急発進防止装置 SAG297 取扱店一覧

(更新日：2022年12月28日)

北海道
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

ハヤサカ自動車工業株式会社

北海道赤平市美園町1丁目56

0125-32-1221

曾我部自動車整備工場

北海道赤平市西文京町2丁目1

0125-32-3089

西出興業株式会社自動車整備工場

北海道赤平市東大町1丁目21

0125-32-3171

道北バス株式会社 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

道輪工業株式会社

北海道旭川市9条通9丁目右1号

0166-26-3371

AMCトルコン機器旭川

北海道旭川市永山1条15丁目1-2

0166-76-4344 0166-76-4345

ジェームス永山店

北海道旭川市永山3条 13-1-3

0166-49-4777 0166-49-4780

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 0166-48-8716

株式会社伊藤モータース

北海道旭川市工業団地1条1-1-21

0166-36-1830

有限会社T・S REV LMIT

北海道旭川市新星町1丁目1-47

0166-21-4530

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 0166-60-5710

有限会社フィスト

北海道旭川市東7条3丁目1-16

0166-29-1230

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

末広モータース株式会社

北海道旭川市末広東1条3丁目1-3

0166-51-3822 0166-51-8133

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（ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ札
0124-22-5050 0124-22-5765
幌 芦別店内）

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

株式会社信菱自工

北海道虻田郡倶知安町字高砂246

0136-22-1188

共栄自動車株式会社

北海道虻田郡倶知安町北6条東1丁目14

0136-22-0168

有限会社志賀商会

北海道虻田郡洞爺湖町洞爺町118

0142-82-5452

有限会社デンソー・テクニカ

北海道伊達市舟岡町138-2

0142-25-5679

HKサービス

北海道河西郡中札内村大通北5丁目20-1

0155-67-5457 0155-67-5457

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

有限会社ウィズ 北海道支店

北海道河西郡芽室町上芽室基線8-5

0155-61-2288 0155-61-2292

小山自動車整備工場

北海道河西郡芽室町上美生4線37-4

0155-66-2440

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1-5

0155-62-2959

有限会社江﨑自動車整備工場

北海道河西郡芽室町東3条2丁目8

0155-62-2403

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

株式会社UNITED CARS

北海道河西郡芽室町東6条10丁目1-2

0155-67-8484

有限会社阿部自動車

北海道河西郡芽室町東6条10丁目7-2

0155-62-2014

有限会社石村車輌整備工場

北海道河西郡更別村字更別南一線91

0155-52-2231

有限会社ゴトウ自動車

北海道河東郡音更町新通2丁目1

0155-42-2436

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1-26

0155-31-1112 0155-31-1113

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 0155-43-5577

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2-6

0155-31-5533

クボタ自動車販売株式会社

北海道河東郡音更町木野大通東2丁目1-21

0155-31-2150

有限会社士幌自動車

北海道河東郡士幌町字士幌西1線166-7

01564-5-2125

有限会社西部自動車整備工場

北海道河東郡士幌町字士幌西2線163

01564-5-2602

株式会社まつむら

北海道岩見沢市上幌向南1条5丁目698

0126-26-1579

株式会社カサデン

北海道岩見沢市東町626-4

0126-22-4088

株式会社北海農友社

北海道岩内郡共和町老古美83-7

0135-62-0022

有限会社南幌自動車整備工場

北海道空知郡南幌町栄町4丁目4-31

011-378-2534

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 0154-55-2361

タイヤリテール釧路株式会社 タイヤ館 釧路

北海道釧路市鳥取大通4丁目3-3

0154-55-4533 0154-55-4560

Honda Cars 西釧路 鳥取店

北海道釧路市鳥取大通9-2-27

0154-51-2621 0154-53-5051

有限会社すずらん車両整備工場

北海道恵庭市相生町132

0123-32-2655

有限会社ローダーサービステール恵庭店

北海道恵庭市恵央町20−6

0123-25-3758 0123-25-3653

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

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

01558-2-2427 01558-2-3046

有限会社三浦自動車工業

北海道広尾郡大樹町鏡町1-42

015-586-4037

有限会社堀江自動車工業

北海道江別市角山457-5

011-383-7141

ウィングガレージ ウコン

北海道江別市元野幌737-5

011-376-0640 011-376-0650

有限会社オートファクトリー

北海道江別市大麻455-23

011-386-1520 011-386-1521

有限会社大麻自動車

北海道江別市大麻463-3

011-387-0741

有限会社萬屋Car本舗

北海道江別市大麻桜木町18-10

011-386-1999

東野幌自動車工業有限会社

北海道江別市東野幌町17-2

011-385-1118

株式会社北進自動車工業 ジョイピット江別店

北海道江別市弥生町23-17

011-380-5500 011-380-5600

有限会社東和自動車工業

北海道江別市緑町東1丁目21

011-382-3748

株式会社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1-4

01456-2-0497

株式会社カサデン 砂川営業所

北海道砂川市東1条北15丁目1-1

0125-54-3650

株式会社スズキレピオ スズキアリーナ 札幌美しが
北海道札幌市清田区美しが丘1条8丁目316-42 011-375-1231 011-375-7125
丘店
株式会社札幌第一モータース

北海道札幌市白石区北郷3条14丁目1-36

011-879-3970

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

株式会社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

株式会社宮田自動車商会 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 011-799-4578

株式会社札幌タック自動車 厚別通店

北海道札幌市白石区川北1条1丁目11-26

011-874-8711

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2-2 札幌セ
011-200-0312
ンタービル11階

小林兄弟自動車工業有限会社

北海道札幌市豊平区月寒東2条19丁目2-24

011-852-2425 011-855-5919

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 011-851-3022

札幌日産自動車株式会社 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

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322-1

011-807-5027 011-807-5028

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

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 011-792-7806

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 011-206-4264

豊和自動車株式会社 菊水店

北海道札幌市白石区菊水9条4丁目2-4

011- 821-0061

株式会社北寝自動車整備

北海道札幌市白石区南郷通1丁目南7-5

011-864-4856

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 011-772-8864

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 011-776-6559

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

011-769-4141 011-769-6677

株式会社ADVANTAGE

北海道札幌市北区新川651-19

011-769-0270 011- 769-0271

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 011-772-5510

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 011-801-3160

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2511-1

011-892-2484

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1丁目3-5

011-892-7911

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

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

有限会社山岸自動車工業

北海道札幌市手稲区稲穂2条6丁目2-15

011-682-8950 011-682-8953

タイヤ館 手稲

北海道札幌市手稲区稲穂3条3丁目10-40

011-694-0311 011-694-0320

有限会社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

株式会社札晃技研

北海道札幌市手稲区前田1条10丁目4-3

011-694-3101

東部ダイハツ株式会社 ブリッジ下手稲通り店

北海道札幌市手稲区前田6条7丁目1-6

011-688-1000 011-688-1005

東日本自動車タイヤ株式会社 清田店

北海道札幌市清田区真栄1条1丁目1-23

011-882-1670 011-882-2874

中和石油株式会社 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 011-802-8329

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

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

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

011-594-8233 011-594-8235

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

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

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 011-632-5154

北海道産業株式会社

北海道札幌市西区西町北17丁目1-1

011-661-1323

セントラル自動車工業株式会社

北海道札幌市西区八軒10条西12丁目2-61

011-643-2951

有限会社相馬モータース

北海道札幌市西区八軒10条西12丁目4-27

011-612-5013

有限会社グロスコーポレーション

北海道札幌市西区八軒10条西6丁目1-47

011-623-3261 011-623-3262

シミズ産業株式会社

北海道札幌市西区二十四軒2条7丁目2-25

011-644-8191

西陵自動車株式会社

北海道札幌市西区発寒14条1丁目903-14

011-664-4166

有限会社丸八庄田商会

北海道札幌市西区発寒17条14丁目1-45

011-663-4320

株式会社高柳自動車サービスステーション

北海道札幌市中央区南8条西1丁目13

011-511-0456

有限会社フロム

北海道札幌市東区東雁来3条1丁目4-11

011-827-5122

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 011-784-9245

株式会社ヨコハマタイヤリテール北海道 タイヤガー
北海道札幌市東区北26条東21丁目4-8
デン札幌元町

011-780-1155 011-780-1166

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 011-704-7000

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 011-780-1030

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 011-593-2200

ステップエンジニアリング

北海道札幌市南区北ノ沢1729-3

011-572-8180

有限会社アルミ館

北海道札幌市白石区菊水元町8条2丁目1-10

011-871-8808

札幌佐藤自動車整備興業 株式会社

北海道札幌市白石区菊水上町3条3丁目52

011-811-2461

有限会社新整自動車工業

北海道札幌市白石区中央3条4丁目5-24

011-841-0682

平野自動車工業株式会社

北海道札幌市白石区中央3条5丁目6-8

011-861-6063

有限会社カー工房ウィン

北海道札幌市白石区米里1条3丁目7-15

011-873-7337 011-873-7336

豊和自動車株式会社

北海道札幌市豊平区旭町3丁目1-11

011-831-0061

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 011-858-3600

株式会社トライ

北海道札幌市豊平区月寒東3条16丁目3-14

011-826-3038 011-826-3038

有限会社ヤナガワ

北海道札幌市豊平区月寒東3条17丁目15-3

011-854-4345 011-854-5855

有限会社グラスコーポレーション

北海道札幌市北区新琴似1条4丁目7-15

011-766-7770 011-766-7771

日本平中自動車販売 株式会社

北海道札幌市北区新琴似町574-5

011-763-2767

株式会社スズキピレオ スズキアリーナ新川インター
北海道札幌市北区新川2条8丁目3-5
店

011-769-1023

株式会社ヨコハマタイヤリテール北海道 タイヤガー
北海道札幌市北区新川4条16丁目2-12
デン札幌新川

011-768-1155 011-768-1166

有限会社渡辺自動車

北海道札幌市北区新川5条1丁目1-6

011-716-3330

新日本タイヤ販売株式会社 新琴似店

北海道札幌市北区新川700-4

011-769-2510 011-769-2515

新日本タイヤ販売株式会社

北海道札幌市北区新川711-3

011-764-2510 011-764-2515

軽自動車館 札幌本店

北海道札幌市北区屯田10条3丁目7-2

011-776-1000 011-776-1001

新日本タイヤ販売株式会社 屯田店

北海道札幌市北区屯田7条3丁目10-20

011-774-2510 011-774-2515

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

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 01267-3-7006

株式会社まつむら 三笠工場

北海道三笠市弥生並木町49

01267-6-8120

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

旭川トヨタ自動車株式会社 枝幸店

北海道枝幸郡枝幸町岬町1080-1

0163-62-1611 0163-62-2172

クラフト車検

北海道室蘭市崎守町387-10

0143-59-7575

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15-16

015-576-3962 015-576-3037

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 0134-21-0220

北海道産業株式会社 小樽工場

北海道小樽市桜2丁目26-27

0134-52-2211

株式会社nalustyle

北海道小樽市銭函1丁目29-15

090-7054-1527 0134-62-0990

帯広日産自動車株式会社 清水店

北海道上川郡清水町南1条11丁目1

0156-62-5523

北海道マツダ販売株式会社 清水店

北海道上川郡清水町南2条11丁目12

0156-62-2318 0156-62-2316

有限会社剣渕モータース

北海道上川郡剣淵町緑町8-2

01653-4-2540

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

0156-65-2256

有限会社和寒自動車工業

北海道上川郡和寒町字南町26

0165-32-2457

株式会社伊藤商会

北海道新冠郡新冠町字中央町5-28

0146-47-2820

有限会社ブリッヂオート

北海道石狩市花川東472-542

0133-77-7510 0133-77-7511

株式会社アイリス

北海道石狩市緑苑台東3条3丁目269-1

0133-76-6766 0133-76-6769

有限会社ローダーサービステール

北海道千歳市幸福1丁目847-34

0123-49-2017 0123-49-2018

有限会社オートボディーかど

北海道千歳市根志越34-58

0123-26-5152

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

0156-27-4141 0156-27-2772

フラット7 柏林台店

北海道帯広市西18条北1丁目17-30

0155-67-8678 0155-67-8679

啓北自工所

北海道帯広市西20条北1丁目4-1

0155-33-2579

帯広市川西農業協同組合 農業機械管理センター

北海道帯広市川西町西2線61-16

0155-59-2919

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

Honda Cars帯広 西17条店

北海道帯広市西17条北1-31-8

0155-35-2505

有限会社松村自動車

北海道帯広市西18条北1丁目14

0155-33-8055

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 0155-58-4701

マツダオートザム宮本帯広 宮本商産株式会社

北海道帯広市西3条南5丁目14

0155-24-1181

SUPER PIT 中央店

北海道帯広市西8条南9丁目10

0155-22-3333

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4

0155-64-5115

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

0155-20-7180 0155-20-7170

有限会社タイガーモータース

北海道滝川市北滝の川1318-2

0125-22-5546

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 0125-23-8860

有限会社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

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

01558-8-2231

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3-6

015-572-2427 015-572-2513

有限会社北美自工

北海道中川郡美深町字南町30-30

01656-2-1435

有限会社共栄モータース

北海道中川郡美深町字敷島65-1

01656-2-2134

斉藤車両商会

北海道中川郡幕別町忠類本町111

01558-8-2564

株式会社光生自動車整備工場

北海道天塩郡遠別町字北浜96-5

01632-7-2862

高橋車輌整備工場

北海道天塩郡天塩町字オヌプナイ3469-2

01632-4-3456

有限会社オートサービス天塩

北海道天塩郡天塩町字川口5704-9

01632-2-1991

株式会社天塩モータース

北海道天塩郡天塩町新栄通9丁目

01632-2-1111

ダンロップタイヤ北海道株式会社 タイヤセレクト室
蘭

北海道登別市鷲別町5丁目27-7

0143-86-8815 0143-86-8813

有限会社高島自動車工業

北海道島牧郡島牧村字千走136

0136-74-5444

豊和自動車株式会社 苫小牧店

北海道苫小牧市新開町3丁目16-2

0144-82-8989

ブリヂストンタイヤセンター北日本株式会社 札幌
TMS苫小牧店

北海道苫小牧市しらかば町6丁目16-18

0144-72-4951

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 0144-67-8816

株式会社ティーズオート

北海道苫小牧市山手町2丁目2-7

0144-84-1172

有限会社ボデーショップキヨカワ

北海道苫小牧市字錦岡46-6

0144-68-8606 0144-68-8607

有限会社モリ自動車サービス

北海道苫小牧市字糸井103-39

0144-74-8085

軽自動車館

北海道苫小牧市新開町4丁目7-18

0144-52-5000 0144-52-5500

株式会社ヨコハマタイヤサービス北海道 苫小牧店

北海道苫小牧市新明町2丁目1-3

0144-55-1116

株式会社リベルダージ

北海道苫小牧市日新町1丁目2-16

0144-77-5518 0144-77-5073

株式会社グローライズ

北海道苫小牧市美原町2丁目27-16

0144-84-1403 0144-84-1409

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310146-42-2006 0146-42-2007
1

有限会社石川自動車板金

北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目
0146-42-1313
13-17

有限会社オクダ

北海道日高郡新ひだか町静内末広町1丁目117

0146-42-2233

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 0144-82-4806

有限会社オートフリーク

北海道函館市西桔梗町851-26

0138-83-5760

タイヤ館 函館桔梗

北海道函館市桔梗2丁目19-12

0138-46-7778 0138-46-7779

有限会社カーショップニシノ

北海道函館市桔梗町418-121

0138-34-7722

有限会社モータース函館

北海道函館市港町1丁目17-1

0138-43-9038

有限会社カーナック整備工業

北海道函館市高松町199

0138-57-4814

松友オート株式会社

北海道函館市深堀町13-3

0138-51-5151

ジェームス西桔梗店

北海道函館市西桔梗町 838-2

0138-48-7700 0138-48-8500

輪島電装株式会社

北海道函館市西桔梗町854-5

0138-48-8181 0138-48-5577

石川自動車工業株式会社

北海道函館市西桔梗町854-7

0138-49-8000 0138-49-8800

株式会社カドック

北海道函館市花園町16-20

0138-35-5211

株式会社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

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 0138-51-5400

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

0153-72-2871 0153-72-3884

北央電装株式会社

北海道富良野市桂木町1-15

0167-22-2524 0167-22-2560

相互車輌工業

北海道北見市小泉430-16

0157-24-2920

軽自動車館 北見店

北海道北見市小泉498-1

0157-69-2000 0157-69-2002

株式会社佐藤自工

北海道北見市端野町二区438−2

0157-56-2234

有限会社カープラザヒット

北海道北見市端野町三区489−55

0157-67-6117

FERS.Cru

北海道北見市端野町3区567-2

0157-33-4151 0157-33-4171

桑原電装株式会社

北海道北見市豊地1-12

0157-36-8777

株式会社ゴトー車輌サービス

北海道北見市豊地1-26

0157-66-0031

株式会社オートパル

北海道北広島市共栄1

011-372-5500

株式会社イギー

北海道北広島市新富町西1丁目1-25

011-376-8111 011-376-8222

株式会社ウイング

北海道北広島市大曲緑ヶ丘7丁目8-6

011-376-3000

株式会社クラーク自動車

北海道北広島市中の沢171

011-372-3232

有限会社小谷自動車整備工場

北海道名寄市字徳田361-2

01654-2-2471

有限会社漆原タイヤ商会

北海道網走郡美幌町字栄町4丁目3

0152-73-3378

中原自動車整備工場

北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地

01586-2-4118

菅井自動車工業

北海道紋別市北浜町3丁目5-9

0158-26-2525

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

0145-25-2039

有限会社蔵重自工

北海道勇払郡厚真町表町52-7

0145-27-2111 0145-27-2112

有限会社庄司電機工業

北海道夕張郡由仁町古川286

0123-83-3588

ジェームス余市

北海道余市郡余市町黒川町1088-14（ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ
0135-23-6611 0135-23-6200
札幌 ｼﾞｮｲｯｸ余市内）

澤井石油商事株式会社 花園SS

北海道留萌市花園町4丁目

0164-42-3410

青森県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社 鏡谷自動車

青森県つがる市柏上古川八重崎45-15

0173-25-3000 0173-25-3939

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

スズキ販売木造

青森県つがる市柏玉水岸田41-3

0173-25-3227 0173-25-3225

株式会社 サイトー車工房

青森県つがる市木造川除栄盛48-1

0173-42-2580 0173-42-2862

株式会社 クラフト

青森県むつ市赤川町15-10

0175-23-6288 0175-33-2260

有限会社 菊池整備

青森県むつ市大字田名部字赤川1-69

0175-22-6940

有限会社 沢野整備

青森県むつ市大字田名部字内田42-1398

0175-22-0411 0175-22-2330

有限会社カーテックベア

青森県むつ市金谷1丁目5-21

0175-22-8686 0175-22-8707

有限会社 小田桐電装

青森県むつ市南町1-6

0175-22-2931 0175-22-2999

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

株式会社 アークスむつ

青森県むつ市大字田名部字前田11-6

0175-22-0707

有限会社 浜田自動車工業

青森県むつ市苫生町1丁目3-5

0175-22-0306

有限会社 むつ車体工業

青森県むつ市南赤川町10-25

0175-22-3561

ジェームスむつ店

青森県むつ市緑ヶ丘32-1

0175-33-1051 0175-33-1052

有限会社 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7-43

0175-37-4855

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 0173-28-3376

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

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

有限会社 佐藤商会

青森県五所川原市金木町沢部272-1

0173-53-2606

有限会社 磯辺自動車商会

青森県五所川原市字下平井町112-2

0173-35-4396

ぴっとプラス

青森県五所川原市雛田222-53

0173-38-1557

小野商会

青森県五所川原市大字一野坪字緑石２

0173-35-2471

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

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

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 0173-23-5772

Honda Cars青森西 U−Select五所川原

青森県五所川原市中央6丁目92

0173-26-6622 0173-26-6623

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

株式会社 新屋自動車

青森県弘前市大字門外3丁目15-25

0172-27-0517

株式会社 樋川自動車

青森県弘前市清野袋1丁目11-1

0172-38-1411 0172-38-1413

タイヤ館 青山

青森県弘前市青山4-21-1

0172-36-2200

株式会社 MACS

青森県弘前市石川字春仕内107

0172-43-1155

株式会社フジモーターズ

青森県弘前市大字境関1丁目1-7

0172-27-4221 0172-27-3350

株式会社フジモーターズ 弘前営業所

青森県弘前市大字境関1丁目1-7

0172-27-2241 0172-28-0898

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

小林ホンダ 株式会社

青森県弘前市大字原ケ平3丁目1-20

0172-87-1200

株式会社小山内バッテリー社 弘前店

青森県弘前市大字神田3丁目1-5

0172-32-8121 0172-34-1526

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 0172-33-6812

カーライン

青森県弘前市大字町田字三千苅43-3

0172-55-6672

北星自動車整備 株式会社

青森県弘前市大字藤野2丁目3-2

0172-32-3406

丹藤モーターサービス

青森県弘前市大字撫牛子字宮本726-1

0172-28-3488 0172-28-3495

株式会社 城北

青森県弘前市大字福田1丁目3-4

0172-27-1123 0172-27-1185

C・Sサービス工場

青森県弘前市大字堀越字川合1-2

0172-28-0202 0172-28-5528

株式会社 クロスジェイ

青森県弘前市大字狼森字西元5-3

0172-87-1619

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 0172-59-3167

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

株式会社フジモーターズ 黒石営業所

青森県黒石市相野124-1

0172-53-5200 0172-53-2818

有限会社 花田自動車

青森県黒石市大字下目内澤字小屋敷添39-3

0172-52-4850 0172-52-8857

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

有限会社 佐川自動車整備工場

青森県黒石市大字中川字篠村233-3

0172-53-4001

沢田自動車整備工場

青森県黒石市富田136

0172-53-1986

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

三本木自動車

青森県三戸郡階上町蒼前東1丁目9-2411

0178-88-5630 0178-88-6651

株式会社ぱるじゃサービス 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

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

有限会社 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34-1 0178-76-2404 0178-76-2488

