
都道府県 店舗等名 住所 電話番号

北海道 株式会社　タイヤ工房 北海道札幌市北区北32条西9丁目5-18 011-738-0610

北海道 (有)ｸﾞﾗｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 北海道札幌市北区新琴似１条4丁目7-15 011-766-7770

北海道 日免　スーパーアークス新琴似 北海道札幌市北区新琴似4条17丁目1-25 011-776-6550

北海道 日本平中自動車販売(株) 北海道札幌市北区新琴似町574 011-763-2767

北海道 日免オートシステム　スズキ新琴似 北海道札幌市北区新琴似町766番地 011-769-4141

北海道 ㈱ｽｽﾞｷﾚﾋﾟｵ　ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ新川ｲﾝﾀｰ店 北海道札幌市北区新川2条8丁目3-5 011-769-1023

北海道 タイヤガーデン新札幌新川 北海道札幌市北区新川四条16-2-12 011-768-1155

北海道 (有)渡辺自動車 北海道札幌市北区新川5条1丁目6 011-716-3330

北海道 (株)ADVANTAGE 北海道札幌市北区新川651-19 011-769-0270

北海道 新日本タイヤ販売㈱新川店 北海道札幌市北区新川７１１－３ 011-764-2510

北海道 新日本タイヤ販売㈱新琴似店 北海道札幌市北区新川７００－４ 011-769-2510

北海道 新日本タイヤ販売㈱屯田店 北海道札幌市北区屯田七条３－１０－２０ 011-774-2510

北海道 株式会社軽自動車館　札幌本店 北海道札幌市北区屯田十条3-7-2 011-776-1000

北海道 日免オートシステム　スズキ篠路 北海道札幌市北区篠路10条1丁目4-1 011-772-1070

北海道 日免オートシステム株式会社 北海道札幌市北区東茨戸1条1丁目8番5号 011-774-3111

北海道 平野自動車工業㈱ 北海道札幌市白石区中央3条5丁目6番8号 011-861-6063

北海道 (有)新整自動車工業 北海道札幌市白石区中央3条4丁目5番24号 011-841-0682

北海道 ㈱北寝自動車整備 北海道札幌市白石区南郷通1丁目南7番5号 011-864-4856

北海道 ㈱宮田自動車商会テクニカルセンター 北海道札幌市白石区本通17丁目北17-59 011-799-4577

北海道 豊和自動車㈱　菊水店 北海道札幌市白石区菊水９条４丁目２－４ 011-821-0061

北海道 札幌佐藤自動車整備興業㈱ 北海道札幌市白石区菊水上町3条3丁目52番地 011-811-2461

北海道 ㈲アルミ館 北海道札幌市白石区菊水元町八条２－１－１０ 011-871-8808

北海道 株式会社札幌第一モータース 北海道札幌市白石区北郷二条１２丁目４－２４ 011-879-3970

北海道 東日本自動車タイヤ株式会社 北海道札幌市白石区北郷3条14丁目1-36 011-875-3151

北海道 株式会社札幌第一モータース 北海道札幌市白石区北郷2条12丁目4番24号 011-879-3970

北海道 (有)カー工房ウィン 北海道札幌市白石区米里1条3丁目7番15号 011-873-7337

北海道 ㈱ガレージアウトプット 北海道札幌市白石区米里2条3丁目4-40 011-872-3362

北海道 サッポロ日昭自動車株式会社 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌２５１１番１ 011-892-2484

北海道 松下自工株式会社 北海道札幌市厚別区大谷地東１丁目４-１５ 011-891-3301

北海道 株式会社テクニカルオート 北海道札幌市厚別区大谷地東１丁目４-２０ 011-891-0794

北海道 （株）ニューフレンドリー 北海道札幌市厚別区大谷地西1丁目3-5 011-892-7911

北海道 株式会社　ニューフレンドリー 北海道札幌市厚別区大谷地西5丁目3-5 011-892-7911

北海道 株式会社軽自動車館　新さっぽろ店 北海道札幌市厚別区厚別中央2条3丁目8-13 011-895-0200

北海道 ジェームス厚別通店 北海道札幌市厚別区厚別西5条 3-1-1 011-801-3161

北海道 有限会社オートプラン 北海道札幌市清田区里塚１条１丁目１-１４ 011-889-0011

北海道 カートピアジャンボ株式会社 北海道札幌市清田区里塚１条１丁目１０-１ 011-885-0001

北海道 ㈱ｽｽﾞｷﾚﾋﾟｵ スズキアリーナ札幌美しが丘店 北海道札幌市清田区美しが丘１条８丁目３１６-４２ 011-375-1231

北海道 東日本自動車タイヤ㈱清田店 北海道札幌市清田区真栄一条１－１－２３ 011-882-1670

北海道 中和石油㈱　美しが丘工場 北海道札幌市清田区真栄４条５丁目19-10 011-802-8257

北海道 有限会社オートキャリアサービス 北海道札幌市清田区真栄３２２番地 011-807-5027

北海道 有限会社清田自工 北海道札幌市清田区清田２条２丁目２０-１５ 011-881-2501

北海道 株式会社エスクラフト 北海道札幌市清田区北野６条２丁目１１番 011-594-8233

北海道 株式会社広川自動車工業 北海道札幌市清田区平岡２条２丁目１-２ 011-882-1448

北海道 株式会社軽自動車館　札幌南店 北海道札幌市南区川沿１２条１丁目１－９０ 011-206-4244

北海道 ｽﾃｯﾌﾟｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 北海道札幌市南区北ノ沢1729-3 011-572-8180

北海道 ジェームス石山店 北海道札幌市南区石山1条 5-339-1 011-593-2211

北海道 (有)ﾃｨｰｴｽ自動車工業 北海道札幌市手稲区西宮の沢2条1丁目2-10 011-664-2327

北海道 札幌日産自動車㈱　手稲店 北海道札幌市手稲区手稲本町3条3丁目7-1 011-683-4123

北海道 (有)山岸自動車工業 北海道札幌市手稲区稲穂2条6丁目2-15 011-682-8950

北海道 (株)札晃技研 北海道札幌市手稲区前田1条10丁目4-3 011-694-3101
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北海道 東部ﾀﾞｲﾊﾂ株式会社ﾌﾞﾘｯｼﾞ下手稲通り店　 北海道札幌市手稲区前田6条7丁目1-6 011-688-1000

北海道 (有)手稲自動車板金工業 北海道札幌市手稲区前田12条10丁目21-15 011-682-5012

北海道 有限会社オートオフィスサポート 北海道札幌市東区東雁来町300-30 011-791-8344

北海道 株式会社軽自動車館　札幌東店 北海道札幌市東区東雁来２条１丁目１－２４ 011-792-7805

北海道 (有)フロム 北海道札幌市東区東雁来3条1丁目4番11号 011-827-5122

北海道 日昇自動車販売株式会社　オニキス札幌店 北海道札幌市東区北44条東1丁目1-21 011-704-3002

北海道 株式会社オートコミュニケーションズ オ二キス札幌店 北海道札幌市東区北四十四条東1-1-21 011-704-3002

北海道 ジェームス百合が原店 北海道札幌市東区北49条東16丁目1番1号 011-780-1313

北海道 株式会社　エクシード 北海道札幌市東区伏古7条5丁目4-15 011-783-8833

北海道 ㈱光生舎モータース 北海道札幌市東区伏古14条3丁目11番13号 011-787-6685

北海道 （株）サンライズモータース　 北海道函館市日乃出町22-25 0138-51-6631

北海道 （有）カーショップニシノ 北海道函館市桔梗町418-121 0138-34-7722

北海道 タイヤ館 函館桔梗店 北海道函館市桔梗町２－１９－１２ 0138-46-7778

北海道 （有）モータース函館　 北海道函館市港町1-17-1 0138-43-9038

北海道 石川自動車工業（株） 北海道函館市西桔梗町854-7 0138-49-8000

北海道 ジェームス西桔梗店 北海道函館市西桔梗町 838-2 0138-48-7700

北海道 株式会社軽自動車館　函館店 北海道函館市西桔梗町515-10 0138-48-7070

北海道 輪島電装 株式会社 北海道函館市西桔梗町854-5 0138-48-8181

北海道 千代田電装工業(株)函館支店 北海道函館市西桔梗町862-12 0138-48-9100

北海道 ジェームス本通店 北海道函館市本通3丁目29番7号 0138-51-5300

北海道 松友オ－ト（株） 北海道函館市深堀町13-3 0138-51-5151

北海道 有限会社 桧山ハイヤー 北海道檜山郡江差町字新地町8-2 0139-52-0155

北海道 共栄自動車（株） 北海道虻田郡倶知安町北6条東1丁目14番地 0136-22-0168

北海道 （株）信菱自工 北海道虻田郡倶知安町字高砂246番地 0136-22-1188

北海道 株式会社 フレンドタクシー 北海道岩内郡岩内町字清住6 0135-62-1124

北海道 ジェームス余市 北海道余市郡余市町黒川町1088-14（ﾄﾖﾀｶﾛ-ﾗ札幌　ｼﾞｮｲｯｸ余市内） 0135-23-6611

北海道 日免オートシステム　小樽店 北海道小樽市築港8番4号 0134-21-0222

北海道 小樽つばめ交通 株式会社 北海道小樽市長橋４丁目6-2 0134-27-2111

北海道 北海道産業㈱ 自動車整備小樽工場 北海道小樽市桜2丁目26-27 0134-52-2211

北海道 ワールド交通 株式会社 北海道寿都群寿都町字渡島町20-1 0136-33-2114

北海道 (有)高島自動車 北海道島牧郡島牧村字千走136番地 0136-74-5444

北海道 有限会社 北光ハイヤー 北海道上磯郡木古内町字本町252-3 01392-2-2259

北海道 森ハイヤー 北海道茅部郡森町字本町32 01374-2-2317

北海道 有限会社 八雲ハイヤー 北海道二海郡八雲町本町201-1 0137-62-2313

北海道 クラフト車検 北海道室蘭市崎守町３８７－１０ 0143-59-7575

北海道 有限会社 デンソーテクニカ 北海道伊達市船岡町138-2 0142-25-5679

北海道 光星タクシー 有限会社 北海道伊達市梅本町55番地2 0142-23-2628

北海道 株式会社軽自動車館　苫小牧店 北海道苫小牧市新開町4丁目7-18 0144-52-5500

北海道 軽自動車館苫小牧店 北海道苫小牧市新開町4丁目7-18 0144-52-5000

北海道 豊和自動車㈱　苫小牧店 北海道苫小牧市新開町3丁目16-2 0144-82-8989

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

北海道 ㈱ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ北海道苫小牧店 北海道苫小牧市新明町２－１－３ 0144-55-1116

北海道 有限会社ﾓﾘ自動車ｻｰﾋﾞｽ 北海道苫小牧市糸井町103-39 0144-74-8085

北海道 ㈲札幌ＴＭＳ 苫小牧店 北海道苫小牧市しらかば町６－１６－１８ 0144-72-4951

北海道 株式会社和田重機 北海道苫小牧市桜木町2丁目31-42 0144-73-9430

北海道 株式会社ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ 北海道苫小牧市日新町1丁目2番16号 0144-77-5518

北海道 株式会社ﾃｨｰｽﾞｵｰﾄ 北海道苫小牧市山手町2丁目2番7号 0144-84-1172

北海道 有限会社 むかわハイヤー 北海道勇払郡むかわ町末広2丁目137 0145-42-2141

北海道 ㈱日高西部農協機械センター 北海道沙流郡日高町富川西3丁目1番4号 01456-2-0497

北海道 株式会社伊藤商会　スズキアリーナ富川 北海道沙流郡日高町富川西3丁目5番1号 01456-3-1717
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北海道 (有)石川自動車板金 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目13-17 0146-42-1313

北海道 日免オートシステム　静内ピュア店 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町2丁目31番地1 0146-42-2006

北海道 株式会社伊藤商会　スズキ新ひだか 北海道日高郡新ひだか町静内山手町1丁目4番2号 0146-49-0151

北海道 (有)オクダ 北海道日高郡新ひだか町静内末広町1丁目1-17 0146-42-2233

北海道 日高地区ハイヤー協会 北海道浦河郡浦河町大通り2丁目28 0146-22-3153

北海道 タイヤセレクト室蘭 北海道登別市鷲別町5-27-7 0143-86-8815

北海道 有限会社ｻﾝｵｰﾄ新田自工 北海道白老郡白老町高砂町2丁目1-5 0144-82-4805

北海道 有限会社ｴﾓｰｼｮﾝ 北海道苫小牧市ときわ町3丁目17-26 0144-67-8815

北海道 株式会社ｸﾞﾛｰﾗｲｽﾞ 北海道苫小牧市美原町2丁目27-16 0144-84-1403

北海道 有限会社ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟｷﾖｶﾜ 北海道苫小牧市字錦岡46番地6 0144-68-8606

北海道 ｽｽﾞｷ販売苫小牧株式会社 北海道苫小牧市拓勇東町7丁目7-47 0144-55-3435

北海道 有限会社蔵重自工 北海道勇払郡厚真町表町52-7 0145-27-2111

北海道 株式会社鎌田自工 北海道勇払郡安平町追分若草2丁目27番地 01452-5-2039

北海道 有限会社 もんべつ交通 北海道沙流郡日高町門別本町64番地6 01456-2-5102

北海道 株式会社伊藤商会　スズキアリーナ新冠 北海道新冠郡新冠町字中央町5番地の28 0146-47-2820

北海道 株式会社軽自動車館 北海道札幌市中央区北5条西6丁目2番地2号 011-200-0312

北海道 株式会社クラーク自動車 北海道北広島市中の沢１７１番地 011-372-3232

北海道 株式会社オートパル 北海道北広島市共栄１番地 011-372-5500

北海道 ㈱イギー 北海道北広島市新富町西１－１－２５ 011-376-8111

北海道 株式会社ウィング 北海道北広島市緑ヶ丘７丁目8-6 011-376-3000

北海道 富士ハイヤー 株式会社 北海道恵庭市住吉町2丁目1番3号 0123-33-6271

北海道 有限会社すずらん車輛整備工場 北海道恵庭市相生町１３２番地 0123-32-2655

北海道 (株)SES 北海道石狩市花川南5丁目143 0133-76-6766

北海道 (株)ｱｲﾘｽ 北海道石狩市緑苑台東3条3丁目269 0133-76-6766

北海道 有限会社 平電気商会 北海道石狩郡当別町太美町1483番地 0133-26-2311

北海道 ジェームス札幌ドーム前店 北海道札幌市豊平区月寒東1条16丁目5番1号 011-858-3636

北海道 有限会社イサイズ 北海道札幌市豊平区月寒東３条１７丁目15-8 011-851-3000

北海道 (有)ヤナガワ 北海道札幌市豊平区月寒3条17丁目15-3 011-854-4345

北海道 豊和自動車㈱　本社 北海道札幌市豊平区旭町3丁目1番11号 011-831-0061

北海道 ジェームス琴似店 北海道札幌市西区山の手6条 1-17 011-632-5151

北海道 北海道産業㈱ 北海道札幌市西区西町北１７－１－１ 011-661-1323

北海道 西陵自動車(株) 北海道札幌市西区発寒１４条1丁目903-14 011-664-4166

北海道 (有)丸八庄田商会 北海道札幌市西区発寒17条14丁目1-45 011-663-4320

北海道 (有)相馬モータ―ス 北海道札幌市西区八軒10条12丁目4-27 011-612-5013

北海道 (有)ｸﾞﾛｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 北海道札幌市西区八軒10条西6丁目1-47 011-623-3261

北海道 ｾﾝﾄﾗﾙ自動車(株) 北海道札幌市西区八軒10条西12丁目 011-643-2951

北海道 ㈱高柳自動車ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ 北海道札幌市中央区南8条西1丁目13番地 011-511-0456

北海道 河辺石油㈱　札幌支店　札幌北給油所 北海道札幌市東区北25条東1丁目3-11 011-721-0246

北海道 タイヤガーデン札幌元町 北海道札幌市東区北二十六条東21-4-8 011-780-1155

北海道 (有)オートボディーかど 北海道千歳市根志越３４－５８ 0123-26-5152

北海道 道央交通 株式会社 北海道千歳市里美2丁目17-2 0123-28-5567

北海道 (有)東和自動車工業 北海道江別市緑町東1丁目21番地 011-382-3748

北海道 (有)堀江自動車工業 北海道江別市角山457番地の5 011-383-7141

北海道 ㈱北進自動車工業  ジョイピット江別店 北海道江別市弥生町23番地の17 011-380-5500

北海道 株式会社ＹＡＭ　ｌａ　ｂｅｌｌｅ　ｓｏｕｎｄｓ 北海道岩見沢市六条東4丁目14番地 0126-31-5090

北海道 ㈱カサデン　本社 北海道岩見沢市東町626-4 0126-22-4088

北海道 株式会社軽自動車館　いわみざわ店 北海道岩見沢市10条西20丁目1-1 0126-31-1001

北海道 夕張第一交通 株式会社 北海道夕張市若菜2番地16 0123-52-2215

北海道 岩見沢小型ハイヤー 株式会社 北海道岩見沢市志文町966-8 0126-23-3558

北海道 株式会社まつむら三笠工場 北海道三笠市弥生並木町４９番地 01267-6-8120
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北海道 日免オートシステム　三笠イオン店 北海道三笠市岡山1059-1 01267-2-3440

北海道 株式会社まつむら岩見沢工場 北海道岩見沢市上幌向南１条５丁目６９８番地 0126-26-1579

北海道 ｳｨﾝｸﾞｶﾞﾚｰｼﾞウコン 北海道江別市元野幌737-5 011-376-0640

北海道 東野幌自動車工業(有) 北海道江別市東野幌町17番2 011-385-1118

北海道 (有)ｵ-ﾄﾌｧｸﾄﾘｰ 北海道江別市大麻455番地の23 011-386-1520

北海道 (有)大麻自動車 北海道江別市大麻463番地3 011-387-0741

北海道 (有)萬屋Car本舗 北海道江別市大麻桜木町18番地の10 011-386-1999

北海道 有限会社 庄司電機工業 北海道夕張郡由仁町古川286番地 01238-3-3588

北海道 株式会社 栗山ハイヤー 北海道夕張郡栗山町字中里61-49 0800-808-1147

北海道 (有)T・S　REV　LMIT 北海道旭川市新星町１丁目１－４７ 0166-21-4530

北海道 有限会社フィスト 北海道旭川市東７条3-1-16 0166-29-1230

北海道 道輪工業㈱ 北海道旭川市９条通９丁目右１ 0166-26-3371

北海道 道北バス株式会社整備工場 北海道旭川市近文町16丁目2698-1-3 0166-51-5234

北海道 株式会社軽自動車館　旭川店 北海道旭川市忠和4条8丁目1-12 0166-60-3366

北海道 株式会社 中富良野ハイヤー 北海道空知郡中富良野町南町6番6号 0167-44-2331

北海道 東交ハイヤー 株式会社 北海道上川郡東川町東町1丁目3番13号 0166-82-2530

北海道 ちどりハイヤー 株式会社 北海道上川郡東神楽町南1条東1丁目1番6号 0166-83-2645

北海道 有限会社　ランマーケット 北海道旭川市東鷹栖4線10 0166-57-4158

北海道 ㈲ランマーケット 北海道旭川市東鷹栖４線１０ 0166-57-4158

北海道 北星三星交通株式会社 北海道滝川市明神町2丁目1-15 0125-53-3457

北海道 北星交通 株式会社 北海道滝川市泉町150番地 0125-23-4649

北海道 ㈱カサデン　砂川営業所 北海道砂川市東1条北15丁目1-1 0125-54-3650

北海道 株式会社　MKアシスト 北海道滝川市流通団地3丁目3-5 0125-23-8883

北海道 音江ハイヤー 有限会社 北海道深川市三条10-3 0167-22-2424

北海道 ジェームス芦別店 北海道芦別市北7条西4丁目3番1号（ﾄﾖﾀｶﾛ-ﾗ札幌　芦別店内） 0124-22-5050

北海道 株式会社芦別モータース 北海道芦別市南3条東1丁目3 0124-22-3335

北海道 株式会社 富良野タクシー 北海道富良野市本町2番3号 0167-22-3516

北海道 北央電装 株式会社 北海道富良野市桂木町1-15 0167-22-2524

北海道 小鳩交通 株式会社 北海道留萌市沖見町3丁目91 0164-42-2233

北海道 株式会社 沿岸ハイヤー 北海道苫前郡羽幌町南3条2丁目2番地-2 0164-62-1551

北海道 ㈱伊藤モータース 北海道旭川市工業団地１条１－１－２１ 0166-36-1830

北海道 ジェームス神楽岡店 北海道旭川市神楽岡14条9丁目1番3号 0166-60-5711

北海道 昭和ハイヤー 株式会社 北海道美唄市光珠内北652-26 0126-63-3076

北海道 千代田電装工業(株)永山サービスセンター 北海道旭川市永山2条9丁目1-31 0166-48-4235

北海道 千代田電装工業㈱永山サービスセンター 北海道旭川市永山2条9丁目1番31号 0166-48-4235

北海道 ジェームス永山店 北海道旭川市永山3条 13-1-3 0166-49-4777

北海道 株式会社　タイヤランド旭川 北海道旭川市永山北1条6丁目1-18 0166-48-8715

北海道 小鳩交通 株式会社 北海道旭川市永山北１条8丁目33-1 0166-47-0040

北海道 株式会社オカモトカーライフマーケティングカンパニーピットオフ大通店 北海道帯広市大通南27丁目14番地 0155-20-7180

北海道 株式会社 まりもハイヤー 北海道帯広市大通南17-12 0155-23-3839

北海道 株式会社軽自動車館　帯広店 北海道帯広市西5条南31丁目3-11 0155-28-7755

北海道 SUPER PIT中央店 北海道帯広市西8条南9丁目10番地 0155-22-3333

北海道 モーターショップカミシマ 北海道帯広市西12条南1丁目 0155-36-1136

北海道 有限会社松村自動車 北海道帯広市西18条北1丁目14番地 0155-33-8055

北海道 フラット7　柏林台店 北海道帯広市西18条北1丁目17番地30 0155-67-8678

北海道 ジェームス音更店 北海道河東郡音更町木野大通東14丁目2－18 0155-43-5511

北海道 有限会社鷲見モータース 北海道河東郡音更町木野大通東3丁目2番地6 0155-31-5533

北海道 クボタ自動車販売㈱ 北海道河東郡音更町木野大通東2丁目1-21 0155-31-2150

北海道 株式会社オカモトカーライフマーケティングカンパニーピットオフ音更店 北海道河東郡音更町木野大通西13丁目1番地26 0155-31-1112

北海道 スズラン企業株式会社ロードクラフト帯広店 北海道帯広市稲田町南8線西12番地 0155-48-3648
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北海道 有限会社士幌自動車 北海道河東郡士幌町字士幌西1線166番地7 01564-5-2125

北海道 有限会社西部自動車整備工場 北海道河東郡士幌町西2線163番地 01564-5-2602

北海道 有限会社 士幌ハイヤー 北海道河東郡士幌町字士幌西2線158番地 01564-5-2061

北海道 啓北自工所 北海道帯広市西20条北1丁目4番地1 0155-33-2579

北海道 株式会社シバタ西営業所 北海道帯広市西23条北2丁目17番地18 0155-37-4371

北海道 ＴＫタクシー 株式会社 北海道帯広市西十九条南1丁目7番地30 0155-33-8515

北海道 株式会社オカモトカーライフマーケティングカンパニーピットオフ西帯広店 北海道帯広市西22条南3丁目1-1 0155-58-4700

北海道 有限会社屈足自動車整備工場 北海道上川郡新得町屈足緑町3丁目6 01566-5-2256

北海道 有限会社江崎自動車整備工場 北海道河西郡芽室町東3条2丁目8番地 0155-62-2403

北海道 有限会社芽室自動車整備工場 北海道河西郡芽室町東3条10丁目1番地5 0155-62-2959

北海道 株式会社谷口自動車工業 北海道河西郡芽室町東４条９丁目１ 0155-62-3131

北海道 株式会社谷口自動車工業 北海道河西郡芽室町東4条9丁目1番地 0155-62-3131

北海道 有限会社阿部自動車 北海道河西郡芽室町東6条10丁目7番地2 0155-62-2014

北海道 株式会社UNITED CARS 北海道河西郡芽室町東6条10丁目1番地2 0155-67-8484

北海道 有限会社川野自動車工業 北海道河西郡芽室町西8条6丁目 0155-62-4567

北海道 有限会社ウィズ 北海道河西郡芽室町上芽室基線8番地5 0155-61-2288

北海道 有限会社小山自動車 北海道河西郡芽室町上美生4線37番地 0155-66-2440

北海道 有限会社池田車両整備工場 北海道中川郡池田町字利別東町3番地6 01557-2-2427

北海道 タイヤ館釧路 北海道釧路市鳥取大通４－３－３ 0154-55-4533

北海道 ジェームス星が浦店 北海道釧路市星が浦大通 4-3-40 0154-54-3060

北海道 株式会社軽自動車館　釧路店 北海道釧路市豊川町19-16 0154-24-6661

北海道 有限会社 阿寒観光ハイヤー 北海道釧路市阿寒町新町2丁目4-7 0154-66-3221

北海道 舟橋電装 有限会社 北海道標津郡中標津町東13条南10丁目6-5 01537-2-2871

北海道 日東交通 株式会社 北海道標津郡中標津町東1条北1丁目7番地 0153-72-3697

北海道 根室ハイヤー 株式会社 北海道根室市西浜町1丁目1番地 0153-24-4153

北海道 株式会社 小鳩自動車工業 北海道釧路郡釧路町木場1-10-1 0154-37-6666

北海道 第一共栄交通 株式会社 北海道釧路郡釧路町光和1丁目2番地 0154-36-9111

北海道 一井自動車整備工場 北海道厚岸郡浜中町仲の浜36 0153-62-3308

北海道 有限会社 摩周ハイヤー 北海道上川郡弟子屈町朝日1丁目5-33 015-482-2485

北海道 興農産業株式会社自動車整備工場 北海道中川郡幕別町相川801 0155-54-2016

北海道 川西農業協同組合農業機械管理センター 北海道帯広市川西町西2線61 0155-59-2919

北海道 上田自動車工業株式会社 北海道帯広市大正本町本通2丁目新4番地 0155-64-5115

北海道 JA中札内村自動車整備工場 北海道河西郡中札内村東2条南2丁目 0155-68-3920

北海道 斉藤車両商会 北海道中川郡幕別町忠類本町111番地 01558-8-2564

北海道 忠類農協車輌農機具サービスセンター 北海道中川郡幕別町忠類本町94番地 01558-8-2231

北海道 有限会社三浦自動車工業 北海道広尾郡大樹町鏡町1番地42 01558-6-4037

北海道 有限会社 雅交通 北海道広尾郡大樹町高校通26-6 01558-6-5114

北海道 株式会社オートサービスヤマグチ 北海道広尾郡広尾町並木通東3丁目34番地 01558-2-3046

北海道 足寄タクシー 有限会社 北海道足寄郡足寄町南1条3丁目3 0156-25-2666

北海道 有限会社ムトウ自動車 北海道足寄郡足寄町南3条4丁目2番地 01562-5-2578

北海道 有限会社新藤モータース 北海道足寄郡陸別町字陸別東1条1丁目12番地 01562-7-4141

北海道 浦幌町農業協同組合車輌整備工場 北海道十勝郡浦幌町字新町15番地16 01557-6-3962

北海道 株式会社軽自動車館　北見店 北海道北見市小泉498-1 0157-69-2000

北海道 株式会社カーエージェント・ナカムラ 北海道網走郡美幌町字仲町２丁目９１番地 0152-77-3880

北海道 菅井自動車工業 北海道紋別市北浜町３丁目５－９ 0158-26-2525

北海道 紋別観光ハイヤー 株式会社 北海道紋別市真砂町3丁目3－23 0158-24-3371

北海道 北海道マツダ販売株式会社　士別店 北海道士別市大通北7丁目177 0165-23-4105

北海道 名寄交通 株式会社 北海道名寄市西4条北3丁目12番地 01654-2-4426

北海道 北都ハイヤー 株式会社 北海道稚内市潮見5丁目5番 0162-33-3818

北海道 稚内日の丸交通 株式会社 北海道稚内市潮見１丁目4-33 0162-23-6434
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北海道 (有)エレクトリックフジ 北海道稚内市朝日6丁目1-1 0162-34-2588

北海道 りしりハイヤー 株式会社 北海道利尻郡利尻町沓形字本町22番地 01638-4-2252

北海道 有限会社 末広ハイヤー 北海道紋別郡遠軽町大通南4丁目2-4 0158-42-3151

北海道 （株）ゴトー車輌サービス 北海道北見市豊地1-26 0157-66-0031

北海道 桑原電装　株式会社 北海道北見市豊地１－１２ 0157-36-8777

北海道 フェアーズクルー 北海道北見市端野町三区５６７－２ 0157-33-4151

北海道 株式会社 ジャパンリムジンサービス 北海道網走郡大空町女満別本通３丁目1-25 0152-74-3111

青森県 げんき自動車株式会社 青森県青森市大字八ツ役字矢作74-7 017-752-9741

青森県 ㈱フジモーターズ　青森営業所 青森県青森市第二問屋町4-3-9 017-739-0151

青森県 株式会社タイヤセンター泉谷　青森店 青森県青森市妙見3丁目1-46 017-738-2300

青森県 ㈲山谷オートサービス 青森県青森市大字新町野字菅谷52-2 017-764-1116

青森県 中央モーター青森販売㈱ 青森県青森市新町野字菅谷１００－１ 017-738-7211

青森県 ㈲長尾自動車 青森県青森市大字野木字野尻37番地723 017-773-8470

青森県 ネッツトヨタみちのく（株） 青森店 青森県青森市浜田字玉川220 017-739-5511

青森県 ㈱中央マツダ自動車 青森県青森市大字浜田字玉川187番地の3 017-776-1431

青森県 ㈱小鹿産業セルフ青葉 青森県青森市青葉3丁目9-13 017-739-5122

青森県 ㈱越膳モーターサービス青森営業所 青森県青森市東大野2丁目11番地1 017-762-3331

青森県 ㈱サンイチマル 青森県青森市大字諏訪沢字桜川65-1 017-726-6419

青森県 サトウモーター㈲ 青森県青森市大字幸畑字阿倍野163番地183 017-738-4131

青森県 ネッツトヨタみちのく（株） 虹ヶ丘店 青森県青森市浜館4-8-1 017-765-1755

青森県 力自動車 青森県青森市大字駒込字蛍沢12-9 017-744-8208

青森県 ㈲丸和自動車サービスセンター 青森県青森市南佃一丁目18番地2号 017-741-0670

青森県 ㈲角田自動車整備 青森県青森市南佃二丁目16番4号 017-741-3158

青森県 蓬田整備 青森県東津軽郡蓬田村広瀬字高根21-5 0174-27-2720

青森県 青森農業協同組合蟹田自動車農機整備センター 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本71-1 0174-22-2059

青森県 ㈲嶋中自動車 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩東町1番地の1 0174-37-3139

青森県 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ八戸東類家店 青森県八戸市類家五丁目11-7 0178-43-7639

青森県 北日本石油㈱ｻｻﾞﾝｳｪｲ八戸SS 青森県八戸市田向５丁目28番18号 0178-71-8010

青森県 ジェームス城下店 青森県八戸市沼館 1-2-1 0178-24-7711

青森県 南部電機　株式会社 青森県八戸市沼館1丁目20-5 0178-43-9911

青森県 （株）ヤサカ 青森県八戸市沼館4丁目7-130 0178-43-4628

青森県 南部電機株式会社　本社 青森県八戸市沼館1-20-5 0178-43-9911

青森県 有限会社前田車装 青森県八戸市沼館一丁目15-33 0178-43-2280

青森県 トヨタカローラ八戸（株） 城下店 青森県八戸市城下4-22-23 0178-22-9255

青森県 青森ユアサ電池販売株式会社　八戸支店 青森県八戸市城下3丁目14-23 0178-44-2897

青森県 有限会社岡田整備工業 青森県八戸市城下3丁目8-30 0178-44-5615

青森県 ㈱ホンダ四輪販売八戸ホンダカーズ青森東八戸店 青森県八戸市城下四丁目21-15 0178-44-5678

青森県 ポストタクシー 株式会社 青森県八戸市城下１丁目28-1 0178-22-4159

青森県 ㈱マツダアンフィニ青森マツダアンフィニ八戸 青森県八戸市売市二丁目11番9号 0178-24-5231

青森県 Ｏｎｅ-Ｓｔｙｌｅ 青森県八戸市長根四丁目8番5号 0178-32-7647

青森県 ㈱工藤ホンダ 青森県 八戸市 南郷大字中野字大久保18-20 0178-82-2351

青森県 株式会社中村自動車 青森県八戸市南郷大字中野字大久保17-3 0178-82-3104

青森県 ネッツトヨタみちのく（株） 江陽店 青森県八戸市江陽2-9-42 0178-22-2217

青森県 カーショップ江陽 青森県八戸市江陽一丁目17-2 0178-32-7414

青森県 ﾏﾂﾀﾞｵｰﾄｻﾞﾑﾔﾏﾓﾄあおば店　株式会社ﾔﾏﾓﾄ 青森県八戸市青葉三丁目3-12 0178-45-5101

青森県 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ八戸東湊高台店 青森県八戸市湊町字上田屋前22-1 0178-31-3371

青森県 トヨタカローラ八戸（株） 旭ヶ丘店 青森県八戸市大字新井田字寺沢15-6 0178-25-2223

青森県 ネッツトヨタみちのく（株） 湊高台店 青森県八戸市新井田字水溜2-1 0178-31-6500

青森県 小笠原自動車整備工場 青森県八戸市大字新井田字八幡川原1-6 0178-25-4731

青森県 有限会社　佐々木電機 青森県八戸市湊高台6丁目1-18 0178-33-8407
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青森県 アサヒホンダ販売 青森県八戸市湊高台二丁目1-26 0178-33-3231

青森県 石田モータース 青森県八戸市大字大久保字大塚17-121 0178-34-3321

青森県 車工房まっちぼっくす 青森県八戸市大字金浜字折場沢31-399 0178-30-1882

青森県 株式会社 中央タクシー 青森県三沢市中央町2丁目7番23号 0176-53-4135

青森県 富士自動車整備工場 青森県三沢市幸町2丁目2の6 0176-53-3592

青森県 トヨタカローラ八戸（株） 三沢店 青森県三沢市東岡三沢2-41-75 0176-53-2178

青森県 ㈲ダイワ自動車商会 青森県三沢市南町2丁目31番地3189号 0176-53-3437

青森県 三沢重車両整備有限会社 青森県三沢市南町3-31-2931 0176-53-8201

青森県 合資会社三沢みずしま商会 青森県三沢市南町三丁目31番地2924号 0176-53-4130

青森県 (有)ダイワ自動車 青森県三沢市南町二丁目31番地3189 0176-53-3437

青森県 三浦自動車（株） 青森県三沢市松園町３丁目５番地４号 0176-53-2909

青森県 三浦自動車（株） 青森県三沢市松園町3丁目5-4 0176-53-2909

青森県 三浦自動車㈱ 青森県三沢市松園町3丁目5番4号 0176-53-2909

青森県 ㈱十和田板金塗装整備工場 青森県十和田市東二十二番町17番18号 0176-23-4932

青森県 ㈱田中自動車整備工場 青森県十和田市東三番町6番51号 0176-23-3841

青森県 有限会社浜村モータース　スズキ自販ハマムラ 青森県十和田市大字大沢田字北野214-3 0176-27-2755

青森県 トヨタカローラ八戸（株） 十和田店 青森県十和田市大字洞内字後野236-1 0176-25-2222

青森県 ㈱プラスオート 青森県十和田市大字洞内字井戸頭144番466 0176-27-3311

青森県 ㈱プロスタッフ 青森県十和田市大字洞内字後野331-23 0176-51-4343

青森県 泉自動車工房 青森県十和田市大字洞内字樋口78-1048 0176-23-1696

青森県 カークリエイターナビ 青森県十和田市大字洞内字後野330-19 0176-27-3031

青森県 ㈲菊池整備 青森県むつ市大字田名部字赤川1番地69 0175-22-6940

青森県 ㈱アークスむつ 青森県むつ市大字田名部字前田11番地6 0175-22-0707

青森県 ㈲沢野整備 青森県むつ市大字田名部字内田42-1398 0175-22-0411

青森県 有限会社むつ車体工業 青森県むつ市南赤川町10番25号 0175-22-3561

青森県 有限会社 むつ車体工業 青森県むつ市南赤川町10-25 0175-22-3123

青森県 ㈱クラフト 青森県むつ市赤川町15-10 0175-23-6288

青森県 有限会社　小田桐電装 青森県むつ市南町1-6 0175-22-2931

青森県 ㈲浜田自動車工業 青森県むつ市苫生町一丁目3番5号 0175-22-0306

青森県 トヨタカローラ八戸（株） むつ店 青森県むつ市緑ヶ丘33-5 0175-28-2711

青森県 ジェームスむつ店 青森県むつ市緑ヶ丘32-1 0175-33-1051

青森県 ㈲カーテックベア 青森県むつ市金谷一丁目5番21号 0175-22-8686

青森県 有限会社カーテックベア 青森県むつ市金谷1丁目5ｰ21 0175-22-8686

青森県 ホンダ車房 青森県むつ市大字城ヶ沢字中丁塚27-264 0175-31-0945

青森県 有限会社那須自動車整備工場 青森県黒石市大字中川字篠村124-1 0172-52-2208

青森県 有限会社佐川自動車整備工場 青森県黒石市中川字篠村233-3 0172-53-4001

青森県 沢田自動車整備工場 青森県黒石市富田136 0172-53-1986

青森県 ㈱フジモーターズ　黒石営業所 青森県黒石市相野124-1 0172-53-5200

青森県 オートパーツセンター黒石 青森県黒石市市緑ヶ丘25 0172-59-3177

青森県 ㈲花田自動車 青森県黒石市大字下目内澤字小屋敷添39番地の3 0172-52-4850

青森県 有限会社　泉バッテリー 青森県黒石市北美町2丁目21 0172-52-2721

青森県 佐藤自動車整備工場 青森県弘前市大字熊嶋字亀田185-2 0172-82-2010

青森県 ネッツトヨタみちのく（株） 弘前店 青森県弘前市神田3-1-7 0172-33-6911

青森県 ㈱樋川自動車 青森県弘前市大字清野袋一丁目11番地1 0172-38-1411

青森県 丹藤モーターサービス 青森県弘前市大字撫牛子字宮本726の1 0172-28-3488

青森県 ㈱フジモーターズ　弘前営業所 青森県弘前市大字境関1丁目1-7 0172-27-2241

青森県 ㈱城北 青森県弘前市大字福田一丁目3番地4 0172-27-1123

青森県 グリーン交通 株式会社 青森県弘前市大字高田１丁目5-22 0172-28-0201

青森県 ㈱新屋自動車 青森県弘前市大字角外三丁目15番地25 0172-27-0517

青森県 Ｃ・Ｓサービス工場 青森県弘前市大字堀越字川合1番地2 0172-28-0202
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青森県 ㈱ＭＡＣＳ 青森県弘前市大字石川春仕内107 0172-43-1155

青森県 株式会社千葉商会 青森県弘前市大字小栗山字小松ヶ沢245 0172-87-2917

青森県 ㈱クロスジェイ 青森県弘前市大字狼森字西元5番地3 0172-87-1619

青森県 小林ホンダ㈱ 青森県弘前市大字原ケ平三丁目1番地20 0172-87-1200

青森県 カーライン 青森県弘前市大字町田字三千苅43番地3 0172-55-6672

青森県 株式会社タイヤセンター泉谷　弘前本店 青森県弘前市大字船水2丁目2-1 0172-33-6810

青森県 北星自動車整備㈱ 青森県弘前市大字藤野2丁目3の2 0172-32-3406

青森県 フットワーク 青森県五所川原市大字稲実字稲葉53-12 0173-34-2888

青森県 株式会社タイヤセンター泉谷　五所川原店 青森県五所川原市大字稲実字米崎84-1 0173-35-8926

青森県 エムズファクトリー 青森県五所川原市大字梅田字福浦31 0173-28-3376

青森県 有限会社　千葉電装工業 青森県五所川原市大字広田字柳沼60-7 0173-35-4095

青森県 有限会社千葉電装工業 青森県五所川原市大字広田字柳沼60-7 0173-35-4095

青森県 有限会社千葉電装工業 青森県五所川原市大字広田字柳沼60-7 0173-35-4095

青森県 五所川原交通 株式会社 青森県五所川原市鎌谷町504-2 0173-34-5006

青森県 オートクリニック 青森県五所川原市大字湊字船越329-1 0173-23-5773

青森県 ぴっとプラス 青森県五所川原市字雛田222-53 0173-38-1557

青森県 ㈲磯辺自動車商会 青森県五所川原市字下平井町112番地2 0173-35-4396

青森県 小野商会 青森県五所川原市大字一野坪字緑石3 0173-35-2471

青森県 小田桐自動車 青森県五所川原市大字川山字森内36-1 0173-36-2226

青森県 片山自動車整備工場 青森県つがる市稲垣町沼崎久米川27-1 0173-46-2881

青森県 ㈲佐藤商会 青森県五所川原市金木町沢部272番地1 0173-53-2606

青森県 ㈲中里中央モータース 青森県北津軽郡中泊町大字中里字亀山525番地 0173-57-3734

青森県 スーパーオートバンク青森店 青森県青森市石江五丁目1番地 017-761-5589

青森県 青森ユアサ電池販売株式会社 青森県青森市大字石江字江渡11-5 017-781-5346

青森県 今自動車㈱ 青森県青森市大字石江字三好114番地の7 017-781-5121

青森県 （有）ビックジャパン　カースーパー西バイパス店 青森県青森市大字石江字三好43-3 017-761-2552

青森県 国際貸切自動車 株式会社 青森県青森市大字石江字渡25-4 017-781-7478

青森県 ㈱カードック米谷オート 青森県青森市柳川2丁目1番20号 017-782-1135

青森県 ㈱ジーファクトリー 青森県青森市大字安田字稲森253-1 017-752-1528

青森県 成長タクシー 株式会社 青森県青森市大字新城字山田681-1 017-763-1221

青森県 ㈲吹田自動車整備工場 青森県平川市碇ケ関阿原12 0172-46-2103

青森県 ㈲大湯モータース 青森県平川市碇ケ関諏訪平18-2 0172-45-2136

青森県 ㈱鯖石自動車 青森県南津軽郡大鰐町大字鯖石字一本柳19-4 0172-48-3477

青森県 ㈲ヒライ自動車 青森県青森市浪岡大字浪岡字平野69 0172-62-2626

青森県 ㈲山田自動車整備工業 青森県青森市浪岡大字五本松字平野7の1 0172-62-5003

青森県 ㈱ビックサポート 青森県青森市浪岡大字北中野字天王47 0172-69-2255

青森県 天坂修理工場 青森県西津軽郡深浦町大字広戸字家野上127-3 0173-74-2601

青森県 吉田自動車整備工場 青森県西津軽郡深浦町大字驫木字根株30-5 0172-74-3741

青森県 小林自動車整備 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町大字本町198-4 0173-72-2271

青森県 ㈲境谷自動車 青森県つがる市柏上古川八重崎45-15 0173-25-3000

青森県 スズキ販売木造 青森県つがる市柏玉水岸田41-3 0173-25-3227

青森県 ㈱サイトー車工房 青森県つがる市木造川除栄盛48番地1 0173-42-2580

青森県 川村自動車整備工場 青森県北津軽郡鶴田町大字木筒字上掛橋75-3 0173-22-3227

青森県 ㈲タムラオートサービス 青森県北津軽郡板柳町大字福野田字実田11-41 0172-72-0073

青森県 有限会社 田中タクシー 青森県三戸郡三戸町大字八日町54-3 0179-23-3211

青森県 ㈲椛沢モーター商会 青森県三戸郡南部町大字下名久井字前田34の1 0178-76-2404

青森県 トヨタカローラ八戸（株） 石堂店 青森県八戸市長苗代2-26-17 0178-28-6131

青森県 ネッツトヨタみちのく（株） 西店 青森県八戸市長苗代字元木31-3 0178-20-1221

青森県 八戸通運工業㈱ 青森県八戸市大字長苗代字化石59-2 0178-27-2225

青森県 三八五自動車整備工業㈱ 青森県八戸市大字長苗代字化石85番地 0178-27-2335
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青森県 米田自動車整備工場 青森県八戸市大字長苗代字幕ノ内31-4 0178-27-2133

青森県 南部電機株式会社　STTｾﾝﾀｰ 青森県八戸市長苗代字化石85-5 0178-72-1221

青森県 北日本石油㈱ﾕｱｰｽﾞ八戸SS 青森県八戸市長苗代字中坪103-1 0178-20-1403

青森県 ㈱フジモーターズ　八戸営業所 青森県八戸市長苗代字化石76-4 0178-28-8111

青森県 カーショップ日向㈲ 青森県八戸市小田1丁目5番13号 0178-28-0075

青森県 カーショップ日向有限会社 青森県八戸市小田一丁目5-13 0178-28-0075

青森県 ㈱ガレージロード 青森県八戸市大字河原木字神才11-11 0178-20-8181

青森県 東北車輌サービス　（株） 青森県八戸市大字河原木字蓮沼41-39 0178-28-7188

青森県 株式会社　イシダオートデンソー 青森県八戸市高州1丁目5-11 0178-20-0313

青森県 オートクラブアーバン 青森県八戸市下長八丁目2番41号 0178-20-5752

青森県 有限会社サンキョウ企画 青森県八戸市石堂三丁目13-1 0178-20-0657

青森県 トヨタカローラ八戸（株） 根城店 青森県八戸市根城3-4-10 0178-43-1174

青森県 有限会社うわの鈑金塗装 青森県八戸市日計四丁目5-43 0178-20-5297

青森県 オートガード八戸 青森県八戸市日計1丁目4番20号 0178-21-2341

青森県 三本木自動車 青森県三戸郡階上町蒼前東一丁目9-2411 0178-88-5630

青森県 ㈱ぱるじゃサービス川内整備センター 青森県三戸郡五戸町大字上市川字桜沢77-39 0178-68-2055

青森県 日向自動車整備工場 青森県三戸郡新郷村大字戸来字高畑下1-3 0178-78-3003

青森県 田中自動車整備工場 青森県三戸郡新郷村大字戸来字落合22 0178-78-2188

青森県 ＧＡＴＥＲＡ下田店 青森県上北郡おいらせ町菜飯1番地1 0178-50-6115

青森県 有限会社土岐商会 青森県上北郡おいらせ町向山東2丁目498-1 0178-56-4332

青森県 ㈲三沢自動車 青森県上北郡おいらせ町住吉1丁目50番868 0176-53-5378

青森県 ネッツトヨタみちのく（株） 三沢店 青森県上北郡おいらせ町青葉５丁目50-181 0176-50-1288

青森県 ㈲久保田自動車 青森県上北郡おいらせ町青葉5丁目50番地695 0176-57-3678

青森県 東北つばめ石油販売株式会社 青森県八戸市大字市川町字田ノ沢頭35-8 0178-32-6211

青森県 ㈲百石モータース 青森県上北郡おいらせ町獺野22 0178-52-3241

青森県 坂本モータース㈱ 青森県上北郡東北町大字上野字北谷地3-2 0176-56-2394

青森県 株式会社 縦貫タクシー 青森県上北郡七戸町字荒熊内211-1 0176-62-2121

青森県 野月電機 青森県上北郡七戸町字笊田14-7 0176-62-2385

青森県 ㈲三笠自動車 青森県上北郡七戸町字寺裏48-1 0176-62-2661

青森県 ㈲アルピット 青森県上北郡東北町字ガス平1030 0175-71-5120

青森県 ㈲東北車輛 青森県上北郡東北町字往来ノ上8番地2 0175-62-2160

青森県 東北自動車整備工場 青森県上北郡東北町字外蛯沢西平11-1 0175-63-2650

青森県 ㈱はまなす自工 青森県上北郡野辺地町字田名部道44-4 0175-64-2295

青森県 晴海自動車整備工場 青森県上北郡野辺地町字古明前33の1 0175-64-2132

青森県 スバルオート野辺地 青森県上北郡野辺地町字松ノ木92-2 0175-64-0124

青森県 上野自動車㈱ 青森県上北郡野辺地町字馬門道3 0175-64-4123

青森県 港湾自動車工業㈱ 青森県上北郡野辺地町字下御手洗瀬23-1 0175-64-0123

青森県 田村モータース（株） 青森県上北郡六ヶ所村倉内字笹崎318 0175-74-2850

青森県 田村モータース㈱ 青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎318 0175-74-2850

青森県 ㈲パドックレーシング 青森県下北郡大間町大字大間字割石7番地43 0175-37-4855

青森県 有限会社 大間運輸 青森県下北郡大間町大字大間字大間89-1 0175-37-2805

青森県 南部電機株式会社　桔梗野SC 青森県八戸市桔梗野工業団地2-8-32 0178-28-5433

岩手県 株式会社 平和・とりょうタクシー 岩手県盛岡市中央通1丁目6-25 019-622-0875

岩手県 有限会社 太田タクシー 岩手県盛岡市下太田沢田8番地4 019-659-0071

岩手県 有限会社盛岡自動車部品 岩手県盛岡市月が丘1丁目28-20 019-641-1933

岩手県 （有）青山興業所 岩手県盛岡市みたけ3丁目13-5 019-641-4361

岩手県 (有)自動車テクノサービス 岩手県盛岡市みたけ5-8-42 019-647-1191

岩手県 ㈲小川原自動車鈑金 岩手県盛岡市土淵字谷地道118番1号 019-647-0390

岩手県 有限会社盛岡自動車部品　岩手営業所 岩手県盛岡市玉山区好摩字中塚669-1 019-682-1575

岩手県 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ盛岡北　株式会社ヤマモト 岩手県滝沢市巣子91-15 019-601-7501
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岩手県 有限会社盛岡自動車部品　南営業所 岩手県盛岡市中野2丁目1-15 019-651-1870

岩手県 有限会社ﾌﾟﾗｽﾊﾟ 岩手県盛岡市東安庭2-12-8 019-681-3325

岩手県 有限会社プラスパ 岩手県盛岡市東安庭2丁目12-8 019-681-3325

岩手県 ジェームス盛岡南店 岩手県盛岡市津志田中央二丁目1番50号 019-632-4771

岩手県 株式会社トーサイ　盛岡西バイパス店 岩手県盛岡市向中野7丁目15-60 019-681-2400

岩手県 佐藤電機工業（株） 岩手県盛岡市南仙北2丁目24-10 019-636-0574

岩手県 佐藤電機工業株式会社 岩手県盛岡市南仙北2-24-10 019-636-0574

岩手県 有限会社 なのはな観光タクシー 岩手県一関市竹山町1番19号 0191-23-1115

岩手県 株式会社 菅野商店 岩手県大船渡市大船渡町字砂森2-7 0192-26-5151

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

岩手県 ビーンズグループ（Ｂｅａｎ‘ｓ　Ｇｒｏｕｐ） 岩手県奥州市水沢佐倉河関田1-8 0197-47-4820

岩手県 株式会社水岩タクシー 岩手県奥州市水沢区字三本木4-42 0197-23-7587

岩手県 (有)水沢ボデー 岩手県奥州市水沢太日通り２－５－１５ 0197-23-8201

岩手県 有限会社高橋自動車工業 岩手県 奥州市 江刺愛宕字力石243-2 0197-31-2223

岩手県 タイヤ館　北上 岩手県北上市村崎野14-466-1 0197-66-3333

岩手県 ジェームス北上南店 岩手県北上市相去町平林21番84 0197-81-5600

岩手県 有限会社テクノオート北上 岩手県北上市相去町西裏1-39 0197-67-0366

岩手県 有限会社浅井自動車販売 岩手県北上市北鬼柳18地割62番地1 0197-64-1734

岩手県 有限会社 北上タクシー 岩手県北上市新穀町１丁目7-30 0197-63-2345

岩手県 株式会社 文化タクシー 岩手県花巻市双葉町6番2号 0198-23-3181

岩手県 スクー 株式会社 岩手県釜石市中妻町２丁目14-14 0193-23-5038

岩手県 マルヨシタクシー 有限会社 岩手県宮古市鍬ヶ崎上町1番25号 0193-62-8214

岩手県 有限会社盛岡自動車部品　宮古営業所 岩手県宮古市長町2丁目1-5 0193-63-1149

岩手県 三社自動車 株式会社 岩手県宮古市保久田4番8号 0193-63-4577

岩手県 有限会社 川崎タクシー 岩手県宮古市築地1丁目1番44号 0193-64-0606

岩手県 有限会社オートセンター梅沢 岩手県宮古市崎山第7地割1番地5 0193-63-6117

岩手県 有限会社久慈中古車センター 岩手県久慈市湊町16-15-2 0194-53-5632

岩手県 ジェームス久慈店 岩手県久慈市長内町第34地割10-1 0194-53-6145

岩手県 株式会社 ヒカリ総合交通 岩手県久慈市小久慈町第36地割25番地39 0194-52-3333

岩手県 遠野交通 株式会社 岩手県遠野市新穀町3-17 0198-62-3355

岩手県 有限会社駒形モータース　ホンダギャラリー岩手 岩手県遠野市松崎町白岩19-60-1 0198-62-6611

岩手県 株式会社 大槌タクシー 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第23地割7-5 0193-42-2257

岩手県 AKガレージ 岩手県下閉伊郡山田町船越6-136-3 0193-84-2877

岩手県 （有）嶋田自動車整備工場 岩手県紫波郡紫波町高水寺字大坊45 019-672-4141

岩手県 有限会社盛岡自動車部品　紫波営業所 岩手県紫波郡紫波町桜町字本町川原29-11 019-671-1500

岩手県 有限会社新和自動車整備工場 岩手県紫波郡紫波町星山字間野村59-1 019-676-2829

岩手県 有限会社駒形モータース　矢巾店 岩手県紫波郡矢巾町間野-10-77-2 019-613-2922

岩手県 有限会社 沼宮内タクシー 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第8地割5番地 0195-62-2233

岩手県 前野モータース 岩手県岩手郡葛巻町江刈14-100-13 0195-68-2634

岩手県 株式会社 玉川観光タクシー 岩手県二戸市福岡字落久保6番地 0195-23-2121

岩手県 福岡タクシー 株式会社 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢13番地1 0195-23-3161

岩手県 生内商亊（株）オートランド二戸 岩手県二戸市堀野字馬場69-3 0195-23-3175

岩手県 生内商事株式会社 岩手県二戸市堀野字馬場69-3 0195-23-3175

岩手県 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅにのへ　株式会社ヤマモト 岩手県二戸市堀野字長地28-2 0195-23-8111

岩手県 ﾏﾂﾀﾞｵｰﾄｻﾞﾑにのへ店　株式会社ヤマモト 岩手県二戸市堀野字長地31-2 0195-23-2211

岩手県 ㈲ヨロズ自動車整備工場 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第4地割78-1 0195-46-3007

岩手県 工藤自動車整備工場 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第7地割41-3 0195-46-2716

岩手県 ㈲ミツワ自動車販売 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第8地割86 0195-46-3030

岩手県 ㈲安代自動車整備工場 岩手県八幡平市寺志田86番地の3 0195-72-2144

岩手県 船渡整備工場㈲ 岩手県久慈市侍浜町桑畑第3地割5-53 0194-58-3654
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岩手県 ㈲ガレージナカタ 岩手県下閉伊郡普代村第23地割字小谷地22-43 0194-35-3132

岩手県 ㈱みなもとダイハツ大野販売サービス工場 岩手県九戸郡洋野町大野61の14の12 0194-77-2299

岩手県 （株）フジテック岩手　川崎支店 岩手県一関市川崎町薄衣字町裏26番地 0191-43-3330

岩手県 株式会社フジテック岩手　川崎支店 岩手県一関市川崎町薄衣字町裏26 0191-43-3330

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番地 0191-47-2132

岩手県 タイヤガーデンかんの 岩手県陸前高田市高田町字大隅90-1 0192-54-3161

岩手県 高田タクシー 有限会社 岩手県陸前高田市高田町字大隈90-1 0192-55-3118

岩手県 有限会社カーウイングワールド 岩手県一関市花泉町金沢字寺沖70番地 0191-82-5555

岩手県 カーウイングジャパン花泉店 岩手県一関市花泉町金沢字寺沖70 0191-82-5555

岩手県 ㈱トーサイ北上金ヶ崎店 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻上渋川83-2 0197-44-3735

岩手県 有限会社佐藤自動車 岩手県和賀郡西和賀町大沓36地割54番地2 0197-82-2311

宮城県 有限会社森山自動車 宮城県東松島市小松字下砂利用135-1 0225-82-3021

宮城県 有限会社東北ピットイン 宮城県仙台市太白区中田町字神明東4番地の5 022-241-3322

宮城県 新野自動車株式会社 宮城県仙台市太白区中田町字杉ノ下1番地の1 022-242-3111

宮城県 稲荷タクシー 有限会社 宮城県仙台市太白区中田6-7-35 022-241-1121

宮城県 有限会社サワダオートサービス 宮城県仙台市太白区東中田2丁目9番24号 022-398-8622

宮城県 株式会社若生技建 宮城県名取市下増田字鶴巻前44番地 022-384-1758

宮城県 三浦自動車　代表 三浦真治 宮城県名取市大曲字八幡8-1 022-395-9957

宮城県 コクピット名取　有限会社メイト 宮城県名取市田高字原210 022-382-3169

宮城県 有限会社齋藤自動車商会 宮城県名取市田高字586番地 022-384-0523

宮城県 有限会社南仙台自動車整備工場 宮城県名取市飯野坂3丁目1番17号 022-384-0390

宮城県 有限会社日誠オート 宮城県名取市飯野坂3-3-55 022-382-1283

宮城県 株式会社名取ニューホンダ 宮城県名取市箱塚1-3-3 022-384-2472

宮城県 AGARAGE　代表 姉崎嘉徳 宮城県名取市高舘吉田字乗馬122-2 022-383-8877

宮城県 八木自動車商会 宮城県名取市高舘吉田字前沖191-46 022-384-8275

宮城県 有限会社小林技研 宮城県名取市高舘吉田字東内舘36-6 022-382-2255

宮城県 有限会社 草間タクシー 宮城県角田市角田字町271 090-3120-6311

宮城県 越後自動車 有限会社 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字坪石32-2 0224-72-2054

宮城県 株式会社軽自動車館　せんだい店 宮城県仙台市泉区上谷刈2丁目5-5 022-772-5225

宮城県 株式会社ジェミニオート勝美 宮城県仙台市泉区上谷刈字古提7-2 022-378-5858

宮城県 株式会社カープラザワールド　泉インター店 宮城県仙台市泉区七北田字新道42-2 022-374-9085

宮城県 タイヤガーデンいずみ 宮城県仙台市泉区泉中央1-38-12 022-218-5020

宮城県 ジェームス泉インターシティ店 宮城県仙台市泉区大沢2丁目3-7 022-771-8008

宮城県 株式会社 みちのく観光 宮城県黒川郡大和町宮床字下小路24 022-346-2224

宮城県 佐々木モータース 宮城県加美郡加美町字西町42-4 0229-63-2349

宮城県 佐々木モータース 宮城県加美郡加美町字西町４２－４ 0229-63-2349

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

宮城県 有限会社加納自動車整備工場 宮城県仙台市太白区6丁目1番43号 022-247-0375

宮城県 千葉自動車 宮城県仙台市太白区郡山1丁目12-1 022-247-2203

宮城県 ケイ・ガレージ 宮城県仙台市太白区太子堂10-30 022-354-1997

宮城県 オートショップ　ヌマタ 宮城県仙台市太白区茂庭字矢倉木11-2 022-281-3449

宮城県 株式会社オートウェイズ 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田東38-3 B-102 022-748-5921

宮城県 有限会社嶺岸石油 宮城県仙台市太白区茂庭字新御所川55 022-281-2818

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丁目12番地 022-258-5106

宮城県 株式会社クリエイト江川 宮城県仙台市宮城野区蒲生1丁目3番地の14 022-259-7778

宮城県 ミヤギオート株式会社 宮城県仙台市宮城野区扇町4-1-25 022-237-0711

宮城県 有限会社小室仙台メカニック 宮城県仙台市宮城野区扇町7丁目1番7号 022-259-4888

宮城県 舘自動車 宮城県仙台市宮城野区扇町7丁目8番1号 022-786-7301

宮城県 らくだの車検センター宮城 宮城県仙台市宮城野区扇町5-7-1 022-231-1666

宮城県 菅野サービス商会 宮城県仙台市宮城野区扇町7丁目7-23 022-387-3421
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宮城県 仙塩自動車工業株式会社 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目11番2号 022-232-6221

宮城県 Car Factory SEINO 株式会社 宮城県仙台市宮城野区扇町5丁目7-15 022-788-1340

宮城県 株式会社北日本車検整備工場 宮城県仙台市宮城野区扇町7丁目6番17号 022-258-8065

宮城県 タイヤガーデン仙台東 宮城県仙台市宮城野区福室4-18-13 022-258-3214

宮城県 ハート総合自動車 宮城県仙台市宮城野区中野出花107-1 022-254-7888

宮城県 ＣＡＲサポート オオカワ 宮城県仙台市宮城野区中野字出花107-1 090-2799-9281

宮城県 株式会社オートリーグ 宮城県仙台市宮城野区鶴巻二丁目3-46 022-395-8045

宮城県 有限会社オートショップみはら 宮城県仙台市宮城野区扇町5丁目7番地11号 022-782-6468

宮城県 株式会社仙台第一モータース 宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目６番１４号 022-794-7135

宮城県 三陽自動車工業株式会社 宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目7番21号 022-237-3413

宮城県 有限会社セブン電機 宮城県仙台市若林区卸町東5丁目3-20 022-288-7857

宮城県 有限会社　村上自動車 宮城県仙台市若林区卸町東3-3-3 022-349-9321

宮城県 スマイルモータース株式会社 宮城県仙台市若林区卸町東5丁目4番5 022-781-7870

宮城県 ジェームス六丁の目店 宮城県仙台市若林区六丁の目南町3番5号 022-390-7311

宮城県 ミカド電機工業（株） 宮城県仙台市若林区六丁の目元町1-7 022-354-0840

宮城県 有限会社共和オート 宮城県仙台市若林区六丁の目元町12-12 022-390-6977

宮城県 星自動車塗装工業㈱ 宮城県仙台市若林区六丁の目元町１４－３３ 022-288-6621

宮城県 仙台日新自動車株式会社本社 宮城県仙台市若林区卸町4丁目７－１９ 022-232-6491

宮城県 タイヤガーデン若林荒井 宮城県仙台市若林区荒井1-29-12 022-794-7512

宮城県 株式会社深沼自動車整備工場 宮城県仙台市若林区荒浜字北沼向7番地の1 022-288-5438

宮城県 ナカジマ自動車　中島要二 宮城県仙台市若林区荒浜字南官林30-17 022-288-5725

宮城県 株式会社渡辺自動車整備工場 宮城県仙台市若林区三百人町173番地 022-256-4771

宮城県 株式会社東洋自動車 宮城県仙台市若林区土樋267番地 022-222-5645

宮城県 有限会社持立自動車整備工場 宮城県仙台市若林区中倉1丁目27番5号 022-235-1302

宮城県 丸新自動車工業　株式会社 宮城県仙台市若林区若林5丁目11-21 022-286-0551

宮城県 有限会社三和サービス 宮城県仙台市若林区沖野3丁目8番36号 022-286-5322

宮城県 丸静自動車整備株式会社 宮城県仙台市若林区六郷3番7号 022-289-2221

宮城県 株式会社ＴＯＨＢＵ 宮城県仙台市若林区今泉2丁目22番36号 022-289-2912

宮城県 有限会社櫻井自動車商会 宮城県塩竃市杉の入4丁目2番9号 022-366-2323

宮城県 株式会社サンショウ自動車工業 宮城県塩竃市中の島1-29 022-364-2294

宮城県 武田自動車整備工場 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山1丁目4番12号 022-362-8893

宮城県 ガレージカーメリー 宮城県多賀城市大代6丁目50-1 022-762-8016

宮城県 ガレージカー・メイ 宮城県多賀城市大代6丁目50-1 090-2027-8696

宮城県 有限会社ファースト自動車 宮城県多賀城市栄2丁目110番地 022-363-1955

宮城県 ㈱RSK（ﾚｯﾄﾞｽﾋﾟｰﾄﾞｶｽﾀﾑ） 宮城県多賀城市栄3-4-1 022-364-1644

宮城県 ＡＵＴＯ ＰＩＥＣＥ 宮城県多賀城市桜木3丁目7-65 022-781-5174

宮城県 株式会社ガレージグレードワン 宮城県多賀城市浮島字沢前32-1 022-389-0876

宮城県 宮城交通 株式会社 宮城県石巻市不動町2丁目2-26 0225-22-4124

宮城県 東宝タクシー 株式会社 宮城県石巻市湊町1-8-48 0225-22-5101

宮城県 有限会社 志津川観光交通 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田150-148 0226-46-2132

宮城県 株式会社カメヤマタイヤ　タイヤ館石巻 宮城県石巻市元倉一丁目13番7号 0225-95-3418

宮城県 株式会社山内自動車 宮城県石巻市門脇字鷲塚140-5 0225-22-3770

宮城県 株式会社カメヤマタイヤ　タイヤ館石巻あけぼの 宮城県石巻市あけぼの1丁目7－1 0225-95-3417

宮城県 有限会社 ピー・エィチ・エス 宮城県石巻市丸井戸3-3-8 0225-96-6626

宮城県 株式会社狩野自動車整備工場 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神215 0229-33-1010

宮城県 有限会社菊地自動車 宮城県遠田郡美里町関根字谷地浦29番地1 0229-34-2735

宮城県 有限会社 ﾀｶﾖｼﾓｰﾀｰｽ　 宮城県遠田郡美里町字新妻ノ神17番地 0229-33-1556

宮城県 有限会社　迫電装 宮城県登米市中田町石森字本町72-3 0220-34-3677

宮城県 有限会社根廻整工 宮城県大崎市松山長尾字宮下156 0229-55-4575

宮城県 株式会社 ｵｰﾄﾎﾞﾃﾞｨｰ 宮城県大崎市松山長尾字氷室121番地 0229-55-3470
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宮城県 武田自動車整備工場 宮城県栗原市高清水忽滑沢３５－５５ 0228-58-2091

宮城県 (有)赤間自動車整備工場 宮城県栗原市高清水下佐野15番地 0228-58-2364

宮城県 鈴木カーサービス 宮城県栗原市高清水五輪11-2 0228-58-2189

宮城県 (有)オートセンター菅原 宮城県栗原市築館城生野越田１０８－２ 0228-22-7238

宮城県 宮城DATE STATION 宮城県栗原市築館字下宮野館91番地1 0228-22-6318

宮城県 (有)フレッシュホンダ 宮城県栗原市築館字下宮野川北9番地の1 0228-22-3287

宮城県 (有)仙北自動車 宮城県栗原市築館源光３－３４ 0228-22-3728

宮城県 (株)イサミ自動車　築館店 宮城県栗原市築館源光１０－６ 0228-22-2144

宮城県 カーショップ　ゴーイング 宮城県栗原市築館高田２丁目６－５７ 0228-24-7355

宮城県 薬師自動車整備工場 宮城県栗原市築館字萩沢83番地1 0228-22-4333

宮城県 (株)信和電機工業 宮城県栗原市築館照越松長根８－２ 0228-22-5899

宮城県 ホリデー車検栗原 宮城県栗原市築館青野1-26 0228-22-3233

宮城県 株式会社三和商会 宮城県栗原市築館青野1-26 0228-22-3233

宮城県 ＨｏｎｄａＣａｒｓ栗原築館店 宮城県栗原市築館小淵東１７７－１ 0228-22-1275

宮城県 栗原総合自動車整備 宮城県栗原市築館留場中川原166-1 0228-22-5132

宮城県 相馬オートサービス 宮城県栗原市築館成田１５９－２ 0228-23-3678

宮城県 合同会社タイガーボディー 宮城県栗原市一迫堂の沢１７ 0228-52-2836

宮城県 松田自動車商会 宮城県栗原市一迫柳目字六ツ寺58 0228-52-4120

宮城県 (株)イサミ自動車 宮城県栗原市一迫柳目曽根除下４４－３ 0228-52-2353

宮城県 (株)チバ自動車 宮城県栗原市一迫柳目字古屋敷１２１－８ 0228-52-5110

宮城県 (有)菅原オート商会 宮城県栗原市一迫柳目上田１０－２ 0228-52-2355

宮城県 (株)ホンダ販売光和　築館インター店 宮城県栗原市築館照越永平６５－１ 0228-22-3801

宮城県 （株）気仙沼飯田電精機 宮城県気仙沼市上田中２丁目４番地４ 0226-23-9688

宮城県 有限会社 なすやタクシー 宮城県気仙沼市松崎浦田93-1 0226-22-5866

宮城県 オールホンダ鈴木 宮城県気仙沼市西八幡前225 0226-29-6715

宮城県 株式会社 白石タクシー 宮城県白石市大平中目字池の尻13-1 0224-26-2154

宮城県 シマヌキタイヤ 宮城県白石市福岡長袋字高畑41 0224-25-2851

宮城県 株式会社川村自動車販売　ポケットカー 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越11-3 0224-87-8070

宮城県 有限会社 中央タクシー 宮城県柴田郡大河原町字西浦32-1 0224-52-2776

宮城県 タイヤ館大河原 宮城県柴田郡大河原町字新南61-14 0224-53-2588

宮城県 有限会社石井モータース 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原19-4 0224-84-2201

宮城県 有限会社吉田モータース 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字野上町108番地 0224-84-4159

宮城県 有限会社オートショップキタヤ 宮城県柴田郡川崎町川内字七曲山23 0224-84-2006

宮城県 ㈱ティーセレクション 宮城県柴田郡柴田町船岡字大塚２２－２ 0224-51-3325

宮城県 有限会社カーライフブレンド（工場） 宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字十八津入7-1 0224-58-8139

宮城県 有限会社 マルワタクシー 宮城県亘理郡亘理町字道田西58番地 0223-34-1300

宮城県 株式会社Mogee名取店 宮城県名取市本郷字焼野225-1 022-738-9712

宮城県 有限会社　村上自動車商会 宮城県岩沼市押分字西土手104-10 0223-24-3233

宮城県 タイヤガーデン吉成 宮城県仙台市青葉区南吉成2-17-1 022-278-7910

宮城県 新みやぎ農業協同組合鹿島台自動車ｾﾝﾀｰ 宮城県大崎市鹿島台平渡字銭神98-1 0229-56-4444

宮城県 かの自動車販売(株) 宮城県大崎市鹿島台字広長字内ノ浦39－15 0229-56-4512

宮城県 高野自動車整備工場 宮城県遠田郡美里町和多田沼字辻126番地1 0229-58-0572

宮城県 鈴幸自動車整備工場 宮城県加美郡加美町羽場字山鳥68の1 0229-63-3676

宮城県 有限会社伊藤自動車整備工場 宮城県大崎市田尻蕪栗字上沢田54番地8 0229-39-7055

宮城県 有限会社澤口自動車整備工場 宮城県大崎市田尻大貫字上長根2番地20 0229-39-0520

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 1ｍａｌｅ（イチメイル） 宮城県栗原市瀬峰桃生田４５－１８ 0228-25-4917

宮城県 オートガレージPREMIUM 宮城県栗原市瀬峰藤田11-8 0228-38-3774

宮城県 有限会社マルセン自動車商会 宮城県栗原市瀬峰壇ノ越65-4 0228-38-2873

宮城県 K.K.ボディーショップ 宮城県栗原市金成平治屋敷107 0228-42-2102
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宮城県 (有)千田自動車整備工場 宮城県栗原市金成小迫四海崎40番地1 0228-42-1151

宮城県 有限会社 岩ケ崎観光タクシー 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎六日町55 0228-52-2407

宮城県 合同会社クリエイティヴオート 宮城県栗原市若柳川北東若柳１７１ 0228-24-7580

宮城県 (有)中新自動車 宮城県栗原市若柳川北新町８９－２ 0228-32-3345

宮城県 (有)千葉整備 宮城県栗原市川北東若柳１０８ 0228-32-2416

宮城県 (有)佐々木自動車 宮城県栗原市若柳川南堤通１９－１３ 0228-32-4206

宮城県 (有)若柳自動車整備 宮城県栗原市若柳川南道伝前７－１ 0228-32-2024

宮城県 (有)ホンダセンター若柳 宮城県栗原市若柳字川南南大通21-4 0228-32-6453

宮城県 トップガレージ 宮城県栗原市若柳福岡小谷町浦２９９－１ 0228-35-1870

宮城県 (株)栗っこライフサービス 宮城県栗原市志波姫沼崎南沖438 0228-25-3241

宮城県 千葉オート 宮城県栗原市志波姫沼崎北曽根2-5 0228-22-4748

宮城県 有限会社佐トウモータース 宮城県栗原市志波姫堀口十文字２３ 0228-22-4247

宮城県 野口石油（株）築館給油所 宮城県栗原市志波姫堀口見渡１２－６ 0228-22-3747

宮城県 (有)星自動車工業 宮城県栗原市志波姫堀口宮中55番地4 0228-22-3646

宮城県 オートアールズ　古川バイパス店 宮城県大崎市古川穂波3丁目3-7 0229-22-7555

宮城県 (株)オートアールズ古川バイパス店 宮城県大崎市古川穂波３丁目３番７号 0229-22-7555

宮城県 ストリートモンキー 宮城県大崎市古川穂波3丁目2-11 0229-24-5559

宮城県 タイヤガーデン古川 宮城県大崎市古川中里2-9-31 0229-91-8133

宮城県 ジャパンカーレスキュー株式会社 宮城県大崎市古川北稲葉3-14-33 0229-25-9972

宮城県 株式会社丸昭自動車整備工場 宮城県大崎市古川北稲葉一丁目1番52号 0229-22-1055

宮城県 ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｰﾚｽｷｭｰ 株式会社 宮城県大崎市古川北稲葉3-14-33 0229-25-9972

宮城県 有限会社 古川観光タクシー 宮城県大崎市古川北町1-3-28 0229-22-1125

宮城県 大崎自動車整備工場 宮城県大崎市古川桜ノ目字新塚122番地 0229-28-2070

宮城県 有限会社　ｶｰﾒｲｸ古川 宮城県大崎市古川渕尻字江合50番地の5 0229-28-4511

宮城県 有限会社三鈴オートサービス 宮城県大崎市三本木桑折字上屋敷５ 0229-52-3585

宮城県 ｶｰｼｮｯﾌﾟ  ﾓﾝｷｰﾊｳｽ 宮城県大崎市三本木字善並田15-1 0229-52-2686

宮城県 有限会社ホンダバイパス鈴木 宮城県大崎市三本木南谷地字要害３７７番地 0229-52-3331

宮城県 株式会社菊地自動車整備工場 宮城県大崎市岩出山下野目字南原108番地の37 0229-72-1055

宮城県 株式会社ナルコモガミモータース 宮城県大崎市鳴子温泉字要害81-1 0229-84-7231

秋田県 ㈲佐藤自動車整備工場 秋田県秋田市牛島東１丁目5-16 018-833-2445

秋田県 有限会社佐藤自動車整備工場 秋田県秋田市牛島東１丁目5-16-1 018-833-2445

秋田県 あさひ自動車 株式会社 秋田県秋田市牛島西１丁目１-11 018-833-7411

秋田県 トヨタカローラ秋田株式会社　追分店 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼283-1 022-288-5375

秋田県 ルート　１０１ガレージ 秋田県潟上市天王字上江川43-9 018-811-1290

秋田県 （有）山王丸自動車 秋田県男鹿市払戸字渡部95-11 0185-46-2121

秋田県 秋田観光バス 株式会社 秋田県男鹿市船川港比詰字大巻76-4 0185-24-2111

秋田県 川崎電機工業　株式会社 秋田県秋田市外旭川字三千刈113-4 018-823-6477

秋田県 ハリス・石黒車検センター　有限会社　ハリス 秋田県秋田市外旭川字三千刈143 018-866-1233

秋田県 ㈲オートドルフィン 秋田県秋田市手形山北町1-25 018-836-6010

秋田県 秋田車両整備株式会社 秋田県秋田市川尻町字大川反170-46 018-824-0361

秋田県 Y-PIT秋田 秋田県秋田市川尻町字大川反233番地44 018-853-5282

秋田県 有限会社　深沢電装 秋田県秋田市川尻大川町9-48 018-863-8822

秋田県 大和電業舎 秋田県秋田市山王5丁目11-12 018-867-2660

秋田県 ㈱松本ｶｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 秋田県秋田市上北手百崎字石川148 018-835-1976

秋田県 ㈲アダムス 秋田県秋田市上北手大戸字堀之内26-3 018-835-2064

秋田県 高尾ハイヤー 株式会社 秋田県秋田市仁井田本町1-1-8 018-839-2234

秋田県 有限会社佐紀自動車 秋田県秋田市新屋鳥木町1-70 018-828-0077

秋田県 トヨタカローラ秋田㈱カローラプラザ店 秋田県秋田市寺内字蛭根85-11 018-888-0200

秋田県 松田自動車興業株式会社秋田飯島店 秋田県秋田市飯島道東3-59-1 018-874-7781

秋田県 軽自動車専門店パスカル 秋田県秋田市飯島道東2-68-1 018-827-5900



都道府県 店舗等名 住所 電話番号

令和3年 10月30日現在

データシステム　アクセル見守り隊

秋田県 松田自動車興業株式会社 車検のコバック飯島店 秋田県秋田市飯島道東3-59-1 018-874-7781

秋田県 松田自動車興業株式会社 軽自動車専門店パスカル 秋田県秋田市飯島道東2丁目68-1 018-827-5900

秋田県 堀オートサービス 秋田県湯沢市三梨町上堀２２６－５ 0183-42-4886

秋田県 株式会社瀬川輪店 秋田県湯沢市稲庭町字観音寺87 0183-43-2131

秋田県 合同会社川畑オート 秋田県湯沢市愛宕町3丁目10-6 0183-72-1777

秋田県 (株)湯沢自動車整備工場 秋田県湯沢市千石町１－２－８ 0183-73-0143

秋田県 株式会社こまちライフサービス自動車センター 秋田県湯沢市南台5番5号 0183-78-2260

秋田県 有限会社 末広自動車 秋田県横手市大町5-10 0182-32-0305

秋田県 株式会社ふるさとオートランド 秋田県横手市安田字堰端96 0182-33-5995

秋田県 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

秋田県 (有)最上谷自動車整備工場 秋田県横手市平鹿町醍醐字四ツ屋１０８番地 0182-25-4670

秋田県 有限会社浅舞自動車 秋田県横手市平鹿町浅舞字大宮北81 0182-24-0349

秋田県 株式会社 仙北タクシー 秋田県大仙市大曲福住町2-42 0187-63-6060

秋田県 有限会社タカハタ自動車 秋田県大仙市大曲須和町2丁目4-45 0187-62-0564

秋田県 有限会社横堀自動車 秋田県大仙市堀見内穴沢13番地 0187-69-2098

秋田県 有限会社木元自動車興業 秋田県大仙市下鶯野字羽場71-1 0187-54-4549

秋田県 ウィンカー東北 秋田県大仙市上鴬野字高橋112 0187-56-6262

秋田県 オートサービスイトウ 秋田県大仙市清水字下黒土22 0187-56-3669

秋田県 佐藤ホンダモータース 秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷55 0187-55-5569

秋田県 株式会社中安自動車 秋田県仙北市角館町上菅沢471-1 0187-54-2255

秋田県 株式会社ﾀｶﾊｼﾓｰﾀｰｽ 秋田県仙北市角館町下菅沢59-1 00187-54-3866

秋田県 おばこライフ西明寺SS 秋田県仙北市西木町上荒井字中屋敷69-2 0187-47-2044

秋田県 (有)荒木田自動車整備工場 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮の後5-4 0187-43-0801

秋田県 株式会社田沢モータース 秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野115 0187-43-0811

秋田県 株式会社ムサシノオート 秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-190 0187-43-0020

秋田県 田沢観光 株式会社 秋田県仙北市田沢湖生保内字水尻71-13 0187-43-1331

秋田県 株式会社ＢＳＢ 秋田県大仙市藤木字扇合25-4 0187-65-3154

秋田県 カースタジオ91プラス 秋田県由利本荘市石脇字赤兀１－３４ 0184-74-6191

秋田県 本荘スバル自動車㈱ 秋田県由利本荘市薬師堂字谷地202 0184-22-6055

秋田県 トヨタカローラ秋田㈱本荘店 秋田県由利本荘市薬師堂細野145 0184-22-1443

秋田県 （有）東幸自動車 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ＪＡ秋田しんせいサービス　由利自動車センター 秋田県由利本荘市荒町字塒台76 0184-23-2631

秋田県 オートクラフト　 秋田県由利本荘市日役町13 0184-22-8770

秋田県 光タクシー 株式会社 秋田県由利本荘市砂子下48-1 0184-23-2002

秋田県 （有）カーサービスＨＡＲＡ 秋田県能代市落合字上大野161 0185-53-2624

秋田県 株式会社　千葉電機工業 秋田県能代市浅内字赤沼22-1 0185-54-7733

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 近藤オート販売株式会社 秋田県能代市浅内字中山133-15 0185-52-1109

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番地3 0185-54-3461

秋田県 能代観光 株式会社 秋田県能代市寿域長根36-34 0185-52-1321

秋田県 エース自動車販売（株） 秋田県能代市字臥竜山17-5 0185-54-2227

秋田県 有限会社　秋北電装サービス 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下43-2 0186-48-5518

秋田県 秋北電機工業株式会社 秋田県大館市字沼館道上９１ 0186-49-2151

秋田県 株式会社 冨士タクシー 秋田県大館市字大町12番地 0186-42-1004

秋田県 桜庭電池工業　株式会社 秋田県大館市片山町3丁目4-43 0186-43-1800

秋田県 有限会社ナカジマプロジェクト（ガレージ・プラスＯｎｅ） 秋田県大館市片山町1丁目5-2 0186-45-0608

秋田県 （株）ジェイエイ秋田しんせいサービス仁賀保自動車センター 秋田県にかほ市平沢字宮田37-1 0184-36-3574

秋田県 株式会社ＪＡ秋田しんせいサービス　仁賀保自動車 秋田県にかほ市平沢字宮田37-1 0184-36-3574

秋田県 株式会社ボデーショップ伊藤 秋田県潟上市昭和大久保北野細谷道添73-552 018-877-4953

秋田県 松田自動車興業株式会社八郎潟店 秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷地309-2 018-875-2058
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秋田県 松田自動車興業株式会社 車検のコバック八郎潟店 秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷地309-2 018-875-2058

秋田県 （資）一鳩自動車 秋田県南秋田郡五城目町字石田六ケ村堰添88-1 018-852-2367

秋田県 エース自動車販売（株）　三種支店 秋田県三種町鯉川字中陣場1-1 0185-74-8477

秋田県 千葉電機工業 秋田県能代市二ツ井町字山根3丁目10 0185-73-2127

秋田県 株式会社丸山自動車整備工場 秋田県能代市二ツ井町字太田面10番地の1 0185-73-4220

秋田県 合資会社 平塚自動車商会 秋田県北秋田市綴子字田中下モ16 0186-63-0051

秋田県 合資会社 加藤自動車整備工場 秋田県北秋田市綴子字田中表27 0186-62-3456

秋田県 暁商工 株式会社 秋田県北秋田市綴子字糠沢上谷地416 0186-62-1562

秋田県 丸宮タクシー 有限会社 秋田県北秋田市住吉町8-7-2 0186-62-2030

秋田県 有限会社 武藤自動車整備工場 秋田県北秋田市鷹巣字西中岱61-1 0186-62-2621

秋田県 （株）フジモト車輌整備部 秋田県北秋田市坊沢字深関沢25-50 0186-84-8340

秋田県 鷹巣千葉電機工業　株式会社 秋田県北秋田市脇神字平崎上岱6-3 0186-62-0794

秋田県 小林自動車工業株式会社 秋田県北秋田市脇神字塚ノ岱17-6 0186-63-2120

秋田県 (有)合川自動車 秋田県北秋田市川井五郎左エ門田ノ沢20-1 0186-78-3275

秋田県 (有)合川オートサービス 秋田県北秋田市下杉狐森43-2 0186-78-2655

秋田県 株式会社 車やJUN 秋田県北秋田市米内沢字大野岱115-3 0186-72-5590

秋田県 (有)沢田自動車整備工場 秋田県鹿角市花輪字福士86-3 0186-23-3034

秋田県 クラブタクシー 株式会社 秋田県鹿角市花輪字下花輪144-1 0186-23-2288

秋田県 有限会社高橋自動車整備工場 秋田県湯沢市横堀字下新田４７－２ 0183-52-4363

秋田県 タカカツ自動車工業（株） 秋田県湯沢市小野東堺95-1 0183-52-2161

秋田県 タカカツ自動車工業株式会社 秋田県湯沢市小野字東堺95番地の1 0183-52-2161

秋田県 有限会社フジオートセンター十文字店 秋田県横手市十文字町字西上７０－１０ 0182-42-4800

秋田県 有限会社加納モータース 秋田県横手市十文字町仁井田字東５４－２ 0182-42-0233

秋田県 タイセー自動車(株) 秋田県横手市十文字町上鍋倉字はば下清水田８３－１ 0182-42-0567

秋田県 有限会社アスタック 秋田県横手市増田町増田字石神６３－２３ 0182-45-3266

秋田県 有限会社藤谷モータース 秋田県仙北郡美郷町鑓田字稲荷19-15 0187-84-0148

秋田県 有限会社沢野自動車 秋田県仙北郡美郷町畑屋熊野319‐1 0187-84-1002

秋田県 株式会社おばこﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ太田自動車ｾﾝﾀｰ 秋田県大仙市太田町横沢字久保関北717番地3 0187-88-1454

