県敦賀市若葉町2丁目1756 0770-23-6016

福井県 株式会社カーショップ宇野商事 福井県越前市葛岡町７－７－１ 0778-23-5400

福井県 トップオート 福井県越前町庄町３０－１１－１ 0778-24-4228

福井県 ブナン株式会社 福井県越前市中平吹町３-8-5 0778-23-7373

福井県 有限会社吉田建機 福井県越前市池ノ上町９０－６ 0778-24-4456

福井県 ピットステーションＳＡＢＡＥ 福井県鯖江市鳥羽1丁目4－3 0778-42-5105

福井県 株式会社東信自動車 福井県鯖江市有定町１丁目６－２９ 0778-52-5600

福井県 株式会社カスマオートサービス 福井県福井市花堂東1-30-15 0776-35-1056

福井県 有限会社坂尻モータース 福井県福井市若杉2丁目1531 0776-34-0100

福井県 勝見モータース株式会社 福井県福井市和田東1丁目１１０５ 0776-23-5325

福井県 有限会社エース商会　美浜店 福井県三方郡美浜町佐田３８－１０－１ 0770-37-2211

福井県 有限会社大塚自動車工業 福井県三方上中郡若狭町能登野18-13-1 0770-45-1326

山梨県 碓井自動車株式会社 山梨県甲府市中央２丁目１０－１６ 055-233-4300

山梨県 株式会社山梨ＡＡ 山梨県甲斐市玉川309-1 055-231-5800

山梨県 有限会社アルプスステーション 山梨県南アルプス市西野２３３６-３ 055-282-4436

山梨県 株式会社三和 山梨県南巨摩郡富士川町長沢３１－２ 0556-22-1145

山梨県 山寺自動車工業株式会社　ロータスヤマデラ　マツダオートザム峡北 山梨県韮崎市本町4丁目5番11号 0551-22-1155

山梨県 有限会社清里自動車 山梨県北杜市高根町清里3545 0551-48-2133

山梨県 株式会社木次商事　高根バイパス 山梨県北杜市高根町箕輪495-1 0551-47-3734

山梨県 有限会社コスゲ自動車 山梨県北都留郡小菅村４３６６－３ 0428-87-0315

山梨県 有限会社下部自動車 山梨県南巨摩郡身延町常葉322-1 0556-36-0508

長野県 株式会社ジェー・シー・エー　綿半カーサービス長池店 長野県長野市南長池４８７ 050-1709-0150

長野県 株式会社小田切車体　本社 長野県長野市松代町東寺尾３１７８番地１ 026-278-6508

長野県 株式会社フジカーランド上田　古里店 長野県上田市古里150-1 0268-22-8000

長野県 株式会社ＡＭＵ 長野県上田市中央東1-6 0268-27-6348

長野県 有限会社柳町オート 長野県千曲市寂蒔５８５-２ 026-274-2911

長野県 有限会社ボディーショップオギ　Ｂａｎａｎａオート 長野県北佐久郡御代田町馬瀬口２２３－２ 0267-32-8891

長野県 株式会社アルガオートサービス　つかま店 長野県松本市筑摩4丁目18-1 0263-26-8597

長野県 株式会社アルガオートサービス　並柳店 長野県松本市並柳2-1-18 0263-26-8565

長野県 株式会社ジン・コーポレーション　松本車輌 長野県松本市島内１６６６番地６０４ 0263-47-0090

長野県 森井自動車株式会社 長野県東筑摩郡山形村3887-1 0263-98-2127

長野県 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

長野県 株式会社木次商事　カーライフステーション諏訪 長野県諏訪市城南2-2515-1 0266-54-7382

長野県 株式会社ハーバル 長野県飯田市上郷別府１７２０－１ 0265-22-0910

長野県 有限会社城東自動車 長野県飯田市上郷別府3341-6 0265-22-3024

長野県 飯田ヂーゼル株式会社 長野県飯田市大通一丁目38番地2 0265-21-1180

長野県 株式会社オバタオート 長野県飯田市羽場坂町2351番地38 0265-23-2552

長野県 トライアイ株式会社　カーネットプラザ飯田店 長野県飯田市鼎名古熊２１６６-１ 0265-56-1000

長野県 株式会社高沢モータース　ショールーム 長野県木曽郡木曽町福島万郡2250-5 0264-23-3700

長野県 有限会社斎藤自動車 長野県大町市大町１９５６－１ 0261-22-2295
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長野県 有限会社フジマキ 長野県大町市常盤3558番地 0261-22-2042

長野県 有限会社平和自動車 長野県塩尻市大字大小屋79番地 0263-52-0912

長野県 小林自動車工業有限会社 長野県塩尻市大門6番町1番25号 0263-52-0709

長野県 有限会社オートハウス 長野県下伊那郡阿南町西条743-3 0260-22-3737

長野県 有限会社金田モータース 長野県下伊那郡阿南町新野１４１２－５ 0260-24-2519

長野県 有限会社イワサキ自動車 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3056-1 0265-35-2741

長野県 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

長野県 株式会社ボディーショップキガサワ 長野県駒ケ根市下平673－3 0265-83-1550

長野県 松井自動車工業株式会社 長野県駒ケ根市北町24番13号 0265-82-2341

長野県 トライアイ株式会社　カーネットプラザ伊那店 長野県伊那市西春近10697-24 0265-71-6364

長野県 株式会社ＩＺホールディングス　カーライフスタジオ　ＩＺホールディングス 長野県上伊那郡南箕輪村1762-2 0265-96-7391

長野県 有限会社アトムモータース 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪2985 0265-79-3034