三浦自動車株式会社

青森県三沢市松園町3丁目5-4

0176-53-2909 0176-52-5544

有限会社 ダイワ自動車商会

青森県三沢市南町2丁目31-3189

0176-53-3437

富士自動車整備工場

青森県三沢市幸町2丁目2-6

0176-53-3592 0176-53-3753

合資会社 三沢みずしま商会

青森県三沢市南町3丁目31-2924

0176-53-4130

三沢重車両整備 有限会社

青森県三沢市南町3丁目31-2931

0176-53-8201

有限会社 浜村モータース

青森県十和田市大字大沢田字北野214-3

0176-27-2755 0176-27-3965

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

株式会社 プラスオート

青森県十和田市大字洞内字井戸頭144-466

0176-27-3311

郡川電装有限会社

青森県十和田市東一番町11-3

0176-23-7248

株式会社 田中自動車整備工場

青森県十和田市東三番町6-51

0176-23-3841

株式会社 十和田板金塗装整備工場

青森県十和田市東二十二番町17-18

0176-23-4932

Navi カークリエイターナビ有限会社 根岸自動車商
青森県十和田市洞内字後野330-19
会

0176-27-3031

野月電機

青森県上北郡七戸町字笊田14-7

0176-62-2385 0176-62-6355

有限会社 アルピット

青森県上北郡東北町字ガス平1030

0175-71-5120・
0175-71-5121
0175-73-7255

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 0175-63-3304

有限会社 三笠自動車

青森県上北郡七戸町字寺裏48-1

0176-62-2661

上野自動車 株式会社

青森県上北郡野辺地町字馬門道3

0175-64-4123

港湾自動車工業 株式会社

青森県上北郡野辺地町字下御手洗瀬23-1

0175-64-0123 0175-64-4500

田村モータース 株式会社

青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎318

0175-74-2850 0175-74-2876

GATERA 下田店

青森県上北郡おいらせ町菜飯1-1

0178-50-6115

有限会社 久保田自動車

青森県上北郡おいらせ町青葉5丁目50-695

0176-57-3678

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

有限会社 三沢自動車

青森県上北郡おいらせ町住吉1丁目50-868

0176-53-5378 0176-53-9278

有限会社 百石モータース

青森県上北郡おいらせ町獺野22

0178-52-3241

有限会社 東北車輌

青森県上北郡東北町字往来ノ上８-２

0175-62-2160

坂本モータース 株式会社

青森県上北郡東北町大字上野字北谷地3-2

0176-56-2394

晴海自動車整備工場

青森県上北郡野辺地町字古明前33-1

0175-64-2132

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

株式会社 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

天坂修理工場

青森県西津軽郡深浦町大字広戸字家野上1270173-74-2601
3

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

0173-74-3741

小林自動車整備

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町198-4

0173-72-2271

株式会社三和堂 部品事業部青森店

青森県青森市大字石江字三好69-1

017-782-7005

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 017-752-9742

力自動車

青森県青森市駒込字蛍沢12-9

017-744-8208

株式会社 ビックサポート

青森県青森市浪岡大字北字北中野字天王47

0172-69-2255

有限会社 丸和自動車サービスセンター

青森県青森市南佃1丁目18-2

017-741-0670 017-741-0740

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 017-738-2632

株式会社 ジーファクトリー

青森県青森市安田字稲森253-1

017-752-1528 017-752-1529

Honda Cars青森中央 東バイパス店

青森県青森市岡造道2丁目9-4

017-765-1551 017-765-1552

三八五観光タクシー株式会社 自動車整備工場

青森県青森市合浦1丁目2-3

017-742-3116

中央モーター青森販売株式会社

青森県青森市新町野字菅谷100-1

017-738-7211

株式会社小鹿産業 セルフ青葉

青森県青森市青葉3丁目9-13

017-739-5122

スーパーオートバンク 青森店

青森県青森市石江5丁目1

017-761-5589 017-761-5590

カースーパー 西バイパス店

青森県青森市石江字三好43-3

017-761-2552 017-782-8030

サトウモーター 有限会社

青森県青森市大字幸畑字阿部野163-183

017-738-4131

有限会社 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

株式会社 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 017-726-6119

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

Honda Cars青森中央 石江店

青森県青森市大字石江字江渡52

017-766-2311 017-766-2318

今自動車 株式会社

青森県青森市大字石江字三好114-7

017-781-5121

株式会社 中央マツダ自動車

青森県青森市大字浜田字玉川187-3

017-776-1431 017-776-1434

Honda Cars青森中央 観光通り店

青森県青森市大字浜田字玉川204-1

017-739-5501 017-739-6759

有限会社 長尾自動車

青森県青森市大字野木字野尻37-723

017-773-8470

株式会社フジモーターズ 青森営業所

青森県青森市第二問屋町4-3-9

017-739-0151 017-739-0129

株式会社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11-1

017-762-3331

タイヤ館 青森中央

青森県青森市東大野2丁目11-6

017-762-3601 017-762-3602

有限会社 角田自動車整備

青森県青森市南佃2丁目16-4

017-741-3158

株式会社 カードック米谷オート

青森県青森市柳川2丁目1-20

017-782-1135 017-782-1134

有限会社 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7-1

0172-62-5003

有限会社 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

有限会社 嶋中自動車

青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩東町1-1

0174-37-3139

蓬田整備

青森県東津軽郡蓬田村大字広瀬字高根21-5

0174-27-2720 0174-27-2738

株式会社 鯖石自動車

青森県南津軽郡大鰐町鯖石字一本柳19-4

0172-48-3477 0172-48-3484

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

カーショップ日向 有限会社

青森県八戸市小田1丁目5-13

0178-28-0075

株式会社 ガレージロード

青森県八戸市河原木字神才11-11

0178-20-8181 0178-20-8180

八戸通運工業 株式会社

青森県八戸市大字長苗代字化石59-2

0178-27-2225

有限会社オートクラブアーバン

青森県八戸市下長8丁目2-41

0178-20-5752

南部電機株式会社 桔梗野サービスセンター

青森県八戸市桔梗野工業団地2丁目8-32

0178-28-5433 0178-28-5439

車工房まっちぼっくす

青森県八戸市金浜字折場沢31-399

0178-30-1882 0178-30-1883

カーショップ江陽

青森県八戸市江陽1丁目17-2

0178-32-7414

ネッツトヨタみちのく株式会社

青森県八戸市江陽2丁目10-42

0178-45-3636

トヨタカローラ八戸株式会社 テクニカルセンター

青森県八戸市江陽2丁目10-42

0178-24-3321

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

カーショップ日向有限会社

青森県八戸市小田1丁目5-13

0178-28-0075 0178-28-0091

ジェームス城下店

青森県八戸市沼館 1-2-1

0178-24-7711 0178-72-3411

南部電機 株式会社

青森県八戸市沼館1丁目20-5

0178-43-9911 0178-43-6666

有限会社前田車装

青森県八戸市沼館1丁目15-33

0178-43-2280 0178-72-1410

株式会社 ヤサカ

青森県八戸市沼館4丁目7-130

0178-43-4628

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 0178-44-2941

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

ホンダカーズ青森東 八戸店

青森県八戸市城下4丁目21-15

0178-44-5678

マツダオートザムヤマモトあおば店 株式会社ヤマモ
青森県八戸市青葉3丁目3-12
ト

0178-45-5101

有限会社サンキョウ企画

青森県八戸市石堂3丁目13-1

0178-20-0657

青森トヨペット株式会社 八戸東店

青森県八戸市大久保小久保尻17-17

0178-34-5671

東北車輌サービス 株式会社

青森県八戸市大字河原木字蓮沼41-39

0178-28-7188

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桔梗野上18-2

0178-32-6211

有限会社吉田自動車整備工場

青森県八戸市大字市川町字桔梗野上18-2

0178-28-3421

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

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 0178-20-0411

三八五自動車整備工業 株式会社

青森県八戸市大字長苗代字化石85

0178-27-2335

ホンダカーズ八戸東 湊高台店

青森県八戸市大字湊町字上田屋前22-1

0178-31-3371

One-Style

青森県八戸市長根4丁目8-5

0178-32-7647 0178-38-7640

株式会社フジモーターズ 八戸営業所

青森県八戸市長苗代字化石76-4

0178-28-8111 0178-28-8116

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

0178-70-1221

北日本石油株式会社 ユアーズ八戸SS

青森県八戸市長苗代字中坪103-1

0178-20-1403 0178-21-1213

北日本石油株式会社 サザンウェイ八戸SS

青森県八戸市田向5丁目28-18

0178-71-8010 0178-71-8011

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

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 0178-82-2358

株式会社オートガード八戸

青森県八戸市日計1丁目4-20

0178-21-2341

有限会社うわの鈑金塗装

青森県八戸市日計4丁目5-43

0178-20-5297 0178-20-5382

株式会社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2丁目11-9

0178-24-5231

アサヒホンダ販売

青森県八戸市湊高台2丁目1-26

0178-33-3231 0178-33-3245

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

ホンダカーズ八戸東類家店

青森県八戸市類家5丁目11-7

0178-43-7639

有限会社 吹田自動車整備工場

青森県平川市碇ケ関阿原12

0172-46-2103 0172-46-2405

有限会社 大湯モータース

青森県平川市碇ケ関諏訪平18-2

0172-45-2136

有限会社 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

0173-57-3734

有限会社 鶴田自動車整備工場

青森県北津軽郡鶴田町鶴田相原98-1

0173-22-5333 0173-22-2433

川村自動車整備工場

青森県北津軽郡鶴田町木筒字上掛橋75-3

0173-22-3227

有限会社 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1141

0172-72-0073 0172-73-3399

岩手県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

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

0191-82-5555

イエローハット一関店

岩手県一関市山目字大槻92-1

0191-31-3680 0191-31-3682

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 0191-43-4335

有限会社長坂ホンダ

岩手県一関市東山町長坂字町210

0191-47-2132 0191-47-2640

ホンダギャラリー岩手 有限会社駒形モータース

岩手県遠野市松崎町白岩19-60-1

0198-62-6611 0198-62-7486

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

イエローハット江刺店

岩手県奥州市江刺岩谷堂字杉ノ町1-11

0197-31-2680 0197-31-2681

Bean's

岩手県奥州市水沢区佐倉河関田1-8

0197-47-4820

株式会社カーショップ・ガレージA

岩手県奥州市水沢区真城字中上野31-1

0197-24-3071

有限会社水沢ボデー

岩手県奥州市水沢太日通り2-5-15

0197-23-8201

有限会社パッション

岩手県奥州市前沢古城字水尻6

0197-56-5259 0197-56-6223

丸奥自動車工業株式会社

岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪223-75

0194-37-3000

AKガレージ

岩手県下閉伊郡山田町船越第6-136-3

0193-84-2877

有限会社 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2243

0194-35-3132

前野モータース

岩手県岩手郡葛巻町江刈14-100-13

0195-68-2634 0195-68-2637

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 0194-52-2290

船渡整備工場 有限会社

岩手県久慈市侍浜町桑畑3丁目5-53

0194-58-3654 0194-58-3241

有限会社 久慈中古車センター

岩手県久慈市湊町第16地割15-2

0194-53-5632

ジェームス 宮古店

岩手県宮古市磯鶏3丁目4-8

0193-62-6933

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1-5

0193-63-6117 0193-63-2089

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

工藤自動車整備工場

岩手県九戸郡軽米町大字軽米7-41-3

0195-46-2716

有限会社 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

有限会社 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

株式会社 みなもと

岩手県九戸郡洋野町大野61-14-12

0194-77-2299 0194-77-3526

有限会社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

ミスタータイヤマン マルショウ紫波

岩手県紫波郡紫波町二日町字北七久保246

019-676-2824 019-676-5818

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 019-671-1502

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

ジェームス 矢巾店

岩手県紫波郡矢巾町医大通2丁目7-66

019-698-4711

有限会社駒形モータース 矢巾店

岩手県紫波郡矢巾町大字間野々10-77-2

019-613-2922

コクピット モリオカ

岩手県盛岡市高松2丁目3-20

019-661-2323 019-663-2777

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 019-682-1520

有限会社青山興業所

岩手県盛岡市みたけ3丁目13-5

019-641-4361

有限会社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

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 019-641-3873

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 019-631-1775

ジェームス 盛岡インター店

岩手県盛岡市前潟1丁目2-5

019-648-1188

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 019-652-3518

株式会社宮田燃料 都南インター給油所

岩手県盛岡市津志田12地割91-7

019-638-8737

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 019-632-4774

有限会社 小川原自動車鈑金

岩手県盛岡市土淵字谷地道118-1

019-647-0390

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 019-681-3326

佐藤電機工業株式会社

岩手県盛岡市南仙北2丁目24-10

019-636-0574 019-636-0666

スズキアリーナ盛岡北 株式会社ヤマモト

岩手県滝沢市巣子91-15

019-601-7501

株式会社トーサイ 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 0197-44-3717

スズキアリーナにのへ 株式会社ヤマモト

岩手県二戸市堀野字長地28-2

0195-23-2211

マツダオートザムヤマモトにのへ店 株式会社ヤマモ
岩手県二戸市堀野字長地31-2
ト

0195-23-8111

生内商事株式会社

岩手県二戸市堀野字馬場69-3

0195-23-3175

安代自動車整備工場

岩手県八幡平市寺志田86-3

0195-72-2144

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

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 0197-81-5610

タイヤ館 北上

岩手県北上市村崎野14-466-1

0197-66-3333 0197-66-3308

有限会社レガーロ

岩手県北上市村崎野17地割90-3

0197-81-6300 0197-81-6201

イエローハット北上店

岩手県北上市村崎野18地割300-6

0197-71-3350 0197-71-3351

コクピット107

岩手県北上市北鬼柳18-48-2

0197-63-7607 0197-63-7608

有限会社浅井自動車販売

岩手県北上市北鬼柳18-62-1

0197-64-1734

有限会社かんの商会 高田店 タイヤガーデンかん
岩手県陸前高田市高田町字大隅90-1
の

0192-54-3161 0192-54-3162

有限会社佐藤自動車

岩手県和賀郡西和賀町大沓36地割54-2

0197-82-2311

伊勢ボデー

岩手県和賀郡西和賀町沢内字新町13-80

0197-85-2042 0197-81-2001

有限会社ぐみのや安全自工

岩手県和賀郡西和賀町沢内字前郷2-30-7

0197-85-2323

有限会社サカエ自動車整備工場

岩手県和賀郡西和賀町湯田20-93-4

0197-84-2115

宮城県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

株式会社北栄自動車

宮城県遠田郡美里町関根字亀田3

0229-22-0451

有限会社菊地自動車

宮城県遠田郡美里町関根字谷地浦29-1

0229-34-2735

有限会社ロングホーン

宮城県遠田郡美里町関根字堤筒81

0229-35-1261

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

0229-33-1556 0229-87-3310

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 0229-33-1011

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

0229-58-0572 0229-58-0956

イエローハット涌谷店

宮城県遠田郡涌谷町字砂田前282

0229-44-1680 0229-44-3542

イエローハットしおがま店

宮城県塩釜市杉の入3丁目1-3

022-362-1680 022-362-1693

有限会社 櫻井自動車商会

宮城県塩竈市杉の入4丁目2-9

022-366-2323

株式会社サンショウ自動車工業

宮城県塩竈市中の島1-29

022-364-2294

加美自工株式会社

宮城県加美郡加美町羽場字山鳥280-1

0229-63-2834 0229-63-7203

鈴幸自動車整備工場

宮城県加美郡加美町羽場字山鳥68-1

0229-63-3676

有限会社中島自動車整備工場

宮城県加美郡加美町字原町北西屋敷3-2

0229-67-3015

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

ボディーリメイクホリコシ

宮城県加美郡加美町小泉字加賀壇67-2

0229-67-2117 0229-67-7010

タイヤショップFOOT

宮城県角田市横倉字大在家269-1

0224-87-6266 0224-87-6267

イエローハット角田店

宮城県角田市角田字扇町6-14

0224-63-4114 0224-63-4116

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

イエローハット岩沼店

宮城県岩沼市末広1丁目3-22

0223-25-1003 0223-25-1633

株式会社気仙沼飯田電精機

宮城県気仙沼市上田中2丁目4-4

0226-23-9688

オールホンダ鈴木

宮城県気仙沼市西八幡前225

0226-29-6715 0226-29-6745

有限会社 スペック

宮城県気仙沼市赤岩老松64-5

0226-24-5433

株式会社芳賀自動車

宮城県気仙沼市本吉町津谷長根3-1

0226-42-3025 0226-42-3026

武田自動車整備工場

宮城県宮城郡七ヶ浜町境山1丁目4-12

022-362-8893

イエローハット利府店

宮城県宮城郡利府町新中道2丁目2-5

022-355-9110 022-355-9331

タイヤ館 グリーンピット利府

宮城県宮城郡利府町利府新大谷地50-1

022-349-0730

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 0228-52-4120

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

1male

宮城県栗原市瀬峰桃生田45-18

0228-25-4917

合同会社タイガーボディ

宮城県栗原市一迫狐崎堂の沢17

0228-52-2836

株式会社チバ自動車

宮城県栗原市一迫柳目字古屋敷121-8

0228-52-5110

有限会社菅原オート商会

宮城県栗原市一迫柳目字上田10-2

0228-52-2355

株式会社イサミ自動車

宮城県栗原市一迫柳目曽根除下44-3

0228-52-2353

有限会社千田自動車整備工場

宮城県栗原市金成小迫四海崎40-1

0228-42-1151

有限会社赤間自動車整備工場

宮城県栗原市高清水下佐野15

0228-58-2364 0228-58-2045

鈴木カーサービス

宮城県栗原市高清水五輪11-2

0228-58-2189

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 0228-58-2095

株式会社栗っこライフサービス 自動車センター

宮城県栗原市志波姫沼崎南沖438

0228-25-3241

有限会社星自動車工業

宮城県栗原市志波姫堀口宮中55-4

0228-22-3646

野口石油株式会社 築館給油所

宮城県栗原市志波姫堀口見渡12-6

0228-22-3747

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 0228-22-4259

有限会社佐々木自動車

宮城県栗原市若柳字川南堤通19-13

0228-32-4206 0228-32-4210

有限会社若柳自動車整備

宮城県栗原市若柳字川南道伝前7-1

0228-32-2024

有限会社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

有限会社中新自動車

宮城県栗原市若柳字川北新町89-2

0228-32-3345 0228-32-3346

有限会社千葉整備

宮城県栗原市若柳字川北東若柳108

0228-32-2416

合同会社クリエイティヴ・オート

宮城県栗原市若柳字川北東若柳171

0228-24-7580 0228-24-7581

トップガレージ

宮城県栗原市若柳字福岡小谷町299-1

0228-35-1870

朝日自動車工業

宮城県栗原市瀬峰下藤沢90-9

0228-38-3259 0228-38-3664

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 0228-38-3236

オートガレージPREMIUM

宮城県栗原市瀬峰藤田11-8

0228-38-3774 0228-25-4084

薬師自動車整備工場

宮城県栗原市築館字萩沢83-1

0228-22-4333 0228-23-8296

有限会社仙北自動車

宮城県栗原市築館源光3-34

0228-22-3728 0228-22-6977

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DATE STATION

宮城県栗原市築館字下宮野館91-1

0228-22-6318 0228-22-6318

有限会社オートセンター菅原

宮城県栗原市築館字城生野越田108-2

0228-22-7238

相馬オートサービス

宮城県栗原市築館字成田159-2

0228-23-3678

有限会社菅原デンソー

宮城県栗原市築館字萩沢佐内屋敷1-3

0228-22-3471

栗原総合自動車整備

宮城県栗原市築館字留場中川原166-1

0228-22-5132

有限会社 共立自動車

宮城県栗原市築館字留場中田105-1

0228-22-1551

Honda Cars栗原 築館店 株式会社ホンダ販売光和

宮城県栗原市築館小淵東177-1

0228-22-1275 0228-22-1566

株式会社ホンダ販売光和 築館インター店

宮城県栗原市築館照越永平65-1

0228-22-3801

株式会社信和電機工業

宮城県栗原市築館照越松長根8-2

0228-22-5899 0228-22-4633

株式会社 三和商会

宮城県栗原市築館青野1-26

0228-22-3233

イエローハット築館店

宮城県栗原市築館町字留場桜10-4

0228-22-8255 0228-22-8258

イエローハット吉岡店

宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目6-12

022-344-1091 022-344-1092

株式会社ティーセレクション

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大塚22-2

0224-51-3325 0224-51-3365

有限会社 カーライフブレンド

宮城県柴田郡柴田町本船迫字十八津入7-1

0224-58-8139 0224-58-8140

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

0224-84-4159

有限会社オートショップキタヤ

宮城県柴田郡川崎町大字川内字七曲山23

0224-84-2006

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

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ヶ瀬字丑越11-3

0224-87-8070

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 0224-53-2462

イエローハット大河原店

宮城県柴田郡大河原町新東27-22

0224-52-3815 0224-52-3720

株式会社 石巻飯田電機

宮城県石巻市門脇字二番谷地13-288

0225-93-1441 0225-95-0377

タイヤ館 石巻あけぼの店

宮城県石巻市あけぼの1丁目7-1

0225-95-3417

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1丁目13-7

0225-95-3418

株式会社 ファースト

宮城県石巻市鹿又谷地中裏183

0225-75-2811

イエローハット石巻大街道店

宮城県石巻市大街道西3-3-43

0225-92-1680 0225-92-1681

タイヤガーデン石巻

宮城県石巻市中浦2丁目26-12

0225-95-8175 0225-95-8199

イエローハット石巻店

宮城県石巻市南中里3丁目16-22

0225-93-7841 0225-96-7651

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 0225-22-3771

ケイ・ガレージ

宮城県仙台市太白区太子堂10-30

022-354-1997 022-354-1997

株式会社 タックス宮城野

宮城県仙台市宮城野区中野1丁目4-4

022-254-2671

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

ミカド電機工業 株式会社

宮城県仙台市若林区六丁の目元町1-7

022-354-0840

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

022- 258-5106 022- 258-5213

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 022-237-0713

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1-7

022-259-4888

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 022-288-9722

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 022-390-7312

イエローハット東仙台店

宮城県仙台市宮城野区燕沢東1丁目5-10

022-388-1212 022-388-1215

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3-14

022-259-7778

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11-2

022-232-6221

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7-11

022-782-6468

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 022-788-1345

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丁目7-1

022-231-1666

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6-17

022-258-8065

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 022-387-3422

舘自動車

宮城県仙台市宮城野区扇町7丁目8-1

022-786-7301

CARサポート オオカワ

宮城県仙台市宮城野区中野出花107-1

022-254-7888

株式会社オートリーグ

宮城県仙台市宮城野区鶴巻2丁目3-46

022-395-8045 022-395-8046

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7-21

022-237-3413

タイヤガーデン仙台東店

宮城県仙台市宮城野区福室4丁目18-13

022-258-3214 022-254-6870

HARD WORKER’S株式会社

宮城県仙台市宮城野区福田町南2丁目4-15

022-349-8897 022-349-8898

MAX Yellow Hat 仙台やまとまち店

宮城県仙台市若林区一本杉町42-18

022-283-3431 022-283-3424

有限会社三和サービス

宮城県仙台市若林区沖野3丁目8-36

022-286-5322

仙台日新自動車株式会社

宮城県仙台市若林区卸町4丁目7-19

022-232-6491 022-232-6494

有限会社 村上自動車

宮城県仙台市若林区卸町東3丁目3-3

022-349-9321

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4-5

022-781-7870 022-781-7871

タイヤガーデン若林荒井店

宮城県仙台市若林区荒井1丁目29-12

022-794-7512 022-794-7512

ナカジマ自動車

宮城県仙台市若林区荒浜字南官林30-17

022-288-5725

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7-1

022-288-5438

株式会社TOHBU

宮城県仙台市若林区今泉2丁目22-36

022-289-2912

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

022-256-4771

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 022-286-6735

イエローハット仙台バイパス店

宮城県仙台市若林区大和町5丁目30-7

022-782-1801 022-782-1805

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27-5

022-235-1302

株式会社東洋自動車

宮城県仙台市若林区土樋267

022-222-5645

丸静自動車整備株式会社

宮城県仙台市若林区六郷3-7

022-289-2221

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

星自動車塗装工業株式会社

宮城県仙台市若林区六丁の目元町14-33

022-288-6621

有限会社ベストガレージ

宮城県仙台市若林区六丁の目中町18-35

022-288-7665

株式会社ケーユー 仙台若林店

宮城県仙台市若林区六丁の目北町14-70

022-390-5155 022-288-2853

イエローハット仙台六丁の目店

宮城県仙台市若林区六丁の目北町1-80

022-287-1621 022-390-1312

タイヤガーデン吉成店

宮城県仙台市青葉区南吉成2丁目17-1

022-278-7910 022-278-8477

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 022-771-8009

株式会社カープラザワールド

宮城県仙台市泉区七北田字新道42−2

022-374-9085 022-374-9086

タイヤ館 いずみ 株式会社ブリヂストンショップいずみ

宮城県仙台市泉区松森斉兵衛2-16

022-371-0520 022-371-0521

イエローハット泉加茂店

宮城県仙台市泉区上谷刈2丁目4-5

022-371-6301 022-371-6304

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

タイヤガーデンいずみ店

宮城県仙台市泉区泉中央1-38-12

022-218-5020 022-218-0597

イエローハット泉バイパス店

宮城県仙台市泉区天神沢1-3-14

022-372-8060 022-372-8061

イエローハット八乙女店

宮城県仙台市泉区八乙女2丁目3-4

022-371-1836 022-371-1840

千葉自動車

宮城県仙台市太白区郡山1丁目12-1

022-247-2203

有限会社加納自動車整備工場

宮城県仙台市太白区郡山6丁目1-43

022-247-0375

イエローハット長町インター店

宮城県仙台市太白区郡山字北目宅地37-1

022-304-1950 022-304-1952

タイヤ館 286

宮城県仙台市太白区鹿野1丁目1-25

022-246-5151 022-246-6555

イエローハット西多賀店

宮城県仙台市太白区西多賀4丁目12-1

022-245-4641 022-244-3098

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4-5

022-241-3322

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1-1

022-242-3111

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9-24