秋田県 ムトウ自動車整備工場 秋田県大仙市協和峰吉川字西窪37-28 018-895-2662

秋田県 （株）山本自動車整備工場 秋田県秋田市河辺和田字坂本南270 018-882-2367

山形県 山形トヨタ自動車（株） 大野目店 山形県山形市穂積80-1 023-632-5611

山形県 (株)オ－トセブン・アルボ 山形県山形市穂積135番地 023-679-5699

山形県 （株）カーサービス山形 山形県山形市上山家字下宿766-6 023-631-3233

山形県 （株）カーサービス山形　山形店 山形県山形市上山家町字下宿766-6 023-631-3233

山形県 山交バス（株）中央整備工場 山形県山形市上山家町字野伏山666番地 023-623-1616

山形県 観光タクシー 株式会社 山形県山形市上山家町字日月山1982-7 023-622-5888

山形県 （株）山正自動車 山形県山形市山家本町1丁目1-27 023-633-1039

山形県 （株）三和部品ガラス工房 山形県山形市五十鈴1-2-11 023-631-1691

山形県 ㈱山形部品（本社） 山形県山形市流通センター3-9-3 023-615-2155

山形県 川崎商会自動車整備工場 山形県東村山郡山辺町大字山辺2048-5 023-664-7266

山形県 EXCEED㈲渡邊モータース 山形県東村山郡中山町長崎4176-3 023-662-5459

山形県 奈良崎モータース 山形県寒河江市大字谷沢字上谷沢1877 0237-87-3031

山形県 株式会社新関タイヤ 山形県寒河江市大字八鍬1448番地の1 0237-87-2378

山形県 ﾓｰﾀｰﾌｧｸﾄﾘｰﾗｯﾌﾟ 山形県寒河江市八鍬1448-1 0237-87-2378

山形県 有限会社大沼モータース 山形県寒河江市大字八鍬804-6 0237-87-1419

山形県 銀河自動車株式会社 山形県山形市長町2丁目2-25 023-684-2233

山形県 ヤマケンオ－ト 山形県山形市北町4丁目1-4 023-684-1230

山形県 山形トヨタ自動車（株） 清住店 山形県山形市清住町２丁目6-23 023-643-1911

山形県 有限会社　三浦電機工業所 山形県山形市下椹沢566-1 023-643-8953

山形県 車検のコバック　山形江俣店 山形県山形市江俣5丁目3番5号 0120-913-589
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山形県 （有）シブエ自動車販売 山形県山形市江俣2丁目12-4 023-681-1668

山形県 近藤乗物 山形県山形市江俣1丁目9-43 023-665-4686

山形県 サイトウオ－ト 山形県山形市江俣1丁目9-43 023-684-3556

山形県 クローバー 山形県山形市江俣5丁目3番6号 0120-841-398

山形県 山形トヨタ自動車（株） ユーパーク嶋店 山形県山形市嶋北４丁目5-38 023-682-1711

山形県 スズキアリーナ山形嶋 山形県山形市嶋南3-7-15 023-682-0025

山形県 ㈱西田モータース 山形県西村山郡大江町大字左沢934-10 0237-62-2279

山形県 株式会社柏倉ﾓｰﾀｰｽ 山形県西村山郡大江町大字左沢364 0237-62-2363

山形県 株式会社 柏倉モータース 山形県西村山郡大江町大字左沢364 0237-62-2363

山形県 株式会社煌自動車 山形県山形市漆山924番地 023-687-0609

山形県 Is Auto Garage（ｱｲｴｽｵｰﾄｶﾞﾚｰｼﾞ） 山形県山形市あけぼの１丁目２－６ 023-679-4462

山形県 戸田電機商会 山形県山形市成沢西4丁目4-12 023-688-2622

山形県 漆山自動車 山形県山形市蔵王成沢764-3 023-688-5878

山形県 タイヤセンターヤマダ 山形県山形市成沢西４丁目６－２４ 023-688-6611

山形県 （株）カーサービス山形　山形南店 山形県山形市中桜田1-1-46 023-622-6888

山形県 株式会社カーサービス山形 山形南店 山形県山形市中桜田1-1-46 023-622-6888

山形県 株式会社八幡自動車商会 コバックＲ286鉄砲町店 山形県山形市荒楯町1丁目3番3号 023-666-6420

山形県 山形トヨタ自動車（株） 山形店 山形県山形市南一番町11-16 023-622-1919

山形県 山形トヨタ自動車（株） カスタマイズファクトリー 山形県山形市南一番町11-24 023-632-6186

山形県 ㈱ニッコウ電機商会 山形県山形市南一番町11-28 023-641-6661

山形県 GR　Garage　山形 山形県山形市南一番町11-24 023-632-6186

山形県 八千代交通 株式会社 山形県山形市南栄町2丁目11-21 023-623-1767

山形県 （株）カーサービス山形　オートモール西バイパス店 山形県山形市高堂101-1 023-645-7778

山形県 株式会社カーサービス山形 オートモール西バイパス店 山形県山形市高堂101-1 023-645-7778

山形県 ㈲タイコー電機商会 山形県寒河江市字中河原81-2 0237-86-4327

山形県 中央タクシー 株式会社 山形県寒河江市本町一丁目7-18 0237-86-6100

山形県 寒河江自動車（株） 山形県寒河江市大字寒河江字三条146 0237-84-4111

山形県 有限会社北斗クラフト 山形県寒河江市大字寒河江字鷹の巣11番 0237-86-0299

山形県 山形トヨタ自動車（株） 寒河江店 山形県寒河江市寒河江字石田28 0237-86-4121

山形県 有限会社北斗クラフト 山形県寒河江市寒河江字鷹ノ巣11 0237-86-0299

山形県 有限会社中央自動車 山形県寒河江市大字島字島東８３－１ 0237-86-8099

山形県 有限会社メカティックシマツ 山形県米沢市窪田町矢野目3400番地 0238-37-4847

山形県 有限会社県南自動車整備工場 山形県米沢市窪田町窪田1474-4 0238-40-0850

山形県 車検のコバックＲ１３号米沢店 山形県米沢市窪田町窪田１４７４番地の４ 0238-40-0850

山形県 山形トヨタ自動車（株） 米沢店 山形県米沢市中田町字道ノ上参908 0238-37-5222

山形県 ｱｲｾﾞﾝﾎﾞﾃﾞ- 山形県米沢市中田町1607-1 0238-37-6205

山形県 井上自動車 山形県米沢市花沢町2834-1 0238-23-7539

山形県 米沢酒類販売 株式会社 山形県米沢市大町5丁目4-39 0238-37-3388

山形県 (有)ｵｰﾄｼｮｯﾌﾟくるまや 山形県米沢市城南4丁目2-5 0238-23-9487

山形県 チキバーン 山形県米沢市塩井町1713 0238-21-5139

山形県 五十嵐自動車 山形県米沢市塩井町塩野１４９２番地５ 0238-22-8497

山形県 ㈱ﾎﾞﾃﾞｨｰﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾉﾘｰｽﾞ 山形県米沢市塩井町塩野３７３２番地2 0238-24-7775

山形県 安部モータース 山形県米沢市塩井町塩野2018番地 0238-21-2927

山形県 Garage Creave株式会社 山形県米沢市塩井町塩野4664番地の4 0238-40-1215

山形県 荒井自動車 山形県米沢市春日5丁目2-32 0238-23-3359

山形県 桑島オートサービス 山形県米沢市成島町１丁目３番１０号 0238-23-3630

山形県 毘龍レンタカー 山形県米沢市遠山町１２９８番地 0238-24-3618

山形県 有限会社オートピア 山形県米沢市六郷町西江股637 0238-37-6519

山形県 ハシモト 山形県米沢市大字川井２８５９番地２ 0238-28-1199

山形県 株式会社高橋自動車整備工場 山形県米沢市大字川井2850 0238-28-3471
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山形県 ㈱ユーシーファクトリー 山形県東置賜郡川西町大字西大塚2447-1 0238-42-3464

山形県 ㈲サークル 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝2235-6 0238-84-5593

山形県 ㈲小口自動車整備工場 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝2525-4 0238-85-2367

山形県 （有）小口自動車整備工場 山形県西置賜郡白鷹町鮎貝7481 0238-85-2367

山形県 （有）小嶋自動車整備工場 山形県西置賜郡白鷹町鮎貝大字1009番地 0238-85-3164

山形県 ㈲白鷹オート 山形県西置賜郡白鷹町大字高玉913-1 0238-85-3114

山形県 ㈲梅津自動車 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙720 0238-85-2560

山形県 ㈱ヤリミズ自動車 山形県米沢市万世町片子4372 0238-21-5503

山形県 株式会社ヤリミズ自動車 山形県米沢市万世町片子4372 0238-21-5503

山形県 ヤリミズ自動車 山形県米沢市万世町片子4372 0238-21-5503

山形県 ㈱ｶﾏﾀｵｰﾄｼｽﾃﾑ 山形県米沢市万世町片子470-1 0238-22-6616

山形県 渡辺自動車整備工場 山形県米沢市万世町片子5263-8 0238-23-1909

山形県 南自動車工業 山形県米沢市大字笹野3979-1 0238-38-2259

山形県 情野自動車 山形県米沢市大字李山10221-41 0238-38-4755

山形県 ㈱太丸モータース 山形県長井市屋城町6-18 0238-84-3131

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 ㈱那須自動車 山形県長井市泉字福田2266-1 0238-88-1541

山形県 ㈱オートセンタースズブン 山形県長井市今泉1372 0238-88-9131

山形県 株式会社オートセンタースズブン 山形県長井市今泉1372 0238-88-9131

山形県 ㈲いしだ自動車 山形県長井市時庭125-4 0238-88-5022

山形県 山形トヨタ自動車（株） 長井店 山形県長井市横町10-22 0238-84-1135

山形県 （株）カーサービス山形　カーサドルチェ天童店 山形県天童市老野森419-6 023-666-6550

山形県 株式会社カーサービス山形　CASA DOLCE 天童店 山形県天童市大字老野森419-6 023-666-6550

山形県 山形トヨタ自動車（株） 天童店 山形県天童市東久野本３丁目3-45 023-654-1911

山形県 有限会社ボデーショップアダチ 山形県天童市大字山元406-1 023-654-5953

山形県 天童ホンダ㈱ 山形県天童市天童中3-6-11 023-654-3155

山形県 ㈲アポロオートシステム 山形県天童市東長岡4-2-15 023-655-3971

山形県 （株）カーサービス山形　ＮＣＦ 山形県天童市清池東2-1-7 023-655-5510

山形県 株式会社カーサービス山形　NCF 山形県天童市清池東2-1-7 023-655-5510

山形県 八鍬自動車 山形県村山市大字土生田2190-1 0237-58-2457

山形県 ㈲北陽オートサービス 山形県新庄市五日町字清水川1303-17 0233-22-3101

山形県 株式会社山形部品　新庄営業所 山形県新庄市金沢字前野2260-1 0233-22-1577

山形県 株式会社 新庄タクシー 山形県新庄市金沢字南沢1572-1 0233-22-3955

山形県 山形トヨタ自動車（株） 新庄店 山形県新庄市大字鳥越3821 0233-22-6877

山形県 大丸自動車整備工場 山形県新庄市大字福田1802-44 0233-22-3980

山形県 （有）赤松自動車 山形県最上郡大蔵村大字合海101番地の1 0233-75-2311

山形県 （有）大蔵自動車 山形県最上郡大蔵村大字清水4022番地の2 0233-75-3111

山形県 山形トヨタ自動車（株） 鶴岡店 山形県鶴岡市宝田２丁目2-41 0235-22-5500

山形県 有限会社デンソーテクノス 山形県鶴岡市宝田3丁目17番11号 0235-22-7273

山形県 山形オート株式会社 山形県鶴岡市宝田３丁目９番８号 0235-24-7708

山形県 庄交ハイヤー 株式会社 山形県鶴岡市日和田町20-37 0235-22-0096

山形県 （株）庄交コーポレーション庄交サービス鶴岡工場 山形県鶴岡市錦町４－３５ 0235-22-0727

山形県 株式会社鶴岡ダイハツ 山形県鶴岡市西新斎町9番14号 0235-24-2581

山形県 （有）堀江電業社 山形県鶴岡市みどり町１８－４８ 0235-22-1805

山形県 有限会社　堀江電業社 山形県鶴岡市みどり町18-48 0235-22-1805

山形県 （有）佐藤タイヤ商会 山形県鶴岡市大塚町14-22 0235-23-1188

山形県 有限会社　協和電装サービス 山形県鶴岡市大塚町10-2 0235-24-3437

山形県 ㈲佐藤タイヤ商会 山形県鶴岡市大塚町14-22 0235-23-1188

山形県 （株）あいとサービスオートパル羽黒 山形県鶴岡市羽黒町野荒町西田１－１ 0235-62-2090

山形県 鈴木商店 山形県鶴岡市板井川片茎８８ 0235-57-2216
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山形県 （株）あいとサービスオートパル櫛引 山形県鶴岡市上山添字文栄３４ 0235-57-2157

山形県 （株）カーステーションイシカワ 山形県鶴岡市日枝坂本４３－１０ 0235-25-8728

山形県 加藤自動車商会 山形県鶴岡市美原町２８－６８ 0235-24-2872

山形県 鶴岡市農業協同組合　農機自動車中央センター 山形県鶴岡市白山字西野196 0235-35-7077

山形県 鶴岡市農業協同組合　機械燃料部 山形県鶴岡市白山字西野１９６ 0235-23-5641

山形県 （株）児玉自動車 山形県鶴岡市白山字東木村１－２ 0235-22-6177

山形県 鶴岡市農業協同組合　農機自動車中央センター 山形県鶴岡市白山字西野１９６ 0235-23-5641

山形県 イタガキオート 山形県鶴岡市大淀川字洞合３－５ 0235-77-4051

山形県 鶴岡市農業協同組合　農機自動車西郷センター 山形県鶴岡市下川字樋渡41-1 0235-76-2370

山形県 鶴岡市農業協同組合　農機自動車西郷センター 山形県鶴岡市下川字樋渡４１－１ 0235-76-2370

山形県 有限会社小林自動車 山形県東田川郡三川町大字青山193 0235-66-3050

山形県 （有）小林自動車 山形県東田川郡三川町青山193 0235-66-3050

山形県 （有）小林自動車 山形県東田川郡三川町大字青山193 0235-66-3050

山形県 酒田第一タクシー 株式会社 山形県酒田市あきほ町651-4 0234-22-9444

山形県 （株）カーサービス山形　酒田店 山形県酒田市広栄町1-1-1 0234-41-2388

山形県 株式会社カーサービス山形　酒田店 山形県酒田市広栄町1-1-1 0234-41-2388

山形県 有限会社ＨＯＴＲＯＤ 山形県酒田市大宮町２丁目5-3 0234-21-8851

山形県 新光電機有限会社 山形県酒田市東両羽町8-3 0234-24-3140

山形県 テクノロジー株式会社 山形県酒田市両羽町7番地の9 0234-25-1331

山形県 荘内自動車工業（株） 山形県酒田市両羽町1－６ 0234-23-5855

山形県 ㈱ニッコウ電機商会　酒田支店 山形県酒田市若原町4-31 0234-23-3156

山形県 山形トヨタ自動車（株） 酒田店 山形県酒田市若竹町２丁目1-2 0234-22-3811

山形県 有限会社酒田スバル自動車 山形県酒田市亀ケ崎4-20-26 0234-26-3344

山形県 ㈲タイヤハウスアマーレ 山形県酒田市北新橋2-12-4 0234-22-2050

山形県 有限会社奥羽電装 山形県酒田市東町1丁目13番地の1 0234-26-2395

山形県 株式会社アプローチサービス工場 山形県酒田市東町1丁目15番地24 0234-23-4433

山形県 ㈱ジェイエイサービスおきたま　川西車輛センター 山形県東置賜郡川西町上小松1830-1 0238-42-4200

山形県 富樫モータース 山形県東置賜郡川西町大字上小松３４５８－１ 0238-42-4141

山形県 (有)川西自動車興業 山形県東置賜郡川西町大字堀金619番地の3 0238-42-6108

山形県 髙橋オートサービス㈱ 山形県西置賜郡飯豊町大字萩生4280-2 0238-72-3089

山形県 ㈲木村自動車 山形県西置賜郡飯豊町大字椿4504-2 0238-72-2160

山形県 小国自動車 山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５２５番地１５ 0238-62-3118

山形県 ㈱小国自動車整備工場 山形県西置賜郡小国町大字岩井沢525-15 0238-62-3118

山形県 ㈲塩川自動車整備工場 山形県西置賜郡小国町大字西159-4 0238-62-2387

山形県 北伸自動車工業㈱ 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町1-70 0238-62-2363

山形県 ㈲三栄自動車工業 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町440 0238-62-3234

山形県 山形トヨタ自動車（株） 南陽店 山形県南陽市赤湯川尻3028-1 0238-43-6711

山形県 株式会社 赤湯観光タクシー 山形県南陽市赤湯825 0238-43-2140

山形県 皆川モータース 山形県南陽市三間通284-1 0238-43-2466

山形県 ㈱タケダ自動車 山形県東根市大字東根甲5976 0237-41-1150

山形県 ㈲東陽自動車 山形県東根市温泉町3-6-5 0237-42-0233

山形県 株式会社 東根交通 山形県東根市温泉町1-7-2 0237-42-1151

山形県 高嶋自動車 山形県東根市宮崎三丁目10-16 0237-43-2468

山形県 若房モーター商会 山形県東根市宮崎二丁目3-11 0237-42-0222

山形県 東郷自動車㈱ 山形県東根市大字蟹沢1890-3 0237-48-6446

山形県 ＫＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ 山形県東根市大字蟹沢字長谷1313-13 0237-42-5501

山形県 （有）安達自動車 山形県東根市大字蟹沢485-1 0237-43-3237

山形県 アサヒ自動車㈱ 山形県東根市さくらんぼ駅前3-1-26 0237-42-0246

山形県 （有）梅津モータース 山形県東根市さくらんぼ駅前一丁目10-8 0237-42-0100

山形県 滝口自動車整備工場 山形県東根市大字猪野沢9-64 0237-44-2225
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山形県 若木モータース 山形県東根市中島通り2-11 0237-47-0621

山形県 アビコチューンナップセンター 山形県東根市板垣大通り10 0237-47-1777

山形県 くるまやShop　G-ber 山形県東根市若木通り２－７－１３ 0237-48-1206

山形県 オートサービス東交 山形県東根市神町中央1-3-36 0237-49-1437

山形県 （有）オートシバサキ 山形県東根市神町西五丁目1-2 0237-47-0148

山形県 オートサービス鈴木 山形県東根市大字松沢253-1 0237-41-0688

山形県 オートファクトリーコマツ 山形県東根市大字松沢49 0237-22-9211

山形県 長瀬自動車整備工場 山形県北村山郡大石田町大字鷹巣字北原534-4 0237-35-4813

山形県 株式会社 尾花沢タクシー 山形県尾花沢市上町6-1-23 0237-23-2525

山形県 株式会社　大類兄弟商会　自動車整備工場 山形県尾花沢市大字五十沢字前森山1432-1 0237-23-2511

山形県 株式会社大類兄弟商会 山形県尾花沢市大字五十沢1432-1 0237-23-2511

山形県 株式会社箱山自動車 山形県新庄市大字泉田字往還東55番地 0233-25-2138

山形県 千川原自動車工場 山形県最上郡鮭川村京塚1407-1 0233-55-2340

山形県 結城自動車整備工場 山形県最上郡鮭川村京塚1251-4 0233-55-2454

山形県 有限会社カワマタｵｰﾄ 山形県最上郡真室川町大字平岡352-1 0233-62-3256

山形県 有限会社ｶｰｻｰﾋﾞｽやなせ 山形県最上郡真室川町大字新町字大欠516-1 0233-62-3939

山形県 有限会社そめや自動車 山形県最上郡真室川町大字新町15-3 0233-62-2372

山形県 マルコウ自動車整備工場 山形県最上郡真室川町大字新町781-9 0233-62-3567

山形県 星川モータース 山形県最上郡金山町金山468-9 0233-52-2135

山形県 有限会社スズキ金山販売 山形県最上郡金山町大字金山864-1 0233-52-2710

山形県 （有）笹原自動車工場 山形県最上郡金山町大字山崎332番地 0233-52-2025

山形県 ㈱最上自動車整備工場 山形県最上郡最上町大字富沢1370-3 0233-45-2341

山形県 有限会社オートランドカネダ 山形県最上郡最上町大字志茂206-1 0233-46-2530

山形県 株式会社井上自動車整備工場 山形県最上郡最上町大字若宮436 0233-43-2141

山形県 戸沢自動車 山形県最上郡戸沢村津谷2195 0233-72-2424

山形県 アスカモータース 山形県酒田市飛鳥字堂之後62番地 0234-52-3416

山形県 車のみどり有限会社 山形県酒田市堀野内１２ 0234-52-3322

山形県 （株）あいとサービスオートパル中央 山形県鶴岡市藤島字笹花１８ 0235-64-3773

山形県 株式会社川尻モータース 山形県鶴岡市川尻字上ノ前1-10 0235-64-2436

山形県 （株）あいとサービスオートパル庄内町 山形県東田川郡庄内町廻館字盛利新田２０－１ 0234-43-4333

山形県 有限会社奥山自動車整備工場 山形県酒田市木川字東中道35-2 0234-93-2011

山形県 デンソーサトウ 山形県酒田市落野目字十穂1 080-5221-7185

山形県 株式会社ひさげ運輸　エス・キャリー 山形県東田川郡庄内町余目字滑石55番地1 0234-45-0155

山形県 有限会社スタジアム　プロショップ　スタジアム 山形県酒田市牧曽根字東田102-4 0234-35-8206

山形県 ㈱小野寺自動車 山形県酒田市市条字横枕３７－２ 0234-64-3616

山形県 サトウ商会株式会社 山形県飽海郡遊佐町遊佐字川端27-1 0234-72-3293

山形県 タイヤショップエルパ 山形県飽海郡遊佐町小原田字沼田15-1 0234-72-4611

福島県 有限会社ケーズコーポレーション 福島県西白河郡西郷村大字羽太字原ノ前2 0248-25-5727

福島県 有限会社菅野自動車 福島県伊達郡桑折町大字谷地字添20-1 024-582-2810

福島県 オートアールズ　安達店 福島県二本松市油井福岡150 0243-24-1888

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 株式会社鈴木自動車電装 福島県福島市鎌田字赤沼3-2 0245-53-8064

福島県 大久自動車販売株式会社 福島県福島市本内字北古舘９ 024-553-0777

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　オートピア本内 福島県福島市本内字南街道下27-1 024-553-1842 

福島県 日産プリンス福島販売（株）福島鎌田店 福島県福島市丸子字広町10-1 024-553-2111

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　福島鎌田店 福島県福島市丸子字広町10-1 024-553-2111 

福島県 ジェームス矢野目店 福島県福島市南矢野目字高畑20番地の6 024-555-1688

福島県 株式会社 北福島タクシー 福島県福島市南矢野目字桜内36-1 024-557-2210

福島県 株式会社四輪販売福島 福島県福島市北矢野目字窪田13-4 024-555-6225

福島県 大久自動車販売(株)飯坂営業所 福島県福島市飯坂町平野字代22-1 024-542-1221
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福島県 大久自動車販売(株)ｺﾊﾞｯｸ板金塗装館 福島県福島市飯坂町平野字壇ノ越26-3 024-541-2211

福島県 佐藤自工 福島県伊達市霊山町掛田字岩崎４４－１ 024-586-3222

福島県 大森貸切自動車 有限会社 福島県福島市大森字下原田64-1 024-546-5395

福島県 有限会社 カネハチタクシー 福島県福島市松川町浅川字笠松11-21 024-567-3211

福島県 有限会社尾形自動車工業 福島県福島市松川町浅川字椚林15 024-548-7706

福島県 日産プリンス福島販売（株）福島店 福島県福島市荒町4-30 024-522-7151

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　福島店 福島県福島市荒町4-30 024-522-7151

福島県 カープロデュース　スタイル 福島県福島市笹木野字中金谷60-7 024-563-7701

福島県 日産プリンス福島販売（株）Ｐフォーラム２３ 福島県福島市北中央１丁目28-2 024-536-4423

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　Pフォーラム23 福島県福島市北中央1丁目28-2 024-536-4423

福島県 （有）羽田自動車整備工場 福島県福島市岡部字内川原１１番地 024-534-3310

福島県 日産プリンス福島販売（株）白河店 福島県白河市萱根西ノ内123-1 0248-27-2335

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　白河店 福島県白河市萱根西ノ内123-1 0248-27-2335 

福島県 大久自動車販売(株)車検のコバック白河中央ｲﾝﾀｰ店 福島県白河市薄葉4-1 0248-21-6589

福島県 (株)オートアールズ白河モール店 福島県白河市老久保４６－１ 0248-21-1011

福島県 オートアールズ　白河モール店 福島県白河市老久保46-1 0248-21-1011

福島県 （株）オートデンソーマルヤマ白河店 福島県白河市立石1-3 0248-23-4555

福島県 白河観光交通 株式会社 福島県白河市中山南5-97 0248-27-3300

福島県 ネッツトヨタ郡山㈱ 白河店 福島県西白河郡西郷村字裏山南20 0248-22-6711

福島県 日産プリンス福島販売（株）須賀川店 福島県須賀川市大黒町4-1 0248-72-5123

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　須賀川店 福島県須賀川市大黒町4-1 0248-72-5123 

福島県 ネッツトヨタ郡山㈱ 須賀川店 福島県須賀川市牛袋町102 0248-75-1175

福島県 日産プリンス福島販売（株）郡山店 福島県郡山市安積町笹川字蛇石45-1 024-945-1968

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　郡山店 福島県郡山市安積町笹川字蛇石45-1 024-945-1968 

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　ユー.comあさか 福島県郡山市安積町笹川字蛇石45-1 024-945-1929 

福島県 （株）エスビー商会 福島県郡山市安積1-138 024-945-1780

福島県 株式会社　エスビー商会 福島県郡山市安積1丁目138 024-945-1780

福島県 ネッツトヨタ郡山㈱ 郡山店 福島県郡山市安積一丁目135 024-945-3363

福島県 （株）オートデンソーマルヤマ郡山店 福島県郡山市南2丁目58番地 024-945-5388

福島県 ネッツトヨタ郡山㈱ 堤店 福島県郡山市堤一丁目80 024-952-6061

福島県 松崎電装 福島県郡山市荒井町東34-2 024-943-8313

福島県 (有)滝根自動車 福島県田村市滝根町神俣字梵天川276 0247-78-2203

福島県 (有)佐藤モータース 福島県田村市大越町下大越字川向214 0247-79-2045

福島県 有限会社常葉モーター 福島県田村市常葉町常葉字本坊106 0247-77-2262

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永長45 0247-46-3188

福島県 ㈲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 有限会社　棚倉カークリニック 福島県東白川郡棚倉町棚倉字水白田4-1 0247-33-4628

福島県 要田自動車(株) 福島県田村郡三春町大字熊耳字大平4 0247-62-1105

福島県 三春自動車工業株式会社 福島県田村郡三春町大字山田字越井戸7-2 0247-62-3100

福島県 三春自動車工業(株) 福島県田村郡三春町大字山田字越井戸7-2 0247-62-3100

福島県 有限会社　高柳自動車整備工場 福島県田村郡三春町字鎌田前２－５ 0247-62-2767

福島県 ネッツトヨタ郡山㈱ 本社緑町店 福島県郡山市緑町17-8 024-927-5885

福島県 大久自動車販売(株)郡山営業所 福島県郡山市字下亀田2-2 024-922-0356

福島県 日産プリンス福島販売（株）郡山インター店 福島県郡山市富田町字久根下7-7 024-952-1616

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　郡山インター店 福島県郡山市富田町字久根下7-7 024-952-1616

福島県 有限会社三幸オートサービス 福島県郡山市富久山町久保田字宮田56-1 024-944-8224

福島県 三春自動車工業株式会社　郡山美術館通り店 福島県郡山市横塚2-23-17 024-956-0665

福島県 三春自動車工業(株)　郡山美術館通り店 福島県郡山市横塚2-23-17 024-956-0665

福島県 クラブ自動車 株式会社 福島県郡山市山根町2-22 024-932-8289

福島県 ジェームス郡山店 福島県郡山市川向 133 024-937-1788
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福島県 日産プリンス福島販売（株）郡山文化通り店 福島県郡山市鶴見坦2-14-19 024-923-2300

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　郡山文化通り店 福島県郡山市鶴見坦2-14-19 024-923-2300 

福島県 有限会社佐久間自動車 福島県二本松市木幡字古生245番地 0243-46-3311

福島県 昭和タクシー 株式会社 福島県二本松市成田町１丁目753-3 0243-22-1155

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 有限会社　会津バッテリー商会 福島県会津若松市一箕町亀賀字郷之原65-2 0242-22-3629

福島県 有限会社会津ﾊﾞｯﾃﾘｰ商会 福島県会津若松市一箕町亀賀字郷の原65-2 0242-22-3629

福島県 （株）オートデンソーマルヤマ会津店 福島県会津若松市扇町101 0242-24-1717

福島県 株式会社　サカエ 福島県会津若松市町北町大字始字宮前20-1 0242-25-2610

福島県 （株）サカエ 福島県会津若松市北町大字始字宮前20-1 0242-25-2610

福島県 日産プリンス福島販売（株）会津店 福島県会津若松市町北町大字藤室字横道1-1 0242-24-2255

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　会津店 福島県会津若松市町北町大字藤室字横道1-1 0242-24-2255

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　オートピア会津 福島県会津若松市町北町大字藤室字横道1-1 0242-24-2300 

福島県 ゼネラルオート（株）　ホリデー車検会津アピオ 福島県会津若松市インタ-西110 0242-24-2408

福島県 有限会社新星モーター商会 福島県会津若松市西年貢一丁目1番33号 0242-27-3709

福島県 有限会社沼木モーター商会 福島県会津若松市幕内東町8番5号 0242-27-4342

福島県 会津交通 株式会社 福島県会津若松市東栄町1-83 0242-26-6658

福島県 ライズワークス 福島県喜多方市瀬戸3216-1 0241-21-4822

福島県 喜多方交通 株式会社 福島県喜多方市字小田付道下7132-4 0241-22-0016

福島県 有限会社山口電装 福島県喜多方市豊川町高堂太字橋向2745 0241-21-1708

福島県 有限会社和光商会 福島県南会津郡南会津町田島字西上川原乙92番地の3 0241-62-0536

福島県 （株）ＪＡ会津よつば総合サービス　みなみ自動車センター 福島県南会津郡南会津町木伏字檀の下1198の1 0241-72-2348

福島県 有限会社鈴木モーター 福島県南会津郡会津町山口字欠河原1790番地 0241-72-2122

福島県 有限会社酒井自動車工業 福島県南会津郡南会津町宮床字寺下1番地 0241-72-2438

福島県 川合自動車工業（株） 福島県南会津郡只見町只見上ノ原1644-1 0241-82-2086

福島県 有限会社 矢吹タクシー 福島県西白河郡矢吹町中町246 0248-42-4135

福島県 パワープロジェクト 福島県西白河郡矢吹町花咲65-1 0248-44-2273

福島県 日産プリンス福島販売（株）あだたら２３ 福島県安達郡大玉村大山字仲江333 0243-68-2223

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　あだたら２３ 福島県安達郡大玉村大山字仲江333 0243-68-2223 

福島県 (株)オートアールズ安達店 福島県二本松市油井福岡150 0243-24-1888

福島県 有限会社福野電装 福島県二本松市油井字中田28 0243-23-5479

福島県 有限会社森山オートクリニック 福島県耶麻郡猪苗代町字清水端584場1 0242-72-0123

福島県 （株）ＲＣＣ 福島県耶麻郡磐梯町大字更科権現森60番地の1 0242-73-2131

福島県 株式会社田付自動車工業 福島県喜多方市塩川町小府根字曽谷田29 0241-27-2202

福島県 （株）積田モーター商会 福島県大沼郡会津美里町永井野字岩ノ神2136 0242-54-2611

福島県 ｵｰﾄ電装 福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字弥五畑345-1 0242-83-0026

福島県 トヨタカローラいわき（株） 神谷マイカーセンター 福島県いわき市平下神谷字馬洗12 0246-57-0633

福島県 トヨタカローラいわき（株） 神谷店 福島県いわき市平下神谷字馬洗23-1 0246-34-5220

福島県 （株）井出自動車整備工場いわき営業所 福島県いわき市平下神谷字下川原114番地 0246-34-2514

福島県 （有）木村自動車商会 福島県いわき市平下神谷字仲田134番地の1 0246-34-3009

福島県 （有）草双 福島県いわき市平沼ノ内字西原130番地の3 0246-88-1930

福島県 スズキファクトリー三和有限会社 福島県いわき市平四ツ波字糖塚150番地の1 0246-25-3363

福島県 （有）金成自動車工業 福島県いわき市平中神谷字十二所55番地 0246-34-2016

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　Pステージ23 福島県いわき市平中神谷字瀬戸115-2 0246-34-6011 

福島県 （有）ガレージ箱﨑 福島県いわき市平塩字中島5番地の1 0246-35-0880

福島県 フィールズ（株） 福島県いわき市平塩字古川63番地の1 0246-88-9779

福島県 ネッツトヨタ郡山㈱ 平店 福島県いわき市平鎌田大角23-1 0246-22-0373

福島県 トヨタカローラいわき（株） 平店 福島県いわき市平字堂ノ前５ 0246-22-6166

福島県 日産プリンス福島販売（株）いわき店 福島県いわき市平字正内町86 0246-23-3351

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　いわき店 福島県いわき市平字正内町86 0246-23-3351 
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福島県 株式会社 尼子タクシー 福島県いわき市平字二町目4 0246-21-1254

福島県 （有）宮下商会 福島県いわき市小名浜字定西122番地 0246-92-2906

福島県 トヨタカローラいわき（株） 小名浜店 福島県いわき市小名浜字丹波沼109-3 0246-53-2321

福島県 東邦キャリア（株）自動車整備工場 福島県いわき市小名浜字若浜10番地 0246-54-5472

福島県 （有）若葉自動車工業 福島県いわき市常磐上矢田町山ノ神前５番地の２ 0246-29-7447

福島県 サカイオートファクトリー 福島県いわき市小名浜字中原18-20 0246-92-3730

福島県 ＧＯＬＤ☆ＲＵＳＨ９９ 福島県いわき市小名浜大原字西細野地96-1 0246-52-2558

福島県 大久自動車販売(株)車検のコバックいわき店 福島県いわき市小名浜住吉字八合8番 0246-58-9589

福島県 トヨタカローラいわき（株） 鹿島店 福島県いわき市常磐上矢田町田端23 0246-46-1622

福島県 日産プリンス福島販売（株）いわきニュータウン店 福島県いわき市鹿島町下矢田字入下22-2 0246-29-7007

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　いわきニュータウン店 福島県いわき市鹿島町下矢田字入下22-2 0246-29-7007 

福島県 太陽自動車（株） 福島県いわき市小名浜岡小名浜沖18番地 0246-54-2266

福島県 タイヤガーデンマルヨシ 福島県いわき市小名浜岡小名字岸前58-3 0246-53-4384

福島県 （株）戸板メカニックサービス 福島県いわき市泉町滝尻字六枚内114番地 0246-56-2252

福島県 日産プリンス福島販売（株）いわき南店 福島県いわき市泉町下川八合4-1 0246-56-1331

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　いわき南店 福島県いわき市泉町下川八合4-1 0246-56-1331 

福島県 トヨタカローラいわき（株） 湯本店 福島県いわき市常磐下船尾町古内122 0246-44-1755

福島県 ネッツトヨタ郡山㈱ いわき店 福島県いわき市常磐下船尾町古内141 0246-43-3238

福島県 ㈱佐藤部品商会 福島県いわき市常磐西郷町銭田107 0246-88-6775

福島県 株式会社佐藤部品商会 福島県いわき市常磐西郷町銭田107 0246-88-6775

福島県 （株）笹島自動車 福島県いわき市常磐西郷町銭田103番地の3 0246-72-0866

福島県 平自工販売（有） 福島県いわき市内郷御厩町4丁目127番地 0246-26-3810

福島県 有限会社鈴木電機工業所 福島県いわき市内郷綴町金谷8-2 0246-26-1269

福島県 （有）早川モータース 福島県いわき市内郷御台境町前田3番地の4 0246-26-6161

福島県 ネッツトヨタ郡山㈱ 勿来店 福島県いわき市東田町二丁目16-7 0246-62-8430

福島県 有限会社ｹﾝﾅﾝ 福島県いわき市佐糖町東1-19-5 0246-62-3148

福島県 宮本自動車工業（株） 福島県いわき市錦町徳力4番地の1 0246-63-1105

福島県 ㈲カーエキスパート 福島県いわき市錦町江栗３－６５ 0246-68-8188

福島県 トヨタカローラいわき（株） 勿来店 福島県いわき市錦町中央二丁目8-8 0246-63-6131

福島県 佐藤自動車整備工場 福島県南相馬市原町区西町1丁目29-3 0244-23-4452

福島県 （株）アオタカーサービス 福島県南相馬市原町区牛越字遠藤108 0244-23-6539

福島県 株式会社川村自動車販売 福島県南相馬市原町区下高平字御屋敷268-1 0244-24-6500

福島県 (有)シマダモータース（ホンダカーズ原町） 福島県南相馬市原町区錦町２丁目６８ 0244-23-3648

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　Pフィールド23 福島県南相馬市原町区桜井町2丁目58 0244-23-0723

福島県 日産プリンス福島販売（株）原町店 福島県南相馬市原町区高見町1丁目157 0244-23-5177

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　原町店 福島県南相馬市原町区高見町1丁目157 0244-23-5177

福島県 有限会社堀自動車整備工場 福島県 南相馬市原町区青葉町2-26  0244-22-4044

福島県 トヨタカローラいわき（株） 原町店 福島県南相馬市原町区雫字上江65-1 0244-24-1101

福島県 トヨタカローラいわき（株） 相馬店 福島県相馬市新沼字坪ヶ迫12-1 0244-36-3030

福島県 日産プリンス福島販売（株）ＳＯＵＭＡＸ２３ 福島県相馬市沖ノ内1丁目8-1 0244-36-6811

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　ＳＯＵＭＡＸ２３ 福島県相馬市沖ノ内１丁目8-1 0244-36-6811 

福島県 （株）大越自動車整備工場 福島県双葉郡広野町大字下北迫字火の口61番地 0240-27-2095

福島県 日産プリンス福島販売株式会社　富岡店 福島県双葉郡富岡町大字本岡字新夜ノ森179 0120-444-023 

茨城県 羽成自動車　 茨城県土浦市沖宿町１６９３ 029-828-1555

茨城県 有限会社ネモト自動車 茨城県稲敷市桑山495-1 029-892-1310

茨城県 （株）山新　ケンズガレージ佐原東店 茨城県稲敷市西代1477 0299-78-3700

茨城県 ジェームス土浦南店 茨城県土浦市中高津1丁目20番45号 029-835-8950

茨城県 株式会社ニチエイ・カーマックス　取手店 茨城県取手市毛有523 0297-83-1190

茨城県 水越モータース 茨城県つくばみらい市豊体1131 0297-58-1076

茨城県 ジェームス谷和原インター店 茨城県つくばみらい市小絹165-1 0297-25-2294
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茨城県 株式会社皆葉自動車 茨城県つくば市高野1219-4 029-847-2114

茨城県 （株）山新　ケンズガレージつくば店 茨城県つくば市面野井字登戸44 029-849-2244

茨城県 (有)豊崎自動車 茨城県土浦市下坂田2033 029-862-2531

茨城県 有限会社イングコーポレーション　オートｉ 茨城県つくば市北条3844-1 029-867-4747

茨城県 有限会社助川自動車工業　本店 茨城県龍ケ崎市8177 0297-62-0696

茨城県 有限会社助川自動車工業 茨城県龍ヶ崎市姫宮町8177 0297-62-0696

茨城県 有限会社助川自動車工業 茨城県龍ケ崎市姫宮町8177 0297-62-0696

茨城県 有限会社　川原代自動車電機工業所 茨城県龍ケ崎市南中島町57-5 0297-66-2766

茨城県 株式会社カードックオオノ 茨城県つくば市下平塚466番地の7 029-856-2464

茨城県 タイヤ館　つくば谷田部 茨城県つくば市台町１丁目９番地２０ 029-838-2750

茨城県 （株）柴山タイヤ商会　タイヤ館つくば谷田部 茨城県つくば市台町1丁目9番地20 029-838-2750

茨城県 古河合同タクシー 有限会社 茨城県古河市東本町1-4-22 0280-32-5558

茨城県 株式会社 丸通ハイヤー 茨城県古河市茶屋新田270-22 0280-48-6666

茨城県 株式会社古河スバル 茨城県古河市坂間198-15 0280-48-4111

茨城県 有限会社　津軽オート販売 茨城県古河市尾崎5510-1 0280-76-2400

茨城県 オートガレージ　ツカハラ 茨城県古河市恩名1004-1 0280-78-3716

茨城県 境スズキ販売 茨城県猿島郡境町伏木1320-21 0280-81-1339

茨城県 オートレット古河 茨城県古河市上辺見247-1 0280-31-5451

茨城県 ㈱カーフレンド共栄・古河店 茨城県古河市下辺見２２３４－１ 0280-33-0100

茨城県 (株)オートアールズ古河総和店 茨城県古河市大堤６２１番地 0280-30-1550

茨城県 オートアールズ　古河総和店 茨城県古河市大堤621番地 0280-30-1550

茨城県 サシマオート販売 茨城県猿島郡五霞町原宿台1-1171 0280-84-0314

茨城県 （株）平川モータース 茨城県猿島郡境町大字長井戸730-14 0280-87-0551

茨城県 冨山デンソーサービス 茨城県坂東市矢作1040-1 0297-38-0377

茨城県 加藤自動車販売　株式会社 茨城県坂東市鵠戸1242-7 0297-35-0126

茨城県 飯田モータース 茨城県坂東市長須2270-1 0297-35-0368

茨城県 飯田モータース 茨城県坂東市長須2270-1 0297-35-0368

茨城県 ㈱カーフレンド共栄・結城店 茨城県結城市小田林２５２９－１ 0296-32-9176

茨城県 東京オート（株）結城店 茨城県結城市下り松四丁目2番地3 0296-33-7211

茨城県 ダンロップ本店 茨城県結城市北南茂呂1245-1 0296-35-2211

茨城県 有限会社　小島商会 茨城県筑西市関本上1386-4 0296-37-6151

茨城県 川井自動車整備工場 茨城県笠間市平町1636 0296-77-0150

茨城県 川井自動車整備工場 茨城県笠間市平町1636 0296-77-0150

茨城県 アールプランニングジャパン㈱ 茨城県水戸市城東1-5-40 029-246-5235

茨城県 くるまの診療所ワンナップ 茨城県水戸市根本２丁目５４９－７ 029-303-5193

茨城県 有限会社SCSエンジニアリング 茨城県那珂市後台2780 029-298-0216

茨城県 室賀モータース整備工場 茨城県水戸市渋井町75-1 029-226-5688

茨城県 (株)オートアールズ水戸店 茨城県水戸市元吉田町１０３０－６ 029-291-3366

茨城県 ビッグオート株式会社　水戸店 茨城県水戸市元吉田町1963番地15 029-248-0100

茨城県 （株）山新　ケンズガレージ水戸店 茨城県水戸市酒門町上千束3234-1 029-246-0070

茨城県 酒門自動車整備工場 茨城県水戸市酒門町4567-3 029-247-5930

茨城県 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

茨城県 ジェームス千波店 茨城県水戸市千波町 1888－1 029-305-1155

茨城県 和興自動車株式会社　スズキアリーナ千波 茨城県水戸市千波町1873-4 029-241-3333

茨城県 DEPTSU INVINCIBLE JAPAN 茨城県水戸市平須町1325-31 029-210-1839

茨城県 有限会社アイオート 茨城県水戸市見和2丁目489-1 029-253-3443

茨城県 ガレージレッドワン 茨城県水戸市小吹町2297-13 029-303-8588

茨城県 ㈲ケーユーモーター 茨城県那珂市堤306-5 029-295-7553

茨城県 瀬谷モータースサービス工場 茨城県那珂市菅谷591-28 029-298-0244

茨城県 有限会社瀬谷モータース 茨城県那珂市菅谷658-30 029-298-0244
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茨城県 ドライバーズ那珂店 茨城県那珂市菅谷3599-1 029-295-9339

茨城県 有限会社アイオート　那珂店 茨城県那珂市菅谷661-45 029-295-5777

茨城県 田澤自動車サービス 茨城県那珂市額田南郷2385-68 029-353-1117

茨城県 ㈲根本自動車工業 茨城県那珂市額田北郷19-3 029-298-7058

茨城県 タイヤ館　那珂 茨城県那珂市竹ノ内 3-15-4 029-298-4134

茨城県 （株）柴山タイヤ商会　タイヤ館那珂 茨城県那珂市竹ﾉ内3丁目15番地4 029-298-4134

茨城県 株式会社　ガレージリンク 茨城県那珂市中台844-4 029-298-9103

茨城県 有限会社 かすみタクシー 茨城県潮来市潮来103-2 0299-62-3214

茨城県 佐久間自動車整備工場 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1336-1 029-292-0900 

茨城県 サクシンオート 茨城県東茨城郡茨城町下土師739-1 029-292-1901

茨城県 有限会社 風間タクシー 茨城県行方市芹沢866-4 0299-55-1274

茨城県 新和自動車工業株式会社 茨城県水戸市河和田町551-1 029-251-1056 

茨城県 有限会社加藤木モータース 茨城県東茨城郡城里町阿波山1399 029-289-2023

茨城県 株式会社皆川自動車整備工場 茨城県常陸大宮市野口1610 0295-55-2038

茨城県 株式会社皆川自動車整備工場 茨城県常陸大宮市野口1610 0295-55-2038

茨城県 小野瀬自動車㈱ｵﾉｾﾓｰﾀｰｽ 茨城県ひたちなか市高野666-1 029-285-5157

茨城県 AUTO　IN車検・タイヤセンター　ニューポートひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町35 029-265-1280

茨城県 ㈱照沼商事Dr.DriveｾﾙﾌHAPPYﾁｪﾘｵ 茨城県ひたちなか市中根880-12 029-276-0011

茨城県 ㈱TASｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝﾃﾙﾎﾟｰﾄ車検館 茨城県ひたちなか市中根878-2 029-275-8100

茨城県 株式会社ロッキー 茨城県ひたちなか市馬渡514番地5 029-274-0121

茨城県 有限会社クロサワオート 茨城県ひたちなか市大平1丁目19番38号 029-273-6003

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 山藤工業㈱ 茨城県ひたちなか市東石川3544番地の2 029-274-3223

茨城県 ミスタータイヤマン　ひたちなか 茨城県ひたちなか市高場 1622 029-285-8668

茨城県 （株）柴山タイヤ商会　ミスタータイヤマンひたちなか 茨城県ひたちなか市高場1622 029-285-8668

茨城県 (株)ＢＯＮＤＳ 茨城県ひたちなか市高場806-1 029-352-3298

茨城県 ビッグオート株式会社　勝田店 茨城県ひたちなか市高場2477番地44 029-285-8866

茨城県 テクノプロジェクトトップ 茨城県ひたちなか市田彦707-4 029-229-3350

茨城県 ㈲深澤商会 茨城県常陸太田市馬場町69-1 0294-72-3134

茨城県 （株）橘モータース 茨城県常陸太田市山下町1243-1 0294-72-0542

茨城県 ㈱ムトウオートリペェアー 茨城県常陸太田市山下町1198-1 0294-73-2022

茨城県 ㈲ロイヤルオート 茨城県常陸太田市中城町3375 0294-73-0633

茨城県 ㈱河内モータース 茨城県常陸太田市新宿町字落葉坂1416-3 0294-72-2655

茨城県 ㈲杉森自動車 茨城県常陸太田市中利員町191の1 0294-76-2370

茨城県 黒羽自動車 茨城県常陸太田市高柿町576-2 0294-76-2618

茨城県 マツモト自動車 茨城県常陸太田市竹合888-1 0294-76-3098

茨城県 松栄自動車工業 茨城県常陸太田市松栄町９６５－３ 0294-76-2299

茨城県 ベルオートサービス 茨城県常陸太田市国安町720-1 0294-85-0054

茨城県 会沢オート販売 茨城県常陸太田市和田町832-1 0294-85-0760

茨城県 ドライバーズ神栖店 茨城県神栖市筒井1667-1 0299-91-1815

茨城県 有限会社波崎自動車整備販売 茨城県神栖市矢田部11991 0479-48-0188

茨城県 有限会社 利根タクシー 茨城県神栖市波崎7423-1 0479-44-0565

茨城県 (有)満商会 茨城県石岡市府中３丁目１１－１８ 0299-24-2333

茨城県 株式会社荒野自動車 茨城県石岡市貝地2丁目5-12 0299-22-3713

茨城県 （株）柴山タイヤ商会　ミスタータイヤマンタイヤハウスしばやま 茨城県石岡市東大橋3195-17 0299-22-4880

茨城県 ミスタータイヤマン　ＴＨ　しばやま 茨城県石岡市東大橋 3195-17 0299-22-4880

茨城県 有限会社三和自動車 茨城県かすみがうら市中志筑3 0299-24-1324

茨城県 有限会社常陽モータース 茨城県 日立市多賀町5-13-13 0294-36-3200

茨城県 株式会社 日立常陽タクシー 茨城県日立市水木町1丁目32-8 0294-52-4866

茨城県 森嶋モータース 茨城県日立市森山町2-1-28 0294-53-4822
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茨城県 (有)北部自動車サービス 茨城県高萩市赤浜440-8 0293-23-4864

茨城県 高萩商事株式会社　自動車整備工場 茨城県高萩市大和町４－１ 0293-23-2222

茨城県 貝塚自動車 茨城県 小美玉市羽刈287-17 0299-46-0771

茨城県 グレード・ワン 茨城県笠間市下郷890-4 0299-45-2445

茨城県 （株）柴山タイヤ商会　ミスタータイヤマンしばやま 茨城県笠間市市野谷89の3 0299-45-3180

茨城県 ミスタータイヤマンしばやま 茨城県笠間市市野谷 89-3 0299-45-3180

茨城県 ㈱照沼商事ｾﾙﾌﾃﾙﾌｨｯﾄ東海SS 茨城県那珂郡東海村石神外宿2531-2 029-282-2988

茨城県 東海第二モータース 茨城県那珂郡東海村石神内宿2480-6 029-282-2775

茨城県 オートサービスA&Y 茨城県那珂郡東海村豊岡122-6 029-287-1616

茨城県 ㈱照沼商事東海ｼﾃｨ給油所 茨城県那珂郡東海村白方239-1 029-284-0625

茨城県 ㈱ビッグラン市毛 茨城県那珂郡東海村舟石川１５２ 029-283-2349

茨城県 ㈱照沼商事D.D.ｾﾙﾌﾜﾝﾅｯﾌﾟ店 茨城県那珂郡東海村船石川714-5 029-283-2255

茨城県 河野モータース 茨城県那珂郡東海村東海2丁目1-6 029-282-2526

茨城県 ㈱パワーグッド 茨城県日立市大みか町4-1-15 0294-54-1471

茨城県 技剣自動車工業 茨城県日立市大みか町4-23-11 0294-53-5141

茨城県 (株)オートアールズ日立店 茨城県日立市留町字前川１２７０－２ 0294-28-0885

茨城県 オートアールズ　日立店 茨城県日立市留町字前川1270-2 0294-28-0885

茨城県 株式会社Ｗｏｏｄ　Ｖｉｌｌａｇｅ　ＡＵＴＯ　ＫＬＡＳＳＥ 茨城県日立市十王町伊師520-1 0294-33-6888

茨城県 ㈱大安　タイヤサービス車輪 茨城県日立市川尻町４－２８－５ 0294-51-5978

茨城県 （有）松下モータース 茨城県北茨城市大津町北町3355番地の3 0293-46-0500

茨城県 有限会社布施モータース 茨城県北茨城市大津町北町738-1 0293-46-0600

茨城県 勝山商会 茨城県那珂市瓜連1218-3 029-229-2160

茨城県 関モーターズ商会 茨城県常陸大宮市下村田662-4 0295-52-3805

茨城県 大宮車検センター 茨城県常陸大宮市富岡2081-1 0295-55-8839

栃木県 ブリヂストンリテール栃木株式会社　タイヤ館　宇都宮北 栃木県宇都宮市山本1丁目43-1 028-600-5811

栃木県 ホンダカーズ栃木中　競輪場通り店 栃木県宇都宮市戸祭町2093-1 028-625-7211

栃木県 ジェームス細谷店 栃木県宇都宮市細谷町 702-5 028-650-2511

栃木県 栃木ホンダ販売（株） 細谷店 栃木県宇都宮市細谷町698番地6 028-600-3500

栃木県 アサヒタクシー 株式会社 栃木県宇都宮市二番町2-7 028-633-7673

栃木県 坂本電装　株式会社 栃木県宇都宮市陽南1丁目1-5 028-658-1167

栃木県 トライスターオート 栃木県宇都宮市鶴田町787-1 028-648-9674

栃木県 タイヤ館　宇都宮西 栃木県宇都宮市鶴田町1169-1 028-647-0180

栃木県 ホンダカーズ栃木中　陽南店 栃木県宇都宮市台新田1-1-37 028-645-2621

栃木県 タイヤ館　宇都宮南店 栃木県宇都宮市横田新町1088-3 028-684-3380

栃木県 有限会社　宇都宮電装 栃木県宇都宮市城南2丁目8-2 028-653-3734

栃木県 栃木ホンダ販売（株） 宮の内店 栃木県宇都宮市宮の内2丁目184番地 028-655-0078

栃木県 東京オート（株）若松原店 栃木県宇都宮市若松原一丁目3番15号 028-688-3611

栃木県 ㈱イージャンワークス 栃木県宇都宮市中里町２４９－３１ 028-611-1484

栃木県 ㈲テクニカルガレージ・スドウ 栃木県那須烏山市志鳥２５６２ 0287-88-0802

栃木県 (株)オートアールズ宇都宮バイパス店 栃木県宇都宮市平出町３６６５－１ 028-613-1611

栃木県 オートアールズ　宇都宮バイパス店 栃木県宇都宮市平出町3665-1 028-613-1611

栃木県 タイヤ館　宇都宮東 栃木県宇都宮市下平出町1443 028-664-1644

栃木県 ホンダカーズ栃木中　陽東店 栃木県宇都宮市陽東5-30-5 028-661-9811

栃木県 有限会社フィッシャーマンズモータース 栃木県宇都宮市石井町1294-2 028-663-4868

栃木県 栃木ホンダ販売（株） 簗瀬店 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目2番地6 028-634-6171

栃木県 ジェームスみゆきが原店 栃木県宇都宮市下川俣町 458-1 028-683-1001

栃木県 有限会社　オートサービス・エフ 栃木県宇都宮市御幸ケ原町44-10 028-683-4555

栃木県 大和交通 株式会社 栃木県日光市相生町2-177 0288-54-1515

栃木県 (株)オートアールズ今市バイパス店 栃木県日光市豊田字藤ヶ久保３５５－１ 0288-22-8887

栃木県 (有)岸島自動車 栃木県日光市日向４４０ 0288-97-1708
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栃木県 （株）こぶし 栃木県宇都宮市板戸町3733-1 028-670-3377

栃木県 小寺自動車 栃木県芳賀郡益子町大沢17-5 0285-72-0701

栃木県 有限会社矢島自動車 栃木県芳賀郡益子町益子２２６２－１ 0285-72-3477

栃木県 (株)オートアールズ真岡店 栃木県真岡市大谷本町３－２ 0285-83-1311

栃木県 オートアールズ　真岡店 栃木県真岡市大谷本町3-2 0285-83-1311

栃木県 ブリヂストンリテール栃木株式会社　タイヤ館　真岡 栃木県真岡市下高間木1丁目10-4 0285-83-4590

栃木県 芳南交通 株式会社 栃木県真岡市並木町1丁目6-7 0285-82-2235

栃木県 （株）真岡自動車整備工場 栃木県真岡市長田1621-1 0285-82-2509

栃木県 栃木ホンダ販売（株） 真岡工業団地店 栃木県真岡市長田5丁目1番地７ 0285-83-3036

栃木県 ㈲タイヤショップ　ナカヤマ 栃木県鹿沼市深津１００９ 0289-76-1055

栃木県 トヨタカローラ栃木（株） 鹿沼店 栃木県鹿沼市緑町3-9-1 0289-64-7171

栃木県 トヨタカローラ栃木株式会社鹿沼店 栃木県鹿沼市緑町3丁目9番21号 0289-64-7171

栃木県 ホンダカーズ栃木中　鹿沼茂呂店 栃木県鹿沼市茂呂772-1 0289-76-1861

栃木県 神山電装 栃木県鹿沼市樅山町568 -2 0289-64-5102

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 オートアールズ　今市バイパス店 栃木県日光市豊田字藤ヶ久保355-1 0288-22-8887

栃木県 栃木ホンダ販売（株） 喜沢店 栃木県小山市喜沢708番地1 0285-25-4111

栃木県 東京オート（株）小山喜沢店 栃木県小山市大字喜沢653番地7 0285-30-6711

栃木県 ガウスカードック 栃木県小山市喜沢1169-1 0285-39-6431

栃木県 友井タクシー 有限会社 栃木県小山市城山町2丁目12-25 0285-22-0840

栃木県 (有)清水自動車　 栃木県小山市上石塚６０３ 0285-38-1733

栃木県 有限会社小島自動車 栃木県下野市上坪山157-6 0285-48-1888

栃木県 株式会社藤商会 栃木県小山市中久喜1521-15 0285-24-6556

栃木県 ケーネットワーク自動車 栃木県小山市田間９３６－２ 0285-35-2226

栃木県 関東タクシー 株式会社 栃木県小山市駅南町4丁目23-4 0285-27-8181

栃木県 ㈱ツバサ自動車 栃木県小山市雨ヶ谷新田5-9 0285-27-2288

栃木県 ジェームス小山神山店 栃木県小山市神山2丁目11-14 0285-31-3191

栃木県 栃木ホンダ販売（株） 城南店 栃木県小山市東城南1丁目3番地13 0285-27-1331

栃木県 東京オート（株）小山店 栃木県小山市東城南二丁目1番地5 0285-27-6211

栃木県 ギャザーファクトリー 栃木県太田原市練貫324-2 0287-23-7166

栃木県 (株)オートアールズ大田原バイパス店 栃木県大田原市富士見１丁目１６２２ 0287-24-1333

栃木県 オートアールズ　大田原バイパス店 栃木県大田原市富士見1丁目1622 0287-24-1333

栃木県 山和タクシー 有限会社 栃木県大田原市野崎2丁目1-4 0287-29-3838

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

栃木県 （株）おまかせオート石川 栃木県那須塩原市下厚崎224-3 0287-74-6048

栃木県 (株)オートアールズ黒磯店 栃木県那須塩原市共墾社１丁目９１－１ 0287-62-5544

栃木県 オートアールズ　黒磯店 栃木県那須塩原市共墾社1丁目91-1 0287-62-5544

栃木県 藤交通 株式会社 栃木県那須塩原市橋本町2-21 0287-63-0444

栃木県 有限会社齋藤自動車 栃木県足利市名草下町4025-1 0284-41-9021

栃木県 (株)オートアールズ足利弥生店 栃木県足利市弥生町３２ 0284-43-3300

栃木県 オートアールズ　足利弥生店 栃木県足利市弥生町32 0284-43-3300

栃木県 東ゴム㈱　（MTM足利） 栃木県足利市助戸町３－４１２ 0284-41-3548

栃木県 有限会社キクチオート 栃木県足利市大橋町1-1824 0284-42-5829

栃木県 株式会社大門自動車 栃木県足利市小俣町2663-2 0284-62-1494

栃木県 有限会社藤野自動車商会    栃木県足利市小俣町368-4 0284-62-0077

栃木県 エコアールDS館 栃木県足利市久保田町880-1 0284-70-6446

栃木県 エビスオート㈱ 栃木県足利市朝倉町3-8-32 0284-70-8155

栃木県 シラヨリオートサービス 栃木県足利市借宿町300 0284-72-5119

栃木県 常盤自動車㈱ 栃木県足利市借宿町1-22-7 0284-71-1630

栃木県 東ゴム㈱足利南支店 栃木県足利市堀込町１－２５９－４ 0284-72-6322
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栃木県 コバック足利堀込店 栃木県足利市堀込町103-1 0284-64-9376

栃木県 ㈲秋山内燃機工場 栃木県足利市今福町371 0284-21-9067

栃木県 荻原オート㈲ 栃木県足利市五十部町598 0284-21-9008

栃木県 スクラムオート 栃木県佐野市大橋町1098-2 0283-85-8870

栃木県 東京オート（株）佐野店 栃木県佐野市赤坂町984番地1 0283-20-2111

栃木県 竹芳自動車 栃木県佐野市田島町76-1 0283-55-4035

栃木県 小平自動車商会 栃木県佐野市飛駒町542 0283-66-2076

栃木県 (有)聖晃自動車販売 栃木県佐野市小見町55 0283-62-5821

栃木県 有限会社サチネットオート　プラスワン 栃木県佐野市北茂呂町7-6 0283-21-0205

栃木県 有限会社むらの 栃木県佐野市堀米町36 0283-22-4555

栃木県 (株)オートアールズ佐野店 栃木県佐野市堀米町字雷電山西４６６－１ 0283-21-5877

栃木県 オートアールズ　佐野店 栃木県佐野市堀米町字雷電山西466-1 0283-21-5877

栃木県 有限会社　むらの 栃木県佐野市堀米町３６ 0283-22-4555

栃木県 ㈱別井商店 栃木県栃木市大宮町1579-1 0282-27-1748

栃木県 ㈲高谷自工　栃木店 栃木県栃木市神田町21番21号 0282-23-6633

栃木県 千代田タクシー 有限会社 栃木県栃木市神田町6-13 0282-22-5151

栃木県 有限会社　寺田電機工業所 栃木県栃木市室町7-2 0282-22-1367

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 川中子自動車販売有限会社 栃木県下野市川中子3328-74 0285-44-0058

栃木県 二宮オートサービス 栃木県下野市国分寺864-4 0285-44-2210

栃木県 有限会社サチネットオート　下野店 栃木県下野市上古山2292-5 0285-52-2886

栃木県 有限会社奥田車体   栃木県下野市下古山2454-1 0285-53-8887

栃木県 有限会社サチネットオート　自治医大店 栃木県下野市下石橋743-45 0285-39-6700

栃木県 AUTO　IN車検・タイヤセンター　宇都宮店 栃木県河内郡上三川町磯岡421-1 0285-55-2201

栃木県 栃木ホンダ販売（株） 上三川店 栃木県河内郡上三川町上三川4425 0285-55-1155

栃木県 東京オート（株）上三川店 栃木県河内郡上三川町大字上三川4425番地 0285-56-6111

栃木県 有限会社日晃自動車販売 栃木県宇都宮市白沢町1850-3 028-673-1245

栃木県 有限会社 氏家タクシー 栃木県さくら市氏家1854-24 028-682-3333

栃木県 コバック　矢板店 栃木県矢板市針生333-16 0287-44-0212

栃木県 オートアールズ　矢板店 栃木県矢板市鹿島町483-1 0287-44-2411

栃木県 (株)オートアールズ矢板ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 栃木県矢板市矢板９２番１ 0287-48-7711

栃木県 有限会社サカエ自動車商会 栃木県塩谷郡塩谷町船生234-5 0287-47-1078

栃木県 (株)オートアールズ那須塩原店 栃木県那須塩原市緑二丁目1151-1 0287-48-6888

栃木県 オートアールズ　那須塩原店 栃木県那須塩原市緑二丁目-1151-1 0287-48-6888

栃木県 ホンダカーズ栃木中　西那須野店 栃木県那須塩原市西三島2-174-1 0287-36-1526

栃木県 有限会社静和自動車整備工場 栃木県 下都賀郡岩舟町静戸1479 0282-55-3328

栃木県 オートアールズ　大平モール店 栃木県栃木市大平町下皆川813 0282-45-1700

栃木県 (株)オートアールズ大平モール店 栃木県栃木市大平町下皆川813番地 0282-45-1700

群馬県 株式会社トヨナガ 小八木工場 群馬県高崎市小八木町788 027-370-5011

群馬県 株式会社トヨナガ 伊勢崎工場 群馬県前橋市韮塚町1200 0270-40-7171

群馬県 株式会社トヨナガ 太田工場 群馬県太田市龍舞町5020 0276-30-1611

群馬県 株式会社トヨナガ 沼田工場 群馬県沼田市井戸上町7 0278-23-2222

群馬県 株式会社トヨナガ 安中工場 群馬県安中市板鼻148-1 027-381-1455

群馬県  株式会社トヨナガ 前橋工場 群馬県前橋市上長磯町69-1 027-261-7133

群馬県 (株)オートアールズ渋川鯉沢店 群馬県渋川市白井２２２２－１ 0279-26-7111

群馬県 ジェームス高崎問屋町店 群馬県高崎市問屋町3丁目13-4 027-370-5164

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 株式会社イソベ・サービスセンター 群馬県高崎市矢島町480-5 027-353-1017

群馬県 群馬電装株式会社　サービス部 群馬県高崎市江木町117 027-323-3622

群馬県 株式会社ナガイ 群馬県 高崎市江木町413 027-323-4100
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群馬県 オートウェイ高崎店 群馬県高崎市飯塚町3-1 027-363-8211

群馬県 (株)オートアールズ高前バイパス店 群馬県高崎市緑町１丁目２０－９ 027-364-6665

群馬県 オートアールズ　高前バイパス店 群馬県高崎市緑町1丁目20-9 027-364-6665

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

群馬県 ワシントンモーターズ（株）本社 群馬県太田市新田小金井町３２１－１８ 0276-57-5511

群馬県 ﾜｼﾝﾄﾝﾓｰﾀｰｽﾞ㈱　本社 群馬県太田市新田小金井町321-18 0276-57-5511

群馬県 AUTO　IN車検・タイヤセンター　新田店 群馬県太田市新田市野井町592-13 0276-40-9990

群馬県 ミツワモータース 群馬県邑楽郡大泉町古海2252 0276-62-3507

群馬県 (株)オートアールズ大泉３５４バイパス店 群馬県邑楽郡大泉町大字坂田１６２４番地８ 0276-20-1177

群馬県 オートアールズ　大泉３５４バイパス店 群馬県邑楽郡大泉町大字坂田1624番地8 0276-20-1177

群馬県 ﾊﾟｿﾅﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱いずみｵｰﾄﾋﾟｱ  ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ大泉店 群馬県邑楽郡大泉町仙石2-26-20 0276-63-6626

群馬県 いずみオートピア 群馬県邑楽郡大泉町仙石2-26-20 0276-63-6626

群馬県 AUTO　IN車検・タイヤセンター　千代田店 群馬県邑楽郡千代田町萱野813-1 0276-55-8666

群馬県 善如寺自動車株式会社 群馬県高崎市下之城町936-14 027-323-9336

群馬県 善如寺自動車株式会社 群馬県高崎市下之城町936-14 027-323-9336

群馬県 （株）小林自動車ボデー 群馬県高崎市町屋町708 027-344-2121

群馬県 オートワークスさいとう 群馬県佐波郡玉村町川井2134-1 0270-64-6664

群馬県 （有）中野自動車 群馬県佐波郡玉村町大字角淵5035 0270-65-3504

群馬県 ㈲山田菱和自動車 群馬県佐波郡玉村町角渕5119 0270-65-4463

群馬県 (有)甲斐鈑金塗装 群馬県佐波郡玉村町上新田495-3 0270-65-7509

群馬県 オートウェイ富岡バイパス店 群馬県富岡市富岡2318 0274-64-5620

群馬県 有限会社堀内自動車ボデー 群馬県高崎市箕郷町和田山116-5 027-371-5754

群馬県 三山整備(株) 群馬県高崎市塚田町182 027-373-1324

群馬県 （株）小林自動車ボデー前橋吉岡店 群馬県北群馬郡吉岡町大久保2200-1 0279-26-8000

群馬県 (株)オートアールズ前橋モール店 群馬県前橋市上泉町６７８－３ 027-234-8883

群馬県 オートアールズ　前橋モール店 群馬県前橋市上泉町678-3 027-234-8883

群馬県 タイヤガーデン前橋片貝 群馬県前橋市西片貝町１－２１１－２ 027-234-5060

群馬県 (株)アミックカーライフ 群馬県前橋市西片貝町2丁目105番地 027-224-1571

群馬県 ジェームス敷島店 群馬県前橋市下小出町3丁目1番地1 027-219-0331

群馬県 (株)オートアールズ前橋富士見店 群馬県前橋市富士見町原之郷９５２－１ 027-288-1177

群馬県 オートアールズ　前橋富士見店 群馬県前橋市富士見町原之郷952-1 027-288-1177

群馬県 (株)三山石油富士見ＳＳ 群馬県前橋市富士見町原之郷948-1 027-288-6561

群馬県 (有)オートファクトリーショウダ 群馬県前橋市粕川町込皆戸521-5 027-285-6010

群馬県 カーショップブルーガレージ 群馬県前橋市大胡町289-6 027-283-1406

群馬県 （有）後閑自動車工業 群馬県前橋市上佐鳥町15-1 027-265-2227

群馬県 狩野自動車工業（株） 群馬県前橋市小相木町1-8-2 027-251-5924

群馬県 有限会社　華蔵寺オート 群馬県伊勢崎市堤下町85-2 0270-25-4349

群馬県 セキチュー伊勢崎茂呂店 群馬県伊勢崎市南千木町2272-1 0270-50-8313

群馬県 新井自動車工業株式会社 スバルショップ伊勢崎南 群馬県伊勢崎市茂呂町2丁目2872番地 0270-26-0398

群馬県 GTNET群馬 群馬県伊勢崎市上泉町90-1 0270-89-2111

群馬県 （株）松島自動車 群馬県伊勢崎市宮子町943-1 0270-30-1385

群馬県 (株)オートアールズ伊勢崎宮子バイパス店 群馬県伊勢崎市宮子町３４４２－１ 0270-22-2255

群馬県 （株）松島自動車 群馬県伊勢崎市宮子町943-1 0270-30-1385

群馬県 オートアールズ　伊勢崎宮子バイパス店 群馬県伊勢崎市宮子町3442-1 0270-22-2255

群馬県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　伊勢崎西 群馬県伊勢崎市連取町１３２６番地 0270-23-1222

群馬県 株式会社稲田自動車商会 群馬県伊勢崎市連取町1326 0270-23-1222

群馬県 (株)オートアールズ伊勢崎バイパス店 群馬県伊勢崎市連取町２３３２－８ 0270-23-1151

群馬県 オートアールズ　伊勢崎バイパス店 群馬県伊勢崎市連取町2332-8 0270-23-1151

群馬県 有限会社　ジェットサウンド 群馬県伊勢崎市連取町3311-6 0270-30-3766

群馬県 タイヤガーデン伊勢崎 群馬県伊勢崎市連取町１９４２－１ 0270-40-5772
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群馬県 (株)エターナル 群馬県伊勢崎市連取町3339-4 0270-75-3901

群馬県 オートザムトヨナガ伊勢崎 群馬県伊勢崎市韮塚町1200 0270-40-6677

群馬県 有限会社カーメカニック嶋岡 群馬県伊勢崎市阿弥大寺町333-1 0270-26-4971

群馬県 コバック太田藤阿久店 群馬県太田市藤阿久町955-6 0276-33-9090

群馬県 (株)オートアールズおおたモール店 群馬県太田市飯塚町７０５－１ 0276-60-2552

群馬県 オートアールズ　おおたモール店 群馬県太田市飯塚町705-1 0276-60-2552

群馬県 コバック太田小舞木店 群馬県太田市小舞木町380 0276-60-3611

群馬県 オートレット太田店 群馬県太田市西矢島町636-3 0276-60-1002

群馬県 有限会社水野電装 群馬県太田市西矢島町335 0276-45-3482

群馬県 永島タクシー 有限会社 群馬県太田市細谷町1220-1 0276-32-1023

群馬県 ジェームス太田高林店 群馬県太田市南矢島町616番1 0276-60-0354

群馬県 アートスマイル車検センター 群馬県太田市末広町1227番地4 0276-38-2031

群馬県 コクピット館林 群馬県館林市赤生田町2202 0276-73-5451

群馬県 タイヤ館　館林 群馬県館林市赤生田町2201 0276-60-5451

群馬県 (株)オートアールズ館林インター店 群馬県館林市上赤生田町4,０７７番地 0276-80-2211

群馬県 オートアールズ　館林インター店 群馬県館林市上赤生田町4077 0276-80-2211

群馬県 つゝじ観光バス 株式会社 群馬県館林市本町3-4-20 0276-74-6555

群馬県 SUNSET　GARAGE 群馬県館林市日向町１７１１－１１ 0276-55-3010

群馬県 (株)オートアールズ藤岡インター店 群馬県藤岡市篠塚字権平６７－１ 0274-22-8855

群馬県 オートアールズ　藤岡インター店 群馬県藤岡市篠塚字権平67-1 0274-22-8855

群馬県 テクノ電装藤岡 群馬県藤岡市藤岡906 0274-24-3530

群馬県 有限会社前村自動車 群馬県藤岡市緑埜５０４番地1 0274-22-3580

群馬県 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

群馬県 有限会社向田モータース 群馬県桐生市新宿1-6-24 0277-44-6638

群馬県 琴平モータース 群馬県桐生市新宿3-13-39 0277-44-2132 

群馬県 （有）シティオート・カメイ 群馬県桐生市広沢町6丁目１０８７－２２ 0277-54-3930

群馬県 有限会社柿忠モータース 群馬県 桐生市広沢町1-2761-2 0277-52-8321

群馬県 アライ商会　株式会社 群馬県みどり市大間-町大間-32-4 0277-73-2777

群馬県 オートウェイ大間々店 群馬県みどり市大間々町大間々1765-2 0277-70-1411

群馬県 株式会社　みねぎし自動車 群馬県桐生市新里町武井514-1 0277-74-8244

群馬県 (株)オートアールズ渋川店 群馬県渋川市行幸田３００－１ 0279-25-0055

群馬県 オートアールズ　渋川店 群馬県渋川市行幸田300-1 0279-25-0055

群馬県 オートアールズ　渋川鯉沢店 群馬県渋川市白井2222-1 0279-26-7111

群馬県 小野上自動車整備工場 群馬県渋川市村上204-7 0279-59-2186

群馬県 (株)オートアールズ吾妻バイパス店 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町５１２６ 0279-68-3800

群馬県 オートアールズ　吾妻バイパス店 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町5126 0279-68-3800

群馬県 K-point（ケーポイント） 群馬県沼田市横塚町４２－３ 027-823-5089

群馬県 (株)オートアールズ沼田インター店 群馬県沼田市下久屋町１０９１ 0278-22-7555

群馬県 オートアールズ　沼田インター店 群馬県沼田市下久屋町1091 0278-22-7555

群馬県 有限会社　江口オート 群馬県沼田市薄根町3678-2 0278-24-8801

群馬県 セキチュー沼田恩田店 群馬県沼田市恩田町254 0278-30-3144

群馬県 オートザムトヨナガ沼田 群馬県沼田市井土上町7 0278-23-3000

群馬県 有限会社町田オート 群馬県沼田市町田町788 0278-24-9899

群馬県 株式会社金子自動車 群馬県沼田市利根町大原1028-3 0278-56-2264

群馬県 (株)オートアールズ安中バイパス店 群馬県安中市岩井２４５１－１ 027-381-4711

群馬県 オートアールズ　安中バイパス店 群馬県安中市岩井2451-1 027-381-4711

群馬県 安中群馬電装　有限会社 群馬県安中市安中4丁目11-41 027-381-1552

群馬県 有限会社有坂自動車整備工場 群馬県安中市高別当349-1 027-381-1714

群馬県 株式会社小暮自動車 群馬県渋川市赤城町上三原田608-1 0279-56-2505

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
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群馬県 奈良自動車 群馬県前橋市荒子町361-1 027-268-2549

群馬県 カーショップ　エムエムエフ 群馬県前橋市荒子町1215-4 027-268-0036

群馬県 森村モータース 群馬県前橋市荒口町357-3 027-268-2880

群馬県 (株)オートアールズ前橋みなみモール店 群馬県前橋市新堀町８８５ 027-210-0777

群馬県 オートアールズ　前橋みなみモール店 群馬県前橋市新堀町885 027-210-0777

群馬県 T-Car'Sカーケア工房 群馬県前橋市下大島町548 027-266-6948

群馬県 JA佐波伊勢崎　自動車センター東部店 群馬県伊勢崎市東町2596番地1 0270-62-2029

群馬県 有限会社　小林自動車 群馬県みどり市笠懸町阿左美2074-1 0277-76-5155

群馬県 有限会社　桐栄オートサービス 群馬県みどり市笠懸町阿左美3299-1 0277-76-5266

群馬県 株式会社　シルバーオート くるま館 群馬県みどり市笠懸町阿左美1630-1 0277-30-8133

群馬県 ガレージ藤掛屋 群馬県みどり市笠懸町西鹿田709-45 0277-76-8060

埼玉県 柳オートサービス 埼玉県深谷市上増田968-3 048-570-5352

埼玉県 株式会社キャロット　オニキスさいたま西店 埼玉県さいたま市西区内野本郷362-1 048-626-1616

埼玉県 (有）齋藤自動車鈑金塗装工業 埼玉県さいたま市西区中野林422 048-622-4029

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　大宮店 埼玉県さいたま市北区吉野町1-11-6 048-664-2323

埼玉県 タイヤセレクト大宮店 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２２１－１２２ 048-664-1410

埼玉県 大宮自動車 有限会社 埼玉県さいたま市北区東大成町1-626-2 048-641-6221

埼玉県 ジェームス１２２川口本町店 埼玉県川口市本町1丁目18番15号 048-227-8122

埼玉県 ウチダオート（株）川口店 埼玉県川口市大字西新井宿117 048-284-0321

埼玉県 ウチダオート株式会社　川口店 埼玉県川口市西新井宿117 048-284-0321

埼玉県 ＷＡＲＰ 埼玉県川口市上青木２－３７－１６ 048-261-8345

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　川口芝店 埼玉県川口市芝7207 048-261-2332

埼玉県 フレックス車太郎 埼玉県川口市新堀1124-2 048-290-1488

埼玉県 株式会社原自動車工作所 埼玉県川口市赤井4-21-17 048-283-2800

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　戸田新曽店 埼玉県戸田市新曽1743 048-445-6500

埼玉県 飯村自動車興業（株）　戸田サービスセンター 埼玉県戸田市美女木5-1-5 048-421-7321

埼玉県 有限会社シンエイオート 埼玉県戸田市美女木3-11-19 048-485-1072

埼玉県 株式会社千鳥自動車興業 埼玉県さいたま市南区根岸５丁目１１番４号 048-862-2725

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　浦和大間木店 埼玉県さいたま市緑区大間木516-4 048-874-9032

埼玉県 タイヤセレクト浦和店 埼玉県さいたま市緑区原山1-12-17 048-811-3322

埼玉県 株式会社 総合自動車整備センター 埼玉県さいたま市緑区原山2-32-19 048-885-8713

埼玉県 ジェームス大宮東バイパス店 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎1203番地 048-680-7020

埼玉県 ㈱高須自動車 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼483 048-683-7510

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　与野店 埼玉県さいたま市中央区上落合6-1-12 048-853-3223

埼玉県 ㈱高須自動車 埼玉県さいたま市中央区円阿弥3-1-2 048-853-5379

埼玉県 ウチダオート（株）岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-40 048-758-0211

埼玉県 ウチダオート株式会社　岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3丁目3-40 048-758-0211

埼玉県 ウチダオート株式会社岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-40 048-758-0211

埼玉県 有限会社　柿沼自動車商会 埼玉県幸手市北1丁目11-13 0480-42-0108

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　草加店 埼玉県草加市花栗2-1-25 048-923-2332

埼玉県 有限会社 共和タクシー 埼玉県幸手市北2-17-7 0480-42-1021

埼玉県 川口自動車販売有限会社 埼玉県幸手市東3-4-3 0480-40-5125

埼玉県 ガレージ　スズキ 埼玉県三郷市鷹野1-299 048-956-4180

埼玉県 有限会社浜田オート 埼玉県三郷市鷹野2丁目395-1 048-955-0453

埼玉県 有限会社　浜田オート 埼玉県三郷市鷹野２丁目３９５－１ 048-955-0453

埼玉県 有限会社　立花サービス 埼玉県越谷市東大沢2丁目33番地2 048-978-2809

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　越谷店 埼玉県越谷市大房800-2 048-978-8777

埼玉県 タイヤガーデンせんげん台店 埼玉県越谷市千間台東町２－７－１０ 048-972-0055

埼玉県 株式会社横川鉱油 埼玉県北葛飾郡松伏町大字田島263-1 048-991-2906

埼玉県 グッドスピード 埼玉県越谷市南萩島522-1 048-973-0333
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埼玉県 蒲生交通 株式会社 埼玉県越谷市蒲生茜町3-6 048-989-0151

埼玉県 ㈱高須自動車 埼玉県越谷市西新井1123-1 048-962-4367

埼玉県 ㈱アリム 埼玉県春日部市南中曽根849-6 048-761-5555

埼玉県 まるみ自動車 埼玉県春日部市栄町2-286-3 048-717-8001

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　春日部店 埼玉県春日部市粕壁東5-15-33 048-752-4466

埼玉県 ㈲アクティブ 埼玉県春日部市緑町１－８－１６ 048-738-7670

埼玉県 タイヤセレクト春日部店 埼玉県春日部市中央８－７－３ 048-739-3930

埼玉県 太平交通株式会社 埼玉県北葛飾郡杉戸町内田2-5-7 0480-32-0931

埼玉県 株式会社 増田タクシー 埼玉県久喜市久喜東5丁目9-4 0480-21-0171

埼玉県 菖蒲タクシー 有限会社 埼玉県久喜市菖蒲町三箇787-1 0480-85-0006

埼玉県 有限会社　シンコーエンジニアリング 埼玉県加須市下高柳1654-1 0480-76-0234

埼玉県 ㈲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 羽生工業㈱和久モータース 埼玉県羽生市東4-6-11 048-561-0363

埼玉県 羽生タクシー株式会社 埼玉県羽生市南1－8－17 048-561-0049

埼玉県 タイヤ館　T5蓮田 埼玉県蓮田市西新宿1丁目20 048-765-5451

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　白岡店 埼玉県白岡市西8-5-7 0480-92-6622

埼玉県 タイヤガーデン蓮田　有限会社グランドスラム蓮田 埼玉県白岡市西7丁目1-15 0480-93-1300

埼玉県 昭和タクシー 有限会社 埼玉県白岡市小久喜552-9 0480-92-0237

埼玉県 有限会社　和久田モータース 埼玉県久喜市栗橋中央2丁目17-18 0480-52-0125

埼玉県 (株)オートアールズ大利根店 埼玉県加須市琴寄１３６-１ 0480-78-2221

埼玉県 オートアールズ　大利根店 埼玉県加須市琴寄136-1 0480-78-2221

埼玉県 有限会社枡田自動車 埼玉県加須市向古河1914 0280-62-1743 

埼玉県 ウチダオート（株）川越店 埼玉県川越市小仙波898-1 049-225-6161

埼玉県 ウチダオート株式会社　川越店 埼玉県川越市小仙波898-1 049-225-6161

埼玉県 ウチダオート株式会社川越店 埼玉県川越市小仙波898-1 049-225-6161

埼玉県 (株)オートアールズ川島インター店 埼玉県比企郡川島町大字上伊草２３１－１ 049-299-1611

埼玉県 オートアールズ　川島インター店 埼玉県比企郡川島町大字上伊草231-1 049-299-1611

埼玉県 有限会社難波自動車 埼玉県坂戸市花影町6-5 049-281-0809

埼玉県 (株)オートアールズ毛呂山店 埼玉県入間郡毛呂山町岩井東2丁目28番地12 049-295-6633

埼玉県 オートアールズ　毛呂山店 埼玉県入間郡毛呂山町岩井東2丁目28-12 049-295-6633

埼玉県 （株）松江自動車 埼玉県川越市石原町1-21-9 049-222-6021

埼玉県 有限会社雲然自動車工場 埼玉県川越市問屋町15-1 049-226-2222

埼玉県 ホンダカーズ川越　川越西店 埼玉県川越市上野田町23-3 049-247-5911

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　川越店 埼玉県川越市広栄町23-7 049-246-2332