長野県 漆戸自動車整備工場 長野県上伊那郡箕輪町東箕輪４１５６－３ 0265-79-3751

長野県 株式会社アルガオートサービス　あずみ野店 長野県安曇野市豊科高家3807－1 0263-71-6255

長野県 株式会社穂高自動車 長野県安曇野市穂高１４５０ 0263-82-2606

長野県 株式会社春日自動車 長野県下伊那郡阿智村春日3210-1 0265-43-2266

長野県 有限会社桜井商会 長野県下伊那郡高森町下市田1266-1 0265-35-6565

岐阜県 株式会社ロータス松井 岐阜県岐阜市塩町１丁目２６番地 058-245-5863

岐阜県 株式会社丸栄カーライフ 岐阜県岐阜市東栄町４丁目３番地 058-245-4318

岐阜県 辻モータース 岐阜県岐阜市琴塚１丁目７－２１ 058-245-8428

岐阜県 有限会社マイカーナカシマ 岐阜県岐阜市北一色１０丁目２５番地８号 058-248-0139

岐阜県 有限会社ニュー棚橋兄弟自動車 岐阜県岐阜市北一色６丁目２０番１５号 058-246-5641

岐阜県 奥田モータース 岐阜県岐阜市西川手８丁目３９ 058-271-8722

岐阜県 ステージ 岐阜県岐阜市東鶉３丁目１１５番地 058-278-2225

岐阜県 株式会社村木モータース 岐阜県岐阜市清本町８－１０ 058-271-7135

岐阜県 株式会社塩谷自動車 岐阜県岐阜市六条南３丁目６－５ 058-272-5053

岐阜県 有限会社ケイエムオート 岐阜県岐阜市正法寺町４９ 058-273-9090

岐阜県 ＫＡＴＯ　ＡＵＴＯ　ＳＥＲＶＩＣＥ 岐阜県岐阜市鏡島南２丁目12-29 058-254-1955

岐阜県 株式会社オートライン 岐阜県関市神野２－４ 0575-29-0334

岐阜県 あおい自動車株式会社 岐阜県関市大杉５９１－４ 0575-22-1230

岐阜県 株式会社オーエス　ＯＳモータース 岐阜県関市西田原１３５－４ 0575-23-3065

岐阜県 株式会社テレワーク　オートサイト 岐阜県羽島郡岐南町平成6-19 058-247-1888

岐阜県 シェル 岐阜県羽島市正木町上大浦６丁目８１－１ 058-392-2254

岐阜県 丸栄石油株式会社　カーパドック長良 岐阜県岐阜市長良東2-1 058-295-7280

岐阜県 東海エポック株式会社 岐阜県岐阜市島栄町１－３０ 058-231-6228

岐阜県 福井自動車 岐阜県岐阜市大福町5-21-1 058-232-1902

岐阜県 ＫＥｎーＡｕｔｏ 岐阜県海津市海津町平原１６２３－１ 0584-53-2835

岐阜県 松岡モータース 岐阜県各務原市那加前洞新町４丁目１０６ 058-383-2815

岐阜県 株式会社蘇原モータース 岐阜県各務原市蘇原旭町４丁目１番地の１ 058-382-3151

岐阜県 可児モータース 岐阜県各務原市成清町４丁目13番地 058-382-2443

岐阜県 有限会社ビリーズ 岐阜県高山市山田町1276-2 0577-36-3857

岐阜県 有限会社ガッツ 岐阜県中津川市付知町８５５４－１ 0573-83-0170

岐阜県 株式会社横山モータース 岐阜県各務原市鵜沼東町５－８５ 058-385-1775

岐阜県 有限会社昌美自動車工業所 岐阜県各務原市鵜沼朝日町２丁目170番地 058-384-3306

岐阜県 株式会社東濃サービス 岐阜県可児市今渡1584 0574-26-4181

岐阜県 有限会社マゼック 岐阜県下呂市馬瀬名丸２８ 0576-47-2235

岐阜県 町野自動車工業有限会社 岐阜県土岐市下石町１６０４ 0572-57-7155

岐阜県 有限会社西尾モータース 岐阜県中津川市坂下854-1 0573-75-2254

岐阜県 株式会社ライト 岐阜県高山市石浦町9-408 0577-62-9345

静岡県 小原自動車工業株式会社 静岡県沼津市真砂町8-1 055-962-0208
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静岡県 株式会社ジェー・シー・エー　ＪＣＡカーサービス　エスポット裾野店 静岡県裾野市伊豆島田295 055-993-7325