022-398-8622

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

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 Ｂ102

022-748-5921

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 022-281-3744

イエローハット南仙台店

宮城県仙台市太白区柳生1丁目3-3

022-306-0680 022-306-0682

有限会社ファースト自動車

宮城県多賀城市栄2丁目110

022-363-1955

株式会社RSK

宮城県多賀城市栄3丁目4-1

022-364-1644

AUTO PIECE

宮城県多賀城市桜木3丁目7-65

022-781-5174

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

ガレージ・メイ

宮城県多賀城市大代6丁目50-1

090-2027-8696

イエローハット多賀城店

宮城県多賀城市町前1丁目2-15

022-364-6555 022-365-2280

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

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108-37

0229-72-1055

大崎自動車整備工場

宮城県大崎市古川桜ノ目字新飯塚122

0229-28-2070

イエローハット古川店

宮城県大崎市古川字青塚33

0229-23-5330 0229-23-9113

タイヤガーデン古川店

宮城県大崎市古川中里2丁目9-31

0229-91-8133 0229-91-8134

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

株式会社オートアールズ 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

株式会社丸昭自動車整備工場

宮城県大崎市古川北稲葉1丁目1-52

0229-22-1055

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丁目14-33

0229-25-9972 0229-25-9973

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丁目14--33

0229-25-9972 0229-25-9973

有限会社カーメイク古川

宮城県大崎市古川渕尻字江合50-5

0229-28-4511 0229-28-3933

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 0229-52-2897

カーショップモンキーハウス

宮城県大崎市三本木字善並田15-1

0229-52-2686

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

0229-52-3331

鹿野自動車販売株式会社

宮城県大崎市鹿島台広長字内ノ浦39-15

0229-56-4512

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

有限会社成田自動車整備工場

宮城県大崎市鹿島台木間塚字新屋敷3-2

0229-56-5814

有限会社佐藤自動車整備工場

宮城県大崎市鹿島台木間塚字竹谷84

0229-56-2232 0229-56-2232

有限会社根廻製工

宮城県大崎市松山長尾字宮下156

0229-55-4575

株式会社オートボディー

宮城県大崎市松山長尾字氷室121

0229-55-3470

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2-20

0229-39-0520

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54-8

0229-39-7055

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 0229-84-7650

イエローハット佐沼店

宮城県登米市中田町石森字加賀野3-3-11

0220-34-7531 0220-34-7534

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 0220-34-3679

有限会社 森山自動車

宮城県東松島市小松字下砂利田135-1

0225-82-3021

シマヌキタイヤ

宮城県白石市福岡長袋字高畑41

0224-25-2851 0224-25-2280

イエローハット白石店

宮城県白石市福岡長袋字坂下33

0224-25-9481 0224-25-9504

イエローハット富谷店

宮城県富谷市大清水1丁目33-1

022-348-1761 022-348-1763

タイヤ館 富谷

宮城県富谷市大清水1丁目32-5

022-358-0071

株式会社若生技建

宮城県名取市下増田字鶴巻前44

022-384-1758

AGARAGE

宮城県名取市高舘吉田字乗馬122-2

022-383-8877

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

有限会社小林技研

宮城県名取市高舘吉田字東内館36-6

022-382-2255 022-382-1503

タイヤ館 名取

宮城県名取市上余田千刈田813

022-384-2271 022-384-8952

イエローハット名取店

宮城県名取市増田字柳田477-1

022-384-1924 022-384-3220

三浦自動車

宮城県名取市大曲字八幡8-1

022-395-9957

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

有限会社齋藤自動車商会

宮城県名取市田高字原586

022-384-0523

株式会社 名取ニューホンダ

宮城県名取市箱塚1丁目3-3

022-384-2472 022-384-2503

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1-17

022-384-0390

有限会社日誠オート

宮城県名取市飯野坂3丁目3-55

022-382-1283

株式会社Mogee

宮城県名取市本郷字焼野225-1

022-738-9712 022-738-9713

千葉オート

宮城県栗原市志波姫沼崎北曽根2-5

0228-22-4748

秋田県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

株式会社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 0184-36-3309

坂田自動車工場

秋田県横手市前郷大乗院塚165-3

0182-32-5167

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

タイセー自動車販売株式会社

秋田県横手市十文字町上鍋倉字掵下清水田
83-1

0182-42-0567

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 0182-42-0241

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西上70-10

0182-42-4800 0182-42-4801

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 0182-36-1199

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 0182-45-3323

かの自動車商会

秋田県横手市大雄字六町東28

0182-52-3837

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

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

有限会社最上谷自動車整備工場

秋田県横手市平鹿町醍醐字鰌田29-4

0182-25-4670 0182-25-3781

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 018-807-2899

有限会社菅原自動車整備工場

秋田県潟上市昭和大久保字宮の前192-1

018-877-2216

株式会社 ボデーショップ伊藤

秋田県潟上市昭和大久保字北野細谷道添73552

018-877-4953

エース自動車販売株式会社 三種支店

秋田県山本郡三種町鯉川字中陳場1-1

0185-74-8477

秋田トヨタ自動車株式会社 鹿角店

秋田県鹿角市花輪字鉄砲25-43

0186-25-3011

有限会社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

有限会社 深沢電装

秋田県秋田市川尻大川町9-48

018-863-8822

大和電業舎

秋田県秋田市山王5丁目11-12

018-867-2660 018-867-2660

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

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 018-888-3646

エイチ・ケー カンパニー

秋田県秋田市外旭川字八幡田151-1

018-868-6911 018-868-6911

協業組合 三交モータース商会

秋田県秋田市八橋大畑2丁目12-49

018-864-3511

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

018-873-2211

秋田トヨタ自動車株式会社 追分店

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼399

018-873-2200

株式会社 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 018-882-3127

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

トヨタカローラ秋田株式会社 カローラプラザ

秋田県秋田市寺内字神屋敷295-42

018-888-0200

エナジーモータース

秋田県秋田市寺内堂ノ沢3丁目1-10

018-827-6863

有限会社オートドルフィン

秋田県秋田市手形山北町1-25

018-836-6010 018-836-6011

有限会社 アダムス

秋田県秋田市上北手大戸字堀ノ内26-3

018-835-2064

株式会社松本カーコーポレーション

秋田県秋田市上北手百崎字石川148

018-835-1976

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

株式会社BOAS

秋田県秋田市川尻大川町9-8

018-853-5237 018-853-5238

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

Y-PIT秋田

秋田市川尻町字大川反233-44

018-853-5282

株式会社秋田自動車興業

秋田県秋田市泉北4丁目5-10

018-862-8500

イズムモーター

秋田県秋田市土崎港相染町字家ノ下39-4

018-845-2220 018-845-2210

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

018-827-5900 018-827-7240

松田自動車興業株式会社 飯島店

秋田県秋田市飯島道東3丁目59-1

018-874-7781 018-874-7782

有限会社 沢野自動車

秋田県仙北郡美郷町畑屋字熊野319-1

0187-84-1002

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

株式会社おばこライフサービス 西明寺給油セン
ター

秋田県仙北市西木町上荒井字中屋敷69-2

0187-47-2044

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

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

0187-54-3866

有限会社戸嶋電装

秋田県仙北市角館町上菅沢192

0187-55-5058

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

有限会社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

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

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

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 0186-43-1803

トップオート

秋田県大館市川口字稲荷堂岱65-3

0186-57-8222

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 0186-48-3649

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

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 0187-62-0565

オートサービスイトウ

秋田県大仙市清水下黒土22

0187-56-3669

有限会社木元自動車興業

秋田県大仙市下鴬野字羽場71-1

0187-54-4549

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 018-895-2663

株式会社田沢モータース 中仙営業所 ウインカー
東北

秋田県大仙市上鴬野字高橋112

0187-52-6262

株式会社おばこライフサービ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717-3

0187-88-1454

株式会社BSB

秋田県大仙市藤木字扇合25-4

0187-65-3154 0187-65-3153

有限会社 横堀自動車

秋田県大仙市堀見内字穴沢13

0187-69-2098 0187-69-2338

有限会社山王丸自動車

秋田県男鹿市払戸字渡部95-11

0185-46-2121

合資会社高順商店 湯沢北給油所

秋田県湯沢市岩崎字北一条85

0183-72-0153 0183-72-0154

タカカツ自動車工業 株式会社

秋田県湯沢市小野字東堺95-1

0183-52-2161 0183-52-4030

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

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

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

堀オートサービス

秋田県湯沢市三梨町字上堀226-5

0183-42-4886

株式会社タキサワオート

秋田県湯沢市関口字堀量313-3

0183-79-0500

株式会社湯沢自動車整備工場

秋田県湯沢市千石町1丁目2-8

0183-73-0143

株式会社タイヤショップ湯沢

秋田県湯沢市前森3丁目9−38

0183-73-9356 0183-73-9911

株式会社こまちライフサービス

秋田県湯沢市南台5-5

0183-78-2260

合資会社一鳩自動車整備工場

秋田県南秋田郡五城目町字石田六ケ村堰添
88-1

018-852-2367

松田自動車興業株式会社

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷地309018-875-2058
2

菊東自動車整備 株式会社

秋田県能代市二ツ井町字槻ノ木32-1

0185-73-4226 0185-73-4227

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

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 0185-73-2141

トヨタカローラ秋田株式会社 能代市店

秋田県能代市高塙123-1

0185-52-7121

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

ネッツトヨタ秋田株式会社 能代店

秋田県能代市浅内字赤沼23-1

0185-52-0115

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

エース自動車販売株式会社

秋田県能代市字臥竜山17-5

0185-54-2227

株式会社清水自動車

秋田県能代市浅内鵜川堺1-3

0185-54-3461

株式会社 丸山自動車整備工場

秋田県能代市二ツ井町太田面10-1

0185-73-4220 0185-73-4221

有限会社 カーサービスハラ

秋田県能代市落合字上大野161

0185-53-2624 0185-53-2694

ナガキ石油株式会社

秋田県北秋田市七日市字家後74

0186-66-2145

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 0186-62-0790

有限会社合川オートサービス

秋田県北秋田市下杉字狐森43-2

0186-78-2655

有限会社合川自動車

秋田県北秋田市川井字五郎左エ門田の沢20-1 0186-78-3275 0186-78-3276

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

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

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

合資会社加藤自動車整備工場

秋田県北秋田市綴子田中表27

0186-62-3456

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

株式会社フジモト

秋田県北秋田市坊沢字深関沢25-77

0186-62-4140

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

株式会社ジェイエイ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

トヨタカローラ秋田株式会社 本荘店

秋田県由利本荘市薬師堂字細野145

0184-22-1443

由利自動車センター 株式会社ジェイエイ秋田しん
せいサービス

秋田県由利本荘市荒町字塒台76

0184-23-2631

有限会社本荘カーデンソー

秋田県由利本荘市石脇字石脇79

0184-22-8825 0184-22-8833

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

有限会社東幸自動車 ロータス東幸本荘営業所

秋田県由利本荘市二十六木字根木田23-3

0184-25-8031 0184-25-8032

オートクラフト

秋田県由利本荘市日役町13

0184-22-8770

本荘スバル自動車 株式会社

秋田県由利本荘市薬師堂字谷地202

0184-22-6055

山形県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社 タイコー電機商会

山形県寒河江市字中河原81-2

0237-86-4327

寒河江自動車株式会社

山形県寒河江市大字寒河江三条146

0237-84-4111 0237-84-4114

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

0237-86-0299

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

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

株式会社新関タイヤ

山形県寒河江市大字八鍬東1-448-1

0237-87-2378

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

株式会社ジェイエイライフ車両センター

山形県寒河江市中央工業団地1055-1

0237-86-3392

星川モータース

山形県最上郡金山町大字金山468-9

0233-52-2135

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

有限会社 笹原自動車工場

山形県最上郡金山町大字山崎332

0233-52-2025

戸沢自動車

山形県最上郡戸沢村大字津谷2195

0233-72-2424

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

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

株式会社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 0233-45-2323

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

千川原自動車工場

山形県最上郡鮭川村京塚1407-1

0233-55-2340

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

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

有限会社カーサービスやなせ

山形県最上郡真室川町大字新町字大欠516-1

0233-62-3939

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

有限会社 大蔵自動車

山形県最上郡大蔵村清水4022-2

0233-75-3111 0233-75-2146

有限会社 赤松自動車

山形県最上郡大蔵村大字合海101-1

0233-75-2311

株式会社 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

スズキアリーナ山形嶋

山形県山形市嶋南3丁目7-15

023-682-0025

山形トヨタ自動車 株式会社

山形県山形市南一番町11-16

023-623-1911

株式会社ニッコウ電機商会

山形県山形市南一番町11-28

023-641-6661

GR Garage 山形

山形県山形市南一番町11-24

023-632-6186

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

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

株式会社三和部品 ガラス工房

山形県山形市五十鈴1丁目2-11

023-615-4858 023-615-4868

サイトウオート

山形県山形市江俣1丁目9-43

023-684-3556

近藤乗物

山形県山形市江俣1丁目9-43

023-665-4686 023-684-3556

有限会社シブエ自動車販売

山形県山形市江俣2丁目12-4

023-681-1668 023-681-1664

株式会社八幡自動車商会

山形県山形市荒楯町1丁目3-3

023-666-6420

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

023-645-7778

株式会社 二興

山形県山形市桜田西1丁目1-5

株式会社山正自動車

山形県山形市山家本町1丁目1-27

023-633-1039

山交バス株式会社

山形県山形市上山家町字野伏山666

023-623-1616

戸田電機商会

山形県山形市成沢西4丁目4-12

023-688-2622

株式会社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

漆山自動車整備工場

山形県山形市蔵王成沢764-3

023-688-5878

株式会社煌自動車

山形県山形市大字漆山924

023-687-0609 023-687-0609

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

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

有限会社 ヤマサオートセンター

山形県山形市内表567

023-681-1735

タイヤガーデン山形北

山形県山形市馬見ケ崎1丁目14-1

023-681-2381

株式会社 タイヤ館山形

山形県山形市桧町2丁目11-12

023-681-7432

株式会社オートセブン・アルボ

山形県山形市穂積135

023-679-5699 023-679-5659

ヤマケンオート

山形県山形市北町4丁目1-4

023-684-1230

遠藤商事株式会社 県庁前サービスステーション

山形県山形市松波4丁目11-9

023-641-0396

株式会社山形部品

山形県山形市流通センター3丁目9-3

023-615-2155 023-628-0830

車のみどり有限会社

山形県酒田市堀野内12

0234-52-3322 0234-52-3323

株式会社小野寺自動車

山形県酒田市市条字横枕37-2

0234-64-3616

有限会社タイヤハウスアマーレ

山形県酒田市北新橋2丁目12-4

0234-22-2050 0234-22-2051

有限会社酒田スバル自動車

山形県酒田市亀ケ崎4丁目20-26

0234-26-3344 0234-26-3345

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

有限会社 HOT ROD

山形県酒田市大宮町2丁目5-3

0234-21-8851

株式会社アプローチ

山形県酒田市東大町2丁目25-5

0234-25-7550

新光電機 有限会社

山形県酒田市東両羽町8-3

0234-24-3140

車検のコバック 酒田店

山形県酒田市東両羽町8-6

0234-21-2775 0234-21-2776

アスカモータース

山形県酒田市飛鳥堂之後62

0234-52-3416

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 0234-35-8207

有限会社柳田サービス

山形県酒田市東町1丁目25-3

0234-26-2994

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 0234-93-2014

デンソーサトウ

山形県酒田市落野目字十穂1

080-5221-7185

荘内自動車工業株式会社

山形県酒田市両羽町1-6

0234-23-5855 0234-26-2505

テクノロジー 株式会社

山形県酒田市両羽町7-9

0234-25-1331 0234-25-1332

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 0233-22-1576

山形トヨタ自動車株式会社 新庄店

山形県新庄市大字鳥越3821

0233-22-6877

有限会社 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

株式会社 箱山自動車

山形県新庄市大字泉田字往還東55

0233-25-2138

大丸自動車整備工場

山形県新庄市大字福田1802-44

0233-22-3980

Honda Cars山形東 鳥越店

山形県新庄市鳥越708-3

0233-28-8443 0233-28-8434

株式会社 西田モータース

山形県西村山郡大江町左沢934-10

0237-62-2279

株式会社柏倉モータース 本社

山形県西村山郡大江町大字左沢364

0237-62-2363 0237-62-2364

株式会社柏倉モータース オートプラザ

山形県西村山郡大江町大字左沢364

0237-62-4313 0237-62-2364

トキワ自動車

山形県西村山郡朝日町大字常盤ろ16-1

0237-67-3498

株式会社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

北伸自動車工業株式会社

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町1丁目
70

0238-62-2363

有限会社三栄自動車工業

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町光岳寺
0238-62-3234
前弐440

有限会社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

有限会社小嶋自動車整備工場

山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝1009

0238-85-3164

有限会社サークル

山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝2235-6

0238-84-5593

有限会社小口自動車整備工場

山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝7481

0238-85-2367 0238-85-2313

株式会社清野モータース

山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲696-2

0238-85-5408 0238-85-2132

有限会社梅津自動車

山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲720

0238-85-2560

有限会社白鷹オート

山形県西置賜郡白鷹町大字高玉913-1

0238-85-3114

葉山自動車整備工場

山形県西置賜郡白鷹町大字横田尻3596

0238-85-0487

有限会社木村自動車

山形県西置賜郡飯豊町大字椿4504-2

0238-72-2160

高橋オートサービス株式会社

山形県西置賜郡飯豊町大字萩生4280-2

0238-72-3089

カーメンテナンス村山

山形県村山市駅西22-16

0237-53-3365

八鍬自動車

山形県村山市大字土生田2190-1

0237-58-2457 0237-58-2372

株式会社太丸モータース

山形県長井市屋城町6-18

0238-84-3131

有限会社いしだ自動車

山形県長井市時庭125-4

0238-88-5022

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 0238-84-0046

株式会社サトウ商会

山形県鶴岡市西京田326

0235-24-5226

山形県日産自動車販売株式会社 美咲店

山形県鶴岡市美咲町34-2

0235-22-8311 0235-22-8365

有限会社 堀江電業社

山形県鶴岡市みどり町18-48

0235-22-1805 0235-23-1433

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

株式会社鶴岡ダイハツ

山形県鶴岡市西新斎町9-14

0235-24-2581 0235-24-2583

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 0235-64-2681

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

有限会社佐藤タイヤ商会

山形県鶴岡市大塚町14−22

0235-23-1188 0235-23-1144

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

株式会社 児玉自動車

山形県鶴岡市白山字東木村1-2

0235-22-6177 0235-26-7222

鈴木商店

山形県鶴岡市板井川字片茎88

0235-57-2216

タイヤ館 鶴岡

山形県鶴岡市宝田1丁目9-26

0235-28-1601

有限会社 デンソーテクノス

山形県鶴岡市宝田3丁目17-11

0235-22-7273

山形オート株式会社

山形県鶴岡市宝田3丁目9-8

0235-24-7708

有限会社佐藤自動車

山形県鶴岡市幕野内字道下10

0235-64-2447

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

有限会社 古沢自動車

山形県天童市糠塚2丁目8-3

023-653-6183

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

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

天童ホンダ 株式会社

山形県天童市天童中3丁目6-11

023-654-3155

有限会社 アポロオートシステム

山形県天童市東長岡4丁目2-15

023-655-3971

有限会社 梅津モータース

山形県東根市さくらんぼ駅前1丁目10-8

0237-42-0100

アサヒ自動車 株式会社

山形県東根市さくらんぼ駅前3丁目1-26

0237-42-0246 0237-42-0718

有限会社 東陽自動車

山形県東根市温泉町3丁目6-5

0237-42-0233

株式会社若房モーター商会

山形県東根市宮崎2丁目3-11

0237-42-0222

株式会社高嶋自動車

山形県東根市宮崎3丁目10-16

0237-43-2468

くるまやShop G-ber

山形県東根市若木通り2-7-13

0237-48-1206

有限会社 笹原モータース

山形県東根市神町西4丁目8-16

0237-43-4190 0237-47-4191

オートサービス東交

山形県東根市神町中央1丁目3-36

0237-49-1437

東郷自動車 株式会社

山形県東根市大字蟹沢1890-3

0237-48-6446 0237-48-6447

有限会社安達自動車

山形県東根市大字蟹沢485-1

0237-43-3237

KS FACTORY

山形県東根市大字蟹沢字長谷1313-13

0237-42-5501 0237-42-5501

オートサービス鈴木

山形県東根市大字松沢253-1

0237-41-0688

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

安達自動車整備工場

山形県東根市大字泉郷342-1

0237-44-2524

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

若木モータース

山形県東根市中島通り2丁目11

0237-47-0621

株式会社 タケダ自動車

山形県東根市東根甲5976

0237-41-1150 0237-43-0501

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

株式会社A.M.S

山形県東根市野川向原2590-1

0237-53-1881 0237-53-1882

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

EXCEED 有限会社渡邊モータース

山形県東村山郡中山町長崎4176-3

023-662-5459

斉藤自動車

山形県東村山郡中山町長崎4217-2

023-662-4085

株式会社ジェイエイサービスおきたま 川西車輌セン
山形県東置賜郡川西町上小松1830
ター

0238-42-4200

株式会社富樫モータース

山形県東置賜郡川西町大字上小松3458-1

0238-42-4141

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

有限会社川西自動車興業

山形県東置賜郡川西町大字堀金619-3

0238-42-6108

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

エス・キャリー

山形県東田川郡庄内町余目字滑石55-1

0234-45-0155

株式会社 皆川モータース

山形県南陽市三間通284-1

0238-43-2466

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 0237-23-2472

有限会社毘龍レンタカー

山形県米沢市遠山町1298

0238-24-3618

有限会社五十嵐自動車

山形県米沢市塩井町塩野1492-5

0238-22-8497

株式会社チキバーン

山形県米沢市塩井町塩野1713

0238-21-5139 0238-21-5131

有限会社安部モータース

山形県米沢市塩井町塩野2018

0238-21-2927

株式会社ボディーワークショップ ノリーズ

山形県米沢市塩井町塩野3732-2

0238-24-7775 0238-22-8872

Garage Creave株式会社

山形県米沢市塩井町塩野4664-4

0238-40-1215 0238-40-1216

株式会社井上自動車

山形県米沢市花沢町2834-1

0238-23-7539 0238-23-7540

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 0238-40-0867

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

0238-37-4847 0238-37-4972

有限会社荒井自動車

山形県米沢市春日5丁目2−32

0238-23-3359

有限会社オートショップくるまや

山形県米沢市城南4丁目2-5

0238-23-9487

有限会社桑嶋オートサービス

山形県米沢市成島町1丁目3-10

0238-23-3630

南自動車工業

山形県米沢市大字笹野3979-1

0238-38-2259

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

株式会社ハシモト

山形県米沢市大字川井2859-2

0238-28-1199

情野自動車

山形県米沢市大字李山10221-41

0238-38-4755

渡辺自動車整備工場

山形県米沢市万世町片子413-2

0238-23-1909

株式会社 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

株式会社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

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 0238-37-6520

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

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 0234-72-2708

M`s Auto

山形県北村山郡大石田町桂木町14-4

0237-53-6795 0237-53-6796

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5340237-35-4813 0237-35-3704
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福島県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社安島自動車整備工場