埼玉県 ホンダカーズ川越　川越中央店 埼玉県川越市砂新田129 049-242-4591 

埼玉県 有限会社中台自動車販売 埼玉県川越市中台2-19-22 049-246-6190

埼玉県 タイヤセレクト川越店 埼玉県川越市中台２－２－１ 049-211-0880

埼玉県 オートアールズ　ひだかモール店 埼玉県日高市大字森戸新田105-1 042-984-1155

埼玉県 (株)オートアールズひだかモール店 埼玉県日高市大字森戸新田１０５番地１ 042-984-1155

埼玉県 寺清自動車株式会社　ＴＡＸ日高 埼玉県日高市大字大谷沢279-5 042-985-3251

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　狭山店 埼玉県狭山市富士見2-1-3 04-2958-9832

埼玉県 有限会社富士電装カーサービス 埼玉県狭山市大字堀兼1399-1 04-2959-2203

埼玉県 株式会社エムイーエス　エムイーエスセカンド店展示場 埼玉県狭山市北入曽1444-1 04-2958-8480

埼玉県 株式会社エムイーエス　セカンド店第2ショールーム展示場 埼玉県狭山市南入曽1021-1 04-2999-6100

埼玉県 株式会社エムイーエス 埼玉県狭山市水野441-5 04-2957-2466

埼玉県 鈑金のモドーリー　狭山店 埼玉県狭山市根岸686-5 04-2968-0010

埼玉県 車検のコバック 狭山店 埼玉県狭山市根岸686-5 04-2954-6016

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市脚折町1-38-22 049-286-2332

埼玉県 タイヤセレクト鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市脚折１７７９－１ 0492-71-0029

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　朝霞膝折町店 埼玉県朝霞市膝折町4-20-8 048-463-1616
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埼玉県 ジェームス光が丘店 埼玉県和光市白子1丁目3-40 048-458-5000

埼玉県 シンワオートサービス株式会社 埼玉県和光市本町15-38 048-461-2162

埼玉県 ホンダカーズ川越　和光254 埼玉県和光市本町24-22 048-463-3715

埼玉県 ＴＭＡ 埼玉県新座市中野１－１０－８ 048-483-2525

埼玉県 有限会社サイトーモーター 埼玉県 富士見市大字東大久保1880-1 049-254-2916

埼玉県 ＪｐｉｔＭＩＮＡＭＩ 埼玉県富士見市勝瀬909-1 049-263-4798

埼玉県 ホンダカーズ川越　三芳店 埼玉県入間郡三芳町竹間沢33-3 049-258-7603

埼玉県 株式会社丸徳商会　東松山営業所 埼玉県東松山市六反町15-1 0493-23-3101

埼玉県 イグチ交通 株式会社 埼玉県東松山市箭弓町1丁目1-18 0463-22-2045

埼玉県 秀英自動車整備工場 埼玉県東松山市下野本806-1 0493-23-5633

埼玉県 ㈲成川自動車整備工場 埼玉県東松山市下野本1475-3 0493-23-5266

埼玉県 タカダオート 埼玉県東松山市若松町1-3-16 0493-22-0317

埼玉県 高正自動車 埼玉県東松山市上野本1318-5 0493-22-1040

埼玉県 (株)カナイ　金井自動車整備工場 埼玉県比企郡吉見町中新井42-1 0493-54-1720

埼玉県 (株)オートアールズ嵐山バイパス店 埼玉県比企郡嵐山町大字平沢３２０－１ 0493-62-1900

埼玉県 オートアールズ　嵐山バイパス店 埼玉県比企郡嵐山町大字平沢320-1 0493-62-1900

埼玉県 関東自動車工業㈱ 埼玉県比企郡嵐山町平沢338-1 0493-62-2041

埼玉県 有限会社　神部自動車鈑金塗装工場 埼玉県比企郡小川町青山308-5 0493-72-6179

埼玉県 ラスタオート（LUSTER AUTO） 埼玉県比企郡ときがわ町玉川４２０２－１ 0493-65-2120

埼玉県 ホンダカーズ川越　ふじみ野中央店 埼玉県ふじみ野市ふじみ野1-7-7 049-261-5011 

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　ふじみ野店 埼玉県ふじみ野市亀久保4-7-14 049-278-2355

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　飯能店 埼玉県飯能市緑町26-21 042-974-5532

埼玉県 (有)エスカンパニー 埼玉県入間市東町6-1-1 04-2936-9142

埼玉県 タイヤセレクト入間店 埼玉県入間市下藤沢１３００－４ 042-963-0029

埼玉県 寺清自動車株式会社　ＴＡＸ入間 埼玉県入間市東藤沢3-6-11 04-2963-1346

埼玉県 （株）大進電機　入間営業所 埼玉県入間市宮寺2794-5 0429-34-4400

埼玉県 （株）キタザワ　本社 埼玉県所沢市新郷202-2 042-944-5125

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　所沢上安松店 埼玉県所沢市上安松1244-1 04-2998-2332

埼玉県 阿部自動車産業 埼玉県熊谷市上奈良1303-1 048-524-6825

埼玉県 橋本自動車整備工場 埼玉県熊谷市円光1-12-1 048-523-5540

埼玉県 株式会社　中村電池 埼玉県熊谷市石原1081-5 048-521-3111

埼玉県 ジェームス熊谷月見店 埼玉県熊谷市月見町2丁目1-66 048-529-2380

埼玉県 橋本自動車整備工場 埼玉県熊谷市久保島796-5 048-532-5815

埼玉県 高橋自動車整備工場　 埼玉県熊谷市武体１５３－４ 048-532-3538

埼玉県 イトウFactory 埼玉県熊谷市拾六間526-3 048-533-0863

埼玉県 コバック籠原店 埼玉県熊谷市拾六間763-2 048-580-3805

埼玉県 ㈲ボディショップキヨタ 埼玉県行田市下中条753 0485-57-3751

埼玉県 ㈱協同 埼玉県行田市佐間1-27-49 048-554-2254

埼玉県 (株)オートアールズ行田モール店 埼玉県行田市持田７６７－１ 048-552-1311

埼玉県 オートアールズ　行田モール店 埼玉県行田市持田767-1 048-552-1311

埼玉県 ㈲太洋モータース 埼玉県行田市持田1-4-50 048-556-6268

埼玉県 株式会社丸徳商会　行田営業所 埼玉県行田市向町13-39 048-556-1339

埼玉県 株式会社カーライフ・ラボ　愛車広場カーリンク上尾 埼玉県上尾市壱丁目141-2 048-725-9448

埼玉県 （株）日産サティオ埼玉　上尾店 埼玉県上尾市柏座2-7-18 048-779-9023

埼玉県 タイヤガーデン桶川東店 埼玉県桶川市赤堀１－３８ 048-729-2332

埼玉県 タイヤセレクト北本店 埼玉県北本市深井５－１２３ 048-511-7030

埼玉県 金子輪業 埼玉県鴻巣市逆川1-4-17 048-543-3200

埼玉県 柳自動車 埼玉県深谷市石塚576 048-571-5338

埼玉県 深谷合同タクシー 有限会社 埼玉県深谷市宮ヶ谷戸58番地 048-573-1090

埼玉県 オートステーション 埼玉県深谷市国済寺町26-11 048-573-7166
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埼玉県 株式会社丸徳商会　　本社営業所 埼玉県深谷市国済寺500-3 048-571-3135

埼玉県 深谷電機　株式会社 埼玉県深谷市原郷2132-4 048-571-0909

埼玉県 カーコンビニ倶楽部R17 埼玉県深谷市原郷31 048-572-7690

埼玉県 ㈲深谷オートサービス 埼玉県深谷市東方町1-19-4 048-571-4603

埼玉県 下妻液化ガス㈱整備センター 埼玉県深谷市上柴町西1-18-3 048-574-0201

埼玉県 有限会社　門倉電機 埼玉県深谷市柏合540-1 048-572-2968

埼玉県 (株)オートアールズ深谷店 埼玉県深谷市萱場９１－１ 0485-72-8911

埼玉県 オートアールズ　深谷店 埼玉県深谷市萱場91-1 0485-72-8911

埼玉県 コバック深谷駅前店 埼玉県深谷市西島町1-665-1 048-551-4577

埼玉県 井河自動車㈱ 埼玉県本庄市東台1-4-14 0495-24-3351

埼玉県 コバック本庄店 埼玉県本庄市西五十子2-1-1 0495-25-5123

埼玉県 ホンダカーズ川越　本庄南店 埼玉県本庄市朝日町1-16-4 0495-21-1021

埼玉県 株式会社　オートアールズ　本社 埼玉県本庄市早稲田の杜1丁目 0495-71-8800

埼玉県 井上自動車㈲ 埼玉県本庄市北堀162-1 0495-24-3338

埼玉県 スゴーメンテナンスセンター 埼玉県本庄市栗崎1107-25 0495-27-6701

埼玉県 KMI門倉自動車工業 埼玉県本庄市四方田236 0495-21-7426

埼玉県 小沢自動車工場 埼玉県本庄市千代田2-8-8 0495-22-6520

埼玉県 吉田自動車 埼玉県児玉郡美里町関448-3 0495-71-5205

埼玉県 ㈱ニューエイト 埼玉県児玉郡美里町沼上1266-4 0495-76-4405

埼玉県 ㈲須野原鈑金塗装 埼玉県本庄市児玉町共栄376 0495-72-3801

埼玉県 ミタカデンキ 埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬851-2 0274-52-5116

埼玉県 (有)オートサービスアラフネ 埼玉県秩父市山田1850 0494-24-1198

埼玉県 コバック秩父店 埼玉県秩父市下宮地町8-7 0494-21-3155

埼玉県 フラット７　秩父下宮地店 埼玉県秩父市下宮地8-2 0494-26-6589

埼玉県 株式会社丸徳商会　秩父営業所 埼玉県秩父市中宮地町25-19 0494-24-8761

埼玉県 秩父丸通タクシー 株式会社 埼玉県秩父市宮側町6番11号 0494-22-3633

埼玉県 昭通 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4146 0494-25-0330

埼玉県 高田自動車 埼玉県鴻巣市鎌塚1-10-6 048-548-3590

埼玉県 ㈲矢島自動車 埼玉県鴻巣市鎌塚376-3 048-548-0226

埼玉県 岡田モータース 埼玉県鴻巣市榎戸2-1-6 048-549-2400

埼玉県 今井自動車 埼玉県児玉郡上里町金久保175-4 0495-34-3401

埼玉県 北部自動車工業 埼玉県児玉郡上里町大字忍保1562 0495-33-6320

埼玉県 モーターランドサカモト 埼玉県児玉郡上里町神保原町169-3 0495-35-2063

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 田沼自動車 埼玉県児玉郡上里町七本木928-3 0495-33-0157

埼玉県 株式会社丸徳商会　本庄営業所 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美1175 0495-33-3135

埼玉県 ラダーオート㈲ 埼玉県児玉郡上里町長浜702-1 0495-33-0091

埼玉県 寄居電機商会 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1358-3 048-581-1214

埼玉県 鈑金のモドーリー 寄居店 埼玉県大里郡寄居町寄居1371 048-577-5894

埼玉県 コバック 花園インター店 埼玉県深谷市荒川708-1 048-584-7589

埼玉県 オートアールズ　花園インター店 埼玉県深谷市小前田620-1 048-579-1411

埼玉県 竹内自動車工業 埼玉県秩父市下吉田7578-1 0494-77-1381

千葉県 さくらコーポレーション㈱　タイヤ館　千葉 千葉県佐倉市城188番地 043-266-9655

千葉県 （株）　ＡＳＫオートサービス柏 千葉県柏市松ケ崎973 04-7132-7154

千葉県 ジェームス美浜店 千葉県千葉市美浜区幸町 1-21-5 043-245-3911

千葉県 株式会社SSY 千葉県千葉市美浜区新港225-4 043-246-5180

千葉県 日昇自動車販売株式会社　千葉１６号店 千葉県千葉市花見川区横戸町1197 047-486-8888

千葉県 株式会社オートコミュニケーションズ オ二キス千葉16号店 千葉県千葉市花見川区横戸町1197 047-486-8888

千葉県 株式会社バリューワン　八千代16号店 千葉県千葉市花見川区横戸町1163 047-409-8181

千葉県 有限会社八木自動車 千葉県千葉市若葉区千城台南4-5-9 043-237-6560
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千葉県 株式会社バリューワン　千葉店 千葉県千葉市若葉区小倉町748-1 043-214-8883

千葉県 株式会社エーゼットファクトリー 千葉県千葉市若葉区大宮町2122-7 043-226-7711

千葉県 株式会社ハルミ・コーポレーション 千葉県 千葉市若葉区若松町48-7 043-231-5611

千葉県 (有)更科自動車工業 千葉県千葉市若葉区更科町2020-9 043-239-0838

千葉県 TIRE　FREAKS 千葉県千葉市緑区平川町１４１７－３ 043-291-7040

千葉県  有限会社内海自動車 千葉県千葉市緑区誉田町1-386-9 043-291-1066

千葉県 オールドギア千葉 千葉県千葉市緑区古市場町692-7 043-208-5100

千葉県 (株)オートアールズちば古市場店 千葉県千葉市緑区古市場町９０６番地1 043-305-2002

千葉県 オートアールズ　ちば古市場店 千葉県千葉市緑区古市場町906番地1 043-305-2002

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 （有）江面自動車 千葉県野田市関宿台町2603 04-7196-0318

千葉県 竹沢自動車整備工場 千葉県野田市木間ケ瀬4497-1 04-7198-4121

千葉県 有限会社芝田自動車 千葉県野田市東宝珠花487-1 04-7198-0514

千葉県 和幸工業株式会社 千葉県 印西市小林2008 0476-97-0703

千葉県 AUTO　IN車検・タイヤセンター　千葉ニュータウン店 千葉県印西市牧の原2-1 0476-40-6221

千葉県 田中タイヤ千葉　株式会社 千葉県印西市松崎台１－４－５ 047-633-7905

千葉県 有限会社センチュリーオート 千葉県松戸市紙敷510 047-392-3757

千葉県 ホンダカーズ西千葉 松戸北店 千葉県松戸市松戸新田556番地の1 047-365-6665

千葉県 ホンダカーズ西千葉 ＵＳ松戸北店 千葉県松戸市松戸新田557番地 047-703-4311

千葉県 ホンダカーズ西千葉 市川西店 千葉県市川市新田1丁目15番20号 047-326-5151

千葉県 ホンダカーズ西千葉 市川北店 千葉県市川市南大野1丁目7番10号 047-338-3111

千葉県 中央スズキ販売株式会社スズキアリーナ船橋中央 千葉県船橋市習志野台4丁目14番地20号 047-462-9996

千葉県 ㈲クライト 千葉県船橋市二和東４－７－５ 047-448-6731

千葉県 東邦自動車㈱　 千葉県習志野市実籾2-41-26 047-472-6151

千葉県 有限会社青木自動車整備工場 千葉県習志野市本大久保5丁目4番地12号 047-476-6692

千葉県 （株）アオキオートサービス 千葉県柏市逆井1248-1 04-7173-4141

千葉県 （有）東自動車整備工場 千葉県柏市高田1113 04-7143-7781

千葉県 株式会社ニチエイ・カーマックス 千葉県柏市若柴5-7 04-7132-1190

千葉県 （株）　鏑木自動車 千葉県柏市西柏台2丁目2-1 04-7152-4008

千葉県 ナカヤマ自動車株式会社 千葉県柏市五條谷32-1 04-7191-8742

千葉県 株式会社川間モータース 千葉県野田市鶴奉2-7 04-7125-5777

千葉県 カーコンビニ俱楽部　（有）逆井自動車 千葉県野田市岩名1059-9 04-7124-5757

千葉県 ホンダカーズ西千葉 浦安店 千葉県浦安市北栄4丁目20番26号 047-312-6788

千葉県 (株)オートアールズ東金バイパス店 千葉県東金市大字家之子７８８－１ 0475-50-9511

千葉県 オートアールズ　東金バイパス店 千葉県東金市大字家之子788-1 0475-50-9511

千葉県 南総タクシー 株式会社 千葉県東金市東金587-6 0475-54-1810

千葉県 有限会社オートフリー 千葉県東金市台方２４６－７ 0475-55-0036

千葉県 有限会社四街道自動車整備工場 千葉県四街道市鹿渡899 043-422-4356

千葉県 株式会社本宮自動車 千葉県四街道市もねの里2-38-34 043-422-1280

千葉県 さくらタイヤサービス株式会社 千葉県佐倉市城 188   043-486-6185

千葉県 さくらタイヤサービス　株式会社　４号ベース 千葉県印旛郡酒々井町篠山新田１-７ 043-308-6111

千葉県 有限会社ＧｏｏｄＲｕｎ 千葉県成田市本三里塚81-1 0476-35-8438

千葉県 カーショップフレンド成田店 千葉県成田市東和田囲後田629-6 0476-24-1552

千葉県 オートアールズ　富里店 千葉県富里市七栄532-48 0476-90-6622

千葉県 (株)オートアールズ富里店 千葉県冨里市七栄５３２－４８ 0476-90-6622

千葉県 株式会社ホンダプリモさわら 千葉県香取市谷中660番地 0478-55-2111

千葉県 村瀬自動車整備工場 千葉県香取市谷中690-3 0478-54-0066

千葉県 株式会社 銚子タクシー 千葉県銚子市小浜町2663-8 0479-23-9030

千葉県 ディーズオートジャパン㈱ 千葉県成田市西大須賀１４３５－４ 0476-85-8406

千葉県 オートアールズ　八街店 千葉県八街市八街字初番杭は20-12 043-440-7855
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千葉県 有限会社ウェンズデー 千葉県山武市姫島213-１ 0475-80-1414

千葉県 有限会社 飯岡タクシー 千葉県旭市横根174 0479-57-2052

千葉県 白鳥川岸タクシー 有限会社 千葉県市原市市原510-1 0436-41-1719

千葉県 株式会社くるまのイチハラ 千葉県市原市岩野見812-1 0436-26-5550

千葉県 株式会社オートコミュニケーションズ オ二キス市原店 千葉県市原市八幡222-1 0436-43-1711

千葉県 日昇自動車販売株式会社　市原店 千葉県市原市八幡222-1 0436-43-1711

千葉県 (株)オートアールズ木更津金田店 千葉県木更津市金田東３丁目１番地３ 0438-41-2333

千葉県 オートアールズ　木更津金田店 千葉県木更津市金田東3丁目1番地3 0438-41-2333

千葉県 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｄｒｅａｍ（くるまのファミリー） 千葉県木更津市桜井新町1-2-3 0438-40-5565

千葉県 木更津合同タクシー 株式会社 千葉県木更津市潮見4丁目6 0438-37-1252

千葉県 鏡浦自動車 株式会社 千葉県館山市北条1882番地 0470-22-1131

千葉県 (株)オートアールズ茂原バイパス店 千葉県茂原市腰当字深田４８２－１ 0475-26-7700

千葉県 オートアールズ　茂原バイパス店 千葉県茂原市腰当字深田482-1 0475-26-7700

千葉県 有限会社ダイハツ勝浦センター 千葉県 茂原市早野1357-1 0475-26-5589

千葉県 （有）大原自動車サービスセンター 千葉県いすみ市深堀818-2 0470-62-0685

千葉県 関自動車有限会社 千葉県 袖ヶ浦市百目木296-3 0438-75-6168

千葉県 有限会社　石田商会 千葉県大網白里市細草971 0475-77-2127

千葉県 (株)オートアールズ長生店 千葉県長生郡長生村大字金田３１６５ 0475-30-1200

千葉県 オートアールズ　長生店 千葉県長生郡長生村大字金田3165 0475-30-1200

千葉県 (株)オートアールズ八街店 千葉県八街市八街字初番杭は２０－１２ 043-440-7855

東京都 三原観光自動車 株式会社 東京都大島町元町字馬の背249-7 04992-2-2271

東京都 エーシー企画株式会社 東京都千代田区神田駿河台3丁目9　三井住友海上駿河台ビル6階 03-3259-1607

東京都 株式会社Ｓｅｉｂｉｉ 東京都港区六本木2-2-6 福吉町ビル401 090-8867-0009

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401 090-8867-0009

東京都 飯村自動車興業（株）　本社 東京都北区滝野川6-46-14 03-3916-6141

東京都 有限会社小林電装 東京都荒川区西尾久7-46-11 03-3893-3874

東京都 株式会社　芝電機工業所 東京都足立区足立4丁目11-3 03-3889-1624

東京都 有限会社　小山自動車工業所 東京都足立区千住龍田町5-6 03-3881-3273

東京都 有限会社石内自動車 東京都足立区花畑3丁目37-18 03-5848-6727

東京都 ホキマイシイ自販株式会社 東京都足立区保木間5-23-11 03-3850-6364

東京都 株式会社プロスタッフ 東京都足立区竹の塚7-20-12 03-3850-2357

東京都 北立電機商工（株） 東京都足立区鹿浜5-31-9 03-3855-1881

東京都 北立電機商工　株式会社 東京都足立区鹿浜5丁目31-9 03-3855-1881

東京都 有限会社　平野タイヤ商会 東京都足立区椿2丁目21-5 03-3853-4272

東京都 有限会社　葛飾電池 東京都葛飾区奥戸5-22-6 03-3694-4151

東京都 カーショップナガノ 東京都葛飾区奥戸7-15-8 03-3693-3033

東京都 有限会社鈴木自動車 東京都葛飾区鎌倉4-1-4 03-3659-6345

東京都 小松川電機　株式会社 東京都江戸川区松島1丁目43-10 03-3651-0995

東京都 （株）信越電装　城東営業所 東京都江戸川区小松川4-93 03-5858-8639

東京都 株式会社マエカワ　広域サービス部東日本サービス課　 東京都江戸川区谷河内2-4-7　ラウンドエイト第1 03-3677-2334

東京都 有限会社　関東電装サービス 東京都江戸川区鹿骨4-20-15 03-3678-4747

東京都 株式会社　ミヤケデンソー 東京都江戸川区鹿骨4丁目16-4 03-3676-6876

東京都 新井電機商会　有限会社 東京都江戸川区北葛西4-13-23 03-3688-1144

東京都 寿自動車株式会社 東京都江東区東砂5-14-19 03-3646-8101

東京都 有限会社　ベスト・ワークス 東京都大田区大森南3-31-1 03-5705-5725

東京都 （株）信越電装　本社 東京都大田区南馬込5-30-6 03-3775-4911

東京都 （株）信越電装　羽田営業所 東京都大田区東六郷3-9-13 03-5714-2671

東京都 マコト電機（株）　本社 東京都世田谷区瀬田3-15-4 03-3700-2211

東京都 マコト電機（株）　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍａｃ 東京都世田谷区瀬田3-2-4 03-3700-2171

東京都 （株）とらの門　本社 東京都世田谷区用賀2-36-19 03-3709-5313
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東京都 株式会社ラボクル 東京都杉並区高円寺南3-49-12 03-6312-7747

東京都 ＣＡＴＳ（カーオーディオテクニカルサロン） 東京都杉並区井草3-14-10 03-3397-4611

東京都 有限会社　モロズミ電機工業所 東京都杉並区和泉3-58-20 03-3328-6765

東京都 有限会社藤倉電機工業 東京都新宿区北新宿2-7-15 03-3371-1428

東京都 ＪＸリーディング株式会社　カレッツァ板橋店 東京都板橋区舟渡1-1-5 03-3960-9605

東京都 ＪＸリテーリング株式会社　営業統括本部 東京都板橋区舟渡1-1-5 03-3960-9608

東京都 カレッツァ板橋店 東京都板橋区舟渡１－１－５ 03-3960-9605

東京都 株式会社ロイヤルプランニング 東京都板橋区徳丸4-35-3 03-3934-3731

東京都 （株）協伸　本社 東京都世田谷区関町1-11-29 03-3594-5611

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 (有)山口興業 東京都練馬区東大泉7-34-33 03-3921-8177

東京都 有限会社オートサービスヤマザキ 東京都三鷹市大沢3-3-11 0422-32-5371

東京都 豊自動車㈱ 東京都調布市小島町１－３０－１ 042-487-1717

東京都 有限会社　久保商会 東京都調布市上石原1丁目29-2 042-485-2545

東京都 ㈱オートクラフト 東京都国分寺市西恋ケ窪3-18-10 042-324-3495

東京都 （株）とらの門　小平店 東京都小平市花小金井3-130 0424-73-2261

東京都 柳生電機　有限会社 東京都小平市上水本町2丁目14-33 042-322-2323

東京都 有限会社加藤自動車工業所 東京都小平市小川町1-447 042-341-1446

東京都 有限会社内山自動車工業 東京都小平市小川町2丁目2048 042-341-3381

東京都 田無交通 株式会社 東京都西東京市西原町4丁目2-35 042-465-8083

東京都 ㈱タイヤ館東村山店 東京都東村山市秋津町２－２１－１ 042-395-5311

東京都 東京交通株式会社 東京都東村山市久米川町5－28－12 042-393-7155

東京都 新立川交通株式会社 東京都立川市栄町4丁目47番地6 042-536-6657

東京都 有限会社中村自動車 東京都あきる野市留原764 042-596-2482

東京都 横川観光 株式会社 東京都あきる野市三内230-18 042-598-0083

東京都 株式会社ＭＳＴ 東京都西多摩郡日の出町平井15-14 042-588-5561

東京都 有限会社オートアロウ 東京都西多摩郡瑞穂町二本木914-1 042-595-9100

東京都 AUTO　IN車検・タイヤセンター　瑞穂店 東京都西多摩郡瑞穂町殿ケ谷442 042-568-0301

東京都 （株）協伸　多摩営業所 東京都西多摩郡稲穂町長岡2-8-10 042-556-2721

東京都 株式会社　協伸 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2丁目8-10 042-556-2721

東京都 タイヤ館日野店 東京都日野市万願寺４－２３－３ 042-589-3451

東京都 ＪＸリーディング株式会社　カレッツァ八王子店 東京都八王子市左入町749-1 042-696-7533

東京都 株式会社ａｉ　ｈｏｕｓｅ 東京都八王子市石川町112-1 042-686-0388

東京都 （有）平野オートボディー高倉店 東京都八王子市高倉町35-5 042-649-8492

東京都 有限会社中村バッテリー 東京都八王子市大和田町2-17-20 042-643-0143

東京都 （株）優流（スグル） 東京都八王子市美山町1321-1 042-652-1373

東京都 有限会社越野ボディー 東京都八王子市西寺方町703 042-651-0900

東京都 ニコニコステーション堀之内 東京都八王子市堀之内2-12-3 042-689-5011

東京都 株式会社くるまのハチオウジ 東京都八王子市川口町1550 042-659-1200

東京都 タイヤ館楢原店 東京都八王子市楢原町４３９－１ 042-620-4881

東京都 株式会社中島屋　ＨＡＣＣＨＩ　ｃａｒ　ｓａｌｅｓ 東京都八王子市大楽寺町186-2 042-659-0015

東京都 有限会社エヌアイプラネット　　 東京都八王子市大楽寺町194番1 042-650-7070

東京都 紅オート販売（株） 東京都八王子市長房町450-93 042-661-7994

東京都 （有）平野オートボディー元八王子店 東京都八王子市元八王子町2-1971-2 042-669-1377

東京都 東栄自動車工業有限会社 東京都町田市金森6-1-12 042-796-2559

東京都 千代田自動車 株式会社 東京都町田市森野3-16-21 042-722-3222

東京都 ㈲タイヤ館カツナガ 東京都町田市木曽西２－１４－１４ 0427-93-7557

東京都 タイヤ館成瀬 東京都町田市成瀬５－１１－３４ 0427-29-3911

東京都 株式会社エスコート　ＢＲＵＮＡーＷＥＳＴ 東京都町田市小野路町1649-1 042-737-3933

東京都 株式会社カーショップヒキダ 東京都あきる野市引田866-22 042-558-0617
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東京都 株式会社サンコーオート 東京都狛江市西野川1-17-28 03-3489-1580

東京都 セイコー自動車工業㈱ 東京都狛江市岩戸北１－２０－５ 03-5497-2711

東京都 有限会社ウィズ 東京都東久留米市下里2丁目6-13 042-479-1307

東京都 有限会社合同自動車 東京都東久留米市本町4-9-1 042-473-6025

東京都 有限会社マルカネ商事 東京都清瀬市中里6丁目54-7 042-493-7387

東京都 ジェームス唐木田店 東京都多摩市唐木田1丁目9番 042-311-2885

東京都 株式会社ROSSO 東京都稲城市大丸511-9 042-379-9020

東京都 （株）大進電機　本社 東京都東大和鳴奈良橋1-633-3 0425-64-4400

東京都 有限会社アヴァンツァーレ 東京都武蔵村山市中原1-4-2 042-531-1916

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）U-Car秦野 神奈川県秦野市平沢518 0463-84-0010

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　川崎元木店 神奈川県川崎市川崎区元木1-1-16 044-244-2311

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　川崎店 神奈川県川崎市川崎区元木2-2-23 044-344-2111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　川崎京町店 神奈川県川崎市川崎区池田2-5-5 044-344-6411

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)川崎店 神奈川県川崎市川崎区日進町 22-10 044-244-8111

神奈川県 ㈲伊藤モーター商会 神奈川県川崎市川崎区台町１６－３　　　　　　　　　　　　　　　044-288-2458

神奈川県 ホンダカーズ神奈川中㈱川崎大師店 神奈川県川崎市川崎区大島町５－１５－１　　　　　　　　　　　　　　　044-245-2655

神奈川県 ㈲藤沼モータース 神奈川県川崎市川崎区渡田１－１７－６　　　　　　　　　　　　　　　044-333-0863

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)丸子店 神奈川県川崎市中原区丸子道 1-634 044-411-4111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　鹿島田店 神奈川県川崎市中原区上平間1169-15 044-511-1411

神奈川県 ㈲鹿島モータース 神奈川県川崎市中原区上平間１１８３　　　　　　　　　　　　　　044-522-4401

神奈川県 ホンダカーズ神奈川中㈱元住吉店 神奈川県川崎市中原区木月３－３２－１１　　　　　　　　　　　　　044-433-5544

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区木月4-1-1 044-430-3911

神奈川県 中山自動車販売㈱ 神奈川県川崎市中原区木月祇園町１－３１　　　　　　　　　　　　　　044-433-0456

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　中原店 神奈川県川崎市中原区上小田中3-1-5 044-777-3311

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　新加瀬店 神奈川県川崎市幸区南加瀬2-31-19 044-588-0241

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)加瀬店 神奈川県川崎市幸区南加瀬 4-12-34 044-599-1111

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ南加瀬店 神奈川県川崎市幸区南加瀬3－32－7 044-580-3311

神奈川県 川崎中部カーステーション株式会社 神奈川県川崎市幸区矢上14-7 044-588-8118

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　北加瀬店 神奈川県川崎市幸区矢上5-5 044-588-4131

神奈川県 ジェームス２４６玉川店 神奈川県川崎市高津区溝口5丁目16番15号 044-820-2246

神奈川県 株式会社ツーウィン 神奈川県川崎市高津区千年17 044-863-3355

神奈川県 （株）ホンダクリオ共立　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　川崎　中原店 神奈川県川崎市高津区子母口336 044-755-1011

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　子母口店 神奈川県川崎市高津区子母口482-1 044-755-1611

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中原店 神奈川県川崎市高津区子母口516 044-777-1211

神奈川県 （株）ホンダクリオ共立　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　川崎　ＵーＳｅｌｅｃｔ　中原 神奈川県川崎市高津区明津198-1 044-788-3711

神奈川県 ㈱ジャストオートリーシング川崎サービス部 神奈川県川崎市高津区久地３－１２－２２　　　　　　　　　　　　　　　044-833-6571

神奈川県 株式会社オートランド　オニキス高津 神奈川県川崎市高津区久地4-3-6 044-833-2727

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)溝ノ口店 神奈川県川崎市高津区下作延 4-9-7 044-852-2411

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)多摩店 神奈川県川崎市多摩区菅馬場 2-3-18 044-945-6111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　登戸宿河原店 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-18-5 044-900-2311

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　登戸店 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-48-2-101 044-922-8111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　登戸長尾店 神奈川県川崎市多摩区長尾1-11-1 044-900-1211

神奈川県 ホンダカーズ神奈川中㈱多摩店 神奈川県川崎市多摩区枡形１－６－１ 044-930-2626

神奈川県 有限会社杉本自動車 神奈川県川崎市麻生区早野202 044-988-1684

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　麻生店 神奈川県川崎市麻生区上麻生7-23-22 044-988-3811

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-18-2 044-966-1171

神奈川県 高砂交通株式会社 神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目45-47 044-819-0505

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区片平1-7-1 044-954-1611

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区片平1-5-5 044-953-8711

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区古沢70-1 044-951-3111
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神奈川県 ㈲北栄自動車　　　　　　　　　　　　　　　 神奈川県川崎市宮前区東有馬５－２３－１０ 044-855-7571

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　さぎ沼店 神奈川県川崎市宮前区有馬3-3-6 044-853-0611

神奈川県 株式会社イマイタクシー 神奈川県川崎市宮前区有馬3－28－1 044-855-6675

神奈川県 神奈川トヨタ自動車（株） ＧＲ　Ｇａｒａｇｅ　ＭＡＳＴＥＲ　ＯＮＥ　東名川崎 神奈川県川崎市宮前区土橋1-15-1 044-870-8311

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　東名宮前平店 神奈川県川崎市宮前区土橋1-15-1 044-870-0030

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　宮前平店 神奈川県川崎市宮前区土橋1-15-2 044-854-1511

神奈川県 ホンダカーズ神奈川中㈱宮前平店 神奈川県川崎市宮前区土橋２－１１－１ 044-852-6644

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　東名川崎店 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-1-12 044-976-5111

神奈川県 東栄興業株式会社 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-9-23 044-975-6702

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ東名川崎店 神奈川県川崎市宮前区水沢2-11-2 044-978-1101

神奈川県 アイエムエス有限会社 神奈川県川崎市宮前区初山1-22-26 044-977-8523

神奈川県 （株）ホンダクリオ共立　ホンダレンタカー共立　川崎宮前店 神奈川県川崎市宮前区馬絹1-7-4 044-948-6811

神奈川県 （株）ホンダクリオ共立　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　川崎　東名川崎店 神奈川県川崎市宮前区馬絹1丁目7-9 044-855-5611

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　横浜店 神奈川県横浜市西区花咲町7-150 045-321-1211

神奈川県 株式会社ニーズ 神奈川県横浜市神奈川区子安通3-308 045-440-3004

神奈川県 モービルオート㈱カーテックセンター 神奈川県横浜市神奈川区星野町３　　　　　　　　　　　　　　　045-453-1129

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-16 045-459-2311

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　ｍｙＸ横浜店 神奈川県横浜市神奈川区栄町7-1 045-459-2100

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区広台太田 11-12 045-321-7111

神奈川県 （株）ホンダクリオ共立　ボディサービス横浜センター 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2736-1 045-548-5470

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　ＬＯＨＡＳ片倉店 神奈川県横浜市神奈川区片倉1-24-1 045-488-0081

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　片倉店 神奈川県横浜市神奈川区片倉2-1-23 045-413-3111

神奈川県 神奈川トヨタ自動車（株） レクサス港北大倉山 神奈川県横浜市港北区樽町1-22-29 045-546-2111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　港北店 神奈川県横浜市港北区樽町3-7-30 045-541-0181

神奈川県 （株）信越電装　横浜営業所 神奈川県横浜市港北区師岡町502 045-542-8961

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　トレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町700 045-541-8851

神奈川県 ジェームストレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地　ﾄﾚｯｻ横浜南棟 045-533-5161

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　トレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町700北棟2F 045-534-2311

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)ﾄﾚｯｻ横浜 神奈川県横浜市港北区師岡町700 北棟2F 045-534-2411

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）トレッサ横浜 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地北棟2F 045-534-2511

神奈川県 （株）ホンダクリオ共立　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　川崎　港北店 神奈川県横浜市港北区鳥山町793 045-474-3311

神奈川県 （株）ホンダクリオ共立　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　川崎　ＵーＳｅｌｅｃｔ　港北インター 神奈川県横浜市港北区小机町1728-1 045-473-7111

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　港北店 神奈川県横浜市港北区大倉山1-27-1 045-541-2111

神奈川県 株式会社セカンドサービス 神奈川県横浜市港北区新吉田町5178-1 045-594-2605

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)新羽店 神奈川県横浜市港北区新羽町 1623 045-543-1111

神奈川県 （株）ホンダクリオ共立　ホンダレンタカー共立　港北日吉店 神奈川県横浜市港北区高田東2-4-18 045-533-1911

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　ビークルステーション中川店 神奈川県横浜市都筑区中川1-9-1 045-912-1711

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズセンター北店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-32-21 045-914-3511

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　港北ニュータウン店 神奈川県横浜市都筑区荏田東2-9-30 045-941-1211

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　港北ニュータウン店 神奈川県横浜市都筑区荏田南5-18-61 045-942-5611

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　ニュータウン東店 神奈川県横浜市都筑区東山田町100-1 045-592-6601

神奈川県 株式会社　オートステージ 神奈川県横浜市都筑区早渕1-32-21 045-593-5850

神奈川県 ㈱ジャストオートリーシング本社工場 神奈川県横浜市都筑区早渕１－１－１１　　　　　　　　　　　　　　　045-593-7755

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　センター北店 神奈川県横浜市都筑区南山田1-1-33 045-594-3011

神奈川県 ㈱ＭＩＣ　スーパーステーションセンター南 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南４－１－３９ 045-949-1177

神奈川県 スーパーステーションセンター南 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南4-1-39 045-949-1177

神奈川県 ㈱ＭＩＣ　スーパーステーション仲町台 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２２－１４ 045-943-7283

神奈川県 （株）ホンダクリオ共立　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　川崎　都筑仲町台店 神奈川県横浜市都筑区仲町台3-1-23 045-942-4511

神奈川県 スーパーステーション仲町台 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-22-14 045-943-7283

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)NT仲町台店 神奈川県横浜市都筑区仲町台 5-1-2 045-941-5111
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神奈川県 神奈川トヨタ自動車（株） タクシー事業部 神奈川県横浜市都筑区川向町880-1 045-473-0312

神奈川県 神奈川トヨタ自動車（株） 特販部 神奈川県横浜市都筑区川向町880-1 045-534-3427

神奈川県 ケイエイケイモータース 神奈川県横浜市都筑区池辺町4491-2 045-548-4302

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　池辺店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4901-1 045-934-8111

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　池辺店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4810-1 045-935-5111

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ都筑池辺店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4661 045-937-7811

神奈川県 有限会社シーアールサービス 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町2065-1 045-500-9522

神奈川県 ㈲城所自動車 神奈川県横浜市都筑区川和町１４４０　　　　　　　　　　　　　　　045-932-1857

神奈川県 神奈川トヨタ自動車（株） レクサス都筑見花山 神奈川県横浜市都筑区大丸21-1 045-948-0021

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　市ヶ尾店 神奈川県横浜市都筑区大丸26-19 045-942-1611

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ港北ニュータウン店 神奈川県横浜市都筑区見花山40-22 045-942-1231

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　あざみ野店 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1-5-4 045-913-6411

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　あざみ野店 神奈川県横浜市青葉区荏田町131-1 045-911-8211

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)青葉台店 神奈川県横浜市青葉区榎が丘 3-8 045-981-4111

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)中山店 神奈川県横浜市緑区上山 2-24-1 045-932-2311

神奈川県 ㈲中山モータース 神奈川県横浜市緑区台村町１８６　　　　　　　　　　　　　　　045-931-2456

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)霧が丘店 神奈川県横浜市緑区霧が丘 2-15-7 045-922-3511

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中山店 神奈川県横浜市緑区中山3-36-11 045-932-1611

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　十日市場店 神奈川県横浜市緑区十日市場町816-14 045-981-2111

神奈川県 株式会社オートショップモリ 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町777 045-961-3623

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　青葉台２４６店 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘1-10 045-983-7211

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　青葉台駅前店 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-6-4 045-981-1611

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　青葉台店 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-1-10 045-988-0211

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)荏田店 神奈川県横浜市青葉区荏田町 430 045-911-5111

神奈川県 （株）ホンダクリオ共立　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　川崎　鶴見北店 神奈川県横浜市鶴見区尻手2-6-1 045-580-5611

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)鶴見末吉店 神奈川県横浜市鶴見区上末吉 5-14-9 045-581-1111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区向井町1-37 045-505-2011

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　鶴見中央店 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1-57-1 045-504-4111

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　鶴見子安台店 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4-6-19 045-572-2791

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)関内店 神奈川県横浜市中区相生町 2-46 045-681-0211

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中店 神奈川県横浜市中区扇町3-10-5 045-662-5111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　長者町店 神奈川県横浜市中区長者町3-7-10 045-251-1611

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　伊勢佐木店 神奈川県横浜市中区長者町3-8 045-661-5100

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ横浜三春台店 神奈川県横浜市中区英町13-1 045-262-2911

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　ウエインズ山下公園店 神奈川県横浜市中区山下町33 045-224-8811

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　南店 神奈川県横浜市南区吉野町5-25 045-252-8211

神奈川県 ㈲品田自動車商会 神奈川県横浜市南区宿町２－４６ 045-713-1161

神奈川県 日之出モータース 神奈川県横浜市南区中村町５－３１８　　　　　　　　　　　　　　　045-261-3327

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　南店 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町158 045-741-7111

神奈川県 ㈲三陽自動車工業 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町３－２　　　　　　　　　　　　　　　045-711-1303

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　下永谷店 神奈川県横浜市港南区下永谷6-2-24 045-821-1421

神奈川県 ホンダカーズ神奈川中㈱ＵーＳｅｌｅｃｔ平戸 神奈川県横浜市港南区下永谷６－４－２３ 045-823-7436

神奈川県 ホンダカーズ神奈川中㈱平戸店 神奈川県横浜市港南区下永谷町６－４－３０ 045-821-1221

神奈川県 ダイハツ横浜南販売㈱ 神奈川県横浜市港南区下永谷1-1-8 045-824-1353

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　港南店 神奈川県横浜市港南区日野7-1-5 045-845-2711

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　港南日野店 神奈川県横浜市港南区日野7-2-10 045-841-3311

神奈川県 有限会社三山自動車 神奈川県横浜市港南区日野５丁目２９番４１号 45-844-7065 

神奈川県 （有）三山自動車 神奈川県横浜市港南区日野5-29-41 045-844-7065

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ港南中央店 神奈川県横浜市港南区日野1-4-21 045-847-2011

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　日野店 神奈川県横浜市港南区日野中央1-2-6 045-842-3344
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神奈川県 横浜トヨペット株式会社　港南店 神奈川県横浜市港南区日野中央1-2-2 045-844-1511

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　磯子店 神奈川県横浜市磯子区東町14 045-751-1311

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　磯子栗木店 神奈川県横浜市磯子区上中里町280-1 045-774-1221

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　磯子上中里店 神奈川県横浜市磯子区上中里町685 045-770-5771

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　金沢店 神奈川県横浜市金沢区谷津町13-3 045-701-2211

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　金沢文庫店 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-17-13 045-701-1221

神奈川県 ㈱タックス横浜ダイハツ朝比奈インター 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町１１７ 045-785-6600

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　金沢六浦店 神奈川県横浜市金沢区六浦東3-29-10 045-781-1211

神奈川県 ホンダカーズ神奈川中㈱釜利谷店 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東４－４９－１１ 045-701-0101

神奈川県 ㈲小林オートサービス 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東５－１４－８ 045-781-1683

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ田浦店 神奈川県横須賀市田浦港町446-43 046-861-0711

神奈川県 湘南ダイハツ㈱ 神奈川県横須賀市日の出町３－１３ 046-823-1534

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　横須賀店 神奈川県横須賀市三春町2-18-1 046-823-2800

神奈川県 ㈱共進自動車整備工場 神奈川県横須賀市三春町３－４　　　　　　　　　　　　　　　046-826-3935

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ横須賀三春町店 神奈川県横須賀市三春町3-3 046-825-1211

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 横浜トヨペット株式会社　横須賀西店 神奈川県横須賀市大矢部2-10-20 046-836-0312

神奈川県 有限会社アクア自動車 神奈川県横須賀市小矢部3-6-16 046-833-5695

神奈川県 昌和モータース 神奈川県横須賀市金谷1-10-1 046-851-2354

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　横須賀中央店 神奈川県横須賀市本町1-17-1 046-824-9922

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中古車タウン横須賀中央 神奈川県横須賀市本町1-17-1 046-824-9922

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　横須賀店 神奈川県横須賀市西逸見町1-36 046-824-4111

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ武山店 神奈川県横須賀市太田和2-1-4 046-857-4711

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　横須賀武店 神奈川県横須賀市武1-20-13 046-856-3611

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　武山店 神奈川県横須賀市武3-7-7 046-857-1441

神奈川県 （株）　オレンジ 神奈川県横須賀市武4-1-9 046-855-3351

神奈川県 ㈱オレンジ　オレンジ車検センター 神奈川県横須賀市武４－１－９　　　　　　　　　　　　　　　046-855-3351

神奈川県 神奈川日産自動車㈱武山店 神奈川県横須賀市林１－３０－６　 046-857-1123

神奈川県 ㈲沼田自動車 神奈川県横須賀市長井１－１７－２　　　　　　　　　　　　　046-856-1141

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　横須賀久里浜店 神奈川県横須賀市根岸町3-5-11 046-836-3795

神奈川県 ㈱高橋モータース 神奈川県横須賀市大津町１－２－１ 046-822-3355

神奈川県 ㈲協栄自動車 神奈川県横須賀市佐原１－１０－２ 046-836-6615

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　横須賀佐原インター店 神奈川県横須賀市佐原1-1-30 046-836-2111

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ横須賀佐原店 神奈川県横須賀市佐原3-1-31 046-836-7111

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）U-Car横須賀佐原 神奈川県横須賀市佐原1-1-2 046-835-6699

神奈川県 信弘自動車工業㈱ 神奈川県横須賀市内川１－７－６５　　　　　　　　　　　　　　　046-836-6281

神奈川県 ㈲ヤマヨ久保田商会 神奈川県横須賀市長沢６－３０－４　　　　　　　　　　　　　　　046-849-3210

神奈川県 ジェイビーシー株式会社 神奈川県横須賀市長沢6-50-12 046-848-2707

神奈川県 ジェイビーシー㈱ 神奈川県横須賀市長沢６－５０－１２ 046-848-2707

神奈川県 ジェイビーシー（株） 神奈川県横須賀市長沢6丁目50-12 046-848-2707

神奈川県 有限会社ヤマヨ久保田商会 神奈川県横須賀市長沢6丁目30-4 046-849-3210

神奈川県 株式会社イタガキ 神奈川県横須賀市長沢6-44-1 046-847-1199

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　天王町店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町3-284-2 045-334-3221

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　保土ヶ谷店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町2-160-7 045-333-1331

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)横浜店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町 65 045-711-3111

神奈川県 ㈲中川自動車　　　　　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町９６　　　　　　　　　　　　　　　 045-351-7472

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　上星川店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川2-13-12 045-381-1111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　星川店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田1-3-21 045-331-1511

神奈川県 ㈱富士オイルセルフステーション葉山 神奈川県三浦郡葉山町長柄１８１４－１ 046-845-9360

神奈川県 株式会社ベルテックスガレージ 神奈川県三浦郡葉山町長柄１２４０ 046-876-5701
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神奈川県 ㈲旭白根モータース 神奈川県横浜市旭区上白根町９９７－１ 045-951-2573

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)鶴ヶ峰店 神奈川県横浜市旭区白根 3-1-2 045-952-2111

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　鶴ヶ峰店 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-46-21 045-952-1511

神奈川県 ㈱岩崎自動車商会 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－８　　　　　　　　　　　　　　　045-954-2123

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中古車タウン二俣川 神奈川県横浜市旭区本村町41-3 045-365-1422

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　旭今宿店 神奈川県横浜市旭区今宿西町179-1 045-951-4711

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　今宿東町店 神奈川県横浜市旭区今宿東町1660-1 045-952-0010

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）U-Car東名横浜 神奈川県横浜市旭区上川井町2163-5 045-921-5515

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)二俣川店 神奈川県横浜市旭区さちが丘 43 045-365-2211

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ二俣川店 神奈川県横浜市旭区さちが丘44 045-362-5055

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　希望ヶ丘店 神奈川県横浜市旭区東希望が丘11-1 045-364-2111

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　希望ヶ丘店 神奈川県横浜市旭区東希望が丘146-1 045-364-3111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　大和店 神奈川県大和市下鶴間2-11-15 046-263-6911

神奈川県 ㈲山口自動車商会 神奈川県大和市下鶴間２７７９ 046-274-1391

神奈川県 ㈱ヒロクニ 神奈川県大和市下鶴間２－８－２５ 046-262-1692

神奈川県 ㈱篤厚自動車 神奈川県大和市下鶴間６２３－１ 046-275-0289

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間2793－10 046-271-1311

神奈川県 ㈲姫野モータース 神奈川県大和市鶴間１－２０－１６ 046-261-4143

神奈川県 藤巻オート商会 神奈川県大和市西鶴間５－２－１５ 046-261-3005

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)大和店 神奈川県大和市深見東 2-1-14 046-262-1101

神奈川県 大和自動車株式会社 神奈川県大和市深見台1-7-28 046-261-6155

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)長後店 神奈川県大和市下和田 732 046-268-1511

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中古車タウン大和 神奈川県大和市深見西6-7-23 046-261-1241

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　大和店 神奈川県大和市深見西4-4-10 046-263-0811

神奈川県 桜ケ丘自動車 神奈川県大和市福田２５９３ 046-267-1340

神奈川県 車検のコバック大和店 神奈川県大和市福田7-39-11 046-279-5895

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　相模大塚店 神奈川県大和市上草柳333-11 046-263-6111

神奈川県 ㈲草柳自動車 神奈川県大和市上草柳６－５－２３ 046-263-8500

神奈川県 相和電装㈱ 神奈川県大和市上草柳８－２－１６ 046-261-3930

神奈川県 （資）島村モータース 神奈川県厚木市寿町２－８－１９　　　　　　　　　　　　　　　046-221-0133

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　本厚木店 神奈川県厚木市田村町8-21 046-223-1211

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ厚木水引店 神奈川県厚木市栄町2-7-1 046-295-0010

神奈川県 株式会社プロジェクトオート 神奈川県厚木市戸田612 046-220-6262

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)東名厚木店 神奈川県厚木市愛甲東 1-25-5 046-228-2111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中古車タウン厚木 神奈川県厚木市恩名1-6-65 046-224-1161

神奈川県 森脇モータース 神奈川県厚木市下荻野１２８６－６　　　　　　　　　　　　　　　046-241-1241

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)厚木荻野店 神奈川県厚木市下荻野 1390 046-241-5111

神奈川県 ㈱マツノ自動車 神奈川県厚木市下川入２０３－４ 046-245-2452

神奈川県 株式会社ピースオート 神奈川県厚木市及川1098-1 046-258-9881

神奈川県 ㈲山善自動車整備工場 神奈川県厚木市飯山４４４　　　　　　　　　　　　　　　046-241-1948

神奈川県 ㈱愛川スズキ販売 神奈川県愛甲郡愛川町中津４６４４－５　　　　　　　　　　　　　　　046-285-1898

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　愛川店 神奈川県愛甲郡愛川町中津783-7 046-286-5211

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ愛川桜台店 神奈川県愛甲郡愛川町中津3550 046-285-5311

神奈川県 有限会社ミナミ 神奈川県愛甲郡愛川町半原543番地 046-281-2821

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　さがみ野店 神奈川県海老名市東柏ヶ谷2-28-20 046-231-1611

神奈川県 小川自動車　 神奈川県海老名市大谷北１－９－３０ 046-231-1747

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　海老名店 神奈川県海老名市大谷北3-1-1 046-234-1311

神奈川県 ㈲エビナ自動車工業 神奈川県海老名市河原口１－１－２０ 046-231-0463

神奈川県 車検のコバック海老名店 神奈川県海老名市中野3-11-21 0462-38-0033

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ海老名中央店 神奈川県海老名市中央2-8-29 046-234-1011
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神奈川県 （有）エビナ自動車工業　第二工場 神奈川県海老名市河原口１－４－10 046-292-1233

神奈川県 ㈱ジャストオートリーシング海老名工場 神奈川県海老名市河原口２－１－１４ 046-236-2244

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　海老名店 神奈川県海老名市河原口4-6-3 046-235-1211

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)厚木海老名店 神奈川県海老名市河原口 4-5-14 046-231-1511

神奈川県 ㈱長谷川兄弟自動車 神奈川県厚木市関口８４８－３　　　　　　　　　　　　　　　046-245-0055

神奈川県 車検のコバック厚木店 神奈川県厚木市関口410 046-244-2258

神奈川県 ㈲M・ファクトリー 神奈川県厚木市妻田西1-29-5 046-244-4947

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　厚木平成橋店 神奈川県厚木市林4-27-1 046-221-6611

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 511-6 045-824-4311

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区平戸1-16-44 045-824-1411

神奈川県 ホンダカーズ神奈川中㈱東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区前田町５０３－６ 045-824-1571

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区前田町16-9 045-823-1011

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町183 045-822-6111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　戸塚下倉田店 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町140 045-869-1221

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中古車タウン戸塚 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町140 045-869-1099

神奈川県 株式会社須藤自動車 神奈川県横浜市栄区飯島町2270 045-894-2323

神奈川県 金井自動車工業㈱ 神奈川県横浜市栄区金井町２８５　　　　　　　　　　　　　　　045-851-2098

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　泉山手台店 神奈川県横浜市泉区領家4-2-2 045-814-5111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　立場駅前店 神奈川県横浜市泉区中田北1-5-15 045-802-8611

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中田店 神奈川県横浜市泉区中田南1-16-33 045-804-6111

神奈川県 ㈲トユダモータース 神奈川県横浜市泉区中田南３－７－１　　　　　　　　　　　　　　　045-802-8533

神奈川県 サンコー整備　山口自動車 神奈川県横浜市泉区和泉町１８－１ 045-803-8206

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　いずみ中央店 神奈川県横浜市泉区上飯田町987-1 045-803-1611

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ和泉中央店 神奈川県横浜市泉区和泉中央北2-11-14 045-801-0303

神奈川県 ㈱小泉自動車整備工場 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町１６７５ 045-811-2761

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)戸塚中継店 神奈川県横浜市戸塚区町汲沢町 1209-1 045-871-1133

神奈川県 安全モーター株式会社 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町445 045-881-5221

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区原宿5-25-5 045-853-1211

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)ﾚｸｻｽ横浜戸塚 神奈川県横浜市戸塚区影取町140-4 045-853-2811

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)NP阿久和店 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南 1-1-7 045-362-4811

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中古車タウン瀬谷 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2-37-1 045-300-0005

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2-37-1 045-301-7111

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　ビークルステーション瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2-31-2 045-306-0388

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　大船店 神奈川県横浜市栄区笠間5-34-5 045-891-3111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　上郷店 神奈川県横浜市栄区上郷町658 045-894-2111

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)大船店 神奈川県横浜市栄区公田町 242 045-892-3101

神奈川県 株式会社ライズコーポレーション 神奈川県横浜市栄区野七里1-2-6-636 090-1470-6934

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　大船笠間店 神奈川県鎌倉市岩瀬1333 0467-45-8255

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　大船岩瀬店 神奈川県鎌倉市大船6-9-35 0467-48-2221

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ大船店 神奈川県鎌倉市大船4-17-21 0467-46-0010

神奈川県 ㈲丸安自動車 神奈川県鎌倉市台３－２－２　　　　　　　　　　　　　　　0467-46-4667

神奈川県 ディーワークス㈱ 神奈川県鎌倉市関谷770 0467-43-1003

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　鎌倉店 神奈川県鎌倉市常盤306-3 0467-32-1211

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　鎌倉深沢店 神奈川県鎌倉市笛田1-1-25 0467-45-9611

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　鎌倉笛田店 神奈川県鎌倉市笛田1-2-36 0467-45-5221

神奈川県 ホンダカーズ神奈川中㈱鎌倉西店 神奈川県鎌倉市笛田１－２－３９　　　　　　　　　　　　　　　0467-46-7880

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ鎌倉手広店 神奈川県鎌倉市笛田1-10-38 0467-31-2111

神奈川県 鎌倉スマイル 株式会社 神奈川県鎌倉市笛田2-1-26 0467-40-5370

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　逗子店 神奈川県逗子市久木1-1-3 046-871-1311

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ逗子店 神奈川県逗子市久木3-5-3 046-871-8111
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神奈川県 逗子菊池タクシー 株式会社 神奈川県逗子市久木1-3-6 046-871-2117

神奈川県 エスビー石油有限会社 神奈川県逗子市池子2-15-6 046-871-0323

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　ＬＯＨＡＳ逗子店 神奈川県逗子市桜山5-5-13 046-870-5811

神奈川県 逗子モータース 神奈川県逗子市桜山２－７－４１　　　　　　　　　　　　　　　046-871-4276

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ小田原扇町店 神奈川県小田原市扇町3-13-11 0465-35-0010

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　小田原店 神奈川県小田原市東町5-2-72 0465-34-4111

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)小田原店 神奈川県小田原市東町 5-14-4 0465-34-9111

神奈川県 小田原報徳自動車 株式会社 神奈川県小田原市浜町1-6-8 0465-22-8181

神奈川県 太陽自動車 株式会社 神奈川県小田原市浜町1-6-8 0465-22-8181

神奈川県 ㈲畠山自動車 神奈川県小田原市南板橋２－２２０　　　　　　　　　　　　　　　0465-22-0200

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　小田原２５５店 神奈川県小田原市成田446-1 0465-37-5511

神奈川県 ㈲坂田自動車工場 神奈川県小田原市中里１７４－１０　　　　　　　　　　　　　　　0465-47-7791

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　小田原店 神奈川県小田原市中里288-2 0465-48-7721

神奈川県 ㈲カーファッション　ヒロ 神奈川県小田原市鴨宮６３０ 046-547-2380

神奈川県 藤沢タクシー 株式会社 神奈川県藤沢市川名1-9-27 0466-27-2100

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　辻堂店 神奈川県藤沢市辻堂神台2-1-33 0466-35-3211

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂神台 2-12 0466-34-1101

神奈川県 神奈川トヨタ自動車（株） レクサス藤沢 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-2 0466-33-5550

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　辻堂太平台店 神奈川県藤沢市辻堂太平台2-1-7 0466-36-3131

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　湘南藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1-3-6 0466-34-7211

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ辻堂浜見山店 神奈川県藤沢市辻堂5-15-13 0466-34-2912

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　湘南辻堂店 神奈川県藤沢市羽鳥1-6-2 0466-35-3711

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中古車タウン湘南 神奈川県藤沢市大庭5682-4 0466-89-4311

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　ビークルステーション藤沢店 神奈川県藤沢市大庭5403-12 0466-88-5711

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　相模台店 神奈川県座間市相模が丘1-12-35 046-255-3611

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　相武台店 神奈川県座間市相模が丘1-34-22 046-254-6611

神奈川県 三晃オートサービス 神奈川県座間市小松原２－１９－１５ 046-255-0386

神奈川県 車検のコバック座間店 神奈川県座間市東原4-3-15 046-266-3360

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　相武台店 神奈川県座間市相武台1-9-18 046-254-2111

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)座間店 神奈川県座間市相武台 1-5-50 046-253-5111

神奈川県 ㈲日原自動車工場 神奈川県座間市広野台１－２６－１ 046-255-5505

神奈川県 ㈲谷合自動車工業 神奈川県座間市広野台１－４８－７ 046-251-1025

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ座間広野台店 神奈川県座間市広野台1-49-10 046-254-3111

神奈川県 濱島カーズ・サービス㈱ 神奈川県座間市栗原中央３－２５－３１ 046-206-5960

神奈川県 ㈱ホンダカーズ神奈川西　相模原インター店 神奈川県相模原市緑区向原４－２－３ 042-782-3900

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　城山店 神奈川県相模原市緑区谷ヶ原1-17-10 042-782-1311

神奈川県 ㈱アマギ 神奈川県相模原市緑区西橋本１－９－２ 042-773-2948

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)橋本店 神奈川県相模原市緑区西橋本 1-23-2 042-773-2911

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　相模原店 神奈川県相模原市緑区橋本台1-2-1 042-771-1211

神奈川県 五和交通 有限会社 神奈川県相模原市緑区大島2710-1 042-764-5071

神奈川県 ㈱アマギ二本松店 神奈川県相模原市緑区二本松３－３３－１８ 042-770-9939

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ二本松店 神奈川県相模原市緑区二本松4-22-35 042-773-1333

神奈川県 ㈱ホンダカーズ神奈川西　橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本１－１８－１２ 042-771-8282

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)津久井店 神奈川県相模原市緑区太井 141 042-784-2511

神奈川県 （有）鳥屋自動車整備工場 神奈川県相模原市緑区鳥屋３２－３ 042-785-7177

神奈川県 ㈲斉藤自動車整備工場 神奈川県相模原市緑区三ヶ木６７２－1 042-784-1029

神奈川県 天野商会 神奈川県相模原市緑区青根１４２０－１ 042-787-1263

神奈川県 ㈲山口商会自動車整備工場 神奈川県相模原市緑区若柳９７４-1 042-685-0006

神奈川県 神奈川トヨタ自動車（株） レクサス相模原 神奈川県相模原市中央区東淵野辺4-3-2 042-776-7111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　淵野辺店 神奈川県相模原市中央区東淵野辺4-1-23 042-758-1181



都道府県 店舗等名 住所 電話番号

令和3年 10月30日現在

データシステム　アクセル見守り隊

神奈川県 ㈱ヤマザキ　 神奈川県相模原市中央区東淵野辺５－８－１３ 042-754-5739

神奈川県 オイルチェンジカフェ相模原店 神奈川県相模原市中央区東淵野辺4-12-1 042-707-8662

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　相模原中央店 神奈川県相模原市中央区東淵野辺4-15-41 042-759-1911

神奈川県 ジェームス相模原店 神奈川県相模原市中央区清新 8-13-1 042-773-8200

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　橋本店 神奈川県相模原市中央区清新5-22-16 042-771-2211

神奈川県 ㈱スウィング 神奈川県相模原市中央区高根１－１４－５ 042-752-6333

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中古車タウン相模原北 神奈川県相模原市中央区矢部1-6-18 042-730-2155

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）U-Car渕野辺 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-17-6 042-776-0010

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ渕野辺店 神奈川県相模原市中央区共和4-6-7 042-754-6611

神奈川県 ㈱ホンダカーズ神奈川西　鹿沼台店 神奈川県相模原市中央区相生１－１－２２ 042-752-1001

神奈川県 ㈱ホンダカーズ神奈川西　ＵーＳｅｌｅｃｔ相模原中央 神奈川県相模原市中央区相生２－１－１ 042-751-6300

神奈川県 ㈱ホンダカーズ神奈川西　中央店 神奈川県相模原市中央区中央１－１４－７ 042-756-7001

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　千代田店 神奈川県相模原市中央区千代田3-4-10 042-751-3111

神奈川県 信栄自動車工業㈲ 神奈川県相模原市中央区星が丘２－１４－３　　　 042-757-2828

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)相原原中央店 神奈川県相模原市中央区星が丘 3-6-17 042-751-0211

神奈川県 株式会社ＰＵＴデポ 神奈川県相模原市中央区横山2丁目15-5 042-786-6910

神奈川県 ㈱ホンダカーズ神奈川西　田名店 神奈川県相模原市中央区田名４１０５－１ 042-762-0334

神奈川県 ㈲橋本自動車整備工場 神奈川県相模原市中央区田名４８１８ 042-762-1916

神奈川県 ㈲篠崎モータース 神奈川県相模原市中央区田名８４２１－１　　　　　　　　　　　　　　　042-778-1669

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ橋本店 神奈川県相模原市中央区南橋本4-2-5 042-774-1521

神奈川県 ㈱ホンダカーズ神奈川西　愛川店 神奈川県愛甲郡愛川町半原１６２６－１ 046-280-0101

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　相模大野店 神奈川県相模原市南区上鶴間1-13-17 042-749-5111

神奈川県 ㈱ホンダカーズ神奈川西　相模大野店 神奈川県相模原市南区上鶴間２－１－１ 042-749-3711

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ上鶴間店 神奈川県相模原市南区上鶴間本町6-1-24 042-743-0010

神奈川県 池田自動車工業㈱　 神奈川県相模原市南区大野台２－１－１３ 042-754-8217

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)相模原店 神奈川県相模原市南区大野台 1-2-6 042-752-6111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　鵜野森店 神奈川県相模原市南区若松2-21-6 042-766-3611

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中古車タウン鵜野森 神奈川県相模原市南区若松2-431-3 042-766-1411

神奈川県 株式会社中嶋商会 神奈川県相模原市南区古淵6-1-1 042-738-7170

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　長後店 神奈川県藤沢市長後1037-1 0466-43-8211

神奈川県 株式会社ビーワン 神奈川県藤沢市長後1996 0466-41-0010

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台5-14-2 0466-45-3511

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台1-22-8 0466-43-1243

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台7-37-1 0466-41-3237

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)湘南台店 神奈川県藤沢市亀井野 352-1 0466-46-5611

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）U-Car湘南台 神奈川県藤沢市亀井野1-15-5 0466-83-5010

神奈川県 ジェームス新湘南台店 神奈川県藤沢市石川1933 0466-51-1331

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　藤沢石川店 神奈川県藤沢市石川5-10-1 0466-87-8881

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　湘南店 神奈川県藤沢市石川6-19-1 0466-87-2131

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ秋葉台店 神奈川県藤沢市石川6-4-13 0466-87-8521

神奈川県 バントラ研究所 神奈川県綾瀬市本蓼川424-1 0467-79-5333

神奈川県 ㈲三公自動車 神奈川県綾瀬市大上６－１５－２５ 0467-78-4657

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)綾瀬店 神奈川県綾瀬市大上 4-5-32 0467-77-6111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　綾瀬店 神奈川県綾瀬市小園1031-4 0467-76-5011

神奈川県 ㈲橘自動車 神奈川県綾瀬市小園８８０　　 0467-76-1708

神奈川県 ㈲井村自動車　　　 神奈川県綾瀬市小園８９５－１ 0467-78-2105

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ綾瀬店 神奈川県綾瀬市小園1003 0467-76-5324

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　茅ヶ崎東店 神奈川県茅ヶ崎市本村3-8-48 0467-51-3111

神奈川県 有限会社香川第一交通 神奈川県茅ケ崎市下寺尾428-1 0467-51-1133

神奈川県 小和田交通株式会社 神奈川県茅ケ崎市下寺尾428-2 0467-51-1133
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神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市矢畑1057-1 0467-87-1811

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ茅ヶ崎中央店 神奈川県茅ヶ崎市矢畑1417 0467-86-1855

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　茅ヶ崎西店 神奈川県茅ヶ崎市下町屋2-1-25 0467-85-2181

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-10-18 0467-82-4111

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)寒川店 神奈川県高座郡寒川町岡田 3-3-10 0467-74-0211

神奈川県 ㈱ＭＩＣ　オートキヨスク寒川 神奈川県高座郡寒川町一ノ宮２－２３－１４ 0467-74-2501

神奈川県 ㈱寒川自動車整備工場 神奈川県高座郡寒川町一之宮８－２－２７　　　　　　　　　　　　　0467-74-2053

神奈川県 オートキヨスク寒川 神奈川県高座郡寒川町一之宮2-23-14 0467-74-2501

神奈川県 下里自動車株式会社 神奈川県高座郡寒川町中瀬20-23 0467-75-0695

神奈川県 ㈲坪田自動車興業 神奈川県高座郡寒川町大曲３－１３－３０ 0467-75-3651

神奈川県 ㈲マサイ自動車 神奈川県平塚市横内２３２８　　　　　　　　　　　　　　　0463-55-0950

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　平塚大神店 神奈川県平塚市大神1616-1 0463-54-6111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　中古車タウン平塚大神 神奈川県平塚市大神1626-1 0463-51-5811

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)平塚店 神奈川県平塚市田村 4-2-37 0463-54-3411

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮6-9-24 0463-55-6511

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　四之宮銀河大橋店 神奈川県平塚市四之宮2-16-16 0463-24-4811

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）U-Car平塚 神奈川県平塚市四之宮7-1-5 0463-55-7528

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）レクサス平塚 神奈川県平塚市四之宮7-1-6 0463-54-0932

神奈川県 有限会社アルティメット　YO'S GARAGE 神奈川県平塚市天沼5-19 0463-24-5600

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　平塚花水橋店 神奈川県平塚市平塚5-25-7 0463-32-7111

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)平塚西店 神奈川県平塚市平塚 5-22-13 0463-35-2711

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　平塚西店 神奈川県平塚市桜ケ丘3-52 0463-34-3911

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ平塚桜ヶ丘店 神奈川県平塚市桜ヶ丘1-37 0463-34-2411

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）U-Car平塚西 神奈川県平塚市桜ケ丘3-46 0463-34-8411

神奈川県 ㈱ＭＩＣ　オートキヨスク平塚 神奈川県平塚市北豊田６７４－１ 0463-36-1353

神奈川県 オートキヨスク平塚 神奈川県平塚市北豊田674-1 0463-36-1353

神奈川県 株式会社エムケイカーズ 神奈川県平塚市代官町33-1 0463-25-6010

神奈川県 ㈲小川自動車整備工場 神奈川県平塚市纒３７５　　　　　　　　　　　　　　　0463-32-7317

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮4-18-29 0463-55-0010

神奈川県 ㈲内藤自動車 神奈川県小田原市国府津２６２３－７　　　　　　　　　　　　　　　0465-48-5024

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　酒匂パーク店 神奈川県小田原市西酒匂1-8-32 0465-48-3011

神奈川県 ㈱アース自動車 神奈川県秦野市平沢１６７－１ 0463-20-8672

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　秦野平沢店 神奈川県秦野市平沢250-1 0463-81-4511

神奈川県 ファイブスターテクニカル 神奈川県秦野市平沢400-8 0463-75-9343

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　秦野店 神奈川県秦野市平沢388 0463-81-6111

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)秦野店 神奈川県秦野市平沢 381 0463-81-7111

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ２４６秦野店 神奈川県秦野市平沢524 0463-81-7371

神奈川県 ㈲須山モーターサービス 神奈川県泰野市名古木１５　　　　　　　　　　　　　　　0463-81-0274

神奈川県 ㈲田原モータース 神奈川県秦野市東田原４５６ 0463-81-9506

神奈川県 株式会社エムシャイン 神奈川県秦野市富士見町2-2 0463-81-3160

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ２５５上大井店 神奈川県足柄上郡大井町上大井310 0465-83-2971

神奈川県 カーセンター足柄協同組合 神奈川県足柄上郡大井町西大井１０　　　　　　　　　　　　　　　0465-85-1161

神奈川県 株式会社エフ・エイ・ジィ 神奈川県足柄上郡大井町金子1628-1 0465-83-6511

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　大井松田店 神奈川県足柄上郡大井町金子325 0465-83-4711

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)大井松田店 神奈川県足柄上郡大井町金子 133 0465-83-6111

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　開成店 神奈川県足柄上郡開成町吉田島4293-14 0465-83-3811

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　開成店 神奈川県足柄上郡開成町宮台225 0465-82-1411

神奈川県 有限会社イケダオート 神奈川県足柄上郡開成町みなみ5-5 0465-82-2344

神奈川県 ㈲和田自動車工業 神奈川県足柄上郡山北町岸１０－５　　　　　　　　　　　　　　　0465-75-0651

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　二宮店 神奈川県中郡二宮町二宮1264-11 0463-72-1110
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神奈川県 ㈲野地自動車 神奈川県足柄上郡中井町鴨沢５０９　　　　　　　　　　　　　　　0465-81-0465

神奈川県 ㈲尾上自動車整備工場 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１８８５ 0465-81-2524

神奈川県 ㈲治平丸自動車工業 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥３－９－１６ 0465-62-5959

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　湯河原店 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4-1-14 0465-62-6711

神奈川県 あやめ自動車 神奈川県伊勢原市三之宮１０６６－１ 0463-93-7506

神奈川県 ㈲加藤自動車 神奈川県伊勢原市西富岡３　　　　　　　　　　　　　0463-95-0552

神奈川県 ㈲ファミリーオートサービス 神奈川県伊勢原市高森１１８３　　　　　　　　　　　　　　0463-92-5537

神奈川県 ㈲鈴木自動車整備工業 神奈川県伊勢原市沼目１－９５－４ 0463-94-8322

神奈川県 ㈲田中自動車整備工場 神奈川県伊勢原市東大竹９３１　　　　　　　　　　　　　　　0463-95-3307

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　伊勢原店 神奈川県伊勢原市田中75-1 0463-92-3411

神奈川県 細野モータース 神奈川県伊勢原市田中９８２　　　　　　　　　　　　　　　0463-95-1189

神奈川県 ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ２４６伊勢原店 神奈川県伊勢原市田中62 0463-96-1911

神奈川県 トヨタカローラ神奈川(株)伊勢原店 神奈川県伊勢原市板戸 640 0463-94-9111

神奈川県 トヨタモビリティ神奈川　伊勢原白根店 神奈川県伊勢原市白根107-1 0463-92-5311

神奈川県 ㈲渡辺自動車 神奈川県伊勢原市白根６２１－１　　　　　　　　　　　　　　　0463-94-5386

神奈川県 横浜トヨペット株式会社　伊勢原店 神奈川県伊勢原市白根118-1 0463-96-1011

新潟県 朝日自動車 新潟県村上市塩野町136-1 0254-73-1318

新潟県 松崎自動車（株） 新潟県西蒲原郡弥彦村美山575 0256-94-2402

新潟県 （株）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 （有）山崎自動車 新潟県長岡市下々条4-7-8 0258-24-6141

新潟県 北陸モーターサービス　（株） 新潟県長岡市船江町2-21 0258-32-1370

新潟県 旭タクシー 株式会社 新潟県長岡市幸町3丁目8-3 0258-35-8181

新潟県 有限会社長岡電装サービス　本社 新潟県長岡市新保3丁目8-37 0258-24-2604

新潟県 HondaCars長岡東 新組店 新潟県長岡市新組町2007 0258-24-4501

新潟県 カーショップ宮内 新潟県長岡市鷺巣町303-1 0258-22-1889

新潟県 カーショップ宮内 新潟県長岡市鷺巣町303-1 0258-22-1889

新潟県 株式会社ＡＯＺＯＲＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ　オーシャンデザイン長岡店 新潟県長岡市上前島町32-1 0258-89-7950

新潟県 有限会社長岡電装サービス　工場 新潟県長岡市下条町字西荒田713-10 0258-23-2089

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）長岡店 新潟県長岡市要町1-4-51 0258-35-0735

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　長岡支店 新潟県長岡市要町3丁目6-29 0258-35-7420

新潟県 エスドライブ 新潟県長岡市要町1丁目10-29 0258-31-2007

新潟県 ＣＡＲ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＯＤＡＺＩＭＡ　有限会社エムアールシー 新潟県長岡市西宮内2丁目168 0258-89-8082

新潟県 三光電機　株式会社 新潟県長岡市平島町3-1 0258-22-2311

新潟県 三光電機（株） 新潟県長岡市平島町3－1 0258-22-2311

新潟県 (株)ホンダワークス 新潟県長岡市平島1-65 0258-22-3768

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）長岡江陽店 新潟県長岡市巻島1-3 0258-28-3333

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　古正寺支店 新潟県長岡市古正寺2丁目20番地 0258-25-9211

新潟県 タイヤ館長岡西店 新潟県長岡市古正寺２－３０ 0258-28-2278

新潟県 ONE＆PEACE株式会社 オートガーデン サンスポット ながおか花火館前店 新潟県長岡市喜多町字鎧潟564-1 0258-25-8867

新潟県 （株）カミヤエンジニアリング 新潟県長岡市新産2丁目8-6 0258-84-7846

新潟県 （株）深沢オートサービス 新潟県長岡市深沢町3178-2 0258-46-8870

新潟県 有限会社 大島鉄工所 新潟県長岡市脇野町2268-2 0258-42-2239

新潟県 有限会社服部モータース 新潟県長岡市与板町乙2441-1 0258-72-2342

新潟県 カーサービスＭＨＡ 新潟県糸魚川市大字厚田442-1 025-555-7824

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　糸魚川支店 新潟県糸魚川市大和川1135 025-552-1195

新潟県 グッドガレージ 新潟県糸魚川市大和川1046番地1 025-553-0760

新潟県 株式会社　中央自動車 新潟県糸魚川市平牛293 025-552-1134

新潟県 小型タクシー 株式会社 新潟県糸魚川市押上2丁目12-33 025-552-0026

新潟県 頸城ハイヤー 株式会社 新潟県上越市西本町1丁目17-4 025-543-2001

新潟県 新井電機株式会社 新潟県上越市石橋2-1-71 025-543-3478
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新潟県 丸山自動車工業㈱ 新潟県上越市浦川原区顕聖寺63-1 025-599-2121

新潟県 タイヤセレクト上越 新潟県上越市大豆1-9-25 025-523-0030

新潟県 上越電装　（株） 新潟県上越市新光町1-1-3 025-543-4323

新潟県 横尾オートサービス 新潟県上越市新光町3丁目1-30 025-544-1146

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　上越支店 新潟県上越市木田2丁目1番57号 025-524-6146

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）上越店 新潟県上越市藤巻7-52 025-521-5513

新潟県 大島自動車販売　（株）　　 新潟県上越市高土町1丁目8-8 025-524-0011

新潟県 有限会社　柴田自動車販売 新潟県上越市大字下新田389 025-523-2245

新潟県 越後ホンダ販売㈱ホンダギャラリー店 新潟県上越市大字寺町25-1 025-523-2055

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）柏崎店 新潟県柏崎市柳田町46-2 0257-23-6134

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　柏崎支店 新潟県柏崎市新田畑14番4号 0257-22-6168

新潟県 （株）柏新商会 新潟県柏崎市松美2丁目5-68 0257-23-2714

新潟県 ネッツトヨタ越後株式会社　柏崎店 新潟県柏崎市松美2丁目5番9号 0257-23-7879

新潟県 大和タクシー 株式会社 新潟県柏崎市茨目3-1-40 0257-23-4141

新潟県 ビースカイ（株） 新潟県柏崎市大字上田尻1834-3 0257-21-0774

新潟県 ㈱前沢自動車 新潟県柏崎市大字上田尻1310番地 0257-24-2499

新潟県 株式会社カーステージ 新潟県 柏崎市大字安田1912 0257-24-7351

新潟県 （有）森山自動車工業 新潟県魚沼市佐梨910 025-792-1707

新潟県 有限会社　森山自動車工業 新潟県魚沼市佐梨910番地 025-792-1707

新潟県 ホンダカーズ魚沼　魚沼店 新潟県魚沼市井口新田５７８番地１０ 025-792-0619

新潟県 北魚沼農協広瀬車輌センター 新潟県魚沼市並柳1617番2 025-799-2162

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稗生甲2203-1 0258-83-2119

新潟県 小千谷タクシー 株式会社 新潟県小千谷市本町2-1-6 0258-82-4330

新潟県 （株）　魚沼自工　　　　　　　　　 新潟県小千谷市城内1-5-23 0258-82-4174

新潟県 大島自動車（株） 新潟県十日町市新座甲396-6 025-757-1551

新潟県 十日町タクシー 株式会社 新潟県十日町市本町一丁目下285-1 025-752-3184

新潟県 大島自動車㈱ジェミニオート十日町 新潟県十日町市新座甲396-5 025-757-1551

新潟県 三洋自動車（株） 新潟県十日町市南新田町1-1 025-757-2135

新潟県 （株）カーショップみなみ 新潟県十日町市四日町2184 025-752-7121

新潟県 (株)カーショップみなみ本店 新潟県十日町市四日町2184 025-752-7121

新潟県 増田輪業（株） 新潟県十日町市下川原町34-1 025-752-2468

新潟県 （株）田村自動車 新潟県十日町市河内町5-13 025-757-1151

新潟県 株式会社田村自動車 新潟県十日町市河内町5-13 025-757-1151

新潟県 博榮自動車販売（株） 新潟県十日町市錦町1-841-11 025-752-3465

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　十日町支店 新潟県十日町市高山3丁目812番地 025-757-2195

新潟県 （株）岡村自動車 新潟県十日町市高田町六丁目681番地1 025-757-2240

新潟県 （株）岡村自動車 新潟県十日町市高田町6-681-1 025-757-2240

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　丸三電機 新潟県十日町市西本町1丁目396-1 025-757-3815

新潟県 小川自動車株式会社 新潟県十日町市西本町1-450-11 025-752-2822

新潟県 （株）エムズオート販売 新潟県十日町市西本町1-399-18 025-750-5330

新潟県 小川自動車（株） 新潟県十日町市西本町1-450-11 025-752-2822

新潟県 ㈱エムズオート販売 新潟県十日町市西本町1-399-18 025-750-5330

新潟県 十日町交通 株式会社 新潟県十日町市本町2丁目220 025-752-3146

新潟県 （株）シーエス川西 新潟県十日町市中屋敷139 025-761-0222

新潟県 株式会社シーエス川西 新潟県十日町市中屋敷139 025-761-0222

新潟県 株式会社シーエス川西 新潟県十日町市中屋敷139 025-761-0222

新潟県 （株）名立モーター商会 新潟県上越市名立区名立小泊449番地2 025-537-2402

新潟県 高原タクシー 株式会社 新潟県妙高市大字田口321-2 0225-86-3141

新潟県 有限会社　鈴木商会 新潟県上越市柿崎区柿崎5794番1 025-536-3272
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新潟県 有限会社田中輪業 新潟県上越市吉川区原之町2535番地1 025-548-3886

新潟県 ゆざわ魚沼タクシー 株式会社 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1827 025-784-2025

新潟県 ＪＡみなみ魚沼農業協同組合　車輌センターしおざわ 新潟県南魚沼市目木田137 025-782-0085

新潟県 有限会社　中俣電装 新潟県南魚沼市余川3227番地1号 025-772-4580

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　六日町支店 新潟県南魚沼市川窪1037-1 025-772-3315

新潟県 ＪＡみなみ魚沼農業協同組合　オートパル六日町 新潟県南魚沼市美佐島1835-1 025-772-8811

新潟県 ＪＡみなみ魚沼農業協同組合　車両センター六日町 新潟県南魚沼市美佐島1878 025-772-3990

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）六日町店 新潟県南魚沼市美佐島1648-1 025-772-3778

新潟県 サンエス自動車サービス 新潟県南魚沼市余川3226番地 025-773-6721

新潟県 サンエス自動車サービス 新潟県南魚沼市余川3226 025-773-6721

新潟県 三光電機（株）六日町営業所 新潟県南魚沼市四十日1471-1 025-776-2344

新潟県 三光電機株式会社　六日町営業所 新潟県南魚沼市四十日1471-1 025-776-2344

新潟県 やまとタクシー 株式会社 新潟県南魚沼市浦佐1401-2 025-777-3141

新潟県 株式会社 浦佐タクシー 新潟県南魚沼市浦佐324-4 025-777-3456

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　小出支店 新潟県魚沼市下倉68-3 025-794-3562

新潟県 津南町農協車輌機械センター 新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊1630番2 025-765-3171

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 株式会社シーエス十日町 新潟県十日町市下条3丁目545番地3 025-755-2144

新潟県 株式会社シーエス十日町 新潟県十日町市下条3丁目545番地3 025-755-2144

新潟県 （有）佐藤輪店 新潟県十日町市中条己2922-2 025-757-8177

新潟県 丸和自動車工業（株） 新潟県新潟市東区柳ヶ丘5-34 025-273-8832

新潟県 ＨｏｎｄａＣａｒｓ新潟中央　松崎店 新潟県新潟市東区新松崎2丁目5番25号 025-271-4151

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）新潟東店 新潟県新潟市東区浜谷町2-2-56 025-274-6421

新潟県 （株）　竹内電機工業所 新潟県新潟市東区臨港町3丁目4914番地26 025-288-6161

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　明石通支店 新潟県新潟市中央区東万代町4番14号 024-244-9101

新潟県 万代タクシー 株式会社 新潟県新潟市中央区万代４丁目7-13 025-247-5551

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

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）亀田店 新潟県新潟市江南区東早通3-1-40 025-381-7811

新潟県 小野自動車有限会社 新潟県新潟市江南区花ノ牧318番地1 025-280-2225

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　海老ケ瀬支店 新潟県新潟市東区海老ケ瀬980番1号 025-256-7600

新潟県 有限会社中島モータース 新潟県新潟市東区東中島2丁目18－38 025－276－1417

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　紫竹支店 新潟県新潟県新潟市東区南紫竹2丁目3番17号 025-286-5621