静岡県 スズキアリーナ三島箱根　飯島自動車 静岡県三島市川原ヶ谷548 055-975-3527

静岡県 株式会社飯島自動車　スズキアリーナ三島箱根 静岡県三島市川原ケ谷５４８ 055-975-3527

静岡県 株式会社三島ダイハツ 静岡県駿東郡長泉町下土狩1791‐1 055-987-9133

静岡県 株式会社ジェー・シー・エー　ＪＣＡカーサービス長泉店 静岡県駿東郡長泉町竹原281-1 055-981-3632

静岡県 株式会社ステック 静岡県御殿場市山尾田6-2 0550-89-7794

静岡県 株式会社ジェー・シー・エー　ＪＣＡカーサービス御殿場店 静岡県御殿場市川島田971-1 0550-84-5605

静岡県 有限会社オートピア中島 静岡県富士市中島３４８－１ 0545-61-3426

静岡県 有限会社岩間自動車 静岡県富士市大淵202-22 0545-35-0586

静岡県 大石モータース 静岡県富士市中里1305-6 0545-38-1073

静岡県 株式会社オートプラザマルコオ 静岡県富士市比奈264 0545-38-3100

静岡県 有限会社笹原自動車工業 静岡県富士宮市万野原新田4047-3 0544-27-7756

静岡県 株式会社ジェー・シー・エー　ＪＣＡカーサービス富士宮店 静岡県富士宮市矢立町927 0544-23-0764

静岡県 株式会社ジェー・シー・エー　ＪＣＡカーサービス　エスポット函南店 静岡県田方郡函南町間宮768 055-979-0617

静岡県 株式会社オー・ルージュ 静岡県静岡市駿河区丸子３－１２－９８ 054-256-0510

静岡県 東海自動車工業株式会社　吉田支店 静岡県榛原郡吉田町住吉780-1 0548-32-1391

静岡県 東海自動車工業（株）吉田支店 静岡県榛原郡吉田町住吉780-1 0548-32-1391

静岡県 有限会社山下オート商会 静岡県牧之原市坂部５６４－６ 0548-29-0230

静岡県 東海自動車工業（株）静岡支店 静岡県静岡市駿河区国吉田2-1-11 054-263-1121

静岡県 東海自動車工業株式会社　静岡支店 静岡県静岡市駿河区国吉田２－１－１１ 054-263-1122

静岡県 株式会社ジェー・シー・エー　エスポット清水天王店 静岡県静岡市清水区天王南2-1 054-388-9533

静岡県 東海自動車工業（株）藤枝支店 静岡県藤枝市南新屋239 054-641-2525

静岡県 東海自動車工業株式会社　藤枝支店 静岡県藤枝市南新屋239 054-641-2525

静岡県 株式会社山長商会 静岡県浜松市中区北田町１３４－４４ 053-454-5541

静岡県 株式会社山重自動車整備　ホリデー車検　浜松 静岡県浜松市西区篠原町２２０５４ 053-448-8010

静岡県 株式会社中遠モータース 静岡県掛川市葛川１１２６－５ 0537-24-3355

静岡県 有限会社石川自動車 静岡県掛川市富部７７５－５ 0537-24-1160

静岡県 株式会社誠親自動車 静岡県袋井市村松２１３２ 0538-43-5202

静岡県 有限会社安形モータース 静岡県周智郡森町三倉８１１-６-１ 0538-86-0221

静岡県 スズキオート 静岡県菊川市川上７２０－２ 0537-29-5078

静岡県 有限会社鈴木モータース 静岡県菊川市大石401-1 0537-73-2159

静岡県 有限会社大石モータース 静岡県菊川市西方２４０８ 0537-35-4820

愛知県 豊橋ボデー株式会社　本社工場 愛知県豊橋市瓜郷町寄道27番地 0532-55-9327

愛知県 株式会社マエダオート 愛知県豊橋市三ノ輪町字三ノ輪３番地９ 0532-63-5690

愛知県 株式会社カーコンシェルジュ 愛知県豊橋市西口町字西ノ口８－１５ 0532-61-8120

愛知県 株式会社鷲野自動車商会 愛知県豊橋市小畷町442番地 0532-52-4015

愛知県 有限会社鈴木自動車商会 愛知県豊橋市関屋町１９２ 0532-54-6743

愛知県 ＰＥＧ　ＯＮＥ 愛知県新城市吉川字中野64 0536-29-9443

愛知県 有限会社石原モータース 愛知県新城市字中野１番地 0536-22-1779

愛知県 長坂自動車興業株式会社 愛知県新城市石田字西末旨４０－１ 0536-22-1201

愛知県 有限会社遠山自動車 愛知県新城市海老字南貝津５－８ 0536-35-0147

愛知県 ロータス千駄 愛知県田原市高木町中原113-１ 0531-33-0822

愛知県 有限会社藤正オート 愛知県豊橋市富久縞町字茅野４５ 0532-33-5471

愛知県 豊橋サービスセンター株式会社　ホリデー車検豊橋 愛知県豊橋市牟呂町字扇田48 0532-45-6151

愛知県 皆人屋モータース有限会社 愛知県豊橋市小松町９０ 0532-45-6795

愛知県 有限会社小松自動車　第二支店 愛知県豊橋市牧野町２１６ 0532-48-4600

愛知県 有限会社小松自動車　本社 愛知県豊橋市牧野町９０番地 0532-45-6649

愛知県 有限会社司自動車 愛知県豊橋市高師本郷町字榎17番地の３ 0532-45-5700

愛知県 蒲郡ダイハツ株式会社 愛知県蒲郡市栄町7番12号 0533-68-8118

愛知県 東海自動車工業株式会社 愛知県蒲郡市鹿島町横砂11-1 0553-69-5241
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愛知県 有限会社オートショップカネコ 愛知県蒲郡市八百富町2-25 0533-67-2860

愛知県 高橋自動車整備株式会社 愛知県岡崎市錦町１－１２ 0564-21-5422

愛知県 有限会社水鳥商会 愛知県岡崎市錦町3番地１２ 0564-24-1365

愛知県 有限会社清水モータース 愛知県岡崎市伊賀町３丁目４番地 0564-21-5583

愛知県 株式会社江山自動車 愛知県岡崎市井田町4-41 0564-22-6784

愛知県 愛知自動車株式会社 愛知県額田郡幸田町大字六栗字左右作19－7 0564-62-2512

愛知県 株式会社石泰商会 愛知県西尾市平坂町午築地52番地26 0563-59-7097

愛知県 株式会社ミヤセ自動車 愛知県岡崎市美合新町７-５ 0564-51-1982

愛知県 カーサービス南部電装有限会社　南部電装自動車 愛知県岡崎市羽根西３－３－４ 0564-51-0311

愛知県 株式会社小島自動車 愛知県岡崎市久後崎町字宮下5番地 0564-51-0323

愛知県 株式会社フカツ自動車　ダイハツ248六名店 愛知県岡崎市六名3-5-10 0564-57-0248

愛知県 株式会社中川自動車 愛知県岡崎市末広町３－１ 0564-21-4815

愛知県 株式会社冨田自動車 愛知県岡崎市八帖北町３４－２ 0564-21-3392

愛知県 株式会社忠ベエ自動車 愛知県高浜市沢渡町２丁目８番地５ 0566-53-4660

愛知県 株式会社フカツ自動車　ダイハツ２４８ 愛知県岡崎市大樹寺3-13-12 0564-24-5078

愛知県 有限会社トップウェイ 愛知県岡崎市大門2-1-1 0564-28-4304

愛知県 合資会社三嶋商会 愛知県豊田市小渡町寺ノ下２ 0565-68-2568

愛知県 合資会社外山モーター商会 愛知県西尾市下町御城下32-1 0563-54-5278

愛知県 株式会社ｉｆ　Ｆｏｏｔｗｏｒｋ・Ｐｌｕｓ 愛知県安城市里町東山ノ田１５３－７ 090-8737-0012

愛知県 株式会社ホンダ安城 愛知県安城市篠目町竜田76-1 0566-72-1191

愛知県 株式会社杉浦自動車 愛知県碧南市志貴崎町5丁目15 0566-41-2526

愛知県 満油商事株式会社　ホリデー車検秩父通 愛知県名古屋市西区秩父通2丁目８番 052-508-6088

愛知県 株式会社ｉｎｓ．ｆｉｃｉｏ 愛知県名古屋市西区那古野2-11-16 052-756-4082

愛知県 有限会社はまや　ルート22SS. 愛知県名古屋市西区新道1-2-18 052-571-6654

愛知県 メカノス株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市西区中小田井4-276 052-503-6215