福島県いわき市泉町滝尻字泉町177-2

0246-56-6633

株式会社 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

0246-56-2252

福島トヨタ自動車株式会社 いわき勿来店

福島県いわき市錦町成沢33-1

0246-63-1381

株式会社ウロコ ユーズダイナー四倉

福島県いわき市四倉町上仁井田字前原53-1

0246-32-3330 0246-84-9888

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

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

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

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

有限会社カーエキスパート

福島県いわき市錦町江栗3丁目65

0246-68-8188

有限会社光オートサービス

福島県いわき市錦町大島66

0246-63-4089

宮本自動車工業株式会社

福島県いわき市錦町徳力4-1

0246-63-1105

有限会社 ケンナン

福島県いわき市佐糠町東1丁目19-5

0246-62-3148 0246-62-3149

太陽自動車株式会社

福島県いわき市小名浜岡小名字沖18

0246-54-2266

有限会社丸吉タイヤ商会

福島県いわき市小名浜岡小名字岸前58-3

0246-53-4384

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 0246-92-3740

有限会社宮下商会

福島県いわき市小名浜字定西122

0246-92-2906

FAN motor works

福島県いわき市小名浜字林ノ上247-56

0246-51-7048

東邦キャリア株式会社 自動車整備工場

福島県いわき市小名浜字芳浜10

0246-54-5472

GOLD☆RUSH99

福島県いわき市小名浜大原字西細野地96-1

0246-52-2558

ネッツトヨタ郡山株式会社 いわき店

福島県いわき市常磐下船尾町古内141

0246-43-3238 0246-43-3241

有限会社若葉自動車工業

福島県いわき市常磐上矢田町山ノ神前5-2

0246-29-7447

株式会社笹島自動車

福島県いわき市常磐西郷町銭田103-3

0246-72-0866 0246-72-0867

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

株式会社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

0246-56-2252

ネッツトヨタ郡山株式会社 勿来店

福島県いわき市東田町2丁目16-7

0246-62-8430 0246-62-8440

有限会社松葉自動車整備工場

福島県いわき市内郷白水町蛭内84

0246-26-1107 0246-26-1209

平自工販売有限会社

福島県いわき市内郷御厩町4丁目127

0246-26-3810

有限会社早川モータース

福島県いわき市内郷御台境町前田3-4

0246-26-6161

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

株式会社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

0246-34-2514

トヨタカローラいわき・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

ネッツトヨタ郡山株式会社 平店

福島県いわき市平鎌田大角23-1

0246-22-0373 0246-21-5920

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150-1

0246-25-3363

株式会社草双

福島県いわき市平沼ノ内字西原130-3

0246-88-1930 0246-88-1931

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

有限会社技研オート

福島県安達郡大玉村大山字弓谷地5-8

0243-48-2047

有限会社BSW

福島県安達郡大玉村大山字広松36-1

0243-48-2711

株式会社小林 ライトスタッフ川俣給油所

福島県伊達郡川俣町日和田8

024-565-4734

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 024-582-2813

株式会社 保原モータース

福島県伊達市保原町字5丁目38

024-575-2261

イエローハット伊達保原店

福島県伊達市保原町上保原字正地内23-4

024-573-5515 024-574-4545

佐藤自工

福島県伊達市霊山町掛田字岩崎44-1

024-586-3222

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

有限会社モノエ

福島県河沼郡会津坂下町字沼田甲1877

0242-83-2425

有限会社キクチ自動車工業

福島県河沼郡柳津町大字柳津字大根下乙7170241-42-2519
1

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 0242-56-4315

株式会社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 0242-24-1716

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

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

ゼネラルオート株式会社 ホリデー車検会津アピオ

福島県会津若松市 インター西110

0242-24-2408

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

有限会社新星モーター商会

福島県会津若松市西年貢1丁目1-33

0242-27-3709

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

有限会社沼木モーター商会

福島県会津若松市幕内東町8-5

0242-27-4342

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

ライズワークス

福島県喜多方市字瀬戸3216-1

0241-21-4822

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 0241-23-7123

松崎電装

福島県郡山市荒井町東34-2

024-943-8313

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

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

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

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

トヨタカローラ福島株式会社 日和田店

福島県郡山市日和田町字原12-23

024-958-2477

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

ネッツトヨタ郡山株式会社 郡山店

福島県郡山市安積1丁目135

024-945-3363 024-945-3800

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丁目23-17

024-956-0665 024-956-0668

ジェームス郡山店

福島県郡山市川向 133

024-937-1788 024-937-2188

ネッツトヨタ郡山株式会社 本社緑町店マイカーセン
福島県郡山市朝日1丁目4-14
ター

024-927-4550 024-927-4551

ネッツトヨタ郡山株式会社 堤店

福島県郡山市堤1丁目80

024-952-6061 024-952-6171

株式会社オートデンソーマルヤマ

福島県郡山市南2丁目58

024-945-5388

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

第一電装有限会社

福島県郡山市富久山町福原字陣場79-36

024-943-0639

ネッツトヨタ郡山株式会社 本社緑町店

福島県郡山市緑町17-8

024-927-5885 024-927-5886

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

ネッツトヨタ郡山株式会社 須賀川店

福島県須賀川市牛袋町102

0248-75-1175 0248-75-5587

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

ネッツトヨタ郡山株式会社 白河店

福島県西白河郡西郷町裏山南20

0248-22-6711 0248-22-8467

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 0248-44-2276

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

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

イエローハット相馬店

福島県相馬市馬場野字雨田120-1

0244-37-3366

株式会社積田モーター商会

福島県大沼郡会津美里町永井野字岩ノ神2136

0242-54-2611 0242-54-4367

有限会社 佐久自動車整備工場

福島県大沼郡金山町大字川口字金洗道下
1486-9

0241-54-2573

要田自動車株式会社

福島県田村郡三春町大字熊耳字大平4

0247-62-1105

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

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

浮金自動車整備工場

福島県田村郡小野町浮金字石倉31-1

0247-73-2468

有限会社カーサポート・トータル

福島県田村郡小野町小野新町中通32-4

0247-72-3662

有限会社朝日車輌

福島県田村郡小野町大字夏井字石戸屋46-1

0247-72-4705

小坂自動車整備工場

福島県田村郡小野町大字小野新町字前久保
130-3

0247-72-3789

有限会社鈴木ボディー

福島県田村郡小野町大字谷津作字谷津79-6

0247-72-5347

有限会社興和自動車整備工場

福島県田村郡小野町大字谷津作字平舘32

024-772-2220

株式会社オートガレージプロアーム

福島県田村市常葉町常葉字前田67-1

0247-77-4114 0247-77-4117

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

有限会社石井輪業商会

福島県田村市船引町船引字下中田15

0247-82-0018

有限会社佐藤モータースビークルユニオン

福島県田村市船引町船引字源次郎125-4

0247-73-8021 0247-73-8041

管野モータース

福島県田村市船引町船引字上川原53

0247-82-1599 0247-82-1833

有限会社佐藤モータース

福島県田村市大越町下大越字川向214

0247-79-2045 0247-79-3433

有限会社滝根自動車

福島県田村市滝根町神俣字梵天川276

0247-78-2203

有限会社棚倉カークリニック

福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字水白田4-1

0247-33-4628 0247-33-4673

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 0247-46-3187

川合自動車工業株式会社

福島県南会津郡只見町只見上ノ原1644-1

0241-82-2086

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

0241-72-2438 0241-72-2339

有限会社鈴木モーター

福島県南会津郡南会津町山口字欠河原1790

0241-72-2122

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
92-3

0241-62-0536

株式会社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ノ下1198-1

0241-72-2348

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

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

株式会社 クルマのわかつき6号店

福島県南相馬市原町区北原字境堀243

0244-25-0502

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 0244-24-6502

株式会社 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

有限会社シマダモータース（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

トヨタカローラいわき株式会社 原町店

福島県南相馬市原町区雫字上江65-1

0244-24-1101

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

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丁目26

0244-22-4044

有限会社 今野工業所

福島県南相馬市原町区南町4丁目41

0244-23-3561

イエローハット原町店

福島県南相馬市原町区日の出町109-5

0244-23-1680 0244-23-1682

株式会社 石畑自動車

福島県二本松市石畑18-1

0243-23-3020 0243-22-5102

有限会社 佐久間自動車

福島県二本松市木幡字古生245

0243-46-3311

有限会社 福野電装

福島県二本松市油井字中田28

0243-23-5479

株式会社オートアールズ 安達店

福島県二本松市油井福岡150

0243-24-1888

福島トヨタ自動車株式会社 白河店

福島県白河市飯沢31-1

0248-22-1251

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

大久自動車販売株式会社 白河中央インター店

福島県白河市薄葉4-1

0248-21-6589 0248-21-7592

株式会社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 0248-27-1432

株式会社オートアールズ 白河モール店

福島県白河市老久保46-1

0248-21-1011

有限会社 羽田自動車整備工場

福島県福島市岡部字内川原11

024-534-3310

三和石油ガス株式会社 セルフセンターポイントSS

福島県福島市鳥谷野梅ノ木内24-1

024-546-3008

日産プリンス福井販売株式会社 福島鎌田店

福島県福島市丸子字広町10-1

024-553-2111

日産プリンス福島販売株式会社 本社

福島県福島市荒町4-30

024-522-7155

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

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

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

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

イエローハット福島南町店

福島県福島市南町451-3

024-545-7321 024-545-7381

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 024-555-0288

イエローハット福島御山店

福島県福島市南矢野目字向原10-1

024-554-2311 024-554-2322

大久自動車販売株式会社 飯坂営業所

福島県福島市飯坂町平野字代22-1

024-542-1221 024-542-7097

大久自動車販売株式会社 コバック鈑金塗装館

福島県福島市飯坂町平野字壇ノ越26-3

024-541-2211 024-542-2633

カメイ株式会社 福島車検整備工場

福島県福島市北中央1丁目1-2

024-534-9913

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

コクピット福島有限会社

福島県福島市渡利字山ノ下前27-1

024-521-0222

有限会社遠藤整備工場

福島県本宮市本宮字白川3-9

0243-33-3242

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584-1

0242-72-0123

株式会社RCC

福島県耶麻郡磐梯町大字更科字権現森60-1

0242-73-2131 0242-73-3537

茨城県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

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

株式会社44サイケデリック

茨城県常総市十花町419-3

0297-22-3335 0297-22-3335

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 0297-25-2298

水越モータース

茨城県つくばみらい市豊体1131

0297-58-1076

株式会社さくらオート

茨城県つくば市吉瀬743

029-857-5633

株式会社 皆葉自動車

茨城県つくば市高野1219-4

029-847-2114

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

株式会社カードックオオノ

茨城県つくば市下平塚466-7

029-856-2464

タイヤ館 つくば谷田部

茨城県つくば市台町1丁目9-20

029-838-2750

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

カードック・進

茨城県つくば市若栗353-3

029-876-3520

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 029-219-4516

中部自動車販売株式会社 BCNひたちなか

茨城県ひたちなか市高場2150

029-271-9811 029-271-9812

ビッグオート株式会社 勝田店

茨城県ひたちなか市高場2477-44

029-285-8866

株式会社 BONDS

茨城県ひたちなか市高場806-1

029-352-3298 029-212-6832

小野瀬自動車株式会社 オノセモータース

茨城県ひたちなか市高野666-1

029-285-5157

株式会社ジョイフル車検・タイヤセンター ニューポー
茨城県ひたちなか市新光町35
トひたちなか店

029-265-1280 029-265-1282

株式会社柴山タイヤ商会 ミスタータイヤマン ひた
茨城県ひたちなか市大字高場1622
ちなか

029-285-8668

株式会社 ロッキー

茨城県ひたちなか市大字馬渡514-5

029-274-0121

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19-38

029-273-6003

株式会社TASコーポレーション テルポート車検館

茨城県ひたちなか市中根878-2

029-275-8100 029-275-8103

株式会社照沼商事 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 029-272-3772

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 029-272-3305

山藤工業株式会社

茨城県ひたちなか市東石川3544-2

029-274-3223

株式会社ロッキー

茨城県ひたちなか市馬渡514−5

029-274-0121

ARENA TAX 磯﨑自動車工業株式会社

茨城県ひたちなか市柳沢236-2

029-263-3245

株式会社 滝口ボデーショップ

茨城県稲敷郡阿見町阿見4369-17

029-887-5971

有限会社 霞ケ浦自動車

茨城県稲敷郡阿見町大室1122-2

029-887-8787

小津自動車整備工場

茨城県稲敷郡阿見町竹来1873

029-887-2469 029-887-2996

有限会社 ネモト自動車

茨城県稲敷市桑山495-1

029-892-1310

アルプス東京株式市場 江戸崎SS

茨城県稲敷市佐倉3292

029-893-0309 029-875-9333

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

貝塚自動車

茨城県小美玉市羽刈287-17

0299-46-0771

株式会社 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 0280-86-5318

レベルフィールド株式会社 境スズキ販売

茨城県猿島郡境町伏木1320-21

0280-81-1339

株式会社 関根自動車

茨城県猿島郡境町伏木4074-1

0280-86-5224

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

グレードワン

茨城県笠間市下郷890-4

0299-45-2445

株式会社柴山タイヤ商会 ミスタータイヤマン しば
やま

茨城県笠間市市野谷89-3

0299-45-3180

川井自動車整備工場

茨城県笠間市平町1636

0296-77-0150 0296-77-0150

東京オート株式会社 結城店

茨城県結城市結城6575

0296-33-7211

フルハシタイヤ販売株式会社

茨城県結城市大字結城9906

0296-32-6545

株式会社カーフレンド共栄 結城店

茨城県結城市小田林2529-1

0296-32-9176 0296-32-9180

ダンロップ本店

茨城県結城市北南茂呂1245-1

0296-35-2211

有限会社 津軽オート販売

茨城県古河市尾崎5510-1

0280-76-2400 0280-76-2555

オートガレージ ツカハラ

茨城県古河市恩名1004-1

0280-78-3716

株式会社古河スバル

茨城県古河市坂間198-15

0280-48-4111

株式会社カーフレンド共栄 古河店

茨城県古河市下辺見2234-1

0280-33-0100 0280-33-0500

オートレット古河

茨城県古河市上辺見247-1

0280-31-5451 0280-31-3575

株式会社オートアールズ 古河総和店

茨城県古河市大堤621番地

0280-30-1550

有限会社北部自動車サービス

茨城県高萩市赤浜440-8

0293-23-4864

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

加藤自動車販売 株式会社

茨城県坂東市鵠戸1242-7

0297-35-0126 0297-35-6552

飯田モータース

茨城県坂東市長須2270-1

0297-35-0368

冨山デンソーサービス

茨城県坂東市矢作1040-1

0297-38-0377

株式会社 アイオート

茨城県鹿嶋市佐田1323-1

0299-83-4612

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 0297-83-4355

株式会社 橘モータース

茨城県常陸太田市山下町1243-1

0294-72-0542

黒羽自動車

茨城県常陸太田市高柿町576-2

0294-76-2618 0294-76-1625

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

株式会社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

松栄自動車工業

茨城県常陸太田市松栄町965-3

0294-76-2299 0294-76-2284

株式会社河内モータース

茨城県常陸太田市新宿町1416-3

0294-72-2655

マツモト自動車

茨城県常陸太田市竹合町888-1

0294-76-3098

有限会社ロイヤルオート

茨城県常陸太田市中城町3375

0294-73-0633 0294-73-0657

有限会社杉森自動車

茨城県常陸太田市中利員町191-1

0294-76-2370 0294-76-2770

有限会社深澤商会

茨城県常陸太田市馬場町69-1

0294-72-3134

会沢オート販売

茨城県常陸太田市和田町832-1

0294-85-0760 0294-33-5331

大宮車検センター

茨城県常陸大宮市富岡2081-1

0295-55-8839 0295-55-8838

皆川自動車整備工場

茨城県常陸大宮市野口1610

0295-55-2038

ドライバーズ 神栖店

茨城県神栖市筒井1667-1

0299-91-1815 0299-91-1830

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 0479-48-4338

カーエヌユー

茨城県水戸市城東2-1-9

029-350-7080

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

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

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

DEPTSU INVINCIBLE JAPAN

茨城県水戸市平須町1325-31

029-210-1839

株式会社K-Next

茨城県水戸市姫子2丁目194-3

029-306-7431 029-306-7432

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

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

株式会社オートアールズ 水戸店

茨城県水戸市元吉田町1030-6

029-291-3366

ビッグオート株式会社 水戸店

茨城県水戸市元吉田町1963-15

029-248-0100

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

有限会社酒門自動車整備工場

茨城県水戸市酒門町4567-3

029-247-5930

ガレージレッドワン

茨城県水戸市小吹町2297-13

029-303-8588

アールプランニングジャパン 株式会社

茨城県水戸市城東1丁目5-40

029-246-5235

ジェームス千波店

茨城県水戸市千波町 1888－1

029-305-1155 029-305-1151

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

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

株式会社柴山タイヤ商会 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

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

有限会社満商会

茨城県石岡市府中3丁目11-18

0299-24-2333

株式会社モビリティテクノ

茨城県筑西市大谷64-1

0296-20-2512 0296-20-2517

有限会社 小島商会

茨城県筑西市関本上1386-4

0296-37-6151 0296-37-6195

羽成自動車

茨城県土浦市沖宿町1693

029-828-1555

有限会社豊崎自動車

茨城県土浦市下坂田2033

029-862-2531

加藤自動車興業株式会社

茨城県土浦市千束町5−1

029-823-1574 029-822-6672

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 029-835-8951

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

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 029-292-0962

有限会社 ミナミ自動車整備工場

茨城県東茨城郡茨城町野曽820-5

029-292-5544

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

今泉自動車修理工場

茨城県東茨城郡大洗町大貫町9510-2

020-267-2758

株式会社照沼商事 ドクタードライブ アビーロードな
茨城県那珂郡那珂町菅谷3865-1
か店

029-298-5558 029-298-5674

株式会社ビッグラン市毛

茨城県那珂郡東海村舟石川152

029-283-2349 029-283-2249

株式会社照沼商事 D.D.セルフワンナップ店

茨城県那珂郡東海村舟石川714-5

029-283-2255

株式会社照沼商事 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 029-282-2989

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

株式会社照沼商事 東海シティ給油所

茨城県那珂郡東海村大字白方239-1

029-284-0625 029-284-0625

河野モータース

茨城県那珂郡東海村東海2-1-6

029-282-2526

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 029-287-1600

勝山商会

茨城県那珂市瓜連1218-3

029-229-2160

田澤自動車サービス

茨城県那珂市額田南郷2385-68

029-353-1117

有限会社根本自動車工業

茨城県那珂市額田北郷19-3

029-298-7058

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

ドライバーズ 那珂店

茨城県那珂市菅谷3599-1

029-295-9339 029-295-9333

有限会社 瀬谷モータース

茨城県那珂市菅谷658-30

029-298-0244

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

株式会社柴山タイヤ商会 タイヤ館那珂

茨城県那珂市竹ノ内3-15-4

0292-98-4134

タイヤ館 那珂

茨城県那珂市竹ノ内3-15-4

029-298-4134

有限会社ケーユーモーター

茨城県那珂市堤306-5

029-295-7553

株式会社ガレージリンク

茨城県那珂市中台844-4

029-298-9103

松電舎

茨城県日立市久慈町3丁目9-27

0294-52-3013 0294-52-3013

株式会社 Wood Village AUTO KLASSE

茨城県日立市十王町伊師520-1

0294-33-6888 0294-20-6777

森嶋モータース

茨城県日立市森山町２丁目1-28

0294-53-4822

株式会社大安 タイヤサービス車輪

茨城県日立市川尻町4丁目28-5

0294-51-5978

株式会社パワーグッド

茨城県日立市大みか町4-1-15

0294-54-1471

技剣自動車工業

茨城県日立市大みか町4丁目23-11

0294-53-5141

有限会社澤畠自動車整備工場

茨城県日立市大みか町4丁目27-11

0294-53-2002

株式会社オートアールズ 日立店

茨城県日立市留町字前川1270-2

0294-28-0885

有限会社 松下モータース

茨城県北茨城市大津町北町3355-3

0293-46-0500

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 0293-46-5814

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 0297-62-3674