新潟県 G-zox niigata labo オートリフレッシュとがし 新潟県新潟市東区江南3丁目4-31 025-287-5534

新潟県 有限会社トップオート 新潟県新潟市東区竹尾582-1 025-271-4554

新潟県 （株）GTモータース 新潟県新潟市東区中木戸388番地1 025-290-7779

新潟県 長嶋輪店 新潟県新潟県新潟市東区寺山1丁目7-7 025-273-6848

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）昭和大橋店 新潟県新潟市中央区幸西3-4-1 025-243-4111

新潟県 (株)栄モーター 新潟県新潟市中央区米山6-10-8 025-241-1120

新潟県 ㈱ＣＡＲ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 新潟県新潟市中央区弁天橋通1丁目8-4 025-287-3890

新潟県 タイヤ館にいがた弁天橋通り 新潟県新潟市中央区南長潟15-1 025-286-1161

新潟県 ブロス新潟 新潟県新潟市中央区女池上山1丁目15番23号 025-280-1678

新潟県 有限会社　鎌倉電機商会 新潟県新潟市中央区小張木2丁目9番7号 025-284-1105

新潟県 ㈱三協車体工業 新潟県新潟市中央区愛宕3丁目9番地8 025-284-4009

新潟県 日の出交通 株式会社 新潟県新潟市中央区神道寺南1丁目2-18 025-249-2115

新潟県 ㈱アンファング 新潟県新潟市中央区上所上2-3-4 025-281-8600

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　黒埼インター店 新潟県新潟市西区山田2534番1 025-210-7910

新潟県 （有）アルプスオート 新潟県新潟市西区山田3350番地 025-265-8030

新潟県 タイヤショップ　ブブ新潟店 新潟県新潟市西区山田393 025-201-1350

新潟県 株式会社ＡＯＺＯＲＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ　オーシャンデザイン亀貝店 新潟県新潟市西区黒鳥5243-1 025-211-4193

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）流通本店 新潟県新潟市西区流通1-1 025-268-4909
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新潟県 ONE＆PEACE株式会社 オートガーデン サンスポット 新潟県新潟市南区大通黄金3丁目1-26 025-362-0333

新潟県 ホンダカーズ新潟県央白根店 新潟県新潟市南区高井東1-2-5 025-362-5251

新潟県 （有）パワーステーション 新潟県新潟市南区下塩俵1062 025-371-2800

新潟県 株式会社ＡＯＺＯＲＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ　オーシャンデザイン白根店 新潟県新潟市南区下塩俵1454-1 025-378-0163

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　青山支店 新潟県新潟市西区青山8丁目1番14号 025-265-0236

新潟県 有限会社渡部商事 新潟県新潟市西区小針2丁目42番2号 025-265-3261

新潟県 ONE＆PEACE株式会社 オートガーデン サンスポット 新潟小新インター店 新潟県新潟市西区小新大通2丁目3161 025-201-6901

新潟県 有限会社オートサービス渡庄 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6319-3 025-260-5469

新潟県 有限会社青池オート販売 新潟県新潟市西区曽和395番地2 025-263-2063

新潟県 （有）森田自動車本店 新潟県新潟市北区木崎字浦潟１２２５－１ 025-386-3111

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)オートアールズ新潟豊栄インター店 新潟県新潟市北区かぶとやま２丁目２番地１５ 025-388-0033

新潟県 オートアールズ　新潟豊栄インター店 新潟県新潟市北区かぶとやま2丁目2番地15 025-388-0033

新潟県 有限会社堀モータース 新潟県新潟市北区白新町3丁目5番35号 025-387-5151

新潟県 有限会社　松浜モーター商会 新潟県新潟市北区川西1丁目6番25号 025-386-6311

新潟県 （株）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 (有)吉田自動車工業 本店 新潟県佐渡市両津湊１９３番地 0259-27-2388

新潟県 有限会社　ワタナベオート 新潟県佐渡市長江894番地1 0259-27-5205

新潟県 羽茂農協車輌機械センター 新潟県佐渡市羽茂本郷482-4 0259-88-2146

新潟県 羽茂農業協同組合　羽茂農協車輌機械センター 新潟県佐渡市羽茂本郷482番地4 0259-88-2146

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　佐渡支店 新潟県佐渡市八幡町311 0259-57-2191

新潟県 内藤タクシー 有限会社 新潟県佐渡市河原田本町54-1 0259-52-2175

新潟県 有限会社岩崎電機 新潟県佐渡市窪田170-1 0259-52-3310

新潟県 佐渡農業協同組合 新潟県佐渡市原黒300番地1 0259-27-6161

新潟県 ＪＡ越後中央車両センター 新潟県新潟市西蒲区巻甲5504-1 0256-72-8025

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　巻支店 新潟県新潟市西蒲区巻甲4830-1 0256-72-3916

新潟県 有限会社　三晴自動車 新潟県新潟市西蒲区栄町4番地 0256-73-2117

新潟県 柏崎三菱自動車販売（株）　巻店 新潟県新潟市西蒲区潟頭634番地2 0256-72-6116

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）巻店 新潟県新潟市西蒲区潟頭900-1 0256-72-4555

新潟県 北上電装 新潟県新潟市西蒲区津雲田641 0256-82-4436

新潟県 カーライフ 新潟県新潟市西蒲区津雲田90番地 0256-82-0071

新潟県 （株）　イエストサービス 新潟県西蒲区津雲田550番地 0256-82-2327

新潟県 HondaCars長岡東 見附南店 新潟県見附市新幸町4番3号 0258-61-5530

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　今町支店 新潟県見附市今町5丁目44-13 0258-66-0333

新潟県 タイヤ天国長岡店 新潟県長岡市灰島新田字村前１１２－１ 0258-66-7239

新潟県 （有）保科自動車 新潟県三条市西大崎3-20-39 0256-38-5099

新潟県 三新自動車㈱　大崎サービスセンター 新潟県三条市中新19-8 0256-38-4590

新潟県 （株）藤田自動車 新潟県三条市三竹2丁目14番17号 0256-32-2861

新潟県 （株）藤田自動車 新潟県三条市三竹2-14-17 0256-32-2861

新潟県 有限会社　新潟中央電装 新潟県三条市興野3丁目16-20 0256-35-4348

新潟県 株式会社ＡＯＺＯＲＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ　オーシャンデザイン三条店 新潟県三条市興野3-14-37-4 0256-64-8919

新潟県 日の丸観光タクシー 株式会社 新潟県三条市東三条1-6-14 0256-32-9895

新潟県 石山自動車株式会社 新潟県三条市上須頃399 0256-32-5583

新潟県 中越交通 株式会社 新潟県三条市北入蔵1-9-5 0256-38-2019

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　三条営業所 新潟県三条市塚野目5丁目7番11号 0256-32-6021

新潟県 ホンダカーズ新潟県央三条店 新潟県三条市塚野目2-9-1 0256-34-7575

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）三条店 新潟県三条市上須頃340 0256-33-1259

新潟県 （有）コジマオート 新潟県三条市笹岡3061 0256-46-2413

新潟県 (有)コジマオート 本店 新潟県三条市笹岡3061 0256-46-2413

新潟県 下田自動車（株） 新潟県三条市高屋敷59番地7 0256-46-2245
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新潟県 マルソー（株） 新潟県三条市月岡字綾ノ前2783-1 0256-34-3101

新潟県 アメニティカーショップフジタ 新潟県三条市片口2-2 0256-36-5488

新潟県 アメニティカーショップフジタ 新潟県三条市片口2-2 0256-36-5488

新潟県 株式会社三条モーターステーション 新潟県三条市直江町3丁目5番8号 0256-32-2711

新潟県 ＨｏｎｄａＣａｒｓ三条中央　西本成寺店 新潟県三条市西本成寺2-27-46 0256-33-2952

新潟県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ三条中央　西本成寺店 新潟県三条市西本成寺2丁目27-46 0256-33-2952

新潟県 丸正自動車（株） 新潟県三条市北新保2-7-18 0256-32-1824

新潟県 中沢デンソー 新潟県新潟市秋葉区小須戸3668 0250-38-2277

新潟県 ㈲小池自動車商会 新潟県新潟市秋葉区小須戸139番地1 0250-38-2210

新潟県 （株）　坂井自動車 新潟県新潟市秋葉区新保3513番地 0250-38-2170

新潟県 有限会社杵正自動車商会 新潟県新潟市秋葉区七日町2-8 0250-22-2435

新潟県 有限会社三栄オート工業 新潟県新潟市秋葉区北上1丁目16番20号 0250-22-8900

新潟県 有限会社オートサービス新津 新潟県 新潟市秋葉区新町3-6-15 0250-23-4886

新潟県 旭自動車工業（株） 新潟県新潟市秋葉区新津本町4-27-18 0250-22-1347

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　新津支店 新潟県新潟市秋葉区善道町2丁目13番13号 0250-21-2350

新潟県 （株）くるまのちいさな物語 新潟県新発田市中曽根648番地１ 0254-23-7021

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）新発田店 新潟県新発田市中曽根字中坪1300 0254-24-1161

新潟県 株式会社　五十嵐モーター 新潟県新発田市東塚の目430-5 0254-24-1055

新潟県 有限会社クサカベモータース 新潟県新発田市五十公野4836 0254-22-6311

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　新発田営業所 新潟県新発田市新栄町3丁目5番19号 0254-27-2141

新潟県 カイツ自動車（株） 新潟県新発田市中曽根町3丁目13番11号 0254-22-4151

新潟県 マツダオートザム新発田 新潟県新発田市中曽根町3丁目13-11 0254-26-3615

新潟県 （株）恵比須商会 新潟県村上市小川1223 0254-52-7651

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　村上支店 新潟県村上市仲間町242-4 0254-52-5231

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）村上店 新潟県村上市仲間町字坂下616-1 0254-53-2360

新潟県 株式会社 はまなす観光タクシー 新潟県村上市田端町11-8 0254-50-7788

新潟県 有限会社カーショップ小柳 新潟県燕市笈ケ島1281-4 0256-97-1038

新潟県 タイヤ天国分水店 新潟県燕市新興野１２－９９ 0256-98-2388

新潟県 海津電機 新潟県燕市笹曲1-25 0256-97-3182

新潟県 越後中央農業協同組合車両センター　吉田営業所 新潟県燕市富永137番地1 0256-93-3328

新潟県 タイヤ天国吉田店 新潟県燕市吉田３６９５ 0256-92-4747

新潟県 ダイチ自動車 新潟県新潟市西蒲区井随1997 0256-86-2985

新潟県 ホンダカーズ新潟県央燕店 新潟県燕市井土巻5-172 0256-62-3322

新潟県 ONE＆PEACE株式会社 オートガーデン サンスポット 燕三条店 新潟県燕市井土巻3-13 0256-47-0222

新潟県 燕東栄自動車（株） 新潟県燕市水道町1-2-3 0256-63-4567

新潟県 川崎モータース 新潟県燕市八王寺１０７０ 0256-63-5484

新潟県 燕モータース（株） 新潟県燕市桜町253番地 0256-63-2367

新潟県 （株）　メカドック石黒 新潟県燕市杣木2307番地3 0256-64-2596

新潟県 ENEOS西燕SS 新潟県燕市燕1229番地3 0256-63-5315

新潟県 有限会　社オートライフ川口 新潟県加茂市千刈3丁目14番24号 0256-53-2813

新潟県 有限会社萱森自動車整備工場 新潟県加茂市柳町1-3-2 0256-52-2299

新潟県 株式会社吉忠 新潟県五泉市論瀬14番地 0250-43-3210

新潟県 （有）鈴木自動車整備工場 新潟県五泉市中野橋甲565-1 0250-58-3415

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

新潟県 （株）新潟ダイハツモータース　五泉支店 新潟県五泉市三本木３丁目４番13号 0250-43-1131

新潟県 （有）三根山商会 新潟県五泉市伊勢の川4-59 0250-42-6322

新潟県 有限会社　三根山商会 新潟県五泉市伊勢の川４番５９号 0250-42-6322

新潟県 日産プリンス新潟販売（株）五泉店 新潟県五泉市駅前1-12-12 0250-42-6105

新潟県 （有）共栄商会 新潟県五泉市今泉字石の子174-2 0250-43-1311

新潟県 （有）三洋モータース 新潟県五泉市寺沢5-1-1 0250-42-5873
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新潟県 有限会社野口自動車商会 新潟県五泉市能代166-1 0250-42-3305

新潟県 株式会社クスミ 五泉店 新潟県五泉市荻曽根63-1 0250-42-3000

新潟県 下村車輌工業株式会社 新潟県新発田市荒町甲472番地 0254-23-3161

新潟県 斉藤電装工業所 新潟県新発田市本田3432 0254-32-2204

新潟県 中条電装 新潟県胎内市関沢58-2 0254-43-2900

新潟県 ㈲博栄モータース 新潟県胎内市下高田829-1 0254-45-3288

新潟県 ＩＧオート 新潟県村上市府屋655-109 0254-62-7622

新潟県 府屋自動車工業（株） 新潟県村上市府屋235-4 0254-77-3166

富山県 北日本モーター 株式会社 富山県富山市東町3丁目5-13 076-424-2825

富山県 ㈱第一電工舎　本社 富山県富山市泉町1-2-4 076-423-6611

富山県 ヤマト電産（株） 富山県富山市本郷中部210 076-434-2464

富山県 ヤマト電産（株） 富山県富山市本郷中部210番地 076-434-2464

富山県 株式会社ジースリー 富山県富山市茶屋町583-2 076-436-3315

富山県 ㈱第一電工舎　呉羽営業所 富山県富山市野町176 076-436-5911

富山県 富山クラリオン（株） 富山県富山市野町158番地の5 076-436-0211

富山県 （株）ファーストオート 富山県中新川郡上市町正印288 076-473-1105

富山県 タイヤ館奥田店 富山県富山市千代田町9-15 076-444-1225

富山県 有限会社ライトクルーズ 富山県富山市新屋10-4 076-452-6078

富山県 株式会社モーターバル 富山県富山市上冨居1丁目5番27号 076-452-2660

富山県 ジェームス富山東店 富山県富山市綾田町1丁目14番25号 076-405-1616

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 富山三菱自動車販売株式会社 富山県富山市荒川3丁目1番15号 076-424-2241

富山県 （株）シタカオートサービス 富山県中新川郡立山町宮路７番の2 076-483-1734

富山県 株式会社カードック土肥 富山県中新川郡立山町江崎68-1 076-463-4777

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

富山県 ブリヂストン城川原タイヤセンター 富山県富山市上野新町7-48 076-437-2662

富山県 カープロデュース　タクト 富山県富山市針原中町963-1 076-482-4241

富山県 多田自動車工業株式会社 富山県小矢部市石王丸１番地 0766-67-2503

富山県 （株）アールブイ北陸 富山県小矢部市本町8-4 0766-67-1510

富山県 石黒自動車工業株式会社 富山県南砺市岩屋312番地 0763-82-1259

富山県 庄川自動車株式会社 富山県砺波市庄川町金屋6番地 0763-82-2671

富山県 ブリヂストン伏木港タイヤセンター 富山県高岡市能町2280 0766-32-0333

富山県 株式会社　ホクジー 富山県高岡市石瀬837-1 0766-24-8804

富山県 西田自動車工業株式会社 富山県高岡市野村356番地2 0766-21-2378

富山県 株式会社松田自動車 富山県射水市七美中野63-11 0766-86-1133

富山県 株式会社松田自動車 富山県射水市七美中野63番地の11 0766-86-1341

富山県 株式会社長谷川自動車 富山県高岡市六家1250 0766-31-3750

富山県 有限会社高田自動車 富山県高岡市中保1418番地 0766-31-1159

富山県 富山ダイヤモンドモータース(株)駅南店 富山県高岡市赤祖父676 0766-25-2828

富山県 PROJECT K 富山県高岡市下伏間江575 0766-23-5502

富山県 タイヤ館イオンモール高岡 富山県高岡市下伏間江362-1 0766-28-0022

富山県 イルカ交通 株式会社 富山県高岡市二塚401-1 0766-25-2215

富山県 富山ダイヤモンドモータース(株)戸出店 富山県高岡市西藤平蔵205-2 0766-63-6666

富山県 株式会社東自動車 富山県高岡市北島1475-1 0766-95-3939

富山県 塚越自動車株式会社 富山県高岡市木津1558番地1 0766-21-8588

富山県 谷自動車販売株式会社 富山県高岡市熊野町2-19 0766-25-1189

富山県 谷自動車販売株式会社 富山県高岡市熊野2-19 0766-25-1189

富山県 株式会社ワシキタ自動車 富山県高岡市内免341番地1 0766-22-7721

富山県 ㈱第一電工舎　高岡営業所 富山県高岡市本郷1-110 0766-22-3781

富山県 株式会社サンシーカードック 富山県高岡市長慶寺758-3 0766-25-3434



都道府県 店舗等名 住所 電話番号

令和3年 10月30日現在

データシステム　アクセル見守り隊

富山県 ブリヂストン富山臨港タイヤセンター 富山県射水市作道306 0766-84-1886

富山県 COKPIT魚津 富山県魚津市吉島2-1205 0765-22-8122

富山県 コクピット魚津 富山県魚津市吉島２－１２０５ 0765-22-8122

富山県 有限会社魚津鈑金 富山県魚津市吉島4425番地の1 0765-24-4518

富山県 ㈱第一電工舎　魚津営業所 富山県魚津市相ノ木283 0765-22-5234

富山県 株式会社さとう　タイヤ事業部 富山県魚津市上村木486-3（アップルヒル前） 0765-24-1818

富山県 （有）レシオ 富山県魚津市本江905-1 0765-22-7570

富山県 ファースト ウェイ モータース 富山県魚津市住吉872 0765-22-8500

富山県 ブリヂストン魚津タイヤセンター 富山県魚津市三ケ726-1 0765-24-7200

富山県 株式会社 金閣自動車商会 富山県魚津市本町2丁目14-28 0765-22-1030

富山県 くろべ交通 株式会社 富山県黒部市三日市3330 0765-52-0507

富山県 有限会社　雄山機器 富山県黒部市田家新307-1 0765-54-4703

富山県 有限会社雄山機器　本社 富山県黒部市田家新307-1 0765-54-4703

富山県 有限会社篠崎自動車修理工場 富山県黒部市岡７０７ 0765-54-2345

富山県 カーショップ・マキ 富山県高岡市福岡町赤丸1202 0766-31-3241

富山県 有限会社山崎自動車 富山県高岡市福岡町下蓑新385番地 0766-64-3138

富山県 JAいなば自動車センター 富山県高岡市福岡町福岡新46 0766-64-4006

富山県 ブリヂストン新高岡タイヤセンター 富山県高岡市福岡町下老子754 0766-54-0075

富山県 ＫＡＺ　ＧＡＲＡＧＥ 富山県高岡市福岡町大滝206 0766-64-4902

富山県 （株）大信自動車 富山県射水市大江1230 0766-55-2667

富山県 （株）大信自動車 富山県射水市大江1230番地 0766-55-2667

富山県 有限会社小杉自動車 富山県射水市三ケ1500 0766-55-2233

富山県 有限会社カーテクノ腰本 富山県下新川郡入善町浦山新129-1 0765-78-0415

富山県 株式会社長﨑自動車 富山県下新川郡朝日町月山2550-1 0765-83-2240

富山県 株式会社清水車両整備工場 富山県高岡市戸出市野瀬861番地2 0766-63-0845

富山県 ドライブショップ　カーライフ 富山県高岡市戸出町3丁目22-38 0766-63-5689

富山県 株式会社中村自動車工業 富山県砺波市荒高屋632 0763-33-1393

富山県 株式会社ｵｰﾄﾊﾟﾙとなみ野 富山県砺波市五郎丸1116-1 0763-32-8630

富山県 ㈱第一電工舎　砺波営業所 富山県砺波市宮丸70-1 0763-33-1451

富山県 となみ観光交通 株式会社 富山県砺波市一番町1-15 0763-32-2356

富山県 富山ダイヤモンドモータース(株)砺波店 富山県砺波市寿町6番45号 0763-33-4083

富山県 株式会社ビックモーター石崎 富山県南砺市二日町2085-2 0763-22-6800

富山県 （株）協栄モータース 富山県富山市南砺市吉江中1163番地 0763-52-0694

富山県 株式会社協栄モータース 富山県南砺市吉江中1163 0763-52-0694

富山県 有限会社村上自動車整備工場 富山県南砺市細木228番地 0763-62-2810

富山県 有限会社山根モータース 富山県南砺市野田1346番地の1 0763-62-0169

富山県 なんと農業協同組合オートパルなんと 富山県南砺市金戸267番地 0763-62-3571

富山県 有限会社藤井モータース 富山県南砺市西赤尾町133-3 0763-67-3031

富山県 株式会社中田モータース 富山県富山市下久保2651-16 076-468-2323

富山県 （株）北田モータース 富山県富山市八尾町井田363番地の4 076-455-2498

富山県 タイヤ館ファボーレ富山 富山県富山市婦中町速星123-1 076-466-6767

富山県 BOYS＆GIRS 富山県富山市婦中町新屋504 076-465-2440

富山県 ブリヂストン金屋タイヤセンター 富山県富山市婦中町安田291-1 076-469-0055

富山県 株式会社中田モータース　富山インター店 富山県富山市赤田951-1 076-482-2238

富山県 株式会社 エム・スポーツ 富山県富山市今泉28-1 076-482-2585

富山県 有限会社アライ　ミスタータイヤマン富山南店 富山県富山市中屋１７７－３０ 076-429-2930

富山県 有限会社アライ ミスタータイヤマン富山南 富山県富山市中屋177-30 076-429-2930

富山県 ㈱第一電工舎　富山南営業所 富山県富山市二俣494-5 076-429-8877

富山県 オートスタイル　アドオン 富山県富山市黒崎591-1 076-493-1122

富山県 タイヤ2400プラス 富山県富山市黒崎130 076-491-2400
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富山県 空港タイヤセンター有限会社 富山県富山市友杉字北浦割１５９７－１ 076-428-2500

富山県 有限会社エアポートモーター富山 富山県西荒屋2番地 076-429-3883

石川県 （有）共栄タイヤ工業所　ミスタータイヤマン共栄 石川県鳳珠郡穴水町川島26-10 0768-52-2662

石川県 （株）ケイエムエス 石川県金沢市疋田1丁目3番地 076-251-2238

石川県 タイヤ館金沢東 石川県金沢市疋田１丁目２２２番地 076-252-4700

石川県 ＪＡ金沢市自動車課 石川県金沢市松寺町末59番地４ 076-237-3780

石川県 （株）小山商会　ＣＡＭＥＬ店 石川県金沢市問屋町2-72 076-256-0252

石川県 昌和自動車サービス 石川県金沢市利屋町ち49番地１ 076-258-1868

石川県 ピットワークス 石川県金沢市須崎町イ14-8 076-255-1273

石川県 ジェームス鞍月店 石川県金沢市畝田東4丁目1147 076-266-3443

石川県 カーセブン金沢店 石川県金沢市松村4-291 076-268-5701

石川県 林自工 石川県金沢市松村1丁目46番地 076-225-8378

石川県 ガレージ　オプティミスト 石川県金沢市松村1丁目46番地 076-225-8377

石川県 有限会社柿本ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 石川県金沢市専光寺町ヲ8-3 076-268-3730

石川県 有限会社　カーステージ　ラッシュ 石川県金沢市古府1丁目188 076-214-3255

石川県 （有）カースレージラッシュ 石川県金沢市古府1丁目188番 076-214-3255

石川県 金沢三菱自動車販売株式会社　金沢西店 石川県金沢市松島3丁目14-1 076-272-8550

石川県 （株）水口モータース 石川県金沢市神宮寺1丁目14番18号 076-252-0277

石川県 金沢三菱自動車販売株式会社　金沢店 石川県金沢市神宮寺3-1-5 076-252-6141

石川県 ﾔﾏｼﾀ自動車 石川県金沢市浅野本町2-5-8 076-252-5294

石川県 明光自動車サービス（株） 石川県白山市八幡町250番地 076-272-1311

石川県 カーリングサポート（株） 石川県白山市熱野町口1-1 076-272-1222

石川県 ガレージＦ 石川県白山市熱野町ﾊ1-1 076-273-3004

石川県 有限会社山本モータース 石川県金沢市八田町東823番地 076-258-0269

石川県 （株）鈴村自動車整備工場 石川県金沢市観法寺町イ39番地1 076-257-1224

石川県 有限会社東川モータース 石川県金沢市鞍月東1丁目46番地 076-238-3338

石川県 Ｌｏｃｕｓ 石川県金沢市近岡町778 076-213-5442

石川県 ㈱第一電工舎　金沢営業所 石川県金沢市高畠2-108 076-292-0585

石川県 ＧＡＲＡＧＥ　ＷＯＬＦ 石川県金沢市高畠2丁目16番地2 076-272-8015

石川県 （株）バイセル 石川県金沢市間明町ホ71 076-240-4050

石川県 （株）セベラルオート 石川県金沢市新神田4丁目8番16号 076-291-6755

石川県 株式会社黒川電装工業 石川県金沢市新神田5丁目25-5 076-291-8038

石川県 （株）宮丸自動車　本社 石川県金沢市糸田2-216 076-291-1797

石川県 みつわオート（株） 石川県金沢市増泉5丁目1番20号 076-244-3156

石川県 中川電機株式会社 石川県金沢市神田1-11-20 076-242-5141

石川県 有限会社灘電機 石川県金沢市西泉3丁目94 076-241-5075

石川県 相互自動車商事株式会社 石川県金沢市西泉5-2 076-241-0315

石川県 株式会社みゆきモータース 石川県金沢市西泉4丁目30番地 076-243-5855

石川県 Ｋｉｗａｍｉ金沢（株） 石川県金沢市黒田1丁目280番地ソフトＡＺビル 076-256-3095

石川県 新西自動車商会 石川県金沢市西金沢新町１８７番地 076-249-3612

石川県 有限会社オートサービスカナザワ 石川県金沢市森戸1丁目149番地１ 076-240-0189

石川県 有限会社ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽｶﾅｻﾞﾜ 石川県金沢市森戸1-149-1 076-240-0189

石川県 タイヤ館金沢南 石川県金沢市伏見台１丁目１４番２７号 076-280-7333

石川県 有限会社カオス 石川県野々市市押野４丁目36番地 076-294-2233

石川県 有限会社カオス 石川県野々市市押野4-36 076-294-2233

石川県 Ｇｒｅｅｎ　Ｇａｒａｇｅ 石川県野々市市押野3-37 076-208-3370

石川県 金沢三菱自動車販売株式会社　野々市店 石川県野々市市稲荷3丁目50 076-248-1312

石川県 ジェームス野々市バイパス店 石川県野々市市二日市二丁目130番地 076-294-6900

石川県 ののいちオート 石川県野々市市本町1丁目40-20 076-246-4588

石川県 カーセブン野々市店 石川県野々市市本町6丁目20-1 076-248-5400
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石川県 オートグランド野々市 石川県野々市市本町1丁目115弁1 076-248-9808

石川県 ボデーショップたけうち 石川県加賀市大聖寺下福田町140 0761-73-3911

石川県 ＢｌａｃｋＧａｒｅｇｅＨＥＲＯ 石川県加賀市下河崎町58 0761-75-7692

石川県 （有）坂上自動車 石川県加賀市分校町い25-1 0761-74-0821

石川県 有限会社進和自動車 石川県加賀市中島町ロ3-1 0761-75-4080

石川県 坂下自動車 石川県加賀市八日市町二12-1 0761-74-8558

石川県 （有）ＡＵＴＯＳＴＡＧＥ　ＫＴＭ 石川県加賀市伊切町乙38-1 0761-75-3366

石川県 加賀農協経済部自燃課自動車サービスセンター 石川県加賀市加茂町290番5 0761-73-1314

石川県 有限会社奥野モータース 石川県加賀市大聖寺弓町33番地 0761-72-0653

石川県 加賀自動車販売（株） 石川県加賀市南郷町カ2番地 0761-72-0090

石川県 ㈱田中兄弟自動車商会 石川県加賀市幸町2丁目10番地 0761-73-3000

石川県 （株）大同ゼネラルサービス 石川県加賀市熊坂町ハ76番地1 0761-72-3966

石川県 ㈱北陸自動車商会　 石川県小松市平面町カ８９－１ 0761-24-3939

石川県 株式会社北陸自動車商会 石川県小松市平面町カ89-1 0761-24-3939

石川県 ヤサトオート 石川県小松市上八里町丙70番地 0761-47-5466

石川県 株式会社ヒラシマ 石川県小松市園町ホ１３４番地１ 0761-22-2421

石川県 （有）岡本タイヤ商会 石川県小松市光町90 0761-22-5302

石川県 ＡＵＴＯ中川 石川県小松市八幡218番地 0761-47-3870

石川県 有限会社カー倶楽部 石川県小松市大領町ロ207 0761-23-7741

石川県 （有）グレート 石川県小松市大領町口224番地 0761-24-0447

石川県 ジェームス小松店 石川県小松市日の出町2丁目144 0761-24-4811

石川県 株式会社ヒラシマ　パーツセンター 石川県小松市今江町５丁目４９８番地 0761-22-2721

石川県 金沢三菱自動車販売株式会社　小松店 石川県小松市今江町3丁目523 0761-22-3236

石川県 能美農協車輌整備センター 石川県能美市粟生町ヨ1番地 0761-57-2653

石川県 株式会社ロードメイト　ロードスター小松店 石川県能美市大長野町り48－1 0761-46-6450

石川県 三島石油（株） 石川県小松市問屋町25番地 0761-22-3311

石川県 （株）ロードスター北陸 石川県白山市番匠町155番地 076-275-3717

石川県 米光自動車商会株式会社 石川県白山市村井町532番地1 076-275-0456

石川県 フレックス（株） 石川県白山市中奥町208番地 076-274-6002

石川県 （株）松任モータース 石川県白山市倉光1丁目182番地 076-276-3020

石川県 タイヤ館松任 石川県白山市倉光１０－１４０ 076-274-7800

石川県 中央自動車（株） 石川県羽咋市新保町下２１８の１ 0767-22-5410

石川県 中央自動車（株） 石川県羽咋市新保町下218-1 0767-22-5410

石川県 大栄商事株式会社 石川県羽咋郡志賀町高浜町ﾔ223 0767-32-1151

石川県 （株）上杉モータース 石川県羽咋郡志賀町福野５の１番地１７ 0767-32-1243

石川県 丸一タクシー 株式会社 石川県七尾市矢田町1-144-3 0767-53-2121

石川県 金沢三菱自動車販売株式会社　七尾店 石川県七尾市古府町へ11 0767-53-2323

石川県 株式会社アウトバーン 石川県七尾市飯川町く部67番地 0767-57-8800

石川県 能登観光自動車 株式会社 石川県鳳珠郡穴水町字大町二94 0768-52-1150

石川県 ミスタータイヤマン共栄 石川県鳳至郡穴水町字川島 26-10 0768-52-2662

石川県 宇出津タクシー 株式会社 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム字37-6 0768-62-1231

石川県 スズ交通 株式会社 石川県珠洲市野々江町メ部57-1 0768-82-1221

石川県 輪島タクシー 株式会社 石川県輪島市河井町19部1-6 0768-22-2121

石川県 有限会社タニイ自動車 石川県河北郡津幡町浅田甲104 076-288-3832

石川県 ㈱坪坂自動車 石川県河北郡津幡町字庄ト62の２ 076-289-2380

石川県 ｍ．ｂオート 石川県河北郡津幡町庄ホ74-1 076-289-5522

石川県 カーメンテナンスＤー１アルプラザ津幡店 石川県河北郡津幡町北中条一丁目55番地 076-208-6844

石川県 ｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽD-1　ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ津幡店 石川県河北郡津幡町北中条1丁目55番地 076-208-6844

石川県 有限会社ヤマザキオートサービス 石川県河北郡津幡町字竹橋西203-3 076-288-1119

石川県 石川かほく農業協同組合自動車センター 石川県河北郡津幡町字杉瀬ヌ91番地１ 076-288-4171
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石川県 工一自動車株式会社 石川県かほく市七窪口4番地 076-283-1754

石川県 加賀谷商事（株） 石川県かほく市内日角三丁目5-1 076-283-0277

石川県 加賀谷商事（株） 石川県かほく市内日角3丁目5-1 076-283-0277

石川県 （株）杉本自動車サービス 石川県かほく市松浜ハ３１－１２ 076-285-1621

石川県 株式会社杉本自動車サービス 石川県 かほく市松浜ハ31-12 076-285-1621

石川県 （株）河北モータース 石川県かほく市遠塚イ62 076-283-1233

石川県 株式会社西田自動車 石川県かほく市秋浜ハ55番地1 076-283-2567

石川県 （株）白尾自動車サービス 石川県かほく市白尾ツ７０ 076-283-4368

石川県 （有）竹多自動車 石川県かほく市長柄町ロ８５番地 076-282-5605

石川県 白江自動車整備（株） 石川県かほく市高松マ８－８ 076-282-5800

石川県 松倉石油（株）　高松店 石川県かほく市高松ル１４番地６ 076-281-0713

石川県 松本自動車サービス（株） 石川県かほく市高松ノ26番地 076-281-0363

石川県 株式会社　高松ホンダ沖松商会 石川県かほく市高松井41-8 076-281-2017

石川県 有限会社成田モータース 石川県羽咋郡宝達志水町小川２の部28番地 0767-28-2131

福井県 （有）中嶋商会 福井県福井市宝永3丁目31番17号 0776-27-6161

福井県 ホンダオート福井販売（株） 福井県福井市里別所新町404番地 0776-27-0022

福井県 有限会社中嶋商会 福井県福井市宝永3-31-17 0776-27-6161

福井県 Ｐｏｓｉｔｉｏｎ 福井県福井市二の宮5丁目1-6 0776-58-3884

福井県 北陸電装工業（株） 福井県福井市二の宮1丁目9-21 0776-24-2309

福井県 アフターセールス部 福井県福井市二の宮4-44-1 0776-27-8331

福井県 名子自動車整備工場 福井県福井市二の宮1丁目8-26 0776-23-5268

福井県 福万自動車株式会社 福井県福井市二の宮4-17-11 0776-22-4347

福井県 東洋電機工業（株） 福井県福井市大宮2丁目23-24 0776-22-1959

福井県 東洋電機工業 株式会社 福井県福井市大宮2-23-24 0776-22-1959

福井県 オートプロジェクト 福井県福井市文京6丁目14-4 0776-28-3586

福井県 （有）広岡自動車 福井県福井市文京6丁目7-1 0776-24-4955

福井県 ㈱オートショップ福井 福井県福井市文京7丁目7-25 0776-24-7903

福井県 株式会社　ﾑﾗﾀ自動車 福井県福井市文京4-26-2 0776-22-8185

福井県 ㈱東和自動車　学園店 福井県福井市学園3-1-10 0776-25-3011

福井県 （有）ウイングオート 福井県福井市三郎丸4丁目502 0776-28-2280

福井県 ピレリー福井 福井県福井市菅谷2丁目616 0776-21-9001

福井県 ピレリー福井 福井県福井市菅谷２丁目616 0776-21-9001

福井県 株式会社エビス自動車商会 福井県福井市灯明寺3丁目2005 0776-24-5822

福井県 福井トヨペット㈱天菅生橋店 福井県福井市山室町55号89番地 0776-55-3535

福井県 (有)ｱｻﾀﾞﾓｰﾀｰｽ 福井県福井市下森田町第6号30-1 0776-56-0221

福井県 栄信ﾓ-ﾀ-株式会社 福井県坂井市丸岡町吉政第36号6番地 0776-66-5828

福井県 タイヤセールス福井北 福井県福井市大和田2丁目1701番地 0776-54-0505

福井県 (有)村野ﾓｰﾀｰｽ 福井県福井市高木中央2丁目3213 0776-54-6070

福井県 ｶ-ﾄﾞｯｸ川端自動車 福井県福井市高木中央2丁目3416 0776-53-6137

福井県 カードック川端自動車 福井県福井市高木中央2丁目3416 0776-53-6137

福井県 株式会社　長村自動車 福井県福井市高木町1206 0776-54-1345

福井県 カーエス株式会社 福井県福井市高木-902-1 0776-54-0603

福井県 （有）ノムラモータース 福井県福井市上中町16-41-2 0776-54-1447

福井県 カーセブンアフターセールス部 福井県福井市新保町27-52 0776-38-0136

福井県 福井トヨペット㈱東店 福井県福井市新保町26号41番地 0776-54-6771

福井県 福井トヨペット㈱VW福井ルート8 福井県福井市新保町26号44番地 0776-53-6500

福井県 （株）ｶｰﾈｰｼｮﾝ　ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ福井北ｲﾝﾀｰ 福井県福井市新保町第17号24番地 0776-54-8200

福井県 福井日産自動車㈱　大和田店 福井県福井市大和田1-502 0776-54-1500

福井県 ジェームス福井大和田店 福井県福井市大和田1丁目410番地 0776-57-1291

福井県 タイヤセールス福井北店 福井県福井市大和田2丁目1701 0776-54-0505
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福井県 （有）前田高級鈑金　本店 福井県福井市高柳２丁目１８１２ 0776-54-2857

福井県 (有)前田高級鈑金 福井県福井市高柳2丁目1812 0776-54-2857

福井県 千秋自動車株式会社 福井県福井市開発町2丁目223番地 0776-53-5757

福井県 タイヤセンター福井 福井県開発５丁目９０１番地 0776-53-9390

福井県 タイヤセンター福井店 福井県福井市開発5丁目901 0776-53-9390

福井県 タイヤガーデン福井 福井県福井市西開発3丁目409 0776-53-2319

福井県 福井交通 株式会社 福井県福井市志比口3-1-7 0776-43-9109

福井県 吉野産業(株)福井米松中央 福井県福井市米松2-24-27 0776-54-0707

福井県 イーグルショップ福井 福井県福井市御幸4-1-18 0776-26-5500

福井県 青木モータース（株） 福井県吉田郡永平寺町松岡椚57字13番地3 0776-61-0297

福井県 （有）笈田モータース 福井県福井市篠尾町39号18番地 0776-41-2982

福井県 東洋自動車 福井県福井市白方町11-56 0776-85-1670

福井県 （有）川西石油店 福井県福井市砂子坂町7-93 0776-83-0031

福井県 （有）坂下モータース 福井県和布町第11号37番地の1 0776-86-1441

福井県 （有）木下オート 福井県福井市大森町62-6-1 0776-98-3900

福井県 有限会社　木下ｵｰﾄ 福井県福井市大森町62-6-1 0776-98-3900

福井県 株式会社ﾜｲｽﾞｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 福井県あわら市国影第14号38-3 0776-78-6740

福井県 小林自動車工業 福井県あわら市上番95-3 0776-77-2763

福井県 福井トヨペット㈱あわら店 福井県あわら市下番53号15番地 0776-77-3330

福井県 福井トヨペット㈱本店 福井県福井市幾代2丁目1424番地の1 0776-21-1013

福井県 （株）ナガイモータース 福井県勝山市郡町2丁目156番地 0779-88-1883

福井県 ニッサン建機（有） 福井県勝山市荒土町新保6-106 0779-89-2013

福井県 ＤＥＮＴ　ＬＡＢＯ　Ｕ１ 福井県勝山市旭町2-662 0779-64-5576

福井県 岩先自動車（株） 福井県勝山市元町1丁目11番19号 0779-88-0492

福井県 （株）勝南自動車 福井県勝山市若猪野大11号4番地1 0779-88-0706 

福井県 株式会社北陸山川モータース 福井県勝山市北市7-4-6 0779-88-0123

福井県 ミツヤ自動車（株） 福井県勝山市猪野毛屋大13号5番地2 0779-88-1828

福井県 福井トヨペット㈱大野店 福井県大野市中津川31号15番地 0779-66-1010

福井県 （株）ガレージガッツ 福井県大野市中挟1丁目1405 0779-65-7470

福井県 ホンダテラル福井　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ大野　　陽明店 福井県大野市陽明町3丁目1601 0779-65-3133

福井県 （株）ホンダテラル福井 福井県大野市陽明町3丁目1601 0779-65-3133

福井県 （有）ドライブショップ　ナカヤ 福井県大野市中荒井町2丁目201番地 0779-65-4343

福井県 大野旅客自動車 有限会社 福井県大野市要町2番16号 0779-66-2225

福井県 （株）ウスイモータース 福井県大野市有明町12-11 0779-66-4284

福井県 （株）ウスイモータース 福井県大野市有明町12番11号 0779-66-4284

福井県 ホンダテラル福井　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ大野　　犬山店 福井県大野市犬山7丁目11-1 0779-65-3670

福井県 有限会社　ｶｰﾄﾞｯｸﾔﾏｻﾞｷ 福井県坂井市加戸第106号20-5 0776-82-1558

福井県 （有）カードック　ヤマザキ 福井県坂井市三国町加戸第106号20番地5 0776-82-1558

福井県 (有)新保石油店　ｽｰﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ三国 福井県坂井市三国町油屋13-13-1 0776-81-7117

福井県 有限会社　新保石油店 福井県坂井市三国町新保40-29 0776-81-3433

福井県 三国車輛工業株式会社 福井県坂井市三国町山岸36号16番地-1 0776-81-2051

福井県 内田自動車有限会社 福井県坂井市三国町黒目19-2-9 0776-81-3016

福井県 株式会社くるまの店なかまさ 福井県坂井市三国町米ｹ脇第26号4-36 0776-82-1422

福井県 福井トヨペット㈱敦賀店 福井県敦賀市清水町2丁目14番15号 0770-22-4330

福井県 タイヤセールス敦賀 福井県敦賀市野神15-4-3 0770-22-4600

福井県 （株）ホンダクリオ福井　敦賀野神店 福井県敦賀市野神15-4-9 0770-20-0500

福井県 タイヤセールス敦賀 福井県敦賀市野神15-4-3 0770-22-4600

福井県 （株）みどりオート 福井県敦賀市中央町2丁目5番48号 0770-23-8980

福井県 株式会社みどりオート 福井県敦賀市中央町２－５－４８ 0770-23-8980     

福井県 ｲｰｸﾞﾙｽﾃｰｼｮﾝ敦賀 福井県敦賀市木崎5-11-1 0770-24-5196
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福井県 あおい商事㈱イーグルショップ敦賀店 福井県敦賀市木崎５－１１－１ 0770-24-5196

福井県 株式会社ワンプレイス 福井県敦賀市木崎19-6-2 0770-47-6577

福井県 中央モーター（有） 福井県越前市北町27-107-1 0778-24-2412

福井県 北陸電装工業(株) 本社・工場 福井県福井市二ノ宮1丁目9-21 0776-24-2309

福井県 北陸電装工業(株) 本社・工場 福井県福井市二ノ宮1丁目9-21 0776-24-2309

福井県 大浦自動車㈱ 福井県越前市帆山町14-13-2 0778-23-5104

福井県 株式会社 丸越タクシー 福井県越前市府中1-4-35 0778-22-0700

福井県 タイヤ館武生東 福井県越前市横市町10字1-1 0778-21-0055

福井県 タイヤ館武生東 福井県越前市横市10-1-1 0778-21-0055

福井県 福井日産自動車㈱武生店 福井県越前市家久町64-3-3 0778-22-4123

福井県 福井トヨペット㈱武生店 福井県越前市家久町46号27番地 0778-24-3215

福井県 タイヤセンター武生 福井県越前市家久30-11 0778-24-5788

福井県 タイヤセンター武生店 福井県越前市家久町30-11 0778-24-5788

福井県 ティーエスカーズ 福井県越前市芝原5丁目12-22 0120-404-757

福井県 TS CARS 福井県越前市芝原5丁目12-22 0778-24-0757

福井県 飯塚モータース 福井県越前市高瀬２丁目１－１７ 0778-22-3707

福井県 (有)岩崎自工 福井県越前市広瀬町１６１号６－２ 0778-22-4026

福井県 スズキアリーナ武生 福井県越前市片屋町57字15-2 0778-25-1111

福井県 冨士自動車（株） 福井県鯖江市糺町40-47 0778-51-1382

福井県 マンズファクトリー 福井県鯖江市丸山町1丁目3-1 0778-51-9110

福井県 （有）トーヨー電装 福井県鯖江市水落第12号4番地の3 0778-52-0628

福井県 鯖江タクシー 株式会社 福井県鯖江市本町1-2-10 0778-51-2824

福井県 ㈱カーセンターしみず 福井県鯖江市桜町２丁目９－２２ 0778-52-3311

福井県 （有）カトーモータース 福井県鯖江市小黒町1-10-13 0778-52-2137

福井県 （株）吉崎鈑金 福井県鯖江市中野町9-22 0778-29-3955

福井県 （有）ヤマケン自工 福井県鯖江市下新庄町27-5-1 0778-52-1098

福井県 （有）ヤマケン自工 福井県鯖江市下新庄町27-5-1 0778-52-1098

福井県 Ｃａｒ　Ｐｒｏｄｕｃｅ　ＲＯＣ 福井県鯖江市東鯖江2丁目7-28 0778-52-3280

福井県 カークラフトマン　ピットクルーヤマモト 福井県鯖江市五郎丸町106番地 090-2378-4959

福井県 イーグルショップ鯖江店 福井県鯖江市五郎丸町106番地 0778-52-3632

福井県 有限会社室田モータース 福井県鯖江市柳町4-6-1 0778-51-0388

福井県 (有)カドヤモーター 福井県鯖江市下氏家町15-1-1 0778-62-0183

福井県 ㈱おかやま　サンルート４１７ＳＳ 福井県丹生郡越前町西田中４丁目408番地 0778-34-0108

福井県 南越燃料株式会社 福井県丹生郡越前町朝日1号1番地 0778-34-0336

福井県 上平モータース㈱ 福井県丹生郡越前町平等３－４－１ 0778-36-0206

福井県 上平モータース株式会社 福井県丹生郡越前町平等３－４－１ 0778-36-0206

福井県 （株）定政オート販売 福井県鯖江市戸口町17-10 0778-65-2510

福井県 (有)前田モータース 福井県鯖江市西袋町705 0778-65-0132

福井県 ㈱サイズ 福井県鯖江市石田上町1-4-1 0778-51-0010

福井県 有限会社京若電機工業所 福井県小浜市和久里18-8-1 0770-56-3400

福井県 （有）京極モーター 福井県小浜市千種1丁目9-3 0770-52-3848

福井県 三福タクシー 株式会社 福井県小浜市千種２丁目1-13 0770-52-1414

福井県 福井トヨペット㈱小浜店 福井県小浜市遠敷25号14番地の1 0770-56-1777

福井県 福井トヨペット㈱南福井店 福井県福井市みのり3丁目1番2号 0776-35-7111

福井県 ㈱やよい自動車 福井県福井市花堂東1-15-5 0776-35-2818

福井県 カークラブ　イチムラ 福井県福井市花堂南1丁目10-22 0776-35-6631

福井県 タナカエネルギー㈱江端工場 福井県福井市江端町10-61 0776-97-6915

福井県 北陸電装工業(株) トヨタ工場 福井県福井市下荒井町19-50 0776-38-5357

福井県 北陸電装工業(株) トヨタ工場 福井県福井市下荒井町19-50 0776-38-5357

福井県 福井日産自動車㈱　本店 福井県福井市下荒井町21-3 0776-38-1710
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福井県 （株）ランクアップ 福井県福井市舞屋町第10号812番地 0776-33-2144

福井県 有限会社ペースアクティブ 福井県福井市大瀬町23-8-1 0776-36-9400

福井県 (有)坪川自動車 福井県福井市飯塚町16-14-1 0776-33-6282

福井県 （株)スズキアリーナ福井中央 福井県福井市今市町35号8番地 0776-38-4601

福井県 蔵之助　福井店 福井県福井市今市町41-11 0776-38-4600

福井県 （有）坂本タイヤ 福井県福井市真木町132-17 0776-38-0925

福井県 ㈱第一電工舎　福井営業所 福井県福井市問屋1-147 0766-25-6690

福井県 吉野産業(株)Eco158 福井県福井市和田中3-10 0776-23-8283

福井県 （有）安倍電機工業所 福井県福井市下河北町第8号17番地の4 0776-38-7729

福井県 あおいSSﾗﾝﾄﾞ24時間車検センター 福井県福井市大土呂町12-5-1 0776-38-0136

福井県 ㈱ニッシヨオート 福井県坂井市春江町井向第22-36-4 0776-72-2347

福井県 みつわ商事㈲　サンシャインみつわＳＳ 福井県坂井市春江町西長田41-19-1 0776-72-7000

福井県 みつわ商事（有） 福井県坂井市春江町西長田41-19-1 0776-72-7000

福井県 向川商会 福井県坂井市春江町為国中区3-17 0776-51-0211

福井県 株式会社ハルエ自動車 福井県坂井市春江町中筋7-16 0776-51-1154

福井県 （株）Ｔ‘ｌｉｎｅ 福井県坂井市春江町江戸留上日の出1-11 0776-51-8882

福井県 （有）牧田モータース 福井県福井市春江町本堂第60号１番地 0776-51-1235 

福井県 有限会社牧田モ－タ－ス 福井県坂井市春江町本堂第60号1番地 0776-51-1235

福井県 福井バス 株式会社 福井県坂井市春江町本堂27-43-6 0776-58-2810

福井県 タイヤセールス坂井 福井県坂井市坂井町徳分田36-13 0776-72-3000

福井県 タイヤセールス坂井店 福井県坂井市坂井町徳分田36-13 0776-72-3000

福井県 福井日産自動車㈱　坂井店 福井県坂井市坂井町上兵庫41-1-1 0776-72-2223

福井県 （有）嶺北自動車商会 福井県あわら市市姫4丁目6番48号 0776-73-0370

福井県 有限会社サクライオート 福井県あわら市市姫5-2-32 0776-73-3213

福井県 株式会社 福井ｴﾈﾙｷﾞｰ　ｾﾙﾌ金津ＳＳ 福井県あわら市花乃杜1丁目30-1 0776-73-4003

福井県 大陽自動車（有） 福井県あわら市中川11-13 0776-74-1919

福井県 （株）美浜モーターサービスセンター 福井県三方郡美浜町郷市47-2-1 0770-32-2000

山梨県 山梨クラリオン㈱ 山梨県甲府市塩部3丁目16-17 055-253-2711

山梨県 (有)塩部モータース 山梨県甲府市塩部3-16-16 055-252-0395

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

山梨県 大進自動車工業有限会社 山梨県甲府市高畑2丁目8-8 055-224-4681

山梨県 日産プリンス山梨販売（株）サービスセンター 山梨県甲府市国母５－１０－２１ 055-228-7732

山梨県 ㈱キリン自動車 山梨県甲府市国母5-10-12 055-226-1376

山梨県 ㈱タイヤ館昭和店 山梨県甲府市国母８丁目２８－１２ 055-222-8900

山梨県 イーグルホンダ 山梨県甲府市国母1-24-11 055-226-3148

山梨県 （株）羽中田自動車工業　Ｋーばっか　！ 山梨県甲府市徳行1-16-3 055-228-4833

山梨県 （株）中田鈑金 山梨県甲府市富竹2-10-21 055-222-0820

山梨県 日産プリンス山梨販売（株）美術館通り本店 山梨県甲府市富竹２－１－２９ 055-222-0272

山梨県 （株）オートサービス 山梨県甲府市大里町533 055-241-8891

山梨県 反田自動車工業 山梨県甲府市大里町1194 055-241-1720

山梨県 有限会社ビークル自動車販売 山梨県甲府市大里町5096番地 055-244-1211

山梨県 甲府モータース 山梨県甲府市下飯田1-6-30 055-222-5317

山梨県 （株）羽中田自動車工業 山梨県甲府市貢川1-1-6 055-228-4832

山梨県 ㈱エージェントイイノ 山梨県甲府市貢川1-3-13 055-222-5719

山梨県 カーメイク 山梨県甲府市中村町9-24 055-237-5571

山梨県 トヨタカローラ山梨㈱甲斐アルプス店 山梨県甲斐市下今井１０５５ 0551-28-8222

山梨県 ㈲名取自工 山梨県甲斐市竜王新町1281 055-276-2747

山梨県 ネッツトヨタ甲斐（株）ビステージ 山梨県甲斐市富竹新田１５９６－２ 055-276-1266

山梨県 （有）大木自動車 山梨県甲斐市富竹新田2130 055-276-8655

山梨県 有限会社アルテックス 山梨県甲斐市富竹新田774-11 055-279-3980
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山梨県 ㈲大木自動車 山梨県甲斐市富竹新田2130 055-276-8655

山梨県 トヨタカローラ山梨㈱甲府本店 山梨県甲斐市富竹新田１９４１ 055-276-6215

山梨県 ㈱タイヤ館竜王 山梨県甲斐市富竹新田1697 055-279-7411

山梨県 ネッツトヨタ甲斐（株）竜王店 山梨県甲斐市玉川１５８０ 055-279-5533

山梨県 （株）グランツ　アウディー山梨 山梨県甲斐市西八幡3825-1 055-260-6650

山梨県 OK自動車 山梨県甲斐市西八幡2340-4 055-276-3402

山梨県 株式会社山梨自販 山梨県甲斐市中下条2048 055-277-1471

山梨県 協立自動車工業 山梨県甲斐市大下条488-1 055-277-4434

山梨県 (有)雨宮オートボディーサービス 山梨県甲斐市大下条1584-1 055-277-2266

山梨県 第一自動車工業㈱ 山梨県南アルプス市上高砂538-1 055-285-0523

山梨県 有限会社サトウオートショップ 山梨県南アルプス市上今諏訪373-1 055-284-4651

山梨県 清水モータース 山梨県南アルプス市百々2883-4 055-285-1233

山梨県 サイトウオートセンター 山梨県南アルプス市飯野3685-1 055-282-2470

山梨県 津久井モータース 山梨県南アルプス市上今井50-2 055-282-2297

山梨県 豊自動車工業所 山梨県南アルプス市吉田342 055-283-0111

山梨県 ネッツトヨタ甲斐（株）若草店 山梨県南アルプス市浅原３５１－２ 055-283-5001

山梨県 (有)カーセンター小宮山 山梨県南アルプス市藤田1479-1 055-282-1340

山梨県 トヨタカローラ山梨㈱峡南サービスショップ 山梨県南アルプス市東南湖８８４ 055-280-1000

山梨県 三友モータース商会 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町1479 0556-22-0348

山梨県 (株)三和 山梨県南巨摩郡富士川町長沢31-2 0556-22-1145

山梨県 日産プリンス山梨販売（株）増穂インター店 山梨県南巨摩郡富士川町大椚９２０ 0556-22-3232

山梨県 窪田モータース 山梨県甲府市里吉２丁目12番11号 055-237-8181

山梨県 志村自動車 山梨県甲府市東下条4-2 055-241-7788

山梨県 ネッツトヨタ甲斐（株）本社甲府店 山梨県甲府市朝気３丁目１０番２１号 055-232-5511

山梨県 トヨタカローラ山梨㈱甲府東店 山梨県甲府市朝気2丁目４－１６ 055-233-6151

山梨県 芦澤自動車 山梨県甲府市湯田１丁目１３－４ 055-233-9012

山梨県 （有）カスタムガレージヒデ 山梨県大月市賑岡町浅利707-2 0554-23-0804

山梨県 小林自動車整備工場 山梨県大月市初狩町下初狩1777 0554-25-6935

山梨県 ㈲アマノオートサービス 山梨県大月市初狩町下初狩498-1 0554-25-6257

山梨県 ネッツトヨタ甲斐（株）河口湖店 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４８７５－１ 0555-73-1161

山梨県 株式会社ファミリーオート 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1339-1 0555-72-1215

山梨県 岳麓マツダ自動車(株) 山梨県南都留郡富士河口湖町船津4726 0555-72-1226

山梨県 株式会社 忍野タクシー 山梨県南都留郡忍野村忍草378 0555-84-2535

山梨県 ネッツトヨタ甲斐（株）都留店 山梨県都留市田野倉１９６－１ 0554-43-9000

山梨県 日産プリンス山梨販売（株）都留田野倉店 山梨県都留市田野倉３４２ 0554-45-3232

山梨県 （株）ツルタ　すてないで　都留店 山梨県都留市田野倉468-2 0554-45-1555

山梨県 株式会社ツルタ　すてないで　都留店 山梨県都留市田野倉468-2 0554-45-1555

山梨県 (株)オートアールズ都留店 山梨県都留市井倉５３３－１ 0554-56-8588

山梨県 オートアールズ　都留店 山梨県都留市井倉533-1 0554-56-8588

山梨県 トヨタカローラ山梨㈱都留バイパス店 山梨県都留市井倉５５０－１ 0554-45-4511

山梨県 （株）明光輪業商会 山梨県富士吉田市小明見1-10-15 0555-23-3797

山梨県 ガレージタキ 山梨県富士吉田市下吉田7-2-24 0555-24-3923

山梨県 トヨタカローラ山梨㈱吉田店 山梨県富士吉田市中曽根3丁目３－１ 0555-22-5588

山梨県 （株）ツルタ　すてないで　富士吉田店 山梨県富士吉田市松山5-9-1078 0555-20-1666

山梨県 株式会社ツルタ　すてないで　富士吉田店 山梨県富士吉田市松山5-9-1078 0555-20-1666

山梨県 （株）ツルタ　カーショップツルタ　西桂店 山梨県南都留郡西桂町小沼221-1 0555-25-3525

山梨県 株式会社ツルタ　カーショップツルタ　西桂店 山梨県南都留郡西桂町小沼221-1 0555-25-3525

山梨県 有限会社　ユーロ 山梨県南都留郡西桂町小沼2056-1 0555-20-2081

山梨県 日産プリンス山梨販売（株）富士吉田店 山梨県富士吉田市上吉田東１－１－２７ 0555-23-3200

山梨県 福田オート 山梨県甲州市塩山千野126 0553-32-2510
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山梨県 (株)田辺自動車 山梨県甲州市塩山上於曽875-1 0553-33-2510

山梨県 有限会社サトウオートショップ　ダイハツアビレ 山梨県山梨市下栗原464-1 0553-23-4651

山梨県 トヨタカローラ山梨㈱峡東店 山梨県山梨市歌田３８－１ 0553-22-3411

山梨県 小池石油店 山梨県山梨市万力2049 0553-22-1165

山梨県 株式会社ツルタ　すてないで　一宮店 山梨県笛吹市一宮町一ノ宮824 0553-39-9600

山梨県 日産プリンス山梨販売（株）笛吹石和店 山梨県笛吹市石和町八田２８０ 055-263-5523

山梨県 ㈲ワアルドエンジニア 山梨県笛吹市御坂町金川原1337 055-262-0137

山梨県 (有)石原モータース 山梨県笛吹市八代町永井1251-1 055-265-2237

山梨県 （有）小沢自動車 山梨県韮崎市藤井町北下条2630-1 0551-22-6780

山梨県 ネッツトヨタ甲斐（株）韮崎店 山梨県韮崎市一ツ谷１９７１－１ 0551-23-0500

山梨県 （有）韮崎スズキ販売 山梨県韮崎市本町3-3-22 0551-22-0348

山梨県 日産プリンス山梨販売（株）韮崎店 山梨県韮崎市本町３－８－１５ 0551-22-2222

山梨県 樋口自動車整備工場 山梨県韮崎市旭町上条北割2052-8 0551-22-4240

山梨県 (株)久保田自動車整備工場 山梨県韮崎市旭町上条中割1425 0551-22-5561

山梨県 日産プリンス山梨販売（株）須玉インター店 山梨県韮崎市中田町小田川８５３－１ 0551-25-5123

山梨県 ヒナタ自動車工業 山梨県韮崎市中田町小田川994 0551-25-5344

山梨県 ㈲アサカ自動車 山梨県北杜市高根町村山東割1504-1 0551-47-3333

山梨県 清水自動車工場 山梨県北杜市長坂町長坂上条2313 0551-32-3226

山梨県 北杜タクシー 株式会社 山梨県北杜市長坂町長坂上条2575 0551-32-2055

山梨県 ㈲八ツ麓自動車 山梨県北杜市長坂町白井沢3226-1 0551-32-4405

山梨県 ㈲宮坂自動車 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾2538-70 0551-36-2408

山梨県 （有）輿石モータース 山梨県北杜市須玉町大蔵860-1 0551-42-2650

山梨県 堤自動車整備工場 山梨県北杜市須玉町大蔵1209 0551-42-2664

山梨県 有限会社 島田交通 山梨県上野原市上野原1781 0554-63-0550

山梨県 中央産業販売（株）　車検のワンダ鳥沢店 山梨県大月市富浜町鳥沢3458-1 0554-26-5012

山梨県 株式会社花田モータース　ホンダカーズ大月 山梨県大月市猿橋町猿橋186 0554-22-0613

山梨県 ホンダカーズ大月　大月店 山梨県大月市猿橋町猿橋１８６ 0554-22-0613

山梨県 ワタナベ自動車修理工場 山梨県大月市猿橋町猿橋249-2 0554-22-0534

山梨県 有限会社 大月タクシー 山梨県大月市猿橋町猿橋1210-2 0554-22-2221

山梨県 株式会社 身延タクシー 山梨県南巨摩郡身延町海平2483-113 0556-62-1251

山梨県 富士観光 有限会社 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1805 055-272-1380

山梨県 河野自動車整備工場 山梨県西八代郡市川三郷町下大鳥居173-1 055-272-4746

山梨県 シックオート 山梨県中央市若宮32-1 055-274-7455

山梨県 タマホ自工（株） 山梨県中央市一町畑381-2 055-273-1991

山梨県 ㈲中澤自動車 山梨県中央市成島1306-2 055-273-0740

山梨県 （株）羽中田自動車工業　田富（営） 山梨県中央市山之神流通団地3-2-2 055-273-5750

山梨県 ㈱グランドスラム甲府店 山梨県中央市山之神3476-1 055-274-5555

山梨県 ＦＯＲＴＩＳ 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1289-4 055-268-0900

山梨県 日産プリンス山梨販売（株）昭和釜無工業団地店 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居７６１－５ 055-275-8523

山梨県 （株）ツルタ　すてないで　昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町押越825 055-275-8101

山梨県 株式会社ツルタ　すてないで　昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町押越825 055-275-8101

山梨県 サトー自動車 山梨県中巨摩郡昭和町西条3853-8 055-275-4225

山梨県 A-motion 山梨県中巨摩郡昭和町西条675 055-268-5155

山梨県 A-motion 山梨県中巨摩郡昭和町西条６７５ 055-268-5155

山梨県 トヨタカローラ山梨㈱昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町西条９９２－１ 055-275-4111

山梨県 グッドスピード 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居３５７ 055-228-8234

山梨県 GOOD　SPEED 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居357 055-228-8234

山梨県 ㈱木次商事　モータース部 山梨県北杜市高根町箕輪新町9-3 0551-47-3733

山梨県 日栄小澤自動車整備工場 山梨県甲府市酒折1丁目7-25 055-233-8686

山梨県 （有）アウトバーン 山梨県韮崎市一ツ谷1844 0551-22-8080
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長野県 長野日産自動車（株）三輪店 長野県長野市三輪9-49-40 026-244-5201

長野県 協和モータース 長野県長野市稲葉1886-5 026-221-6206

長野県 長野日産自動車（株）長野大橋店 長野県長野市川合新田3616-1 026-221-4132

長野県 長野日産自動車（株）中御所店 長野県長野市中御所町4-12 026-228-1123

長野県 有限会社ロクサン自動車 長野県長野市大字富竹854番地 026-296-4743

長野県 桜観光タクシー 株式会社 長野県長野市大字北尾張部756 026-244-3066

長野県 長野日産自動車（株）柳原店 長野県長野市大字小島140 026-243-7313

長野県 長野タクシー 株式会社 長野県長野市北長池467-12 026-256-8840

長野県 有限会社カードックサービス 長野県長野市松岡2丁目19番18号 026-221-6775

長野県 有限会社ワールド自工 長野県長野市松岡2丁目24番26号 026-221-8000

長野県 長野日産自動車（株）東和田店 長野県長野市大字東和田889 026-244-5500

長野県 長野自動車部品株式会社 長野県長野市東和田898-2 026-243-2264

長野県 タイヤ館若槻店 長野県長野市稲田1-7-17 026-241-3663

長野県 長野日産自動車（株）若槻店 長野県長野市若槻東条1106-1 026-295-4123

長野県 (株)小田切車体 レッカースクランブル 長野県長野市松代町東寺尾3178-1 026-278-6508

長野県 アルピコ交通株式会社 整備事業本部アルピコ自工長野事業所 長野県長野市稲里町田牧1300-1 026-286-6661

長野県 株式会社若林 長野県長野市川中島町御厨1517-1 026-284-9366

長野県 長野日産自動車（株）篠ノ井店 長野県長野市川中島町原424-1 026-292-3032

長野県 オートｼｮｯﾌﾟ日米㈱ 長野県長野市稲里１丁目６－５ 0262-84-2845

長野県 長野日産自動車（株）青木島店 長野県長野市青木島4-4-5 026-284-5723

長野県 北信タクシー 株式会社 長野県須坂市金井原1507-1番地 026-245-5453

長野県 長野日産自動車（株）須坂店 長野県須坂市墨坂南1-6-18 026-480-0523

長野県 株式会社 竹内農機 長野県中野市大字吉田2番地6 0269-26-2441

長野県 中野ハイヤー 株式会社 長野県中野市中央1丁目11-2 0269-22-5111

長野県 長野日産自動車（株）中野店 長野県中野市大字江部字田中1305-1 0269-22-2121

長野県 長野日産自動車（株）小諸店 長野県小諸市大字平原字四ツ谷原998-1 0267-22-1740

長野県 片井モータース 長野県佐久市大字伴野1843-1 0267-62-2323

長野県 長野日産自動車（株）南佐久店 長野県佐久市臼田1237-5 0267-82-5323

長野県 (有)ガレージ峰 長野県佐久市臼田1851－3 0267-82-0036

長野県 (有)東商自動車 長野県佐久市北川525-15 0267-82-5960

長野県 (株)オートアールズ小諸店 長野県小諸市滋野甲６５－３ 0267-31-6616

長野県 オートアールズ　小諸店 長野県小諸市滋野甲65-3 0267-31-6616

長野県 ㈲桜井モータース 長野県佐久市甲1951-2 0267-58-3053

長野県 （株）　オートパル佐久浅間 長野県佐久市大字新子田字高師町1403 0267-68-1525

長野県 オートアールズ　佐久インター店 長野県佐久市岩村田北1丁目9-4 0267-68-1123

長野県 (株)オートアールズ佐久インター店 長野県佐久市岩村田北１丁目９－４ 0267-68-1123

長野県 (有)ロードラッツ 長野県佐久市取手町635-13 0267-63-6659

長野県 長野日産自動車（株）佐久店 長野県佐久市大字中込2472-5 0267-62-0550

長野県 ㈲富松自動車整備工場 長野県佐久市大字中込3209-1 0267-67-4474

長野県 ㈲中込自動車センター 長野県佐久市大字中込3226-6 0267-67-4475

長野県 相互自動車株式会社 長野県佐久市中込2180-2 0267-62-3510

長野県 株式会社金沢電機 長野県佐久市中込2241-7 0267-62-2226

長野県 上田モーター商会株式会社 長野県上田市古里８２０ 0268-24-6627

長野県 上田モーター商会(株) 長野県上田市古里820 0268-24-6627

長野県 上田観光自動車 株式会社 長野県上田市中央北1丁目6番35号 0268-22-2012

長野県 菅平観光タクシー 株式会社 長野県上田市中央5丁目13-41 0268-22-8484

長野県 長野日産自動車（株）上田店 長野県上田市常入1-1-63 0268-27-0232

長野県 長野日産自動車（株）上田国分店 長野県上田市国分1-8-2 0268-22-3555

長野県 清水電機工業所 長野県上田市常田3-15-71 0268-24-6283

長野県 (有)渡辺自動車 長野県小県郡長和町古町２４３２－３ 0268-68-2321
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長野県 長野日産自動車（株）上田原店 長野県上田市神畑174-1 0268-27-2332

長野県 有限会社竹内オートカラー 長野県上田市神畑120-1 0268-24-1673

長野県 有限会社信和自動車 長野県千曲市大字屋代907番地 026-272-1491

長野県 更埴観光タクシー 株式会社 長野県千曲市小島3098-12 026-273-2627

長野県 長野日産自動車（株）千曲店 長野県千曲市大字打沢6-1 026-272-1646

長野県 オートメカＦ・Ｋ 長野県佐久市小田井332 0267-66-1234

長野県 長野日産自動車（株）東御店 長野県東御市本海野1785-3 0268-64-5123

長野県 有限会社柳沢モータース 長野県埴科郡坂城町大字上五明１７９８-１ 0268-82-7043

長野県 有限会社ワタリ車体整備工業 長野県千曲市大字内川1320番地2 026-275-2043

長野県 有限会社 飯綱ハイヤー 長野県上水内郡飯綱町倉井2045-5 026-253-7474

長野県 長野日産自動車（株）飯山店 長野県飯山市大字飯山（常盤街道）5267 0269-62-3147

長野県 (株)オートアールズ飯山バイパス店 長野県飯山市静間字郷谷１４１３－２ 0269-63-1110

長野県 オートアールズ　飯山バイパス店 長野県飯山市静間字郷谷1413-2 0269-63-1110

長野県 長野交通 株式会社 長野県飯山市大字蓮字北原213-1 0269-62-7077

長野県 森宮交通 株式会社 長野県下水内郡栄村大字北信3475番地1 0269-87-2736

長野県 折井電池　株式会社 長野県松本市巾上7-10 0263-32-0574

長野県 Ｆ・Ｍ・ＳＫワールド（株） 長野県松本市筑摩４－６－２ 0263-26-2767

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社筑摩店 長野県松本市筑摩3-19-4 0263-25-0005

長野県 松本自動車工業（株） 長野県松本市鎌田1-3-6 0263-25-3430

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　渚店 長野県松本市渚1-7-70 0263-26-6032

長野県 （株）ロイヤルオートサービス　渚工場 長野県松本市渚２丁目９番５号 0263-88-5801

長野県 タイヤガーデントレイス 長野県松本市征矢野1-2-22 0263-25-0304

長野県 （株）ホンダカーズ信州　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　信州　松本インター店 長野県松本市島立453-1 0263-47-8681

長野県 （有）沢村自動車整備工場 長野県松本市蟻ヶ崎6丁目8-2 0263-35-0243

長野県 ㈲神山自動車販売 長野県松本市大字今井字松本道7109-4 0263-58-5349

長野県 （株）トップオートサービス 長野県東筑摩郡山形村5610-29 0263-97-3206

長野県 （株）田中自動車 長野県松本市波田１９０９番地６２ 0263-92-3115

長野県 (株)オートアールズ梓川店 長野県松本市梓川字倭２１３３－１ 0263-78-6200

長野県 オートアールズ　梓川店 長野県松本市梓川字倭2133-1 0263-78-6200

長野県 株式会社CAR PLACE 長野県松本市梓川倭1666-8 0263-50-5047

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社鎌田店 長野県松本市鎌田1-9-13 0263-25-9021

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　茅野店 長野県茅野市中沖1740-3 0266-72-7115

長野県 タイヤ館すわ店 長野県茅野市中沖1-6 0266-82-3441

長野県 八幡商事㈱ 長野県茅野市ちの１０６１ 0266-72-4131

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社茅野店 長野県茅野市本町東5-15 0266-72-7171

長野県 アルピコ交通株式会社 整備事業本部アルピコ自工諏訪事業所 長野県諏訪市赤羽根1-14 0266-56-4634

長野県 （株）ホンダカーズ信州　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　信州　諏訪インター店 長野県諏訪市四賀2402 0266-53-4556

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社諏訪店 長野県諏訪市中洲砂田2918-1 0266-57-0101

長野県 ブルーポイント 長野県諏訪市高島3丁目1201-107 0266-54-6227

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　諏訪店 長野県諏訪郡下諏訪町4658-2 0266-27-3232

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社下諏訪店 長野県諏訪郡下諏訪町湖浜6133-39 0266-27-3505

長野県 （株）郷田鈑金 長野県岡谷市郷田2-1-37 0266-23-2937

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　岡谷店 長野県岡谷市田中町3-6-7 0266-22-6355

長野県 （株）ホンダカーズ信州　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　信州　諏訪湖店 長野県岡谷市長地権現町3-1-1 0266-28-7125

長野県 （株）ホンダカーズ信州　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　信州　Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ飯田 長野県飯田市上郷飯沼1843-1 0265-52-1141

長野県 （株）ホンダカーズ信州　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　信州　飯田中央店 長野県飯田市上郷飯沼1847-1 0265-24-4141

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社飯田上郷店 長野県飯田市上郷飯沼1851 0265-22-1431

長野県 株式会社コクサイ自動車部品 長野県飯田市上郷飯沼３４５９ 0265-22-5566

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　飯田店 長野県飯田市上郷別府3304-1 0265-23-2332

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　羽場店 長野県飯田市羽場坂町2367-18 0265-23-2330
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長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社飯田インター店 長野県飯田市育良町2-2-1 0265-25-8200

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社飯田店 長野県飯田市名古熊2588-1 0265-25-5111

長野県 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 森商店 長野県飯田市鼎切石4766 090-1865-7784

長野県 T&Aオートサービス 長野県下伊那郡喬木村１５８６６ 0265-33-1233 

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　伊那店 長野県伊那市御園81-1 0265-72-7244

長野県 有限会社 白川タクシー 長野県伊那市山寺1752-3 0265-72-5836

長野県 伊那タクシー 株式会社 長野県伊那市坂下3309 0265-76-5111

長野県 株式会社グレート・インターナショナル 長野県伊那市西町5787-5 0265-73-0660

長野県 有限会社 伊那スズキ 長野県伊那市西町4970-8 0265-78-4573

長野県 RGR motors 長野県伊那市前原8268-382 0265-71-7799

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　木曽店 長野県木曽郡木曽町福島2408-1 0264-23-2216

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社木曽店 長野県木曽郡木曽町福島2873 0264-23-2255

長野県 おんたけタクシー 株式会社 長野県木曽郡木曽町福島6168-7 0264-22-2525

長野県 有限会社 立山モータース 長野県大町市平７８８０－１３ 0261-22-7007

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　大町店 長野県大町市大町2888 0261-22-3250

長野県 (株)オートアールズ大町店 長野県大町市常盤字南松原4851-7 0261-26-3511

長野県 オートアールズ　大町店 長野県大町市常磐字南松原4851-7 0261-26-3511

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社松本店 長野県松本市宮田5-5 0263-25-5300

長野県 （有）ウォームハート　サービス工場 長野県松本市野溝東１－１７－3 0263-24-2276

長野県 有限会社ライオンハーツ 長野県松本市石芝4-2-7 0263-29-4343

長野県 アルピコ交通株式会社　整備事業本部 長野県松本市平田東2-1-1 0263-58-3271

長野県 アルピコ交通株式会社 整備事業本部アルピコ自工松本事業所 長野県松本市平田東2-1-2 0263-58-3271

長野県 寿東サービスステーション 長野県松本市大字松原49-6 0263-58-4957

長野県 株式会社 Car－Ｃｈａｎｎｅｌ２６２１ 長野県松本市寿中２－４－２ 0263-86-2621

長野県 （株）ホンダカーズ信州　ＨｏｎｄａＧｌｏｓｓ長野　松本センター 長野県松本市笹賀7191 0263-31-0222

長野県 エボリューション 長野県松本市笹賀８１２３ 0263-87-3723

長野県 （有）縄文自動車 長野県松本市大字笹賀6034 0263-26-5504

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　松本店 長野県松本市村井町北 1-9-66 0263-58-4132

長野県 長野オート販売（株） 長野県松本市村井町北1-2-18 0263-57-7100

長野県 スズキアリーナ松本村井店 長野県松本市村井町南2-1-5 0263-57-5522

長野県 （株）ホンダカーズ信州　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　信州　松本村井店 長野県松本市村井町南4-1-7 0263-59-4141

長野県 （株）ホンダカーズ信州　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　信州　Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ松本村井 長野県松本市村井町南4-1-7 0263-85-3344

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社レクサス松本 長野県松本市村井町南2-14-27 0263-85-5211

長野県 有限会社ＪＦエイラク 長野県塩尻市北小野2985 0266-46-3445

長野県 有限会社　ジェイ・エフ・エイラク 長野県塩尻市北小野２９８５番地 0266-46-3445

長野県 株式会社　マルシン 長野県塩尻市広丘野村角前1984 0263-52-5740

長野県 （有）大信オートボデー 長野県塩尻市広丘野村桔梗ヶ原1788-426 0263-54-3290

長野県 株式会社マルシン 長野県塩尻市広丘野村角前1984 0263-52-5740

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社塩尻店 長野県塩尻市広丘野村957 0263-54-3700

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　塩尻店 長野県塩尻市大字広丘高出2179-2 0263-52-6332

長野県 (株)オートアールズ塩尻インター店 長野県塩尻市広丘高出１６１５－６ 0263-54-7000

長野県 オートアールズ　塩尻インター店 長野県塩尻市広丘高出1615-6 0263-54-7000

長野県 （株）ワールド 長野県塩尻市広丘高出86-1 0263-53-5700

長野県 （有）ムラカミ自動車 長野県塩尻市大字広丘高出1569-2 0263-52-0229

長野県 塩尻市農協中央工機整備工場 長野県塩尻市大字広丘高出1828 0263-54-0011

長野県 ブリヂストンリテール長野(株)タイヤ館 塩尻 長野県塩尻市広丘高出渋沢１７１１－１ 0263-51-1880

長野県 （有）ナカハラオートサービス 長野県塩尻市広丘郷原１１０３－１ 0263-51-6807

長野県 (有)ナカハラオートサービス工場 長野県塩尻市広丘郷原1103-1 0263-51-6807

長野県 ガレージ・タチ 長野県塩尻市広丘堅石2146-245 0263-53-7853
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長野県 （有）田中モータース 長野県塩尻市大字塩尻町400-12 0263-52-0631

長野県 (有)田中モータース 長野県塩尻市塩尻町400-12 0263-52-0631

長野県 （有）日之出モータース 長野県塩尻市大門5-16-26 0263-52-0535

長野県 美勢タクシー 株式会社 長野県塩尻市大門一番町3-3 0263-52-1280

長野県 ガレージ　ワークス 長野県塩尻市大門幸町８－１ 0263-51-5588

長野県 高砂鈑金塗装工場 長野県塩尻市大門1057-3 0263-52-2981

長野県 （株）中信自動車整備工場 長野県塩尻市大門桔梗町10-15 0263-52-0936

長野県 （株）ロイヤルオートサービス　本社工場 長野県松本市庄内３丁目３番１０号 0263-27-7780

長野県 高森自動車整備工場 長野県下伊那郡高森町上市田645-6 0265-35-3630

長野県 有限会社スギヤマ自動車電機 長野県下伊那郡松川町上片桐4627-1 0265-36-4747

長野県 セブン自動車 有限会社 長野県上伊那郡飯島町飯島1114番地 0265-86-3145

長野県 (株)オートアールズ駒ヶ根バイパス店 長野県駒ヶ根市下市場１０－１０ 0265-82-7788

長野県 オートアールズ　駒ヶ根バイパス店 長野県駒ヶ根市下市場10-10 0265-82-7788

長野県 赤穂タクシー 有限会社 長野県駒ヶ根市中央１７－１８ 0265-83-5221

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　駒ヶ根店 長野県駒ヶ根市赤穂4889-4 0265-83-4132

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社駒ヶ根店 長野県上伊那郡宮田村5197-1 0265-85-2929

長野県 宮田タクシー 有限会社 長野県上伊那郡宮田村3223-5 0265-85-2130

長野県 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）ホンダカーズ信州　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　信州　伊那東店 長野県上伊那郡南箕輪村324-1 0265-78-3141

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社箕輪店 長野県上伊那郡南箕輪村久保45-1 0265-76-0101

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社伊那店 長野県上伊那郡南箕輪村字神子柴7404 0265-72-4121

長野県 有限会社ミノルモータース 長野県上伊那郡南箕輪村８０－７ 0265-78-7117

長野県 株式会社信州輸入タイヤ 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪３０１０－１ 0265-79-4300 

長野県 光自動車 長野県塩尻市大字洗馬2280-2 0263-52-1913

長野県 洗馬農業協同組合機械化センター 長野県塩尻市大字洗馬2594-1 0263-54-2471

長野県 中井自動車（株） 長野県安曇野市明科中川手２１５０番地１ 0263-62-0008

長野県 （株）ホンダカーズ信州　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　信州　豊科店 長野県安曇野市豊科南穂高754-1 0263-88-2545

長野県 大倉自動車 長野県安曇野市三郷温９７０－５ 0263-76-4888

長野県 （株）光オート 長野県安曇野市豊科472-16 0263-73-8927

長野県 西山自動車 長野県安曇野市豊科4932-26 0263-72-2506

長野県 カーショップ　アズミ 長野県安曇野市豊科5832 0263-72-2713

長野県 グリーンオート安曇野有明店 長野県安曇野市穂高有明10292-1 0263-88-2180

長野県 有賀自研工業 長野県安曇野市穂高有明6938-2 0263-83-2522

長野県 長野日産自動車（株）日産サティオ松本　穂高店 長野県安曇野市穂高985 0263-82-5520

長野県 （株）穂高自動車 長野県安曇野市穂高1450-1 0263-82-2606

長野県 （株）ホンダカーズ信州　Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　信州　安曇野店 長野県安曇野市穂高2472-1 0263-82-3220

長野県 （有）信公自動車工業 長野県安曇野市穂高5627-3 0263-82-2180

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社安曇野店 長野県安曇野市穂高1451-9 0263-82-3528

長野県 ＮＴＰトヨタ信州株式会社穂高店 長野県安曇野市穂高1481-1 0263-82-5000

岐阜県 （株）フルタ 岐阜県岐阜市織田塚町1-12-1 058-246-1551

岐阜県 ガレージインターネット 岐阜県岐阜市祈年町１０－５０ 058-248-7586 

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　Ｕーｓｅｌｅｃｔ岐阜東店 岐阜県岐阜市北一色3-13-2 058-240-4115

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　Ｕーｓｅｌｅｃｔ岐阜東 岐阜県岐阜市北一色3-13-2 058-240-4115

岐阜県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　岐阜中央　北一色店 岐阜県岐阜市北一色3丁目10番1号 058-247-8118

岐阜県 オートランド岐阜東 岐阜県岐阜市細畑1丁目2番19号 058-248-2831

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　茜部店 岐阜県岐阜市茜部中島3-75-1 058-273-6233

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　茜部店 岐阜県岐阜市茜部中島3-75-1 058-273-6233

岐阜県 GARAGE　BE　QUICK 岐阜県岐阜市東鶉1-7 058-275-3894

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　宇佐店 岐阜県岐阜市宇佐東町16-23 058-272-0727

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　宇佐店 岐阜県岐阜市宇佐東町16-23 058-272-0727
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岐阜県 ホンダカーズ岐阜　Ｕーｓｅｌｅｃｔ岐阜県庁前店 岐阜県岐阜市市橋3-5-17 058-271-6800

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　Ｕーｓｅｌｅｃｔ岐阜県庁前 岐阜県岐阜市市橋3-5-17 058-271-6800

岐阜県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　岐阜中央　河渡店 岐阜県岐阜市河渡3丁目32番地 058-255-4133

岐阜県 フォード岐阜 岐阜県岐阜市西河渡2-5 058-254-0330

岐阜県 カーサロン林整備　株式会社 岐阜県岐阜市鏡島精華１丁目２番６号 058-251-8748

岐阜県 株式会社ｶｶﾞｼﾏ自動車ｾﾝﾀｰ 岐阜県岐阜市大菅南13番25号 058-253-0300

岐阜県 有限会社廣瀬自動車 岐阜県瑞穂市野田新田4115番地の1 058-326-6648

岐阜県 藤倉自動車㈱本巣店 岐阜県本巣市上保760番地1 058-213-5523

岐阜県 イチジン 岐阜県本巣市仏生寺838-1 090-2611-9180

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　北方店 岐阜県本巣郡北方町高屋字紙木原道西1321 058-322-6255

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　北方店 岐阜県本巣郡北方町高屋字紙木原道西1321 058-322-6255

岐阜県 有限会社 川瀬モータース サービス工場 岐阜県揖斐郡大野町瀬古20番地1 0585-35-2028

岐阜県 杉本整備株式会社 岐阜県本巣市曽井中島1353 0581-34-3173

岐阜県 (有)タカセ自販 岐阜県関市武芸川町跡部1133 0575-36-1167

岐阜県 有限会社オートショップムトー 岐阜県関市洞戸阿部1481-2 0581-58-8583

岐阜県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　岐阜中央　関下有知店 岐阜県関市下有知字前洞新田51番地7 0575-21-5333

岐阜県 関タクシー 株式会社 岐阜県関市栄町1-53 0575-22-2130

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　関円保通店 岐阜県関市円保通1-6-22 0575-22-4011

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　関円保通店 岐阜県関市円保通1-6-22 0575-22-4011

岐阜県 早川自動車 岐阜県関市弥生町4丁目2-24 0575-24-8324

岐阜県 古川電装　 岐阜県関市小屋名1037-2 0575-28-3915

岐阜県 有限会社林モータース 岐阜県 関市古屋敷町8-1 0575-22-1258

岐阜県 郡上タクシー 株式会社 岐阜県郡上市八幡町島谷1460-1 0575-65-3155

岐阜県 郡上丸池電機株式会社 岐阜県郡上市八幡町稲成998 0575-67-0180

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　岐南店 岐阜県羽島郡岐南町上印食6-86 058-245-9008