愛知県 株式会社三和サービス　マッハ車検ヨシヅヤ清洲店 愛知県清須市西市場5-5-3　別館１F 052-400-0855

愛知県 ピアマイカーセンター名古屋 愛知県名古屋市中川区万場５－１６０１ 052-432-7787

愛知県 株式会社愛知サービス 愛知県名古屋市港区砂美町１８７ 052-653-2711

愛知県 メカノス株式会社　港営業所 愛知県名古屋市港区正徳町6-68 052-389-0851

愛知県 有限会社美鈴自動車 愛知県名古屋市熱田区千年２丁目２０－１７ 052-653-3838

愛知県 株式会社カルヴィックオイル 愛知県名古屋市南区大堀町7-13 052-821-0309

愛知県 有限会社わかくさ 愛知県名古屋市南区元桜田町3-15 052-823-1505

愛知県 有限会社伊藤光モータース 愛知県名古屋市北区落合町２１０番地 052-901-8410

愛知県 株式会社黒川サービス 愛知県名古屋市北区元志賀町2－68 052-915-2239

愛知県 有限会社コメゼン 愛知県名古屋市北区生駒町５丁目９０番地 052-912-3030

愛知県 中日本自動車株式会社 愛知県名古屋市北区大蔵町18 052-991-2221

愛知県 株式会社近藤自動車 愛知県名古屋市守山区今尻町1901番地 052-799-1782

愛知県 株式会社近藤自動車 愛知県名古屋市守山区今尻町1901 052-799-1782

愛知県 株式会社チェリーズ 愛知県名古屋市守山区元郷2-810 052-768-2388

愛知県 株式会社オートユニオン 愛知県名古屋市守山区小幡千代田１１－２６ 052-792-7707

愛知県 ユタカ自動車工業株式会社　YUTAKA AUTO 愛知県名古屋市守山区川宮町409 052-758-5860

愛知県 株式会社メディアトラスト 愛知県名古屋市名東区高針台１－１１０ 052-734-3091

愛知県 丸十自動車株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通２丁目２８ 052-853-0010