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 0297-66-6449

栃木県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

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

株式会社 こぶし

栃木県宇都宮市板戸町3733-1

028-670-3377 028-670-6300

有限会社 栃木商品化工業

栃木県宇都宮市川田町871-3

028-633-7385 028-633-7387

栃木ホンダ販売株式会社 Honda Cars栃木東 簗瀬
栃木県宇都宮市簗瀬1-1-1
店

028-633-8333

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

株式会社ブロード宇都宮支店

栃木県宇都宮市横田新町20-1

028-653-3711

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 028-684-3385

有限会社鈴木鈑金塗装工業

栃木県宇都宮市下栗町700-17

028-656-1324

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 028-683-2233

タイヤ館 宇都宮東

栃木県宇都宮市下平出町1443

028-664-1644

Honda Cars栃木東 宮の内店

栃木県宇都宮市宮の内2丁目184

028-655-0078

株式会社ホンダベルノ栃木中 競輪場通り店

栃木県宇都宮市戸祭町2093-1

028-625-7211 028-625-7269

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

ジェームス細谷店

栃木県宇都宮市細谷町 702-5

028-650-2511 028-650-2516

栃木ホンダ販売株式会社 Honda Cars栃木東 細谷
栃木県宇都宮市細谷町698-6
店

028-600-3500

ブリヂストンリテール栃木株式会社 タイヤ館 宇都
栃木県宇都宮市山本1丁目43-1
宮北

028-600-5811 028-600-5800

東京オート株式会社 宇都宮若松原店

栃木県宇都宮市若松原1-3-15

028-688-3611

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

株式会社ホンダベルノ栃木中 陽南店

栃木県宇都宮市台新田1-1-37

028-645-2621 028-645-2620

株式会社イージャンワークス

栃木県宇都宮市中里町249-31

028-611-1484 028-611-1494

タイヤ館 宇都宮西

栃木県宇都宮市鶴田町1169-1

028-647-0180 028-647-0185

トライスターオート

栃木県宇都宮市鶴田町787-1

028-648-9674

栃木ホンダ販売株式会社 Honda Cars栃木東 築瀬
栃木県宇都宮市東簗瀬1-2-6
店

028-634-6171

株式会社オートアールズ 宇都宮バイパス店

栃木県宇都宮市平出町3665-1

028-613-1611

有限会社スティンクスW・G・C

栃木県宇都宮市屋板町578-125

028-657-8383 028-657-8382

株式会社ホンダベルノ栃木中 陽東店

栃木県宇都宮市陽東5-30-5

028-661-9811 028-661-9947

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 0287-47-1208

東京オート株式会社 総合サービスセンター壬生

栃木県下都賀郡壬生町壬生甲3345-1

0282-83-1200

新井モータース

栃木県下都賀郡野木町潤島14-1

0280-55-0149

有限会社 関根自動車

栃木県下都賀郡野木町友沼950-3

0280-55-0645 0280-55-0661

有限会社サチネットオート

栃木県下野市上古山2292-5

0285-52-2886

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

二宮オートサービス

栃木県下野市国分寺864-4

0285-44-2210

有限会社 小島自動車

栃木県下野市上坪山157-6

0285-48-1888

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

株式会社ジョイフル車検・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 0285-55-2202

有限会社幸オートサービス

0285-56-3862

栃木県河内郡上三川町大字西汗1669-12

栃木ホンダ販売株式会社 Honda Cars栃木東 上三
栃木県河内郡上三川町上三川4425
川店

0285-55-1155

東京オート株式会社 上三川店

栃木県河内郡上三川町上三川4425

0285-56-6111

関東電装株式会社

栃木県佐野市浅沼町7-1

0283-24-3080

齋藤電装

栃木県佐野市大橋町1337-2

0283-27-8070 0283-27-8083

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

有限会社 聖晃自動車販売

栃木県佐野市小見町55

0283-62-5821

東京オート株式会社 佐野店

栃木県佐野市赤坂町984-1

0283-20-2111

株式会社スクラム

栃木県佐野市大橋町1098-2

0283-85-8870

有限会社藤倉モータース

栃木県佐野市下彦間町238-4

0283-65-0071 0283-65-1958

有限会社 むらの

栃木県佐野市堀米町36

0283-22-4555

株式会社オートアールズ 佐野店

栃木県佐野市堀米町字雷電山西466-1

0283-21-5877

神山電装

栃木県鹿沼市樅山町568 -2

0289-64-5102

有限会社タイヤショップ ナカヤマ

栃木県鹿沼市深津1009

0289-76-1055 0289-76-1003

株式会社ホンダベルノ栃木中 鹿沼茂呂店

栃木県鹿沼市茂呂772-1

0289-76-1861 0289-76-1864

Honda Cars栃木東 城南店 栃木ホンダ販売株式会
栃木県小山市東城南1丁目3-13
社

0285-27-1331 0285-27-1323

ガウスカードック

栃木県小山市喜沢1169-1

0285-39-6431

東京オート株式会社 小山喜沢店

栃木県小山市喜沢653-7

0285-30-6711

栃木ホンダ販売株式会社 Honda Cars栃木東 喜沢
栃木県小山市喜沢708-1
店

0285-25-4111

有限会社清水自動車

栃木県小山市上石塚603

0285-38-1733

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 0285-31-3192

株式会社 ツバサ自動車

栃木県小山市大字雨ケ谷新田5-9

0285-27-2288

株式会社 藤商会

栃木県小山市大字中久喜1521-15

0285-24-6556

ケーネットワーク自動車

栃木県小山市田間936-2

0285-35-2226

東京オート株式会社 カスタマイズセンター小山

栃木県小山市土塔247-20

0285-31-3311

東京オート株式会社 本社

栃木県小山市東城南1-16-4

0285-28-1111

東京オート株式会社 小山店

栃木県小山市東城南2-1-5

0285-27-6211

栃木ホンダ販売株式会社 Honda Cars 栃木東 真
栃木県真岡市長田5丁目1-7
岡工業団地店

0285-83-3036

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 0285-83-5690

株式会社オートアールズ 真岡店

栃木県真岡市大谷本町3-2

0285-83-1311

株式会社 真岡自動車整備工場

栃木県真岡市長田1621-1

0285-82-2509

エビスオート株式会社

栃木県足利市朝倉町3丁目8-32

0284-70-8155 0284-70-8088

有限会社 秋山内燃機工場

栃木県足利市今福町371

0284-21-9067

今福商店

栃木県足利市今福町325-4

0284-64-8432

株式会社エコアール

栃木県足利市久保田町838-1

0284-70-6446

株式会社Nori Auto

栃木県足利市久保田町900-3

0284-73-3883 0284-73-3873

萩原オート有限会社

栃木県足利市五十部町598

0284-21-9008 0284-21-9002

常盤自動車 株式会社

栃木県足利市借宿町1丁目22-7

0284-71-1630

有限会社シラヨリオートサービス

栃木県足利市借宿町300

0284-72-5119

東ゴム株式会社

栃木県足利市助戸3丁目412

0284-41-3548

株式会社 大門自動車

栃木県足利市小俣町2663-2

0284-62-1494

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 0284-62-5959

有限会社三枝モータース

栃木県足利市常見町3丁目1-9

0284-44-1588 0284-42-4603

有限会社 キクチオート

栃木県足利市大橋町1丁目1824

0284-42-5829 0284-43-9033

株式会社カークリニックアキヤマ 車検のコバック足
栃木県足利市堀込町103-1
利堀込店

0284-64-9376 0284-64-9378

東ゴム株式会社 足利南支店

栃木県足利市堀込町1-259-4

0284-72-6322

有限会社 齋藤自動車

栃木県足利市名草下町4025-1

0284-41-9021 0284-41-9696

株式会社オートアールズ 足利弥生店

栃木県足利市弥生町32

0284-43-3300

ギャザーファクトリー

栃木県太田原市練貫324-2

0287-23-7166

株式会社オートアールズ 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

有限会社 都賀自動車

栃木県栃木市都賀町家中5466

0282-27-0111 0282-27-0110

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

有限会社 寺田電機工業所

栃木県栃木市室町7-2

0282-22-1367

株式会社別井商店

栃木県栃木市大宮町1579-1

0282-27-1748

株式会社オートアールズ 大平モール店

栃木県栃木市大平町下皆川813

0282-45-1700

有限会社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 0287-88-0891

株式会社 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 0287-74-6047

株式会社オートアールズ 黒磯店

栃木県那須塩原市共墾社1丁目91-1

0287-62-5544

有限会社黒磯ホンダモータース

栃木県那須塩原市錦町5-3

0287-63-2828

株式会社八木沢自動車販売

栃木県那須塩原市三区町630-9

0287-36-2616

株式会社ホンダベルノ栃木中 西那須野店

栃木県那須塩原市西三島2-174-1

0287-36-1526 0287-36-8192

株式会社メビウスオート販売

栃木県那須塩原市緑1丁目9-77

0287-36-8081 0287-46-4348

株式会社オートアールズ 那須塩原店

栃木県那須塩原市緑二丁目-1151-1

0287-48-6888

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 0287-92-5752

有限会社 新和自動車

栃木県那須郡那須町大字高久甲5072-6

0287-62-2024

有限会社岸島自動車

栃木県日光市日向440

0288-97-1708

株式会社オートアールズ 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

小寺自動車

栃木県芳賀郡益子町大沢17-5

0285-72-0701

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

株式会社オートアールズ 矢板バイパス店

栃木県矢板市矢板92

0287-48-7711

群馬県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

アライ商会 株式会社

群馬県みどり市大間々町大間々32-4

0277-73-2777 0277-73-0252

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

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 0277-76-5379

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

Garage 藤掛屋

群馬県みどり市笠懸町西鹿田709-45

0277-76-8060

株式会社セキチュー セキチュー 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

0277-70-1711

大間々オートテック

群馬県みどり市大間々町大間々32-10

0277-72-3435 0277-72-3438

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

株式会社 安中綜合自動車

群馬県安中市磯部3丁目19-19

027-385-6415

株式会社オートアールズ 安中バイパス店

群馬県安中市岩井2451-1

027-381-4711

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

株式会社トヨナガ 安中ボディーサービス

群馬県安中市板鼻148

027-381-3611 027-382-5198

株式会社トヨナガ スズキアリーナトヨナガ高崎八幡

群馬県安中市板鼻148-1

027-381-1455 027-382-4454

有限会社 宮沢モータース

群馬県伊勢崎市境萩原1800

0270-74-0207

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 0270-30-3765

株式会社エターナル

群馬県伊勢崎市連取町3339-4

0270-75-3901 0270-75-3909

佐波伊勢崎農業協同組合 自動車センター東部店

群馬県伊勢崎市東町2596-1

0270-62-2029

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

株式会社丸徳商会 伊勢崎営業所

群馬県伊勢崎市宮古町3505-3

0270-75-2714

株式会社オートアールズ 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

株式会社松島自動車

群馬県伊勢崎市宮子町943-1

0270-30-1385

有限会社泰斗商会

群馬県伊勢崎市三室町5214-1

0270-63-1831

イエローハット 伊勢崎東店

群馬県伊勢崎市三室町5322-3

0270-20-8891

GTNET群馬

群馬県伊勢崎市上泉町90-1

0270-89-2111

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

有限会社小川自動車商会

群馬県伊勢崎市東本町108-11

0270-25-7978

株式会社セキチュー 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

株式会社トヨナガ 伊勢崎店、伊勢崎工場 マツダ
オートザム トヨナガ伊勢崎店

群馬県伊勢崎市韮塚町1200

0270-40-6677 0270-40-5539

新井自動車工業株式会社

群馬県伊勢崎市茂呂町2丁目2872

0270-26-0398

タイヤガーデン伊勢崎

群馬県伊勢崎市連取町1942

0270-40-5772 0270-40-5120

株式会社オートアールズ 伊勢崎バイパス店

群馬県伊勢崎市連取町2332-8

0270-23-1151

落合自動車

群馬県甘楽郡甘楽町善慶寺137

0274-74-4415

イワイオートサービス

群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田83-13

0274-82-2601

カーサービスヨシダ

群馬県甘楽郡甘楽町上野218-1

0274-74-3440

株式会社オートアールズ 館林インター店

群馬県館林市上赤生田町4077

0276-80-2211

タイヤ館 館林

群馬県館林市赤生田町2201

0276-60-5451 0276-72-0066

コクピット館林

群馬県館林市赤生田町2202

0276-73-5451 0276-72-1247

SUNSET GARAGE

群馬県館林市日向町1711-11

0276-55-3010 0276-55-3012

有限会社 向田モータース

群馬県桐生市新宿1丁目6-24

0277-44-6638

有限会社大川モータース

群馬県桐生市境野町7丁目1722-7

0277-44-1278

有限会社柿忠モータース

群馬県桐生市広沢町1丁目2761-2

0277-52-8321

タイヤ館 桐生

群馬県桐生市広沢町5丁目1479-1

0277-52-0050 0277-52-0051

有限会社 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

琴平モータース

群馬県桐生市新宿3-13-39

0277-44-2132

株式会社峰岸自動車

群馬県桐生市新里町武井514-1

0277-74-8244

吾妻自動車整備協業組合

群馬県吾妻郡中之条町西中之条542

0279-75-2344 0279-75-2620

有限会社吾妻自工

群馬県吾妻郡中之条町大字中之条719

0279-75-2386 0279-75-6416

有限会社カミックス・つちや

群馬県吾妻郡長野原町大字応桑1543-287

0279-85-2053 0279-85-2530

Honda Cars 東吾妻 有限会社高橋モータース

群馬県吾妻郡東吾妻町原町978-7

0279-68-2241 0279-68-2030

株式会社オートアールズ 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

株式会社ナガイ

群馬県高崎市江木町413

027-323-4100 027-323-4101

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

ミキオートサービス

群馬県高崎市吉井町岩崎1032－1

027-388-2796

神宮燃料 株式会社

群馬県高崎市吉井町片山885

027-387-3450 027-387-3467

西モータース

群馬県高崎市吉井町本郷226-1

027-387-3096

群馬電装 株式会社

群馬県高崎市江木町117

027-323-3622 027-327-6627

株式会社トヨナガ 小八木店

群馬県高崎市小八木町 788

027-370-5511 027-370-5515

株式会社トヨナガ 六郷店

群馬県高崎市上小鳥町163

027-363-6511 027-364-3322

株式会社トヨナガ 小鳥店

群馬県高崎市上小鳥町166

027-362-3399 027-361-9452

株式会社小林自動車ボデー

群馬県高崎市町屋町708

027-344-2121

三山整備株式会社

群馬県高崎市塚田町182

027-373-1324

中央自動車工業株式会社 ピットクラブ店

群馬県高崎市島野町1062-4

027-350-1155

オートガレージ シミズ

群馬県高崎市島野町68-28

027-353-5592

タイヤ館 高崎北

群馬県高崎市棟高町1802-29

027-310-4848 027-310-4850

株式会社セキチュー セキチュー オートウェイ高崎店

群馬県高崎市飯塚町3-1

027-363-8211

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

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 027-370-5165

株式会社イソベ 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

株式会社オートアールズ 高前バイパス店

群馬県高崎市緑町1丁目20-9

027-364-6665

有限会社甲斐鈑金塗装

群馬県佐波郡玉村町上新田495-2

0270-65-7509

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

有限会社 中野自動車

群馬県佐波郡玉村町大字角渕5035

0270-65-3504

有限会社 山田菱和自動車

群馬県佐波郡玉村町大字角渕5119

0270-65-4463

有限会社伊藤自動車整備工場

群馬県佐波郡玉村町大字板井1243-2

0270-65-2635 0270-65-4585

株式会社 群馬オートテクノサービス

群馬県渋川市渋川1602

0279-23-0280 0279-23-0281

小野上自動車整備工場

群馬県渋川市村上204-7

0279-59-2186

有限会社 敷島自動車

群馬県渋川市金井868-4

0279-24-3939

株式会社オートアールズ 渋川店

群馬県渋川市行幸田300-1

0279-25-0055

有限会社 浅岡自動車

群馬県渋川市渋川1220-17

0279-22-1222 0279-22-0079

有限会社 渋川マツダ

群馬県渋川市渋川1617-2

0279-22-0812

株式会社 木暮自動車

群馬県渋川市赤城町上三原田608-1

0279-56-2505 0279-56-2503

加藤自動車 株式会社

群馬県渋川市川島1689-1

0279-23-2052

株式会社オートアールズ 渋川鯉沢店

群馬県渋川市白井2222-1

0279-26-7111

株式会社トヨナガ 沼田店、沼田工場 マツダオートザム
トヨナガ沼田

群馬県沼田市井土上町7

0278-23-2222 0278-23-2223

K-point（ケーポイント）

群馬県沼田市横塚町42-3

027-823-5089

株式会社セキチュー セキチュー 沼田恩田店

群馬県沼田市恩田町254

0278-30-3144

株式会社オートアールズ 沼田インター店

群馬県沼田市下久屋町1091

0278-22-7555

利根沼田農業協同組合 オートパル中部

群馬県沼田市桜町4744-6

0278-24-2155

八田自動車株式会社

群馬県沼田市町田町2014-3

0278-24-1571

有限会社町田オート

群馬県沼田市町田町788

0278-24-9119

スズキ販売沼田 有限会社江口オート

群馬県沼田市薄根町3678-2

0278-24-8801

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

SPADA

群馬県前橋市朝倉町3丁目36-2

027-261-5414

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

テクニカルチューンソリッド

群馬県前橋市今井町637-2

027-268-4042

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

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 027-219-0332

T-Car'S カーケア工房

群馬県前橋市下大島町548

027-266-6948

森村モータース

群馬県前橋市荒口町357-3

027-268-2880

奈良自動車

群馬県前橋市荒子町361-1

027-268-2549

狩野自動車工業株式会社

群馬県前橋市小相木町1-8-2

027-251-5924 027-253-2706

有限会社後閑自動車工業

群馬県前橋市上佐鳥町15-1

027-265-2227 027-265-7034

株式会社オートアールズ 前橋モール店

群馬県前橋市上泉町678-3

027-234-8883

株式会社トヨナガ 前橋ドリーム店

群馬県前橋市上長磯町300-2

027-261-8911 027-261-8866

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 027-261-6699

株式会社オートアールズ 前橋みなみモール店

群馬県前橋市新堀町885

027-210-0777

株式会社ヨコハマタイヤガーデン関東 タイヤガーデン前
群馬県前橋市西片貝町1-211-2
橋片貝

027-234-5060 027-234-5072

株式会社アミックカーライフ サービスセンター

群馬県前橋市西片貝町2丁目105

027-224-1571

関越日本油機 株式会社

群馬県前橋市大友町2丁目5－9

027-252-1285 027-252-1287

有限会社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 027-285-6020

ノブテックモータリング

群馬県前橋市粕川町室沢121-2

027-285-7950 027-225-7951

株式会社三山石油富士見SS

群馬県前橋市富士見町原之郷948-1

027-288-6561 027-288-6549

株式会社オートアールズ 前橋富士見店

群馬県前橋市富士見町原之郷952-1

027-288-1177

株式会社グランツオート

群馬県前橋市問屋町1丁目3-5

027-226-1784

株式会社トヨナガ 野中店

群馬県前橋市野中町155-2

027-261-8611 027-261-8666

株式会社 オートセールス龍

群馬県太田市小舞木町282

0276-48-5760

車検のコバック太田小舞木店

群馬県太田市小舞木町380

0276-60-3611

株式会社ジョイフル車検・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 0276-40-9991

有限会社岩崎自動車

群馬県太田市新田上田中町1260

0276-57-3275

ワシントンモーターズ 株式会社

群馬県太田市新田小金井町321-18

0276-57-5511

株式会社金谷自動車工業

群馬県太田市西新町103-4

0276-31-0290

有限会社水野電装

群馬県太田市西矢島町335

0276-45-3482 0276-46-9781

オートレット太田店

群馬県太田市西矢島町636-3

0276-60-1002 0276-60-1003

株式会社カークリニックアキヤマ 車検のコバック太田藤
群馬県太田市藤阿久町955-6
阿久店

0276-33-9090 0276-32-5990

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 0276-60-0050

株式会社オートアールズ おおたモール店

群馬県太田市飯塚町705-1

0276-60-2552

カリスマモータース

群馬県太田市由良町582-2

0276-31-1602

株式会社トヨナガ 太田店、太田工場

群馬県太田市龍舞町5020

0276-30-1611 0276-30-1612

株式会社トヨナガ 太田店サービス部

群馬県太田市龍舞町5020

0276-30-1711 0276-30-1712

テクノ電装藤岡

群馬県藤岡市藤岡906

0274-24-3530

株式会社オートアールズ 藤岡インター店

群馬県藤岡市篠塚字権平67-1

0274-22-8855

有限会社前村自動車

群馬県藤岡市緑埜504-1

0274-22-3580

ヤマダ自動車

群馬県富岡市妙義町下高田1775-1

0274-73-3113

株式会社 中山自動車整備工場

群馬県富岡市下黒岩628-1

0274-62-0537 0274-63-0520

株式会社富田タイヤサービス

群馬県富岡市黒川1654-1

0274-67-5971 0274-67-5972

Honda Cars富岡 株式会社ホンダオート富岡

群馬県富岡市七日市157-1

0274-62-1721

甘楽富岡農業協同組合 オートパル甘楽富岡

群馬県富岡市田篠1265-1

0274-63-7720

株式会社セキチュー セキチュー 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

株式会社トヨナガ 富岡店

群馬県富岡市富岡2331-1

0274-62-8839 0274-64-5588

坂本自動車工業

群馬県富岡市妙義町下高田899-1

0274-73-2840

籾中自動車鈑金塗装工場

群馬県邑楽郡板倉町大字籾谷1689

0276-82-2070 0276-82-2514

Jun's Club

群馬県邑楽郡千代田町上中森861-5

0276-86-2012

株式会社ジョイフル車検・タイヤセンター 千代田店

群馬県邑楽郡千代田町大字萱野813-1

0276-55-8666 0276-80-5000

ミツワモータース

群馬県邑楽郡大泉町古海2252

0276-62-3507

パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社 いずみ
オートピア

群馬県邑楽郡大泉町仙石2丁目26-20

0276-63-6626

株式会社オートアールズ 大泉354バイパス店

群馬県邑楽郡大泉町大字坂田1624-8

0276-20-1177

ミヤザワ自動車

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2043-2

0276-88-4403

Honda Carsみなかみ 有限会社木村ホンダ

群馬県利根郡みなかみ町月夜野537

0278-62-2519

梅津自動車株式会社

群馬県利根郡みなかみ町小日向236

0278-25-3191 0278-25-3196

リンクスエレメンツ

群馬県利根郡みなかみ町上津595-4

0278-25-9027

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

埼玉県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

株式会社 日産サティオ埼玉

埼玉県さいたま市中央区上落合6丁目1-12

048-853-3226

株式会社ユーワン

埼玉県さいたま市岩槻区南平野5-7-5

048-797-9528

ウチダオート株式会社 岩槻店

埼玉県さいたま市岩槻区本町4丁目9-24

048-758-0211

クリスタルオート株式会社

埼玉県さいたま市岩槻区本町4丁目9-24

048-758-5681 048-758-5682

志村自動車株式会社

埼玉県さいたま市桜区大字上大久保1006−1

048-852-8836

株式会社高須自動車

埼玉県さいたま市見沼区蓮沼483

048-683-7510

ジェームス大宮東ﾊﾞｲﾊﾟｽ店

埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎1203番地

048-680-7020 048-680-7021

木下自動車整備工場

埼玉県さいたま市西区大字二ツ宮696-1

048-672-4826 048-628-6360

有限会社マスターズオート

埼玉県さいたま市西区中釘2171-7

048-622-7000

有限会社 齊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

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 048-626-1611

株式会社日産サティオ埼玉 与野店

埼玉県さいたま市中央区上落合6-1-12

048-853-3223

有限会社 ときわ自動車整備工場

埼玉県さいたま市中央区鈴谷3-2-24

048-853-3835

株式会社高須自動車

埼玉県さいたま市中央区円阿弥3-1-2

048-853-5379

有限会社吉井自動車

埼玉県さいたま市南区太田窪1742-2

048-885-3211

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11-4

048-862-2725

株式会社日産サティオ埼玉 大宮店

埼玉県さいたま市北区吉野町1-11-6

048-664-2323

有限会社堀江モータース

埼玉県さいたま市緑区大字上野田485

048-878-0209

ダンロップタイヤ関東株式会社 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 048-811-3320