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　岐南店 岐阜県羽島郡岐南町上印食6-86 058-245-9008

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丁目22-2 058-247-1888

岐阜県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　岐阜中央　柳津店 岐阜県岐阜市柳津町蓮池2丁目3番地 058-388-7121

岐阜県 ジェームス柳津店 岐阜県岐阜市柳津町丸野3丁目3-6 058-388-7177

岐阜県 スズキアリーナ羽島インター 岐阜県羽島市江吉良町2939ﾊﾞﾛｰ羽島ｲﾝﾀｰ店内 058-397-0122

岐阜県 カーショップ１番 岐阜県岐阜市粟野東５丁目256番地 058ｰ237ｰ1151

岐阜県 有限会社ヤマダ俱楽部 岐阜県岐阜市粟野東4丁目283番地 058-237-1636

岐阜県 有限会社小湊自動車工業 岐阜県岐阜市岩崎2丁目1-3 058-215-0185

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　長良店 岐阜県岐阜市長良西野前56-1 058-233-7555

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　長良店 岐阜県岐阜市長良西野前56-1 058-233-7555

岐阜県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　岐阜中央　長良北店 岐阜県岐阜市上土居1丁目7番5号 058-295-0885

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　正木店 岐阜県正木中3-12-18 058-231-7121

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　正木店 岐阜県岐阜市正木中3-12-18 058-231-7121

岐阜県 有限会社新生自動車 岐阜県大垣市東町1丁目208 0584-82-7668

岐阜県 株式会社　プライド 岐阜県大垣市今宿2丁目153-1 058-474-1119

岐阜県 株式会社名神 岐阜県大垣市安井町6丁目4 0584-81-3274

岐阜県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　岐阜中央　大垣禾森店 岐阜県大垣市禾森町6丁目34番 0584-77-6203

岐阜県 中部交通 株式会社 岐阜県大垣市日の出町2-1 0584-81-6303

岐阜県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　大垣中央　船町店　株式会社ホンダファミリーテラダ 岐阜県大垣市南切石町2丁目55 0584-81-6227

岐阜県 イビデン産業株式会社　整備ｾﾝﾀｰ大垣ｲﾝﾀｰ工場 岐阜県大垣市浅草１丁目269番地の1 0584-89-2020

岐阜県 株式会社ホンダカーズ大垣南 岐阜県大垣市割田町525-1 0584-89-2404

岐阜県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　大垣南　青柳店　株式会社ホンダカーズ大垣南 岐阜県大垣市割田町525-1 0584-89-2404

岐阜県 （株）松岡モータース 岐阜県大垣市静里町1015-4 0584-91-3053

岐阜県 ジェームス大垣長松店 岐阜県大垣市長松町鼠原848-6 0584-93-1321

岐阜県 養南自動車株式会社 岐阜県養老郡養老町一色1290 0584-32-3219
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岐阜県 有限会社たかぎ自動車 岐阜県養老郡養老町大跡839-1 0584-32-3586

岐阜県 Grates 岐阜県養老郡養老町船附1309 0584-84-4622

岐阜県 （株）スカイネットワークコーポレーション　本社 岐阜県大垣市草道島町８４－３ 0584-72-1050

岐阜県 サンクスオート松岡 岐阜県大垣市池尻町909 058-471-4408

岐阜県 オーバーテイク 岐阜県揖斐郡池田町本郷442-15 0585-45-8883

岐阜県 有限会社 廣瀬自動車 岐阜県各務原市蘇原野口町2丁目9番地 058-383-5011

岐阜県 ＦＬＣスズキ各務原 岐阜県各務原市蘇原六軒町1丁目1 058-380-5023

岐阜県 ジェームス各務原インター店 岐阜県各務原市小佐野町 1-18 058-380-0611

岐阜県 株式会社ウェルハート 岐阜県美濃加茂市野笹町1丁目7-6 0574-24-2313

岐阜県 コクピット248 岐阜県美濃加茂市西町6丁目3-4 0574-27-3123

岐阜県 （株）加茂野自動車工業 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1553-4 0574-26-5517

岐阜県 （株）昭和電機 岐阜県高山市下岡本町1229-13 0577-33-0310

岐阜県 有限会社カーポートホソエ 岐阜県高山市下岡本町３０１８－１ 0577-32-5107

岐阜県 株式会社ＦＲＯＧ　ＡＵＴＯ 岐阜県高山市下岡本町992番地 0577-33-2340

岐阜県 山都自動車 株式会社 岐阜県高山市昭和町1-314 0577-32-2323

岐阜県 ＨＩＴ　CAR　LIFE　ADVESER 岐阜県高山市清見町坂下584番地　 090-3481-3787

岐阜県 タイヤマート24　三福寺店 岐阜県高山市三福寺町374-1 0577-37-1211

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　高山石浦店 岐阜県高山市石浦町5-479 0577-32-6355

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　高山石浦店 岐阜県高山市石浦町5-479 0577-32-6355

岐阜県 (株)ＯＲＢＩＴＡＬ 岐阜県高山市石浦町1-73-2 090-3258-9271

岐阜県 株式会社アトミックオートサービス 岐阜県高山市石浦町５－２２９ 0577-37-1471

岐阜県 ジェームス多治見店 岐阜県多治見市小田町6丁目1－4 0572-56-5531

岐阜県 株式会社 コミュニティタクシー 岐阜県多治見市大原町5-99-3 0572-20-1166

岐阜県 ＪＡひがしみの自動車センター 岐阜県中津川市下野89-1 0573-72-3080

岐阜県 株式会社八高 岐阜県中津川市下野333番地1 0573-67-9155

岐阜県 付知ボデー工業 岐阜県中津川市付知町7698-5 0573-82-4383

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 ホンダカーズ岐阜　鵜沼店 岐阜県各務原市鵜沼西町3-6-1 058-370-0555

岐阜県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　岐阜中央　鵜沼西店 岐阜県各務原市鵜沼西町1丁目651番地の1 058-384-1122

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　鵜沼店 岐阜県各務原市鵜沼西町3-6-1 058-370-0555

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　各務原Ｒ２１店 岐阜県各務原市鵜沼各務原町1-209-1 058-370-4171

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　各務原Ｒ２１店 岐阜県各務原市鵜沼各務原町1-209-1 058-370-4171

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　可児下恵土店 岐阜県可児市下恵土宮前5647 0574-63-5822

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　可児下恵土店 岐阜県可児市下恵土宮前5647 0574-63-5822

岐阜県 土岐三菱自動車販売(株)可児店 岐阜県可児市下恵土5775 0574-62-7511

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　可児広見店 岐阜県可児市広見字森下2329-1 0574-61-2277

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　可児広見店 岐阜県可児市広見字森下2329-1 0574-61-2277

岐阜県 (有)サワノオート　　　 岐阜県可児市下切５３２－３ 0574-60-5033

岐阜県 有限会社村井自動車 岐阜県加茂郡七宗町川並523番地の5 0574-48-1228

岐阜県 有限会社ダイヘイオート 岐阜県 加茂郡白川町坂ノ東5477-1 0574-75-2755

岐阜県 ㈱竹腰モータース 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東４１２８－４ 0574-75-2011

岐阜県 ㈱中井自動車 岐阜県高山市一之宮町3443 0577-53-2590

岐阜県 株式会社中井自動車 岐阜県高山市一之宮町3443 0577-53-2590

岐阜県 有限会社松井バッテリー 岐阜県飛騨市古川町朝開町608番地 0577-73-3383

岐阜県 有限会社カーデンソーコクブ 岐阜県土岐市肥田浅野双葉町2-1-4 0572-54-8100

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　土岐店 岐阜県土岐市泉大島町5-8 0572-55-4611

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　土岐店 岐阜県土岐市泉大島町5-8 0572-55-4611

岐阜県 阿庄石油(株) 岐阜県土岐市下石阿庄町4-8 0572-57-7732

岐阜県 (株)井澤自動車 岐阜県瑞浪市寺河戸町1239-2 0572-67-2188

岐阜県 オートサービスＫＯＪＩＭＡ 岐阜県恵那市大井町2582-1 0573-59-9155
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岐阜県 豊タクシー 株式会社 岐阜県恵那市大井町245-7 0573-25-5289

岐阜県 有限会社川井電装 岐阜県恵那市明智町大田990-1 0573-54-2843

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　中津川西店 岐阜県中津川市茄了川字堤下2077-139 0573-68-2448

岐阜県 ホンダカーズ岐阜　中津川西店 岐阜県中津川市茄子川字堤下2077-139 0573-68-2448

静岡県 ネッツトヨタ浜松　静岡店 静岡県静岡市駿河区手越原168番地  054-259-1271

静岡県 ネッツトヨタ浜松　吉田店 静岡県榛原郡吉田町住吉690番地  0548-32-1291

静岡県 ネッツトヨタ浜松　焼津店 静岡県焼津市柳新屋724番地の7  054-626-0222

静岡県 ネッツトヨタ浜松　藤枝東店 静岡県藤枝市仮宿1655番地の1  054-644-3988

静岡県 ネッツトヨタ浜松　藤枝店 静岡県藤枝市上青島484番地  054-641-3026

静岡県 ネッツトヨタ浜松　みなみ店 静岡県浜松市南区寺脇町728番地  053-442-3531

静岡県 ネッツトヨタ浜松　湖西店 静岡県湖西市新居町中之郷2274番地  053-594-1355

静岡県 ネッツトヨタ浜松　有玉店 静岡県浜松市東区有玉北町531番地  053-435-3831

静岡県 ネッツトヨタ浜松　浜松店 静岡県浜松市中区森田町16番地  053-453-5711

静岡県 ネッツトヨタ浜松　志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂１丁目40番41号  053-445-3391

静岡県 ネッツトヨタ浜松　高台店 静岡県浜松市中区葵東2丁目18番5号  053-436-2511

静岡県 ネッツトヨタ浜松　浜北店 静岡県浜松市浜北区新原6540番地  053-584-6262

静岡県 ネッツトヨタ浜松　宮竹店 静岡県浜松市東区宮竹町623番地  053-464-0931

静岡県 ネッツトヨタ浜松　ﾈｯﾂﾗﾝﾄﾞU-掛川 静岡県掛川市大池385番地  0537-24-5221

静岡県 ネッツトヨタ浜松　掛川店 静岡県 掛川市成滝405番地  0537-22-7177

静岡県 ネッツトヨタ浜松　袋井店 静岡県袋井市川井1005番地の2  0538-43-5311

静岡県 ネッツトヨタ浜松　小笠店 静岡県菊川市高橋3926番地  0537-73-6191

静岡県 ネッツトヨタ浜松　磐田店 静岡県磐田市鳥之瀬89番地  0538-32-2255

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 沼津店 静岡県沼津市大岡１５２７－１ 055-952-5200

静岡県 東海三菱自動車販売株式会社沼津大岡店 静岡県沼津市大岡二ツ谷町1508 055-963-3993

静岡県 静岡トヨペット 沼津平町店 静岡県沼津市平町２５番１号 055-963-6111

静岡県 静岡トヨペット 沼津バイパスみどりが丘店 静岡県沼津市緑ヶ丘１０番７号 055-925-7111

静岡県 ネッツトヨタ静岡株式会社 静岡県沼津市本丸子町752－6 055-962-9512

静岡県 米谷自動車 静岡県沼津市下香貫七面１１８０－２ 055-934-0101

静岡県 株式会社　志村自動車 静岡県沼津市西間門64-1 055-955-7123

静岡県 （株）　イータス 静岡県沼津市小諏訪903-2 055-929-9710

静岡県 有限会社カーパラダイス沼津 静岡県沼津市松長778 055-968-2211

静岡県 静岡トヨペット 裾野店 静岡県裾野市深良１５５番地 055-992-2121

静岡県 株式会社　カーテック　フジ 静岡県裾野市今里427-7 055-997-2633

静岡県 株式会社 三ッ輪交通自動車 静岡県裾野市御宿244-2 055-992-2152

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 裾野店 静岡県裾野市水窪１１９－１１ 055-993-1231

静岡県 小山自動車整備工場 静岡県駿東郡小山町菅沼367-4 0550-76-0337

静岡県 小山スズキ販売（株） 静岡県駿東郡小山町菅沼771-1 0550-76-0425

静岡県 株式会社　北郷自動車 静岡県駿東郡小山町用沢404-4 0550-78-0336

静岡県 有限会社　棚頭整備工場 静岡県駿東郡小山町棚頭1200 0550-78-0847

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 大仁店 静岡県伊豆の国市御門５３－１ 0558-76-5656

静岡県 静岡トヨペット 大仁店 静岡県伊豆の国市神島４３番地 0558-76-3333

静岡県 カノガワ自工　有限会社 静岡県伊豆市熊坂353-1 0558-72-5545

静岡県 株式会社木下自動車工業 静岡県三島市青木146-9 055-975-9112

静岡県 静岡トヨペット 三島店 静岡県三島市南二日町２番２号 055-971-2111

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 三島店 静岡県三島市三好町２８６－２ 055-981-1855

静岡県 ㈱TRUST 静岡県御殿場市北久原４３６－１ 0550-78-7750

静岡県 杉山輪業 静岡県御殿場市六日市場2-1 0550-82-1038

静岡県 マイティーガレージ 静岡県御殿場市山の尻1043-1 0550-83-4948

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 駿河自動車整備　株式会社 静岡県御殿場市東山646-3 0550-83-4065
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静岡県 有限会社　ワールド自動車 静岡県御殿場市神山1925-270 0550-87-3900

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 御殿場店 静岡県御殿場市竈１３－１ 0550-83-1321

静岡県 有限会社　園田自動車商会 静岡県御殿場市茱萸沢70-1 0550-89-1266

静岡県 御殿場自動車整備事業協同組合 静岡県御殿場市萩原1418 0550-83-2110

静岡県 東海三菱自動車販売株式会社御殿場店 静岡県御殿場市萩原1438-1 0550-82-2112

静岡県 ホンダショップ御殿場 静岡県御殿場市川島田145-1 0550-83-9878

静岡県 静岡トヨペット 御殿場店 静岡県御殿場市川島田１５０番地 0550-82-2761

静岡県 鬼頭モータース 静岡県御殿場市川島田501-17 0550-82-0073

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 熱海店 静岡県熱海市梅園町３０－６ 0557-82-3131

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 伊東店 静岡県 伊東市川奈１２５６－１８ 0557-45-1212

静岡県 静岡トヨペット 伊東店 静岡県伊東市吉田１０２３番の１１ 0557-45-4611

静岡県 東海三菱自動車販売株式会社伊東店 静岡県伊東市吉田字柳畑715 0557-45-1188

静岡県 ホンダカーズ伊東南 静岡県伊東市荻574-27 0557-45-2133

静岡県 カーショップゴールドウイング 静岡県下田市五丁目6-6 0558-25-0250

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 下田店 静岡県下田市吉佐美９１８－１ 0558-22-3630

静岡県 静岡トヨペット 下田店 静岡県下田市西本郷１丁目１０番３７号 0558-22-6111

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 岳南自動車㈱修理工場 静岡県富士市本町12番4号 0545-63-3221

静岡県 岳南自動車株式会社 静岡県富士市元町14-20 0545-63-3221

静岡県 有限会社昭和オートリペア 静岡県富士市依田橋103-1 0545-52-2630

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 富士店 静岡県富士市青島町２７３ 0545-53-6311

静岡県 東海三菱自動車販売株式会社富士中央店 静岡県富士市永田町2-39 0545-52-6581

静岡県 静岡トヨペット 富士店 静岡県富士市日の出町４４番地の１ 0545-53-3536

静岡県 静岡トヨペット 富士伝法店 静岡県富士市伝法１０１５番地 0545-71-3111

静岡県 東海三菱自動車販売株式会社富士伝法店 静岡県富士市伝法905 0545-71-3377

静岡県 有限会社エスジーエフ 静岡県富士市大淵2755-16 0545-36-0982

静岡県 シンフジハイヤー 株式会社 静岡県富士市三ツ沢253-1 0545-21-4511

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 富士宮店 静岡県富士宮市舞々木町１００ 0544-24-3131

静岡県 静岡トヨペット 富士宮店 静岡県富士宮市舞々木町１２番地の２ 0544-24-0111

静岡県 ジェームス富士宮店 静岡県富士宮市浅間町7-3 0544-21-1122

静岡県 株式会社　桂巻商会 静岡県富士宮市弓沢町82 0544-27-2990

静岡県 有限会社テラダモータース 静岡県富士宮市東町10-1 0544-26-2657

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 函南店 静岡県田方郡函南町塚本２４２－５ 055-979-4711

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 厚原店 静岡県富士市厚原１０７－２ 0545-72-0888

静岡県 有限会社　鈴木自動車工業 静岡県富士市久沢196 0545-71-3099

静岡県 水上自動車商会 静岡県静岡市葵区井宮町134-2 054-271-5772

静岡県 有限会社加藤モータース 静岡県静岡市葵区駒形通5丁目8-6 054-252-6261

静岡県 シムラ自動車株式会社 静岡県静岡市葵区南田町1-32 054-255-7800

静岡県 株式会社　ゴーゴー 静岡県静岡市葵区新富町4-12-11 054-266-9892

静岡県 佐藤オートサービス 静岡県静岡市葵区古庄2-9-7 054-261-4469

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 長沼店 静岡県静岡市葵区長沼南７－１０ 054-262-2111

静岡県 千代田タクシー 株式会社 静岡県静岡市葵区東千代田3丁目8-1 054-261-0358

静岡県 さくらタクシー 株式会社 静岡県静岡市駿河区中吉田４６－７ 054-297-3615

静岡県 ホンダカーズ葵西　宮ケ崎店 静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町93-6 054-255-5538

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 平和店 静岡県静岡市葵区平和1丁目６－１７ 054-253-8866

静岡県 オートライフ 静岡県静岡市葵区平和1丁目5-20 054-273-5088

静岡県 竜南自動車商会 静岡県静岡市葵区瀬名中央1-7-48 054-261-2967

静岡県 静岡トヨペット 静岡いろは店 静岡県静岡市葵区新伝馬１丁目４番６１号 054-255-1680

静岡県 静岡トヨペット 静岡長沼店 静岡県静岡市葵区長沼６１１番地 054-261-4111

静岡県 ホンダカーズ葵西　東新田店 静岡県静岡市駿河区東新田4-9-46 054-259-8550
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静岡県 静岡石油　株式会社 静岡県静岡市駿河区下川原3丁目1-1 054-259-3185

静岡県 株式会社　トップロード 静岡県静岡市駿河区下川原6丁目26－20 054-268-5300

静岡県 有限会社　西村自動車 静岡県静岡市駿河区広野1丁目18-17 054-258-6408

静岡県 MKガレージ　 静岡県静岡市駿河区広野４丁目８－２３ 054-266-9293

静岡県 有限会社ウエップス 静岡県静岡市駿河区広野3-15-23 054-256-2181

静岡県 八木オートサービス 静岡県静岡市駿河区用宗小石町1-19 054-204-2554

静岡県 有限会社 小泉タクシー 静岡県焼津市上新田88 054-622-0086

静岡県 （株）　石田自動車 静岡県榛原郡吉田町片岡2142-8 0548-32-5825

静岡県 株式会社　石田自動車 静岡県榛原郡吉田町片岡2142-8 0548-32-5825

静岡県 日之出自動車工業　株式会社 静岡県榛原郡吉田町神戸1178 0548-32-1235

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 榛原店 静岡県牧之原市細江１８５ 0548-22-6666

静岡県 静岡トヨペット 榛原静波店 静岡県牧之原市静波２１２８番地１ 0548-22-2831

静岡県 株式会社　カーズ牧之原 静岡県牧之原市黒子168－3 0548-54-0363

静岡県 有限会社　日ノ出モータース 静岡県牧之原市落居215-1 0548-58-0450

静岡県 有限会社　森崎モータース 静岡県藤枝市岡部町内谷644-7 054-667-0076

静岡県 山崎自動車 静岡県静岡市葵区新間313-1 054-278-5634

静岡県 株式会社　大川井自動車 静岡県静岡市葵区羽鳥3丁目23-19 054-278-1868

静岡県 株式会社　カルゴ 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2061 054-276-1520

静岡県 芝田自動車 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2174 054-278-3335

静岡県 小澤モータース 静岡県静岡市葵区牧ケ谷2429 054-278-0862

静岡県 株式会社　沖自動車 静岡県静岡市葵区福田ヶ谷473 054-294-9936

静岡県 株式会社スギセキ　カクサ美和給油所 静岡県静岡市葵区与左衛門新田69-1 054-296-0081

静岡県 望月モータース 静岡県静岡市清水区由比東山寺21-1 054-375-3905

静岡県 東海三菱自動車販売株式会社 静岡県静岡市駿河区中吉田14-37 054-261-4334

静岡県 静清自動車 静岡県静岡市駿河区曲金5丁目6-35 054-281-5227

静岡県 有限会社　誠光自動車工業 静岡県静岡市駿河区豊田2丁目5-23 054-282-3509

静岡県 有限会社クマキリ自動車販売 静岡県静岡市駿河区豊田3丁目4-20 054-285-2227

静岡県 山河モータース 静岡県静岡市駿河区登呂1-16-41 054-285-0329

静岡県 芦澤自動車工業 静岡県静岡市駿河区登呂1-16-5 054-285-7485

静岡県 (有)タームズオート 静岡県静岡市駿河区宮竹1-11-2 054-238-7138

静岡県 東海三菱自動車販売株式会社SBS通り中田店 静岡県静岡市駿河区中田4-10-19 054-281-1200

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） レクサス静岡駿河 静岡県 静岡市駿河区石田１丁目２－２４ 054-285-0115

静岡県 有限会社　エスティーケー共和自動車工業 静岡県静岡市駿河区中島788-1 054-287-5844

静岡県 静岡トヨペット 静岡南店 静岡県静岡市駿河区中村町１３２番地の１ 054-286-2101

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 静岡インター店 静岡県静岡市駿河区中村町３２０－１ 054-281-7277

静岡県 有限会社進栄自動車 静岡県静岡市駿河区中村町397 054-281-2569

静岡県 有限会社　ＲＳモーター 静岡県静岡市駿河区西中原1-5-30 054-288-4567

静岡県 株式会社 富士富 静岡県静岡市清水区袖師町535-1 054-366-6279

静岡県 株式会社富士富 静岡県静岡市清水区袖師町535-1 054-366-6279

静岡県 大甲自動車工業　株式会社 静岡県静岡市清水区東大曲町6-20 054-366-4185

静岡県 株式会社　エイシス 静岡県静岡市清水区渋川3-14-20 054-346-1142

静岡県 源平モータース 静岡県静岡市清水区渋川3-2-2 054-345-6591

静岡県 本多モータース 静岡県静岡市清水区長崎新田117 0543-45-6189

静岡県 静岡トヨペット 清水東名店 静岡県静岡市清水区庵原町１３４番地の３ 054-364-4111

静岡県 （株）渡辺モータース商会 静岡県静岡市清水区小島町59-1 054-393-2129

静岡県 有限会社　小島モータース 静岡県静岡市清水区小島町747-21 054-393-2012

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 清水店 静岡県静岡市清水区天神２丁目２－４ 054-366-2121

静岡県 株式会社　オートプラザヤヒロ 静岡県静岡市清水区入江3-9-17 054-361-1200

静岡県 静岡トヨペット 清水桜橋店 静岡県静岡市清水区春日1丁目４番１０号 054-353-5201

静岡県 北戸電装サービス 静岡県静岡市清水区神田町18-20 054-353-4886
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静岡県 ヒノデネット株式会社 静岡県静岡市清水区宮加三324番地の2 054-334-1540

静岡県 株式会社　ＡＣＬパドック 静岡県静岡市清水区村松330-6 054-334-5888

静岡県 有限会社　トップカーサービス 静岡県静岡市清水区村松86-1 054-335-0539

静岡県 株式会社　松浦商会 静岡県静岡市清水区村松原1-2-36 054-334-1752

静岡県 望月自動車販売　株式会社 静岡県静岡市清水区清水町3-4 054-395-9999

静岡県 株式会社田辺電機 静岡県焼津市小川3203-2 054-624-2327

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　焼津石津店 静岡県焼津市石津88 054-624-4936

静岡県 辰巳自動車 静岡県焼津市石津港町21-1 054-624-8621

静岡県 静岡トヨペット 焼津大富店 静岡県焼津市祢宜島６１５番地 054-624-0121

静岡県 キューリン自動車 静岡県焼津市田尻1354-1 054-624-7831

静岡県 Ｋ・ＦＡＣＴＯＲＹ・ＣＡＲＳ 静岡県焼津市本中根730-2 054-624-4100

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 焼津店 静岡県 焼津市大島６７３ 054-624-4711

静岡県 有限会社　オーケーオートサービス 静岡県焼津市大覚寺139-1 054-629-8299

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） ＵーＣａｒ焼津 静岡県焼津市大覚寺１丁目２－７ 054-626-2221

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　焼津八楠店 静岡県焼津市八楠3-18-2 054-626-0811

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 藤枝東店 静岡県藤枝市仮宿１６７７－１ 054-643-7777

静岡県 駿遠三菱自動車販売　株式会社 静岡県藤枝市水守1丁目19-34 054-643-5333

静岡県 Ｓーｎｅｔ静岡株式会社　ＤＤセルフ藤枝藤岡給油所 静岡県藤枝市藤岡5丁目15-25 054-645-3676

静岡県 ＪＡ大井川シャネン株式会社　東部車両センター 静岡県藤枝市立花1丁目19-2 054-647-6400

静岡県 有限会社　原木自動車 静岡県藤枝市五十海3-13-16 054-643-5070

静岡県 株式会社　マスダ自動車 静岡県藤枝市稲川804-5 054-641-2594

静岡県 静岡トヨペット 藤枝築地店 静岡県藤枝市築地４００番１ 054-647-5555

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　藤枝青島店 静岡県藤枝市上青島306-2 054-643-2911

静岡県 株式会社ナリタ　ナリタオートショップ 静岡県藤枝市上青島365-3 054-646-7002

静岡県 静岡トヨペット 藤枝店 静岡県藤枝市上青島５３６番地 054-641-5141

静岡県 （株）ＶＥＮＵＳ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 静岡県藤枝市青木２丁目７－６ 054-646-8172

静岡県 有限会社　桑原モータース 静岡県藤枝市青木2丁目13-8 054-641-2418

静岡県 有限会社桑原モータース 静岡県藤枝市青木2-13-8 054-641-2418

静岡県 まるせい自動車株式会社 静岡県藤枝市高柳2-14-21 054-635-1605

静岡県 シフト　ＳＨＩＦＴ　鈴木社長 静岡県藤枝市高柳1996-1 054-668-9395

静岡県 有限会社　志太自動車工業 静岡県藤枝市兵太夫495 054-635-2663

静岡県 株式会社ビーエスエム 静岡県藤枝市青南町５丁目１０－２９ 054-637-0007

静岡県 株式会社　ビーエスエム 静岡県藤枝市青南町5丁目10-29 054-637-0007

静岡県 ＡＵＴＯ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＹＯＫＯＹＡＭＡ 静岡県藤枝市志太4-9-38 054-646-2266

静岡県 ＡＵＴＯ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＹＯＫＯＹＡＭＡ 静岡県藤枝市志太4-9-38 054-646-2266

静岡県 株式会社　ウェイ・カワモリ 静岡県藤枝市水上1-44 054-643-2551

静岡県 ＡｕｔｏＲａｄｕｎｏ　オートラデューノ 静岡県藤枝市水上７－４ 054-631-6511

静岡県 有限会社カー牧場　藤枝 静岡県藤枝市水上５６ 054-646-4070

静岡県 有限会社カー牧場　リベロ 静岡県藤枝市水上５６ 054-646-4343

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 藤枝店 静岡県藤枝市内瀬戸５２３ 054-641-0303

静岡県 株式会社カードクターアンディ 静岡県藤枝市谷稲葉１２３　 054-270-3553

静岡県 ＲＵＮＣＡＲＳ 静岡県藤枝市堀之内1-8-2 054-631-9155

静岡県 有限会社　カーショップ落合 静岡県島田市野田1048-1 0547-35-2281

静岡県 サカイ産業（株）　自動車事業部 静岡県島田市御請219-1 0547-36-2131

静岡県 有限会社　大池モータース商会 静岡県島田市稲荷3丁目12-10 0547-36-0353

静岡県 株式会社　ダイワ自動車 静岡県島田市中央町13-5 0547-36-1229

静岡県 島田モーターサービス　株式会社 静岡県島田市向島町2960-5 0547-37-6225

静岡県 有限会社　植田自動車整備工場 静岡県島田市向島町3024 0547-37-3907

静岡県 ＨｏｎｄａＣａｒｓ島田西　中溝店 静岡県島田市中溝町1706-16 0547-35-3328

静岡県 有限会社　北川商会 静岡県島田市横岡新田227-8 0547-45-4171
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静岡県 ＨｏｎｄａＣａｒｓ島田西　株式会社　ホンダエフワン 静岡県島田市金谷東1丁目1300-1 0547-45-2324

静岡県 株式会社 大鉄アドバンス 静岡県島田市金谷東2丁目1112-2 0547-45-2186

静岡県 有限会社　地名モータース 静岡県榛原郡川根本町地名364 0547-56-1185

静岡県 有限会社　榊原自動車整備工場 静岡県榛原郡川根本町上長尾1289 0547-56-1057

静岡県 有限会社　河畑自動車 静岡県榛原郡川根本町上長尾1310-2 0547-56-1180

静岡県 西村自動車修理工場 静岡県榛原郡川根本町下長尾1155-18 0547-56-0315

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　浜松都盛店 静岡県浜松市南区都盛町180 053-444-0580

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 西部整備センター 静岡県 浜松市南区寺脇町７３８ 053-442-1534

静岡県 日東自動車　株式会社 静岡県浜松市中区助信町32-28 053-471-5431

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　浜松中沢店 静岡県浜松市中区中沢町75-25 053-472-1205

静岡県 タイヤ館　浜松高林店 静岡県浜松市中区高林4丁目17-31 053-412-1790

静岡県 有限会社　平野自動車 静岡県浜松市中区高林5-5-8 053-474-4425

静岡県 (株)渥美モータース浜松船越店 静岡県浜松市中区船越町53-9 053-411-5800

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

静岡県 有限会社コトブキ自動車 静岡県浜松市西区坪井町4070-1 053-448-6789

静岡県 有限会社　太田自動車 静岡県湖西市新居町新居170-1 053-594-1586

静岡県 有限会社　木下自動車工業 静岡県湖西市新居町浜名3748-1 053-594-1710

静岡県 有限会社　浜名自動車 静岡県湖西市新居町浜名4674 053-594-0710

静岡県 株式会社　オートサービス湖西　北工場 静岡県湖西市太田515 053-578-2211

静岡県 有限会社　小野田自動車 静岡県湖西市太田983-4 053-578-1311

静岡県 有限会社　コサイ自動車 静岡県湖西市新所3691 053-578-2639

静岡県 有限会社　忠内モータース 静岡県湖西市岡崎1440-5 053-577-0573

静岡県 有限会社　牧野自動車工業所 静岡県湖西市鷲津454-1 053-576-0669

静岡県 伊豆屋自動車　有限会社 静岡県湖西市吉美3294-383 053-572-3232

静岡県 アミヤ商会 静岡県湖西市新所6058-6 053-578-3877

静岡県 株式会社　モーターハウス土屋 静岡県湖西市古見129-1 053-576-0230

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 湖西店 静岡県湖西市古見１３１３ 053-576-3235

静岡県 松本自動車　有限会社　湖西営業所 静岡県湖西市白須賀4363-14 053-579-1820

静岡県 丸富自動車 静岡県浜松市西区大山町2918-2 053-437-1705

静岡県 有限会社　山下自動車商会 静岡県浜松市西区湖東町309 053-486-0331

静岡県 有限会社　カーピットマキタ 静岡県浜松市西区湖東町5700-1 053-484-3366

静岡県 株式会社　レグレース 静岡県浜松市西区湖東町6195-1 053-482-7861

静岡県 明和自動車工業　有限会社 静岡県浜松市西区伊左地町2104 053-485-0439

静岡県 株式会社インターオート浜西 静岡県浜松市西区伊左地町8502-6 053-486-2233

静岡県 遠州トラック　株式会社　浜松整備工場 静岡県浜松市西区伊左地町8520 053-486-1280

静岡県 明石吉田屋産業株式会社　カープラザ 静岡県浜松市西区大人見町3646 053-485-7411

静岡県 元目モータース商会 静岡県浜松市西区和地町6859-2 053-486-0168

静岡県 田中モータース 静岡県浜松市西区庄内町343-1 053-487-3011

静岡県 株式会社　湖北　三ケ日インター営業所 静岡県浜松市北区三ヶ日町駒場92 053-526-7927

静岡県 株式会社　トキワオートサービス 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日370-2 053-524-0500

静岡県 株式会社　湖北 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ケ日1145 053-524-0088

静岡県 有限会社　広正モータース 静岡県浜松市東区豊町2684-2 053-434-1422

静岡県 ジースワット浜松 静岡県浜松市東区貴平町551 053-432-0323

静岡県 亜細亜オート　有限会社 静岡県浜松市東区大島町410 053-433-7868

静岡県 丸西旭自動車工業　有限会社 静岡県浜松市東区西ヶ崎町424-1 053-434-0975

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） ＵーＣａｒ有玉 静岡県 浜松市東区有玉北町８０８ 053-432-5057

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 有玉店 静岡県浜松市東区有玉北町１１８７－１ 053-434-9100

静岡県 坂井モーター株式会社　浜松有玉店 静岡県浜松市東区有玉北町1765-1 0120-814-344

静岡県 静岡トヨペット 浜松有玉店 静岡県浜松市東区有玉南町１４７３番地の１ 053-434-3121

静岡県 株式会社チェンジ 静岡県浜松市東区有玉南町566番地1 053-431-3373
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静岡県 株式会社　川坂モータース 静岡県浜松市天竜区船明1573 053-926-1855

静岡県 ブリヂストンタイヤセンター中部株式会社　ミスタータイヤマン天竜 静岡県浜松市天竜区二俣町鹿嶋12-14 0539-25-8515

静岡県 有限会社　オオバモータース 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣2122 053-926-2935

静岡県 有限会社　旭自動車整備工場 静岡県浜松市西区西山町2435-2 053-485-0883

静岡県 有限会社　内藤モータース 静岡県浜松市中区富塚町3071-4 053-472-2939

静岡県 有限会社　オートガレージカトウ 静岡県浜松市西区神ヶ谷町8603-2 053-485-1900

静岡県 株式会社　伊熊自動車 静岡県浜松市西区大久保町5547-1 053-485-6736

静岡県 光タクシー 株式会社 静岡県浜松市中区鴨江3丁目56-5 053-452-0659

静岡県 松本自動車有限会社 静岡県浜松市西伊場町63-12 053-452-2639

静岡県 大和モータース 静岡県浜松市中区西浅田1丁目6-17 053-452-6768

静岡県 坂井モーター株式会社　浜松森田店 静岡県浜松市中区神田町407 053-443-1589

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　浜松森田店 静岡県浜松市中区森田町101 053-456-0811

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 森田店 静岡県浜松市南区東若林町２０－２ 053-441-2141

静岡県 静岡トヨペット 浜松東若林店 静岡県浜松市南区東若林町９７番地の１ 053-441-4111

静岡県 株式会社　ガンズオート 静岡県浜松市南区米津町1939-1 053-445-2285

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　浜松伊場店 静岡県浜松市西区入野町723 053-449-1480

静岡県 入野自動車株式会社 静岡県浜松市西区入野町6096 053-448-3260

静岡県 （株）可美モータース 静岡県浜松市南区増楽町775-31 053-448-5251

静岡県 浜倉自動車 静岡県浜松市南区倉松町1023-3 053-447-2507

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 志都呂店 静岡県浜松市西区西鴨江町６７０－１ 053-449-1411

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） ＵーＣａｒ志都呂 静岡県浜松市西区志都呂１丁目３３－４０ 053-415-1600

静岡県 静岡トヨペット 浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂一丁目２５番１４号 053-440-7000

静岡県 ジェームス浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂一丁目39番50号 053-445-4700

静岡県 浜松地区運送事業協同組合 静岡県浜松市北区大原町24-1 053-438-4870

静岡県 株式会社　ＢｏｏＢｏｏｎｅｔ 静岡県浜松市北区大原町419-2 053-581-7256

静岡県 萩丘整備工場　株式会社 静岡県浜松市北区豊岡町402-3 0120-258-088

静岡県 株式会社　トップカーセールス 静岡県浜松市北区東三方町163-1 053-414-1000

静岡県 有限会社　ケーユーオート 静岡県浜松市北区三方原町1349-1 053-437-6666

静岡県 株式会社　トシオート 静岡県浜松市北区三方原町1681-20 053-437-0028

静岡県 渡辺石油 静岡県浜松市北区三方原町2290-1 053-436-1715

静岡県 メカドック 静岡県浜松市北区三方原町738-13 053-430-0800

静岡県 株式会社　カーリペアショップタカシマ 静岡県浜松市中区花川町1678-1 053-436-7417

静岡県 株式会社　マーリス　自動車整備部 静岡県浜松市中区葵西5-23-46 0120-87-3227

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　浜松三方原店 静岡県浜松市北区初生町845-3 053-438-3711

静岡県 坂井モーター株式会社　浜松初生店 静岡県浜松市北区初生町590-1 053-420-1334

静岡県 有限会社　初生商会 静岡県浜松市北区初生町838-3 053-436-2238

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　ＵーＳｅｌｅｃｔ浜松 静岡県浜松市小豆餅2-3-1 053-471-2131

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　浜松葵東店 静岡県浜松市中区葵東1-4-4 053-471-7341

静岡県 ゴールデン自動車工業 静岡県浜松市中区葵東1-10-23 053-414-3777

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 葵町店 静岡県浜松市中区葵東2丁目２５－４５ 053-437-0511

静岡県 落合自動車販売株式会社 静岡県浜松市中区葵東1丁目9-55 053-436-2292

静岡県 株式会社　新富田自動車工場 静岡県浜松市中区西丘町1007-2 053-437-4103

静岡県 株式会社イーグル　西丘サービス工場 静岡県浜松市中区西丘町205-1 053-430-6001

静岡県 三葉自動車 静岡県浜松市中区西丘町920 053-439-0034

静岡県 有限会社　シンワオートサービス 静岡県浜松市中区西丘町927-2 053-436-2658

静岡県 有限会社　キムラオートサービス 静岡県浜松市中区西丘町935-3 053-437-0388

静岡県 協同組合　カークリエイトジャパン 静岡県浜松市中区西丘町958 053-438-3888

静岡県 有限会社　ハカマタモータース 静岡県浜松市中区高丘西1-1-8 053-437-0362

静岡県 遠鉄タクシー 株式会社 静岡県浜松市中区上島1丁目11-15 053-472-3535

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　浜松幸店 静岡県浜松市中区幸5-4-20 053-473-0510
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静岡県 丸セモータース 静岡県浜松市中区幸4-11-12 053-471-6765

静岡県 伊藤車輌　浜北店 静岡県浜松市浜北区新原2423-1 053-585-8181

静岡県 祝田石油　株式会社　ジャストカーサービス浜松本店 静岡県浜松市浜北区新原5814 053-586-5566

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　浜北インター店 静岡県浜松市浜北区西中瀬1-21-11 053-580-0777

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 浜北インター店 静岡県浜松市浜北区西中瀬二丁目１８－２０ 053-588-6650

静岡県 坂井モーター株式会社　浜北アピタ通り店 静岡県浜松市浜北区小林59-16 053-584-1511

静岡県 静岡トヨペット 浜北店 静岡県浜松市浜北区西美薗２５２０番地 053-587-9111

静岡県 ジェームスサンストリート浜北店 静岡県浜松市浜北区平口5806番地 053-584-5661

静岡県 有限会社　正和モータース 静岡県浜松市浜北区小松1076 053-587-6551

静岡県 株式会社　ケイエムティ 静岡県浜松市浜北区小松3177-1 053-586-3074

静岡県 有限会社　野末モータース 静岡県浜松市浜北区小松4737 053-586-3564

静岡県 有限会社　大久保自動車総業 静岡県浜松市浜北区内野2418-1 053-587-2232

静岡県 有限会社　天王自動車 静岡県浜松市東区上石田町487 053-433-4001

静岡県 株式会社　ＺＡＫＫＵ　ＺＡＫＫＵ　 静岡県浜松市東区上石田町660 053-432-5539

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　浜松インター店 静岡県浜松市東区下石田町1778 053-421-5116

静岡県 有限会社第一タイヤ 静岡県 浜松市東区 下石田町９２９－２ 053-422-1270

静岡県 坂井モーター株式会社　浜松和田店 静岡県浜松市東区和田町632 053-463-7227

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 和田店 静岡県浜松市東区和田町７５７ 053-464-1711

静岡県 (有)渥美自動車 静岡県浜松市南区石原町５８８－１ 053-464-4398

静岡県 株式会社　昭和自動車商会 静岡県浜松市東区北島町262 053-421-0612

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） レクサス和田 静岡県浜松市東区宮竹町６３６ 053-466-1000

静岡県 静岡トヨペット 浜松宮竹店 静岡県浜松市東区宮竹町７５８番地 053-461-3111

静岡県 ジェームス浜松天王店 静岡県浜松市東区中田町754番地2 053-467-3380

静岡県 掛川タクシー 株式会社 静岡県掛川市矢崎町5-4 0537-22-3233

静岡県 オートサービス掛川 静岡県掛川市下俣547-1 0537-29-5003

静岡県 掛川オート　株式会社 静岡県掛川市領家1666 0537-24-3231

静岡県 株式会社　アクトモータース 静岡県掛川市二瀬川5-39 0537-24-3333

静岡県 静岡トヨペット 掛川店 静岡県掛川市大池６２６番地 0537-24-4111

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　掛川細田店 静岡県掛川市細田196-1 0537-23-5651

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 掛川店 静岡県 掛川市細田２５５－１ 0537-22-6281

静岡県 有限会社　掛川太田電機 静岡県掛川市細田141-1 0537-23-1321

静岡県 中遠環境保全株式会社　車両整備センター 静岡県掛川市細田530 0537-24-6701

静岡県 掛川ホンダ販売　株式会社 静岡県掛川市弥生町24 0537-24-1266

静岡県 内外自動車工業　株式会社 静岡県掛川市城西1丁目13-23 0537-24-1225

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 マルエス自動車株式会社 静岡県掛川市細谷785-1 0537-26-1357

静岡県 オートスター 静岡県掛川市富部650-7 0537-24-5339

静岡県 オートサービスＯＭ 静岡県掛川市家代592-1 0537-21-5955

静岡県 有限会社　三和自動車 静岡県掛川市上西郷248 0537-24-4121

静岡県 ガレージ三美 静岡県袋井市鷲巣842-1 0538-42-2417

静岡県 坂井モーター株式会社　袋井久能店 静岡県袋井市久能1889-1 0538-45-3351

静岡県 静岡トヨペット 袋井店 静岡県袋井市川井１１３５番地１ 0538-41-2788

静岡県 ニシオ自販　株式会社 静岡県袋井市川井986-2 0538-43-1288

静岡県 静岡県車輌サービス株式会社 静岡県袋井市堀越461 0538-42-6131

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 袋井店 静岡県袋井市堀越４９４－３ 0538-43-6666

静岡県 株式会社　宇刈モータース 静岡県袋井市宇刈1148-1 0538-49-1911

静岡県 カーコレクション 静岡県袋井市上山梨1-1-1 0538-49-3556

静岡県 有限会社　山梨マルエス 静岡県袋井市上山梨934-1 0538-49-1126

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 有限会社　宮崎モータース 静岡県周智郡森町森972-3 0538-85-3158
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静岡県 有限会社　柴田車輌 静岡県袋井市浅羽2293-1 0538-23-3325

静岡県 藤田モータース 静岡県袋井市松原1005-1 0538-23-2051

静岡県 シモズガレージ 静岡県袋井市浅羽一色206 0538-24-0061

静岡県 有限会社　後藤自動車 静岡県袋井市中1525 0538-23-0001

静岡県 株式会社東山モータース 静岡県磐田市豊浜3773-1 0538-55-2189

静岡県 夏目自動車 静岡県磐田市福田2298 0538-55-5048

静岡県 山内モータース 静岡県磐田市福田中島1591-1 0538-55-3545

静岡県 株式会社カーショップ・ユーライン 静岡県磐田市福田中島195 0538-58-1215

静岡県 内藤自動車工業 静岡県磐田市福田中島255-6 0538-58-1131

静岡県 株式会社カーショップ・ユーライン 静岡県磐田市福田中島１９５番地 0538-58-1215

静岡県 三和商工 静岡県磐田市南田128-4 0538-58-1152

静岡県 株式会社　ミヅタニ 静岡県掛川市大渕1514 0537-48-3564

静岡県 有限会社　カーズ・敏 静岡県掛川市沖之須795-1 0537-48-5621

静岡県 有限会社マルエスモータース　横須賀工場 静岡県掛川市西大渕330 0537-48-3221

静岡県 有限会社　ムトウモータース 静岡県掛川市西大渕80 0537-48-2472

静岡県 有限会社　高橋モータース 静岡県袋井市山崎5363 0538-23-4002

静岡県 有限会社　大石自動車 静岡県掛川市千浜6456-1 0537-72-5529

静岡県 株式会社　カーサービス内海 静岡県掛川市国安2302 0537-72-4818

静岡県 株式会社　松本石油 静岡県掛川市国安455-1 0537-72-2582

静岡県 株式会社　遠興自動車部 静岡県掛川市菊浜776-3 0537-72-2188

静岡県 杉本自動車 静岡県掛川市大坂5022-2 0537-29-8607

静岡県 大浜自動車　株式会社 静岡県掛川市大坂991-1 0537-72-2419

静岡県 有限会社　アスカクレーン整備部 静岡県掛川市浜川新田1865-1 0537-72-6621

静岡県 株式会社　アクロス 静岡県掛川市浜野2683-1 0537-72-2986

静岡県 有限会社　園田自動車 静岡県菊川市高橋3828-1 0537-73-2082

静岡県 静岡トヨペット 小笠店 静岡県菊川市赤土１１０３番地の１ 0537-73-2711

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 小笠店 静岡県菊川市赤土１１９２－１ 0537-73-2222

静岡県 有限会社　小笠ホンダ販売 静岡県菊川市下平川1553-1 0537-73-2320

静岡県 株式会社　オートクルージングアカホリ 静岡県菊川市上平川1164-1 0537-73-5008

静岡県 大西オートサービス 静岡県菊川市嶺田542 0537-29-6080

静岡県 イワセ自動車 静岡県菊川市堂山新田651-1 0537-73-5822

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　カーショップミズノ 静岡県御前崎市上朝比奈4253-2 0537-86-8215

静岡県 植田商会 静岡県御前崎市佐倉1354-1 0537-86-2331

静岡県 長尾商会 静岡県御前崎市下朝比奈1500-7 0537-86-2240

静岡県 河原崎商会 静岡県御前崎市池新田2623-1 0537-86-2274

静岡県 マスダオート 静岡県御前崎市池新田3164-1 0537-86-3215

静岡県 株式会社　オートサービスＮａｏ 静岡県御前崎市池新田5949-1 0537-64-3030

静岡県 浜岡自動車協業組合 静岡県御前崎市池新田793-8 0537-86-3281

静岡県 カツミ自動車整備 静岡県御前崎市合戸3284-3 0537-86-7491

静岡県 株式会社　カーセンターヒーロー 静岡県磐田市大久保111-3 0538-59-0123

静岡県 有限会社　エーコー自動車 静岡県磐田市寺谷165 0538-38-2068

静岡県 有限会社　古橋自動車 静岡県磐田市笠梅1682-49 0538-35-2233

静岡県 有限会社　オート・モウ 静岡県磐田市岩井1907-867 0538-39-6161

静岡県 市川モータース 静岡県磐田市岩井2355-1 0538-32-8909

静岡県 カーサポート　キタガワ 静岡県磐田市岩井2357-7 090-4190-2398

静岡県 有限会社　ケイグループ 静岡県磐田市西島479-1 0538-33-2010

静岡県 株式会社　永井自動車 静岡県磐田市西貝塚447-1 0538-32-3345

静岡県 株式会社　Ａｕｔｏ　Ｓｈｏｐ　Ｉｗａｔａ 静岡県磐田市大立野330-1 0538-36-4622

静岡県 株式会社　ルマンオート大原工場 静岡県磐田市大原18-1 0538-36-3355
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静岡県 静岡トヨペット 磐田店 静岡県磐田市大原８０２番地 0538-37-3111

静岡県 有限会社　二橋自動車商会 静岡県磐田市小島909-2 0538-35-1284

静岡県 株式会社　三長自動車商会 静岡県磐田市今之浦4-18-9 0538-35-5185

静岡県 有限会社　櫻井自動車 静岡県磐田市今之浦2-11-5 0538-35-1239

静岡県 株式会社　磐田モータース 静岡県磐田市二之宮770-4 0538-35-1323

静岡県 ジェームス磐田店 静岡県磐田市中泉811-1 0538-39-0070

静岡県 静岡トヨタ自動車（株） 磐田店 静岡県磐田市中泉８１１－１ 0538-35-2251

静岡県 一橋鈑金 静岡県磐田市見付6007-1 0538-32-4861

静岡県 大雄自動車　株式会社 静岡県磐田市東原20-1 0538-34-1955

静岡県 松崎自動車 静岡県磐田市東原730-1 0538-32-1048

静岡県 東海自動車整備　株式会社 静岡県磐田市富丘207 0538-32-7205

静岡県 中島オート 静岡県磐田市加茂393-2 0538-34-1051

静岡県 ダイハツ磐田　株式会社　静岡カーセールス 静岡県磐田市一言91 0538-35-2148

静岡県 株式会社　エンシュー 静岡県磐田市下万能128-1 0538-35-1241

静岡県 有限会社　松本自工 静岡県磐田市森本124 0538-35-4153

静岡県 株式会社　ドリーム 静岡県磐田市上新屋485 0538-33-1008

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　磐田豊田店 静岡県磐田市小立野180 0538-35-7291

静岡県 （株）ホンダカーズ静岡西　ＵーＳｅｌｅｃｔ磐田 静岡県磐田市小立野185 0538-35-2245

静岡県 株式会社CE-ONE 静岡県裾野市平松645-6 055-993-0441

愛知県 ジェームス安城店 愛知県安城市尾崎町上大縄1 0566-97-3511

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　豊橋下地店 愛知県豊橋市下地町字境田90番地 0532-53-7231

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　下地店 愛知県豊橋市下地町天神37 0532-55-1361

愛知県 スズキアリーナ豊橋北 愛知県豊橋市下地町境田111 0532-52-1521

愛知県 （株）ホンダカーズ愛知　ＵーＳｅｌｅｃｔ豊橋 愛知県豊橋市下地町字宮前64-1 0532-55-3205

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 豊橋店 愛知県豊橋市下地町字橋口４９－１ 0532-52-6211

愛知県 (株)渥美モータース豊橋渡津店 愛知県豊橋市清須町字天神99 0532-32-4911

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　豊橋殿田橋店 愛知県豊橋市飯村町茶屋71-1 0532-64-0311

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　三ノ輪店 愛知県豊橋市三ノ輪町2-55 0532-63-5566

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　豊橋西口店 愛知県豊橋市西口町字西ノ口２番地の２ 0532-65-8400

愛知県 ジェームス向山店 愛知県豊橋市前田南町 2-11-3 0532-51-0532

愛知県 グランジール 愛知県豊橋市つつじが丘2丁目29-11 0532-35-7777

愛知県 クレヴァーズ 愛知県豊橋市つつじが丘3丁目17-1 0532-66-2323

愛知県 (株)渥美モータース豊橋向山店 愛知県豊橋市つつじが丘2-1-1 0532-63-0900

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　小坂井店 愛知県豊川市小坂井町宮下44-1 0533-72-2155

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 音羽店 愛知県豊川市赤坂町平山３０－５ 0533-88-5811

愛知県 有限会社細井モータース 愛知県豊川市御油町西井領9-3 0533-87-2663

愛知県 丸善モータース 愛知県豊橋市石巻本町字市場97-6 0532-88-0056

愛知県 有限会社　今泉モータース 愛知県豊川市大木新町通5-1 0533-93-3121

愛知県 有限会社　戸河里モータース 愛知県豊川市一宮町豊10 0533-93-2145

愛知県 近田自動車 愛知県豊川市一宮町下新切98-1 0533-93-2148

愛知県 淵名自動車鈑金 愛知県新城市字二本松6-5 0536-22-3187

愛知県 近藤モータース 愛知県新城市一鍬田字南神田平20-2 0536-26-0108

愛知県 長坂自動車興業（株） 愛知県新城市石田字西末旨40-1 0536-22-1201

愛知県 株式会社　中村自動車 愛知県新城市川田字本宮道48-1 0536-23-0427

愛知県 藤野モータース有限会社 愛知県新城市市場台1-1-1 0536-23-1510

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　新城店 愛知県新城市城北2-3-2 0536-23-5311

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 新城店 愛知県新城市字南畑４７の２ 0536-22-2772

愛知県 株式会社　巴商会 愛知県新城市作手清岳字コ-メ沢25-1 0536-37-2551

愛知県 つくで自動車　有限会社 愛知県新城市作手田原字米ノ43-1 0536-37-2115

愛知県 有限会社　今泉自動車 愛知県新城市大野字榎下5-1 0536-32-2677



都道府県 店舗等名 住所 電話番号

令和3年 10月30日現在

データシステム　アクセル見守り隊

愛知県 株式会社　林モータース 愛知県新城市大野字上野48-1 0536-32-1222

愛知県 有限会社　櫻井モータース 愛知県新城市井代字堀ノ内28-1 0536-32-1555

愛知県 阿部モータース 愛知県新城市乗本字長筋8-3 0536-32-0014

愛知県 株式会社　コヤマ 愛知県新城市副川字大貝津22-1 0536-35-0216

愛知県 有限会社　中央自動車 愛知県北設楽郡設楽町田口字大田16-1 0536-62-0120

愛知県 有限会社　田口 愛知県北設楽郡設楽町田口字谷下20 0536-62-0274

愛知県 設楽モータース 愛知県北設楽郡設楽町清崎字上原14-1 0536-62-0866

愛知県 （株）　熊谷モータース 愛知県豊田市桑原町上中村369-1 0565-82-2034

愛知県 有限会社　津具モータース 愛知県北設楽郡設楽町津具字西溜渕101 0536-83-2075

愛知県 ガレージジョイクール 愛知県豊橋市中原町中ノ谷30-17 0532-65-5685

愛知県 株式会社　三愛自動車 愛知県豊橋市東細谷町字一里山254-2 0532-41-3871

愛知県 株式会社　ＧＡＲＡＧＥディージー 愛知県豊橋市大岩町菅池16-1 0532-41-0855

愛知県 有限会社　サンオート 愛知県豊橋市二川町字南裏80 0532-41-0901

愛知県 渥美交通 株式会社 愛知県田原市浦町鬼塚20-4 0531-22-0050

愛知県 (株)渥美モータース田原店 愛知県田原市谷熊町平三1-1 0531-23-1234

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 田原店 愛知県田原市神戸町大坪２０２ 0531-22-3131

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　田原店 愛知県田原市豊島町道南9-1 0531-23-0711

愛知県 （株）渥美モータース 愛知県田原市田原町二ノ丸6 0531-22-2222

愛知県 オートサービスKAKO 愛知県田原市田原町十七谷113-7 090-8555-6909

愛知県 有限会社　ヤマジエンジニアリング 愛知県田原市田原町東藤七原55-1 0531-23-1829

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 豊橋中郷店 愛知県豊橋市花中町１１６ 0532-31-9111

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 豊橋曙店 愛知県豊橋市西幸町字浜池１１５番地　　　　　　          0532-47-4711

愛知県 有限会社　ＣＡＲ　ＳＨＯＰ松井 愛知県豊橋市大清水町字大清水308 0532-25-5215

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　高師店 愛知県豊橋市向草間町北新切126-1 0532-47-3811

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　高師店 愛知県豊橋市松井町字中新切62 0532-45-7231

愛知県 ＧＡＲＡＧＥ　ＨＩＲＯ 愛知県豊橋市駒形町字坂口31-3 0532-35-6917

愛知県 有限会社　トガリ自動車 愛知県豊川市大崎町下金居場141-2 0533-85-5923

愛知県 有限会社伊藤モータース 愛知県豊川市東曙町10 0533-86-9141

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　豊川店 愛知県豊川市大堀町335 0533-85-1511

愛知県 有限会社　テクニカルショップイクオ 愛知県豊川市大堀町121 0533-84-6789

愛知県 株式会社　オーテック 愛知県豊川市駅前通3-13 0533-86-5191

愛知県 いなり自動車整備　株式会社 愛知県豊川市駅前通3-15 0533-86-7215

愛知県 有限会社　マルケイモータース 愛知県豊川市中央通2-16 0533-86-8118

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 豊川総合センター 愛知県豊川市穂ノ原２丁目１番６号 0533-83-8320

愛知県 有限会社よしとみ自動車 愛知県豊川市牧野町1丁目19 0533-89-0513

愛知県 （株）ホンダカーズ愛知　ＵーＳｅｌｅｃｔ豊川 愛知県豊川市馬場町縄手上54 0533-80-7711

愛知県 ジェームス豊川店 愛知県豊川市馬場町繩手上44番 0533-80-8282

愛知県 有限会社 タイヤ館豊川 愛知県豊川市馬場町弁天前72 0533-89-6523

愛知県 (株)渥美モータース豊川店 愛知県豊川市住吉町1丁目60 0533-84-2855

愛知県 株式会社　中山モータース 愛知県豊川市当古町本郷前73 0533-86-3875

愛知県 有限会社イー・アイ・ティ 愛知県豊川市牛久保町城下66-7 0533-86-8217

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 豊川蔵子店 愛知県豊川市蔵子五丁目１４番６ 0533-89-4771

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　豊川店 愛知県豊川市白鳥町高田６６番地の１ 0533-87-2430

愛知県 ハナマルガレージ 愛知県豊川市八幡町鍾鋳場270 0533-86-1881

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　蒲郡店 愛知県蒲郡市拾石町塩浜25番地 0533-69-3291

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 蒲郡店 愛知県蒲郡市竹谷町松本１３－４ 0533-69-3146

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

愛知県 竹島板金株式会社 愛知県蒲郡市形原町東上松７－１ 0533-57-9816

愛知県 株式会社ナルセ自動車 愛知県岡崎市大平町字沢添22-1 0564-23-2962

愛知県 加藤電装 愛知県岡崎市欠町広見西通11-1 0564-24-3126
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愛知県 名古屋トヨペット（株）　　欠町店 愛知県岡崎市欠町字金谷11-1 0564-24-2811

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 高橋自動車整備（株） 愛知県岡崎市錦町1-12 0564-21-5422

愛知県 （株）深田モータース 愛知県岡崎市稲熊町字1丁目117-1 0564-22-4080

愛知県 株式会社深田ﾓｰﾀｰｽ 愛知県岡崎市稲熊町字1丁目117番地1 0564-22-4080

愛知県 有限会社オカモト自動車 愛知県 額田郡幸田町大字大草字山添102-1102-1 0564-62-8392

愛知県 ミスタータイヤマン幸田 愛知県額田郡幸田町大草字下六条47 0564-62-8100

愛知県 有限会社イケダオート 愛知県額田郡幸田町大字菱池字菅田31番地 0564-62-7126

愛知県 有限会社小野自動車 愛知県額田郡幸田町大字菱池字毘沙門116-1 0564-62-2093

愛知県 杉浦ﾓｰﾀｰｽ 愛知県額田郡幸田町大字芦谷字幸田91 0564-62-0021

愛知県 ＢＥＡＭＳ 愛知県額田郡幸田町大字深溝字中池田11-1 0564-56-6044

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　法性寺店 愛知県岡崎市法性寺町字猿待45-1 0564-54-8411

愛知県 磯谷自動車商会 愛知県岡崎市坂左右町字北浦30-1 0564-51-2857

愛知県 セリカワデンソー　有限会社 愛知県岡崎市正名町字上ノ畑18 0564-43-3845

愛知県 セリカワデンソー有限会社 愛知県岡崎市正名町字上ノ畑18番地 0564-43-3845

愛知県 有限会社中畑自動車 愛知県西尾市中畑町大山7-3 0563-59-1118

愛知県 東部自動車 愛知県西尾市一色町対米五太65 0563-73-4048

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 吉良店 愛知県西尾市吉良町富好新田四縄２１ 0563-32-0391

愛知県 KRS 愛知県西尾市吉良町下横須賀勘左山84－2 0563-35-7700 

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 光ヶ丘店 愛知県岡崎市美合町字五本松４番地４ 0564-53-4080

愛知県 日産ギャラリー岡崎光ヶ丘 愛知県岡崎市美合町字三田35-1 0564-53-2251

愛知県 鈴木自動車販売（株） 愛知県岡崎市福岡町字御堂山35-1 0564-51-9711

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　岡崎羽根店 愛知県岡崎市羽根東町３丁目１番地６ 0564-54-7771

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 岡崎南店 愛知県岡崎市戸崎町沢田１ 0564-51-0611

愛知県 有限会社しゃらく 愛知県岡崎市久後崎町字三島下8番地 0564-58-3539

愛知県 (有)しゃらく　 愛知県岡崎市久後崎町字三島下８番地 0564-58-3539

愛知県 岡陸タクシー 株式会社 愛知県岡崎市上六名3丁目12-8 0564-54-6111

愛知県 株式会社スズマル 愛知県岡崎市船越町字神道４２番地 0564-31-8939

愛知県 北部自動車（株） 愛知県岡崎市東大友町松花６８ 0564-31-5281

愛知県 日産ギャラリー岡崎宇頭 愛知県岡崎市宇頭町字井ノ上30 0564-31-2311

愛知県 日産カーパレス岡崎248 愛知県岡崎市井田西町5-8 0564-24-3141

愛知県 有限会社小野田モータース 愛知県岡崎市葵町1-11 0564-28-2772

愛知県 (株)渥美モータース岡崎一番店 愛知県岡崎市八帖北町6-20 0564-28-0001

愛知県 （株）いつきオート 愛知県岡崎市中園町字三天10 0564-32-0028

愛知県 有限会社ホンダ自動車整備工場 愛知県岡崎市筒針町字上荒子28 0564-31-5377

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　矢作店 愛知県岡崎市矢作町字小河原25 0564-31-3111

愛知県 手島自動車（株） 愛知県安城市根崎町下小久戸38番地1 0566-92-1261

愛知県 ＪＫオート 愛知県安城市東端町山ノ鼻2-1 0566-46-4408

愛知県 高喜自動車 愛知県安城市榎前町井杭山80番地2 0566-92-2884

愛知県 ジェームス４１９高浜店 愛知県高浜市小池町 2-15-8 0566-54-4040

愛知県 日産ギャラリー岡崎法性寺 愛知県岡崎市牧御堂町字花辺52 0564-58-2355

愛知県 ムラマツオート有限会社 愛知県岡崎市大樹寺2丁目2－13 0564-25-1550

愛知県 ムラマツオート有限会社 愛知県岡崎市大樹寺２丁目２番地１３ 0564-25-1550

愛知県 日産ギャラリー岡崎大樹寺 愛知県岡崎市大樹寺2-1-5 0564-23-4123

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　上里店 愛知県岡崎市上里2-2-8 0564-25-1011

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 岡崎大樹寺店 愛知県岡崎市薮田一丁目２番地１２ 0564-21-9111

愛知県 ジェームス２４８岩津店 愛知県岡崎市岩津町字生平 67 0564-66-8080

愛知県 （株）　成田モータース 愛知県岡崎市岩津町字檀ノ上177-1 0564-45-2440

愛知県 株式会社大久保商店 愛知県岡崎市須淵町字上切6番地1 0564-47-2027

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　岡崎ＰＤＩセンター 愛知県岡崎市池金町字中大入１番４２ 0564-66-3050
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愛知県 山口モータース 愛知県岡崎市中金町字森西下24-1 0564-83-2746

愛知県 豊冨自動車株式会社 愛知県岡崎市牧平町字荒井野91番地2 0564-82-3107

愛知県 ワークス 愛知県西尾市小島町郷町１０ 0563-52-3798

愛知県 日産ギャラリー西尾今川 愛知県西尾市今川町御堂東98 0563-53-8723

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　西尾桜町店 愛知県西尾市桜町2-7 0563-54-5671

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　西尾店 愛知県西尾市永吉町681 0563-56-3301

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　西尾南店 愛知県西尾市矢曽根町一本木６６番地１ 0563-56-5305

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 西尾店 愛知県西尾市矢曽根町籾山６ 0563-56-2511

愛知県 株式会社モーターランド 愛知県西尾市菱池町洲崎47 0563-55-0321

愛知県 モーターランド 愛知県西尾市菱池町洲崎47 0563-55-0321

愛知県 中根モータース 愛知県西尾市法光寺町流31番地 0563-53-5000

愛知県 日産ギャラリー西尾上町 愛知県西尾市北大山9-1 0563-56-5523

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 安城里町店 愛知県安城市里町南大道寺２２－３ 0566-98-6922

愛知県 ㈱エノキオート 愛知県安城市上条町堂前８－１ 0566-76-2477

愛知県 株式会社エノキオート 愛知県安城市上条町堂前８番地１ 0566-76-2477

愛知県 カーライフトータルベスト（株） 愛知県安城市安城町若葉134番地 0566-55-3510

愛知県 有限会社スギヤマカーサービス 愛知県安城市桜町5-6 0566-75-1207

愛知県 有限会社スギヤマカーサービス 愛知県安城市桜町5-6 0566-75-1207

愛知県 築山自動車商会 愛知県安城市城南町1丁目12番地1 0566-74-3788

愛知県 杉浦モータース商会 愛知県安城市横山町横山46-5 0566-76-3275

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　安城横山店 愛知県安城市横山町寺下６３番地１０ 0566-76-7729

愛知県 日産ギャラリー安城 愛知県安城市横山町大山田中79-3 0566-75-2351

愛知県 有限会社みのわモータース 愛知県安城市箕輪町切戸16-1 0566-76-5613

愛知県 （有）みのわモータース 愛知県安城市箕輪町切戸16-1 0566-76-5613

愛知県 安城自動車株式会社 愛知県安城市箕輪町唐生19番地1 0566-76-4619

愛知県 （株）杉浦自動車 愛知県安城市高棚町中島214番地 0566-79-2062

愛知県 中部自動車販売（株） 愛知県安城市緑町2丁目22番地4 0566-76-3921

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 三河安城店 愛知県安城市三河安城東町１丁目１３番地７ 0566-72-7911

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　三河安城店 愛知県安城市三河安城東町2丁目1番地７ 0566-75-2501

愛知県 荒木モータース（株） 愛知県安城市池浦町池上11番地1 0566-75-3355

愛知県 株式会社田中自動車 愛知県安城市今池町３丁目６番６号 0566-97-9393

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　安城今池店 愛知県安城市今池町3-6-30 0566-98-2251

愛知県 株式会社田中自動車 愛知県安城市今池町3丁目6番6号 0566-97-9393

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　碧南店 愛知県碧南市緑町2-89 0566-42-1531

愛知県 （株）山田自動車 愛知県碧南市中後町4-21 0566-42-0497

愛知県 日産ギャラリー碧南 愛知県碧南市中後町2-56 0566-48-7723

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 碧南店 愛知県碧南市末広町三丁目５３番地 0566-42-2111

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　碧南店 愛知県碧南市踏分町一丁目４５番地１ 0566-42-8891

愛知県 有限会社奥谷モ－タ－ス 愛知県碧南市油渕町4丁目27番地5 0566-41-1213

愛知県 有限会社奥谷モータース 愛知県 碧南市油渕町4-27-5 0566-41-1213

愛知県 オールウエイズ 愛知県碧南市伏見町3-7 0566-45-2177

愛知県 金原自動車 愛知県 碧南市弥生町3-117-1 0566-41-3148

愛知県 角谷自動車商会 愛知県碧南市栄町3丁目25番地 0566-41-6583

愛知県 有限会社シマヤ自動車販売　メリット 愛知県刈谷市今川町鍋田３５－１ 0566-36-6580

愛知県 キムラユニティー（株）刈谷ＳＰ 愛知県刈谷市西境町治右田140番地 0566-36-2883

愛知県 （株）野村自動車 愛知県刈谷市重原本町5-58 0566-21-2007

愛知県 株式会社野村自動車 愛知県刈谷市重原本町5丁目58番地 0566-21-2007

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 刈谷店 愛知県刈谷市中山町五丁目１０番地 0566-21-4881

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　上重原店 愛知県刈谷市東新町六丁目48番地3 0566-24-3338

愛知県 日産ギャラリー刈谷 愛知県刈谷市東新町3-215 0566-22-2700
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愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　刈谷新富店 愛知県刈谷市新富町二丁目11番地6 0566-63-2280

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　刈谷中手町店 愛知県刈谷市中手町3-704 0566-25-3251

愛知県 大興タクシー 株式会社 愛知県刈谷市神田町1-57 0566-21-3419

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　小垣江店 愛知県刈谷市小垣江町中伊勢山７番地１ 0566-24-1177

愛知県 ナカバヤシ自動車工業株式会社 愛知県刈谷市東陽町4-24 0566-21-3821

愛知県 有限会社　鈴木自動車 愛知県北設楽郡東栄町大字下田字池尻36-4 0536-76-1311

愛知県 有限会社　青山自動車 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字上ノ平23-5 0536-85-1319

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　秩父通店 愛知県名古屋市西区上名古屋3-21-15 052-532-3611

愛知県 株式会社　中村電機商会 愛知県名古屋市西区幅下1丁目15-11 052-571-4581

愛知県 名古屋電装　株式会社 愛知県名古屋市西区幅下2丁目8-20 052-565-1188

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）則武店 愛知県名古屋市西区則武新町4-1-34 052-563-1616

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　則武店 愛知県名古屋市西区則武新町4-1-25 052-561-8811

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　康生通店 愛知県名古屋市西区児玉２丁目２５番１９号 052-532-1161

愛知県 （株）ホンダカーズ愛知　ＵーＳｅｌｅｃｔ名西 愛知県名古屋市西区児玉3-36-27 052-524-1505

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 西・名西店 愛知県名古屋市西区笹塚町２丁目９０番地 052-521-6811

愛知県 有限会社　東名電装 愛知県清須市西枇杷島町地領2丁目2番地の9 052-503-8644

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）庄内店 愛知県名古屋市西区市場木町303 052-504-5311

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　庄内店 愛知県名古屋市西区歌里町22 052-503-8685

愛知県 ジェームス名古屋西店 愛知県名古屋市西区二方町59番 052-506-8616

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 小田井店 愛知県名古屋市西区上小田井二丁目２０番地 052-502-5151

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　古城店 愛知県名古屋市西区中小田井3丁目220番地 052-504-0222

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　中小田井店 愛知県名古屋市西区中小田井4丁目169番地 052-501-5560

愛知県 West　Cars 愛知県清須市寺野池端５５番地１ 052－409－2332

愛知県 イーカーライフ清須春日 愛知県清須市春日西余部36 052-934-7718

愛知県 株式会社ウイングオート 愛知県清須市春日焼田２３番地の２ 052－401－1327

愛知県 カー・アンド・サービス株式会社 愛知県清須市春日砂賀東１１４番地 052－400－3953

愛知県 有限会社　名古屋自動車検査場 愛知県清須市春日高札63 052-401-7278

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　中村本陣店 愛知県名古屋市中村区本陣通り2-33 052-482-2646

愛知県 （有）大須自動車 愛知県名古屋市中村区元中村町3丁目56番地 052-471-8171

愛知県 （有）大須自動車 愛知県名古屋市中村区元中村町3-56 052-471-8171

愛知県 有限会社　大須自動車 愛知県名古屋市中村区元中村町3-56 052-471-8171

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 黄金店 愛知県名古屋市中村区黄金通五丁目２０番地 052-481-1111

愛知県 岩塚モータース 愛知県名古屋市中村区岩上町84 052-411-3221

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）岩塚店 愛知県名古屋市中村区畑江通7-18-1 052-481-1281

愛知県 中部自動車販売株式会社 愛知県名古屋市中村区畑江通8丁目49 052-482-2244

愛知県 中部自動車販売株式会社 愛知県名古屋市中村区畑江通８丁目４９番地 052-482-2244

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　岩塚店 愛知県名古屋市中村区並木1-58 052-411-5111

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　岩塚本通店 愛知県名古屋市中村区岩塚本通5-5 052-411-1710

愛知県 ATHERS株式会社 愛知県名古屋市中村区横前町５５１番地3 052－710－5450

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　山王店 愛知県名古屋市中川区松重町3-36 052-331-3161

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　中川店 愛知県名古屋市中川区福川町5-1-2 052-362-9555

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）松葉公園店 愛知県名古屋市中川区大平通1-30 052-361-8622

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　松葉公園店 愛知県名古屋市中川区太平通1-16 052-361-9111

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　松葉公園店 愛知県名古屋市中川区太平通2-41 052-352-2131

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　昭和橋通店 愛知県名古屋市中川区昭和橋通９丁目５９番地 052-383-8200

愛知県 マルエツ自動車工業 愛知県名古屋市中川区法華1丁目99番地 052-361-6355

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　港店 愛知県名古屋市港区東海通5-16 052-652-6111

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 港店 愛知県名古屋市港区港楽二丁目２番１０号 052-661-9111

愛知県 株式会社ゼータプラス 愛知県名古屋市港区品川町2-49-1 052-659-1001

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 港・名四店 愛知県名古屋市港区築盛町４５番地 052-661-9761
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愛知県 名古屋トヨペット（株）　　港店 愛知県名古屋市港区築盛町50 052-652-7751

愛知県 名古屋トヨペット　　茶屋店 愛知県名古屋市港区川園二丁目60番地 052-303-5544

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　名古屋茶屋店 愛知県名古屋市港区西茶屋三丁目77番地 052-309-5121

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　南陽町店 愛知県名古屋市港区春田野2-2902 052-301-1411

愛知県 竹内自動車 愛知県名古屋市港区西福田3丁目411 052-302-3333

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）南陽町店 愛知県名古屋市港区知多2-205 052-303-6711

愛知県 名古屋トヨペット　　港･南陽店 愛知県名古屋市港区知多1丁目812番 052-303-0113

愛知県 名古屋トヨペット　　南陽東店 愛知県名古屋市港区知多2丁目205 052-303-6711

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　南陽店 愛知県名古屋市港区七反野1丁目705番地 052-302-7001

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　熱田店 愛知県名古屋市熱田区尾頭町2番22号 052-682-6411

愛知県 大宝ダイイチ株式会社 愛知県名古屋市熱田区西野町2丁目33番地 052-682-2681

愛知県 大宝ダイイチ株式会社 愛知県名古屋市熱田区西野町２丁目３３ 052-682-2681

愛知県 水野自動車販売株式会社 愛知県 名古屋市熱田区古新町1-46 052-671-8141

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）日比野店 愛知県名古屋市熱田区大宝1-13-20 052-682-2211

愛知県 株式会社　東海サービス 愛知県名古屋市南区赤坪町18 052-822-5885

愛知県 （株）東海サービス 愛知県名古屋市南区赤坪町１８番地 052-822-5885

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　名古屋南　大磯通店 愛知県名古屋市南区大磯通４丁目１６番地 052-822-8055

愛知県 株式会社ホンダ販売タケダ 愛知県名古屋市南区大磯通4丁目16番地 052-822-8055

愛知県 有限会社國光自動車整備工場 愛知県 名古屋市南区寺部通2-3 052-811-1131

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　北頭店 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２丁目３番地の１ 052-612-5121

愛知県 有限会社三惠自動車 愛知県名古屋市南区宝生町3-10 052-613-2348

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　南店 愛知県名古屋市南区宝生町4-30 052-611-1501

愛知県 ＨｏｎｄａＣａｒｓ名東　徳重店 愛知県名古屋市緑区乗鞍二丁目1405番地1 052-877-4555

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　滝ノ水店 愛知県名古屋市緑区相原郷１丁目１５０４番 052-895-7730

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐田1-1 052-624-2131

愛知県 株式会社オリジン 愛知県名古屋市緑区鳴海町下汐田131番地1 052-602-4018

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　徳重店 愛知県名古屋市緑区徳重1-208 052-876-3361

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　緑浦里店 愛知県名古屋市緑区浦里3-165 052-891-1234

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　緑店 愛知県名古屋市緑区浦里5-112 052-622-2371

愛知県 株式会社クアドリガ 愛知県名古屋市緑区大高町下塩田１５ 052-746-3620 

愛知県 サンアイ自動車株式会社　車検の速太郎　南大高店 愛知県名古屋市緑区高根山2-202 052-622-7740

愛知県 キムラユニティー（株）錦店 愛知県名古屋市中区錦三丁目8番32号 052-962-7600

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　千代田店 愛知県名古屋市中区千代田1-7-2 052-261-2151

愛知県 有限会社西尾モーター商会 愛知県名古屋市中区正木二丁目7番10号 052-331-7488

愛知県 高橋石油株式会社 愛知県名古屋市東区大幸１－１－１２　八神ビル１Ｆ 052-721-5361

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　東新町店 愛知県名古屋市東区東桜2丁目13番30号 052-931-5211

愛知県 ホンダカーズ名古屋東　砂田橋店 愛知県名古屋市東区大幸４－１９－１８ 052-722-6211

愛知県 共立モータース商会 愛知県 名古屋市東区 大幸２丁目１－３６ 052-711-5531     

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　矢田店 愛知県名古屋市東区矢田南4-3-13 052-722-3251

愛知県 （株）川田自動車　くるま工房 愛知県名古屋市北区五反田町189番地 052-902-5566

愛知県 （株）川田自動車　鈑金・塗装工場 愛知県名古屋市北区五反田町226番地 052-903-8439

愛知県 （株）川田自動車　整備・車検工場 愛知県名古屋市北区五反田町83番地 052-902-3167

愛知県 （株）川田自動車 愛知県名古屋市北区五反田町83 052-902-3167

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 楠マイカーセンター 愛知県名古屋市北区中味鋺三丁目７２１番地 052-902-9911

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　辻町店 愛知県名古屋市北区辻町2-40 052-911-2131

愛知県 キムラユニティー（株）名古屋北店 愛知県名古屋市北区天道町5丁目21 052-991-4161

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

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丁目68番地 052-915-2239
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愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　黒川店 愛知県名古屋市北区城見通3-2 052-915-3261

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　楠インター店 愛知県名古屋市北区新沼町98番地 052-901-8200

愛知県 城北ヨコハマタイヤサービス株式会社 愛知県名古屋市北区丸新町162 052-902-1885

愛知県 有限会社エスジーロジック 愛知県名古屋市北区大曽根1-7-20 052-981-0305

愛知県 北愛知三菱自動車販売（株）　志賀本通店 愛知県名古屋市北区若葉通１丁目３８番地 052-916-3111

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）辻本通店 愛知県名古屋市北区辻本通1-49-2 052-915-6811

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 辻本通店 愛知県名古屋市北区辻本通一丁目２３番地 052-911-2311

愛知県 タナカモータース商会 愛知県名古屋市北区辻本通3丁目15 052-981-5132

愛知県 名古屋トヨペット　　辻本通店 愛知県名古屋市北区辻本通1丁目49番地の2 052-915-6811

愛知県 有限会社志段味自動車 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字大洞口2738-4 052-736-2341

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　守山大森店 愛知県名古屋市守山区大森5-1205 052-798-0151

愛知県 Lasperanza 愛知県名古屋市守山区脇田町1508 052-737-3285

愛知県 ホンダカーズ名古屋東　本地ヶ原店 愛知県名古屋市守山区白山３－９０１ 052-777-7011

愛知県 ㈱中村電機商会　名東営業所 愛知県名古屋市守山区天子田1-405 052-772-6511

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 大森店 愛知県名古屋市守山区喜多山南２２番１１号 052-791-3171

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）レクサス守山 愛知県名古屋市守山区小幡南2-1-27 052-792-0080

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　守山小幡店 愛知県名古屋市守山区小幡南3-1-35 052-793-7271

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）千代田橋店 愛知県名古屋市守山区中新1-34 052-795-0081

愛知県 二城オート 愛知県名古屋市守山区西川原町60 052-794-8518

愛知県 ジェームス守山吉根店 愛知県名古屋市守山区平池東308番地 052-739-2030

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　香流橋店 愛知県名古屋市千種区香流橋1-2-89 052-771-3251

愛知県 有限会社松岡モータース 愛知県名古屋市千種区仲田２丁目１０番１１号 052-731-5761

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　千種内山店 愛知県名古屋市千種区内山3-7-3 052-741-1101

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 東片端店（今池サテライト） 愛知県名古屋市千種区神田町17番地10 052-962-3315

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　田代本通店 愛知県名古屋市千種区田代本通3-8 052-751-6251

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 末盛店 愛知県名古屋市千種区田代本通二丁目４番地 052-761-6161

愛知県 ＨｏｎｄａＣａｒｓ名東　名東店 愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目402番地 052-704-5311

愛知県 株式会社オートプラス　アドバンスＲ３０２高針店 愛知県名古屋市名東区高針1-110 052-709-7307

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 名東梅森坂店 愛知県名古屋市名東区梅森坂一丁目８０１番地の１ 052-702-9071

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　名東店 愛知県名古屋市名東区高間町216 052-702-2131

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　星ケ丘店 愛知県名古屋市名東区名東本通3-28-1 052-702-1181

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　一社店 愛知県名古屋市名東区一社3-89 052-701-1211

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　安城今本町店 愛知県安城市今本町西大塚41番地 0566-96-2500

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　東郊通店 愛知県名古屋市昭和区白金1-5-8 052-882-1235

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　八事店 愛知県名古屋市昭和区滝川町62番地の1 052-837-3002

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　檀渓通店 愛知県名古屋市昭和区檀渓通1-35 052-831-1121

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　檀渓通店 愛知県名古屋市昭和区檀渓通2-23 052-832-4111

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　瑞穂店 愛知県名古屋市瑞穂区彌富通４丁目２０番地 052-835-8700

愛知県 瑞和自動車株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通6丁目19番地 052-851-2567

愛知県 有限会社奥田モータース 愛知県 名古屋市瑞穂区浮島町6-12 052-691-2432

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　瑞穂店 愛知県名古屋市瑞穂区二野町9-8 052-882-1655

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　植田一本松店 愛知県名古屋市天白区元植田一丁目１３１３番地 052-805-3300

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 野並店 愛知県名古屋市天白区野並二丁目２４番地 052-895-6111

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　名古屋南　野並店 愛知県名古屋市天白区古川町１００－１ 052-891-2255

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ名古屋南　野並店 愛知県名古屋市天白区古川町１０0 052-891-2255

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　植田店 愛知県名古屋市天白区植田1丁目2120番地 052-848-7031

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　植田店 愛知県名古屋市天白区井口1-2002 052-802-2121

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　天白島田店 愛知県名古屋市天白区池場2-2605 052-808-6988

愛知県 （株）ホンダカーズ愛知　ＵーＳｅｌｅｃｔ天白 愛知県名古屋市天白区植田西1-901 052-804-0630

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　弥富通店 愛知県名古屋市天白区中砂町191 052-831-7111
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愛知県 ㈱カータイフサポート 愛知県名古屋市天白区中砂町576番地 052-861-0270

愛知県 株式会社ガレージエス 愛知県名古屋市天白区大坪1－506 052-880-8100

愛知県 田中自動車（株） 愛知県日進市藤枝町92-4 0561-72-0551

愛知県 ＨｏｎｄａＣａｒｓ名東　日進南店 愛知県日進市東山二丁目124番地 0561-74-7511

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　日進竹ノ山店 愛知県日進市岩崎町竹ﾉ山52-1 0561-74-8588

愛知県 株式会社近藤自動車 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北木戸西４８番地の４８３ 0561－38－1591

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　和合店 愛知県愛知郡東郷町大字和合字濁池新田8番1 052-801-3131

愛知県 ㈱柘植自動車和合 愛知県愛知郡東郷町和合北蚊谷183 0561-38-0123

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　三好店 愛知県みよし市莇生町川岸当4番地 0561-34-1531

愛知県 日産ギャラリー三好インター 愛知県みよし市莇生町川岸当7-1 0561-32-8223

愛知県 ジェームス三好店 愛知県みよし市三好町東一ノ沢 1番地の2 0561-33-5050

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　三好西店 愛知県みよし市三好町池守田41-1 0561-33-3771

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　カーロッツ三好店 愛知県みよし市三好町石塚31番地2 0561-32-9747

愛知県 カノー電機商会　 愛知県みよし市三好町上ヶ池２５－２５ 056-132-3147

愛知県 株式会社ホンダアリフ　ホンダカーズ豊田三好東店 愛知県みよし市三好町前田49-1 0561-34-4088

愛知県 広瀬モータース 愛知県豊田市西広瀬町西前115－1 0565-41-2346

愛知県 広瀬モータース 愛知県豊田市西広瀬町西前115-1 0565-41-2346

愛知県 株式会社ホンダアリフ 愛知県豊田市力石町中切229-2 0565-41-2214

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 豊田総合センター 愛知県豊田市篠原町敷田３７番地 0565-48-4732