愛知県 株式会社佐藤自動車工場 愛知県名古屋市瑞穂区内浜町3-11 052-821-7321

愛知県 日新商事株式会社　Dr.Drive セルフ植田ＳＳ 愛知県名古屋市天白区鴻ﾉ巣2-112 052-801-4525

愛知県 グッドフェイス株式会社 愛知県みよし市福谷町蓬平地６５ 0561-42-7600

愛知県 株式会社三好モータース　ジョイカルみよし店 愛知県みよし市三好町井ノ花１１６ 0561-32-2551



都道府県 店舗等名 住所 電話番号

令和3年 7月24日現在

JARWA　S-DRIVE

愛知県 井上自動車販売 愛知県豊田市亀首町山川35番地１２ 0565-45-7302

愛知県 株式会社竹内モータース商会 愛知県豊田市小原町前田178-1 0565-65-2029

愛知県 株式会社マイカー天白 愛知県豊明市新田町吉池１７－１４ 0562-93-7215

愛知県 株式会社知多自動車 愛知県知多郡美浜町北方山鼻１８－１ 0569-82-0052

愛知県 ウメキョウ自動車株式会社 愛知県豊田市栄生町3-23-3 0565-33-3211

愛知県 株式会社メイワ 愛知県豊田市前山町3丁目2番地１ 0565-27-3485

愛知県 豊友自動車株式会社 愛知県豊田市清水町５丁目６８ 0565-28-2438

愛知県 株式会社パラソルズ 愛知県豊田市田代町７丁目２８番地 0565-32-2789

愛知県 株式会社鈴木モータース 愛知県豊田市広路町3丁目39-3 0565-31-0011

愛知県 株式会社ジェー・シー・エー　ＪＣＡカーサービス豊田店 愛知県豊田市上挙母4-1-1 0565-33-8099

愛知県 遠藤保険サービス 愛知県豊田市竹元町小寸越25番地１ 0565-53-8199 

愛知県 半田自動車工業株式会社 愛知県半田市栄町2-72 0569-21-3381

愛知県 株式会社加木屋モータース 愛知県東海市加木屋町西平子７１番地 0562-34-2031

愛知県 株式会社オートライフジョイ 愛知県東海市加木屋町円畑８６－１ 0562-77-0512

愛知県 株式会社山崎自動車 愛知県常滑市小鈴谷字荒子114-1 0569-37-0251

愛知県 有限会社髙義自動車 愛知県丹羽郡扶桑町高雄郷東３６ 0587-93-0331

愛知県 株式会社阿部自動車 愛知県丹羽郡扶桑町高雄字中郷305-1 0587-92-2311

愛知県 株式会社黄門さま　名東店 愛知県長久手市戸田谷1022 0561-76-3455

愛知県 満油商事株式会社　岩倉セルフステーション 愛知県岩倉市大市場町郷廻331 0587-66-8522

愛知県 有限会社岩栄自動車　スズキアリーナ岩倉 愛知県岩倉市旭町１丁目２７ 0587-37-6635

愛知県 株式会社カーベル 愛知県岩倉市大地町長田35番地の1 0587-66-2021

愛知県 クリキコーポレーション株式会社 愛知県江南市木賀町杉１５６番地 0587-56-3403

愛知県 株式会社林自動車整備工場 愛知県江南市古知野町宮裏６７番地 0587-54-3158

愛知県 有限会社小川自動車整備工場 愛知県犬山市字追分９１－５ 0568-67-0602

愛知県 株式会社フリード　フリードサービスファクトリー 愛知県小牧市元町1-83 0568-76-9995

愛知県 有限会社河内モータース 愛知県小牧市大字本庄字白池816-1 0568-79-0530

愛知県 株式会社ハルキン 愛知県春日井市西山町1丁目4-1 0568-56-2121

愛知県 有限会社丸交自動車 愛知県春日井市大手町4丁目4-4 0568-31-7301

愛知県 有限会社旭自動車 愛知県春日井市金ヶ口町字沢渡3011－26 0568-84-3221

愛知県 株式会社八田自動車 愛知県春日井市六軒屋町西２丁目２番地の５ 0568-81-7756

愛知県 株式会社ファイントラスト　コバック春日井 愛知県春日井市南下原町5-2-7 0568-44-0100

愛知県 株式会社ウエダ　本社工場 愛知県春日井市鳥居松町１－３８ 0568-81-6201

愛知県 株式会社吾妻自動車 愛知県春日井市下条町3丁目16番地の4 0568-81-4043

愛知県 有限会社石田自動車 愛知県春日井市追進町2丁目49 0568-32-8383

愛知県 有限会社メイワ自動車 愛知県尾張旭市狩宿町４－８０ 0561-53-2367

愛知県 株式会社東春ダイハツ 愛知県尾張旭市南原山町赤土219-2 0561-54-0028

愛知県 株式会社藤モータース 愛知県瀬戸市共栄通4-28 0561-82-4367

愛知県 ㈱藤モータース 愛知県瀬戸市共栄通４丁目２８番地 0561-82-4367

愛知県 オートブティックドレス 愛知県瀬戸市北浦町4丁目48番地 0561-84-0301

愛知県 株式会社葉栗オートショップ　平和営業所 愛知県稲沢市平和町鷲尾287-2 0567-46-0022

愛知県 有限会社河野商会 愛知県一宮市西大海道字北裏６番１ 0586-77-0851

愛知県 有限会社吉川自動車 愛知県一宮市萩原町東宮重字東沖３３ 0586-69-1045

愛知県 有限会社光田モータース 愛知県一宮市萩原町西御堂字柴野2－2 0586-52-3597

愛知県 株式会社エッチエムアール 愛知県一宮市千秋町浅野羽根字西南出２０番地１ 0586-81-3633

愛知県 メカノス株式会社　一宮営業所 愛知県一宮市三ツ井8-2-23 0586-75-1121

愛知県 倉地マツダ株式会社 愛知県一宮市公園通６－１７ 0586-73-5191

愛知県 株式会社ライジングサン　カーショップグローリー 愛知県一宮市大和町南高井袋田３番 0586-47-6055

愛知県 上田モータース株式会社 愛知県稲沢市一色白山町２６ 0587-36-0279

愛知県 有限会社桜木モータース 愛知県稲沢市中野宮町１５番地 0587-36-0098

愛知県 株式会社葉栗オートショップ　本社 愛知県一宮市木曽川町外割田字伊勢田１１６ 0586-87-5070
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愛知県 愛和自動車株式会社 愛知県一宮市北方町北方狐塚東６５－１ 0586-87-4884

愛知県 白木自動車株式会社 愛知県一宮市小信中島字川南５番地 0586-62-2188

愛知県 つしまオート株式会社　大坪店 愛知県津島市大坪町蛤田18番地 0567-33-1351

愛知県 つしまオート株式会社　本店 愛知県津島市又吉町4丁目16番地 0567-26-1351

愛知県 鈴木自動車スズキアリーナ津島 愛知県津島市観音町８６ 0567-28-2808

愛知県 株式会社矢神自動車　ホリデー車検七宝 愛知県あま市七宝町伊福江向３５－２ 052-443-1100

愛知県 SK東海株式会社　ピットインプラザ 愛知県海部郡蟹江町錦2-167 0567-69-6050

愛知県 有限会社愛岐自動車 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字新津24 0587-93-5451

愛知県 久綱モータース 愛知県知多郡美浜町大字奥田字北側30 0569-87-0149

三重県 有限会社せいほう自動車 三重県三重郡川越町豊田353-1 059-365-3258

三重県 平和自動車有限会社 三重県桑名市長島町又木２４１ 0594-42-0372

三重県 有限会社平野商会 三重県四日市市東坂部町3-2 059-333-0101

三重県 福田自動車 三重県四日市市伊坂町１７５８番地 059-364-5262

三重県 株式会社ウッドベル　花岡店 三重県松阪市駅部田町71-1 0598-26-3521

三重県 株式会社ウッドベル　新三雲店 三重県松阪市市場庄町1335 0598-56-1133

三重県 株式会社福田 三重県伊賀市西明寺891‐1 0595-21-1969

三重県 有限会社ケイバンズ 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿７８３ 0735-32-4435

三重県 株式会社シオヤ 三重県南牟婁郡紀宝町成川146-3 0735-28-1688

三重県 株式会社ホンダプリモトリコ　オートプラザトリコ 三重県鈴鹿市白子町３４９４－１ 059-380-5111

三重県 株式会社オートセンターモリ　上野店 三重県伊賀市平野東町132 0595-48-5588

京都府 株式会社フジサンオート　久世店 京都府京都市南区久世中久町６９９番地３ 075-932-3624

京都府 岡田自動車株式会社 京都府京都市南区久世中久世町4-69 075-933-5885

京都府 株式会社岡崎自動車 京都府京都市左京区岡崎東天王町8-11 075-761-3336

京都府 西山自動車工業 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町41-1 075-611-5246