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

株式会社日産サティオ埼玉 浦和大間木店

埼玉県さいたま市緑区大間木516-4

048-874-9032

Honda Cars 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

アリーナふじみ野 株式会社スズキトラスト

埼玉県ふじみ野市亀久保3-11-37

049-278-1111

株式会社日産サティオ埼玉 ふじみ野店

埼玉県ふじみ野市亀久保4-7-14

049-278-2355

有限会社 羽生自動車センター

埼玉県羽生市大字小松946-2

048-561-3367

羽生工業株式会社 和久モータース

埼玉県羽生市東4丁目6-11

048-561-0363

オートアクセル

埼玉県越谷市大里450-1

048-977-8854 048-977-8978

ユーモ・オートデザイン

埼玉県越谷市東越谷9-137

048-961-8296 048-961-8297

Good Speed

埼玉県越谷市南萩島522-1

048-973-0333 048-973-0334

株式会社 クローバーランド

埼玉県越谷市花田1-35-28

048-951-3931 048-966-3937

株式会社山一自動車

埼玉県越谷市西方2丁目2-8

048-962-4573

タイヤガーデンせんげん台

埼玉県越谷市千間台東2丁目7-10

048-972-0055 048-972-0056

ワイズ・レスポンス 有限会社

埼玉県越谷市千間台東3丁目6-14

048-970-0851

株式会社高須自動車

埼玉県越谷市西新井1123-1

048-962-4367

株式会社日産サティオ埼玉 越谷店

埼玉県越谷市大房800-2

048-978-8777

有限会社立花サービス

埼玉県越谷市東大沢2丁目33-2

048-978-2809

タイヤガーデン桶川東

埼玉県桶川市赤堀1-38

048-729-2332 048-728-9872

株式会社アイエヌジー

埼玉県桶川市若宮2丁目27-3

048-787-4175 048-789-1802

Money King

埼玉県加須市下樋遣川600-2

0480-68-5909

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 0480-76-0235

株式会社オートアールズ 大利根店

埼玉県加須市琴寄136-1

0480-78-2221

有限会社枡田自動車

埼玉県加須市向古河1914

0280-62-1743 0280-62-2671

カークラフト ミズタ

埼玉県久喜市江面1762-1

0480-22-2546

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

萩原自動車

埼玉県久喜市菖蒲町下栢間2657-5

0480-85-2601

カーコンビニ俱楽部 トラスト狭山入曽店

埼玉県狭山市水野457-11

04-2956-6969 04-2956-9585

株式会社エムイーエス セカンド店展示場

埼玉県狭山市北入曽1444-1

04-2958-8480 04-2958-8485

鈑金のモドーリー狭山店

埼玉県狭山市根岸686-5

04-2968-0010 04-2968-0011

株式会社エムイーエス

埼玉県狭山市水野441-5

04-2957-2466 04-2957-2465

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

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 04-2999-4411

株式会社日産サティオ埼玉 狭山店

埼玉県狭山市富士見2-1-3

04-2958-9832

株式会社 中村電池

埼玉県熊谷市石原1081-5

048-521-3111

カーコンビニ俱楽部 R17 深谷店

埼玉県熊谷市市原郷31

048-572-7690 048-572-1773

橋本自動車

埼玉県熊谷市久保島796-5

048-532-5815

イトウFactory

埼玉県熊谷市拾六間526-3

048-533-0863 048-533-1360

橋本自動車整備工場

埼玉県熊谷市円光1丁目12-1

048-523-5540 048-521-5548

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 048-529-2385

株式会社カークリニックアキヤマ 車検のコバック籠
埼玉県熊谷市拾六間763-2
原店

048-580-3805

有限会社阿部自動車産業

埼玉県熊谷市上奈良1303-1

048-524-6825

高橋自動車整備工場

埼玉県熊谷市武体153-4

048-532-3538

有限会社 シンエイオート

埼玉県戸田市美女木3丁目11-19

048-485-1072 048-485-1072

株式会社日産サティオ埼玉 戸田新曽店

埼玉県戸田市新曽1743

048-445-6500

代田橋自動車有限会社 戸田工場

埼玉県戸田市美女木4-2-9

048-421-4791 048-421-4792

飯村自動車興業株式会社 戸田営業所

埼玉県戸田市美女木5-1-5

048-421-7321

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

有限会社ボディショップキヨタ

埼玉県行田市下中条753

0485-57-3751

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

株式会社協同

埼玉県行田市佐間1-27-49

048-554-2254 048-554-2259

有限会社 太洋モータース

埼玉県行田市持田1丁目4-50

048-556-6268

株式会社オートアールズ 行田モール店

埼玉県行田市持田767-1

048-552-1311

有限会社 白根自動車整備工場

埼玉県行田市城西1丁目3-25

048-556-2760

有限会社岡田モータース

埼玉県鴻巣市榎戸2-1-6

048-549-2400

高田自動車

埼玉県鴻巣市鎌塚1丁目10-6

048-548-3590

有限会社 矢島自動車

埼玉県鴻巣市鎌塚376-3

048-548-0226 048-548-2967

金子輪業

埼玉県鴻巣市逆川1-4-17

048-543-3200

ガレージ スズキ

埼玉県三郷市鷹野1-299

048-956-4180

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

木幡興業株式会社 コワタ自動車鈑金塗装工場

埼玉県三郷市半田328

048-950-0555

ミタカデンキ

埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬851-2

0274-52-5116

今井自動車

埼玉県児玉郡上里町金久保175-4

0495-34-3401

北部自動車工業

埼玉県児玉郡上星町大字忍保1562

0495-33-6320

オートパークエイト

埼玉県児玉郡美里町沼上1266-4

0495-76-4405 0495-76-4403

高橋自動車 株式会社

埼玉県児玉郡上里町七本木2913-2

0495-33-2048

田沼自動車

埼玉県児玉郡上里町七本木928-3

0495-33-0157

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

株式会社カトウコーポレーション セルフ上里SS

埼玉県児玉郡上里町神保原町2017

0495-33-2321

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

ラダーオート 有限会社

埼玉県児玉郡上里町大字長浜702-1

0495-33-0091

吉田自動車

埼玉県児玉郡美里町関448-3

0495-71-5205 0495-71-5204

株式会社アリム

埼玉県春日部市南中曽根849-6

048-761-5555 048-760-1233

まるみ自動車

埼玉県春日部市栄町2-286-3

048-717-8001 048-677-0638

タイヤガーデン春日部

埼玉県春日部市栄町2-4

048-753-0210 048-753-0215

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 048-739-3931

株式会社日産サティオ埼玉 春日部店

埼玉県春日部市粕壁東5-15-33

048-752-4466

有限会社アクティブ

埼玉県春日部市緑町1丁目8-16

048-738-7670 048-738-7660

スズキトラストマイカーセンター ㈱スズキトラスト

埼玉県所沢市西狭山ヶ丘1-2461-1

04-2937-3541

株式会社日産サティオ埼玉 所沢上安松店

埼玉県所沢市上安松1244-1

04-2998-2332

有限会社 平田自動車整備工場

埼玉県所沢市神米金182

04-2942-0305

有限会社ドリームファクトリープラネッツ

埼玉県所沢市中富979-1

04-2942-6016 04-2942-6017

愛車広場カーリンク 上尾店

埼玉県上尾市1丁目141-2

048-725-9448 048-725-9468

株式会社日産サティオ埼玉 上尾店

埼玉県上尾市柏座2-7-18

048-779-9023

桑原自動車

埼玉県上尾市中新井311-1

048-779-8706 048-779-8709

埼玉トヨペット株式会社 上尾支店テクノショップ

埼玉県上尾市大字向山258-2

048-781-5161

新座自動車 株式会社

埼玉県新座市野火止8丁目1-9

048-478-3571

コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステー
ション深谷人見

埼玉県深谷市折之口286-1

048-551-1233

下妻液化ガス株式会社 整備センター

埼玉県深谷市上柴町西1-18-3

048-574-0201 048-598-3811

株式会社 オートステーション

埼玉県深谷市国済寺町26-11

048-573-7166

有限会社 深谷オートサービス

埼玉県深谷市東方町1-19-4

048-571-4603

株式会社オートアールズ 深谷店

埼玉県深谷市萱場91-1

0485-72-8911

深谷電機 株式会社

埼玉県深谷市原郷2132-4

048-571-0909 048-571-3168

株式会社カークリニックアキヤマ コバック花園イン
ター店

埼玉県深谷市荒川708-1

048-584-7589

株式会社丸徳商会 本社

埼玉県深谷市国済寺500-3

048-571-3135

株式会社オートアールズ 花園インター店

埼玉県深谷市小前田620-1

048-579-1411

柳オートサービス

埼玉県深谷市上増田968-3

048-570-5352 048-570-5208

株式会社カークリニックアキヤマ コバック深谷駅前
埼玉県深谷市西島町1丁目665-1
店

048-551-4577

柳自動車

埼玉県深谷市石塚576

048-571-5338

有限会社 門倉電機

埼玉県深谷市柏合540-1

048-572-2968

アリーナ川越南 株式会社スズキトラスト

埼玉県川越市砂64-6

049-249-3131 049-249-3132

有限会社 中台自動車販売

埼玉県川越市中台2丁目19-22

049-246-6190 049-243-4564

福田自動車整備工場

埼玉県川越市笠幡 2573-4

049-227-3985

株式会社日産サティオ埼玉 川越店

埼玉県川越市広栄町23-7

049-246-2332

Honda Cars 川越 本社 株式会社ホンダプロモー
ション

埼玉県川越市砂新田129

049-245-7111 049-242-4123

Honda Cars 川越 川越中央店

埼玉県川越市砂新田129

049-242-4591

株式会社キタザワ 川越店

埼玉県川越市山田1603-17

049-227-5156 049-227-5158

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

Honda Cars 川越 U-Select川越

埼玉県川越市上野田町23-1

049-246-4415

Honda Cars 川越 川越西店

埼玉県川越市上野田町23-3

049-247-5911

株式会社 松江自動車

埼玉県川越市石原町1丁目21-9

049-222-6021

タイヤセレクト川越店

埼玉県川越市中台2丁目2-1

049-211-0880 049-211-0888

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 049-226-2223

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

株式会社日産サティオ埼玉 川口芝店

埼玉県川口市芝7207

048-261-2332

WARP

埼玉県川口市上青木2丁目37-16

048-261-8345

株式会社Glory ガレージT＆K

埼玉県川口市新堀416-1

048-960-0475

株式会社フレックス車太郎

埼玉県川口市新堀1124-2

048-290-1488 048-298-5315

株式会社 原自動車工作所

埼玉県川口市赤井4丁目21-17

048-283-2800 048-283-2801

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 048-227-8123

末広自動車株式会社

埼玉県川口市末広3丁目3-16

048-224-6789

株式会社日産サティオ埼玉 草加店

埼玉県草加市花栗2-1-25

048-923-2332

株式会社男衾自動車

埼玉県大里郡寄居町赤浜661

0485-82-1072

寄居電機商会

埼玉県大里郡寄居町大字寄居1358-3

048-581-1214 048-581-3810

株式会社ボディショップアキヤマ 鈑金のモドーリー
埼玉県大里郡寄居町大字寄居1371
寄居店

048-577-5894

株式会社昭通

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4146

0494-25-0330 0494-25-0333

有限会社浅見バッテリー

埼玉県秩父市大野原597-1

0494-23-8249

トヨタカローラ新埼玉株式会社 秩父店

埼玉県秩父市大野原955

0494-22-5456

竹内自動車工業

埼玉県秩父市下吉田7578-1

0494-77-1381

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

株式会社カークリニックアキヤマ 車検のコバック秩
埼玉県秩父市下宮地町5228-1
父店

0494-21-3155

有限会社オートサービスアラフネ

埼玉県秩父市山田1850

0494-24-1198

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

株式会社日産サティオ埼玉 朝霞膝折町店

埼玉県朝霞市膝折町4-20-8

048-463-1616

タイヤセレクト鶴ヶ島店

埼玉県鶴ヶ島市脚折1779-1

049-271-0029 049-279-1129

株式会社日産サティオ埼玉 鶴ヶ島店

埼玉県鶴ヶ島市脚折町1-38-22

049-286-2332

タカダオート

埼玉県東松山市若松町1-3-7

0493-22-0317

有限会社 成川自動車整備工場

埼玉県東松山市下野本1475-3

0493-23-5266

合同会社 秀英自動車整備工場

埼玉県東松山市下野本806-1

0493-23-5633 0493-23-5633

有限会社高正自動車

埼玉県東松山市上野本1318-5

0493-22-1040 0493-22-1009

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

寺清自動車 株式会社

埼玉県日高市大字大谷沢279-5

042-985-3251

株式会社オートアールズ ひだかモール店

埼玉県日高市大字森戸新田105-1

042-984-1155

Honda Cars 川越 三芳店

埼玉県入間郡三芳町竹間沢33-3

049-258-7603

株式会社オートアールズ 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

有限会社エスカンパニー

埼玉県入間市東町6-1-1

04-2936-9142

寺清自動車株式会社

埼玉県入間市東藤沢3丁目6-11

04-2963-1346

タイヤセレクト入間店

埼玉県入間市下藤沢1300-4

04-2963-0029

有限会社 ヒルズ

埼玉県白岡市実ケ谷968-1

0480-53-8484

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 0480-93-1463

株式会社日産サティオ埼玉 白岡店

埼玉県白岡市西8-5-7

0480-92-6622

K＆A自動車

埼玉県飯能市岩沢268-9

090-2413-9540

株式会社日産サティオ埼玉 飯能店

埼玉県飯能市緑町26-21

042-974-5532

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 0493-72-8105

NEXT GEAR CAR SERVICE

埼玉県比企郡小川町東小川2-11-14

0493-74-1044 0493-74-1044

有限会社武蔵自動車工業

埼玉県比企郡小川町中爪740-3

0493-72-3235 0493-72-3513

株式会社ミララ

埼玉県比企郡小川町大字下横田867-2

0493-72-0555 0493-74-0629

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

株式会社カナイ 金井自動車整備工場

埼玉県比企郡吉見町大字中新井42-1

0493-54-1720 0493-54-2032

株式会社オートアールズ 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

株式会社オートアールズ 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

関東自動車工業株式会社

埼玉県比企郡嵐山町平沢338

0493-62-2041 0493-62-6426

有限会社 横山自動車整備工場

埼玉県富士見市下南畑2030

049-251-5572

Jpit MINAMI

埼玉県富士見市勝瀬909-1

049-263-4798 049-263-4782

有限会社サイトーモーター

埼玉県富士見市東大久保1880-1

049-251-2916

有限会社安藤自動車

埼玉県比企郡嵐山町大字古里403

0493-62-2968

株式会社 横川鉱油

埼玉県北葛飾郡松伏町大字田島263-3

048-991-2906

アソシエイト自動車販売 株式会社

埼玉県北葛飾郡松伏町田島250-3

048-961-8211

有限会社 モッブスブロダクティブ

埼玉県北葛飾郡松伏町松伏3278

048-992-4944 048-992-4945

有限会社 ヒット

埼玉県北葛飾郡松伏町田島254

048-992-0448 048-992-2998

ダンロップタイヤ関東株式会社 タイヤセレクト北本
店

埼玉県北本市深井5-123

048-511-7030 048-511-7031

有限会社吉田自動車

埼玉県北本市本町4丁目100

048-591-3030

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 0495-27-6702

KMI門倉自動車工業

埼玉県本庄市四方田236

0495-21-7426 0495-21-7420

有限会社須野原鈑金塗装

埼玉県本庄市児玉町共栄376

0495-72-3801

株式会社カークリニックアキヤマ コバック本庄店

埼玉県本庄市西五十子2丁目1-1

0495-25-5123

株式会社小沢サイクル 小沢自動車工場

埼玉県本庄市千代田2-8-8

0495-22-6520 0495-24-7966

Honda Cars 川越 本庄南店

埼玉県本庄市朝日町1-16-4

0495-21-1021

井河自動車株式会社

埼玉県本庄市東台1丁目4-14

0495-24-3351

井上自動車有限会社

埼玉県本庄市北堀167-1

0495-24-3338

藤野自動車整備工場

埼玉県本庄市仁手1556-8

0495-24-0123

株式会社 オートアールズ

埼玉県本庄市早稲田の杜1丁目

0495-71-8800

小林自動車

埼玉県蓮田市貝塚991-1

048-766-1586

タイヤ館 T5蓮田

埼玉県蓮田市西新宿1丁目20

048-765-5451

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 048-458-5003

有限会社宮前自動車

埼玉県和光市新倉2丁目13-55

048-466-1515

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

Honda Cars 川越 和光254店

埼玉県和光市本町24-22

048-463-3715

千葉県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社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 0470-62-0754