愛知県 カーショップFUKAKIN 愛知県豊田市田籾町西川181-10 0565-48-3665

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　猿投店 愛知県豊田市四郷町与茂田37-1 0565-45-3101

愛知県 株式会社 ASサービス 愛知県豊田市西中山町清田24-12 0565-76-7432

愛知県 （株）中央自動車商会 愛知県豊田市藤岡飯野町井ノ脇413 0565-76-2236

愛知県 東京自動車（株） 愛知県豊田市藤岡飯野町仲ノ下492番地1 0565-76-2116

愛知県 梅村サービス 愛知県豊田市石飛町板倉19番地 0565-76-2627

愛知県 （株）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 ガレージ　スタイル 愛知県豊田市北篠平町山ノ神下951-1 0565-65-2250

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　豊明北店 愛知県豊明市沓掛町荒井5番地の11 0562-92-9500

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　豊明店 愛知県豊明市新田町子持松14-1 0562-93-7111

愛知県 株式会社高木自動車 愛知県 豊明市新田町下一ノ割71-10 0562-93-1093

愛知県 株式会社髙木自動車 愛知県豊明市新田町村合62-3 0562-93-1093

愛知県 株式会社髙木自動車 愛知県豊明市新田町村合62-3 0562-93-1093

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　豊明インター店 愛知県豊明市阿野町長根88-1 0562-98-8141

愛知県 キムラユニティー（株）豊田上郷店 愛知県豊田市枡塚西町小畔52-1 0565-25-9058

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　加木屋店　 愛知県知多郡東浦町緒川字西本坪5番地の1 0562-34-5131

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　刈谷東浦店 愛知県知多郡東浦町大字緒川字下家左川3番地 0562-82-4511

愛知県 （株）石實自動車 愛知県知多郡東浦町大字石浜字芦間13-4 0562-83-5364

愛知県 有限会社鈴木モータース 愛知県知多郡東浦町生路字浜田9 0562-83-2265

愛知県 株式会社ツネミ 愛知県知多郡阿久比町萩字伍反田16-1 0569-48-8844

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　武豊店 愛知県知多郡武豊町字砂川2-6 0569-73-6661

愛知県 エンヤオート商会 愛知県知多郡武豊町字北中根1丁目10番地 0569-73-3509

愛知県 ㈱知多自動車 愛知県知多郡美浜町大字北方字鼻山18-1 0569-82-2969

愛知県 須田モータース 愛知県知多郡美浜町河和上前田29-1 0569-82-0076

愛知県 有限会社　橋本自動車工業所 愛知県知多郡美浜町大字河和字上前田271番地の１ 0569-82-1516

愛知県 株式会社旭モータース美浜店 愛知県知多郡美浜町古布字溝相3-1 0569-82-0900

愛知県 有限会社ゴトウ自動車 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字北側48-4 0569-73-2010

愛知県 カトーボデーＳＨＯＰ 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字篭田52-4 0569-72-7252

愛知県 株式会社3G 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字篭田21番地 0569-72-3725

愛知県 （株）豊浜モータース 豊丘店 愛知県知多郡南知多町豊丘字竹石12-1 0569-65-1034

愛知県 東海自動車 愛知県 知多郡南知多町大字豊浜字鳥居1-1 0569-65-1234
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愛知県 オートファクトリーGOBO 愛知県豊田市扶桑町1丁目36-1 0565-89-7310

愛知県 株式会社Ａｓｓｈ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 愛知県豊田市桜町２丁目４７ 0565-42-2677

愛知県 （株）鈴高自動車販売 愛知県豊田市広久手町7丁目14番地2 0565-31-4762

愛知県 マイカー７ 愛知県豊田市逢妻町２丁目９番地１ 0565-31-5411

愛知県 日産ギャラリー豊田梅坪 愛知県豊田市京町5-6-6 0565-34-3423

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 豊田梅坪店 愛知県豊田市梅坪町八丁目４番１６ 0565-33-8200

愛知県 研都モータース株式会社 愛知県豊田市栄町５丁目１０－１　 0565-35-9235

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丁目23番地の3 0565-33-3211

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

愛知県 ウメキョウ自動車（株） 愛知県豊田市栄生町3丁目23番地3 0565-33-3211

愛知県 株式会社篠田商会 愛知県豊田市日之出町２の１の１ 0565-31-0487

愛知県 ﾎｰﾒｲ･ｵｰﾄ株式会社 愛知県豊田市日之出町１丁目４番地１３ 0565-31-0443

愛知県 ㈱篠田商会 愛知県豊田市日之出町２丁目1番地1号 0565-31-0487

愛知県 ジェームス豊田陣中店 愛知県豊田市陣中町２丁目１－１ 0565-31-1877

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　御立店 愛知県豊田市神池町2-1216-3 0565-80-2261

愛知県 （株）植田自動車 愛知県豊田市御立町3丁目11番地2 0565-88-1627

愛知県 明豊自動車（株） 愛知県豊田市前山町1丁目27-1 0565-28-1000

愛知県 株式会社サンキョウプロテック 愛知県豊田市司町５－７ 0565-31-0457

愛知県 株式会社　愛豊電機 愛知県豊田市山之手8丁目1 0565-28-1258

愛知県 豊栄交通 株式会社 愛知県豊田市深田町1-126-1 0565-28-7123

愛知県 名古屋トヨペット（株）　ＧＲガレージ豊田土橋店 愛知県豊田市土橋町2-5-3 0565-28-6124

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　豊田土橋店 愛知県豊田市土橋町2-5 0565-28-5161

愛知県 有限会社ケンズ 愛知県豊田市瑞穂町１丁目７番地　 0565-35-8400

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　トヨタ２４８店 愛知県豊田市前田町5-15-1 0565-31-7611

愛知県 エイワカーケアセンター 愛知県豊田市下市場町6丁目20番地 0565-33-1100

愛知県 （株）明和自動車　くるまステーションチェリー刈谷 愛知県知立市上重原町曇り119番地 0566-82-1766

愛知県 松井商会 愛知県豊田市大林町10丁目1番地19 0565-28-4870

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 豊田マイカーセンター 愛知県豊田市竜神町桃山１１－２ 0565-27-8131

愛知県 （株）高岡自動車センター 愛知県豊田市花園町上大切48 0565-52-3081

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　高岡店 愛知県豊田市駒場町新栄49 0565-57-2101

愛知県 有限会社上野自動車整備工場 愛知県大府市神田町1-5 0562-47-0652

愛知県 有限会社　植村モータース 愛知県大府市追分町3丁目292 0562-48-4000

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　大府店 愛知県大府市共栄町8丁目9番地の8 0562-44-6363

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　大府店 愛知県大府市共栄町9-8-6 0562-47-1991

愛知県 有限会社稲生自動車 愛知県半田市亀崎町10丁目80-2 0569-29-0680

愛知県 有限会社　竹内自動車整備 愛知県半田市新居町4丁目20番地 0569-28-4377

愛知県 有限会社間瀬自動車 愛知県 半田市庚申町1-34-1 0569-29-1310

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　半田乙川店 愛知県半田市浜田町１丁目66番地 0569-23-3005

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　半田中央店 愛知県半田市浜田町3-12-9 0569-22-8611

愛知県 株式会社カーテック整備 愛知県半田市古浜町57番地 0569-23-1333

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　半田店 愛知県半田市東浜町1-17 0569-21-7111

愛知県 みつまる自動車（株） 愛知県半田市吉田町1丁目33 0569-47-5868

愛知県 ファミリーモーター 愛知県半田市瑞穂町3丁目8番地の12 0569-21-5037

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　半田青山店 愛知県半田市有楽町3丁目230番地の3 0569-22-7131

愛知県 株式会社旭モータース半田店 愛知県半田市旭町4丁目58-2 0569-23-0974

愛知県 株式会社マルトモータース 愛知県半田市栄町4丁目141番地 0569-21-0350

愛知県 （株）ホンダカーズ愛知　ＵーＳｅｌｅｃｔ半田 愛知県半田市住吉町4-16-1 0569-26-6801

愛知県 株式会社さかき自動車 愛知県半田市住吉町4丁目43番地の1 0569-21-5696

愛知県 有限会社芳賀自動車 愛知県半田市住吉町2丁目126番地の1 0569-22-8755

愛知県 有限会社渡辺モータース 愛知県半田市岩滑東町1の121 0569-22-1238
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愛知県 斉藤モータース 愛知県半田市板山町8-13-3 0569-27-5580

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　名和店 愛知県東海市名和町3丁目95番地 052-603-2110

愛知県 ジェームス名和北店 愛知県東海市名和町二番割上53番地 052-689-0666

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　太田川店 愛知県東海市大田町下浜田144番地5 0562-32-5281

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　大府東海インター店 愛知県東海市加木屋町御林10-1 0562-32-8600

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　富木島店 愛知県東海市加木屋町内堀28番地の1 0562-36-2411

愛知県 寺島自動車工業所 愛知県知多市寺本新町1丁目170 0562-33-3226

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 名古屋トヨペット（株）　　常滑店 愛知県常滑市千代ヶ丘1-5 0569-34-7775

愛知県 太産自動車株式会社 愛知県常滑市明和町1丁目11番地 0569-35-3763

愛知県 太産自動車（株） 愛知県常滑市明和町1丁目11 0569-35-3763

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番地の1 0569-37-0251

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　常滑りんくう店 愛知県常滑市虹の丘7丁目148番地 0569-36-2220

愛知県 ＩＴＯ　ＭＯＴＯＲＳ 愛知県常滑市神明町1-34 0569-42-0478

愛知県 扶桑自動車株式会社 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字中郷71番 0587-93-3074

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）柏森店 愛知県丹羽郡扶桑町大字斎藤字本郷屋敷216 0587-93-9315

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 扶桑マイカーセンター 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚５－３ 0587-92-1880

愛知県 ON　GARAGE 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字名護根34-2 0587-84-0629

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番地 0587-93-5451

愛知県 有限会社 城陽自動車 愛知県丹羽郡扶桑町南山名名護根12-2 0587-91-2226

愛知県 株式会社ＫＦＯ　ＧＬＯＢＡＬ 愛知県丹羽郡大口町豊田2丁目226-1 0587-81-8838

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 大口店 愛知県丹羽郡大口町上小口二丁目１１８番地 0587-95-5222

愛知県 北愛知三菱自動車販売（株）　空港店 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字若宮２番１ 0568-28-5131

愛知県 Ｋ－ＮＩＮＥ　ケイナイン 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場高前66 0568-54-3788

愛知県 株式会社トミタ 愛知県西春日井郡豊山町豊場幸田135 0568-48-1010

愛知県 ＪＳＫ春日井サービスセンター 愛知県春日井市坂下町6丁目809番地12 0568-88-8666

愛知県 株式会社オートプラス　アドバンス長久手店 愛知県長久手市岩作平地19-4 0561-62-7307

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　長久手店 愛知県長久手市菖蒲池301 0561-65-0155

愛知県 ジェームスグリーンロード店 愛知県長久手市横道41－33 0561-61-5121

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　長久手店 愛知県長久手市熊田125 0561-63-8811

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　名古屋インター店 愛知県長久手市打越1620番地 0561-62-5500

愛知県 株式会社水野モータース 愛知県瀬戸市品野町７－１５３－２ 0561-42-0667

愛知県 瀬戸スズキ 愛知県瀬戸市品野町７－１３３－１ 0561-59-2716

愛知県 有限会社ハンズ カーズ 愛知県北名古屋市熊之庄城ノ屋敷3154－4 0568-25-6033

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 西春師勝店 愛知県北名古屋市高田寺屋敷４２２番地 0568-22-1131

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　西春店 愛知県北名古屋市沖村沖浦69 0568-22-6711

愛知県 有限会社丸山自動車 愛知県北名古屋市沖村沖浦９５番地2 0568-23-2427

愛知県 有限会社丸山自動車 愛知県北名古屋市沖村沖裏95-2 0568-23-2427

愛知県 (有)大野自動車 愛知県岩倉市新柳町２－９ 0587-66-0007

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

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1-27 0587-37-6635

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 岩倉店 愛知県岩倉市大地町葉広１番 0587-37-8911

愛知県 株式会社ＧＴＳ 愛知県江南市和田町本郷128-6 0587-22-7888

愛知県 江南自動車販売 株式会社 愛知県江南市力長町大当寺37番地 0587-54-6221

愛知県 株式会社 江南スバル 愛知県江南市布袋下山町西78番地 0587-55-3271

愛知県 名古屋トヨペット　　江南木賀店 愛知県江南市木賀町杉１２３番地 0587-55-3351

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　江南店 愛知県江南市木賀町新開20 0587-54-5111

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　江南赤童子店 愛知県江南市木賀町新開95 0587-54-7667

愛知県 （株）ホンダカーズ愛知　ＵーＳｅｌｅｃｔ江南 愛知県江南市木賀町定和124-1 0587-55-9277

愛知県 今井自動車 株式会社 愛知県江南市松竹町上野128番地 0587-55-1828



都道府県 店舗等名 住所 電話番号

令和3年 10月30日現在

データシステム　アクセル見守り隊

愛知県 有限会社 モンテオートサービス 愛知県江南市前飛保町西町73番地の1 0587-54-1351

愛知県 弘盛自動車 有限会社 愛知県江南市宮田町平和40番地 0587-57-2100

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　五郎丸店 愛知県犬山市大字五郎丸字狭間27-1 0568-62-7522

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 犬山・羽黒店 愛知県犬山市大字羽黒新田字八幡西１１番 0568-67-5811

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　犬山店 愛知県犬山市大字羽黒字稲葉東7番地 0568-68-4700

愛知県 キムラユニティー(株)犬山店 愛知県犬山市字船田10番地 0568-67-3911

愛知県 株式会社タイシン重機サービス 愛知県犬山市字角池57番地4 0568-67-8772

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 小牧・岩崎店 愛知県小牧市岩崎５丁目１９６番地 0568-77-1181

愛知県 ジェームス小牧南店 愛知県小牧市大字北外山字池田1760番1 0568-44-8448

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）小牧外堀店 愛知県小牧市外堀1-224 0568-73-3181

愛知県 有限会社　上別府電機 愛知県小牧市小木1丁目36 0568-75-7999

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　小牧元町店 愛知県小牧市元町4-45 0568-73-1155

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　小牧ＰＤＩセンター 愛知県小牧市三ツ渕690 0568-75-9998

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）ＧＲ　Ｇａｒａｇｅ小牧 愛知県小牧市大字中村字井領14-1 0568-75-3171

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　小牧店 愛知県小牧市大字村中字大島1161 0568-77-1171

愛知県 有限会社　浅田自動車 愛知県小牧市小牧原1丁目125 0568-73-2233

愛知県 有限会社　浅田自動車 愛知県小牧市小牧原1丁目125番地 0568-73-2233

愛知県 有限会社浅田自動車 愛知県小牧市小牧原1丁目125 0568-73-2233

愛知県 川上自動車サービス 愛知県春日井市東野新町1-5-1 0568-83-2469

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　春日井インター店 愛知県春日井市東野町5-18-1 0568-82-9711

愛知県 ファイントラスト車検工場　車検のコバック春日井店 愛知県春日井市南下原町5丁目2-7 0568-44-0100

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）春日井店 愛知県春日井市瑞穂通3-81 0568-82-4411

愛知県 北愛知三菱自動車販売（株）　春日井篠木店 愛知県春日井市篠木町７丁目２１番地４ 0568-81-7208

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　春日井店 愛知県春日井市篠木町8-2967 0568-81-1181

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　春日井中央店 愛知県春日井市若草通4-108 0568-84-2771

愛知県 サコウ自動車販売（有） 愛知県春日井市美濃町3-53 0568-32-2838

愛知県 （株）ホンダカーズ愛知　ＵーＳｅｌｅｃｔ春日井 愛知県春日井市柏井町5-17 0568-85-2710

愛知県 株式会社リアライズ　キッズガレージ 愛知県春日井市松河戸町3丁目2-6 0568-31-0823

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　勝川店 愛知県春日井市勝川町西4-18 0568-33-3311

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　勝川インター店 愛知県春日井市惣中町１丁目６３番地 0568-34-9700

愛知県 株式会社成瀬自動車 愛知県春日井市春日井町85 0568-31-7311

愛知県 サンアイ自動車株式会社　車検の速太郎春日井店 愛知県春日井市味美町2丁目119番地 0568-31-7031

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　高蔵寺店 愛知県春日井市中央台2-4-5 0568-91-3111

愛知県 （有）カガミ自動車 愛知県春日井市気噴町北2-52 0568-51-2251

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）高蔵寺店 愛知県春日井市高蔵寺町北1-192 0568-52-0808

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　高蔵寺店 愛知県春日井市不二町２丁目９番地７ 0568-51-7171

愛知県 株式会社グランドバンクス 愛知県春日井市廻間町字地蔵前656番地1 0568-93-1001

愛知県 株式会社ORANGE Pit 愛知県春日井市白山町5丁目31-8 0568-93-6237

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　本地ケ原店 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町1-63 0561-52-3000

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　晴丘店 愛知県尾張旭市南本地ｹ原町3-5 0561-53-8511

愛知県 株式会社ホンジン自動車 愛知県尾張旭市南栄町旭ヶ丘32番地2 0561-51-0247

愛知県 株式会社小鈴自動車 愛知県尾張旭市東印場町2-4-14 0561-54-2511

愛知県 有限会社アイ・オート 愛知県尾張旭市東印場町二反田355-1 0561-54-1500

愛知県 有限会社アイ・オート 愛知県尾張旭市東印場町二反田355番地1 0561-54-1500

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　旭前店 愛知県尾張旭市旭前町広久手4819 0561-52-1515

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　瀬戸店 愛知県瀬戸市見付町37 0561-83-3161

愛知県 瀬戸日幸モーター株式会社 愛知県瀬戸市共栄通2-1 0561-82-8188

愛知県 林モータース 愛知県瀬戸市東本町1丁目12 0561-82-2531

愛知県 (有)村上自動車工業 愛知県瀬戸市孫田町77 0561-82-5355

愛知県 有限会社共栄サービス 愛知県瀬戸市北浦町2丁目23番地 0561-82-4471
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愛知県 有限会社松屋自動車 愛知県瀬戸市川西町２丁目９８番地 0561-84-5588

愛知県 有限会社松屋自動車 愛知県瀬戸市川西町2丁目98 0561-84-5588

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）瀬戸店 愛知県瀬戸市小坂町146 0561-84-6661

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 甚目寺店 愛知県あま市坂牧阿原１１番地３ 052-441-5611

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）大治店 愛知県海部郡大治町大字三本木字前深田100-1 052-444-3121

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　大治店 愛知県海部郡大治町大字西條字附田47-1 052-441-9281

愛知県 株式会社吉川商会 愛知県あま市木折欠坪20 052-442-8827

愛知県 ジェイ　パッション 愛知県あま市篠田乙柳67－11 052-445-1322

愛知県 株式会社AUTO Dr.YAMADA 愛知県あま市森山弁才天36 052-443-2530

愛知県 南谷モータス 愛知県稲沢市平和町法立西瀬古下44 0567-46-0209

愛知県 ホンダカーズ稲沢 愛知県稲沢市平和町七反田46－1 0567-46-3545

愛知県 犬飼モータース 愛知県海部郡飛島村大字服岡三丁目149番地の3 0567-52-1108

愛知県 久野モータース 愛知県海部郡飛島村大字渚1丁目13 0567-52-1611

愛知県 久野モータース 愛知県海部郡飛島村渚1丁目13番地 0567-52ｰ1611

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）一宮両郷店 愛知県一宮市朝日3-4-27 0586-24-3381

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　一宮両郷店 愛知県一宮市朝日3-4-6 0586-24-3251

愛知県 一宮マツダ販売株式会社 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字高野池18 0586-72-4501

愛知県 一宮マツダ販売株式会社 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字荒野池18番地 0586-72-4501

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 一宮・今伊勢店 愛知県一宮市今伊勢町宮後字西松山３１番地 0586-45-9111

愛知県 有限会社 スギウラ自動車 愛知県一宮市常願通3丁目1番地2 0586-24-5081

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 一宮・佐千原店 愛知県一宮市長島町３丁目２６番１号 0586-73-5611

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 一宮店 愛知県一宮市中島通一丁目２０番地１ 0586-24-2441

愛知県 ミスタータイヤマン　プロショップ　カトー 愛知県一宮市浅井町前野字北出87 0586-51-3332

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　奥町店 愛知県一宮市奥町字神田50-1 0586-61-1191

愛知県 株式会社 ビビ 愛知県一宮市奥町字蘇東24番地 0586-61-7535

愛知県 葛谷モータース 愛知県一宮市奥町字野越42-1 0586-62-1909

愛知県 株式会社 山田商会 愛知県一宮市奥町字蘇東90番地1 0586-62-7175

愛知県 三輪・オートサービス 愛知県一宮市萩原町富田方字山中38-3 0586-52-5408

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柴野2-2 0586-69-3533

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番地 0586-69-1045

愛知県 （株）児島自動車 愛知県一宮市千秋町加納馬場字柳越2208-1 0586-76-3338

愛知県 有限会社 カーライフ真野 愛知県一宮市千秋町加納馬場2216番地1 0586-76-6119

愛知県 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20-1 0586-81-3633

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） ＵーＣａｒプラザ１００一宮インター店 愛知県一宮市丹陽町九日市場字中田１９８番地６ 0586-75-3450

愛知県 （有）旭陽 愛知県一宮市三ツ井5-14-18 0586-76-0535

愛知県 ニュー岩田 株式会社 愛知県一宮市三ツ井二丁目28番1号 0586-77-5151

愛知県 Car custom Ｂｕｚｚｚ． 愛知県一宮市猿海道1-5-17 0586-82-8635

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　一宮牛野通店 愛知県一宮市下川田町５丁目２０番地２ 0586-72-0077

愛知県 尾張交通 株式会社 愛知県一宮市本町3-5-9　尾張交通ビル　7Ｆ 0586-73-4439

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　一宮中央店 愛知県一宮市緑5-1-23 0586-76-3231

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　一宮浅野店 愛知県一宮市浅野字西沼63-1 0586-77-6161

愛知県 カーショップディーノ 愛知県一宮市浅野下垂２２－２ 0586-75-4588

愛知県 佐武モータース 愛知県一宮市新生4丁目8番16号 0586-45-3926

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　一宮住吉店 愛知県一宮市住吉2-7-1 0586-45-7111

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）一宮店 愛知県一宮市大和町馬引字古宮28-1 0586-44-8011

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　一宮西店 愛知県一宮市大和町馬引字焼野30-1 0586-46-2811

愛知県 山口自動車 有限会社 愛知県一宮市大和町苅安賀字伝治越5番地 0586-44-0208

愛知県 （株）ホンダカーズ愛知　ＵーＳｅｌｅｃｔ尾張一宮 愛知県稲沢市下津町銚子原20-3 0587-33-7833

愛知県 有限会社 梶浦モータース 愛知県稲沢市下津下町西3丁目43番地1 0587-32-3568

愛知県 株式会社 稲沢自動車 愛知県稲沢市下津丹下田町88番地 0587-21-1322
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愛知県 トミワ自動車 愛知県稲沢市治郎丸中町108 0587-24-5339

愛知県 カーアンドサービス株式会社　オートフレンド　稲沢 愛知県稲沢市治郎丸石塚町１６ 0587-24-2118

愛知県 トヨタカローラ愛知（株） 稲沢店 愛知県稲沢市小池三丁目１１番２２号 0587-32-4111

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　国府宮店 愛知県稲沢市正明寺2丁目14番15号 0587-21-1166

愛知県 北愛知三菱自動車販売（株）　稲沢店 愛知県稲沢市正明寺２丁目１６番１号 0587-23-2211

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 稲沢・日下部店 愛知県稲沢市日下部北町３丁目１番地 0587-21-7000

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　稲沢店 愛知県稲沢市稲沢町前田255 0587-21-3333

愛知県 ダイハツ稲沢 愛知県稲沢市西町二丁目5番2号 0587-32-0365

愛知県 オートプラザラビット稲沢本店 愛知県稲沢市奥田大沢町3番地1 0587-32-1223

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　稲沢店 愛知県稲沢市石橋1丁目152番地の1 0587-24-0118

愛知県 石黒自動車株式会社 愛知県稲沢市桜木1丁目10番20号 0587-32-3212

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）稲沢天池店 愛知県稲沢市桜木1-10-22 0587-33-1001

愛知県 石黒自動車株式会社 愛知県稲沢市桜木一丁目10番20号 0587-32-3212

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番地 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 有限会社前田自動車 愛知県稲沢市西溝口町南郷3 0587-36-1661

愛知県 （株）葉栗オートショップ 愛知県一宮市木曽川町外割田字伊勢田116 0586-87-5070

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　尾西店 愛知県一宮市開明字馬保里５２番地１ 0586-47-7455

愛知県 三松自動車工業株式会社 愛知県一宮市開明字名古羅19番地3 0586-45-8500

愛知県 住田自動車有限会社 愛知県一宮市三条字墓北27 0586-62-7272

愛知県 株式会社SHINZO 愛知県一宮市起字与三ケ巻50 0586-61-1122

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　一宮濃尾大橋店 愛知県一宮市東五城字備前37番地の１ 0586-62-1200

愛知県 合資会社 近藤自動車商会 愛知県一宮市冨田381 0586-61-2022

愛知県 有限会社岩田モータース 愛知県 稲沢市祖父江町山崎十八山72 0587-97-0174

愛知県 有限会社 三輪自動車 愛知県稲沢市祖父江町三丸渕古宮32番地の1 0587-97-3711

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 津島神守店 愛知県津島市神守町一丁田２４番地４ 0567-25-2111

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　愛知　津島神守店 愛知県津島市神守町字古道12 0567-22-3600

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　津島神守店 愛知県津島市神守町字古道33 0567-28-3181

愛知県 ジェームス津島神守店 愛知県津島市神守町中ノ折75番3 0567-23-7060

愛知県 CARLIFEオートフレンドカニエ 愛知県津島市神守町二ノ割12番地 0567-23-4040

愛知県 ネッツトヨタ中京（株）津島店 愛知県津島市神尾町字蓮池25-1 0567-31-4181

愛知県 有限会社ヤマトコーポレーション 愛知県津島市唐臼町当理43番地 0567-32-0777

愛知県 有限会社ヤマト･コーポレーション 愛知県津島市唐臼町当理43 0567-32-0777

愛知県 有限会社アタゴ自動車 愛知県津島市西愛宕町1丁目18番地 0567-26-3851

愛知県 有限会社アタゴ自動車 愛知県津島市西愛宕町1-18 0567-26-3851

愛知県 ホンダカーズ津島西　古川店 愛知県津島市古川町1-70 0567-28-2563

愛知県 有限会社水谷自動車 愛知県津島市古川町2丁目159番地 0567-24-2200

愛知県 ホンダカーズ東海　津島古川店 愛知県津島市古川町1-70 0567-28-2563

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　七宝店 愛知県あま市七宝町沖之島西流23番地 052-445-0090

愛知県 ネッツトヨタ名古屋（株） 蟹江店 愛知県海部郡蟹江町宝２丁目５４７番地 0567-95-1171

愛知県 株式会社成菱自動車 愛知県海部郡蟹江町本町7-23 0567-95-3505

愛知県 株式会社カーズ・アサオカ 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江町本町5丁目165 0567-95-3200

愛知県 株式会社カーズアサオカ 愛知県海部郡蟹江町本町5丁目165 0567-95-3200

愛知県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　東海　蟹江店 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字八反割40番地の1 0567-96-6000

愛知県 名古屋トヨペット（株）　　蟹江店 愛知県海部郡蟹江町源氏3-213 0567-96-1611

愛知県 有限会社榊宗モータース 愛知県半田市有楽町4-225-9 0569-23-0689

愛知県 株式会社蟹江モータース 愛知県東海市東海町2-5-1 052-604-1677

愛知県 浅丘自動車整備(株) 愛知県碧南市六軒町4丁目112番地 0566-41-1011

愛知県 スーパーピット東海 愛知県名古屋市中川区高畑4-188 052-362-9655

三重県 株式会社三友自動車 三重県四日市市楠町小倉449-1 059-397-3018
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三重県 西山サービス 三重県四日市市午起3-11-5 059-333-2564

三重県 トヨタカローラ三重（株） 四日市本社店 三重県四日市市北浜田町10-3 059-353-5261

三重県 栄和鈑金工業所 三重県津市河芸町上野818 059-245-0168

三重県 トヨタカローラ三重（株） 四日市生桑店 三重県四日市市末永一本木1078-1 059-332-6198

三重県 フレッシュ物流㈱ 三重県四日市市河原田905-1 059-347-5077

三重県 トヨタカローラ三重（株） 四日市日永店 三重県四日市市日永３丁目2-10 059-345-5231

三重県 フォード四日市 三重県四日市市日永4丁目2-7 059-346-5322

三重県 株式会社四日市モータース商会 三重県四日市市日永５－１２－１０ 059-345-1265

三重県 トビタ電装有限会社 三重県四日市市日永2丁目5－40 059-345-2782

三重県 ジェームス日永東店 三重県四日市市日永東三丁目2番60号 059-349-2888

三重県 ディオワールド　四日市店 三重県四日市市富州原町2番40号 059-361-5000

三重県 トヨタカローラ三重（株） 大矢知富田店 三重県四日市市大矢知町953-1 059-365-7331

三重県 （有）加藤自動車 三重県三重郡朝日町大字縄生1138-1 059-363-3136

三重県 (有)ベニス自動車 三重県三重郡川越町大字高松1382番地1 059-364-7757

三重県 株式会社エコ・カ－工房ウエヤマ 三重県三重郡川越町大字南福崎691番地7 059-361-4567

三重県 三重三菱自動車販売株式会社　本社 三重県四日市市新正四丁目９番２８号 059-351-7522

三重県 三重三菱自動車販売株式会社　四日市新正店 三重県四日市市新正四丁目９番２８号 059-352-9191

三重県 三重三菱自動車販売株式会社　クリーンカー四日市 三重県四日市市新正四丁目９番２８号 059-351-8585

三重県 （有）西田自動車整備 三重県桑名市西鍋屋町46番地 0594-21-8459

三重県 スズキアリーナ桑名中央 三重県桑名市新矢田2丁目14 0594-25-8887

三重県 三重三菱自動車販売株式会社　員弁東員店 三重県員弁郡東員町鳥取３６５番１号 0594-76-7766

三重県 トヨタカローラ三重（株） いなべ店 三重県員弁郡東員町八幡新田133-1 0594-76-6531

三重県 （株）小沢自動車工業 三重県いなべ市大安町石榑南636-1 0594-78-1118

三重県 株式会社藤原自動車 三重県いなべ市藤原町市場200番地 0594-46-2140

三重県 （株）サンジキモータース 三重県いなべ市藤原町本郷806 0594-46-2061

三重県 (株）渡辺石油店　伊勢大橋給油所 三重県桑名市東方784-3 0594-41-2355

三重県 三重三菱自動車販売株式会社　桑名江場店 三重県桑名市大福字寺跡４６８番地の１ 0594-21-4865

三重県 株式会社高野自動車工業 三重県桑名市大字大福寺跡467番地 0594-22-7620

三重県 トヨタカローラ三重（株） 桑名店 三重県桑名市江場中野481 0594-22-8623

三重県 株式会社ダイソウ 三重県桑名市大字和泉278番地 0594-21-5561

三重県 国分自動車工業 三重県桑名市西別所311-2 0594-21-8444

三重県 ジェームス桑名大山田店 三重県桑名市藤が丘4丁目201 0594-27-7716

三重県 トヨタカローラ三重（株） ネオポリス大山田店 三重県桑名市広見ヶ丘1537-6 0594-31-8812

三重県 株式会社オート桑名 三重県桑名市大字芳ヶ崎1438-1 0594-31-1313

三重県 ＦＬＣ四日市インター 三重県四日市市川島町6500 059-322-3285

三重県 マウンテンオート 三重県四日市市下海老町86-1 059-326-2678

三重県 トヨタカローラ三重（株） 四日市桜店 三重県四日市市智積町6322-2 059-326-5211

三重県 有限会社ホンダ岡本商会 三重県四日市市智積町537 059-326-0335

三重県 有限会社ホンダ岡本商会 三重県 四日市市智積町537 059-326-0335

三重県 カナメモータース 三重県四日市市山城町621-23 059-337-1755

三重県 株式会社黒田モーター商会 三重県 四日市市山城町690-14 059-337-0800

三重県 三重三菱自動車販売株式会社　鈴鹿中央通り店 三重県鈴鹿市西条６丁目６９番地 059-382-6161

三重県 株式会社今尾電機 三重県鈴鹿市南玉垣町５４３４－１ 059-382-1287

三重県 トヨタカローラ三重（株） 鈴鹿店 三重県鈴鹿市安塚町須田116-1 059-382-1481

三重県 トヨタカローラ三重（株） サーキット通り店 三重県鈴鹿市住吉町６７９５番地１ 059-378-0086

三重県 ㈱カトウ自動車 三重県鈴鹿市庄野東2-11-25 059-378-2328

三重県 株式会社カトウ自動車 三重県鈴鹿市庄野東2丁目11ｰ25 059-378-2328

三重県 高森自動車整備工業㈱　カーリンク 三重県津市乙部2058 059-227-0514

三重県 高森自動車整備工業㈱　本社 三重県津市中河原2049番地 059-227-0505

三重県 トヨタカローラ三重（株） 一身田店 三重県津市一身田大古曽832-4 059-232-7551
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三重県 有限会社　富士商会 三重県津市雲出長常町1186-2 059-235-2238

三重県 高森自動車整備工業㈱　カーリペアーセンターピアクル 三重県津市高茶屋小森上野町1332 059-238-0077

三重県 高森自動車整備工業㈱　車検の速太郎 三重県津市高茶屋小森町2822 059-238-5522

三重県 Sun Auto Service 三重県津市高茶屋５－１１－５０ 059-234-6101

三重県 トヨタカローラ三重（株） 津店 三重県津市垂水中境565-1 059-226-1101

三重県 三重三菱自動車販売株式会社　津岩田店 三重県津市岩田２０番１号 059-226-0151

三重県 スズキアリーナ久居 三重県津市久居北口町521-40 059-256-9501

三重県 トヨタカローラ三重（株） 松阪宝塚店 三重県松阪市田村町109-1 0598-23-5111

三重県 三重三菱自動車販売株式会社　松阪船江店 三重県松阪市船江町字道慶田６８０番地の１ 0598-51-3477

三重県 トヨタカローラ三重（株） 松阪店 三重県松阪市川井町1373-2 0598-51-0029

三重県 株式会社渡辺モータース 三重県 松阪市川井町931-4 0598-26-3322

三重県 フォード松阪 三重県松阪市市場庄町1148-1 0598-56-5220

三重県 ジェームス松阪三雲店 三重県松阪市久米町1174-13 0598-56-9721

三重県 トヨタカローラ三重（株） 一志店 三重県津市一志町日置413-1 059-293-1212

三重県 トヨタカローラ三重（株） 伊勢店 三重県伊勢市神田久志本町1448-1 0596-22-1255

三重県 イーカーライフ伊勢御薗 三重県伊勢市御薗町長屋3146-1 0596-63-8657

三重県 トヨタカローラ三重（株） 鳥羽店 三重県鳥羽市船津町字石代371-2 0599-26-7311

三重県 トヨタカローラ三重（株） 志摩店 三重県志摩市阿児町鵜方字山口393-88 0599-43-3118

三重県 (有)福永自動車 三重県志摩市大王町波切３９６１－４ 0599-72-0900

三重県 有限会社カークライエントシロヤマ 三重県志摩市大王町波切3908-11 0599-72-5331

三重県 有限会社KSK 三重県志摩市片田３８９５－１ 0599-85-4691　

三重県 Honda Cars伊賀北　印代店 三重県伊賀市印代２４８－１ 0595-23-9532 

三重県 多田産業㈱ 三重県伊賀市上之庄２３６ 0595-21-6300

三重県 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

三重県 トヨタカローラ三重（株） 田原名張店 三重県名張市東田原2527-2 0595-65-6433

三重県 ジェームス名張街道店 三重県名張市東田原2445-9 0595-67-3777

三重県 三重三菱自動車販売株式会社　名張田原店 三重県名張市東田原２６１４番地の１ 0595-65-4755

三重県 S&S garage 三重県名張市木屋町１３６９－２ 0595-51-8440

三重県 ＦＬＣ名張中古車センター 三重県名張市蔵持町原出708-1 0595-48-7568

三重県 トヨタカローラ三重（株） 伊賀上野店 三重県伊賀市小田町648-9 0595-23-0713

三重県 有限会社ＥＣＯオートガラス 三重県伊賀市川合１０３－１６ 0595-43-2010

三重県 トヨタカローラ三重（株） 玉城店 三重県度会郡玉城町長更837-5 0596-58-4101

三重県 三重三菱自動車販売株式会社　伊勢小俣店 三重県伊勢市小俣町湯田５９７番地の１ 0596-22-3121

三重県 トヨタカローラ三重（株） 関店 三重県亀山市関町木崎1805-1 0595-96-2261

三重県 モリタ自動車 三重県伊賀市川東２３８１ 0595-45-2621

三重県 うおまさ商店車両部 三重県多気郡多気町上出江454-1 0598-49-4111

三重県 森川自動車鈑金塗装 三重県北牟婁郡紀北町東長島488-1 0597-47-0730

三重県 トヨタカローラ三重（株） 尾鷲店 三重県尾鷲市矢浜１丁目２１番２１号 0597-22-6031

三重県 三重三菱自動車販売株式会社　尾鷲矢浜店 三重県尾鷲市矢浜二丁目１４番４４号 0597-22-9935

三重県 乾自動車 三重県尾鷲市古江町７８７－８ 0597-27-2436

三重県 榎本タイヤ 三重県南牟婁郡御浜町阿田和4268-4 05979-2-2283

三重県 有限会社　榎本タイヤ 三重県南牟婁郡御浜町阿田和4268-4 05979-2-2283

滋賀県 ガレージキッズ　有限会社キッズエンタープライズ 滋賀県大津市唐崎2丁目14-20 077-577-1600

滋賀県 有限会社三共自動車 滋賀県大津市衣川１－１２－８ 077-573-3930      

滋賀県 （有）ハイトー自工 滋賀県高島市安曇川町四津川752-3 0740-34-1101

滋賀県 （株）永井自工本店 滋賀県高島市新旭町藁園2764-2 0740-25-3480

滋賀県 （株）永井自工 滋賀県高島市新旭町大字藁園2764-2 0740-25-3480

滋賀県 （有）大江モータース 滋賀県高島市新旭町藁園2035 0740-25-3361

滋賀県 （有）松田自動車整備工場 滋賀県高島市新旭町安井川1196-1 0740-25-4131

滋賀県 有限会社小林自動車商会 滋賀県大津市大萱７－１２－１３ 077-545-3018　
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滋賀県 有限会社くるまや工場 滋賀県大津市一里山２－１６－２ 0775-44-4040

滋賀県 渡辺モータース 滋賀県大津市大石東6-8-1　 077-546-1014　

滋賀県 ダイハツピット野洲株式会社 滋賀県野洲郡野洲町大字市三宅７６３－２３ 077-587-3513            

滋賀県 （有）徳本輪業 滋賀県蒲生郡竜王町岡屋768-4 0748-58-0175

滋賀県 (有)徳本輪業 滋賀県蒲生郡竜王町岡屋768-4 0748-58-0175

滋賀県 株式会社小林自動車 滋賀県栗東市御園1927番地 077-558-0365 

滋賀県 ジェームス大宝店 滋賀県栗東市霊仙寺1丁目3番5号 077-554-9626

滋賀県 タイヤ館　栗東 滋賀県栗東市出庭506 077-554-1921

滋賀県 （株）湖南オートセンター 滋賀県栗東市出庭946 077-553-9133

滋賀県 正和自動車販売㈱ 滋賀県栗東市辻473番地 077-552-2581

滋賀県 山川電機株式会社栗東営業所 滋賀県栗東市林417-4 077-552-3205

滋賀県 カー・ビューティ京都 滋賀県栗東市高野２２７－１ 0775-52-2112

滋賀県 (有)松木商会 滋賀県栗東市大橋七丁目6-37 077-553-3511

滋賀県 （株）小西自動車 滋賀県湖南市石部北一丁目1-17 0748-77-5577

滋賀県 オートガレージやまこー 滋賀県湖南市正福寺４６４－３ 0748-60-1007

滋賀県 オクダオートメンテナンス 滋賀県甲賀市甲南町野川９０７－４ 0748-60-9302

滋賀県 北村自動車　 滋賀県米原市寺倉１３８ 0749-54-2228

滋賀県 滋賀オート株式会社 滋賀県米原市野一色８２８－１ 0749-55-2295

滋賀県 自動車事業部整備工場 滋賀県彦根市肥田町３７７ 0749-43-6118

滋賀県 （株）　伊関商会 滋賀県彦根市肥田町428 0749-43-6118

滋賀県 ウエストジャパン 滋賀県彦根市東沼波町１１９８－１ 0749-24-3895  

滋賀県 サンキストオートサービス 滋賀県彦根市東沼波町782-10 0749-23-7332

滋賀県 カーハウスＺＥＲＯ 滋賀県彦根市地蔵町75-1 0749-30-3988

滋賀県 株式会社大進自動車部品商会 滋賀県彦根市芹川町４１０ 0749-22-2751　

滋賀県 タイヤ館　彦根 滋賀県彦根市西沼波町高橋田30-1 0749-26-6644

滋賀県 山川電機株式会社彦根営業所 滋賀県彦根市西沼波町250 0749-22-0491

滋賀県 カーハウスクロスロード 滋賀県彦根市小泉町688-3 0749-21-3967

滋賀県 （有）杉林自動車工業所 滋賀県彦根市小泉町147 0749-26-1281

滋賀県 BODYSHOP Supreme 滋賀県彦根市開出今町793 0749-25-0867

滋賀県 Honda Cars東近江　八幡南店 滋賀県近江八幡市東川町１５８ 0748-55-0043

滋賀県 日星自動車　（株） 滋賀県近江八幡市江頭町416-3 0748-36-6492

滋賀県 株式会社マイカー近江 滋賀県守山市播磨田町７５０－２ 077-582-9123    

滋賀県 タイヤ館　守山 滋賀県守山市大門町28-1 077-583-7567

滋賀県 ディオワールド　草津店 滋賀県草津市西渋川１丁目23-1 077-561-6555

滋賀県 （有）光オートサービス 滋賀県草津市新浜町85-10 077-563-1059

滋賀県 山崎自動車（株） 滋賀県長浜市森町426 0749-63-2922

滋賀県 スカイロード長浜 滋賀県長浜市森町366-1 0749-64-1688

滋賀県 株式会社モミヤマモータース 滋賀県長浜市八幡中山町４１６－６ 0749-63-0300  

滋賀県 株式会社北陸オート　ホンダプリモ長浜中央 滋賀県長浜市南高田町１２２－４ 0749-64-1050       

滋賀県 滋賀中央観光バス 株式会社 滋賀県長浜市醍醐町291-1 0749-74-4566

滋賀県 山川電機株式会社長浜営業所 滋賀県長浜市西上坂町小付204-1 0749-62-2781

滋賀県 株式会社中田モータース 滋賀県長浜市小堀町94番1 0749-63-6780

滋賀県 （株）中田モータース サービス工場 滋賀県長浜市小堀町94-1 0749-63-6780

滋賀県 株式会社オートセンタームラタ 滋賀県近江市林田町１２３２ 0748-23-2944

滋賀県 株式会社オートセンタームラタ 滋賀県東近江市林田町1282 0748-23-2944

滋賀県 （有）トータルショップ・ＳＯＳ 滋賀県東近江市瓜生津町552 0748-23-3737

滋賀県 有限会社速水商会 滋賀県東近江市大森町１９７９－１ 0748-22-4191    

滋賀県 （有）速水商会 滋賀県東近江市大森町1984-1 0748-22-4191

滋賀県 株式会社オートショップくる松 滋賀県東近江市野口町９６１－１ 0748-24-0067   

滋賀県 アヤハディオ水口店 滋賀県甲賀市水口町水口5555 0748-62-7771
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滋賀県   (有)  カーテックウカイ 滋賀県甲賀市水口町杣中979-5 0748-62-4536

滋賀県 （株）清晃自動車工業 滋賀県甲賀市水口町三大寺259-1 0748-62-3141

滋賀県 オートＭＡＸ 滋賀県甲賀市下山６９３－４１２ 0748-62-5709   

滋賀県 株式会社高山商会 滋賀県東浅井郡湖北町大字速水１１１８ 0749-78-0153

滋賀県 ㈱高山商会 滋賀県長浜市湖北町速水18-1 0749-78-0153

滋賀県 （有）山口モータース 滋賀県長浜市木之本町千田116-4 0749-82-3337

滋賀県 az1st 滋賀県長浜市西浅井町野坂68-1 0749-51-9055

滋賀県 ＮＥＸＴ賀田山店 滋賀県彦根市賀田山町1406-1 0749-49-3933  

滋賀県 (株)愛知車検 滋賀県愛知郡愛荘町長野225-1 0749-42-2621

滋賀県 愛光オート 滋賀県東近江市五箇荘川曲町３３２ 0748-48-5280　

滋賀県 Honda Cars東近江　蒲生店 滋賀県東近江市市子川原町640-2 0748-37-5735

滋賀県 (株)朝比自動車工業所 滋賀県東近江市川合町306 0748-55-0215

滋賀県 株式会社ウエノ電装 滋賀県蒲生郡日野町松尾1丁目10番地 0748-52-8955

滋賀県 藤原自動車鈑金塗装 滋賀県甲賀市信楽勅旨１９８８－３ 0748-83-8222

滋賀県 河嶋オート 滋賀県高島市マキノ町中庄328-1 0740-27-0926

京都府 （株）森清モータース 京都府京都市下京区油小路通六条下る西若松町258-1 075-371-5011

京都府 ドライブマーケット京都久世店 京都府京都市南区久世殿城町５０３ 075-924-2000

京都府 ㈱フジサンオート 京都府京都市南区久世中久町６９９－３　 086-932-3624

京都府 アヤハディオ吉祥院八条店 京都府京都市南区吉祥院宮の西町11番地 075-326-6700

京都府 株式会社ビクトリー自動車　本社 京都府京都市南区吉祥院池田南町11 075-661-3100

京都府 （株）マッハワン 京都府京都市山科区四ノ宮鎌手町60-3 075-501-8050

京都府 タイヤ館　京田辺 京都府京田辺市草内馬橋11 0774-65-2181

京都府 新和自動車株式会社　ＧＣ京都南ガイア京田辺店 京都府京田辺市大住池ノ端44-1 0774-65-3233

京都府 田原石油（株） 京都府京都市西京区大枝沓掛町13-201 075-331-0088

京都府 竹中自動車 京都府宇治市白川鍋倉山23-2 0774-22-1266

京都府 ジェームス槇島店 京都府宇治市槇島町十六33 0774-28-6477

京都府 有限会社フタミ自動車 京都府宇治市伊勢田町大谷33-2 0774-43-6854

京都府 タイヤ館　外環伏見 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ﾉ内7-2 075-634-8443

京都府 株式会社第一モータース（京都） 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町５４ 075-622-4003

京都府 京都府自動車整備商工組合 京都府京都市伏見区竹田向代町51-5 075-681-9757

京都府 有限会社中原モータース 京都府八幡市内里松ケ外25-6 075-981-1160

京都府 有限会社中原モータース 京都府八幡市内里松ケ外25番地の6 075-981-1160

京都府 株式会社ビーパックス 京都府京都市右京区西京極北衣手町60 075-312-8868

京都府 加藤自工 京都府 京都市右京区梅津石灘町5 075-861-0979

京都府 株式会社フォーエイチクラブ 京都府京都市西京区牛ケ瀬堂田町59 075-382-0077

京都府 （有）鈴木モータース　本店 京都府京都市西京区樫原石畑町17-1 075-381-2682

京都府 タイヤ館　長岡京 京都府向日市上植野町下川原19-1 075-931-3051

京都府 タイヤ館　木津 京都府木津川市相楽神後原12-1 0774-72-5856

京都府 新和自動車株式会社　プチガイア精華学研店 京都府設楽郡精華町精華台1丁目25-3 0774-98-3322

京都府 (有)出澤自動車 京都府福知山市昭和町53-3 0773-22-0136

京都府 タイヤランド　福知山店 京都府福知山市荒河新町66 0773-23-7541

京都府 （株）大嶋カーサービス　福知山店 京都府福知山市字堀子字下高田2378番地の1 0773-22-1300

京都府 (株)大嶋ｶｰｻｰﾋﾞｽ 京都府福知山市字堀小字下高田2378-1 0773-22-1300

京都府 京都タクシー 株式会社 京都府亀岡市余部町大塚24番地-1 0771-24-8500

京都府 株式会社　カードックオクムラ　そのべ店 京都府南丹市園部町内林町3号4 0771-86-8121

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 0771-65-0300

京都府 (株)大嶋ｶｰｻｰﾋﾞｽ　綾部店 京都府綾部市井倉新町瓜田8-1 0773-42-8888

京都府 マツダオートザム綾部 京都府綾部市井倉新町瓜田8-1 0773-43-2022

京都府 有限会社仲江オート 京都府綾部市栗町内沼３４ 2773-48-0025

京都府 有限会社仲江オート 京都府綾部市栗町内沼34 0773-48-0025
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京都府 株式会社　迫田自動車 京都府舞鶴市万願寺166番地 0773-76-3443

京都府 株式会社　ｶｰ･ﾌﾚﾝﾄﾞ 京都府舞鶴市字福来193番地 0773-77-1214

京都府 有限会社エノキ商会 京都府舞鶴市字泉源寺354 0773-62-3378

京都府 ドライブショップ　白鳥 京都府舞鶴市字森小字勘尻92-2 0773-62-2056

京都府 (株)オート舞鶴販売 京都府舞鶴市森60 0773-62-6356

京都府 峰山マツダ 京都府京丹後市峰山町菅868-1 0772-62-2610

京都府 （株）　峰山マツダ 京都府京丹後市峰山町菅868-1 0772-62-2610

京都府 （株）　小森オート 京都府京丹後市峰山町長岡1718番地1 0772-62-2423

京都府 ㈱弥栄モータース　 京都府京丹後市弥栄町堤１９６ 0772-65-2757

京都府 輪駆堂 京都府南丹市日吉町殿田町筋8番地 0771-72-1955

京都府 マツダオートザム野田川 京都府与謝郡与謝野町字石川710-1 0772-42-0188

京都府 有限会社　加悦モータース 京都府与謝郡与謝野町字加悦471番地1 0772-43-0010

京都府 （株）林自動車工業 京都府京丹後市大宮町谷内977-1 0772-64-3545

京都府 小田垣自動車株式会社 京都府京丹後市網野町網野140番地の1 0772-72-0793

京都府 小田垣自動車㈱ 京都府京丹後市網野町140-1 0772-72-0793

京都府 網野タクシー 株式会社 京都府京丹後市網野町網野1054-20 0772-72-6232

大阪府 株式会社ニシベ計器製造所　大阪営業所 大阪府大阪市北区長柄東3丁目2-67-B 06-6354-1283

大阪府 若葉自動車工業株式会社 本社 大阪府大阪市北区大淀中4-13-12 06-6458-3077

大阪府 トヨタカローラ新大阪　ＧＲ　Ｇａｒａｇｅ新大阪 大阪府大阪市淀川区東三国３丁目１０番２１号 06-6350-6222

大阪府 トヨタカローラ新大阪　新大阪本店 大阪府大阪市淀川区東三国３丁目１１番２号 06-6350-6500

大阪府 トヨタカローラ新大阪　新大阪本店サービスセンター 大阪府大阪市淀川区東三国３丁目１１番２号 06-6350-6530

大阪府 (株)タカコー 大阪府高槻市川西町2丁目22-2 072-684-0707

大阪府 トヨタカローラ新大阪　カーロッツ新大阪 大阪府大阪市淀川区新高４丁目１５番８４号 06-6397-6262

大阪府 トヨタカローラ新大阪　十三店 大阪府大阪市淀川区新高４丁目１５番９１号 06-6394-0131

大阪府 (株)陽和自動車工業所 大阪府大阪市東淀川区豊新2-7-16 06-6324-5771

大阪府 トヨタカローラ新大阪　上新庄店 大阪府大阪市東淀川区大隅１丁目２番２号 06-6329-4588

大阪府 株式会社マエカワ　広域サービス部西日本サービス課　 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目4-28 06-6927-2331

大阪府 若葉自動車工業株式会社 大阪野江駅前店 大阪府大阪市城東区成育1-4-17 06-6931-0219

大阪府 ナショナルタクシー(株) 大阪府大阪市城東区成育2-9-9 06-6934-3040

大阪府 若葉自動車工業(株) 大阪府大阪市城東区成育1-4-17 06-6931-0219

大阪府 トキナガモータース 大阪府大阪市東成区東小橋1-7-8 06-6971-3674

大阪府 (株)イディア 大阪府大阪市鶴見区緑1-18-15 06-6786-7088

大阪府 株式会社マエカワ　本社営業部 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6-8 06-6251-2330

大阪府 南シルバー自動車(株) 大阪府大阪市中央区高津1-6-4 06-6762-1061

大阪府 春日自動車（株） 大阪府大阪市生野区中川1-4-7 06-6751-2234

大阪府 北岡オートサービス 大阪府大阪市生野区中川4-2-22 06-6757-1340

大阪府 福島自動車鈑金工業所 大阪府大阪市生野区巽南5-18-41 06-6792-5039

大阪府 Garage Road 大阪府大阪市東住吉区矢田5-13-19 06-6695-4141

大阪府 イエローハット　平野店 大阪府大阪市平野区瓜破2-2-15 06-6705-2233

大阪府 共和自動車工業(株) 大阪府大阪市西区阿波座2-4-13 06-6541-0177

大阪府 株式会社マエカワ　西店 大阪府大阪市西区川口3丁目2-14 06-6581-4131

大阪府 丸徳自動車工業(株) 大阪府大阪市西区九条南1-7-2 06-6583-5451

大阪府 大阪ガスオートサービス(株) 大阪府大阪市此花区酉島5-11-151 06-6461-7022

大阪府 トヨタカローラ新大阪　西淀店 大阪府大阪市西淀川区御幣島４丁目１４番１号 06-6473-1475

大阪府 乾自動車工業 大阪府大阪市西淀川区姫島3-4-13 06-7501-5247

大阪府 大阪自動車販売（株） 大阪府大阪市西成区津守2丁目4-15 06-6561-2600

大阪府 (株)近畿自動車工業 大阪府大阪市住吉区上住吉1-3-25 06-6678-3046

大阪府 信榮自動車工業 大阪府大阪市住之江区北加賀屋2-8-16 06-6685-6721

大阪府 株式会社マエカワ　住之江店 大阪府大阪市住之江区新北島5丁目2-36 06-6683-6323

大阪府 トヨタカローラ新大阪　東豊中店 大阪府豊中市東豊中町５丁目３１番１号 06-6854-3212
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大阪府 トヨタカローラ新大阪　空港店 大阪府豊中市螢池西町１丁目２４番１０号 06-6855-1181

大阪府 トヨタカローラ新大阪　緑丘店 大阪府豊中市向丘２丁目１０番１６号 06-6846-5000

大阪府 トヨタカローラ新大阪　豊中店 大阪府豊中市曽根東町２丁目９番１６号 06-6862-3211

大阪府 FIERCE RACING 大阪府豊中市曽根南町3丁目19-17 06-6864-1070

大阪府 ホンダフジオート販売 大阪府豊中市穂積2-3-5 06-6862-4568

大阪府 （株）セイロモータース　大阪支店 大阪府豊中市勝部1-8-12 06-6844-0173

大阪府 (株)セイロモータース 大阪府豊中市勝部1-8-12 06-6844-0173

大阪府 株式会社セイロモータース 大阪府豊中市勝部1丁目8番12号 06-6844-0173

大阪府 トヨタカローラ新大阪　箕面店 大阪府箕面市牧落３丁目２０番２１号 072-722-2581

大阪府 トヨタカローラ新大阪　レクサス箕面 大阪府箕面市稲３丁目１番１６号 072-725-5050

大阪府 トヨタカローラ新大阪　小野原店 大阪府箕面市粟生新家２丁目６番１２号 072-728-1991

大阪府 トヨタカローラ新大阪　ＵーＣａｒ箕面店 大阪府箕面市西宿２丁目３番３号 072-728-7757

大阪府 トヨタカローラ新大阪　池田店 大阪府池田市鉢塚１丁目７番３０号 072-752-4001

大阪府 IZAWA TASTE 大阪府池田市城南3丁目2-14 072-754-2300

大阪府 有限会社ナギサオート 大阪府池田市住吉2丁目14-18 072-762-4198

大阪府 株式会社田辺商店 大阪府池田市豊島南2-674-1 072-761-9253

大阪府 (株)田辺商店 大阪府池田市豊島南2-674-1 072-761-9253

大阪府 誠自動車整備工場 大阪府豊能郡能勢町栗栖40 072-734-0283

大阪府 (株)ヤマダモータース 大阪府吹田市寿町1-4-5 06-6381-5630

大阪府 トヨタカローラ新大阪　吹田店 大阪府吹田市泉町３丁目１９番１５号 06-6384-3521

大阪府 株式会社マエカワ　吹田店 大阪府吹田市広芝町13-3 06-6380-2336

大阪府 イージークラフト 大阪府吹田市山田東1-1-6　ディアコート下山田 06-6816-9711

大阪府 Ｇ．ｏｎｅ 大阪府吹田市山田西3-56-1-305 06-6877-5224

大阪府 トヨタカローラ新大阪　千里店 大阪府吹田市五月が丘北１番７号 06-6877-0351

大阪府 トヨタカローラ新大阪　レクサス千里 大阪府吹田市津雲台７丁目２番１号 06-6835-8000

大阪府 トヨタカローラ新大阪　津雲台千里店 大阪府吹田市津雲台７丁目４番５号 06-6834-8415

大阪府 トヨタカローラ新大阪　摂津千里丘店 大阪府摂津市千里丘５丁目６番１９号 06-6337-3773

大阪府 千里丘タクシー 株式会社 大阪府摂津市千里丘東2-6-25 072-623-0071

大阪府 佐々木自動車 大阪府摂津市一津屋3-4-7 06-6349-7630

大阪府 有限会社パドックオクダ 大阪府摂津市鳥飼本町3丁目16番23号 072-654-5808

大阪府 マスターズ 大阪府摂津市鳥飼本町2-11-40 072-650-1155

大阪府 トヨタカローラ新大阪　ボディリペアセンター 大阪府摂津市鳥飼上２丁目５番７７号 072-653-0005

大阪府 アサヒ自動車 大阪府摂津市鳥飼上3-1-46 072-657-7433

大阪府 アイ自動車(株) 大阪府茨木市安威2-38-30 072-643-9889

大阪府 アイ自動車 大阪府茨木市安威2丁目38番30号 072-643-9889

大阪府 トヨタカローラ新大阪　名神茨木店 大阪府茨木市三咲町５番１７号 072-624-7755

大阪府 トヨタカローラ新大阪　ジェームス１７１茨木店 大阪府茨木市清水１丁目５番１号 072-640-6171

大阪府 ジェームス１７１茨木店 大阪府茨木市清水1丁目5番1号 072-640-6171

大阪府 株式会社マエカワ　茨木店 大阪府茨木市下井町1-3 072-643-2345

大阪府 トヨタカローラ新大阪　茨木店 大阪府茨木市大池１丁目１番３２号 072-634-1214

大阪府 トヨタカローラ新大阪　富田店 大阪府茨木市鮎川２丁目３２番２１号 072-635-6000

大阪府 （有）アミューズ 大阪府茨木市島４－２３－２２ 072-630-3400

大阪府 株式会社辰富 大阪府茨木市島1丁目22-24 072-636-7777

大阪府 有限会社アミューズ 大阪府茨木市島4-23-22 072-630-3400

大阪府 トヨタカローラ新大阪　中環茨木店 大阪府茨木市高浜町２番２２号 072-632-7061

大阪府 中央自動車(株) 大阪府茨木市奈良町13-28 072-646-0111

大阪府 トヨタカローラ新大阪　南高槻店 大阪府高槻市深沢町１丁目１番１０号 072-674-0122

大阪府 マス星自動車　（株） 大阪府高槻市南松原町16-3 072-671-2345

大阪府 トヨタカローラ新大阪　高槻店 大阪府高槻市天王町４番１０号 072-671-2170

大阪府 トヨタカローラ新大阪　摂津店 大阪府高槻市柱本南町３番１号 072-677-4151
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大阪府 トヨタカローラ新大阪　摂津サービスセンター 大阪府高槻市柱本南町３番１号 072-677-4351

大阪府 ネッツトヨタ新大阪　高槻店 大阪府高槻市川西町１丁目３番１号 072-683-4531

大阪府 タカコー 大阪府高槻市川西市2丁目22番2号 072-684-0707

大阪府 有限会社坂本自動車 大阪府高槻市今城町15-26 072-685-2330

大阪府 トヨタカローラ新大阪　南平台店 大阪府高槻市氷室町１丁目３０番１０号 072-694-4567

大阪府 ネッツトヨタ新大阪　高槻赤大路店 大阪府高槻市赤大路町３８－１０ 072-697-1300

大阪府 川竹自動車 大阪府守口市八雲東町2-30-18 06-6909-6984

大阪府 カーメインテナンス木谷 大阪府守口市菊水通3-14-17 06-6993-7338

大阪府 (有)久宗自友 大阪府守口市南寺方東通2-13-26 06-6996-6235

大阪府 (株)武田モータース 大阪府門真市大池町18-12 072-882-8155

大阪府 ネッツトヨタ新大阪　寝屋川店 大阪府寝屋川市池田北町１５番２０号 072-828-0555

大阪府 株式会社マエカワ　寝屋川店 大阪府寝屋川市池田中町32-14 072-828-3824

大阪府 木村自動車 大阪府寝屋川市高宮あさひ丘51-3 072-822-5860

大阪府 ネッツトヨタ新大阪　枚方店 大阪府枚方市池之宮１丁目２４番１５号 072-847-6751

大阪府 カミタケモータース 大阪府枚方市池之宮2-30-6 072-849-8111

大阪府 株式会社カミタケモータース 大阪府 枚方市池之宮2-30-6 072-849-8111

大阪府 Project.SJ(有)坂地自動車 大阪府枚方市池之宮１－２６ー１５ 072-849-1212

大阪府 ネッツトヨタ新大阪　レクサス枚方 大阪府枚方市堂山東町５番１号 072-847-3600

大阪府 ネッツトヨタ新大阪　枚方山之上店 大阪府枚方市田宮本町１４番３０号 072-841-2221

大阪府 枚方自動車販売株式会社 大阪府枚方市津田北町1-33-21 072-858-8133

大阪府 枚方自動車販売(株) 大阪府枚方市津田北町1-33-21 072-858-8133

大阪府 ネッツトヨタ新大阪　くずは牧野店 大阪府枚方市上島町８番１６号 072-850-3731

大阪府 ネッツトヨタ新大阪　くずは北山店 大阪府枚方市高野道２丁目36番１号 072-866-7300

大阪府 (株)谷口自動車 大阪府枚方市招提平野町4-16 072-857-3939

大阪府 株式会社三箇オート 大阪府 大東市三箇1-12-54 072-874-2390

大阪府 (株)船本モータース 大阪府四條畷市大字上田原45-1 0743-78-0183

大阪府 ネッツトヨタ新大阪　四條畷店 大阪府四条畷市西中野１丁目１番１２号 072-877-5901

大阪府 ネッツトヨタ新大阪　交野店 大阪府交野市星田北４丁目３６番６号 072-891-1321

大阪府 前田自動車販売(株) 大阪府東大阪市加納4-7-22 072-964-7954

大阪府 株式会社マエカワ　東大阪店 大阪府東大阪市角田1丁目7-5 072-960-3777 

大阪府 高田オート(株) 大阪府東大阪市本庄西3-3-10 06-6747-3331

大阪府 ドライブマーケット東大阪店 大阪府東大阪市島之内１－８－２４ 072-960-2000

大阪府 石切自動車工業(株) 大阪府東大阪市中石切町5-5-30 072-987-9351

大阪府 アメージングオート 大阪府東大阪市東山町14-9 072-981-5946

大阪府 石川自動車(株) 大阪府東大阪市池島町8-1-35 072-984-6641

大阪府 株式会社マエカワ　松原店 大阪府松原市上田4丁目2-28 072-331-3294

大阪府 近鉄自動車学校整備工場 大阪府松原市東新町1-17-36 072-331-2424

大阪府 くるま屋 大阪府松原市三宅中7-8-14 072-335-9608

大阪府 (有)セイロモータース南大阪 大阪府松原市三宅中7-10-22 072-330-0620

大阪府 (株)大吉車輌 大阪府八尾市中田3-5 072-992-0091

大阪府 (株)アラビヤモータース 大阪府八尾市青山町1-5-2 072-991-0227

大阪府 オートサービスクレア 大阪府八尾市柏村町3-160 072-992-0007

大阪府 伸晃オート(株) 大阪府八尾市志紀町南1-133 072-949-5037

大阪府 伸晃オート(株) 大阪府八尾市志紀町南1-133 072-949-5037

大阪府 (株)クラス 大阪府八尾市太田3-194-5 072-949-3600

大阪府 (株)塗屋本舗 大阪府八尾市太田新町9-2 072-949-8333

大阪府 (有)富永自動車 大阪府八尾市太田新町8-178 072-949-9600

大阪府 太子自動車工業所 大阪府八尾市北木の本5-14 072-922-6784

大阪府 (有)日乃出自動車整備工場 大阪府八尾市北木の本4-12 072-993-7758

大阪府 大阪第一整備自動車 大阪府八尾市竹渕西5-111 06-6708-8809
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大阪府 新栄自動車工業(株) 大阪府八尾市老原8-5-2 072-992-4121

大阪府 森脇自動車販売 大阪府八尾市田井中3-58 072-949-4643

大阪府 (有)カーサポートブロッサム 大阪府八尾市高安町南6-69-1 072-999-8878

大阪府 オートプラザニシミネ 大阪府八尾市恩智中町3-153 072-943-7152

大阪府 Ｃａｒ－Ｚｏｃｋ 大阪府柏原市本郷3-9-12 072-968-8835

大阪府 中西自動車商会 大阪府柏原市上市1-1-10 072-972-1120

大阪府 (有)山田自動車 大阪府柏原市大字雁多尾畑2911-3 072-979-0970

大阪府 ＯＴＳ大阪トライアルサービス 大阪府柏原市国分市場2-9-17 072-977-5547

大阪府 (株)高木モータース 大阪府柏原市国分市場2-12-1 072-977-7730

大阪府 なおしや 大阪府柏原市国分西1-6-9 072-975-0901

大阪府 （株）菊水自動車 大阪府富田林市寿町3丁目6-15 0721-25-2345

大阪府 (株)菊水自動車 大阪府富田林市寿町3-6-15 0721-25-2345

大阪府 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ南河内　美原店 大阪府堺市美原区平尾434-1 072-361-2727

大阪府 土橋自動車 大阪府堺市美原区太井149-1 072-362-6661

大阪府 プロショップ来夢 大阪府堺市美原区大饗149-7 072-363-1600

大阪府 ｇｒａｂ合同会社 大阪府大阪狭山市池之原1-889 072-349-3704

大阪府 ｇｒａｂ　ｃａｒｓ 大阪府大阪狭山市池之原1-889 072-349-3704

大阪府 クロスカーズ 大阪府堺市南区別所1560-62 072-294-6336

大阪府 トータスオート 大阪府堺市南区小代204-1 072-296-1256

大阪府 光自動車整備工場 大阪府泉南郡熊取町紺屋2-2-2 072-453-4141

大阪府 タイヤガーデン堺 大阪府堺市北区北花田町3-32-7 072-257-9491

大阪府 五ケ荘自動車商会 大阪府堺市北区奥本町1-149 072-252-0887

大阪府 サン・モータース(株) 大阪府堺市北区南花田町60-16 072-252-2266

大阪府 ＺＥＲＯＡＤ 堺中環店 大阪府堺市北区金岡町2845 072-253-0610

大阪府 だいにち自動車　株式会社 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町3-168 072-277-1325

大阪府 旭光商事(株) 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町3-484 072-279-4148

大阪府 オートハウス212 大阪府和泉市伏屋町3丁目30-8 0725-55-4114

大阪府 株式会社 シーエーディ 大阪府和泉市納花町406-4 0725-58-1323

大阪府 (株)曽根自動車 大阪府泉大津市曽根町1-10-29 0725-33-2888

大阪府 ドライブマーケット２６泉大津店 大阪府泉大津市北豊中町３－２－７６５ 0725-43-2002

大阪府 オーテックフジ 大阪府泉大津市豊中町1-6-1 0725-31-0860

大阪府 オーテックフジ 大阪府泉大津市豊中町1-6-1 0725-31-0860

大阪府 二葉モータース　 大阪府泉大津市本町５－２３ 0725-32-1741

大阪府 二葉モータース 大阪府泉大津市本町5-23 0725-32-1741

大阪府 オートステージイズミ（和泉石油） 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北１－４－１７ 0725-32-2204

大阪府 株式会社第一モータース（大阪） 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北３丁目１１－１４ 0725-23-2651

大阪府 株式会社マエカワ　岸和田店 大阪府岸和田市小松里町2184 072-440-2331

大阪府 コクピットさつま岸和田 大阪府岸和田市小松里町2113 072-443-8631

大阪府 株式会社　カーサービスいずみ 大阪府貝塚市堤409-1 072-433-2123

大阪府 宇賀自動車工業 大阪府泉佐野市高松東2-1-22 072-463-1316

大阪府 ㈱泉南オート 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺669-4 072-465-2015

大阪府 (株)泉南オート 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺669-4 072-465-2015

大阪府 (株)エムズマルタカ 大阪府堺市東区日置荘北町3-15-38 072-287-1103

大阪府 (有)カートップ大阪 大阪府堺市中区新家町587 072-235-1877

大阪府 日産チェリー泉北販売株式会社 大阪府堺市中区田園656 072-235-2366

大阪府 泉自動車(株) 大阪府堺市中区東山786-1 072-237-2766

大阪府 八田自動車 大阪府堺市中区八田北町970 072-278-2074

大阪府 有限会社　タイヤ館　さつま泉北 大阪府堺市中区深井北町3503 072-276-7717

大阪府 ネッツトヨタ新大阪　みなせ店 大阪府三島郡島本町高浜３丁目２番１８号 075-961-6110

大阪府 （株）高槻オート 大阪府三島郡島本町大字高浜2-4-28 075-961-2181
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兵庫県 Garage　HERO 兵庫県神戸市中央区脇浜町2丁目1-10 078-945-9850

兵庫県 神戸トヨペット　三宮店 兵庫県神戸市中央区吾妻通２丁目１－３ 078-251-3721

兵庫県 神戸トヨペット　鈴蘭台店 兵庫県神戸市北区南五葉１丁目６－４ 078-592-6011

兵庫県 神戸トヨペット　岡場店 兵庫県神戸市北区有野中町３丁目８－８ 078-982-3567

兵庫県 (有)ロイヤルモータース　 兵庫県神戸市北区有野中町２－１３－５ 078-982-5321

兵庫県 (株)ジェイエイアクト　QUESTO 兵庫県神戸市北区有野中町3-1-14 078-982-6611

兵庫県 株式会社マジック 兵庫県西宮市山口町船坂119-2 078-903-3422

兵庫県 道場自動車整備　 兵庫県神戸市北区道場町塩田１５９１－３ 078-985-6110

兵庫県 (株)ジェイエイアクト　CARマルシェ 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1058 078-974-2857

兵庫県 神戸トヨペット　明石店 兵庫県神戸市西区持子２丁目１３７ 078-928-9551

兵庫県 シーケンシャル（株） 兵庫県神戸市西区井吹台東町7丁目2-3 078-997-7700

兵庫県 神戸トヨペット　西神中央 兵庫県神戸市西区糀台５丁目６－８ 078-996-8201

兵庫県 神戸トヨペット　本社店 兵庫県神戸市兵庫区水木通２丁目１－１ 078-576-5006

兵庫県 神戸トヨペット　須磨店 兵庫県神戸市長田区海運町５丁目１－２０ 078-733-1313

兵庫県 神戸トヨペット　名谷店 兵庫県神戸市垂水区名谷町字横尾１８５１－２ 078-709-0001

兵庫県 坂口電機サービス 兵庫県洲本市塩屋３－１－１ 0799-22-1834

兵庫県 株式会社 洲本観光タクシー 兵庫県洲本市海岸通２－５－２６ 0799-24-5151

兵庫県 ㈱フジタ　 兵庫県淡路市佐野２８０４－１ 0799-65-0231

兵庫県 CUSTOM DRIVE 兵庫県神戸市東灘区御影塚町2-25-11 078-858-8211

兵庫県 神戸トヨペット　御影テクノセンター 兵庫県神戸市東灘区御影本町1丁目1-15 078-842-9077

兵庫県 神戸トヨペット　御影店 兵庫県神戸市東灘区御影中町3丁目2-5 078-846-3450

兵庫県 神戸トヨペット　芦屋店 兵庫県芦屋市業平町５０ 0797-34-5670

兵庫県 神戸トヨペット　浜田店 兵庫県尼崎市大庄川田町１１ 06-6416-5151

兵庫県 神戸トヨペット　杭瀬店 兵庫県尼崎市杭瀬北新町４丁目５－１ 06-6488-0101

兵庫県 神戸トヨペット　名神店 兵庫県尼崎市名神町１丁目７－２３ 06-6427-5550

兵庫県 寺阪自動車 兵庫県尼崎市潮江4-3-1 06-6424-6002

兵庫県 株式会社ＧＲＯＯＶＹ　ＧＡＲＡＧＥ 兵庫県西宮市上甲子園5-6-14 0798-56-7633

兵庫県 (有)スキルボックス 兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1-29 0798-44-0444

兵庫県 神戸トヨペット　西宮店 兵庫県西宮市深津町2番23号 0798-56-8577

兵庫県 神戸トヨペット　伊丹店 兵庫県伊丹市昆陽池１丁目１８ 072-781-0501

兵庫県 神戸トヨペット　宝塚インター南店 兵庫県伊丹市西野1丁目1 072-781-4520

兵庫県 株式会社K＆T 兵庫県伊丹市御願塚4丁目8-13 072-786-4288

兵庫県 神戸トヨペット　宝塚店 兵庫県宝塚市小浜２丁目２－１８ 0797-84-2822

兵庫県 神戸トヨペット　川西店 兵庫県川西市多田桜木２丁目２－８ 072-793-4101

兵庫県 大原モータース 兵庫県川辺郡猪名川町広根字北野尻32-1 072-766-0155

兵庫県 全但タクシー 株式会社 兵庫県養父市八鹿町八鹿113-1 079-662-4128

兵庫県 神戸トヨペット　豊岡店 兵庫県豊岡市九日市上町９９５－１ 0796-22-4491

兵庫県 株式会社オートメインテナンス・ハシモト 兵庫県豊岡市但東町小谷834 0796-53-4155

兵庫県 神戸トヨペット　三田店 兵庫県三田市下田中字清楽寺７６２－１０ 079-563-0101

兵庫県 神戸トヨペット　新三田店 兵庫県三田市貴志字瀬戸７２３－１ 079-559-0001

兵庫県 有限会社 高田タクシー 兵庫県篠山市乾新町35-6 079-552-1144

兵庫県 有限会社レディースオート篠山 兵庫県篠山市郡家843-1 079-552-5384

兵庫県 株式会社オートショップタカスギ 兵庫県丹波市山南町和田543-1 0795-76-0336

兵庫県 神戸トヨペット　氷上店 兵庫県丹波市柏原町田路62-1 0795-73-0330

兵庫県 氷上交通 株式会社 兵庫県丹波市氷上町石生2305-8 0795-82-6644

兵庫県 エンタープライズヒライ 株式会社 兵庫県朝来市和田山町林垣255 079-670-1269

兵庫県 神戸トヨペット　和田山店 兵庫県朝来市和田山町土田５９１ 079-672-3191

兵庫県 有限会社ファクト 兵庫県豊岡市日高町知見1097 0796-44-1457

兵庫県 (有)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 神戸トヨペット　姫路西店 兵庫県姫路市東今宿１丁目５－８ 079-294-5001
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兵庫県 カメウチ電装株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市中地41-3 079-298-7100

兵庫県 姫路ホイールセンター 兵庫県姫路市土山東の町1-10 079-298-0896

兵庫県 神戸トヨペット　姫路店 兵庫県姫路市花田町一本松１４８ 079-253-2261

兵庫県 株式会社アライズ 兵庫県姫路市広畑区西夢前台6-5 079-228-2925

兵庫県 神戸トヨペット　広畑店 兵庫県姫路市広畑区高浜町１丁目５９ 079-236-5516

兵庫県 株式会社PRO SHOP　ナカガワ 兵庫県姫路市余部区下余部1239 079-272-3883

兵庫県 神戸トヨペット　太子店 兵庫県揖保郡太子町東南字小山６５５－１ 079-277-1581

兵庫県 篠陽タクシー 有限会社 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢52-8 0790-62-2255

兵庫県 神戸トヨペット　中地南店 兵庫県姫路市飾磨区構２丁目６６ 079-233-1567

兵庫県 有限会社エフクラブコーポレーション 兵庫県三木市府内町13-3 0794-86-0179

兵庫県 神戸トヨペット　アネックス三木 兵庫県三木市別所町小林７３４－７４９ 0794-87-1500

兵庫県 ダイハツセレーノ三木広野店 兵庫県三木市志染町広野5丁目213 0794-85-0012

兵庫県 柴崎鈑金塗装所 兵庫県加東市久米1017 0795-44-1007

兵庫県 株式会社フレンズ 兵庫県加東市松尾470 0795-42-5026

兵庫県 株式会社藤原モーターサービス 兵庫県加東市藤田68 0795-42-0459

兵庫県 神戸トヨペット　大久保店 兵庫県明石市大久保町大窪２０１－２ 078-934-0567

兵庫県 ファイブスタータクシー 株式会社 兵庫県明石市魚住町清水2275番地7 078-915-7195

兵庫県 スーパープライベート 兵庫県加古川市加古川町本村246-4 0794-21-0036

兵庫県 ㈱ヤマワキ 兵庫県加古川市加古川町中津７８１－１ 079-423-8778

兵庫県 神戸トヨペット　加古川店 兵庫県加古川市平岡町新在家５０７ 079-424-2436

兵庫県 (有)幸輝整備 兵庫県加古郡稲美町加古2770-5 079-492-3874

兵庫県 ㈱工和自動車 兵庫県加西市下道山町188-1 0790-44-0486

兵庫県 神戸トヨペット　高砂店 兵庫県高砂市中島２丁目２－１４ 079-443-3530

兵庫県 スカイドア合同会社 兵庫県高砂市曽根町1886-7 079-448-0315

兵庫県 株式会社Ｃａｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　ＦＲＩＥＮＤＳ 兵庫県高砂市米田町米田1145-2 079-433-8575

兵庫県 有限会社サービスファクトリーくるまや 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋891-1 079-446-5526

兵庫県 タイヤ館　西脇 兵庫県西脇市和田町251 0795-22-5090

兵庫県 (有)田中自動車 兵庫県西脇市和田町162－1 0795-22-6034

兵庫県 有限会社　田中自動車 兵庫県西脇市和田町162－1 0795-22-6034

兵庫県 神戸トヨペット　西脇店 兵庫県西脇市板波町字札之辻８５－１ 0795-22-7210

兵庫県 廣田自動車有限会社 兵庫県西脇市板波町626番地 0795-22-3409

兵庫県 神戸トヨペット　相生店 兵庫県相生市那波野３８２－１ 0791-23-0001

兵庫県 有限会社　寺尾モータース 兵庫県赤穂郡上郡町野桑452 0791-54-0551

兵庫県 藤井自動車 兵庫県加東市河高2578-168 0795-48-5222

兵庫県 株式会社クエイザー 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋743 0795-30-2075

兵庫県 株式会社ＥＮＤＯ　オートショップエンドウ 兵庫県多可郡多可町岸上14-1 0795-32-1637

兵庫県 有限会社ドッグファイト 兵庫県多可郡多可町中区森本64-3 0795-32-2348

兵庫県 有限会社ナンバオートサービス 兵庫県姫路市香寺町犬飼513-1 079-232-4398

兵庫県 アマノ自動車 兵庫県姫路市香寺町中仁野１５５ 079-232-2355

兵庫県 神戸トヨペット　福崎店 兵庫県神崎郡福崎町南田原２９７２－１ 0790-22-5145

兵庫県 株式会社ACC 兵庫県神崎郡福崎町西田原1512-1 0790-23-0700

兵庫県 森崎タイヤ㈱　 兵庫県神崎郡福崎町福崎新２７０ 0790-22-0267

兵庫県 株式会社鳩自動車 兵庫県神崎郡神河町福本678 0790-32-0810

兵庫県 エスモービル　 兵庫県神崎郡神河町長谷1056-5 0790-35-0403

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

奈良県 杉江電機 奈良県生駒市北田原町2453-2 0743-78-0026

奈良県 ㈱日産サティオ奈良　生駒支店 奈良県生駒市辻町101-1 0743-72-2339

奈良県 中尾自動車 奈良県生駒市壱分町763-1 0743-76-8556

奈良県 中尾自動車 奈良県生駒市壱分町763-1 0743-77-8556

奈良県 有限会社杉本自動車商会 奈良県奈良市大野町137-1 0742-81-0306
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奈良県 ㈲杉本自動車商会 奈良県奈良市大野町137-1 0742-81-0306

奈良県 東山サービス 奈良県山辺郡山添村北野1558 0743-86-0320

奈良県 東山サービス 奈良県山辺郡山添村北野1561-7 0743-86-0320

奈良県 有限会社　ＹＨＫサービスステーション 奈良県山辺郡山添村広代1431 0743-85-0601

奈良県 ㈲ＹＨＫサービスステーション 奈良県山辺郡山添村広代1431 0743-85-0601

奈良県 ㈱日産サティオ奈良　奈良支店 奈良県奈良市三条大宮町1-6 0742-33-2332

奈良県 奈良中央三菱自動車販売株式会社奈良本店 奈良県奈良市三条栄町3-6 0742-34-7671

奈良県 ジェームス奈良大安寺店 奈良県奈良市大安寺 1-24-8 0742-50-1313

奈良県 奈良青木自動車 奈良県奈良市南京終町1-152 0742-61-5169

奈良県 川崎エンジニアリング 奈良県奈良市南京終町3-474 0742-62-7552

奈良県 大和交通株式会社 奈良県奈良市肘塚町8-8 0742-22-3383

奈良県 ㈱高円自動車 奈良県奈良市高畑町1479-2 0742-23-6270

奈良県 有限会社恩田産業 奈良県奈良市北ノ庄町43-4 0742-62-3366

奈良県 ㈲ニッコーライフ　ニッコーテクノ奈良店 奈良県奈良市北之庄西町1-4-6 0742-50-5500

奈良県 新星自動車㈲ 奈良県奈良市北之庄西町1-8-2 0742-64-4744

奈良県 ㈱ミスタートンカチ 奈良県奈良市北之庄西町2-11-2 0742-64-0789

奈良県 TOTAL CAR SERVICE RISE 奈良県奈良市学園大和町1丁目1-7 0742-31-1454

奈良県 白藤モータース 奈良県奈良市二名3-1030-1 0742-44-2253

奈良県 平城自動車㈱ 奈良県奈良市秋篠早月町8-20 0742-33-6839

奈良県 平城自動車（株） 奈良県奈良市秋篠早月町8-20 0742-33-6839

奈良県 立花モータース 奈良県天理市楢町601 0743-65-0236

奈良県 信和自動車 奈良県天理市蔵之庄町322-1 0743-65-1102

奈良県 (株)天理モータース本社工場 奈良県天理市田町458-1 0743-62-1617

奈良県 ㈱天理モータース 奈良県天理市田町458-1 0743-62-1617

奈良県 ㈱天理時報社自動車修理工場 奈良県天理市稲葉町80 0743-64-3710

奈良県 ㈱南口オートサービス 奈良県天理市指柳町248-2 0743-63-2590

奈良県 ㈲新宅モータース 奈良県奈良市上深川町174-2 0743-84-0576

奈良県 ㈱日産サティオ奈良　桜井支店 奈良県桜井市三輪747-1 0744-43-2332

奈良県 藪内モータース 奈良県桜井市谷15 0744-42-2527

奈良県 アトラクティブ 奈良県桜井市栗殿１００８－２ 0744-57-9416

奈良県 ギャロップ 奈良県桜井市吉備533-3 0744-42-6775

奈良県 井前モータース 奈良県桜井市初瀬2425-2 0744-47-8282

奈良県 山岡自動車㈱ 奈良県桜井市出雲1297-1 0744-47-7858

奈良県 カーサービス森本 奈良県宇陀市榛原赤埴14-2 0745-82-4039

奈良県 ㈱進晃自動車整備工場 奈良県宇陀市榛原下井足1385-1 0745-82-2103

奈良県 高岡モータース 奈良県宇陀市榛原萩原2460 0745-82-0167

奈良県 ㈲山晃自動車 奈良県宇陀郡曽尓村山粕250 0745-94-2754

奈良県 石倉モータース 奈良県宇陀郡御杖村菅野320 0745-95-3280

奈良県 石倉モータース 奈良県宇陀郡御杖村菅野222 0745-95-3280

奈良県 大宇陀モータース 奈良県宇陀市大宇陀岩室706 0745-83-0145

奈良県 ㈱日浦モータース 奈良県宇陀市大宇陀拾生897-9 0745-83-0525

奈良県 ㈱日産サティオ奈良　橿原支店 奈良県橿原市葛本町288-1 0744-23-3923

奈良県 和光自動車整備工場 奈良県橿原市出合町39 0744-22-6255

奈良県 大和塗装 奈良県橿原市高殿町576-1 0744-22-0127

奈良県 ㈱大和塗装 奈良県橿原市高殿町576-1 0744-22-0127

奈良県 株式会社モンキージャパン 奈良県橿原市新口町507-4 0744-21-1188

奈良県 ㈱音村商会 奈良県橿原市四条町784-2 0744-22-2521

奈良県 ㈱瀬川オート 奈良県橿原市四条町584-1 0744-22-4142

奈良県 Car Shop TAFU 奈良県橿原市一町879 0744-35-5539

奈良県 峯園自動車 奈良県橿原市川西町1189-2 0744-27-7857
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奈良県 かしはら大成自動車 奈良県橿原市曽我町385-2 0744-25-1700