京都府 株式会社カードックオクムラ 京都府南丹市園部町南大谷外ノ鳥居２７番地 0771-65-0300

京都府 有限会社オートサービス人見 京都府亀岡市安町野々神13-3 0771-21-0555

京都府 近藤自動車工業株式会社 京都府久世郡久御山町佐山美ノヶ薮31-1 0774-43-6348

大阪府 LIFE株式会社 大阪府大阪市東淀川区上新庄2-1-7 06-6328-5111

大阪府 株式会社ひまわりコーポレーション　車検のコバック中環鶴見店 大阪府大阪市鶴見区安田２－２－４７ 06-6915-3990

大阪府 三栄自動車整備工場株式会社 大阪府門真市北巣本町19-14 072-882-1313

大阪府 株式会社坂口　Ｃａｒ　Ｓｔｕｄｉｏ…５ 大阪府枚方市長尾西町２丁目１－１５ 072-866-0550

大阪府 野口自動車株式会社 大阪府東大阪市菱江１丁目１－３７ 072-962-4557

大阪府 竹田オート株式会社 大阪府南河内郡河南町寺田３０－５ 0721-93-8133

大阪府 千代田自動車 大阪府河内長野市楠町西948 0721-53-7171

大阪府 株式会社ヨシダオートサービス 大阪府堺市北区長曾根町3083-10 072-240-0810

大阪府 株式会社曽根自動車 大阪府泉大津市曽根町1-10-29 0725-33-2888

兵庫県 岩岡自動車株式会社 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷１５０８－１ 078-967-0209

兵庫県 嵯峨山モータース 兵庫県神戸市長田区水笠通１丁目１-５７ 078-611-2333

兵庫県 北但自動車株式会社 兵庫県豊岡市弥栄町1-28 0796-23-1221

兵庫県 有限会社オレンジ 兵庫県豊岡市出石町福住１１６８ 0796-52-5162

兵庫県 有限会社後藤サービス　本店 兵庫県豊岡市下宮１０７０－１ 0796-22-5233

兵庫県 氷上自動車工業株式会社 兵庫県丹波市氷上町北野108-1 0795-82-6211

兵庫県 有限会社神鍋自動車工業 兵庫県豊岡市日高町十戸９８－１ 0796-44-0321

兵庫県 北陽工業 兵庫県豊岡市竹野町竹野2841-1 0796-47-1101

兵庫県 三和カードック 兵庫県美方郡新温泉町福富240-1 0796-82-3210

兵庫県 株式会社カーズワールド　スズキアリーナ姫路中央 兵庫県姫路市北条口３丁目２番地 079-285-4141

兵庫県 株式会社エムアンドエム 兵庫県姫路市広畑区蒲田３４-３ 079-238-1515

兵庫県 株式会社山本サービス 兵庫県姫路市広畑区北野町２丁目４４－２ 079-236-1357

兵庫県 有限会社共栄綜合自動車工業 兵庫県宍粟市山崎町杉ケ瀬311－1 0790-62-0091

兵庫県 中村モータース 兵庫県宍粟市波賀町安賀２４２－６ 0790-75-2137
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兵庫県 こやまおーと　本店 兵庫県三木市細川町細川中５ 0794-82-3861

兵庫県 有限会社春岡自動車販売 兵庫県明石市大蔵八幡町６－８ 078-912-2262

兵庫県 井上自動車整備工場 兵庫県加東市出水398 0795-42-2614

兵庫県 ＨＯＲＡＩ　ＭＯＴＯＲＳ 兵庫県加東市大門690 0795-43-8105

兵庫県 有限会社栗山自動車工業所 兵庫県加古川市米田町船頭５８８番地 079-432-4306

兵庫県 株式会社大西自動車 兵庫県加古川市平岡町高畑２６３－１ 079-424-1567

兵庫県 株式会社タテワキモータース 兵庫県加古川市志方町上冨木２５７－１ 079-452-0351

兵庫県 株式会社小野カーセンター　サービス工場 兵庫県小野市天神町１１８５－９ 0794-63-5915

兵庫県 有限会社サンキョウ自動車 兵庫県小野市天神町９５８番地 0794-63-2955

兵庫県 株式会社三元自動車 兵庫県小野市王子町605 0794-63-0811

兵庫県 和田モータース 兵庫県西脇市和田町７１０－１ 0795-22-2560

兵庫県 有限会社サンケイ自動車工作所 兵庫県西脇市明楽寺町１８９－２ 0795-27-0306

兵庫県 株式会社カンベ自動車 兵庫県加東市穂積366 0795-48-2113

兵庫県 有限会社生田モータース 兵庫県西脇市黒田庄町津万井３３２番地の4 0795-28-2665

兵庫県 株式会社澤田モータース 兵庫県朝来市生野町口銀谷2372 079-679-3183

兵庫県 株式会社澤田モータース　朝来工場　南但モータース 兵庫県朝来市新井166-3 079-677-0231

兵庫県 有限会社朝来整備 兵庫県朝来市岩津３７６－１ 079-677-0293

兵庫県 株式会社小林モータース　本社 兵庫県佐用郡佐用町力万615 0790-86-0812

奈良県 株式会社桜井自動車工業 奈良県桜井市大字大泉１１１番地の１ 0744-43-0550

和歌山県 ERFOLG AUTO 和歌山県和歌山市朝日889-6 073-460-9849

和歌山県 株式会社アライズ　アールエムガレージ 和歌山県和歌山市出島34-14 073-475-5567

和歌山県 有限会社前山鈑金 和歌山県和歌山市有本417-13 073-423-6416

和歌山県 有限会社平田自動車商会 和歌山県和歌山市小雑賀103-6 073-423-3515

和歌山県 株式会社コザイカ 和歌山県和歌山市小雑賀3-4-87 073-436-0083

和歌山県 株式会社田中モータース 和歌山県日高郡日高川町船津830番地の1 0738-54-0201

和歌山県 合資会社蓬莱自動車工作所 和歌山県新宮市田鶴原町１－１－１８ 0735-21-1130

和歌山県 太田自動車サービス 和歌山県新宮市南檜杖１５５－１ 0735-22-5813

和歌山県 オートサロンＮＩＳＨＩ 和歌山県新宮市佐野３丁目２-２ 0735-31-8831

和歌山県 株式会社北垣　北垣モータース 和歌山県日高郡日高町大字志賀508番地の1 0738-63-2178

和歌山県 御坊自動車整備協同組合 和歌山県御坊市藤田町吉田422 0738-22-1947

和歌山県 株式会社Ｇｌｏｂａｌ．Ｉ 和歌山県東牟婁郡串本町くじの川１０６６－１ 090-2044-8949

和歌山県 Ｃａｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔ　ＴＡＮＡＫＡ 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井1469-1 0735-54-0950