鈴木商工 株式会社

千葉県旭市ニ1069

0479-63-1131

オートサービスイタコ株式会社 旭店

千葉県旭市鎌数4331-3

0479-63-1321

株式会社ジョイフル車検・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丁目1

0476-40-6221 0476-40-6226

和幸工業株式会社

千葉県印西市小林2008

0476-97-0703 0476-97-3279

田中タイヤ千葉株式会社

千葉県印西市松崎台1-4-5

0476-33-7905 0476-33-7916

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

株式会社 brave

千葉県印旛郡酒々井町本佐倉464-1

043-312-2321 043-312-2322

ホンダカーズ西千葉 浦安店 株式会社ホンダカー
ズ西千葉

千葉県浦安市北栄4丁目20-26

047-312-6788 047-312-6799

京葉部品株式会社 鎌ケ谷営業所

千葉県鎌ケ谷市東道野辺5丁目19−2

047-443-3030 047-443-3033

株式会社 ホンダプリモさわら

千葉県香取市谷中660

0478-55-2111

村瀬自動車

千葉県香取市谷中690-3

0478-54-0066

有限会社ハヤシオート

千葉県君津市北子安2丁目22-1

0439-54-7640

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 043-486-4505

さくらコーポレーション株式会社 タイヤ館 千葉

千葉県佐倉市城188

043-266-9655

有限会社 ウェンズデー

千葉県山武市姫島213-1

0475-80-1414 0475-82-8870

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

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

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 0436-26-5551

有限会社三和自動車メンテナンス

千葉県市原市大坪211

0436-36-3282 0436-36-5490

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

ホンダカーズ西千葉 市川西店 株式会社ホンダ
カーズ西千葉

千葉県市川市新田1丁目15-20

047-326-5151 047-326-6688

有限会社ビッグウェルオート

千葉県市川市大野町4-2466-2

047-303-5717

ホンダカーズ西千葉 市川北店 株式会社ホンダ
カーズ西千葉

千葉県市川市南大野1丁目7-10

047-338-3111 047-337-7253

有限会社杉田モータース

千葉県習志野市茜浜1丁目9-5

047-452-0752

東邦自動車株式会社

千葉県習志野市実籾2-41-26

047-472-6151

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4-12

047-476-6692

株式会社ホンダカーズ西千葉

千葉県松戸市松戸新田557

047-368-1113

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 047-392-1188

エクスチェンジ 松戸店

千葉県松戸市小根本200-1

047-711-9820 047-711-9830

ホンダカーズ西千葉 松戸北店 株式会社ホンダ
カーズ西千葉

千葉県松戸市松戸新田556-1

047-365-6665 047-365-6667

Honda Cars西千葉 U-Select松戸北

千葉県松戸市松戸新田557

047-703-4311

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

047-342-3411

ディーズオートジャパン株式会社

千葉県成田市西大須賀1435-4

0476-85-8406

カーショップフレンド

千葉県成田市東和田629-6

0476-24-1552 0476-24-1553

有限会社 Good Run

千葉県成田市本三里塚81-1

0476-35-8438 0476-35-8439

TIRE FREAKS

千葉県千葉市緑区平川町1417-3

043-291-7040

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 043-291-1067

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 043-263-4400

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 043-231-8887

有限会社更科自動車工業

千葉県千葉市若葉区更科町2020-9

043-239-0838

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

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 043-460-5615

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 047-409-8182

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

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 043-245-4511

株式会社SSY

千葉県千葉市美浜区新港225-4

043-246-5180

オールドギア 千葉店

千葉県千葉市緑区古市場町692-7

043-208-5100 043-208-5101

株式会社オートアールズ ちば古市場店

千葉県千葉市緑区古市場町906-1

043-305-2002

有限会社クライト

千葉県船橋市二和東4-7-5

047-448-6731 047-448-6735

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14-20

047-462-9996

有限会社 石田商会

千葉県大網白里市細草971

0475-77-2127 0475-77-5974

株式会社オートアールズ 長生店

千葉県長生郡長生村大字金田3165

0475-30-1200

有限会社オートフリー

千葉県東金市台方246-7

0475-55-0036 0475-55-3434

株式会社オートアールズ 東金バイパス店

千葉県東金市大字家之子788-1

0475-50-9511

株式会社 鏑木自動車

千葉県柏市西柏台2丁目2-1

04-7152-4008

ナカヤマ自動車株式会社

千葉県柏市五條谷32−1

04-7191-8742

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

株式会社 アオキオートサービス

千葉県柏市逆井1248-1

04-7173-4141

有限会社 東自動車整備工場

千葉県柏市高田1113

04-7143-7781

株式会社 ASKオートサービス柏

千葉県柏市松ケ崎973

04-7132-7154

株式会社湯浅 北柏給油所

千葉県柏市北柏2丁目22-3

04-7163-5031

株式会社オートアールズ 八街店

千葉県八街市八街字初番杭は20-12

043-440-7855

株式会社オーディオファイル

千葉県富里市七栄121-1

0476-90-4660 0476-90-4661

株式会社オートアールズ 富里店

千葉県富里市七栄532-48

0476-90-6622

株式会社オートアールズ 茂原バイパス店

千葉県茂原市腰当字深田482-1

0475-26-7700

株式会社ホンダカーズ 千葉茂原東店

千葉県茂原市木崎305-10

0475-22-1001

株式会社オートアールズ 木更津金田店

千葉県木更津市金田東3丁目1-3

0438-41-2333

くるまのファミリー

千葉県木更津市桜井新町1丁目2-3

0438-40-5565 0438-40-5585

CDSワタナベ

千葉県木更津市請西南5丁目26-11

0438-30-6777 0438-36-1888

有限会社 江面自動車工業所

千葉県野田市関宿台町2603

04-7196-0318

カーコンビニ俱楽部 有限会社 逆井自動車

千葉県野田市岩名1076-4

04-7197-1951 04-7197-1953

株式会社 江戸川自動車

千葉県野田市岩名287

04-7124-2191

株式会社 川間モータース

千葉県野田市鶴奉2-7

04-7125-5777 04-7125-5779

有限会社 芝田自動車

千葉県野田市東宝珠花487-1

04-7198-0514

竹沢自動車整備工場

千葉県野田市木間ケ瀬4497-1

04-7198-4121

カウルス 株式会社

千葉県野田市目吹39－1

04-7111-0727

東京都
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社石川モータース

東京都あきる野市小川東1丁目21-31

042-559-6552

有限会社 中村自動車

東京都あきる野市留原764

042-596-2482 042-595-1722

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 042-558-2337

株式会社ROSSO

東京都稲城市大丸511-9

042-379-9020

ヨコタサービス有限会社

東京都青梅市新町9丁目2203-3

0428-32-5150 0428-32-5160

有限会社 望月電装サービス

東京都葛飾区立石2丁目11-6

03-3691-8736

有限会社 葛飾電池

東京都葛飾区奥戸5-22-6

03-3694-4151

カーショップナガノ

東京都葛飾区奥戸7丁目15-8

03-3693-3033 03-3693-6330

有限会社 鈴木自動車

東京都葛飾区鎌倉4丁目1-4

03-3659-6345

江戸川電池株式会社

東京都江戸川区上一色3丁目2-5

03-5875-6755 03-5875-6756

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 03-3688-1147

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 03-3678-4756

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 03-3676-6873

ヒルズ・テクノプレイス

東京都江戸川区谷河内2丁目10-10

03-3698-8545

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 03-3651-2305

株式会社アイラックス 南葛西サービスステーション 東京都江戸川区南葛西5-16-19

03-3687-7933 03-3688-7459

寿自動車 株式会社

東京都江東区東砂5丁目14-19

03-3646-8101 03-3646-8103

有限会社 小林電装

東京都荒川区西尾久7丁目46-11

03-3893-3874

株式会社オートクラフト

東京都国分寺市西恋ケ窪3-18-10

042-324-3495

株式会社 サンコーオート

東京都狛江市西野川1-17-29

03-3489-1580 03-5761-5181

セイコー自動車工業株式会社

東京都狛江市岩戸北1-20-5

03-5497-2711

株式会社ツミタ 三鷹店

東京都三鷹市牟礼1丁目9-14

0422-45-3883 0422-45-3889

有限会社 カトウ自動車工業所

東京都小平市小川町1-447

042-341-1446

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 042-341-3378

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

有限会社造サービス

東京都昭島市拝島町4丁目15-29

042-546-6155

日興自動車株式会社

東京都昭島市武蔵野2丁目7-10

042-543-1831 042-544-4651

有限会社 藤倉電機工業所

東京都新宿区北新宿2丁目7-15

03-3371-1428 03-3371-1429

株式会社グラベルテクニカルサービス

東京都杉並区上高井戸2丁目8-29

03-5941-7251

株式会社ラボクル

東京都杉並区高円寺南3-49-12

03-6312-7747

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 03-3328-5857

有限会社ウエハラモータース

東京都墨田区立花5丁目18-13

03-3617-3400

マコト電機 株式会社

東京都世田谷区瀬田3丁目15-4

03-3700-2211 03-3700-2256

藤田部品株式会社

東京都世田谷区上北沢4丁目24-10

03-3304-2301

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

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

株式会社ジョイフル車検・タイヤセンター 瑞穂店

東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷442

042-568-0301 042-568-0306

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 042-556-4685

ボディーショップイトウ株式会社

東京都西多摩郡日の出町大久野2220-4

042-597-0444 042-588-4860

株式会社MST

東京都西多摩郡日の出町大字平井15-14

042-588-5561 042-588-5562

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

株式会社カーチス

東京都千代田区紀尾井町4-1

03-3239-3183

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 03-3855-1884

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

株式会社 プロスタッフ

東京都足立区竹ノ塚7-20-12

03-3850-2357 03-5851-2316

ホキマイシイ自販 株式会社

東京都足立区保木間5丁目23-41

03-3850-3364

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 03-3855-1884

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

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 03-3853-2811

株式会社ジーベック

東京都足立区柳原2丁目18-9

03-5284-1190

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 042-311-2886

有限会社 美鈴自動車販売

東京都大田区池上2-4-6

03-3752-3405

有限会社 ベスト・ワークス

東京都大田区大森南3丁目31-1

03-5705-5725 03-5705-5726

株式会社 MACS

東京都大田区西糀谷4-26-6 岡野ビル1F

03-3745-6115 03-3745-6188

有限会社 京立自販

東京都大田区本羽田1丁目26-6

03-3744-1230

株式会社 信越電装

東京都大田区南馬込5丁目30-6

03-3775-4911

アース電機 株式会社

東京都大田区多摩川2丁目9-17

03-3758-7201

帝都自動車株式会社

東京都大田区東雪谷5丁目10-1

03-6425-1188

東栄自動車工業 有限会社

東京都町田市金森6丁目1-12

042-796-2559

株式会社 エスコート

東京都町田市小野路町1649-1

042-737-3933 042-737-3934

有限会社タイヤ館 カツナガ

東京都町田市木曽西2-14-14

042-793-7557 042-793-7526

タイヤ館 成瀬

東京都町田市成瀬5-11-34

042-729-3911 042-720-0338

豊自動車株式会社

東京都調布市小島町1-30-1

042-487-1717

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

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 042-149-1308

株式会社タイヤ館 東村山

東京都東村山市秋津町2-21-1

042-395-5311 042-395-5391

タイヤ館 日野

東京都日野市万願寺4丁目23-3

042-589-3451 042-589-2622

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

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 042-659-1200

株式会社 中島屋

東京都八王子市大楽寺町186-2

042-659-0015 042-659-0016

有限会社平野オートボディー

東京都八王子市高倉町35-5

042-649-8492 042-649-8493

タイヤ館 楢原

東京都八王子市楢原町439-1

042-620-4881 042-620-4889

ONIX八王子中央店 有限会社 エヌアイプラネット

東京都八王子市大楽寺町194-1

042-650-7070

有限会社平野オートボディー

東京都八王子市元八王子町2-1971-2

042-669-1377 042-669-1378

小林自動車

東京都八王子市元八王子町3丁目3045

042-661-2185

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 042-696-7536

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

紅オート販売株式会社

東京都八王子市長房町450-93

042-661-7994 042-664-3552

株式会社優流

東京都八王子市美山1321-2

042-652-1373

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 03-3960-3706

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

株式会社 ロイヤルプランニング

東京都板橋区徳丸4丁目35-3

03-3934-3731

有限会社 有井自動車

東京都品川区西大井6丁目16-1

03-3771-8300

株式会社 富士電機工業所

東京都品川区荏原4丁目5-10

03-3786-2200 03-3784-7100

カーテック・ウエマツ 植松自工株式会社

東京都品川区南大井4-6-5

03-3761-6325

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 042-531-1917

飯村自動車興業 株式会社

東京都北区滝野川6-46-14

03-3916-6141 03-3916-6144

飯村自動車興業株式会社

東京都北区滝野川6丁目46-14

03-3916-6141

株式会社 協伸

東京都練馬区関町南1丁目11-29

03-3594-5611

有限会社 山口興業

東京都練馬区東大泉7-34-33

03-3921-8177 03-3921-8175

有限会社あづま自動車修理工場

東京都羽村市羽東1丁目5-8

042-554-2078 042-555-6239

042-649-0203

神奈川県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

神奈川トヨタ自動車株式会社 中津店

神奈川県愛甲郡愛川町中津3545-5

0120-449311

ネッツトヨタ神奈川 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

株式会社愛川スズキ販売

神奈川県愛甲郡愛川町中津4644-5

046-285-1898

有限会社 ミナミ

神奈川県愛甲郡愛川町半原543

046-281-2821 046-281-2805

バントラ研究所

神奈川県綾瀬市本蓼川424-1

0467-79-5333 0467-79-5334

神奈川トヨタ自動車株式会社 綾瀬店

神奈川県綾瀬市小園1031-4

0120-454611

ネッツトヨタ神奈川 ウエインズ綾瀬店

神奈川県綾瀬市小園1003

0467-76-5324

有限会社橘自動車

神奈川県綾瀬市小園880

0467-76-1708 0467-77-5955

有限会社井村自動車

神奈川県綾瀬市小園895-1

0467-78-2105

トヨタカローラ神奈川 綾瀬店

神奈川県綾瀬市大上4-5-32

0467-77-6111

神奈川トヨタ自動車株式会社 伊勢原店

神奈川県伊勢原市白根107-1

0120-576811

有限会社鈴木自動車整備工業

神奈川県伊勢原市沼目1丁目95-4

0463-94-8322

有限会社加藤自動車

神奈川県伊勢原市西富岡3

0463-95-0552

ネッツトヨタ神奈川 ウエインズ２４６伊勢原店

神奈川県伊勢原市田中62

0463-96-1911

有限会社田中自動車整備工場

神奈川県伊勢原市東大竹931

0463-95-3307 0463-92-5010

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

有限会社渡辺自動車

神奈川県伊勢原市白根616-1

0463-94-5386

トヨタカローラ神奈川 伊勢原店

神奈川県伊勢原市板戸640

0463-94-9111

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

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

神奈川トヨタ自動車株式会社 横須賀店

神奈川県横須賀市根岸町3丁目5-11

0120-408511

ネッツトヨタ神奈川 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

神奈川トヨタ自動車株式会社 武山店

神奈川県横須賀市武1丁目20-13

0120-408311

湘南ダイハツ株式会社

神奈川県横須賀市安浦町2-5-1

046-823-1534 046-827-2916

昌和モータース

神奈川県横須賀市金谷1-10-1

046-851-2354

有限会社協栄自動車

神奈川県横須賀市佐原1-10-2

046-836-6615

ネッツトヨタ神奈川 U-Car横須賀佐原

神奈川県横須賀市佐原1-1-2

046-835-6699

ネッツトヨタ神奈川 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

ネッツトヨタ神奈川 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

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 046-833-5696

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

ネッツトヨタ神奈川 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

株式会社高橋モータース

神奈川県横須賀市大津町1丁目2-1

046-822-3355

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

株式会社エスピード

神奈川県横須賀市大矢部5丁目7−5

046-838-0203

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

ジェイビーシー株式会社

神奈川県横須賀市長沢6丁目50-12

046-848-2707 046-848-2708

株式会社 オレンジ

神奈川県横須賀市武4-1-9

046-855-3351 046-857-6646

株式会社 ニーズ

神奈川県横浜市神奈川区子安通3-305

045-440-3004 045-440-3027

ダイハツ横浜南販売 株式会社

神奈川県横浜市港南区下永谷1-1-8

045-824-1353 045-824-7893

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

AUTO SERVICE MIZOI

神奈川県横浜市都筑区南山田町4630

045-620-2122 045-620-2124

有限会社 中村モーターサービス

神奈川県横浜市戸塚区名瀬町45

045-811-1322 045-812-3694

神奈川トヨタ自動車株式会社 旭今宿店

神奈川県横浜市旭区今宿西町179-1

0120-347811

神奈川トヨタ自動車株式会社 希望ヶ丘店

神奈川県横浜市旭区東希望ヶ丘11-1

0120-382611

共立自動車株式会社

神奈川県横浜市旭区南本宿町147-4

045-351-1453 045-351-1464

神奈川トヨタ自動車株式会社 二俣川U-Carセンター 神奈川県横浜市旭区本村町41-3

045-365-1422

神奈川トヨタ自動車株式会社 金沢店

神奈川県横浜市金沢区六浦東3丁目29-10

0120-408611

神奈川トヨタ自動車株式会社 戸塚店

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町183

0120-342611

神奈川トヨタ自動車株式会社 東戸塚店

神奈川県横浜市戸塚区平戸1丁目16-44

0120-342411

神奈川トヨタ自動車株式会社 港南店

神奈川県横浜市港南区日野7丁目1-5

0120-347411

神奈川トヨタ自動車株式会社 トレッサ横浜店

神奈川県横浜市港北区師岡町700

0120-318711

神奈川トヨタ自動車株式会社 マイクス横浜本店

神奈川県横浜市神奈川区栄町7-1

0120-787311

神奈川トヨタ自動車株式会社 青葉台店

神奈川県横浜市青葉区つつじが丘1-10

0120-287811

神奈川トヨタ自動車株式会社 中田店

神奈川県横浜市泉区中田南1丁目16-33

0120-347311

ネッツトヨタ神奈川 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

神奈川トヨタ自動車株式会社 中店

神奈川県横浜市中区扇町3丁目10-5

0120-924546

神奈川トヨタ自動車株式会社 ステーションハウス鶴
神奈川県横浜市鶴見区向井町1-37
見

0120-134311

神奈川トヨタ自動車株式会社 港北ニュータウン店

神奈川県横浜市都筑区荏田南5丁目18-61

0120-293911

神奈川トヨタ自動車株式会社 池辺店

神奈川県横浜市都筑区池辺町4901-1

0120-318411

神奈川トヨタ自動車株式会社 センター北店

神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目1-33

0120-022311

神奈川トヨタ自動車株式会社 南店

神奈川県横浜市南区吉野町5-25

0120-325311

神奈川トヨタ自動車株式会社 保土ヶ谷店

神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川3丁目18-12 0120-341411

有限会社並美木モータース ロータス ナミキ・スバ
ルショップ上星川

神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川3丁目18-12 045-371-7061 045-371-6058

有限会社中川自動車

神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町96

045-351-7472

トヨタカローラ神奈川 二俣川店

神奈川県横浜市旭区さちが丘43

045-365-2211

ネッツトヨタ神奈川 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

ネッツトヨタ神奈川 U-Car東名横浜

神奈川県横浜市旭区上川井町2163-5

045-921-5515

横浜トヨペット株式会社 鶴ケ峰店

神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-46-21

045-952-1511

横浜トヨペット株式会社 希望ケ丘店

神奈川県横浜市旭区東希望ヶ丘146-1

045-364-3111

トヨタカローラ神奈川 鶴ヶ峰店

神奈川県横浜市旭区白根3-1-2

045-952-2111

有限会社守屋モータース

神奈川県横浜市旭区上白根町838

045-953-4684 045-953-4695

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

横浜トヨペット株式会社 ビークルステーション根岸

神奈川県横浜市磯子区東町14

045-751-1313

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

金井自動車工業株式会社

神奈川県横浜市栄区金井町285

045-851-2098

トヨタカローラ神奈川 大船店

神奈川県横浜市栄区公田町242

045-892-3101

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

ホンダカーズ神奈川中株式会社 釜利谷店

神奈川県横浜市金沢区釜利谷東4-49-11

045-701-0101

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

株式会社タックス横浜 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

横浜トヨペット株式会社 金沢Ｕ−Ｃａｒセンター

神奈川県横浜市金沢区片吹69-14

045-701-2341

トヨタカローラ神奈川 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

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 045-864-0221

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

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

ホンダカーズ神奈川中株式会社 東戸塚店

神奈川県横浜市戸塚区前田町503-6

045-824-1571

トヨタカローラ神奈川 戸塚中継店

神奈川県横浜市戸塚区町汲沢町1209-1

045-871-1133

トヨタカローラ神奈川 東戸塚店

神奈川県横浜市戸塚区品濃町511-6

045-824-4311

ホンダカーズ神奈川中株式会社 U-Select平戸

神奈川県横浜市港南区下永谷6-4-23

045-823-7436

ホンダカーズ神奈川中株式会社 平戸店

神奈川県横浜市港南区下永谷6-4-30

045-821-1221

ネッツトヨタ神奈川 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

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

横浜トヨペット株式会社 港南Ｕ−Ｃａｒセンター

神奈川県横浜市港南区日野中央2-13-8

045-841-6122

株式会社ホンダクリオ共立 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

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

045-534-2311

トヨタカローラ神奈川 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

横浜トヨペット株式会社 GRガレージ トレッサ横浜

神奈川県横浜市港北区師岡町700 北棟2F

045-534-2400

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
045-533-5161 045-533-5162
浜南棟

ネッツトヨタ神奈川 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

株式会社ホンダクリオ共立 Honda Cars 川崎 USelect 港北インター

神奈川県横浜市港北区小机町1728-1

045-473-7111

トヨタカローラ神奈川 新羽店

神奈川県横浜市港北区新羽町1623

045-543-1111

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 045-594-2635

横浜トヨペット株式会社 港北Ｕ−Ｃａｒセンター

神奈川県横浜市港北区大倉山1-27-1

045-543-2371

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丁目27-1

045-541-2111

株式会社ホンダクリオ共立 港北店

神奈川県横浜市港北区鳥山町793

045-474-3311

トヨタカローラ神奈川 神奈川店

神奈川県横浜市神奈川区広台太田11-12

045-321-7111

株式会社ホンダクリオ共立 ボディサービス横浜セン
神奈川県横浜市神奈川区菅田町2736-1
ター

045-548-5470

モービルオート株式会社

神奈川県横浜市神奈川区星野町３

045-453-1129

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

有限会社ガレージ相沢

神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東4-2-7

045-364-0773 045-366-0442

トヨタカローラ神奈川 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

横浜トヨペット株式会社 ビークルステーション瀬谷

神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2-31-2

045-306-0388

有限会社石井モータース

神奈川県横浜市西区浅間町1丁目9-5

045-311-6178

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

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

トヨタカローラ神奈川 荏田店

神奈川県横浜市青葉区荏田町430

045-911-5111

トヨタカローラ神奈川 青葉台店

神奈川県横浜市青葉区榎が丘3-8

045-981-4111

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

有限会社トユダモータース

神奈川県横浜市泉区中田南3丁目7-1

045-802-8533 045-802-8510

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

ネッツトヨタ神奈川 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

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

トヨタカローラ神奈川 関内店

神奈川県横浜市中区相生町2-46

045-681-0211

トヨタカローラ神奈川 鶴見末吉店

神奈川県横浜市鶴見区上末吉5-14-9

045-581-1111

株式会社ホンダクリオ共立 鶴見北店

神奈川県横浜市鶴見区尻手2-6-1

045-580-5611

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

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

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

株式会社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ケ崎南4-1-39

045-949-1177

ネッツトヨタ神奈川 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

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 045-500-9546

有限会社サンケイ自動車

神奈川県横浜市都筑区池辺町3424

045-932-9339 045-932-9442

株式会社グリーンフラッグ

神奈川県横浜市都筑区池辺町3749-1

045-937-3400 045-937-3380

KAK MOTORS

神奈川県横浜市都筑区池辺町4491-2

045-548-4302 045-548-4304

ネッツトヨタ神奈川 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

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

横浜トヨペット株式会社 ビークルステーション中川

神奈川県横浜市都筑区中川1丁目9-1

045-912-1711

ネッツトヨタ神奈川 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

株式会社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

株式会社ホンダクリオ共立 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

トヨタカローラ神奈川 NT仲町台店

神奈川県横浜市都筑区仲町台5-1-2

045-941-5111

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

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

横浜トヨペット株式会社 保土ケ谷店

神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町2-160-7

045-333-1331

トヨタカローラ神奈川 横浜店

神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町65

045-711-3111

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

トヨタカローラ神奈川 中山店

神奈川県横浜市緑区上山2-24-1

045-932-2311

有限会社中山モータース

神奈川県横浜市緑区台村町186

045-931-2456

トヨタカローラ神奈川 霧が丘店

神奈川県横浜市緑区霧が丘2-15-7

045-922-3511

小川自動車

神奈川県海老名市大谷北1-9-30

046-231-1747

東名自動車工業株式会社

神奈川県海老名市社家5丁目2-6

046-238-2911

有限会社エビナ自動車工業 第二工場

神奈川県海老名市河原口1丁目4-10

046-292-7007 046-234-2322

有限会社エビナ自動車工業

神奈川県海老名市河原口1丁目1-20

046-231-0463 046-231-5641

トヨタカローラ神奈川 厚木海老名店

神奈川県海老名市河原口4-5-14

046-231-1511

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

ネッツトヨタ神奈川 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

横浜トヨペット株式会社 海老名Ｕ−Ｃａｒセンター

神奈川県海老名市中央3-2-23

046-234-2411

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

神奈川トヨタ自動車株式会社 大船店

神奈川県鎌倉市岩瀬1333

0120-354611

神奈川トヨタ自動車株式会社 鎌倉店

神奈川県鎌倉市笛田1丁目1-25

0120-412511

ディーワークス株式会社

神奈川県鎌倉市関谷770

0467-43-1003

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

有限会社丸安自動車

神奈川県鎌倉市台3丁目2-2

0467-46-4667

ネッツトヨタ神奈川 ウエインズ大船店

神奈川県鎌倉市大船4-17-21

0467-46-0010

ネッツトヨタ神奈川 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

ホンダカーズ神奈川中株式会社 鎌倉西店

神奈川県鎌倉市笛田1-2-39

0467-46-7880

神奈川トヨタ自動車株式会社 茅ヶ崎店

神奈川県茅ヶ崎市矢畑1057-1

0120-447811

横浜トヨペット株式会社 茅ケ崎店

神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-10-18

0467-82-4111

ネッツトヨタ神奈川 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

株式会社 ピースオート

神奈川県厚木市及川1098-1

046-258-9881 046-258-9882

神奈川トヨタ自動車株式会社 厚木U-Carセンター

神奈川県厚木市恩名1丁目6-65

046-224-1161

神奈川トヨタ自動車株式会社 厚木店

神奈川県厚木市田村町8-21

0120-473511

トヨタカローラ神奈川 東名厚木店

神奈川県厚木市愛甲東1-25-5

046-228-2111

ネッツトヨタ神奈川 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

森脇モータース

神奈川県厚木市下荻野1286-6

046-241-1241

トヨタカローラ神奈川 厚木荻野店

神奈川県厚木市下荻野1390

046-241-5111

株式会社長谷川兄弟自動車

神奈川県厚木市関口848-3

046-245-0055

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 046-220-6261

有限会社M・ファクトリー

神奈川県厚木市妻田西1丁目29-5

046-244-4947 046-205-4903

有限会社山善自動車整備工場

神奈川県厚木市飯山444

046-241-1948

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

株式会社MIC オートキヨスク寒川

神奈川県高座郡寒川町一之宮2丁目23-14

0467-74-2501

株式会社寒川自動車整備工場

神奈川県高座郡寒川町一之宮8丁目2-27

0467-74-2053

トヨタカローラ神奈川 寒川店

神奈川県高座郡寒川町岡田3-3-10

0467-74-0211

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

神奈川トヨタ自動車株式会社 相武台店

神奈川県座間市相武台1丁目9-18

0120-565411

濱島カーズ・サービス株式会社

神奈川県座間市栗原中央3丁目25-31

046-206-5960 046-206-5965

ネッツトヨタ神奈川 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

三晃オートサービス

神奈川県座間市小松原2丁目19-15

046-255-0386

トヨタカローラ神奈川 座間店

神奈川県座間市相武台1-5-50

046-253-5111

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

株式会社ネクステラ ガリバーR246座間店

神奈川県座間市南栗原6−1−35

046-254-1300

神奈川トヨタ自動車株式会社 小田原店

神奈川県小田原市中里288-2

0120-676611

有限会社カーファッション ヒロ

神奈川県小田原市鴨宮630

0465-47-2380 0465-47-2381

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

ネッツトヨタ神奈川 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

有限会社坂田自動車整備工場

神奈川県小田原市中里174-10

0465-47-7791 0465-47-7849

横浜トヨペット株式会社 i-connect ダイナシティ

神奈川県小田原市中里208 小田原ダイナシティ
0465-48-6011
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トヨタカローラ神奈川 小田原店