奈良県 からくり工房HIRO 奈良県橿原市雲梯町56-1 0744-21-1175

奈良県 ㈱三ッ葉電機 奈良県橿原市新堂町203-5 0744-22-5042

奈良県 ㈲リペアテックニシモト 奈良県橿原市曲川町6-5-13 0744-24-5025

奈良県 有限会社リペアテックニシモト 奈良県橿原市曲川町6丁目5-13 0744-24-5025

奈良県 奈良中央三菱自動車販売株式会社橿原店 奈良県橿原市曲川町6-1-30 0744-29-1517

奈良県 高田東洋整備工場 奈良県大和高田市土庫1-7-22 0745-52-6077

奈良県 ㈱日産サティオ奈良　高田支店 奈良県大和高田市栄町3-22 0745-23-2332

奈良県 ㈲タツミ 奈良県大和高田市池田278-1 0745-52-7896

奈良県 山下自動車整備工場 奈良県大和高田市西町3-18 0745-52-1877

奈良県 山下自動車整備工場 奈良県大和高田市西町3-18 0745-52-1877

奈良県 玉川モータース 奈良県北葛城郡広陵町百済2393 0745-55-0247

奈良県 ㈲増田自動車 奈良県北葛城郡広陵町南郷151-6 0745-55-3189

奈良県 池田モータース 奈良県北葛城郡広陵町南郷229-5 0745-55-1939

奈良県 スズキアリーナ広陵 奈良県北葛城郡広陵町安部465-3 0745-54-1155

奈良県 スズキアリーナ広陵 奈良県北葛城郡広陵町安部465-3 0745-54-1155

奈良県 ㈱日産サティオ奈良　王寺支店 奈良県北葛城郡王寺町舟戸1-1-12 0745-32-2511

奈良県 ＡＵＴＯ　ＳＨＯＰ　ＫＥＹＳＴＯＮＥ 奈良県北葛城郡王寺町本町5-669-2 0745-32-8114

奈良県 片岡自動車　（株） 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目3番14号 07457-4-2681

奈良県 合同会社Ｇｌｏｂａｌ　Ａｃｔｉｏｎ 奈良県磯城郡三宅町伴堂40-7 050-3639-2686

奈良県 奈良ホープ自動車（株） 奈良県磯城郡田原本町大字阪手670-1 0744-33-0022

奈良県 奈良ホープ自動車㈱ 奈良県奈良県磯城郡田原本町阪手670-4 0744-33-0022

奈良県 田原本自動車 奈良県奈良県磯城郡田原本町黒田119-1 0744-32-7080

奈良県 脇田自動車工業 奈良県奈良県磯城郡田原本町保津67-3 0744-33-1433

奈良県 森島自動車整備工場 奈良県磯城郡田原本町八尾42-1 0744-32-2046

奈良県 ㈱五條モータース 奈良県五條市犬飼町32-2 0747-22-3903

奈良県 ㈱五條モータース 奈良県五條市犬飼町32-2 0747-22-3903

奈良県 ㈱滝自動車工業 奈良県五條市西吉野町老野191 0747-32-0183

奈良県 久保自工 奈良県吉野郡下市町善城350-1 0747-52-2578

奈良県 ＡＵＴＯ　ＨＯＵＳＥ　ＹＯＳＨＩＮＯ　オートハウスヨシノ 奈良県吉野郡大淀町檜垣本2371-2 0747-52-6263

奈良県 大起モータース 奈良県吉野郡大淀町下渕738-2 0747-52-2103

奈良県 AUTO　SERVICE　SUGITA 奈良県香芝市五位堂５丁目43-1 0745-71-6061

奈良県 （株）カーセンターナカノ 奈良県香芝市狐井159-3 0745-76-6223

奈良県 ㈱カーセンターナカノ 奈良県香芝市狐井159-3 0745-76-6223

奈良県 池浦モータース 奈良県香芝市畑4-476-1 0745-77-3146

奈良県 西川自動車整備工場 奈良県香芝市穴虫2297-1 0745-76-2519

奈良県 西川自動車整備工場 奈良県香芝市穴虫2297-1 0745-76-2519

奈良県 K-tec 奈良県香芝市尼寺３－３９０－１ 0745-76-9992

奈良県 奈良中央三菱自動車販売株式会社大和郡山店 奈良県大和郡山市北西町123 0743-56-5161

奈良県 ㈲ニッコーライフ　ニッコーテクノ大和郡山店 奈良県大和郡山市田中町517 0743-53-0153

奈良県 TEQ　Auto　Service 奈良県大和郡山市城町1269-1 0743-84-4122

奈良県 ㈱ノブエンジニアリング 奈良県大和郡山市矢田山町47-26 0743-53-5207

奈良県 ㈱アイワモータース 奈良県大和郡山市矢田町5244 0743-53-5777

奈良県 ㈱日産サティオ奈良　郡山支店 奈良県大和郡山市上三橋町124-1 0743-54-2828

奈良県 平和自動車 奈良県大和郡山市井戸野町408-2 0743-53-6121

奈良県 ㈱オートテクノ平和 奈良県大和郡山市井戸野町438-1 0743-57-6767

奈良県 中川モータース 奈良県大和郡山市八條町65-3 0743-56-0151

奈良県 ボデーショップ辻内　本店 奈良県葛城市笛堂３１０－３ 0745-69-5951

奈良県 ㈱ボディーショップ辻内 奈良県葛城市笛堂310-3 0745-69-5951

奈良県 寺田自動車 奈良県葛城市太田479-1 0745-48-2921
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奈良県 山口自動車工業所 奈良県御所市本馬69-2 0745-65-0704

奈良県 ㈱葛城モータース 奈良県御所市小殿270-1 0745-66-1720

奈良県 扇屋自動車整備工場 奈良県御所市楢原90-1 0745-63-2697

奈良県 ㈱辻本自動車 奈良県御所市伏見25 0745-66-0768

奈良県 ㈱吉野自動車工業 奈良県吉野郡吉野町上市2022 0746-32-5855

奈良県 ㈱吉野自動車工業 奈良県吉野郡吉野町上市2022 0746-32-5855

奈良県 西本自動車工業 奈良県吉野郡吉野町丹治51 0746-32-2213

奈良県 西本自動車工業 奈良県吉野郡吉野町丹治51番地 0746-32-2213

和歌山県 ＡＵＴＯ　ＳＡＬＯＮ貴志川 和歌山県紀の川市貴志川町長山277-112 0736-64-6001

和歌山県 和歌山自動車（株） トヨタカローラ和歌山宮街道店 和歌山県和歌山市太田3丁目1番35号 073-471-5171

和歌山県 和歌山自動車（株） トヨタカローラ和歌山北島店 和歌山県和歌山市北島466-11 073-451-2325

和歌山県 和歌山自動車（株） トヨタカローラ和歌山秋葉山店 和歌山県和歌山市和歌浦東１丁目１番７号 073-444-3132

和歌山県 和歌山自動車（株） デンソーテクノランド 和歌山県和歌山市秋葉町2番11号 073-444-3191

和歌山県 和歌山自動車㈱デンソーテクノランド 和歌山県和歌山市秋葉町2-11 073-444-3191

和歌山県 和歌山自動車（株） トヨタカローラ和歌山有田店 和歌山県有田川町明王子229 0737-52-3281

和歌山県 和歌山自動車（株） トヨタカローラ和歌山御坊店 和歌山県御坊市湯川町財部241-1 0738-22-1507

和歌山県 和歌山自動車（株） トヨタカローラ和歌山田辺店 和歌山県田辺市上の山1丁目12-27 0739-24-1190

和歌山県 和歌山自動車（株） トヨタカローラ和歌山新宮店 和歌山県新宮市新宮3585-6 0735-22-7106

和歌山県 スズキアリーナ橋本　有限会社クライススズキ 和歌山県橋本市学文路226-5 0736-32-2846

和歌山県 HASHIMOTO 和歌山県橋本市市脇5丁目118-5 0736-32-9268

和歌山県 和歌山自動車（株） トヨタカローラ和歌山橋本店 和歌山県橋本市神野-５６６番地の６ 0738-34-1300

和歌山県 有限会社昭和自動車整備工場 和歌山県西牟婁郡白浜町大古494-2 0739-52-2367

和歌山県 有限会社鈴森自動車 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川897－99 0735-52-2231

和歌山県 和歌山自動車（株） トヨタカローラ和歌山岩出店 和歌山県岩出市大町2 0736-62-4321

和歌山県 熊井自動車　長田店 和歌山県紀の川市北長田10 0736-73-3280

和歌山県 こかわスズキ 和歌山県紀の川市北長田93-1 0736-67-8100

和歌山県 ダイハツプラザ紀の川 和歌山県紀の川市粉河784-7 0736-74-2112

和歌山県 （株）ディエムジーオート 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東158-8 0736-22-0900

和歌山県 丸中鈑金 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東２３４－６ 0736-22-5932

鳥取県 株式会社アイズ 鳥取県 鳥取市 南吉方２丁目３ 0835-29-2858

鳥取県 観光タクシー 有限会社 鳥取県鳥取市吉成510 0857-24-1500

鳥取県 株式会社オートフレンド　スズキ販売鳥取中央 鳥取県鳥取市叶415-1 0857-51-7200

鳥取県 カーズ有限会社 鳥取県鳥取市叶93-1 0857-53-7735

鳥取県 Ａｕｔｏ　Ｓｈｏｐ　Ｃｏｍｆｏｒｔ 鳥取県鳥取市賀露町南2-3-4 0857-31-1188

鳥取県 ㈱ヤマト　サービス部　鳥取支店 鳥取県鳥取市千代水4丁目41番地 0857-28-0211

鳥取県 ㈱ヤマト　営業部　鳥取営業所 鳥取県鳥取市千代水4丁目41番地 0857-32-2115

鳥取県 アスペック株式会社 鳥取県鳥取市商栄町398-14 0857-24-8347

鳥取県 ㈱ワイ・ビー　タイヤ・ホイールカンパニー 鳥取県鳥取市湖山町東5-368 0857-31-2595

鳥取県 ディープ有限会社 鳥取県鳥取市湖山町南1丁目837-1 0857-37-3336

鳥取県 合同会社カーワーク 鳥取県倉吉市福庭町2丁目53 0858-27-5350

鳥取県 有限会社増田商会 鳥取県倉吉市関金町安歩19-1 0858-45-3550

鳥取県 合同会社プロトオート 鳥取県倉吉市上神1048-1 0858-27-2588

鳥取県 合同会社プロトオート 鳥取県倉吉市上神1048-1 0858-27-2588

鳥取県 西尾自動車株式会社（車検の速太郎　米子店） 鳥取県米子市西福原8-17-31 0859-23-4700

鳥取県 ヤスダ自動車鈑金塗装 鳥取県米子市両三柳９８－３ 0859-36-8661

鳥取県 わかとり交通 有限会社 鳥取県境港市松ヶ枝町29 0859-44-0345

鳥取県 ㈱ヤマト　サービス部　境港営業所 鳥取県境港市竹内団地129-2 0859-46-0355

鳥取県 ランドマーク大栄 鳥取県東伯郡北栄町由良宿1504番地 0858-37-5600

鳥取県 ㈲ランドマーク大栄 鳥取県東伯郡北栄町由良宿1504 0858-37-5600

鳥取県 ㈲鍛治木電装 鳥取県東伯郡琴浦町大字八橋1741-1 0858-53-0056
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鳥取県 有限会社 日興タクシー 鳥取県西伯郡大山町名和891番地5 0859-54-2101

鳥取県 有限会社クラフト 鳥取県米子市二本木501-2 0859-27-9102

鳥取県 株式会社ヤマト　米子支店 鳥取県米子市流通町158-9 0859-27-0545

鳥取県 ㈱ヤマト　サービス部　米子支店 鳥取県米子市流通町158-9 0859-27-0545

鳥取県 有限会社 溝口タクシー 鳥取県西伯郡伯耆町溝口156-1 0859-62-1030

鳥取県 サイハラ自動車 鳥取県日野郡日野町下菅328-1 0859-74-0941

島根県 株式会社ヤマト 島根県松江市東津田町 1298-3 083-972-1240

島根県 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ松江　東津田店 島根県松江市東津田町１３００－７ 0852-22-1547

島根県 有限会社エムエム　ハナテンアセス島根松江 島根県松江市東津田町1083-1 0852-20-8710

島根県 ㈱ヤマト　本社 島根県松江市東津田町1298-3 0852-23-1501

島根県 ㈱ヤマト　サービス部　松江支店 島根県松江市東津田町1298-3 0852-23-1500

島根県 ㈱ヤマト　営業部　松江営業所 島根県松江市東津田町1298-3 0852-24-9289

島根県 株式会社　ヤマト 島根県松江市東津田町1298-3 0852-23-1501

島根県 西尾自動車株式会社（車検の速太郎　松江店） 島根県松江市西津田3-560-1 0852-60-7239

島根県 有限会社湖南自動車 島根県松江市西津田3-4-51 0852-27-1122

島根県 Impression 島根県松江市乃木福富町359-1 084-945-0235

島根県 和田オートサイクル 島根県松江市福原町1-21 0852-34-1300

島根県 ㈱カナツオート 島根県松江市西持田町515-6 0852-61-8500

島根県 有限会社森脇モータース 島根県松江市東本町5丁目18 0852-21-3991

島根県 ニシオ有限会社（車検の速太郎　平田店） 島根県出雲市灘分町1921-4 0853-63-3537

島根県 有限会社長崎モータース 島根県出雲市園町1261-4 0853-63-1200

島根県 ㈱ヤマト　サービス部　安来出張所 島根県安来市今津町477-2 0854-23-2278

島根県 ＫＯＰ　ＳＴＡＮＤ 島根県出雲市白枝町225-18 0853-31-9570

島根県 有限会社古志自動車 島根県出雲市古志町2094-6 0853-22-3805

島根県 ㈱ヤマト　サービス部　出雲支店 島根県出雲市神門町801-1 0853-23-7760

島根県 株式会社明星　出雲サービスステーション 島根県出雲市平野町373 0853-24-6088

島根県 株式会社エムネット　新車市場出雲ドーム北店 島根県出雲市平野町498-1 0853-25-8887

島根県 ニシオ有限会社　車検の速太郎　カーステーション 島根県出雲市高岡町441 0853-22-0240

島根県 西尾自動車株式会社　車検の速太郎　出雲店 島根県出雲市高岡町459-1 0853-30-6139

島根県 タイヤ館　出雲 島根県出雲市高岡町554-1 0853-21-7001

島根県 ㈱フリーロード 島根県出雲市中野美保南3丁目3番地3 0853-23-8860

島根県 ㈲カーショップ大田 島根県大田市久手町刺鹿1286番地3 0854-82-5541

島根県 有限会社石原モータース 島根県大田市祖式町985-3 0854-85-2311

島根県 有限会社チューブ沖田自動車 島根県浜田市長沢町3072番地 0855-23-6669

島根県 株式会社和﨑自動車 島根県益田市高津4丁目3-18 0856-25-7175

島根県 錦織車輛 島根県出雲市斐川町上直江1590 0853-72-0620

島根県 錦織車輌 島根県出雲市斐川町上直江1590 0853-72-0620

島根県 ㈱斐川自工 島根県出雲市斐川町直江4610番地1 0853-72-0859

島根県 有限会社元田自動車修理工場 島根県出雲市神西沖町2078 0853-43-1187

島根県 有限会社森山商会 島根県出雲市多伎町久村1278-1 0853-86-3698

島根県 大賀モータース有限会社 島根県太田市温泉津町小浜イ491-3 0855-65-2250

島根県 ハシモト自動車工業有限会社 島根県鹿足郡津和野町後田ロ138 0856-72-1115

岡山県 稲荷交通 株式会社 岡山県岡山市北区岩井1-10-50 086-253-8559

岡山県 有限会社タイヤ館アオエ 岡山県岡山市北区富田503-9 086-234-1266

岡山県 クヤマモータース 岡山県岡山市北区富田514-3 086-223-9734

岡山県 （株）三和エネサ　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアピア３０ＳＳ 岡山県岡山市北区青江5-25-1 086-232-2007

岡山県 株式会社スズキ自販岡山 岡山県岡山市南区青江6丁目4番3号 086-222-8338

岡山県 ジェームス西岡山店 岡山県岡山市北区北長瀬表町二丁目８番２５号 086-242-6811

岡山県 株式会社　T-CRAFT 岡山県岡山市北区中仙道2丁目10-12 086-244-0300

岡山県 (有)マルソーオートプラザ 岡山県岡山市北区東花尻４８－７ 086-293-6430
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岡山県 赤城モータース 岡山県岡山市北区中撫川493 086-293-0290

岡山県 ｃａｒＮｅｓｔ（株） 岡山県岡山市北区撫川1356 086-292-2340

岡山県 車検の速太郎　岡山西バイパス店 岡山県岡山市南区古新田1595-1 086-236-6700

岡山県 ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌｶｰｻﾎﾟｰﾄ岡山中央店 岡山県岡山市南区古新田1349-1 086-282-1333

岡山県 株式会社藤元 岡山県岡山市南区藤田650-15 086-296-6141

岡山県 （株）有行自動車 岡山県都窪郡早島町早島3296-8 086-482-0243

岡山県 有限会社馬場モータース 岡山県瀬戸内市邑久町尾張297-2 0869-22-0521

岡山県 オートガレージモリト 岡山県瀬戸市牛窓町牛窓３３１５－１ 0869-34-6918

岡山県 （株）三和エネサ　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ千両街道ＳＳ 岡山県岡山市南区浦安西町31-9 086-263-0055

岡山県 車検の速太郎　東岡山店 岡山県岡山市中区兼基227 086-208-4100

岡山県 タイヤ館　岡山東 岡山県岡山市中区高屋162-1 086-272-3212

岡山県 テックワールド 岡山県岡山市中区倉益378-16 086-238-7300

岡山県 株式会社　大東 岡山県岡山市東区西大寺浜９１５－４ 086-942-7000

岡山県 （株）ガレーージ山根 岡山県岡山市東区政津307番地3 086-206-1212

岡山県 ﾄｰﾀﾙｶｰｻﾎﾟｰﾄ宇野海岸通り店 岡山県玉野市宇野4丁目16-2 0863-23-4411

岡山県 いづみオート株式会社 岡山県玉野市長尾109 0863-71-2253

岡山県 勝田交通 株式会社 岡山県津山市上河原207-5 0868-22-1234

岡山県 有限会社植木自動車 岡山県苫田郡鏡野町古川981 0868-54-0021

岡山県 有限会社植木自動車 岡山県苫田郡鏡野町古川981 0868-54-0021

岡山県 有限会社 鏡野スズキ販売 岡山県苫田郡鏡野町下原211 0868-54-0330

岡山県 タイヤガーデン K's LINE 岡山県津山市河辺763-1 0868-26-4477

岡山県 株式会社オートショップカンダ 岡山県津山市池ケ原９６－１ 0868-35-3776

岡山県 マイガレージムラカミ有限会社 岡山県津山市中島454-3 0868-28-9779

岡山県 ガレージ正部 岡山県岡山市東区竹原1258-3 086-201-2212

岡山県 ボディｼｮｯﾌﾟ　GAN 岡山県赤磐市可真下６８７－４ 086-995-1368

岡山県 ㈲和田商会 岡山県岡山市北区御津高津826 086-724-0378

岡山県 エクスカーズ 岡山県加賀郡吉備中央町上加茂84-1 0867-34-1020

岡山県 Heart Up World　株式会社 岡山県岡山市北区建部町川口1520-1 086-722-0310

岡山県 伊丹エンジニアリング　REAL　SPEED 岡山県倉敷市黒崎54-3 086-463-7307

岡山県 車検の速太郎　倉敷店 岡山県倉敷市加須山334-4 086-420-1008

岡山県 倉敷タクシー 株式会社 岡山県倉敷市二日市305-1 086-422-5502

岡山県 タイヤ館　倉敷大島 岡山県倉敷市大島128-1 086-425-6411

岡山県 有限会社三宅自動車整備工場 岡山県倉敷市藤戸町828 086-428-1171

岡山県 カントリーランド 岡山県岡山市南区植松558-1 086-363-9171

岡山県 有限会社　オートリファレンス 岡山県倉敷市中島2244-10 086-466-2366

岡山県 有限会社カーファクトリーメカドック 岡山県倉敷市中島2256番地4 086-466-3993

岡山県 ケイアドバンス（株） 岡山県倉敷市東富井915-1 086-441-3232

岡山県 テクノトップ　ナカイ 岡山県倉敷市東富井727-1 086-422-1700 

岡山県 NI-WORKS（エヌアイワークス） 岡山県倉敷市真備町箭田４２１９－１ 086-698-8777

岡山県 株式会社 日の丸タクシー 岡山県倉敷市真備町有井192-1 0866-98-1288

岡山県 クニマルオート 岡山県倉敷市菰池1丁目998-1 086-486-2830

岡山県 （株）松浦モータース 岡山県倉敷市中畝6丁目4-2 086-455-1913

岡山県 株式会社 笠岡タクシー 岡山県笠岡市美の浜6-2 0865-67-4545

岡山県 株式会社 松田自動車 岡山県笠岡市生江浜2061-3 0865-66-0504

岡山県 関西工業株式会社 岡山県井原市西江原町1233-2 0866-62-0540

岡山県 セブンヒルズオート 岡山県井原市井原町186-5 0866-63-0034

岡山県 日の丸タクシー 株式会社 岡山県井原市高屋町4-8-1 0866-67-2211

岡山県 有限会社エヌケーエス自動車販売所 岡山県高梁市中原町1420-1 0866-22-3465

岡山県 有限会社森十自動車工作所 岡山県高梁市落合町阿部2704 0866-22-2373

岡山県 島自動車有限会社 岡山県高梁市落合町近似２０ 0866-22-3351
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岡山県 高木モータース 岡山県高梁市成羽町下原147-1 0866-42-2596

岡山県 トミナガオートサービス 岡山県高梁市成羽町成羽2806 0866-42-4209

岡山県 有限会社カーライフ那須 岡山県高梁市川上町地頭1539-6 0866-48-4555

岡山県 有限会社 フクモトタクシー 岡山県真庭市勝山412番地-7 0867-44-3175

岡山県 有限会社黒田車輌 岡山県新見市下熊谷1529-3 0867-72-5266

岡山県 株式会社杉本モータース 岡山県新見市高尾2294-1 0867-72-0973

岡山県 晴れの国岡山農業協同組合　新見車両センター 岡山県新見市高尾2235-1 0867-72-3352

岡山県 （株）北陽商会 岡山県新見市新見327番地１号 0867-72-2173

岡山県 （株）北陽商会 岡山県新見市新見327-1 0867-72-2173

岡山県 カプラス株式会社 岡山県新見市新見210 0867-72-2224

岡山県 株式会社TAISEI　新見中央SS 岡山県新見市新見713-1 0867-72-2302

岡山県 株式会社 自光モータース 岡山県新見市石蟹248-1 0867-76-1101

岡山県 株式会社 新見コルト 岡山県新見市金谷1137 0867-72-0517

岡山県 有限会社新見スズキ自動車 岡山県新見市西方1416 0867-72-5453

岡山県 有限会社マツオ自動車販売 岡山県総社市総社3丁目11番16号 0866-93-2873

岡山県 （株）　坪井商会 岡山県総社市秦339-1 0866-93-5588

岡山県 河田自動車 岡山県総社市清音三因963-2 0866-94-2939

岡山県 株式会社　藤田サービス 岡山県総社市清音古地465-1 0866-94-0114

岡山県 有限会社美袋自動車 岡山県総社市美袋550-4 0866-99-1830

岡山県 株式会社 美袋交通 岡山県総社市美袋32-2 0866-99-1281

岡山県 北備自動車修理工場有限会社 岡山県新見市大佐小阪部2762-1 0867-98-2128

岡山県 Y2オート 岡山県新見市大佐田治部110 0867-98-2585

岡山県 有限会社一晃 岡山県新見市哲西町畑木834-2 0867-94-2525 

岡山県 有限会社大森車輌 岡山県新見市哲西町畑木569-1 0867-94-2308

岡山県 有限会社 妹尾タクシー 岡山県新見市哲西町畑木809-1 0867-94-3123

広島県 福山自動車サービス有限会社 広島県福山市御幸町森脇388 084-955-0507

広島県 (有)中央鈑金 広島県福山市南本庄１－１２－１４ 084-921-2937

広島県 有限会社中央鈑金 広島県福山市南本庄1丁目12-14 084-921-2937

広島県 ニコニコ観光 株式会社 広島県福山市南本庄3-5-24 084-924-2738

広島県 アクティブオート 広島県福山市山手町4丁目4-3 084-952-4664

広島県 ツネイシＣバリューズ(株)　沼隈店 広島県 福山市沼隈町能登原2488-9 084-987-3030

広島県 株式会社CーLINS 広島県福山市藤江町1686-1 084-939-6533

広島県 (有)佐々木モータース 広島県福山市沖野上町４丁目７－２４ 084-921-2563

広島県 (株)ABC　ABCcars 広島県福山市津之郷町津之郷13番1号 0849-52-3003

広島県 林田工業㈱ 広島県福山市赤坂町赤坂１１９９－６ 084-951-0119

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

広島県 Y-GARAGE（ワイガレージ） 広島県福山市神辺町徳田１８２３－１ 084-965-6607

広島県 株式会社JFEメカフロント福山 広島県福山市鋼管町1番地 084-945-3679

広島県 ＬＥＡＦ 広島県福山市引野町5-10-24 087-845-6955

広島県 (株)ABC　TAX福山 広島県福山市引野町3丁目3-44 0849-41-1359

広島県 ツネイシＣバリューズ(株) 広島県福山市曙町4-3-22 084-954-3600

広島県 デルタモータース（株） 広島県福山市新涯町1丁目25-38 084-953-0777

広島県 デルタモータース（株）　本社 広島県福山市新涯町1丁目25-38 084-953-0777

広島県 大福タクシー 有限会社 広島県福山市新涯町2-24-7 084-953-6265

広島県 アサヒタクシー 株式会社 広島県福山市新涯町2-20-11 084-954-7700

広島県 株式会社トータルカーサービス 広島県福山市南手城町1丁目14-7 084-973-1147

広島県 グリーンタクシー 株式会社 広島県福山市南手城町2-27-7 084-923-1580

広島県 （株）アイエスカードック 広島県尾道市正徳町30-7 0848-23-9339

広島県 岡山交通 株式会社 広島県尾道市天満町14-11 0848-25-3779

広島県 荒谷オート株式会社 広島県世羅郡世羅町東神崎377-１ 0847-22-0279
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広島県 有限会社 Ｂ＆Ｇ 広島県尾道市因島中庄町西浦区1980－1 0845-24-2121

広島県 株式会社 山陽タクシー 広島県竹原市下野町3176-1 0846-22-3033

広島県 （株）くるま屋ＪＳ 広島県竹原市吉名町5254-341 0846-23-4321

広島県 (株)カーサービス　ミゾウエ 広島県府中市鵜飼町728-1 0847-46-1518

広島県 アシナトランジット 株式会社 広島県府中市鵜飼町700-8 0847-45-7111

広島県 佐々木輪店 広島県府中市中須町63-4 0847-52-3505

広島県 大一車輌興業　 広島県府中市高木町246-3 0847-45-2266

広島県 有限会社 石田タクシー 広島県庄原市川手町貝原沖938-2 0824-72-1181

広島県 三次みどりタクシー 株式会社 広島県三次市十日市中2-12-51 0824-62-2101

広島県 株式会社 アサヒタクシー三次 広島県三次市十日市東3-2-26 0824-62-2693

広島県 有限会社 芸備タクシー 広島県三次市三次町1913-1 0824-62-2175

広島県 （株）スズキ販売山陽 広島県尾道市高須町4751-6 0848-20-3335

広島県 株式会社カープランニング広島 広島県尾道市高須町5575 0848-56-0885

広島県 新栄自動車(有) 広島県福山市新市町戸手711-1 0847-51-2828

広島県 新栄自動車有限会社 広島県福山市新市町大字戸手711-1 0847-51-2828

広島県 甲斐自動車 広島県 福山市 新市町大字新市４８６－１４ 0847-51-2718

広島県 有限会社川辺モータース 広島県三次市三良坂町三良坂1026-6 0824-44-3393

広島県 明光自動車工業株式会社 広島県庄原市東城町川西748-1 08477-2-2162

広島県 (有)桑本兄弟自動車商会 広島県広島市中区十日市町2丁目7-20 082-294-1441

広島県 （株）森川オート 広島県広島市中区吉島西1-23-21 082-244-1678

広島県 (有)吉島自動車工業所 広島県広島市中区光南3丁目2-30 082-241-1396

広島県 有限会社よしじまタクシー 広島県広島市中区光南2-16-14 082-247-7575

広島県 中国自動車工業(株) 広島県広島市中区南吉島2丁目3-54 082-246-7577

広島県 株式会社上田モータース 広島県広島市中区舟入本町3-4 082-232-4221

広島県 (株)サコオート・ベリタ 広島県広島市中区舟入川口町8-20 082-291-1720

広島県 株式会社サコダ車輌 広島県広島市中区舟入南6丁目5-30 082-296-0666

広島県 （有）カーフレンズトーア 広島県広島市安佐南区八木5-10-28 082-873-6868

広島県 (有)ボデーショップ　ピオ 広島県広島市安佐南区八木5丁目5-5 082-873-5221

広島県 有限会社ボデーショップピオ 広島県広島市安佐南区八木5丁目5番5号 082-873-5221

広島県 太陽石油販売㈱　セルフ緑井給油所 広島県広島市安佐南区緑井3-9-27 082-831-1235

広島県 ㈱クルマックス 広島県広島市安佐南区緑井6-4-15 082-879-3636

広島県 株式会社クルマックス 広島県広島市安佐南区緑井6丁目4-15 082-879-4646

広島県 （株）クルマックス 広島県広島市安佐南区緑井6-4-15 082-879-3636

広島県 澤田自動車（有） 広島県広島市安佐南区西原5丁目1番7号 082-875-3323

広島県 アン有限会社 広島県広島市安佐南区西原1丁目9-4 082-871-1414

広島県 （株）古市モータース 広島県広島市安佐南区八木8丁目7-25 082-830-2350

広島県 （株）香川自動車 広島県広島市安佐南区山本1-17-26 082-874-4005

広島県 前田自動車(株) 広島県広島市安佐南区祇園2丁目6-16 082-874-0546

広島県 株式会社チューズ 広島県広島市安佐南区祇園4丁目1-5 082-874-8891

広島県 杉岡モータース 広島県広島市安佐南区相田１－１６－１２ 082-878-8250

広島県 株式会社ニューサファリ 広島県広島市安佐南区安東1-2-25 082-878-9911

広島県 カネコ　ボディ 広島県広島市安佐北区可部町上町屋1665-6 082-554-6363 

広島県 (有)オートブレイン広島 広島県広島市安佐北区可部8丁目5-37 082-815-7666

広島県 タイヤ館　可部 広島県広島市安佐北区可部4-2-22 082-815-8900

広島県 ノムラオート 広島県広島市安佐北区可部6丁目2-18 082-554-9525

広島県 安佐北モータース(株) 広島県広島市安佐北区可部2丁目10-14 082-814-3552

広島県 トータルカーショップ・D-SELECT 広島県広島市安佐北区可部1丁目6-42 082-819-0335

広島県 有限会社野村自動車 広島県広島市安佐北区亀山南2丁目20-6 082-814-3144

広島県 株式会社カー・ドクターT3 広島県広島市安佐北区可部町大字勝木1416 082-819-2400

広島県 (株)カーメンテナンス広島 広島県安芸高田市八千代町下根2791-1 0826-52-3370
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広島県 三矢オート(株) 広島県安芸高田市吉田町多治比3445-3 0826-52-2555

広島県 OCHI FACTORY 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張1931-7 082-562-2121

広島県 ＯＣＨＩ　ＦＡＣＴＯＲＹ 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張1931-7 0826-72-0001

広島県 有限会社マルモト自動車 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室3009－1 082-835-0241

広島県 (有)高岡モータース 広島県山県郡北広島町川東1698-3 0826-72-2208

広島県 (株)ニッショウ 広島県山県郡北広島町本地163-1 0826-72-0007

広島県 株式会社ニッショウ 広島県山県郡北広島町本地163-1 0826-72-0007

広島県 西日本高速道路エンジニアリング中国(株)　広島整備センター 広島県山県郡北広島町春木300-1 0826-72-3271

広島県 Car Life Answer 広島県山県郡北広島町春木1493-1 0826-72-0488

広島県 北広島自動車(株) 広島県山県郡北広島町有田1954-1 0826-72-2267

広島県 (株)エムジー・カーズ千代田 広島県山県郡北広島町有田1516-1 0826-72-3131

広島県 (株)広浜モータース 広島県山県郡北広島町有田446 0826-72-4010

広島県 北広島自動車株式会社 広島県山県郡北広島町有田1954-1 0826-72-2267 

広島県 (株)米田自動車 広島県山県郡北広島町大朝4867-1 0826-82-2007

広島県 有限会社藤原オートサービス 広島県山県郡北広島町荒神原458-1 0826-35-0473

広島県 有限会社竹口自動車 広島県広島市安佐南区伴東3丁目12－13 082-962-6881

広島県 (有)アライオート 広島県広島市安佐南区大塚西1丁目25-3 082-849-1770

広島県 堂本産工(有) 広島県広島市安佐北区安佐町大字後山1632 082-838-0727

広島県 株式会社サコダ車輌　オイル　鈑金館 広島県広島市佐伯区五日市町石内4178-1 082-941-7739

広島県 日本マーツ(株) 広島県広島市佐伯区五日市町上小深川1077-7 082-942-1331

広島県 (株)フリューゲル 広島県広島市佐伯区利松1丁目6-13 082-929-7095

広島県 ジェームス西風新都店 広島県広島市佐伯区石内北１丁目１番１号 082-848-3333

広島県 Ｄ／Ｃ／Ｆａｃｔｏｒｙ 広島県広島市佐伯区八幡東2-28-13-13 082-275-6610

広島県 （株）カーファクトリーエム 広島県広島市佐伯区八幡東4-2-40 082-928-8400

広島県 （株）カーファクトリーエム 広島県広島市佐伯区八幡東4丁目2-40 082-928-8400

広島県 マッハ車検　五日市石内バイパス店 広島県広島市佐伯区八幡東４丁目２－４０ 082-928-8400

広島県 (有)竹田自動車 広島県広島市佐伯区八幡4丁目3-37 082-928-3151

広島県 有限会社佐伯モータース 広島県広島市佐伯区五日市7-11-8 082-921-1108

広島県 株式会社サンボレ 広島県広島市佐伯区千同2-14-11 082-943-5577

広島県 （有）ディーエムカーランド 広島県広島市東区福田１丁目７４５－１ 082-899-6600

広島県 有限会社ディーエムカーランド 広島県広島市東区福田1丁目745-1 082-899-6600

広島県 タイヤ館　矢賀 広島県広島市東区矢賀5-1-1 082-510-0010

広島県 (有)府中モータース 広島県広島市東区矢賀新町1丁目6-10 082-281-0559

広島県 有限会社ソートク自動車 広島県広島市西区楠木町3丁目2-8 082-237-2537

広島県 観音自動車工業(株) 広島県広島市西区南観音7丁目12-25 082-291-8777

広島県 （有）那須自動車販売 広島県広島市西区観音新町1-6-19 082-293-6784

広島県 (株)星高 広島県広島市西区庚午中3丁目7-4 082-271-3668

広島県 (株)広島マツダ庚午店 広島県広島市西区庚午中３丁目1-5 082-274-7030

広島県 株式会社広島第一モータース 広島県広島市西区草津港１丁目９番５４号 082-278-5522

広島県 (株)大野石油店　大野石油店整備工場 広島県広島市西区商工センター8丁目6-5 082-278-0711

広島県 (株)KUBOXT ME 広島県広島市西区商工センター8丁目9-60 082-277-1373

広島県 (株)中元自動車 広島県広島市西区商工センター8丁目9-68 082-277-1811

広島県 中川自動車(株) 広島県広島市西区商工センター8丁目10-39 082-277-2122

広島県 東雲自動車㈱ 広島県広島市西区商工センター8丁目10-36 082-277-4727

広島県 極東整備(株) 広島県広島市南区出島2丁目30-5　 082-254-4551

広島県 サムライプロデュース 広島県広島市南区東雲1丁目14-15 082-259-3651

広島県 (株)仁保自動車 広島県広島市南区仁保新町1丁目8-26 082-282-7321

広島県 有限会社広和オート 広島県広島市南区仁保新町2丁目9-16 082-283-2822

広島県 小杉自動車工業 広島県広島市南区仁保4丁目6-20 082-251-2511

広島県 有限会社ドリーム交通 広島県広島市南区文蔵楠那町8-22 082-251-4911
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広島県 （株）両備エネシス　ピットイン両備 広島県安芸郡海田町曙町17-11-5 082-824-5211

広島県 （株）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

広島県 (株)ASR Factory 広島県広島市安芸区船越南1丁目4-15 082-847-3637

広島県 (株)ビーンズ 広島県広島市安芸区船越南2丁目2-10 082-821-5020

広島県 富士交通 株式会社 広島県呉市本通6-5-1 0823-72-7373

広島県 オールホンダ販売（株） 広島県呉市広古新開4丁目3番33号 0823-73-1177

広島県 株式会社フジモータース　フジモータース呉店 広島県呉市海岸4-8-4 0823-25-1125 

広島県 有限会社 東和交通 広島県呉市海岸１丁目7-8 0823-25-2900

広島県 有限会社 能美タクシー 広島県江田島市能美町鹿川2723-1 0823-45-2525

広島県 (株)タケウチ自動車 広島県廿日市市桜尾本町14-4 0829-31-1178

広島県 （有）カーサポートぴあの 広島県廿日市市上平良156-7 0829-38-7027

広島県 CAR TRUST 広島県廿日市市上平良91-4 0829-30-7505

広島県 （有）木本四輪 広島県廿日市市地御前1丁目9-25 0829-36-0419

広島県 古谷自動車 広島県広島市佐伯区湯来町葛原大古谷154 0829-86-2027

広島県 株式会社 ささき観光 広島県広島市佐伯区湯来町伏谷125-1 0829-86-2110

広島県 ジェームス西条インター店 広島県東広島市西条土与丸五丁目2番5号 082-431-0606

広島県 株式会社タイヤショップ・ドリーム 広島県東広島市西条土与丸二丁目2番48号 082-435-2048

広島県 有限会社 西条タクシー 広島県東広島市西条町御薗宇633-5 082-423-2525

広島県 有限会社ススキダ自動車 広島県東広島市西条町寺家6625－1 082-423-2101

広島県 ユーズドステーション西条店 広島県東広島市西条下見5-2-3 0829-55-3225

広島県 有限会社 八本松タクシー 広島県東広島市八本松町飯田1691 082-428-0234

広島県 ジンダ工業（株） 広島県東広島市志和町内525 082-433-2277

広島県 （有）カーフレンド 広島県広島市安芸区上瀬野町998-2 082-894-2750

広島県 （株）両備エネシス　瀬野川ＳＳ 広島県広島市安芸区中野東1-21-31 082-892-2071

広島県 株式会社 宮島カープタクシー 広島県廿日市市物見東1丁目5番13号 0839-55-1112

広島県 大野自動車 広島県東廿日市市梅原1-3-46 0829-55-3225

広島県 有限会社 やまとタクシー 広島県大竹市西栄3-1-18 0827-52-4183

広島県 有限会社大竹交通 広島県大竹市油見3-10-8 0827-52-5141

広島県 株式会社向原モータース 広島県安芸高田市向原町坂26-1 0826-46-2107

広島県 （株）両備エネシス　セルフ白木給油所 広島県広島市安佐北区白木町秋山402-1 082-828-3550

広島県 有限会社やぐちタクシー 広島県広島市安佐北区亀崎2-19-1 082-843-2333

広島県 (有)バイカーズ・ベア 広島県広島市安佐北区深川8丁目4-35 082-842-6067

広島県 (有)カンザキオート 広島県東広島市河内町入野２０２５－１ 082-437-1363

広島県 （株）ハナダ 広島県東広島市福富町久芳3860-1 082-435-2048

広島県 株式会社吉川オートセンター 広島県東広島市豊栄町乃美3360 082-432-2233

広島県 （有）豊栄モータース 広島県東広島市豊栄町清武2750-7 082-432-2306

広島県 (有)ワキハラ自動車 広島県広島市黒瀬町大多田９６４－１ 0823-82-9235

広島県 株式会社Auto Garage轟 広島県東広島市黒瀬町乃美尾1372-1 0823-36-4058

広島県 株式会社ルマンオート　黒瀬店 広島県東広島市黒瀬町市飯田1284-1 0823-82-2206

山口県 岩国自動車整備㈱ 山口県岩国市麻里布町１丁目８－30 0827-23ｰ0811

山口県 オートサロンン　クラウン 山口県岩国市川下町三丁目8番53号 0827-21-4602

山口県 タイヤ館　岩国 山口県岩国市南岩国町3-8-62 0827-34-1133

山口県 波野車輌 山口県熊毛郡田布施町大字波野2192－２ 0820-52ｰ2847

山口県 （有）ワイ・エム・シーインフォメーション 山口県光市中央5丁目4番8号 0833-72-2772

山口県 タイヤ館　光 山口県光市浅江3-22-16 0833-71-1112

山口県 有限会社クラウン周南 山口県下松市清瀬町1丁目1-10 0833-41-7166

山口県 ジェームス周南店 山口県下松市望町四丁目3番4号 0833-41-8881

山口県 ㈱ヴィーテック 山口県下松市望町４丁目１－５ 0833-45-2323

山口県 マルミ自動車㈲ 山口県下松市潮音町５丁目11－1 0833-41-4024

山口県 カープランナーサイキ 山口県下松市瑞穂町2丁目17番15号 0833-48-6500
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山口県 東洋ボデー（株） 山口県周南市大字栗屋786-8 0834-25-0092

山口県 テイクオフ 山口県周南市秋月3-1-1 0834-39-2350

山口県 ＳＳ　ＣＲＥＷ 山口県周南市新地1丁目7番15号 0834-34-0477

山口県 ＳＳＣＲＥＷ 山口県周南市新地1-7-15 0834-34-0477

山口県 協和自動車整備工場 山口県防府市大字江泊字沖田1857-1 0835-38-0416

山口県 山口三菱自動車販売（株）防府営業所 山口県防府市高倉2丁目3-10 0835-23-5555

山口県 タイヤガレージナカムラ 山口県防府市高井286-1 0835-57-0852

山口県 タイヤガレージ　ナカムラ 山口県防府市大字高井286-1 0835-57-0852

山口県 タイヤガレージナカムラ　 山口県防府市大字高井２８６－１ 0835-57-0852

山口県 アップガレージ山口防府 山口県防府市桑山2丁目3番15 0835-28-8115

山口県 タイヤ館　防府 山口県防府市桑山2丁目3番18号 0835-22-6013

山口県 有限会社三協モータース 山口県防府市大字新田1077-1 0835-22-7425

山口県 大共自動車株式会社 山口県防府市大字新田122-4 0835-23-1114

山口県 カーショップ　オート電機 山口県防府市大字田島1939番地の2 0835-29-2858

山口県 有限会社カーショップオート電機 山口県防府市大字田島1939-2 0835-29-2858

山口県 セントラルモータース 山口県防府市大字植松大川1883-2 0835-28-2003

山口県 株式会社オール・ワン 山口県防府市大字仁井令706-6 0835-23-2392

山口県 第一交通運輸事業協同組合 山口県下関市細江町1丁目1-5 083-235-6226

山口県 タイヤ館　下関 山口県下関市大坪本町36－1 083-235-8786

山口県 （有）西市自動車 山口県下関市豊田町大字矢田114番地の4 083-766-1133

山口県 （株）大地　オートフォレスト弐番館 山口県下関市王喜本町5丁目990番1 083-283-1123

山口県 （株）　ヤタベ 山口県下関市勝谷新町1-10-4 083-256-1212

山口県 ミスタータイヤマン　シンコウ下関 山口県下関市椋野町2丁目14－17 083-222-0588

山口県 （株）タカギスズキアリーナ下関西 山口県下関市武久町2丁目1番5号 083-253-1230

山口県 シンコウ　新下関 山口県下関市秋根上町1丁目4-25 0832-56-8340

山口県 （株）王司オートサービス 山口県下関市王司神田6丁目2-10 083-248-2001

山口県 ミヤノオート 山口県山口市下小鯖3793－12 083-941-3866

山口県 ㈱Ｍ＆Ｋサービス 山口県山口市大内氷上６丁目27－30 083-927-6908

山口県 パラドックス（ミッドフォー） 山口県山口市大内千坊六丁目10番17号 083-921-0303

山口県 タイヤ館　山口 山口県山口市大内中央1丁目8－5 083-941-0555

山口県 タイヤ館　山口　湯田 山口県山口市吉敷下東1丁目14－10 083-921-7555

山口県 オーバーカム　Ｒーｓｔｙｌｅ 山口県山口市平井215-1 083-941-6977

山口県 Ｍｅｒｃ‘ｓ 山口県山口市黒川2156-8 083-923-5071

山口県 ＨｏｎｄａＣａｒｓ山口中央山口中央店 山口県山口市大字朝田619-1 083-922-6815

山口県 ㈲小池モータース 山口県山口市小郡上郷3526－１ 083-972-1121

山口県 ＨｏｎｄａＣａｒｓ山口中央小郡店 山口県山口市小郡下郷2807-3 083-973-1060

山口県 （株）原田モータース 山口県美祢市秋芳町秋吉4936-4 0837-62-0700

山口県 カーテクノワダ 山口県宇部市寿町１丁目２－20 0836-32ｰ0221

山口県 エネクス石油販売西日本（株）セルフ小松原給油所 山口県宇部市小松原町1丁目3-1 0836-36-4154

山口県 ミスターヤイヤマン　宇部ロイヤル 山口県宇部市大字西岐波4165－1 0836-54-0055

山口県 オートパーツ谷村商会 山口県宇部市東岐波2103-2 0836-58-5345

山口県 カーショップ　レッド 山口県宇部市浜町2丁目1番41号 0836-33-7121

山口県 （有）西部自動車販売 山口県山陽小野田市新有帆町8-8 0836-83-0123

山口県 有限会社小野田オートサービス 山口県山陽小野田市大字西高泊神田622-1 0836-83-8066

山口県 （株）ホンダ販売小野田 山口県山陽小野田市大字東高泊2273番地の9 0836-83-4881

山口県 （有）新藤モータース 山口県山陽小野田市日の出4丁目2-11 0836-83-3908

山口県 ブリヂストンタイヤセンター西日本株式会社　ミスタータイヤマン小野田店 山口県山陽小野田市日の出2丁目8-20 0836-83-2189

山口県 ＨＰＳヤマガタ 山口県山陽小野田市港町3-14 0836-83-2087

山口県 ㈲船木自動車商会 山口県宇部市大字船木323 0836-67-0260

山口県 （有）萩モータース 山口県萩市大字椿東3140番地の3 0838-22-1534
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山口県 （株）中原商会 山口県萩市椿東3133-4 0838-26-3388

山口県 (有)ボディショップ萩 山口県萩市大字椿東2208番地 0838-25-4727

山口県 萩ビーエスタイヤ販売（株） 山口県萩市大字土原608-116 0838-25-2237

山口県 萩　ビーエスタイヤ 山口県萩市大字土原弘法寺608-116 0838-25-2237

山口県 （株）ニューオート萩 山口県萩市大字山田字東沖田4282番地6 0838-22-2058

山口県 山口トヨペット（株）萩店 山口県萩市山田4258-2 0838-25-0567

山口県 山口トヨペット（株） 萩店 山口県萩市山田4258-2 0838-25-0567

山口県 （有）オートセンター河内 山口県宇部市大字妻崎開作1742番地19 0836-44-0678

山口県 ㈲濱野自動車 山口県宇部市大字東須恵645－29 0836-41-3282

山口県 (有)村田商会 山口県山口市阿東徳佐中３６８９－３ 083-957-0324

山口県 （株）美祢小型自動車商会 山口県美祢市大嶺町東分260番地の7 0837-52-0467

山口県 （株）三隅自動車商会 山口県萩市大字明木3510番地の1 0838-55-5111

山口県 ミスタータイヤマン　長門 山口県長門市東深川1386－1 0837-22-2938

山口県 （株）田辺モータース 山口県長門市東深川2550番地 0837-22-2334

山口県 （株）オート新山口 山口県長門市東深川2665番地1 0837-22-5522

山口県 オートサロン　エポック 山口県長門市東深川719-2 0837-22-3578

山口県 オートサロンエポック 山口県長門市東深川真名ケ崎719-2 0837-22-3578

山口県 タイヤセレクト長門 山口県長門市西深川3242-1 0837-22-5100

山口県 ダテ　ワークス 山口県長門市西深川3939-4 0837-27-0078

山口県 ダテワークス 山口県長門市西深川3939-4 0837-27-0078

山口県 タイヤ館　豊浦 山口県下関市豊浦町川棚6339－2 083-774-3450

山口県 スマイルショップキタムラ 山口県下関市横野町三丁目1番16号 083-258-3251

徳島県 有限会社城南タクシー 徳島県徳島市秋田町3-30 088-653-2585

徳島県 （株）ボデーショップ平松 徳島県徳島市論田町元開24-13 088-662-5050

徳島県 ㈲センテックス 徳島県徳島市論田町小論田15-11 088-663-2322

徳島県 ㈱ボデーショップ平松 徳島県徳島市論田町元開24-13 088-662-5050

徳島県 興和特機商品販売㈱ 徳島県徳島市西須賀町東開36-2 088-669-2515

徳島県 ジェームス三軒屋店 徳島県徳島市三軒屋町外 25-22 088-669-5300

徳島県 吉野川タクシー有限会社 徳島県徳島市川内町平岩若宮8-6 088-665-2051

徳島県 ジェームス北島店 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須162-1 088-697-2500

徳島県 （株）加藤自動車相談所　カラフル北島店 徳島県板野郡北島町江尻字松ノ本28-1 088-697-2001

徳島県 株式会社加藤自動車相談所 徳島県板野郡北島町江尻松ノ本28-1 088-697-2001

徳島県 ㈲ブリヂストンタイヤサービスマリンピア空港店 徳島県板野郡松茂町中喜来字宮前五番越1番8 088-699-2092

徳島県 有限会社ケーズコレクション 徳島県板野郡松茂町笹木野八北開拓75-4 088-699-9117

徳島県 キトウ車 徳島県板野郡藍住町富吉字中新田21-1 088-692-7585

徳島県 長江電装 徳島県美馬市美馬町字駅88-4 0883-63-2374

徳島県 ㈱中外自動車 徳島県鳴門市撫養町南浜東浜1-2 088-685-7811

徳島県 株式会社 日峯タクシー 徳島県小松島市中田町新開26番地-5 0885-33-1111

徳島県 有限会社 共栄タクシー 徳島県小松島市赤石町8番5号 0885-33-2000

徳島県 阿南タクシー 有限会社 徳島県阿南市西路見町江川67番地1 0884-22-2717

徳島県 海南観光タクシー 有限会社 徳島県海部郡海陽町大里字中須96番地1 0884-73-0333

徳島県 ラジアルショップ鴨島 徳島県吉野川市鴨島町麻植塚251-8 0883-24-4088

徳島県 （株）加藤自動車相談所　カラフル国府店 徳島県徳島市国府町日開字東444-1 088-678-2001

徳島県 吉見屋タイヤ 徳島県徳島市国府町府中586-4 088-642-0138

徳島県 ハーレー 徳島県名西郡石井町高川原2407-1 088-675-1919

徳島県 板東電機 徳島県名西郡石井町石井字石井704 090-8280-5534

徳島県 有限会社山田自動車工業 徳島県吉野川市山川町宮北５４－３ 0883-42-2088

徳島県 山瀬観光 有限会社 徳島県吉野川市山川町前川167番地2 0883-42-2075

徳島県 （株）フェイト 徳島県吉野川市山川町川田1353番地 0883-42-4583

徳島県 株式会社マルシンオート 徳島県美馬郡つるぎ町一宇字一宇349-1 0883-67-2077
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徳島県 有限会社 川口タクシー 徳島県三好市山城町引地148-4 0883-86-1221

香川県 ＪＡオートパル西讃（高瀬工場） 香川県三豊市高瀬町上高瀬1271-2 0875-72-6228

香川県 岡川電機㈲ 香川県高松市多賀町3丁目6-8 087-831-3657

香川県 ＰＩＲＥＬＬＩ高松 香川県高松市藤塚町2-13-8 087-831-3791

香川県 高橋石油㈱電機事業部 香川県高松市新田町甲666-1 087-844-1155

香川県 ＪＡオートパル高松（中央工場） 香川県高松市高松町2166-1 087-841-1201

香川県 ㈱ヤマウチ　ラチェットモンキー屋島店 香川県高松市高松町2554-41 087-818-0380

香川県 有限会社スクエア 香川県高松市牟礼町原662-5 082-424-3306

香川県 ㈲ピットハウスコスギ 香川県高松市林町250-1 087-867-3633

香川県 ㈲東洋電装 香川県高松市六条町405-4 087-865-5727

香川県 車検の速太郎　高松店 香川県高松市元山町313-1 087-840-7887

香川県 ＪＡオートパル高松（南部工場） 香川県高松市下田井町351-1 087-847-6205

香川県 空港タクシー 有限会社 香川県高松市香南町横井905-2 087-879-1515

香川県 有限会社　長尾輪業商会 香川県高松市香川町浅野274 087-889-0070

香川県 ㈲長尾輪業商会 香川県高松市香川町浅野274 087-889-0070

香川県 ＪＡオートパル綾坂 香川県綾歌郡綾川町陶4743-3 087-876-1190

香川県 小豆島交通 株式会社 香川県小豆郡土庄町甲5873-10 0879-62-1201

香川県 まるおモータース株式会社 香川県 小豆郡土庄町渕崎甲2159-1 0879-62-1355

香川県 株式会社 かんかけタクシー 香川県小豆郡小豆島町草壁本町602-28 0879-82-2288

香川県 ㈲瀬戸内電装 香川県高松市郷東町22-12 087-882-1009

香川県 スズキパーツセンター香川 香川県高松市檀紙町1225-1 087-885-2981

香川県 ㈱ヤマウチ ラチェットモンキールート32号店 香川県高松市西山崎町927-1 087-806-0032

香川県 ジェームスレインボーロード店 香川県高松市伏石町2103番地18 087-868-5511

香川県 ㈱ヤマウチ　ラチェットモンキー東バイパス本店 香川県高松市伏石町2134-1 087-864-5015

香川県 メンテナンスサポートＣＡＲ ＴＥＣ 香川県高松市太田下町2020-4 087-814-8834

香川県 オートモールジャパン㈱ 香川県高松市太田上町1-3 087-888-8800

香川県 オートモールジャパン 香川県高松市太田上町１－３ 087-888-8800

香川県 ㈲横山電装サービス 香川県高松市木太町5109-3 087-813-9408

香川県 ＪＡオートパル一宮 香川県高松市一宮町1431-1 087-886-3049

香川県 マエダオートサービス 香川県坂出市江尻町1131-1 0877-45-3913

香川県 マエダオートサービス 香川県坂出市江尻町1131-1 0877-45-3913

香川県 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 ＪＡオートパル中讃（丸亀工場） 香川県丸亀市田村町1273-1 0877-22-3207

香川県 車検の速太郎　丸亀店 香川県丸亀市田村町951 0877-85-7459

香川県 Ｃａｒ　Ｌｉｎｅ　Ｕｐ　丸亀 香川県丸亀市三条町666-3 0877-28-2951

香川県 ㈱カープロデュース夢工房 香川県仲多度郡多度津町大字南鴨572-3 0877-85-5151

香川県 ㈱中川商店 香川県善通寺市善通寺町一丁目2-4 0877-62-0283

香川県 ㈲西讃電装 香川県善通寺市上吉田町6丁目7-4 0877-62-1570

香川県 TOTAL CAR PRODUCE GARAGE K'z 香川県善通寺市木徳町506-1 0877-63-6781

香川県 ＪＡオートパル中讃（協栄工場） 香川県仲多度郡まんのう町吉野1215 0877-79-2117

香川県 ＧＡＲＡＧＥ　ＣＲＥＷ　ＳＨＩＭＡＤＡ 香川県三豊市高瀬町上高瀬1336-1 0875-72-3348

香川県 西讃観光 株式会社 香川県観音寺市植田町50-1 0875-24-2918

香川県 古河バッテリー㈱　観音寺営業所 香川県観音寺市流岡町926-4 0875-23-1333

香川県 ＪＡオートパル西讃（観音寺工場） 香川県観音寺市吉岡町29 0875-25-2506

香川県 ＣＡＲ　ＳＨＯＰ　くるま屋さん 香川県観音寺市柞田町丙2047-2 0875-24-3900

香川県 Ｃａｒ Ｇａｌｌｅｒｙ　ケイ・ウイング 香川県観音寺市柞田町甲548 0875-23-0509

香川県 CAR　OFFICE　takashiro 香川県観音寺市三本松町３－１－１６ 0875-24-9608

香川県 ㈱観音寺サービスセンター 香川県観音寺市三本松町2丁目2-15 0875-25-1314

香川県 ㈲永田自動車 香川県三豊市山本町辻3426 0875-63-3495

香川県 原モータース 香川県三豊市山本町辻2856-1 0875-56-7034
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香川県 ㈱クロカワ 香川県三豊市山本町財田西310 0875-63-3000

香川県 サウンドステージ 香川県高松市国分寺町新居1258-1 087-816-7221

香川県 ジェームス宇多津店 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁60番1 0877-59-9000

香川県 藤田自動車 香川県三豊市仁尾町仁尾丙731-1 0875-82-2477

香川県 ＪＡオートパルさぬき 香川県さぬき市造田是弘562 0879-52-3113

香川県 ＪＡオートパル東かがわ 香川県東かがわ市湊1355-1 0879-25-1162

香川県 オートガレージビーンズ 香川県東かがわ市秦４０１ 0879-25-2598

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 ＹＡＭＡＪＩ ＴＹＲＥ ＳＥＲＶＩＣＥ 香川県仲多度郡多度津町奥白方676 087-732-4660

愛媛県 アイシン自動車㈱ 愛媛県松山市余戸南４丁目２－１６ 089-973-1313

愛媛県 友進自動車（株） 愛媛県松山市空港通り1丁目4番1号 089-973-1888

愛媛県 三栄自動車リース（株） 愛媛県松山市空港通2丁目14番7号 089-972-1082

愛媛県 友進自動車 愛媛県松山市空港通1丁目4-1 089-973-1888

愛媛県 三栄自動車リース株式会社 愛媛県松山市空港通2丁目14番7号 089-972-1082

愛媛県 山本自動車 愛媛県松山市平和通4-1-1 089-925-2789

愛媛県 （株）ウエダオート 愛媛県喜多郡内子町城廻４７５番地 0893-44-3428

愛媛県 有限会社重松自動車 愛媛県東温市北方甲3238-3 089-966-2178

愛媛県 ㈲岩城電機商会 愛媛県松山市森松町918-9 089-960-0778

愛媛県 有限会社岩城電機商会 愛媛県松山市森松町918番地9 089-960-0778

愛媛県 CLOUD9 愛媛県松山市上野町甲257-3 089-968-1909

愛媛県 ショップヤツヅカ 愛媛県伊予郡砥部町八倉91番地 089-905-8484

愛媛県 株式会社向井自動車 愛媛県伊予郡砥部町北川毛1474番地8 089-962-2181

愛媛県 TOTAL-K　 愛媛県伊予郡松前町北川原９８１－２ 089-984-8686

愛媛県 有限会社オートガレージムライ 愛媛県伊予郡松前町大字北川原1213番地4 089-985-0610

愛媛県 ㈱フィースト 愛媛県伊予郡松前町大字昌農内字土居25-1 089-985-0504

愛媛県 （株）大井産業亀井自動車整備 愛媛県喜多郡内子町知清５２２ 0893-44-3242

愛媛県 （有）益栄自動車 愛媛県喜多郡内子町五百木２４３番地２０ 0893-43-0102

愛媛県 武川焼付塗装工場有限会社 愛媛県松山市安城寺町６８９－１ 089-925-4723

愛媛県 株式会社　村上モータース 愛媛県松山市安城寺町91-5 089-922-1110

愛媛県 武川焼付塗装工場有限会社 愛媛県松山市安城寺町689番地1 089-925-4723

愛媛県 有限会社カー・トータルサービスエム・ケイ 愛媛県松山市富久町411番地1 089-972-9815

愛媛県 有限会社　岡田オートサービス 愛媛県松山市北吉田町1070-5 089-971-7477

愛媛県 城北ホンダ販売有限会社 愛媛県松山市祓川1丁目1929番地1 089-952-4111

愛媛県 土岐自動車販売株式会社 愛媛県新居浜市徳常町5-58 0897-33-9575

愛媛県 土岐自動車販売株式会社 愛媛県新居浜市徳常町５番５８号 0897-33-9575

愛媛県 （株）　滝の宮 愛媛県新居浜市政枝町二丁目13番31号 0897-34-9684

愛媛県 株式会社　滝の宮 愛媛県新居浜市政枝町2丁目13番地31号 0897-34-9684

愛媛県 ㈱フジモータース　マツダオートザムフジ新居浜 愛媛県新居浜市新須賀町3丁目1-28 0897-35-3333

愛媛県 ㈲ハシモト 愛媛県新居浜市坂井町1丁目2-31 0897-34-5022

愛媛県 東亜自動車　 愛媛県新居浜市上泉町１６－５ 0897-41-4101

愛媛県 有限会社オー・エム・シー 愛媛県新居浜市郷2丁目4-1 0897-67-1167

愛媛県 カーショップピースフル 愛媛県新居浜市高田2-3-1 0897-33-5225

愛媛県 藤原自動車　 愛媛県西条市飯岡3785-1 0897-53-3908

愛媛県 常盤タクシー 株式会社 愛媛県今治市常盤町5丁目5-29 0898-32-0010

愛媛県 有限会社門田モータース 愛媛県今治市別宮町７－２－８１ 0898-22-3789

愛媛県 瀬戸内タクシー 株式会社 愛媛県今治市恵美須町3丁目1-49 0890-24-2000

愛媛県 株式会社ｵｰﾄｶﾞﾚｰｼﾞｱﾗﾝ 愛媛県今治市矢田甲47-1 0898-35-3361

愛媛県 有限会社 肱南タクシー 愛媛県大州市北只1503-1 0893-24-0260

愛媛県 有限会社亀岡モータース 愛媛県大洲市新谷乙1377番地1 0893-25-0911

愛媛県 クボタオート有限会社 愛媛県大洲市菅田町菅田甲１９８７ 0893-25-1345
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愛媛県 株式会社 富士タクシー 愛媛県八幡浜市 1460-73 0894-23-1000

愛媛県 （有）菊池自動車 愛媛県八幡浜市松柏１０９５桧谷 0894-24-1200

愛媛県 共立自動車㈱八幡浜工場 愛媛県八幡浜市松柏乙1039 0894-23-0008

愛媛県 （有）愛自動車 愛媛県八幡浜市松柏乙１０４１番地２の１ 0894-24-1814

愛媛県 （有）大和自動車 愛媛県八幡浜市松柏甲２８１ 0894-23-2540

愛媛県 安全自動車（有） 愛媛県八幡浜市東新川１１９９-１ 0894-24-3811

愛媛県 二神自動車工業㈱ 愛媛県八幡浜市１３９９本 0894-24-5678

愛媛県 谷口自動車　　　 愛媛県八幡浜市保内町喜木１－２３７－３ 0894-36-0445

愛媛県 谷口自動車 愛媛県八幡浜市保内町喜木1-237-3 0894-36-0445

愛媛県 ㈱ジェイエイにしうわ 愛媛県保内町須川６５-１ 0894-36-2222

愛媛県 （有）川之石モータース 愛媛県八幡浜市保内町宮内１-１１２-２ 0894-36-1046

愛媛県 （有）宮内サービスセンター 愛媛県八幡浜市保内町宮内１-６５８-２ 0894-36-0505

愛媛県 （有）井上モータース 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８６０-１ 0894-38-0155

愛媛県 大通自動車商会 愛媛県西宇和郡中浦甲２１４-１ 0894-38-0504

愛媛県 アトム石油㈱ 愛媛県八幡浜市産業通１０-１４ 0894-24-3505

愛媛県 昭和自動車商会 愛媛県八幡浜市産業通１５-２５ 0894-24-2323

愛媛県 清水モータース（株） 愛媛県八幡浜市産業通６-２３ 0894-24-2525

愛媛県 愛媛日産自動車株式会社 愛媛県八幡浜市産業通11-27 0894-22-2470

愛媛県 （有）八幡浜ダイハツモータース 愛媛県八幡浜市八代１丁目１-３７ 0894-24-0334

愛媛県 （有）オートウェーブ西予 愛媛県西予市宇和町稲生2 0894-62-3430

愛媛県 上甲モータース 愛媛県西予市宇和町伊賀上１２８-1 0894-62-5085

愛媛県 西岡モータース 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目５６４ 0894-62-2257

愛媛県 （有）一宮モータース 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２８６番地１ 0894-62-0757

愛媛県 （有）宇和モータース 愛媛県西予市宇和町神領１９８番地 0894-62-4425

愛媛県 （有）松葉モータース 愛媛県西予市宇和町下松葉１４番地 0894-62-0316

愛媛県 ㈱ＪＡ東宇和サービスオートパル 愛媛県西予市宇和町下松葉５３６番地 0894-62-1251

愛媛県 宇都宮自動車 愛媛県西予市宇和町永長1373番地 0894-62-1239

愛媛県 （有）秋田モータース 愛媛県西予市宇和町清沢１２０８番地 0894-62-6986

愛媛県 （有）ホンダ自販南予 愛媛県西予市宇和町坂戸６６番地 0894-62-2015

愛媛県 俵津自動車整備工場 愛媛県西予市明浜町俵津２-９９６ 0895-65-0404

愛媛県 カーショップフクイ 愛媛県西予市野村町阿下6-293-1 0894-72-3371

愛媛県 （有）平田興産 愛媛県西予市野村町阿下６号１２３番地 0894-72-2244

愛媛県 （有）野村日産サービス 愛媛県西予市野村町野村１０号２６２番地１ 0894-72-0703

愛媛県 野村自動車㈱ 愛媛県西予市野村町野村１４号６５番地 0894-72-1155

愛媛県 （有）城川モータース 愛媛県城川町嘉喜尾４８９５番地２ 0894-82-0135

愛媛県 大下モータース 愛媛県宇和島市朝日町４丁目１-１ 0895-22-2585

愛媛県 有友自動車 愛媛県宇和島市高串１-９２７-１ 0895-26-6570

愛媛県 ＢＡＣＫ　ＹＡＲＤ　ＧＡＲＥＧＥ 愛媛県宇和島市高串３-８０３-１ 0895-22-3501

愛媛県 チャンプオート 愛媛県宇和島市高串３番耕地６１-１ 0895-25-4114

愛媛県 栄自動車 愛媛県宇和島市伊吹町甲１４８８-１ 0895-23-1548

愛媛県 宇和島ハイヤー 株式会社 愛媛県宇和島市丸之内1-1-7 0895-22-4544

愛媛県 正木自動車 愛媛県宇和島市祝森甲１０１４ 0895-27-1727

愛媛県 （有）宇和島スズキ整備工場 愛媛県宇和島市祝森甲４６６４ 0895-27-1522

愛媛県 ミスタータイヤマン宇和島店 愛媛県宇和島市祝森字長田975-1 0852-67-3807

愛媛県 ＨＩＲＯ　Ｈｏｕｓｅ 愛媛県宇和島市祝森甲１６５７ 0895-27-2666

愛媛県 ㈱オートパルえひめ南 愛媛県宇和島市中沢町２丁目４番２号 0895-24-1414

愛媛県 （有）中尾モータース 愛媛県宇和島市寄松４７７-２ 0895-24-1800

愛媛県 （株）谷川商会 愛媛県宇和島市坂下津甲４０７番地５４ 0895-22-4810

愛媛県 ㈱谷川商会 愛媛県宇和島市坂下津甲407-54 0895-22-4810

愛媛県 三間自動車整備工場 愛媛県宇和島市三間町宮野下７５５ 0895-58-3425
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愛媛県 （株）善家自動車 愛媛県北宇和郡鬼北町大字吉波１１９８-１ 0895-45-3197

愛媛県 （株）日吉自動車 愛媛県北宇和郡鬼北町大字上鍵山56 0895-44-2656

愛媛県 モリシタモータース 愛媛県北宇和郡鬼北町大字下鍵山116 0895-44-2232

愛媛県 （有）しらさぎモータース 愛媛県宇和島市津島町近家甲３-３０ 0895-32-2136

愛媛県 （有）平山自動車 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山９４５-２ 0895-74-0665

愛媛県 （株）菊池モータース 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４２９５ 0895-72-0645

愛媛県 有限会社御荘マツダモータース 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙535 0895-73-1616

愛媛県 有限会社御荘マツダモータース 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙535 0895-73-1616

愛媛県 渡辺自動車販売 愛媛県南宇和郡愛南町下久家７４１ 0895-82-1433

愛媛県 （株）オートファクトリー 愛媛県南宇和郡愛南町正木７３-２ 0895-84-1212

愛媛県 三島交通 株式会社 愛媛県四国中央市三島朝日2丁目1番10号 0896-24-5455

愛媛県 三共オートサービス（株） 愛媛県四国中央市中之庄町1692 0896-24-2226

愛媛県 有限会社 東豫タクシー 愛媛県西条市三津屋187-6 0898-64-2243

愛媛県 有限会社中路自動車整備工場 愛媛県西条市三津屋東31-7 0898-64-2345

愛媛県 いずみ観光 株式会社 愛媛県今治市上徳乙216-4 0898-48-7707

愛媛県 （株）村上モータース 愛媛県今治市桜井1丁目1-1 0898-47-0655

愛媛県 高部タクシー 株式会社 愛媛県今治市波止浜158-23 0898-31-0184

愛媛県 （株）ヴォルツオートモービル 愛媛県今治市大西町脇甲968-1 0898-53-5760

愛媛県 株式会社ヴォルツオートモービル 愛媛県今治市大西町脇甲968-1 0898-53-5760

愛媛県 (有)井戸モータース 愛媛県松山市浅海本谷甲３５５－１１ 089-995-0642

愛媛県 オートガレージワンメイク 愛媛県松山市府中644 089-908-9415

愛媛県 ラメールカンパニー 愛媛県松山市堀江町甲922-4 089-904-2226

愛媛県 有限会社　矢野自動車 愛媛県松山市和気町2丁目842-2 089-979-5765

愛媛県 門間自動車 愛媛県松山市和気町1丁目651 089-989-8121

愛媛県 オートワークスウジカネ 愛媛県伊予市下三谷１２３９－１ 089-983-6580

愛媛県 株式会社ライジングソリューションズ 愛媛県伊予市下三谷725番地1 089-982-2258

愛媛県 有限会社 郡中タクシー 愛媛県伊予市米湊851番地2 089-982-0369

愛媛県 フィースト 愛媛県伊予郡松前町大字昌農内25-1 089-985-0504

愛媛県 （有）吉田自動車 愛媛県宇和島市吉田町立間２-２４７０-１ 0895-52-1580

愛媛県 水谷自動車商会 愛媛県宇和島市吉田町沖村甲４２３-１ 0895-52-1580

愛媛県 有限会社中岡自動車 愛媛県伊予郡松前町大字昌農内５番地の１　 089-984-2646

高知県 ㈱テクノオートジャパン 高知県高知市はりまや町3丁目20-13 088-882-4954

高知県 有限会社 福井タクシー 高知県高知市鳥越129-2 088-849-0787

高知県 有限会社 さくらハイヤー (グループ) 高知県高知市南新田町3番20号 088-833-0723

高知県 土佐ハイヤー 株式会社 高知県高知市南ノ丸町18-2 088-832-1245

高知県 株式会社インシュテック 高知県高知市朝倉戊1350-1 088-844-5454

高知県 有限会社 高岡ハイヤー 高知県土佐市高岡町甲930-1 088-852-0769

高知県 有限会社 宇佐観光ハイヤー 高知県土佐市宇佐町宇佐2757-33 088-856-0125

高知県 有限会社香北自動車工業 高知県香美市香北町韮生野845-2 0887-59-2091

高知県 有限会社 香北観光 高知県香美市香北町美良布1061-1 0887-59-3393

高知県 株式会社カーモードコム 高知県高知市介良乙746-1 088-860-0600

高知県 ㈲サンオート高須 高知県高知市介良乙3731 088-878-7200

高知県 株式会社　カーモードコム 高知県高知市介良乙746-1 088-860-0600

高知県 有限会社　ロイヤル 高知県高知市介良乙1092 088-803-6186

高知県 オートアドバイス　テクニクス 高知県香南市野市町西野５２５－２２ 0836-83-2189

高知県 西岡自動車 高知県安芸郡田野町1735-2 0887-38-7833

高知県 室戸タクシー 有限会社 高知県室戸市室戸岬町5407-4 0887-22-0851

高知県 株式会社 SITガレージ 高知県高知市高須2丁目5-31 088-802-5560

高知県 有限会社坂本モータース 高知県高知市葛島4-1-61 088-883-2463

高知県 有限会社　カーセンター大西 高知県高知市葛島2丁目3-41 088-884-1916
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高知県 東北自動車有限会社 高知県高知市一宮南町1丁目12-22 088-845-1008

高知県 有限会社野口モータース 高知県香美市土佐山田町旭町1丁目3-27 0887-53-2515

高知県 有限会社中村自動車整備工場 高知県南国市大埇甲317-3 088-864-2438

高知県 高知県漁業協同組合南国車輌センター 高知県南国市大桶甲29-2 088-864-2730 

高知県 有限会社南国自動車販売 高知県南国市大そね乙1280-1 088-864-2090

高知県 有限会社　南国自動車販売 高知県南国市大そね乙1280-1 088-864-2090

高知県 有限会社　スピードオート 高知県南国市大そね乙1100 088-864-6800

高知県 野村モータース 高知県南国市篠原811 088-864-2022

高知県 株式会社　藤森運送自動車整備 高知県南国市篠原177-1 088-878-2166 

高知県 有限会社　住吉モータース 高知県南国市篠原1778-2 088-864-2268

高知県 有限会社　香長自動車工業 高知県南国市陣山523 088-864-3327

高知県 有限会社 いだいハイヤー 高知県南国市左右山46-5 088-862-0200

高知県 プロテック　タケチ 高知県南国市十市1627-5 088-865-8587

高知県 有限会社 日章ハイヤー 高知県南国市立田593-2 088-864-2731

高知県 有限会社コクピット５５ 高知県南国市田村乙2086-5 0857-32-6115

高知県 有限会社 谷ハイヤー 高知県安芸市本町1丁目9-2 0887-35-2121

高知県 信和自動車 高知県須崎市大間西町7-5 0889-42-4071

高知県 (有)三和モータース　 高知県須崎市吾井郷乙１２０１－１ 088-942-7740

高知県 シャトル　Auto Mobil 高知県須崎市桑田山甲26-1 0889-45-0088

高知県 有限会社　須崎中央自動車 高知県須崎市桑田山甲34 0889-45-0411

高知県 ㈲中本モータース 高知県高岡郡津野町姫野々541-7 0889-55-2331

高知県 株式会社　西部 高知県高岡郡津野町北川5161-1 0889-62-2080

高知県 （有）千光寺自動車 高知県高岡郡梼原町飯母２８５０番地 0889-65-0232

高知県 有限会社 丸三ハイヤー 高知県高岡郡四万十町茂串町1番1号 0880-22-1251

高知県 ㈲相互自動車 高知県四万十市古津賀3664 0880-34-1522

高知県 カーサポートマツオカ 高知県 四万十市 具同５５２２－１ 0836-83-8066

高知県 カーサポートマツオカ 高知県四万十市具同5522 0880-34-8823

高知県 有限会社 平和観光タクシー 高知県四万十市中村大橋通4-11-2 0880-34-1414

高知県 有限会社清水車検整備 高知県土佐清水市旭町67番1号 0880-82-2171

高知県 岡田モータース 高知県四万十市西土佐江川崎２４８５-２ 0880-52-1108

高知県 北幡モータース 高知県四万十市西土佐江川崎170-2 0880-52-1001

高知県 ㈲新田タイヤＯＺＡＫＩ 高知県宿毛市宿毛5386-69 0880-63-1722

高知県 有限会社 宿毛ハイヤー 高知県宿毛市中央2丁目9-7 0880-63-2111

高知県 ㈱小笠原 高知県長岡郡大豊町津家54-1 0887-72-0181

高知県 ガレージニノミヤ 高知県幡多郡黒潮町入野3608 0880-43-1704 

福岡県 ㈱ヤナギモータース　　 福岡県北九州市門司区高田１－１９－１０ 093-371-3456

福岡県 西部オート整備販売（株） 福岡県北九州市門司区伊川2025 093-481-1888

福岡県 西部オート整備販売（株） 福岡県北九州市門司区伊川2025 093-481-1888

福岡県 西部オート整備販売株式会社 福岡県北九州市門司区伊川2025 093-481-1888

福岡県 （株）ＤＣＦグループ 福岡県京都郡苅田町京町1丁目4-5 093-434-0077

福岡県 MIYAKO AUTO SERVICE 福岡県京都郡苅田町神田町3丁目15-20 093-474-4112

福岡県 株式会社九自興 福岡県北九州市門司区柄杓田779-5 093-341-0652

福岡県 ＣＰシンコウ小倉 福岡県北九州市小倉北区片野4-15-10 093-932-8717

福岡県 （株）大和興業 福岡県北九州市小倉北区萩崎町9-35 093-921-8866

福岡県 小倉車輌販売株式会社 福岡県北九州市小倉北区吉野町2-12 093-921-1333

福岡県 株式会社KEN'S FIELD 福岡県北九州市小倉南区蒲生2丁目2-35 093-964-8001

福岡県 株式会社第一モータース（北九州） 福岡県北九州市小倉北区東港１丁目２番１５号 093-591-3230

福岡県 タイヤ館　小倉北 福岡県北九州市小倉北区中井4-12-11 093-561-0199

福岡県 有限会社福生自動車 福岡県北九州市小倉北区下到津2丁目12-1 093-591-2136

福岡県 タイヤ館　小倉南 福岡県北九州市小倉南区徳力5丁目1-1 093-963-8877
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福岡県 サウンドペック 福岡県北九州市小倉南区徳力5丁目1-1 093-963-8878

福岡県 ケーハイエス 福岡県北九州市戸畑区東大谷1-14-11 093-616-6514

福岡県 株式会社中央モータース 福岡県北九州市八幡東区上本町1-3-3 093-681-9444

福岡県 (株）ＣＡＲ ＲＥＳＣＵＥ黒崎バイパス店 福岡県北九州市八幡東区大字前田2136-1 093-671-3205

福岡県 有限会社工藤自動車 福岡県北九州市八幡東区花尾町2-21 093-681-4739

福岡県 明和自動車工業 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣1-6-1 093-641-9000

福岡県 北九州西部自動車整備工場 福岡県遠賀郡水巻町吉田西二丁目9-1 093-201-3014

福岡県 オートクラブエクシード 福岡県遠賀郡水巻町吉田西４丁目１２番１４号 093-202-7377

福岡県 株式会社大同 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1-13-1 093-201-2570

福岡県 タイヤセレクト北九州 福岡県北九州市八幡西区下上津役4-13-15 093-613-8808

福岡県 ㈱ｍｅコーポレーション 福岡県北九州市八幡西区本城学研台2-20-10 093-693-2526

福岡県 サンケン自動車工業株式会社 福岡県北九州市八幡西区夕原町10-5 093-642-3020

福岡県 北九州カーサービス（株） 福岡県北九州市八幡西区本城東5-2-7 093-601-1255

福岡県 那須自動車 福岡県北九州市八幡西区本城東4丁目4-22 093-691-8936

福岡県 北光自動車整備工場 福岡県北九州市八幡西区陣原三丁目7-9 093-621-5477

福岡県 ブリヂストン　八幡営業所 福岡県北九州市八幡西区則松4丁目13-8 093-695-7077

福岡県 くろき自動車 福岡県北九州市八幡西区則松5-12-10 093-692-1100

福岡県 有限会社西武自動車 福岡県北九州市八幡西区三ヶ森3丁目6-12 093-612-0011

福岡県 有限会社和合自動車 福岡県北九州市八幡西区里中3丁目1-1 093-611-2672

福岡県 カーコンビニ倶楽部キースト八幡店 福岡県北九州市八幡西区永犬丸5-1-21 093-691-9900

福岡県 メカドック 福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町4丁目21-10 093-695-0806

福岡県 有限会社オートハウスホーク 福岡県北九州市八幡西区三ツ頭2丁目25-75 093-603-5237

福岡県 有限会社香月モータース 福岡県北九州市八幡西区池田一丁目3-15 093-617-0201

福岡県 有限会社木屋瀬自動車 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬二丁目27-3 093-617-1185

福岡県 木屋瀬パーツ 福岡県北九州市八幡西区大字野面223番地の1 093-617-1291

福岡県 大谷自動車八幡車検センター株式会社 福岡県北九州市八幡西区金剛2-3-1 093-617-0790

福岡県 石橋自動車 福岡県鞍手郡鞍手町中山3244 0949-42-1494

福岡県 （株）矢野モータース商会 福岡県北九州市若松区桜町7-26 093-761-3661

福岡県 遠藤自動車工業株式会社 福岡県北九州市若松区宮丸2丁目2-48 093-761-2626

福岡県 牧野自動車整備工場 福岡県北九州市若松区南二島1-13-27 093-791-5089

福岡県 ＣＲＡＦＴＥＣＨ 福岡県中間市垣生1278-4 093-246-0004

福岡県 株式会社平尾自動車工場 福岡県福岡市中央区平尾1丁目7番12号 092-531-3734

福岡県 吉福自動車整備工場 福岡県福岡市東区和白5丁目2-23 092-606-2172

福岡県 ニッカ和白店 福岡県福岡市和白丘3丁目4-38 092-606-7201

福岡県 株式会社光和自動車 福岡県福岡市東区和白丘2丁目5-2 092-607-1959

福岡県 トータルカーサポート　アシスト 福岡県福岡市早良区重留6-12-12 092-834-3129

福岡県 (有)真子自動車販売 福岡県福岡市早良区四箇1-1-38 092-864-1257

福岡県 タイヤショップ　カシモト 福岡県那珂川市片縄西4丁目14-8 092-953-5572

福岡県 CAR SHOP　DAZE 福岡県那珂川市片縄3-62 092-402-1877

福岡県 KASHIMOTO 福岡県那珂川市片縄西4丁目14-8 092-953-5572

福岡県 オートガレージ　ファントム 福岡県那珂川市王塚台1-2-5 092-952-1171

福岡県 （株）丸善自動車 福岡県福岡市南区井尻4丁目35-14 092-581-9133

福岡県 有限会社共進自動車整備工場 福岡県福岡市南区横手3丁目13-27 092-571-2905

福岡県 ＦＲＥＥＤＯＭ（フリーダム） 福岡県福岡市南区鶴田1丁目2-11 092-555-6839

福岡県 株式会社フリーダムプロジェクト　タイヤのコンビニ　FREEDOM 福岡県福岡市南区鶴田1丁目2-11 092-555-6839

福岡県 サニーデイ　オートサービス 福岡県福岡市南区中尾3丁目42-2 092-551-5770

福岡県 有限会社谷口オートサービス 福岡県糟屋郡宇美町桜原3-27-15 092-932-1653

福岡県 ジェームス須恵インター店 福岡県糟屋郡須恵町大字新原303番地1 092-515-1800

福岡県 オレンジハウス 福岡県糟屋郡宇美町宇美東1丁目15-25 092-931-1080

福岡県 有限会社ピープルライン 福岡県糟屋郡志免町志免中央1-14-14 092-403-3456
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福岡県 ニッカ粕屋店 福岡県粕屋郡粕屋町仲原字鶴町2567-1 092-621-6001