鳥取県 株式会社三広自動車整備工場 鳥取県鳥取市吉成７７０－１３ 0857-53-2155

島根県 株式会社マツダオートザム松江 島根県松江市西尾町１５番地８ 0852-39-0789

島根県 琴弾技研株式会社 島根県飯石郡飯南町佐見７５２－５ 0854-72-0976

島根県 有限会社神戸川オートサービス 島根県出雲市知井宮町156-6 0853-22-5860

島根県 有限会社土次自動車商会 島根県出雲市佐田町東村３８１－１ 0853-85-2153

島根県 有限会社小林モータース 島根県邑智郡邑南町下田所144-4 0855-83-0222

島根県 株式会社ブルーコーンズ 島根県浜田市久代町９－２ 0855-28-3551

島根県 Ｋｅｅｐｒｉｄｅ 島根県益田市乙吉町イ３４１－８ 0856-32-3466

島根県 カーライフサポートピットイン 島根県雲南市加茂町岩倉７２６－８ 0854-49-9022

岡山県 株式会社カートップ 岡山県岡山市南区青江６丁目３-８ 086-222-3553

岡山県 株式会社ヤマネモータース 岡山県岡山市北区青江４丁目２２－３０ 086-233-1212

岡山県 三友自動車株式会社 岡山県岡山市北区一宮山崎２６０－１ 086-284-1000

岡山県 株式会社エコピット 岡山県岡山市東区九蟠1119-8 086-948-2891

岡山県 株式会社大村モータース 岡山県玉野市田井１－３－１７ 0863-31-1811

岡山県 有限会社カーライフフジワラ 岡山県倉敷市新田2868-4 086-421-0122

岡山県 株式会社シシドモータース 岡山県笠岡市小平井1685-4 0865-63-1231

岡山県 有限会社ガッツヤマオカ 岡山県小田郡矢掛町小田6542-3 0866-83-2722

岡山県 森六自動車株式会社 岡山県新見市新見１０２４－５ 0867-72-0696
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広島県 ＴＳ　サービス　 広島県福山市駅家町近田101-5 084-977-1345