福岡県 IDEXｶｰｹｱｼｮｯﾌﾟ流通 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋５９７－６ 092-621-5765

福岡県 有限会社永田鈑金塗装工場 福岡県古賀市天神4丁目13番22号 092-943-2763

福岡県 オートランドロードランナー 福岡県古賀市今の庄2-8-20 092-943-0900

福岡県 協和モータース 福岡県福津市中央2丁目1-2 0940-42-0340

福岡県 宗像グリーンタクシー 有限会社 福岡県宗像市河東1061番 0940-33-3181

福岡県 タイヤ館　宗像 福岡県宗像市大字光岡638番地2 094-036-5314

福岡県 有限会社山本自動車販売 福岡県宗像市田熊6丁目2-1 0940-36-5552

福岡県 青木モータース 福岡県宗像市牟田尻1848-1 0940-62-2452

福岡県 ＧＡＲＡＧＥ樹悠 福岡県宗像市武丸1000-4 0940-33-2278

福岡県 有限会社岡垣自動車整備工場 福岡県遠賀郡岡垣町山田543-4 093-282-0808

福岡県 村岡自動車修理工場 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎蟹喰390-1 093-293-4356

福岡県 有限会社山中自動車 福岡県福岡市博多区対馬小路5-2 092-291-5914

福岡県 有限会社山田自動車 福岡県福岡市博多区上呉服町2-32 092-291-3302

福岡県 箱崎協和自動車 福岡県福岡市東区松島1丁目2番22号 092-621-7327

福岡県 株式会社上野自動車 福岡県福岡市東区二又瀬17番12号 092-621-6655

福岡県 １６　スタジオ 福岡県福岡市博多区月隈3丁目26-24 092-576-9263

福岡県 16 STUDIO 福岡県福岡市博多区月隈3丁目26-24 092-576-9263

福岡県 ディーカーズ 福岡県福岡市博多区月隈6丁目9-35 092-504-5883

福岡県 ロイヤルモータース株式会社 福岡県福岡市博多区金の隈3丁目11-43 092-503-3655

福岡県 有限会社福岡特殊車輌 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2-15 092-503-3344

福岡県 K-STAGE 福岡県福岡市博多区三筑2丁目3 092-588-6210

福岡県 サンオートサービス 福岡県福岡市博多区東那珂2丁目14-25 092-472-4560

福岡県 株式会社第一モータース　福岡工場 福岡県福岡市東区松島３丁目１－６ 092-622-1955

福岡県 有限会社渡辺モータース 福岡県福岡市城南区飯倉1丁目7番21号 092-841-0211

福岡県 プロステージ 福岡県福岡市城南区東油山6丁目2-32 092-862-7397

福岡県 有限会社Fine 福岡県福岡市南区野間2-13-11 092-511-1616

福岡県 鈴木オート 福岡県春日市大谷4-33 092-586-5839

福岡県 宇都宮自動車 福岡県春日市白水ヶ丘4丁目87 092-581-7009

福岡県 エムエス　カンパニー 福岡県春日市下白水南7丁目2 092-585-3703

福岡県 （株）クラフトワーク 福岡県春日市昇町7丁目11番 080-4318-7676

福岡県 ㈱アップルカーセールス　アップル福岡南ＢＰ店 福岡県大野城市御笠川1-8-2 092-513-3111

福岡県 （株）ＧＢ 福岡県大野城市御笠川4-3-16 092-580-8800

福岡県 オートガレージ　ビーナイン(Be-9) 福岡県大野城市御笠川2丁目12-12 092-513-0721

福岡県 有限会社協栄自動車工業 福岡県大野城市仲畑4丁目2番21号 092-591-6115

福岡県 イシハラモーターワークショップ 福岡県大野城市仲畑2丁目9-37 092-591-0721

福岡県 ターマック　スポーツ 福岡県大野城市牛頸4-4-21 092-915-5002

福岡県 ＦＩＮＥ’Ｓ 福岡県筑紫野市山家5060-1 092-555-9869

福岡県 はるだ自動車 福岡県筑紫野市原田4丁目3-2 092-926-3156

福岡県 IDEXｶｰｹｱｼｮｯﾌﾟ筑紫野 福岡県筑紫野市武蔵３丁目１－１５ 092-917-5150

福岡県 ランテル福岡店 福岡県大宰府市水城2丁目21-15 092-924-7515

福岡県 ハイテックオート 福岡県太宰府市国分1-2-10 092-287-2737

福岡県 グランドスラム　ホットロッド 福岡県太宰府市坂本1丁目4-20 092-929-5002

福岡県  山﨑自動車 福岡県福岡市西区羽根戸565-1 092-812-2066

福岡県 IDEXｶｰｹｱｼｮｯﾌﾟ小戸 福岡県福岡市西区下山門１丁目４－３６ 092-884-1110

福岡県 有限会社高田自動車整備工業 福岡県糸島市二丈深江515-1 092-325-0285

福岡県 仁光機械(有) 福岡県糸島郡二丈町松末1146-4 092-325-0577

福岡県 安全タクシー 有限会社 福岡県飯塚市鯰田字松本2419-1 0948-23-1017

福岡県 ミスタータイヤマン　有限会社パドック飯塚 福岡県飯塚市上三緒1-63 0948-25-3011

福岡県 有限会社　ブリヂストン中之島タイヤセンター 福岡県飯塚市菰田西3丁目18-23 0948-25-2343
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福岡県 株式会社藤上モータース 福岡県飯塚市目尾634-3 0948-29-5900

福岡県 ホンダカーズ飯塚　飯塚店 福岡県飯塚市川津21番地の1 0948-24-1000

福岡県 Honda　Cars飯塚　飯塚店 福岡県飯塚市川津21-1 0948-24-1000 

福岡県 新興自動車　株式会社 福岡県飯塚市川津449 0948-22-5230

福岡県 中央モータース有限会社 福岡県飯塚市片島2丁目3-8 0948-22-2110

福岡県 有限会社穂波ディーゼル 福岡県飯塚市太郎丸923-1 0948-22-9565

福岡県 ホンダカーズ飯塚　穂波店 福岡県飯塚市秋松845番地の1 0948-22-3600

福岡県 Honda　Cars飯塚　穂波店 福岡県飯塚市秋松845-1 0948-22-3600

福岡県 ホンダカーズ飯塚　庄内店 福岡県飯塚市有井312番地の2 0948-82-0810

福岡県 Honda　Cars飯塚　庄内店 福岡県飯塚市有井312-2 0948-82-0810

福岡県 加地タクシー 株式会社 福岡県嘉麻市漆生1577-2 0948-23-1017

福岡県 オートショップJ-ONE 福岡県嘉麻市口春191-1 0948-43-1037

福岡県 有限会社小西モータース 福岡県嘉麻市牛隈1396-7 0948-57-0248

福岡県 手嶋モータース 福岡県嘉麻市牛隈211 0948-57-0549

福岡県 有限会社大里自動車 福岡県嘉麻市中益415-5 0948-57-1147

福岡県 有限会社大里自動車 福岡県嘉麻市中益415番地5 0948-57-1147

福岡県 有限会社オートサービス坂口 福岡県嘉穂郡桂川町吉隈207-5 0948-65-5999

福岡県 有限会社オリオン自動車 福岡県直方市大字中泉1287番地 0949-24-1780

福岡県 昭和自動車 福岡県直方市大字下新入636-1 0949-22-3072

福岡県 上野モータース 福岡県宮若市金丸236 0949-52-0530

福岡県 有限会社石松自動車 福岡県宮若市小伏1382番地1 0949-54-0475

福岡県 沼野自動車整備工場 福岡県田川郡香春町中津原1517-1 0947-32-6932

福岡県 有限会社吉野自動車 福岡県田川郡香春町大字香春1013-1 0947-32-6200

福岡県 有限会社吉野自動車 福岡県田川郡香春町大字香春1013-1 0947-32-6200

福岡県 有限会社ゆりの 福岡県宮若市龍徳622 0949-23-2900

福岡県 タイヤ館　行橋 福岡県行橋市西宮市2丁目10番13号 093-028-8864

福岡県 有限会社源自動車整備工場 福岡県行橋市西宮市5-3-32 0930-22-3800

福岡県 エックススポット 福岡県田川郡大任町大字今任原2431-1 0947-63-3714

福岡県 オートクラブ上田川 福岡県田川郡添田町添田２３６２－１ 0947-82-3307

福岡県 オートクラブ上田川 福岡県田川郡添田町添田2362-1 0947-82-3307

福岡県 有限会社添田モータース 福岡県田川郡添田町大字野田1758-１ 0947-82-0023

福岡県 梅野自動車有限会社 福岡県田川市伊田1387-1 0947-42-4822

福岡県 田川ヨコハマタイヤ㈱　タイヤガーデン田川 福岡県田川市夏吉上吉田 0947-44-3232

福岡県 つかさ自動車整備工場 福岡県田川市糒1345-2 0947-22-6227

福岡県 田川ヨコハマタイヤ㈱　 福岡県田川市大字弓削田3609 0947-44-6633

福岡県 株式会社田丸自動車整備工場 福岡県田川市大字弓削田242番地1 0947-44-2771

福岡県 三ッ輪商会 福岡県田川市位登264-6 0947-44-0490

福岡県 株式会社Fix-and-Go 福岡県田川郡川崎町大字川崎4458-5 0947-72-7009

福岡県 有限会社インパリジャパン 福岡県田川郡川崎町川崎1575-3 0947-49-5035

福岡県 有限会社エフ・テック 福岡県田川郡川崎町川崎大字田原1158-1 0947-47-4030

福岡県 有限会社エフ・テック 福岡県田川郡川崎町田原1158-1 0947-47-4030

福岡県 有限会社エフ・テック 福岡県田川郡川崎町田原1158-1 0947-47-4030

福岡県 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

福岡県 有限会社三栄自動車整備工場 福岡県豊前市大字沓川372-1 0979-83-3534

福岡県 末吉自動車整備工場 福岡県豊前市赤熊347-1 0979-83-3402

福岡県 株式会社トータルカーサービスジャパン　久留米支店 福岡県久留米市諏訪野町2767-1 0942-35-3502

福岡県 ジェームス津福バイパス店 福岡県久留米市荒木町白口138番地1 0942-36-2209

福岡県 スズキワークス　久留米 福岡県久留米市荒木町荒木486番地-4 0942-26-8445

福岡県 タイヤショップ川原 福岡県久留米市三潴町早津崎913-1 0942-64-3541

福岡県 野口商会 福岡県三猪郡大木町絵下古賀489-2 0944-33-1055
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福岡県 Car House First 福岡県三井郡大刀洗町下高橋1837-1 0942-23-2663

福岡県 有限会社岩元自動車 福岡県大川市大字榎津168-2 0944-88-0202

福岡県 有限会社総販 福岡県大川市一木727-1 0944-88-2207

福岡県 グランドスラム　マニアック柳川 福岡県柳川市矢加部595 0944-74-5132

福岡県 （株）高口自動車販売 福岡県柳川市下宮永町1041-3 0944-74-2830

福岡県 ランテル　 福岡県柳川市三橋町枝光369-5 0944-73-2111

福岡県 アヤベ自動車 福岡県筑後市前津1163-1 0942-53-3998

福岡県 庄山自動車 福岡県筑後市尾島211 0942-52-6813

福岡県 木本自動車 福岡県筑後市大字水田1284 0942-53-6100

福岡県 村上モータース 福岡県筑後市山ノ井985 0942-52-2074

福岡県 水田オートモータース 福岡県筑後市大字上北島548-6 0942-52-5900

福岡県 古賀モータース株式会社 福岡県八女市納楚439-4 0943-23-1414

福岡県 古賀モータース（株） 福岡県八女市納楚439-4 0943-23-1414

福岡県 マツダオートザム八女 福岡県八女市納楚439-6 0943-22-5767

福岡県 久留米スタンダード石油株式会社　セルフ八女吉田サービスステーション 福岡県八女市吉田７９６－１ 0943-24-0181

福岡県 久留米スタンダード石油株式会社八女車検整備センター 福岡県八女市吉田796-1 0943-24-0181

福岡県 有限会社河野自動車 福岡県八女市豊福298-1 0943-24-4617

福岡県 有限会社スミモータース 福岡県八女市馬場344-1 0943-22-2269

福岡県 笹井自工 福岡県八女市平430-4 0943-23-6063

福岡県 二葉オートサービス 福岡県八女市新庄1232-3 0943-23-3376

福岡県 株式会社ADワタナベ 福岡県八女市今福１０４４－７ 0943-22-7445

福岡県 平井自動車整備工場 福岡県八女市岩崎149番地1 0943-23-6649

福岡県 株式会社池田モータース 福岡県八女市室岡282-6 0943-24-9922

福岡県 有限会社山口自動車整備工場 福岡県八女市立花町谷川1171の１ 0943-37-0305

福岡県 真鍋モータース 福岡県八女市立花町兼松203 0943-37-0068

福岡県 鶴自動車 福岡県八女市立花町北山2901-1 0943-24-2819

福岡県 佐伯自動車 福岡県八女市立花町北山1096-13 0943-24-9191

福岡県 有限会社荒木モータース 福岡県久留米市荒木町荒木１９５４番地１４ 0942-26-3331

福岡県 立山モータース 福岡県八女郡広川町大字長延969-2 0943-32-0542

福岡県 野田自動車整備工場 福岡県八女郡広川町太田407 0943-32-0312

福岡県 重野モータース 福岡県八女郡広川町新代1673-1 0943-32-1625

福岡県 ジェミニオート筑後株式会社 福岡県八女郡広川町新代1088-1 0943-32-0345

福岡県 石崎自動車販売 福岡県八女郡広川町大字広川814 0942-51-7147

福岡県 岩屋モータース 福岡県八女郡広川町一條777 0942-53-8141

福岡県 カードック樋口 福岡県八女市黒木町北大淵8365-2 0943-45-1141

福岡県 有限会社仁田原ﾓｰﾀｰｽ 福岡県八女市黒木町大淵3962 0943-45-0134

福岡県 有限会社仁田原モータース 福岡県八女市黒木町大渕3962 0943-45-0134

福岡県 梅野自動車 福岡県八女市黒木町北木屋3-4 0943-42-0443

福岡県 有限会社伊藤自動車整備工場 福岡県八女市黒木町本分1468-1 0943-42-0032

福岡県 カトウ自動車商会 福岡県八女市黒木町本分1624-7 0943-42-0426

福岡県 ＹＦＫ自動車 福岡県八女市黒木町本分2138-2 0943-42-2592

福岡県 合同会社田中モータース 福岡県 みやま市瀬高町下庄1548-1 0944-63-6611

福岡県 株式会社オートサルーン羽山サービス 福岡県大牟田市手鎌1900番地1 0944-53-4455

福岡県 大牟田タクシー 株式会社 福岡県大牟田市北磯町70-6 0944-53-3065

福岡県 タイヤ館イオンモール大牟田 福岡県大牟田市岬町3番4 ｲｵﾝﾓ-ﾙ敷地内 0944-52-2510

福岡県 有限会社ピュアガレージ 福岡県大牟田市本町6丁目167-2 0944-59-1567

福岡県 グランドスラム　マニアック 福岡県大牟田市藤田町57番 0944-43-1616

福岡県 株式会社杉山自動車 福岡県大牟田市東新町2丁目30 0944-55-5132

福岡県 イーグルショップ大牟田 福岡県大牟田市八江町19-1 0944-53-3313

福岡県 カーメイクドリームＺＥＲＯ１ 福岡県大牟田市田隈262-1 0944-88-8788
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福岡県 （株）平川燃料 福岡県大牟田市大字草木998-1 0944-54-1147

福岡県 フレンズガレージ　クラヨシ 福岡県大牟田市草木473-1 0944-31-4320

福岡県 （株）井形 福岡県大牟田市上白川町1丁目125 0944-56-1700

福岡県 有限会社林田モータース 福岡県朝倉市鵜木394-1 0946-22-6555

福岡県 有限会社時津自動車整備工場 福岡県朝倉市甘木104-2 0946-22-2324

福岡県 矢野タクシー 株式会社 福岡県朝倉市来春42番地-1 0946-22-2600

福岡県 小郡ニュータウンタクシー 有限会社 福岡県小郡市大字津古字土取456-4 0942-81-7334

福岡県 セルフ小郡中央ＳＳ 福岡県小郡市大字大板井字宮の前227 0942-72-8126

福岡県 有明交通 株式会社 福岡県柳川市大和町中島80 0944-76-3310

福岡県 エヌズメイク 福岡県久留米市東合川干出町1-7 0942-65-6240

福岡県 ランテル　久留米 福岡県久留米市東合川3丁目10-16 0942-44-9660

福岡県 コンパクト 福岡県久留米市山川安居野3丁目11-15 0942-45-2680

福岡県 ブリヂストンタイヤセンター西日本㈱ミスターターヤマン　パドック久留米 福岡県久留米市善導寺町与田111-4 0942-47-1100

福岡県 有限会社アサノ自動車 福岡県久留米市国分町1620番地の1 0942-21-3220

福岡県 有限会社大熊自動車商会 福岡県久留米市田主丸町長栖790-2 0943-72-4059

福岡県 いしい電装自動車サービス 福岡県久留米市田主丸町中尾1863 0943-73-1844

福岡県 にじ農業協同組合車輌センター 福岡県久留米市田主丸町上原356-1 0943-74-1112

福岡県 ナラザキカーサービス 福岡県久留米市田主丸町上原1番12 0943-73-3106

福岡県 株式会社千代田商会 福岡県久留米市田主丸町菅原1566-1 0943-72-3238

福岡県 タテイシオートサービス 福岡県久留米市田主丸町野田504 0943-73-1575

福岡県 有限会社石崎自動車整備工場 福岡県久留米市田主丸町田主丸1094-2 0943-72-2093

福岡県 オートサービスサトウ 福岡県うきは市吉井町徳丸408-7 0943-76-5639

福岡県 尾花自動車 福岡県うきは市吉井町八和田1126-3 0943-74-5655

福岡県 有限会社武内自動車商会 福岡県うきは市吉井町清瀬458-1 0943-75-2390

福岡県 コガ自工　テクレル株式会社 福岡県うきは市吉井町屋部278-1 0943-75-5400

福岡県 株式会社メイト 福岡県うきは市吉井町屋部138-1 0943-75-4164

福岡県 西久大運輸倉庫株式会社車輌整備課 福岡県うきは市吉井町富永1899-8 0943-76-5656

福岡県 江田自動車商会 福岡県うきは市浮羽町朝田547-7 0943-77-2729

福岡県 有限会社樋口モータース 福岡県うきは市浮羽町朝田97-3 0943-77-2508

福岡県 株式会社浮羽自動車整備工場 福岡県うきは市浮羽町朝田569番地5 0943-77-2807

福岡県 江田自動車商会 福岡県うきは市浮羽町朝田547-7 0943-77-2729

福岡県 熊谷鈑金自動車販売 福岡県うきは市浮羽町浮羽567-3 0943-77-7057

福岡県 株式会社樋口自動車 福岡県うきは市浮羽町浮羽388-1 0943-77-3141

福岡県 うきはオートセンター有限会社 福岡県うきは市浮羽町東隈上322-5 0943-77-5448

福岡県 株式会社Ｔｏｕｒｉｎｇ　Ｊａｐａｎ　　　　　　　浮羽エンジニアリング 福岡県うきは市浮羽町西隈上123-1 0943-77-5561

福岡県 東栄自動車 福岡県うきは市浮羽町高見1668-3 0943-77-2319

福岡県 佐藤整備 福岡県うきは市浮羽町高見1006-1 0943-77-4935

福岡県 向陽自動車整備工場 福岡県うきは市浮羽町高見1576-1 0943-77-6627

福岡県 宮崎自動車商会 福岡県うきは市浮羽町三春1884-1 0943-77-2900

福岡県 山北自動車 福岡県うきは市浮羽町山北422-3 0943-77-7577

福岡県 Garageカーセレクト 福岡県うきは市浮羽町流川189-3 0943-77-5150

福岡県 八ッ繁モータース 福岡県築上郡上毛町垂水326 0979-72-2233

佐賀県 トヨタカローラ佐賀（株） こせ店 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島278番地1 0952-27-1822

佐賀県 ネッツトヨタ佐賀（株）EAST SHOP 佐賀県佐賀市巨勢町牛島181-5 0952-24-2101

佐賀県 佐賀マツダ　佐賀店 佐賀県佐賀市下田町4-6 0952-24-1101

佐賀県 有限会社はと交通 佐賀県佐賀市天祐1-17-28 0952-25-1101

佐賀県 オートパルさが 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3037番地3 0952-22-2714

佐賀県 ネッツトヨタ佐賀（株）本店 佐賀県佐賀市新栄西2-6-7 0952-25-3551

佐賀県 ネッツトヨタ佐賀（株）アイクルショップ 佐賀県佐賀市新栄西2-6-10 0952-25-3570

佐賀県 ガレージ　フクチ 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字十五1344 0952-24-6944
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佐賀県 トヨタカローラ佐賀（株） 佐賀店 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字荻野344番地1 0952-22-1113

佐賀県 株式会社江頭モータース 佐賀県 三養基郡みやき町寄人312-9 0942-96-2262

佐賀県 有限会社 鳥栖タクシー 佐賀県鳥栖市曽根崎町1561-7 0942-83-2272

佐賀県 トヨタカローラ佐賀（株） 鳥栖店 佐賀県鳥栖市本町3丁目1501-2 0942-84-3355

佐賀県 佐賀マツダ　鳥栖店 佐賀県鳥栖市元町川原1295-1 0942-83-2686

佐賀県 IDEXｶｰｹｱｼｮｯﾌﾟ布津原 佐賀県鳥栖市養父町布津原49-1 0942-81-1346

佐賀県 ネッツトヨタ佐賀（株）鳥栖店 佐賀県鳥栖市村田町835-6 0942-83-9880

佐賀県 有限会社 基山タクシー 佐賀県三養基郡基山町大字小倉1031-1 0942-81-7334

佐賀県 オートパルかんざき 佐賀県神埼市神埼町本堀2346 0952-51-1523

佐賀県 吉野ヶ里観光タクシー 有限会社 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野152-3 0952-52-4289

佐賀県 トヨタカローラ佐賀（株） 武雄店 佐賀県武雄市朝日町大字甘久3506番地1 0954-22-3111

佐賀県 佐賀マツダ　武雄店 佐賀県武雄市朝日町甘久451-1 0954-23-2141

佐賀県 オートパルたけお 佐賀県武雄市朝日町大字甘久163-2 0954-26-0480

佐賀県 ネッツトヨタ佐賀（株）武雄店 佐賀県武雄市武雄町昭和20-1 0954-23-4181

佐賀県 温泉タクシー 株式会社 佐賀県武雄市武雄町大字富岡8277 0954-23-8181

佐賀県 小城オート 佐賀県小城市小城町畑田2165 0952-73-2560

佐賀県 佐賀マツダ　小城店 佐賀県小城市小城町畑田2626-3 0952-72-4161

佐賀県 株式会社佐竹自動車 佐賀県小城市小城町晴気1391-1 0952-73-3359

佐賀県 株式会社マイケル 佐賀県小城市三日月町久米1466-1 0952-73-7887

佐賀県 オートサービスワタナベ 佐賀県小城市三日月町織島3176番地1 0952-72-8687

佐賀県 オートパルたく 佐賀県多久市東多久町大字別府3656-5 0952-71-2111

佐賀県 オートパルからつ 佐賀県唐津市山本748-4 0955-78-1138

佐賀県 (有)ボディペイントヨシダ 佐賀県唐津市鏡４５９２－１ 0955-77-2883

佐賀県 有限会社富士オート 佐賀県唐津市久里637番地1 0955-70-3232

佐賀県 佐賀マツダ　唐津店 佐賀県唐津市和多田大土井6-60 0955-72-8111

佐賀県 ネッツトヨタ佐賀（株）唐津店 佐賀県唐津市和多田大土井9-23 0955-73-8333

佐賀県 トヨタカローラ佐賀（株） 唐津店 佐賀県唐津市和多田西山3番34号 0955-72-8882

佐賀県 オートパルうわば 佐賀県唐津市鎮西町岩野75-1 0955-82-4400

佐賀県 （株）三恵自動車 佐賀県伊万里市大坪町５４７－４ 0955-23-8147

佐賀県 オートパルいまり 佐賀県伊万里市大坪町乙592-2 0955-20-1560

佐賀県 ネッツトヨタ佐賀（株）伊万里店 佐賀県伊万里市大坪町乙337-3 0955-23-5511

佐賀県 トヨタカローラ佐賀（株） 伊万里店 佐賀県伊万里市大坪町丙1953-2 0955-23-3488

佐賀県 佐賀マツダ　伊万里店 佐賀県伊万里市二里町八谷搦112-25 0955-23-5252

佐賀県 西肥亀の井タクシー(株) 佐賀県伊万里市新天町長筬286-8 0955-23-5330

佐賀県 松浦タクシー 株式会社 佐賀県伊万里市伊万里町甲768-1 0955-22-4148

佐賀県 株式会社ワイズガレージ 佐賀県佐賀市久保田町大字久保田411 0952-68-4939

佐賀県 鶴丸自動車 佐賀県佐賀市久保田町大字久保田808番地1 0952-68-4411

佐賀県 オートライフピュア 佐賀県杵島郡白石町福富３２８３－１ 0952-87-3860

佐賀県 佐賀マツダ　城北店 佐賀県佐賀市兵庫町藤木1172-5 0952-31-5181

佐賀県 ひぜん 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬2036-4 0952-32-0039

佐賀県 ＣａｒＡｄｖｉｓｅｒＷａｒｍｔｈ 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬142-2 0952-98-2100

佐賀県 トータルオートサービスひぜん 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬2036-4 0952-32-0039

佐賀県 IDEXｶｰｹｱｼｮｯﾌﾟ兵庫 佐賀県佐賀市兵庫北6-10-7 0952-36-8020

佐賀県 中央タクシー 株式会社 佐賀県佐賀市兵庫北1丁目1-12 0952-23-5001

佐賀県 ネッツトヨタ佐賀（株）北佐賀店 佐賀県佐賀市高木瀬西6-1045-1 0952-31-5533

佐賀県 なかくぼ自動車電機 佐賀県佐賀市鍋島1丁目1-25 0952-32-2966

佐賀県 オートパルしろいし 佐賀県杵島郡白石町大字遠ノ江334-1 0952-84-3621

佐賀県 白石中央自動車 佐賀県杵島郡白石町福田2227番地1 0952-84-2222

佐賀県 有限会社 キングタクシー 佐賀県杵島郡白石町大字福田1590-17 0952-84-2056

佐賀県 佐賀マツダ　鹿島店 佐賀県鹿島市常広103-1 0954-62-5145
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佐賀県 トヨタカローラ佐賀（株） イルカ店鹿島 佐賀県鹿島市大字森字貝橋1043-1 0954-63-3205

佐賀県 有限会社 大町観光タクシー 佐賀県杵島郡大町町大字福母378-1 0952-82-5079

佐賀県 株式会社山口産業 佐賀県唐津市浜玉町横田下872 0955-56-6433

佐賀県 片渕自動車整備工業 佐賀県佐賀市金立町金立1951-4 0952-20-2361

長崎県 東栄自動車有限会社 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触342-1 0920-45-1454

長崎県 村岡自動車整備工場 長崎県対馬市上対馬町河内３２８－１ 0920-86-3409

長崎県 (株)長崎マツダ 長崎営業所 長崎県長崎市本河内3丁目21-52 095-827-1515

長崎県 トヨタカローラ長崎(株)南長崎店 長崎県長崎市磯道町212 095-878-1880

長崎県 トヨタカローラ長崎(株)東長崎店 長崎県長崎市矢上町21-17 095-839-8328

長崎県 有限会社エーシーエス 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷7-5 095-882-5888

長崎県 トヨタカローラ長崎(株)時津店 長崎県西彼杵郡時津町日並郷3608 095-882-2887

長崎県 有限会社 平和タクシー 長崎県長崎市三京町646-29 095-850-0036

長崎県 深浦モーターサービス 長崎県長崎市多以良町564-1 095-850-0570

長崎県 トヨタカローラ長崎(株)稲佐店 長崎県長崎市稲佐町2-10 095-861-1123

長崎県 有限会社三陽自動車工業 長崎県長崎市滑石2丁目14-3 095-856-0161

長崎県 株式会社 大波止タクシー 長崎県五島市東浜町3丁目5-1 0959-72-2854

長崎県 トヨタカローラ長崎(株)五島店 長崎県五島市吉久木町696 0959-72-6201

長崎県 美鈴観光タクシー 有限会社 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷185-8 0959-44-1797

長崎県 株式会社 親和タクシー 長崎県諫早市幸町10番28号 0957-22-4346

長崎県 トヨタカローラ長崎(株)諫早店 長崎県諫早市小川町40-1 0957-22-0888

長崎県 シーウエストレーシング 長崎県諫早市平山町169-1 0957-42-3309

長崎県 (株)長崎マツダ 諫早営業所 長崎県諫早市久山町2190-1 0957-26-4394

長崎県 アクティブワン 長崎県諫早市永昌町11-12 0957-25-6269

長崎県 （株）井上自動車 長崎県雲仙市南串山町丙1910-2 0957-88-2221

長崎県 （株）井上自動車 長崎県雲仙市南串山町丙1910-2 0957-88-2221

長崎県 (株)長崎マツダ 島原営業所 長崎県島原市北門町1319-1 0957-62-6131

長崎県 トヨタカローラ長崎(株)島原店 長崎県島原市田町693-1 0957-62-3052

長崎県 有限会社吉光 長崎県島原市高島2丁目7219 0957-62-4301

長崎県 (株)長崎マツダ 大村営業所 長崎県大村市松並2丁目1220-1 0957-53-1106

長崎県 トヨタカローラ長崎(株)大村店 長崎県大村市杭出津２丁目721-1 0957-53-1178

長崎県 大村ラッキータクシー 株式会社 長崎県大村市東本町１４７番地 0957-52-2713

長崎県 有限会社 さくらタクシー 長崎県大村市東本町１４７番地 0957-52-4346

長崎県 有限会社川浪自動車 長崎県佐世保市柚木元町2370-2 0956-46-0709

長崎県 株式会社　古川電機製作所 長崎県佐世保市大和町342-1 0956-31-3123

長崎県 (株)長崎マツダ 佐世保営業所 長崎県佐世保市大和町943-1 0956-33-1515

長崎県 有限会社ロードスター 長崎県南松浦郡新上五島町七目郷1031-3 0959-42-3541

長崎県 有限会社カーチャンストライ 長崎県佐世保市上本山町1056-1 0956-40-7586

長崎県 トヨタカローラ長崎(株)佐世保相浦店 長崎県佐世保市愛宕町141-1 0956-47-5353

長崎県 有限会社オートサービスふじい 長崎県雲仙市国見町神代丙188-1 0957-78-1388

長崎県 有限会社口之津モータース 長崎県南島原市口之津町丁5733 0957-86-3231

長崎県 有限会社口之津モータース 長崎県南島原市口之津町丁5733 0957-86-3231

長崎県 有限会社口之津モータース　 長崎県南島原市口之津町丁5733 0957-86-3231

長崎県 トヨタカローラ長崎(株)佐世保大塔店 長崎県佐世保市田ノ浦町5-40 0956-38-3231

長崎県 有限会社Ｓ・Ｋカーサポート 長崎県佐世保市広田4-5-14 0956-27-5252

長崎県 有限会社ウエストモーター　　ＧＣ針尾 長崎県佐世保市指方町2103-3 0956-58-6255

長崎県 モーターサービスライズ 長崎県松浦市志佐町浦免907-7 0956-72-0877

長崎県 （株）吉田自動車 長崎県平戸市岩の上町207-1 0950-26-0123

熊本県 新日石　ＭＲ／新町 熊本県熊本市中央区新町３丁目３－１１ 096-352-7281

熊本県 株式会社　ホンカイ 熊本県熊本市中央区新町４丁目４－２１ 096-354-2571

熊本県 大豊工業　株式会社 熊本県熊本市西区春日７丁目２６－３６ 096-354-5222
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熊本県 ㈲　三友自動車 熊本県熊本市西区二本木４丁目１２－１ 096-355-1893

熊本県 ㈲　Ｙ’ｓファクトリー 熊本県熊本市西区八島２丁目１５－１１ 096-354-5739

熊本県 ㈲　協和自動車商会 熊本県熊本市西区蓮台寺１丁目１３－２１ 096-352-9011

熊本県 ㈱　カーランドアップル 熊本県熊本市西区城山半田４丁目６－５ 096-329-5756

熊本県 ノヴァオートモービル　㈲ 熊本県熊本市西区城山大塘１－２４－１２ 096-329-4821

熊本県 すまいる館　西回りバイパス店 熊本県熊本市西区上代４丁目１４－１０ 096-359-7313

熊本県 九州産交オートサービス（株） 熊本県熊本市西区上代4丁目13-34 096-359-7595

熊本県 九州産交オートサービス（株）　すまいる館西回りバイパス店 熊本県熊本市西区上代4丁目14-10 096-359-7313

熊本県 九州産交オートサービス（株）　熊本整備工場 熊本県熊本市西区上代4丁目13-34 096-359-7333

熊本県 ㈲　安部モータース 熊本県熊本市西区花園１丁目１－５ 096-354-4851

熊本県 ㈲　誠自動車商会 熊本県熊本市西区島崎２－３－８ 096-322-0880

熊本県 ㈱　新東洋車検センター 熊本県熊本市中央区島崎１丁目２－１７ 096-353-5070

熊本県 ㈲　宮崎自動車 熊本県熊本市西区出町７－２２ 096-356-4822

熊本県 西村自動車整備工場 熊本県熊本市西区上熊本３丁目２９－１０ 096-353-0240

熊本県 ＢＯＤＹＳＨＯＰ　Ｍ・トラスト 熊本県熊本市西区池田４丁目３２－２８ 096-351-2033

熊本県 東光石油　㈱　池田ＳＳ 熊本県熊本市北区池田３丁目１－４６ 096-359-5251

熊本県 ㈲　すみもと自動車鈑金塗装 熊本県熊本市中央区世安町１３５ 096-297-7177

熊本県 トヨタカローラ熊本　㈱　本社サービス 熊本県熊本市中央区世安町１８３ 096-362-2113

熊本県 ㈱　ホンダカーズ熊本　世安店 熊本県熊本市中央区世安町１９３ 096-352-9166

熊本県 金義自動車 熊本県熊本市中央区世安町２０３－１ 090-8769-2243

熊本県 ミツワオート 熊本県熊本市中央区世安町２０３－１ 096-325-3485

熊本県 ㈱　イデックスリテール熊本　セルフ世安ＳＳ 熊本県熊本市中央区世安町３１９－１ 096-375-7755

熊本県 合資会社　片島ボデー工場 熊本県熊本市中央区十禅寺１丁目２－７ 096-352-8913

熊本県 熊本トヨペット　㈱ 熊本県熊本市南区十禅寺２丁目２－５ 096-353-5110

熊本県 日産プリンス熊本販売　㈱　カーランド平田店 熊本県熊本市南区平田１丁目１１－１４ 096-324-6085

熊本県 ㈱　スズキ自販熊本サービス 熊本県熊本市南区平田１丁目１－６ 096-355-2522

熊本県 熊本三菱自動車販売　㈱ 熊本県熊本市南区平田２丁目１－５７ 096-354-2002

熊本県 株式会社　夢工場 熊本県熊本市南区平田２丁目１９－１ 096-325-0251

熊本県 有限会社　アキバ 熊本県熊本市南区平田２丁目２－８ 096-322-2528

熊本県 熊本ダイハツ販売　㈱　本店 熊本県熊本市南区平田２丁目８－７０ 096-354-3112

熊本県 ㈱　Ｍｉｓｕｍｉ熊本　平成ＳＳ 熊本県熊本市中央区平成２－２６ 096-370-3000

熊本県 ラジカルスペース　ラッツ 熊本県熊本市南区江越１丁目１９－３ 096-322-1421

熊本県 新日石　ＭＲ／エネオスセブン竜田口 熊本県熊本市中央区黒髪７－６４ 096-338-3308

熊本県 ㈲　グレース大橋 熊本県熊本市北区植木町豊田５８７－２ 096-272-0790

熊本県 ㈲　青木自動車 熊本県熊本市北区植木町豊田９２７ 096-272-0214

熊本県 有限会社FUNトラクション 熊本県熊本市北区植木町宮原230 096-275-7000

熊本県 レッドベアモーターズ 熊本県熊本市北区植木町米塚９７４－１ 090-4513-9592

熊本県 ㈱宮崎自動車整備工場 熊本県熊本市北区植木町滴水175-1 096-272-0309

熊本県 加藤オート 熊本県山鹿市鹿本町庄１０７２－１ 0968-46-2600

熊本県 オガタ・モータース 熊本県山鹿市鹿本町高橋２４９－３ 0968-46-5017

熊本県 ㈱　木村モータース 熊本県山鹿市鹿本町下高橋２７－４ 0968-46-3049

熊本県 ㈱　スズキ自販熊本　山鹿営業所 熊本県山鹿市大字方保田３５０４－８ 0968-44-5555

熊本県 有限会社　木下石油 熊本県山鹿市方保田２８４０－３ 0968-41-5070

熊本県 渡辺自動車整備工場 熊本県山鹿市菊鹿町長１２４１－３ 0968-48-3672

熊本県 大村輪業 熊本県山鹿市菊鹿町下内田５６３－３ 0968-48-2078

熊本県 栗原モータース 熊本県山鹿市菊鹿町上内田３８０－２ 0968-48-9167

熊本県 有限会社 山鹿タクシー 熊本県山鹿市山鹿1番地 0968-44-0700

熊本県 ネッツトヨタ熊本　㈱　山鹿店 熊本県山鹿市熊入町字西田１９５－１ 0968-44-3101

熊本県 ㈲　高田モータース 熊本県山鹿市新町３０１ 0968-43-3610

熊本県 日産プリンス熊本販売　㈱　山鹿店 熊本県山鹿市中央通り３０２ 0968-43-5148
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熊本県 熊本ダイハツ販売　㈱　山鹿店 熊本県山鹿市大橋通り４０３－２ 0968-43-5195

熊本県 トヨタカローラ熊本　㈱　山鹿店 熊本県山鹿市大橋通り８０１ 0968-44-2101

熊本県 隈部自動車 熊本県山鹿市寺島３４８－１ 0968-41-9834

熊本県 ㈲　中尾自動車 熊本県山鹿市大字石９６４ 0968-43-3738

熊本県 ㈲　富田自動車 熊本県山鹿市大字南島３７１－２ 0968-43-3579

熊本県 ＪＡ鹿本北部車輌センター 熊本県山鹿市南島１１９８－３ 0968-44-2511

熊本県 ㈲　上村自動車販売 熊本県山鹿市南島１３６１－２７ 0968-44-7131

熊本県 モーターハウス・叶 熊本県山鹿市小原１６５７－１ 0968-43-2779

熊本県 緒方モータース 熊本県山鹿市坂田２２７９ 0968-43-1606

熊本県 ＲＳガレージ 熊本県山鹿市石７７２－１ 0968-36-9194

熊本県 Ｔｕｒｎｉｎｇ　Ｐｏｉｎｔ 熊本県山鹿市鹿央町持松２０４－１ 0968-36-9546

熊本県 ㈲　朝倉自動車商会 熊本県山鹿市鹿央町合里３１８０ 0968-36-2908

熊本県 有限会社 三加和タクシー 熊本県玉名郡和水町板楠36-2 0968-34-3000

熊本県 ㈲　斉藤自動車センター 熊本県合志市須屋６７０－１ 096-345-1155

熊本県 水前寺タイヤ 熊本県合志市幾久富1726-4 096-248-7676

熊本県 三池ロードサービス 熊本県合志市栄３７９１－５９ 096-248-5010

熊本県 合志綜合自動車　㈱ 熊本県合志市竹迫１８７７－１ 096-248-0649

熊本県 荒木自動車整備工場 熊本県菊池市泗水町住吉３０８４－１ 0968-38-3779

熊本県 園田自動車整備工場 熊本県菊池市泗水町福本１３３３－１ 0968-38-3056

熊本県 戸田自動車整備工場 熊本県菊池市野間口３９９－５ 0968-25-2022

熊本県 有限会社東京部品 熊本県菊池市隈府501-1 0968-25-3101

熊本県 ㈱ ＴＲＵＳＴ ＭＡＲＫＥＴ 熊本県菊池市七城町亀尾２１３１－４ 0968-26-3822

熊本県 ㈱ 七城自動車 熊本県菊池市七城町砂田１４２９－１ 0968-24-0737

熊本県 新日石　ＭＲ／健軍 熊本県熊本市東区東野２－４－１２ 096-214-1220

熊本県 ㈲　豊成自動車工業 熊本県上益城郡益城町安永６３２－４ 096-286-2306

熊本県 株式会社住永企業　オートメッセ 熊本県上益城郡益城町大字広崎1946-1 096-286-0080

熊本県 ボディショップオガタ 熊本県阿蘇郡西原村大字布田社司原６８２－７ 096-279-2101

熊本県 新日石　ＭＲ／嘉島 熊本県上益城郡嘉島町鯰１７７５－２ 096-237-2931

熊本県 有限会社　ラスティ熊本 熊本県上益城郡嘉島町鯰1831-1 096-237-3100

熊本県 東光石油　㈱　カーケアセンター整備工場 熊本県上益城郡嘉島町上仲間２２７－２２ 096-237-3721

熊本県 渡辺モータース 熊本県上益城郡御船町小坂５１－１ 096-282-2112

熊本県 ㈱　オートメカニカル 熊本県上益城郡御船町辺田見９２７－１ 096-282-1952

熊本県 有限会社　宮本車輛工作所 熊本県上益城郡御船町辺田見890 096-282-0031

熊本県 ドライバーズショップ　サファリ 熊本県上益城郡山都町杉木１８５６－１ 0964-72-3003

熊本県 ㈲　青柳自動車 熊本県上益城郡山都町大平３３５－１ 0967-82-2051

熊本県 ㈲　赤星自動車 熊本県熊本市南区近見１丁目２－１８ 096-353-4809

熊本県 ㈲　不動モータース 熊本県熊本市南区近見１丁目５－１６ 096-352-6461

熊本県 ヴィ・エー・ワールド 熊本県熊本市南区近見３丁目１１－１ 096-206-8206

熊本県 福嶋鈑金塗装 熊本県熊本市南区近見３丁目１１－３ 096-353-1767

熊本県 Ｇａｒａｇｅ　ＵＮＩＴ 熊本県熊本市南区近見３丁目１１－８ 096-356-9551

熊本県 村上自動車鈑金塗装 熊本県熊本市南区近見４丁目１２－７ 096-324-2518

熊本県 株式会社オートコミュニケーションズ イマムラオート店 熊本県熊本市南区近見5-6-46 096-326-5500

熊本県 日昇自動車販売株式会社　イマムラオート店 熊本県熊本市南区近見5丁目6-46 096-326-5500

熊本県 日昇自動車販売　㈱ 熊本県熊本市南区近見５丁目６－４６ 096-351-5200

熊本県 ㈱　清田自動車 熊本県熊本市南区近見７丁目８－４５ 096-357-7141

熊本県 ㈱　ＭＲオート 熊本県熊本市南区南高江６－２０－１ 096-357-5211

熊本県 ㈱　田崎自動車工業 熊本県熊本市南区南高江６丁目２－３６ 096-358-2940

熊本県 ㈲　トリイオート 熊本県熊本市南区白藤４丁目２６－１５ 096-357-1567

熊本県 ㈱　アイビー石油　アイビーカーサポートサービス 熊本県熊本市南区白藤４丁目２６－８ 096-311-3172

熊本県 ㈱　アイビー石油　五十川給油所 熊本県熊本市南区白藤４丁目２６－８ 096-311-3172



都道府県 店舗等名 住所 電話番号

令和3年 10月30日現在

データシステム　アクセル見守り隊

熊本県 ジェームス川尻店 熊本県熊本市南区野田 3-6-10 096-211-7117

熊本県 クラブ　スポーツ 熊本県熊本市南区中無田町１５２－２ 096-358-4658

熊本県 髙山自動車 熊本県熊本市南区中無田町８１４ 096-321-6358

熊本県 ㈲　カードック橋本 熊本県熊本市南区中無田町８７２－２－１ 096-357-1320

熊本県 ㈲　大考開発　ガレージＫＳＫ 熊本県熊本市南区護藤町１２７２－１ 090-9477-7757

熊本県 ㈲　清田モータース 熊本県熊本市南区護藤町９７２－１ 096-357-8353

熊本県 マシン・ワークス 熊本県熊本市南区川口町１４９７ 090-8409-2920

熊本県 エスケイネット 熊本県熊本市南区川口町２９２８ 096-273-6521

熊本県 帖佐モータース 熊本県熊本市南区奥古閑町１８９９－２ 096-223-0122

熊本県 ㈲　本富技術サービス 熊本県熊本市南区奥南古閑町２８８４－４ 096-223-0694

熊本県 ＭＳＫ　Ａｕｔｏ 熊本県熊本市南区銭塘町２８３５－２ 096-273-6008

熊本県 ＳＥＶＥＮ　ＨＡＬＦ 熊本県熊本市南区島町３丁目７－１２ 096-357-9939

熊本県 クハラ自動車 熊本県熊本市南区荒尾３丁目１－１ 096-358-1850

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 ＳＵＶ　ＬＡＮＤ熊本 熊本県熊本市南区御幸笛田２丁目１－４０ 096-379-4907

熊本県 ㈲　下田オートドック 熊本県熊本市南区城南町隈庄４０６ 0964-28-2068

熊本県 ㈲　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 野口自動車工業　㈱ 熊本県熊本市南区城南町今吉野750-1 0964-28-3145

熊本県 ｍｉｔ　ｆｒｅｕｄｅ 熊本県熊本市南区城南町阿高４５４－３ 0964-28-0266

熊本県 東光石油　㈱　城南給油所 熊本県熊本市南区城南町東阿高新開２８０－１ 0964-28-8115

熊本県 林カートロニクスサービス 熊本県熊本市南区城南町塚原１３９ 0964-28-6070

熊本県 井上自動車 熊本県宇城市豊野町安見２３７２ 0964-45-3832

熊本県 ㈱甲佐ホンダ自動車 熊本県上益城郡甲佐町横田285-1 096-234-0252

熊本県 ㈲ニコニコモータース 熊本県下益城郡美里町涌井2336-1 0964-47-2525

熊本県 宮本自動車商会 熊本県熊本市南区八分字町２８８８ 096-227-2321

熊本県 ㈲　ＢＩＬＬＹ　ＤＵＲＡＮＴ　ＷＯＴ’Ｓ 熊本県熊本市南区砂原町３２９－１ 096-228-1666

熊本県 オートショップ西山 熊本県熊本市南区砂原町５１－１ 096-227-0944

熊本県 宮﨑自動車整備工場 熊本県熊本市南区並建町７７４－５ 096-227-0145

熊本県 ＲＥＤ　ＳＴＡＲ 熊本県熊本市南区畠口町２００３－３ 096-221-1335

熊本県 ㈲　川上ボデー 熊本県熊本市西区中島町１１４１ 096-329-7735

熊本県 ㈲　カープラザ上野 熊本県熊本市西区中島町７７０－１ 096-329-5800

熊本県 ㈱　ダイワホールディングス 熊本県熊本市西区沖新町３２５ 096-329-2287

熊本県 ＢＩＧ　ＶＩＬＬＡＧＥ 熊本県熊本市西区小島３丁目２５－３４ 096-329-0858

熊本県 ㈱　モータース２１ 熊本県熊本市西区小島４丁目４－２７ 096-329-9110

熊本県 ㈲　オートセンター松村 熊本県熊本市西区小島５丁目１２－２５ 096-329-5111

熊本県 九州産交オートサービス（株）　すまいる館清水バイパス店 熊本県熊本市北区飛田2丁目12-30 096-312-5133

熊本県 有限会社谷口自動車 熊本県 熊本市飛田3-2-18 096-343-1788

熊本県 新日石　ＭＲ／菊南 熊本県熊本市北区鶴羽田１丁目８－１ 096-345-6805

熊本県 有限会社鹿子木自動車 熊本県熊本市北区鹿子木町176 096-245-2373

熊本県 株式会社イマイ・カーサービス 熊本県熊本市北区鹿子木町173番地 096-245-4980

熊本県 九州産交オートサービス（株）　すまいる館光の森店 熊本県熊本市北区弓削4丁目9-7 096-215-8055

熊本県 新日石　ＭＲ／上南部ＳＳ 熊本県熊本市東区上南部２丁目１－１１５ 096-389-4192

熊本県 ㈱　コクピットＦー１　本店 熊本県熊本市東区新南部４丁目７－３７ 096-387-2400

熊本県 ㈱　ネクステージ　熊本東店 熊本県熊本市東区新南部６丁目３－１ 096-385-4907

熊本県 ジェームス東バイパス店 熊本県熊本市東区西原 2-1-10 096-340-0111

熊本県 グランドスラムマニアック熊本 熊本県熊本市東区小山町2049-8 096-388-1044

熊本県 株式会社　三協整備 熊本県熊本市東区御領２丁目２６－５４ 096-380-4103

熊本県 アリーナ東熊本（株）託麻店 熊本県熊本市東区長嶺東6-30-16 096-388-5425

熊本県 アリーナ東熊本（株）中古車センター 熊本県熊本市東区長嶺東8-1-31 096-388-5422

熊本県 ㈱　イデックスリテール熊本カーケア小山　整備 熊本県熊本市東区小山４丁目６－１２６ 096-292-8506
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熊本県 有限会社　マイカーランド熊本 熊本県熊本市東区小山4-3-23 096-380-6126

熊本県 新日石　ＭＲ／熊本インターＳＳ 熊本県熊本市東区石原２丁目１－７ 096-285-3401

熊本県 新日石　ＭＲ／尾ノ上 熊本県熊本市東区尾ノ上１丁目１－１ 096-213-6556

熊本県 新日石　ＭＲ／日赤通り 熊本県熊本市中央区帯山７丁目２１－１７ 096-381-4556

熊本県 新日石ＭＲ／小峯 熊本県熊本市東区小峯１丁目４－８ 096-368-6624

熊本県 ㈱　コクピットＦー１　江津 熊本県熊本市東区江津２丁目２８－２３ 096-366-7100

熊本県 ㈲　ユナイト　浜線店 熊本県熊本市南区出仲間９丁目５－３２ 096-334-1117

熊本県 Ｋ’ｓガレージ 熊本県熊本市南区田井島３丁目９－１５３ 096-312-1519

熊本県 福田自動車整備工場 熊本県熊本市中央区渡鹿７丁目１５－５ 096-288-2271

熊本県 ㈲　大和田自動車 熊本県熊本市中央区大江４丁目５－１７ 096-366-4556

熊本県 九州産交オートサービス（株）　天草整備工場 熊本県天草市北浜町2600-1 0969-22-5245

熊本県 ＡＵＴＯ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＡＭＡＸ　中古車センター 熊本県天草市小松原町２０２－８ 0965-32-9003

熊本県 ＡＵＴＯ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＡＭＡＸ 熊本県天草市港町７－５ 0969-66-9811

熊本県 株式会社 産交ポニータクシー 熊本県天草市港町18-5 0969-23-3131

熊本県 ㈱　ジェイ・エー天草自動車センター 熊本県天草市亀場町亀川１５３８－９ 0969-22-5204

熊本県 有限会社 荒尾タクシー 熊本県荒尾市四ツ山町三丁目2番11号 0968-62-1212

熊本県 タイヤショップ栗崎 熊本県玉名市大倉1379-1 0968-74-1063

熊本県 玉名タクシー 有限会社 熊本県玉名市大倉字深迫1365-4 0968-73-3181

熊本県 ジェームス玉名店 熊本県玉名市築地138-3 0968-77-2017

熊本県 北川自動車整備工場 熊本県玉名郡和水町内田２２－２ 0968-86-4507

熊本県 ㈲　松村自動車 熊本県玉名郡和水町岩尻１３８１－２７ 0968-86-4496

熊本県 Ｋ＆Ｔ　２ｎｄ 熊本県玉名郡和水町岩尻１７３９－１ 0968-57-7377

熊本県 ㈱　ＡＵＴＯ　ＢＯＤＹ　Ｋ＆Ｔ 熊本県玉名郡和水町岩尻１７５２－１ 0968-86-2922

熊本県 宮本自動車鈑金塗装 熊本県玉名郡和水町竈門１９３３－１ 0968-86-4589

熊本県 南西石油　株式会社 熊本県玉名郡和水町高野１３０９ 0968-86-3400

熊本県 居石モータース 熊本県玉名郡和水町藤田４０６ 0968-86-2706

熊本県 九州産交オートサービス（株）　八代整備工場 熊本県八代市新地町9-3 0965-32-4731

熊本県 ㈲　オートリパイヤー・オカザキ 熊本県八代市港町１３９－１ 0965-37-3211

熊本県 有限会社道田自動車サービスセンター 熊本県八代市迎町2丁目15-10 0965-33-5656

熊本県 ㈲　一美商会 熊本県八代市高下西町１９００－３ 0965-32-5939

熊本県 車検のショーエイ南店 熊本県八代市高下西町２１８３－１ 0965-39-8911

熊本県 九州産交オートサービス（株）　すまいる館八代工業高校前店 熊本県八代市高下西町1474 0965-37-8110

熊本県 有限会社　米原モータース 熊本県八代市平山新町4474-1 0965-33-2903

熊本県 (有)荒田石油 熊本県上天草市龍ヶ岳町樋島４２１－３ 0969-62-1517

熊本県 有限会社　宮地小型部品商会 熊本県八代市夕葉町5-5 0965-35-1215

熊本県 （有）宮地小型部品商会　本社 熊本県八代市夕葉町5-5 0365-35-1215

熊本県 有限会社 神園交通 熊本県八代市通町10-57 0965-32-2122

熊本県 ㈱　カーライフ 熊本県八代市田中西町１５－２５ 0965-33-2355

熊本県 （有）ロータスハシモト　ダイハツショップ新八代 熊本県八代市海士江町２５６８－１ 0965-33-3080

熊本県 ㈲　ロータスハシモト 熊本県八代市海士江町２５６８－１ 0965-33-3080

熊本県 有限会社　高崎車輌 熊本県八代市海士江町２８０６ 0965-33-4271

熊本県 合資会社 君島タクシー 熊本県水俣市大園町１丁目3-3 0120-48-4141

熊本県 人吉タクシー 株式会社 熊本県人吉市中林町1902-2 0966-22-8001

熊本県 九州産交オートサービス（株）　人吉整備工場 熊本県人吉市願成寺町1411-11 0966-22-4181

熊本県 オートボックス 熊本県人吉市北泉田町224-2 0966-22-7756

熊本県 人吉球磨協業組合　Ｂ＆Ｐセンター 熊本県球磨郡上村久保２－１ 0966-45-5625

熊本県 ㈲　中尾モータース 熊本県球磨郡あさぎり町免田西２５６３－４７ 0966-45-0156

熊本県 株式会社あさぎり自動車 熊本県球磨郡あさぎり町上西１３４番地の２ 0966-45-4087

熊本県 坂本自動車整備工場 熊本県球磨郡多良木町黒肥地１０３９ 0966-42-3688

熊本県 九州産交オートサービス（株）　玉名整備工場 熊本県玉名市岱明町西照寺968-1 0968-57-1980
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熊本県 グランドスラムマニアックドリーム 熊本県玉名市岱明町開田411 0968-57-4569

熊本県 ㈲ 川本自動車 熊本県宇土市花園町２１８９－２ 0964-22-3280

熊本県 ㈲ 北野モータース 熊本県宇土市新松原町１３４ 0964-23-1500

熊本県 宇城タクシー 有限会社 熊本県宇土市本町4-25 0964-22-0711

熊本県 ㈲　石田オートサービス 熊本県宇土市高柳町１－１ 0964-22-3990

熊本県 ㈱南部オートセンター 熊本県宇城市松橋町豊福６１７－２ 0964-33-3810

熊本県 新日石　ＭＲ／松橋 熊本県宇城市不知火町御領１３８－１ 0964-32-3265

熊本県 有限会社　小川ホンダ販売 熊本県宇城市小川町江頭86 0964-43-0470

熊本県 （有）カートップ熊本 熊本県宇城市小川町北新田1194 0964-43-4516

熊本県 ㈲ 園田車体工業 熊本県宇城市小川町北新田６３－２５ 0964-43-3884

熊本県 新日石　ＭＲ／菊陽ＳＳ 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２６８５－１ 096-232-6858

熊本県 東光石油　㈱　菊陽テクノ 熊本県菊池郡菊陽町原水４４１４－１ 096-233-9655

熊本県 タケナカ自動車 熊本県菊池郡菊陽町原水下堀川５９４３－１ 096-232-4254

熊本県 新日石　ＭＲ／光の森ＳＳ 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３１－４ 096-292-3371

熊本県 九州産交オートサービス（株）　大津整備工場 熊本県菊池郡大津町吹田1098 096-293-0585

熊本県 （株）イズミ車体製作所本社 熊本県菊池郡大津町大字岩坂3258-4 096-279-1333

熊本県 ユナイテッドトヨタ熊本株式会社　カローラ熊本　阿蘇店 熊本県阿蘇市黒川１３７－１ 0967-34-2211

熊本県 ㈲　宮崎鈑金塗装工場 熊本県阿蘇市乙姫２２１－２ 0967-32-1209

熊本県 名）長尾自動車整備工場 熊本県阿蘇市一の宮町宮地５２８－１ 0967-22-1345

熊本県 株式会社永瀬パーツ 阿蘇営業所 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4377 0967-22-1984

熊本県 ㈱　協立自動車重機工業 熊本県八代市鏡町鏡１１５９－１３ 0965-52-1866

熊本県 有限会社　黒田商会 熊本県八代市東陽町南１０７２－３ 0965-65-2211

熊本県 ㈲　北田自動車 熊本県八代市千丁町太牟田２３６７－２ 0965-46-1601

熊本県 芦北観光タクシー 有限会社 熊本県葦北郡芦北町花岡1673-2 0966-82-2147

熊本県 ㈲　才塚自動車 熊本県芦北郡芦北町大字芦北２３０１－２ 0966-82-5400

熊本県 株式会社　ＴＧＣ 熊本県竹田市菅生９４３－１ 0974-65-2345

大分県 有限会社富士モータース 大分県大分市花高松1丁目4-25 097-558-1671

大分県 （株）ＮＥＫＳ　ＪＡＰＡＮ　車検のコバック挾間店　 大分県由布市挾間町挾間771-5 097-578-8586

大分県 有限会社清水ボデー 大分県大分市千代町4丁目3-25 097-532-3736

大分県 タイヤショップ日豊 大分県大分市大字森町537-1 097-527-6710

大分県 有限会社光輪ﾓｰﾀｰｽ 大分県大分市大字皆春360-2 097-522-3800

大分県 有限会社大分マイカー販売 大分県大分市原川1-1-1 097-579-6868

大分県 亀の井タクシー 大分県大分市乙津町1-4 0977-23-2223

大分県 有限会社ゼロツー 大分県大分市種具79-1 097-524-7077

大分県 有限会社大塚自動車 大分県豊後高田市玉津198 0978-22-1306

大分県 有限会社八幡車輌 大分県大分市下八幡3組 097-532-7994

大分県 株式会社　スマートトータルサービス 大分県大分市六坊北町７-37 097-507-0298

大分県 タカクラオート　有限会社 大分県大分市大字古国府551-4 097-545-2207

大分県 トキハタクシー 大分県大分市大字古国府1395-5 097-545-3255

大分県 タイヤレスキュー 大分県大分市賀来北2丁目6-7 097-586-5048

大分県 有限会社野津原タクシー 大分県大分市賀来南1-22 097-549-3666

大分県 合同会社　三ヶ尻電装 大分県大分市金谷迫824-4 097-549-6006

大分県 東海自動車工業有限会社 大分県大分市花高松3-8-7 097-551-2555

大分県 クロスガレージ 大分県大分市日吉町7-2 097-552-5113

大分県 マッハ車検大分東浜店 大分県大分市東浜１丁目１５５番地 097-547-7755

大分県 マッハ車検大分東浜店 大分県大分市東浜1丁目4-7 097-547-7755

大分県 有限会社ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ大分 大分県大分市花津留2丁目2-1 097-535-9000

大分県 SJKオートサービス 大分県大分市東浜１－１２－３ 097-552-2299

大分県 有限会社ライフサポート大分 大分県大分市花津留2丁目2-1 097-535-9000

大分県 ジェームス下郡店 大分県大分市大字下郡 3474-5 097-554-3180
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大分県 ピレリーゴロー 大分県大分市津守70番地-1 097-569-7272

大分県 株式会社ふたばタクシー 大分県大分市大字下郡396 097-567-8910

大分県 ハーネスタクシー 大分県大分市下郡中央1-1-17 097-569-0564

大分県 (有)ドリームライン 大分県大分市下判田2315-1 097-597-5666

大分県 株式会社府内自動車 大分県大分市大字寒田753 097-569-3605

大分県 有限会社八幡自動車工業 大分県大分市横瀬400-1 097-542-3388

大分県 有限会社　山本自動車 大分県中津市大字東浜953番地1 0979-23-0072

大分県 院内タクシー 有限会社 大分県宇佐市院内町副1107-2 0978-42-5011

大分県 有限会社酒井商店 大分県国東市安岐町塩屋313-7 0978-67-1281

大分県 有限会社ダイヤ自動車 大分県別府市亀川浜田町3-9 0977-66-0930

大分県 勝木　モータース 大分県別府市石垣西9丁目6番14号 0977-23-7377

大分県 勝木モータース 大分県別府市石垣西9-6-14 0977-23-7377

大分県 有限会社広瀬モータース 大分県別府市石垣東2丁目10-12 0977-24-3545

大分県 有限会社東和交通工業所 大分県別府市石垣東3-7-4 0977-23-5341

大分県 カードック小川口　 大分県別府市石垣東３－２－５０ 097-722-9296

大分県 Ｈｃｎｉｗａ（ハコニワ）合同会社 大分県別府市餅ケ浜町1-31 0977-75-9103

大分県 富士タクシー 株式会社 大分県臼杵市大字臼杵92番地27 0972-62-4113

大分県 タイヤガーデンハラダ 大分県佐伯市中ノ島1-5766-2 0972-24-0345

大分県 タックス日田 大分県日田市上城内町401-2 0973-24-0003

大分県 （有）カードクター・フカミ 大分県日田市友田10-1 0973-23-6072

大分県 株式会社 日田観光タクシー 大分県日田市北友田1丁目1112-1 0973-23-5181

大分県 中央タクシー 株式会社 大分県竹田市大字挾田763番地 0974-63-3939

大分県 カーショップ　TAMADA 大分県国東市武蔵町糸原2611-1 0978-68-1361

大分県 清瀬タクシー 有限会社 大分県宇佐市大字四日市1447-3 0978-32-2015

大分県 株式会社宇野モータース 大分県 杵築市山香町倉成130-2 0977-75-0256

大分県 有限会社　河野自動車整備工場 大分県杵築市山香町内河野3015-1 0977-75-1035

大分県 モータースポーツ　ジョイント 大分県津久見市大字津久見浦3825-18 0972-82-8763

大分県 津久見タクシー 株式会社 大分県津久見市中央町9番3号 0972-82-3142

大分県 株式会社オートオアシス 大分県 玖珠郡玖珠町大字大隈981-11 0973-72-0356

大分県 有限会社加藤自動車整備工場 大分県由布市湯布院町川上3520-1 0977-84-2361

大分県 株式会社湯大モータース 大分県由布市湯布院町川上3043-8 0977-84-2580

大分県 有限会社ｴｲ･ﾜﾝﾓｰﾀｰ販売 大分県由布市庄内町櫟木1041-4 097-582-3266

大分県 有限会社マツムラ 大分県由布市挟間町挟間277-1 097-583-2148

大分県 有限会社長井ﾓｰﾀｰｽ 大分県由布市挟間町挟間字前750-2 097-583-0106

大分県 株式会社 みどりタクシー 大分県豊後大野市三重町市場109-4 0974-22-0160

大分県 タカオート 大分県佐伯市9029-19 0972-23-1213

宮崎県 マツダオートザム宮崎中央　小倉自動車販売有限会社 宮崎県宮崎市大橋3-14 0985-29-5100

宮崎県 （株）宮崎デンソー 宮崎県宮崎市花ケ島町立毛1078-1 0985-24-1322

宮崎県 株式会社宮崎デンソー 宮崎県宮崎市花ヶ島町立毛1078-1 0985-24-1322

宮崎県 ㈱日米商会 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田670番３ 0985-36-3670

宮崎県 東亜自動車株式会社 宮崎県宮崎市花ヶ島町立野1991-1 0985-25-1881

宮崎県 有限会社岡村オートセンター 宮崎県宮崎市島之内7186-1 0985-39-5272

宮崎県 福井石油ルート219セルフ 宮崎県宮崎市大字広原字前田234-1 0985-39-0219

宮崎県 (有)シイ・シイ・エス 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂18125-3 0985-74-1140

宮崎県 大橋モータース 宮崎県宮崎市大塚町横立1451-1 0985-47-5252

宮崎県 福井石油セントラルサービスステーション 宮崎県宮崎市橘通東3丁目8-12 0985-26-2471

宮崎県 福井石油東大宮セルフサービスステーション 宮崎県宮崎市大島町前田333 0985-23-4180

宮崎県 太陽モータース株式会社 宮崎県宮崎市昭栄町３３ 0985-24-2641

宮崎県 (有)小村自動車サービス 宮崎県宮崎市大字恒久1031番地 0985-51-2829

宮崎県 （株）宮崎デンソー　大塚営業所 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1221-2 0985-53-3010
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宮崎県 株式会社宮崎デンソー 大塚営業所 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1221-2 0985-53-3010

宮崎県 有限会社　フェニックス・モーター 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄529-3 0985-75-3006

宮崎県 有限会社　菅自動車 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄545-1 0985-75-3349

宮崎県 有限会社　中村自動車工業 宮崎県宮崎市大字浮田2947-2 0985-48-1650

宮崎県 株式会社　カーベスト宮崎 宮崎県宮崎市大字浮田600-6 0985-48-1611

宮崎県 福井石油福井カーケアセンター 宮崎県宮崎市大字浮田3117-2 0985-62-4725

宮崎県 株式会社カートレア鈴木 宮崎県宮崎市高岡町大字高浜2579番地7 0985-82-3355

宮崎県 有限会社　玉利オートサービス 宮崎県宮崎市高岡町浦之名2936-1 0985-82-0850

宮崎県 有限会社川原自動車整備工場 宮崎県延岡市無鹿町1丁目619番地1 0982-33-6004 

宮崎県 ㈱田上バッテリー電装社 宮崎県延岡市川原崎町353番地1 0982-34-3200

宮崎県 有限会社デンソー宮崎 宮崎県延岡市日の出町2丁目1-7 0982-22-3600

宮崎県 株式会社 神田自動車 宮崎県延岡市浜砂2丁目19-5 0982-33-5310

宮崎県 有限会社カーステージ 宮崎県 延岡市 別府町４２８３ 0982-32-1933

宮崎県 有限会社山崎自動車 宮崎県延岡市高岡町花見字下水流333番地 0982-35-6158

宮崎県 有限会社小田自動車 宮崎県延岡市別府町4279 0982-33-4847

宮崎県 有限会社　カードレッサー那須 宮崎県延岡市平原町3丁目1463-9 0982-34-4694

宮崎県 有限会社　橋口電装 宮崎県日向市大字財光寺1439-1 0982-54-0557

宮崎県 吉岡商事　株式会社 宮崎県日向市大字財光寺946-2 0982-53-8455

宮崎県 有限会社　黒木自動車　日向営業所 宮崎県日向市財光寺中の原1121-1 0982-50-0500

宮崎県 有限会社　中西自動車販売 宮崎県日向市大字財光寺531 0982-54-0350

宮崎県 栄興自動車販売有限会社 宮崎県日向市大字財光寺539番地1 0982-53-5039

宮崎県 上日向自動車 株式会社 宮崎県日向市上町17番7号 0982-54-5555

宮崎県 有限会社友草自動車 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋3218-1 0983-23-0140

宮崎県 (有)猪ヶ倉自動車デンソー 宮崎県都城市都北町4854番地 0986-38-5655

宮崎県 有限会社　橋口バッテリー 宮崎県都城市都北町5435 0986-38-2585

宮崎県 株式会社太豊自動車 宮崎県都城市都北町7387 0986-38-2377

宮崎県 有限会社都城・デンソー 宮崎県都城市下川東四丁目26号11番地 0986-23-5071

宮崎県 有限会社クリヤマ商会 宮崎県都城市大岩田町5394-3 0986-39-1600

宮崎県 有限会社栄輪モータース 宮崎県都城市上町15街区14号 0986-24-0321

宮崎県 ㈱ﾆｼﾑﾀｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ五十市店 宮崎県都城市五十町2305-1 0986-57-6233   

宮崎県 有限会社日高自動車整備工場 宮崎県都城市上水流町2912-1 0986-36-1028

宮崎県 有限会社　カーリペアセンター 宮崎県都城市高城町桜木850-5 0986-53-2229

宮崎県 カーコーティング専門店　魂 宮崎県小林市堤2230-3 0984-47-1046

宮崎県 合名会社旭自動車整備工場 宮崎県串間市大字西方5805 0987-72-0239

宮崎県 有限会社高橋自動車販売 宮崎県東臼杵郡門川町門川尾末9322番地1 0982-63-1567

宮崎県 有限会社黒木自動車都農郵便局前店 宮崎県児湯郡都農町川北4585 0983-25-0226

宮崎県 有限会社 あい交通 宮崎県児湯郡都農町大字川北4798番地-2 0983-25-1181

宮崎県 有限会社　小池モータース 宮崎県児湯郡川南町大字川南14884-3 0983-27-4768

宮崎県 有限会社安藤自動車整備工場 宮崎県児湯郡川南町川南19755-2 0983-27-0727

宮崎県 有限会社アキスミ自動車 宮崎県児湯郡川南町大字川南19834番地1 0983-27-2342

宮崎県 株式会社プレミアム　車屋いちえ 宮崎県北諸県郡三股町樺山4836-20 0986-51-5577

宮崎県 イマムラ車販 宮崎県北諸県郡三股町稗田４０－１ 0986-52-2326

宮崎県 株式会社ＧＡＲＡＧＥーＴ 宮崎県宮崎市青島西2-11-6 0985-73-9963

宮崎県 ナガモトガレージ 宮崎県日南市下方１８１－１ 0987-67-6938

宮崎県 ナガモトガレージ 宮崎県日南市大字下方181-1 0987-67-6938

鹿児島県 (有)新日本自動車 鹿児島県鹿児島市伊敷町４６８９ 099-218-3123

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　伊敷店 鹿児島県鹿児島市下伊敷１丁目４２番３７号 099-228-5711

鹿児島県 有限会社岩崎自動車工場 鹿児島県鹿児島市伊敷1-7-47 099-220-3524

鹿児島県 有限会社ウエスト　PIRELLI　WEST 鹿児島県鹿児島市田上2丁目36-22 099-253-7833

鹿児島県 ツヴェック 鹿児島県鹿児島市天保山町4-12 099-255-6630
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鹿児島県 シントヨ電機有限会社 鹿児島県鹿児島市下荒田４－５４－２１ 099-252-2515

鹿児島県 レクサス天保山 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目6番1号 099-284-1616

鹿児島県 ㈱ニシムタ与次郎店                  鹿児島県鹿児島市与次郎1-10-1 099-255-1111   

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　南鹿児島店 鹿児島県鹿児島市宇宿町2丁目　２３番２３号 099-253-9666

鹿児島県 株式会社ビッグモーター鹿児島店 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目12番20号 099-214-4500

鹿児島県 有限会社荒木電機紹介 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目２９－１４ 099-214-2533

鹿児島県 指宿自動車工業株式会社 鹿児島県指宿市西方1491-1 0993-25-3943

鹿児島県 マックス 鹿児島県鹿児島市山田町2943-1 099-208-7777

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　中山店 鹿児島県鹿児島市山田町670番地 099-275-2111

鹿児島県 浜田（博）自動車株式会社 鹿児島県鹿児島市山田町1991-7 099-265-1131

鹿児島県 リペアニーズ鹿児島 鹿児島県鹿児島市中山町2165-1 099-260-6497

鹿児島県 有限会社前田辰男商会 鹿児島県鹿児島市中山町2182-1 099-268-8315

鹿児島県 ｵｰﾄテクニカルロック 鹿児島県鹿児島市清和４－７－５０ 080-5205-4407

鹿児島県 ラバーショップダイナアート 鹿児島県鹿児島市東谷山6-18-5 099-813-8511

鹿児島県 株式会社ワカマツ自動車 鹿児島県鹿児島市小松原１－１８－１ 099-266-0666

鹿児島県 カーコンビニクラブ　アンカール 鹿児島県鹿児島市南栄6-2-3 099-262-0002

鹿児島県 (株)フルカワ 鹿児島県鹿児島市南栄6-1-8 099-266-2222

鹿児島県 株式会社ＪＡエコパル 鹿児島県鹿児島市南栄1丁目10-2 099-260-5555

鹿児島県 ㈱ニシムタ谷山店 鹿児島県鹿児島市卸本町5-35 099-268-1500   

鹿児島県 ㈲オートテック 鹿児島県鹿児島市卸本町5-3 099-268-0015

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　谷山店 鹿児島県鹿児島市谷山港３丁目１番４３号 099-261-4151

鹿児島県 株式会社日米商会鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目３-６０ 099-284-6411

鹿児島県 水渕電機株式会社団地工場 鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目5-10 099-261-8500

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　指宿店 鹿児島県指宿市東方１０８１８-１ 0993-25-3211

鹿児島県 浜田自動車 鹿児島県指宿市山川岡児ヶ水205-5 0993-35-0976

鹿児島県 南自動車商会 鹿児島県指宿市山川成川3929-1 0993-34-0358

鹿児島県 有限会社馬場自動車整備工場 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内1887-1 0993-36-0254

鹿児島県 有限会社大迫自動車商会 鹿児島県鹿児島市郡山町6459 099-298-3696

鹿児島県 有限会社神脇自動車 鹿児島県鹿児島市西俣町2958-4 099-298-3993

鹿児島県 有限会社 オダ 鹿児島県垂水市南松原町34-1 0994-32-3535

鹿児島県 有限会社イトウ 鹿児島県西之表市西之表14408 0997-22-0222

鹿児島県 （有）牧瀬自動車 鹿児島県熊毛郡中種子町野間4193 0997-27-0344

鹿児島県 有限会社牧瀬自動車 鹿児島県熊毛郡中種子町野間伏の前4193 0997-27-0344

鹿児島県 はやしタクシー 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2749-4 0997-26-1164

鹿児島県 株式会社 錦江石油 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦305-5 0997-42-0611

鹿児島県 松山石油 有限会社 鹿児島県大島郡徳之島町亀津7174 0997-82-1053

鹿児島県 南陸運 株式会社 鹿児島県大島郡与論町茶花1581-2 0997-97-3331

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　遊輪館春日 鹿児島県鹿児島市春日町　１３番９号 099-247-7168

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　鹿児島店 鹿児島県鹿児島市西千石町１番２８号 099-223-6165

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　鹿屋店 鹿児島県鹿屋市寿４丁目１０番３６号 0994-43-2882

鹿児島県 岩越自動車株式会社 鹿児島県鹿屋市旭原町3608 0994-40-0515

鹿児島県 有限会社増満自動車 鹿児島県鹿屋市下祓川町2284-3 0994-44-2228

鹿児島県 有限会社西牧自動車 鹿児島県鹿屋市祓川町4217 0994-44-6298

鹿児島県 有限会社神田自動車整備工場 鹿児島県鹿屋市田崎町520-2 0994-43-3858

鹿児島県 テクノカーズHIRAYAMA 鹿児島県鹿屋市串良町上小原4420-3 0994-63-6222

鹿児島県 みさき交通 株式会社 鹿児島県肝属郡錦江町城元754 0994-22-0900

鹿児島県 合資会社 大島タクシー 鹿児島県奄美市名瀬久里町10-8 0997-52-2233

鹿児島県 ジェームス川内店 鹿児島県薩摩川内市矢倉町4276-9 0996-21-1811

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　川内店 鹿児島県薩摩川内市矢倉町横通４２６０番地 0996-25-1234

鹿児島県 ジェームス鹿児島　ジェームス川内店 鹿児島県薩摩川内市矢倉町堅通４２７６－９ 0996-21-1811



都道府県 店舗等名 住所 電話番号

令和3年 10月30日現在

データシステム　アクセル見守り隊

鹿児島県 有限会社中村モータース 鹿児島県薩摩川内市西開聞町11-29 0996-22-2168

鹿児島県 星原タイヤセンター 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1585-1 0996-53-0303

鹿児島県 合同会社フクオカ電機サービス 鹿児島県薩摩郡さつま町西新町１６－６ 0996-52-1750

鹿児島県 池山自動車 鹿児島県薩摩郡さつま町永野5584-2 0996-58-0968

鹿児島県 有限会社 下小園タクシー 鹿児島県伊佐市大口里2170 0995-22-1221

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　大口店 鹿児島県伊佐市菱刈重留１４１７番１ 0995-26-3991

鹿児島県 タイヤガーデンＲ３鹿児島 鹿児島県いちき串木野市薩摩山13300 0996-33-0777

鹿児島県 有限会社串木野中央スズキ 鹿児島県いちき串木野市薩摩山13301-2 0996-32-2210

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　加世田店 鹿児島県南さつま市加世田内山田３８８番地 0993-53-3311

鹿児島県 有限会社 山下タクシー 鹿児島県南さつま市加世田本町18-21 0993-53-2440

鹿児島県 株式会社 宇都自動車商会 鹿児島県南九州市川辺町平山3206 0993-56-1181

鹿児島県 有限会社菊永自動車 鹿児島県南九州市知覧町郡5101番地1 0993-83-2355

鹿児島県 ＳＲクラブ 鹿児島県南九州市知覧町郡4857-52 0993-83-4624

鹿児島県 有限会社菊永自動車 鹿児島県南九州市知覧町郡5101-1 0993-83-2355

鹿児島県 折田自動車商会 鹿児島県南九州市知覧町郡17223 0993-83-4318

鹿児島県 有限会社宮ケ谷自動車 鹿児島県南さつま市加世田宮原24-1 0993-53-2391

鹿児島県 光タクシー 株式会社 鹿児島県枕崎市千代田町1 0993-72-1266

鹿児島県 有限会社板敷自動車 鹿児島県枕崎市板敷本町515 0993-76-3311

鹿児島県 (有)大園電機 鹿児島県出水市緑町12-20 0996-62-0755

鹿児島県 有限会社　森谷自動車工場 鹿児島県出水市昭和町44-15 0996-62-0428

鹿児島県 有限会社　サンワ部品商会 鹿児島県出水市平和町1954-1 0996-68-1022

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　出水店 鹿児島県出水市野田町下名３９８６番地３１ 0996-84-2711

鹿児島県 留盛自動車株式会社 鹿児島県いちき串木野市大里5014 0996-36-3410

鹿児島県 トリハラ商店合同会社 鹿児島県鹿児島市石谷町2441 099-278-2163

鹿児島県 有限会社新堀自動車 鹿児島県日置市吹上町中原2645 099-296-3441

鹿児島県 オートガレージＫｅｎ 鹿児島県南さつま市金峰町宮崎2165 0993-78-3232

鹿児島県 財部デンソー 鹿児島県曽於市財部町下財部318-1 0986-72-1748

鹿児島県 コクピット国分 鹿児島県霧島市国分野口北1-1 0995-45-5959

鹿児島県 有限会社豊平自動車 鹿児島県霧島市福山町福山4706-30 0995-56-2172

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　隼人店 鹿児島県霧島市隼人町真孝３７番１ 0995-42-2171

鹿児島県 徳光自動車商会 鹿児島県霧島市隼人町内山田4-23-5 0995-42-1110

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　グリーンフィールド隼人 鹿児島県霧島市隼人町見次１１２８ 0995-64-2255

鹿児島県 坂本自動車整備工場 鹿児島県姶良市加治木町小山田5997-3 0995-63-3257

鹿児島県 有限会社中間モータース 鹿児島県姶良市加治木町朝日町156 0995-63-2229

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　姶良店 鹿児島県姶良市東餅田１７３５番１号 0995-65-9111

鹿児島県 ハルグチエンジニアリング 鹿児島県姶良市西宮島町2-11 0995-66-4181

鹿児島県 有限会社松川自動車 鹿児島県姶良郡湧水町田尾原239-1 0995-74-2601

鹿児島県 下島自動車 鹿児島県霧島市横川町横川中ノ2907-1 0995-72-1555

鹿児島県 有限会社 大隅観光タクシー 鹿児島県志布志市志布志町安楽41-7 0994-72-1271

鹿児島県 原口自動車　 鹿児島県曽於郡大崎町永吉8215-2 099-476-1170

鹿児島県 有限会社カーセンター大隅 鹿児島県志布志市有明町野井倉8436-1 099-477-2302

鹿児島県 鹿児島トヨタ自動車（株）　大隅店 鹿児島県曽於市大隅町月野　１９３５番１ 099-482-4141

鹿児島県 片平自動車商会 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方7934-3 0986-76-0169

沖縄県 (有)久茂地オートサービス 沖縄県那覇市久茂地2-24-1 098-861-7482

沖縄県 株式会社東部自動車 沖縄県豊見城市根差部724番地 098-850-0773

沖縄県 有限会社伊良波モータース 沖縄県豊見城市字与根１１８番地 098-850-3193

沖縄県 嘉手苅モータース 沖縄県豊見城市我那覇434番地の1 098-856-4590

沖縄県 有限会社大城オートサービス 沖縄県糸満市阿波根５７６-１ 098-852-3150

沖縄県 新垣鈑金工場 沖縄県糸満市西崎2丁目27番-13号 098-994-0673

沖縄県 照屋モータース 沖縄県糸満市字照屋５９１-２ 098-994-2745
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沖縄県 Ｔ・Ｙ自動車整備センター 沖縄県島尻郡八重瀬町字伊覇２８０-５ 098-998-5847

沖縄県 ヤマト自動車整備工場 沖縄県島尻郡八重瀬町字宜次３６３-１ 098-998-9117

沖縄県 株式会社ラッキー自動車商会 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間１６９-１ 098-998-8600

沖縄県 株式会社禅自動車サービス 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山１１６２-１ 098-889-8810

沖縄県 ㈱禅自動車サービス 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1162-1 098-889-8810

沖縄県 与那原総合整備株式会社 沖縄県南城市大里字古堅１１９９-１ 098-945-0512

沖縄県 ㈱くみき 沖縄県与那原町字与那原439 098-945-3511

沖縄県 オイチェル 沖縄県浦添市径塚184-1 098-874-0230

沖縄県 シュターク 沖縄県浦添市城間3-5-1 098-876-6283

沖縄県 沖縄第一モータース株式会社 沖縄県浦添市港川４９５－４ 098-877-0665

沖縄県 有限会社　許田電装 沖縄県宜野湾市我如古2丁目26-8 098-897-6710

沖縄県 タイヤランド　沖縄 沖縄県宜野湾市大山1-1-15 098-898-5732

沖縄県 有限会社照屋自動車 沖縄県中頭郡中城村伊集161番地 098-895-5110

沖縄県 アシストオートサービス 沖縄県中頭郡西原町字幸地６４９番地 098-946-0146

沖縄県 株式会社　となみ電機 沖縄県中頭郡西原町字内間102 098-944-3115

沖縄県 ベイエリアシュターク 沖縄県北谷町美浜3-5-10 098-926-1088

沖縄県 勝島交通 合名会社 沖縄県うるま市字西原88-1 098-972-2394

沖縄県 株式会社 丸金交通 沖縄県名護市大北3-19-3 0980-52-5555

沖縄県 有限会社宇根自動車 沖縄県国頭郡本部町東456-1 0980-47-3672

沖縄県 太平タクシー 合名会社 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根564-8 0980-72-2717

沖縄県 株式会社ＯＫモータース 沖縄県宮古島市平良字西里858-1 0980-72-4759

沖縄県 株式会社 まるちく 沖縄県宮古島市平良字久貝686-7 0980-72-2005

沖縄県 合同会社 南西交通 沖縄県石垣市字大浜139-1 0980-82-5413

沖縄県 有限会社 川良山交通 沖縄県石垣市字石垣527-14 0980-88-1777

沖縄県 石垣島交通 合同会社 沖縄県石垣市字石垣527-16 0980-88-1777

沖縄県 株式会社 かびら観光交通 沖縄県石垣市川平886 0980-88-2660