広島県 有限会社ダックヒル 広島県福山市神辺町大字新湯野35-4 084-960-0258

広島県 有限会社東洋自動車商会 広島県福山市神辺町大字川南663番地 084-963-3283

広島県 Create Factory 株式会社N&C 広島県福山市神辺町新徳田３４９－５ 084-965-6136

広島県 スズキフロンテ福山販売株式会社 広島県福山市引野町５－２９－９ 084-941-7601

広島県 有限会社アクティブガレージ　ＡＣＴＩＶＥ　ＧＡＲＡＧＥ 広島県福山市南手城町４丁目１１－３ 084-973-7307

広島県 株式会社福山自動車検査場　車検の速太郎福山店 広島県福山市南蔵王町５丁目８－２０ 084-941-8880

広島県 株式会社三和 広島県三原市大和町下徳良160番地１ 0847-33-1111

広島県 モーターベース 広島県広島市安佐南区西原１丁目１０－６ 082-962-4081

広島県 有限会社カーステーション織田　スズキパルキタ 広島県山県郡北広島町蔵迫534-1 0826-73-0533

広島県 株式会社ハーツ 広島県広島市佐伯区五日市町石内3992 082-926-2082

広島県 Ａ．ｏｎｅ　エイワン 広島県広島市佐伯区八幡東1丁目33-9 082-926-3362

広島県 株式会社クラウディア　本社 広島県安芸郡府中町茂陰2-4-10 082-287-0355

広島県 有限会社稲垣自動車 広島県広島市安芸区船越南３丁目２４－３２ 082-823-1323

広島県 株式会社宮内スズキ　オートプラン 広島県廿日市市平良１丁目５－４６ 0829-30-6511

広島県 有限会社木本四輪 広島県廿日市市地御前1-9-25 0829-36-0419

広島県 湖畔株式会社　車楽工房　西条店 広島県東広島市西条町御薗宇3417-1 082-423-6941

広島県 今岡モータース 広島県東広島市西条町馬木６１６－２ 082-425-1734

広島県 有限会社大竹新菱自動車 広島県大竹市黒川１丁目８－２８ 0827-57-3336

山口県 國本自動車サービス 山口県熊毛郡平生町曽根１９８２－１１ 0820-56-5801

山口県 株式会社大島商会 山口県熊毛郡田布施町別府1690-1 0820-55-5011

山口県 株式会社サンワ 山口県大島郡周防大島町大字西安下庄518番地の3 0820-77-1075

山口県 サンロード 山口県光市小周防1880-1 0833-77-1000

山口県 ミスターバンブー 山口県山陽小野田市北竜王町８-２３ 0836-84-5278

山口県 車輪商会 山口県宇部市大字東須恵2285-3 0836-55-5546

徳島県 株式会社シンユウ　本社 徳島県徳島市川内町中島１２６ 088-665-8150

香川県 合同会社讃岐メグロモータース 香川県坂出市府中町214-8 0877-48-0901

香川県 ガレージＫ－ＳＰＯＲＴＳ 香川県さぬき市寒川町石田西1574-4 0879-43-6089

香川県 自動車整備工場車矢 香川県東かがわ市馬宿425-7 0879-33-3366

香川県 TAKE ONE　テイクワン 香川県高松市三名町５６５－４ 087-887-7567

愛媛県 有限会社野村自動車 愛媛県伊予郡松前町上高柳532 089-984-8303

愛媛県 有限会社城川モータース 愛媛県西予市城川町嘉喜尾4895-2 0894-82-0135

高知県 有限会社清水車検整備　ジョイカル土佐清水店 高知県土佐清水市汐見町3-20 0880-82-2171

福岡県 東谷石油株式会社　高津尾SS 福岡県北九州市小倉南区高津尾130-4 093-452-1110

福岡県 三宅モータース株式会社 福岡県北九州市小倉北区大手町２－１２ 093-571-1586

福岡県 有限会社ビッグバン 福岡県北九州市八幡西区大字野面729-１ 093-618-9311

福岡県 合資会社ＫＯモータース 福岡県北九州市若松区古前１丁目３－２９ 093-771-2468

福岡県 西南自動車工業株式会社　本社工場 福岡県福岡市西区福重３丁目１－１１ 092-891-4411

福岡県 株式会社来島自動車 福岡県宮若市長井鶴204-2 0949-32-0881

福岡県 有限会社タカキオート 福岡県久留米市大善寺町夜明376-4 0942-27-1200

福岡県 山口車体工業株式会社 福岡県うきは市浮羽町朝田255－1 0943-77-2131

佐賀県 株式会社城島自動車　本社 佐賀県伊万里市二里町八谷搦115番地6 0955-23-3108

佐賀県 有限会社坂口モータース 佐賀県杵島郡白石町大字横手３１８－８ 0952-84-2610

佐賀県 株式会社中央モータース 佐賀県鹿島市高津原４１６９-２ 0954-63-2684

長崎県 オートサービスオオムラ 長崎県長崎市野母町1169-1 095-893-2732

長崎県 ミズキオート 長崎県西海市西彼町鳥加郷1983-13 0959-28-0102

長崎県 株式会社井上自動車 長崎県雲仙市南串山町丙１９１０－２ 0957-88-2221

長崎県 南星自動車有限会社 長崎県島原市白山町20番地１ 0957-64-3108

長崎県 有限会社オートボディーサービス綾部 長崎県大村市荒瀬町226番地１ 0957-55-9174

長崎県 有限会社ミノルオートサービス 長崎県大村市富の原２丁目７５４ 0957-55-1122
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長崎県 有限会社オートメカニック福富 長崎県大村市今津町1419-3 0957-54-3137

長崎県 有限会社志田オートサービス 長崎県大村市協和町831 0957-53-2421

長崎県 有限会社島﨑ボデー 長崎県佐世保市崎岡町３１５１－１ 0956-38-0629

長崎県 株式会社タゾエ　カーライフステーション・タゾエ 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷42-3 0956-82-2327

長崎県 有限会社サンキューカーサービス 長崎県佐世保市江迎町赤坂２８３－１８ 0956-65-3105

長崎県 有限会社川野自動車 長崎県東彼杵郡波佐見町永尾郷４４３－２ 0956-85-5854

熊本県 鹿本中央自動車整備協業組合 熊本県山鹿市南島８６５－１ 0968-44-6150

熊本県 株式会社オートメカニカル　本店 熊本県上益城郡御船町辺田見９２７-１ 096-282-1952

熊本県 宮本自動車整備工場 熊本県熊本市南区富合町廻江817-3 096-357-8637

熊本県 有限会社ダイハツ城南 熊本県熊本市南区城南町下宮地８８５-２ 0964-28-8117

熊本県 カーメイク・ドルフィン　本店 熊本県宇城市豊野町安見3400番地１ 0964-45-2780

熊本県 有限会社岡田自動車 熊本県天草市栖本町湯船原７６３－１ 0969-66-2162

熊本県 耕栄自動車工業有限会社 熊本県天草市有明町上津浦１５２３ 0969-53-0472

熊本県 マキノセ自動車マックスハート 熊本県熊本市東区小山6-20-60 096-389-1860

熊本県 株式会社浜本商会 熊本県天草市小松原町１０－１７ 0969-23-2323

熊本県 有限会社浜石油　本店 熊本県天草市楠浦町１０２６－１ 0969-22-3353

熊本県 佐々木車輌整備工場 熊本県天草市五和町手野一丁目４９０番地3 0969-34-0131

熊本県 佐々木車輌整備工場 熊本県天草市五和町手野1丁目４９０－３ 0969-34-0131

熊本県 森山モータース 熊本県玉名市岩崎７９－１ 0968-74-3535

熊本県 島石油株式会社 熊本県八代市新浜町２－７ 0965-35-1155

熊本県 ヴォーグ株式会社　Ｇａｒａｇｅ　ＶＯＧＵＥ 熊本県八代市平山新町4989番地１ 0965-31-1038

熊本県 株式会社カーライフ　本店 熊本県八代市田中西町15－25 0965-33-2355

熊本県 有限会社ガレージ・イン　本店 熊本県上天草市大矢野町上２３４３－１ 0964-56-5222

熊本県 合名会社宮村商店　アプリコ熊本店　車検のコバック八代千丁店 熊本県八代市千丁町太牟田２２７１－１ 0965-43-5077

大分県 有限会社ヒットロード 大分県大分市三佐９６８－２ 097-521-6671

大分県 株式会社土屋車輌　車検センター 大分県大分市西新地1-3-32 097-558-6420

大分県 株式会社カートピアキクチ 大分県中津市大字一ツ松382-1 0979-22-2224

大分県 有限会社安岐モータース　車検のコバック大分空港店 大分県国東市安岐町下原1450 0978-67-0420

大分県 有限会社小野自動車工場 大分県別府市石垣東10丁目5番47号 0977-21-5550

大分県 有限会社カーステーションエムアイ　本店 大分県日田市下井手町15 0973-22-0880

大分県 有限会社川嶋モータース 大分県速見郡日出町2255-3 0977-72-2123

大分県 株式会社ＮＥＫＳ　ＪＡＰＡＮ　車検のコバック挟間店 大分県由布市挾間町挟間727-1 097-583-6589

大分県 株式会社ＮＥＫＳ　ＪＡＰＡＮ　本社鈑金工場 大分県由布市挾間町挟間771-5 097-578-8586

宮崎県 有限会社カーセンター延岡 宮崎県延岡市稲葉崎町４丁目２１５－２３ 0982-22-0471

鹿児島県 株式会社エイトリング　エイトモータース 鹿児島県鹿児島市喜入町6048-4 099-296-7180

鹿児島県 吉松自動車有限会社 鹿児島県姶良郡湧水町川西１５３４－２ 0995-75-2055