神奈川県小田原市東町5-14-4

0465-34-9111

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

有限会社畠山自動車

神奈川県小田原市南板橋2- 220

0465-22-0200

横浜トヨペット株式会社 鴨宮Ｕ−Ｃａｒセンター

神奈川県小田原市飯泉222-1

0465-49-1211

神奈川トヨタ自動車株式会社 秦野店

神奈川県秦野市平沢250-1

0120-673711

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

有限会社田原モータース

神奈川県秦野市東田原456

0463-81-9506

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 0463-68-6767

株式会社アース自動車

神奈川県秦野市平沢167-1

0463-20-8672

トヨタカローラ神奈川 秦野店

神奈川県秦野市平沢381

0463-81-7111

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

ネッツトヨタ神奈川 U-Car秦野

神奈川県秦野市平沢518

0463-84-0010

ネッツトヨタ神奈川 ウエインズ２４６秦野店

神奈川県秦野市平沢524

0463-81-7371

有限会社須山モーターサービス

神奈川県秦野市名古木15

0463-81-0274

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

ネッツトヨタ神奈川 ウエインズ逗子店

神奈川県逗子市久木3-5-3

046-871-8111

逗子モータース

神奈川県逗子市桜山2丁目7-41

046-871-4276

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

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

オニキス高津 株式会社オートランド

神奈川県川崎市高津区久地4丁目3-6

044-833-2727 044-844-9422

有限会社佐々木電装

神奈川県川崎市高津区久末249

044-755-8764

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

神奈川トヨタ自動車株式会社 GR Garage MASTER
神奈川県川崎市宮前区土橋1丁目15-1
ONE 東名川崎

044-870-8311

神奈川トヨタ自動車株式会社 宮前平店

神奈川県川崎市宮前区土橋1丁目15-2

0120-254711

神奈川トヨタ自動車株式会社 新加瀬店

神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目31-19

0120-142611

神奈川トヨタ自動車株式会社 中原U-Carセンター

神奈川県川崎市高津区子母口327

044-788-1211

神奈川トヨタ自動車株式会社 中原店

神奈川県川崎市高津区子母口516

0120-252311

神奈川トヨタ自動車株式会社 川崎店

神奈川県川崎市川崎区元木1丁目1-1

0120-124311

神奈川トヨタ自動車株式会社 ジョイパーク川崎

神奈川県川崎市川崎区元木1丁目4-1

044-230-2155

神奈川トヨタ自動車株式会社 登戸店

神奈川県川崎市多摩区長尾1丁目11-1

0120-263811

神奈川トヨタ自動車株式会社 麻生店

神奈川県川崎市麻生区上麻生7丁目23-22

0120-264811

有限会社麻生自動車

神奈川県川崎市麻生区下麻生3丁目10-12

044-988-8370 044-989-3091

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

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

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 044-977-5792

ネッツトヨタ神奈川 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

ホンダカーズ神奈川中株式会社 宮前平店

神奈川県川崎市宮前区土橋2-11-1

044-852-6644

有限会社北栄自動車

神奈川県川崎市宮前区東有馬5-23-10

044-855-7571

株式会社ホンダクリオ共立 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

株式会社ホンダクリオ共立 東名川崎店（本社）

神奈川県川崎市宮前区馬絹1丁目7-9

044-855-5611

横浜トヨペット株式会社 向ケ丘Ｕ−Ｃａｒセンター

神奈川県川崎市宮前区平1-4-11

044-852-1011

ネッツトヨタ神奈川 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

トヨタカローラ神奈川 加瀬店

神奈川県川崎市幸区南加瀬4-12-34

044-599-1111

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

トヨタカローラ神奈川 溝ノ口店

神奈川県川崎市高津区下作延4-9-7

044-852-2411

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 044-820-2247

株式会社ホンダクリオ共立 中原店

神奈川県川崎市高津区子母口336

044-755-1011

株式会社ホンダクリオ共立 Honda Cars 川崎 USelect 中原

神奈川県川崎市高津区明津198-1

044-788-3711

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

有限会社伊藤モーター商会

神奈川県川崎市川崎区台町16-3

044-288-2458 044-288-2459

ホンダカーズ神奈川中株式会社 川崎大師店

神奈川県川崎市川崎区大島5-15-1

044-245-2655

トヨタカローラ神奈川 川崎店

神奈川県川崎市川崎区日進町22-10

044-244-8111

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

トヨタカローラ神奈川 多摩店

神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-3-18

044-945-6111

ホンダカーズ神奈川中株式会社 多摩店

神奈川県川崎市多摩区枡形1-6-1

044-930-2626

トヨタカローラ神奈川 丸子店

神奈川県川崎市中原区丸子道1-634

044-411-4111

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

ホンダカーズ神奈川中株式会社 元住吉店

神奈川県川崎市中原区木月3-32-11

044-433-5544

ネッツトヨタ神奈川 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

トヨタカローラ神奈川 新百合ヶ丘店

神奈川県川崎市麻生区古沢70-1

044-951-3111

横浜トヨペット株式会社 新百合ケ丘店

神奈川県川崎市麻生区上麻生1-18-2

044-966-1171

ネッツトヨタ神奈川 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

神奈川トヨタ自動車株式会社 淵野辺店

神奈川県相模原市中央区東淵野辺4丁目1-23

0120-532011

神奈川トヨタ自動車株式会社 ジョイパーク相模原

神奈川県相模原市中央区矢部1丁目6-18

042-730-2155

神奈川トヨタ自動車株式会社 相模大野店

神奈川県相模原市南区上鶴間1丁目13-17

0120-449511

神奈川トヨタ自動車株式会社 相模原店

神奈川県相模原市緑区橋本台1丁目2-1

0120-474511

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 042-786-6930

ネッツトヨタ神奈川 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

ネッツトヨタ神奈川 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

信栄自動車工業有限会社

神奈川県相模原市中央区星が丘2丁目14-3

042-757-2828

トヨタカローラ神奈川 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

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 042-773-8695

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

横浜トヨペット株式会社 橋本Ｕ−Ｃａｒセンター

神奈川県相模原市中央区清新5-23-12

042-773-5254

有限会社篠崎モータース

神奈川県相模原市中央区田名8421-1

042-778-1669

株式会社トータス 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

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

株式会社ヤマザキ

神奈川県相模原市中央区東淵野辺5丁目8-13

042-754-5739

株式会社コクピット城山

神奈川県相模原市中央区南橋本3-9-1

042-774-3701 042-774-3702

ネッツトヨタ神奈川 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

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 042-738-3233

ネッツトヨタ神奈川 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

有限会社小林モータース

神奈川県相模原市南区西大沼1丁目6−8

042-757-3923

トヨタカローラ神奈川 相模原店

神奈川県相模原市南区大野台1-2-6

042-752-6111

横浜トヨペット株式会社 相模原中央Ｕ−Ｃａｒセンター 神奈川県相模原市南区大野台2-1-5

042-758-6011

池田自動車工業株式会社

神奈川県相模原市南区大野台2丁目1-13

042-754-8217

有限会社斉藤自動車整備工場

神奈川県相模原市緑区三ケ木672-1

042-784-1029

有限会社山口商会

神奈川県相模原市緑区若柳974-1

042-685-0006

トヨタカローラ神奈川 橋本店

神奈川県相模原市緑区西橋本1-23-2

042-773-2911

天野商会

神奈川県相模原市緑区青根1420-1

042-787-1263

トヨタカローラ神奈川 津久井店

神奈川県相模原市緑区太井141

042-784-2511

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

有限会社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 042-785-7155

ネッツトヨタ神奈川 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

神奈川トヨタ自動車株式会社 湯河原店

神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目1-14

0120-632311

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丁目5-5

0465-82-2344

藤沢自動車株式会社

神奈川県足柄上郡大井町金手1078

0465-83-3521 0465-83-3545

神奈川トヨタ自動車株式会社 大井松田店

神奈川県足柄上郡大井町金子325

0120-673811

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

有限会社和田自動車工業

神奈川県足柄上郡山北町岸10-5

0465-75-0651

トヨタカローラ神奈川 大井松田店

神奈川県足柄上郡大井町金子133

0465-83-6111

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 0465-83- 6571

ネッツトヨタ神奈川 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

有限会社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 0465-81-6739

大和自動車 株式会社

神奈川県大和市深見台1丁目7-28

046-261-6155

神奈川トヨタ自動車株式会社 大和店

神奈川県大和市下鶴間2丁目11-15

0120-408211

神奈川トヨタ自動車株式会社 ジョイパーク大和

神奈川県大和市深見西6丁目7-23

046-261-1241

有限会社山口自動車商会

神奈川県大和市下鶴間2779

046-274-1391

ネッツトヨタ神奈川 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

株式会社ヒロクニ

神奈川県大和市下鶴間2丁目8-25

046-262-1692

トヨタカローラ神奈川 長後店

神奈川県大和市下和田732

046-268-1511

相和電装株式会社

神奈川県大和市上草柳8丁目2-16

046-261-3930 046-264-2429

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

トヨタカローラ神奈川 大和店

神奈川県大和市深見東2-1-14

046-262-1101

藤巻オート商会

神奈川県大和市西鶴間5丁目2-15

046-261-3005

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

有限会社大道自動車

神奈川県藤沢市遠藤2011-4

0466-86-6577 0466-86-6578

株式会社 ビーワン

神奈川県藤沢市長後1996

0466-41-0010 0466-41-0009

神奈川トヨタ自動車株式会社 湘南台店

神奈川県藤沢市湘南台5丁目14-2

0120-446411

神奈川トヨタ自動車株式会社 辻堂店

神奈川県藤沢市辻堂神台2丁目1-33

0120-446311

神奈川トヨタ自動車株式会社 湘南藤沢店

神奈川県藤沢市辻堂東海岸1丁目3-6

0120-448711

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

ネッツトヨタ神奈川 U-Car湘南台

神奈川県藤沢市亀井野1-15-5

0466-83-5010

トヨタカローラ神奈川 湘南台店

神奈川県藤沢市亀井野352-1

0466-46-5611

ジェームス湘南台店

神奈川県藤沢市湘南台 7-26-1

0466-46-4646 0466-46-4900

横浜トヨペット株式会社 ビークルステーション湘南
台

神奈川県藤沢市湘南台1-22-8

0466-43-1181

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

ネッツトヨタ神奈川 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

ネッツトヨタ神奈川 ウエインズ秋葉台店

神奈川県藤沢市石川6-4-13

0466-87-8521

横浜トヨペット株式会社 ビークルステーション藤沢

神奈川県藤沢市大庭5403-12

0466-88-5711

ネッツトヨタ神奈川 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

トヨタカローラ神奈川 藤沢店

神奈川県藤沢市辻堂神台2-12

0466-34-1101

株式会社湘南ブレーキセンター

神奈川県平塚市大島778-1

0463-55-1816 0463-54-5978

神奈川トヨタ自動車株式会社 平塚四之宮店

神奈川県平塚市四之宮6丁目9-24

0120-574711

有限会社マサイ自動車

神奈川県平塚市横内2328

0463-55-0950

ネッツトヨタ神奈川 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

ネッツトヨタ神奈川 U-Car平塚西

神奈川県平塚市桜ケ丘3-46

0463-34-8411

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

ネッツトヨタ神奈川 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

ネッツトヨタ神奈川 U-Car平塚

神奈川県平塚市四之宮7-1-5

0463-55-7528

ネッツトヨタ神奈川 レクサス平塚

神奈川県平塚市四之宮7-1-6

0463-54-0932

有限会社アルティメット

神奈川県平塚市天沼5-19

0463-24-5600 0463-24-5625

トヨタカローラ神奈川 平塚店

神奈川県平塚市田村4-2-37

0463-54-3411

トヨタカローラ神奈川 平塚西店

神奈川県平塚市平塚5-22-13

0463-35-2711

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

株式会社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

有限会社小川自動車整備工場

神奈川県平塚市纒375

0463-32-7317 0463-32-7418

新潟県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

沖モータース

新潟県阿賀野市北本町16-16

0250-62-2770

有限会社山田モーターサービス

新潟県阿賀野市山口町2丁目8-25

0250-62-0066

株式会社タカラ自動車

新潟県阿賀野市保田4010-1

0250-68-2245

パシフィックモーター 株式会社

新潟県燕市大曲660

0256-63-8411

三栄自動車販売株式会社

新潟県燕市大曲3651

0256-64-3868

海津電機

新潟県燕市笹曲1-25

0256-97-3182 0256-97-1280

タイヤ天国 分水店

新潟県燕市新興野12-99

0256-98-2388 0256-98-2353

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137-1

0256-93-3328 0256-93-3329

タイヤ天国 吉田店

新潟県燕市吉田3695

0256-92-4747 0256-92-7761

ONE＆PEACE株式会社 オートガーデン サンスポッ
新潟県燕市井土巻3-13
ト 燕三条店

0256-47-0222 0256-47-0202

Honda Cars新潟県央燕店

新潟県燕市井土巻5丁目172

0256-62-3322 0256-64-2783

株式会社青又商店

新潟県燕市燕1229-3

0256-63-5315

青木モータース

新潟県燕市佐渡2392

0256-63-4086 0256-63-4081

燕モータース 株式会社

新潟県燕市桜町253

0256-63-2367

有限会社星商会 本社工場

新潟県燕市笹曲1-9

0256-97-2135

燕東栄自動車 株式会社

新潟県燕市水道町1丁目2-3

0256-63-4567

株式会社 カワカミ

新潟県燕市長辰5977

0256-97-1577 0256-97-1578

株式会社 メカドック石黒

新潟県燕市杣木2307-3

0256-64-2596

有限会社長谷川自動車

新潟県燕市分水向陽5-34

0256-97-2073

有限会社 オートライフ川口

新潟県加茂市千刈3丁目14-24

0256-53-2813

有限会社 坪谷オート商会

新潟県加茂市加茂新田3531-3

0256-52-8397 0256-53-2619

明雅車体工業所

新潟県加茂市陣ケ峰6-6

0256-52-1561

山下輪店

新潟県加茂市大字鵜森404-8

0256-52-6437

有限会社 萱森自動車整備工場

新潟県加茂市柳町1丁目3-2

0256-52-2299

ホンダカーズ魚沼 魚沼店

新潟県魚沼市井口新田578-10

025-792-0619

株式会社 新潟ダイハツモータース 小出

新潟県魚沼市下倉68-3

025-794-3562 025-794-4362

株式会社ピットワン

新潟県魚沼市下倉527

025-794-6111

有限会社 森山自動車工業

新潟県魚沼市佐梨910

025-792-1707

北魚沼農協広瀬車輌センター

新潟県魚沼市並柳1617-2

025-799-2162 025-799-3540

株式会社 新潟ダイハツモータース 今町

新潟県見附市今町5丁目44-13

0258-66-0333 0258-66-7021

Honda Cars 長岡東 見附南店 有限会社久住商会 新潟県見附市新幸町4-3

0258-61-5530

有限会社 鈴木自動車整備工場

新潟県五泉市中野橋甲565-1

0250-58-3415 0250-58-8858

株式会社 吉忠

新潟県五泉市論瀬14

0250-43-3210

日産プリンス新潟販売株式会社 五泉店

新潟県五泉市駅前1-12-12

0250-42-6105

有限会社 三根山商会

新潟県五泉市伊勢の川4-59

0250-42-6322

有限会社久住商会 五泉店

新潟県五泉市荻曽根63-1

0250-42-3000

有限会社 共栄商会

新潟県五泉市今泉174-2

0250-43-1311

株式会社 新潟ダイハツモータース 五泉

新潟県五泉市三本木3丁目4-13

0250-43-1131 0250-43-1765

有限会社 三洋モータース

新潟県五泉市寺沢5丁目1-1

0250-42-5873

有限会社村松自動車

新潟県五泉市本田屋1374-1

0250-58-7535 0250-58-3113

日産プリンス新潟販売株式会社 日産佐渡販売

新潟県佐渡市東大通861-1

0259-52-3923

羽茂農業協同組合 羽茂農協車輛機械センター

新潟県佐渡市羽茂本郷482-4

0259-88-2146

有限会社 岩崎電機

新潟県佐渡市窪田170-1

0259-52-3310

佐渡農業協同組合

新潟県佐渡市原黒300-1

0259-27-6161

有限会社 ワタナベオート

新潟県佐渡市長江894-1

0259-27-5205

株式会社 新潟ダイハツモータース 佐渡

新潟県佐渡市八幡町字鴨摺311

0259-57-2191 0259-57-2193

有限会社 吉田自動車工業

新潟県佐渡市両津湊193

0259-27-2388

有限会社 本多自動車

新潟県三条市大島4661-6

0256-34-1062 0256-34-6929

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 0256-35-4348

土田商会

新潟県三条市上保内乙278-5

0256-38-8057

Honda Cars新潟県央三条店

新潟県三条市塚野目2丁目9-1

0256-34-7575

株式会社 藤田自動車

新潟県三条市三竹2-14-17

0256-32-2861 0256-32-2147

日産プリンス新潟販売株式会社 三条店

新潟県三条市上須頃340

0256-33-1259

中古車販売オーシャンデザイン三条店 株式会社
AOZORA COMPANY

新潟県三条市興野3-14-37-4

0256-64-8919 0256-64-8920

有限会社目黒モータース

新潟県三条市下坂井14-15

0256-34-7155 0256-34-7156

株式会社えちごホールディングス

新潟県三条市善久寺3007-1

0256-64-8255 0256-64-8256

マルソー 株式会社

新潟県三条市月岡字綾ノ前2783-1

0256-34-3101

下田自動車株式会社

新潟県三条市高屋敷59-7

0256-46-2245 0256-46-3106

有限会社 コジマオート

新潟県三条市笹岡3061

0256-46-2413 0256-46-5066

株式会社 藤田自動車

新潟県三条市三竹2丁目14-17

0256-32-2861

石山自動車株式会社

新潟県三条市上須頃399

0256-32-5583

外山オート商会

新潟県三条市新光町12-43-5

0256-35-3388

タイヤ館 三条店

新潟県三条市須頃1丁目65

0256-33-7650 0256-33-7651

有限会社 保科自動車

新潟県三条市西大崎3丁目20-39

0256-38-5099

garage T.S

新潟県三条市西中953

0256-35-7350 0256-35-7350

Honda Car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

三新自動車株式会社 大崎サービスセンター

新潟県三条市中新19-8

0256-38-4590

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5-8

0256-32-2711

株式会社 新潟ダイハツモータース 三条

新潟県三条市塚野目5丁目7-11

0256-32-6021 0256-32-6022

有限会社カーオート渡辺

新潟県三条市八幡町1-17

0256-33-3859 0256-33-3529

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 0256-36-5480

丸正自動車 株式会社

新潟県三条市北新保2丁目7-18

0256-32-1824 0256-32-1829

有限会社越佐商店

新潟県三条市本町5丁目3-23

0256-33-2445

新井電機株式会社 糸魚川営業所

新潟県糸魚川市竹ケ花641

025-552-3155

カーサービスMHA

新潟県糸魚川市大字厚田字城ノ越442-1

025-555-7824 025-555-7825

株式会社中央自動車

新潟県糸魚川市大字平牛293

025-552-1134

グッドガレージ

新潟県糸魚川市大和川1046-1

025-553-0760 025-553-0761

株式会社 新潟ダイハツモータース 糸魚川

新潟県糸魚川市大和川字三反田1135

025-552-1195 025-552-1170

株式会社 田村自動車

新潟県十日町市河内町5-13

025-757-1151 025-757-1150

株式会社 シーエス川西

新潟県十日町市中屋敷139

025-761-0222 025-761-0223

十日町自動車 株式会社

新潟県十日町市高田町6丁目777-1

025-757-8279 025-757-4538

株式会社シーエス十日町

新潟県十日町市下条3丁目545-3

0257-55-2144

増田輪業株式会社

新潟県十日町市下川原町34-1

025-752-2468 025-752-5759

博榮自動車販売 株式会社

新潟県十日町市錦町1丁目841-11

025-752-3465

株式会社 新潟ダイハツモータース 十日町

新潟県十日町市高山3丁目812-1

025-757-2195 025-752-5412

アントヴィジョン株式会社 利工モータース

新潟県十日町市高田町6丁目1029-1

025-752-4563

株式会社岡村自動車

新潟県十日町市高田町6丁目681-1

025-757-2240

株式会社 カーショップみなみ

新潟県十日町市四日町2184

025-752-7121

大島自動車株式会社 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 025-757-1552

ボディショップ名古屋

新潟県十日町市新座甲551-7

025-752-5431

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

株式会社エムズオート販売

新潟県十日町市西本町1-399-18

025-750-5330

小川自動車 株式会社

新潟県十日町市西本町1丁目450-11

025-752-2822

有限会社 佐藤輪店

新潟県十日町市中条己2922-2

025-757-8177

株式会社 ぴっとランドCarエル中星

新潟県十日町市田沢本村甲263-1

025-763-2365

三洋自動車 株式会社

新潟県十日町市南新田町1-1

025-757-2135 025-752-4672

株式会社 エムズオート販売

新潟県十日町西本町1丁目399-18

025-750-5330 025-750-5331

株式会社 岡村商店自動車整備工場

新潟県小千谷市大字千谷甲1837-4

0258-82-4513

株式会社 魚沼自工

新潟県小千谷市城内1丁目5-23

0258-82-4174

有限会社渡辺自動車整備工場

新潟県小千谷市大字ひ生甲2203-1

0258-83-2119 0258-83-2143

有限会社山岸モーター商会

新潟県上越市大島区大平5336

025-594-3235 025-594-3325

有限会社 日和自動車

新潟県上越市大字上源入153-30

025-543-9127 025-543-9697

株式会社ファミリー・オート

新潟県上越市大字下源入325-3

025-545-3939 025-544-0251

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

小池電装株式会社 本社

新潟県上越市大字三田新田235-22

025-520-9961 025-520-9962

小池電装株式会社 工場事務所

新潟県上越市安江3丁目444-11

025-520-9961 025-520-9962

F.T.S

新潟県上越市柿崎区江島新田515-1

025-535-4701

株式会社 橋詰商会

新潟県上越市中郷区板橋470-1

0255-74-2153 0255-74-2215

株式会社 椿自動車

新潟県上越市中郷区二本木838-1

0255-74-2245

日産プリンス新潟販売株式会社 マイカー上越店

新潟県上越市藤巻7-52

025-521-5513

丸山自動車工業株式会社

新潟県上越市浦川原区顕聖寺63-1

025-599-2121 025-599-2090

有限会社鈴木商会

新潟県上越市柿崎区柿崎5794-1

025-536-3272 025-536-3608

有限会社 田中輪業

新潟県上越市吉川区原之町2535-1

025-548-3386 025-548-3386

大島自動車販売 株式会社

新潟県上越市高土町1丁目8-8

025-524-0011 025-524-9830

有限会社栃沢商会

新潟県上越市寺町1丁目9-3

025-525-2566 025-525-5855

越後ホンダ販売株式会社 ギャラリー店

新潟県上越市寺町25-1

025-523-2055

有限会社 アイビーオート

新潟県上越市寺町32

025-521-1200

上越電装 株式会社

新潟県上越市新光町1丁目1-3

025-543-4323

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

株式会社 高田モータース

新潟県上越市西城町1丁目12-33

025-524-2131

新井電機株式会社

新潟県上越市石橋2丁目1-71

025-543-3478

タイヤセレクト上越

新潟県上越市大豆1丁目9-25

025-523-0030 025-523-0029

株式会社 名立モーター商会

新潟県上越市名立区名立小泊449-2

025-537-2402

名立運送株式会社 自動車整備工場

新潟県上越市名立区名立大町1057-1

025-537-2106

株式会社 新潟ダイハツモータース 上越

新潟県上越市木田2丁目1-57

025-524-6146 025-524-6140

カーショップラッシュ

新潟県新潟市秋葉区草水町1丁目6-20

0250-24-3500 0250-24-3500

株式会社 坂井自動車

新潟県新潟市秋葉区新保3513

0250-38-2170

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

株式会社マルイチ風間自動車

新潟県新潟市江南区北山285−7

025-277-2468

株式会社 新潟ダイハツモータース 配車センター

新潟県新潟市江南区木津1丁目7-55

025-385-4060 025-385-4435

小野自動車 有限会社

新潟県新潟市江南区花ノ牧318-1

025-280-2225

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9-7

025-284-1105 025-285-3922

有限会社早川オート

新潟県新潟市中央区白山浦2丁目652−14

025-267-9022 025-230-3582

株式会社本多オート

新潟県新潟市中央区網川原1丁目15-13

025-283-2000 025-285-1682

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 025-286-1169

株式会社CAR SELECTION

新潟県新潟市中央区弁天橋通1-8-4

025-287-3890 025-384-4024

株式会社 イエストサービス

新潟県新潟市西蒲区津雲田550

0256-82-2327

株式会社 新潟ダイハツモータース 研修センター

新潟県新潟市西蒲区巻甲4830-1

0256-70-1150 0256-70-1151

武田自動車株式会社

新潟県新潟市西区亀貝2487-6

025-269-2536 025-269-2536

中古車販売オーシャンデザイン亀田店 株式会社
AOZORA COMPANY

新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

025-211-4193 025-211-4139

スタイルコクピット 新潟青山

新潟県新潟市西区東青山1-4-1

025-233-8381

有限会社 アルプスオート

新潟県新潟市西区山田3350

025-265-8030 025-265-6990

株式会社TOKAI 新潟営業所

新潟県新潟市西区流通センター6-4-1

025-264-4031 025-264-4032

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 025-287-5534

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 025-276-1418

丸新・新津カンパニー 新津石油 株式会社

新潟県新潟市東区船江町1丁目29-3

025-271-3939

株式会社 竹内電機工業所

新潟県新潟市東区臨港町3丁目4914-26

025-288-6161 025-275-7631

株式会社 関屋モータース

新潟県新潟市中央区関南町6-13

025-267-3141

日産プリンス新潟販売株式会社 マイカー昭和大橋
新潟県新潟市中央区幸西3丁目4-1
店

025-243-3911

日産プリンス新潟販売株式会社 亀田店

新潟県新潟市江南区東早通3-1-40

025-381-7811

日産プリンス新潟販売株式会社 巻店

新潟県新潟市西蒲区潟頭900-1

0256-72-4555

日産プリンス新潟販売株式会社 流通本店

新潟県新潟市西区流通1-1

025-268-4909

日産プリンス新潟販売株式会社 昭和大橋店

新潟県新潟市中央区幸西3-4-1

025-243-4111

日産プリンス新潟販売株式会社 新潟東店

新潟県新潟市東区浜谷町2丁目2-56

025-274-6421

ONE＆PEACE株式会社 オートガーデン サンスポッ
新潟県新潟市西区小新大通2丁目3161
ト 新潟小新インター店

025-201-6901 025-201-6902

Honda Cars新潟南 株式会社ホンダ北越販売 亀田
新潟県新潟市江南区東早通1丁目2-44
店

025-382-8666 025-382-8677

株式会社 新潟ダイハツモータース 部品センター

025-385-4181 025-385-3631

新潟県新潟市江南区木津1丁目14-1

株式会社 新潟ダイハツモータース 商品化センター 新潟県新潟市江南区木津工業団地4-33

025-385-4771 025-385-4548

有限会社小池自動車商会

新潟県新潟市秋葉区小須戸139-1

0250-38-2210

中沢デンソー

新潟県新潟市秋葉区小須戸3668

0250-38-2277 0250-38-2277

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丁目6-15

0250-23-4886 0250-23-4876

旭自動車工業 株式会社

新潟県新潟市秋葉区新津本町4丁目27-18

0250-22-1347 0250-22-6582

株式会社 新潟ダイハツモータース 新津

新潟県新潟市秋葉区善道町2丁目13-13

0250-21-2350 0250-25-1510

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16-20

0250-22-8900

ダイチ自動車

新潟県新潟市西蒲区井随1997

0256-86-2985

有限会社 三晴自動車

新潟県新潟市西蒲区栄町4

0256-73-2117 0256-73-3976

柏崎三菱自動車販売株式会社 巻店

新潟県新潟市西蒲区潟頭634-2

0256-72-6116

服部モーター

新潟県新潟市西蒲区巻甲3270

0256-72-4480

株式会社 新潟ダイハツモータース 巻

新潟県新潟市西蒲区巻甲4830-1

0256-72-3916 0256-72-8974

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 0256-72-8024

有限会社 カーフェイス

新潟県新潟市西蒲区曽根1456-1

0256-88-7888 0256-88-7889

北上電装

新潟県新潟市西蒲区津雲田641

0256-82-4436 0256-82-2661

カーライフ

新潟県新潟市西蒲区津雲田90

0256-82-0071

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 025-260-5800

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

株式会社 新潟ダイハツモータース 黒埼インター

新潟県新潟市西区山田字堤付2534-1

025-210-7910 025-210-7912

有限会社 渡部商事

新潟県新潟市西区小針2丁目42-2

025-265-3261 025-267-3132

有限会社 小針自動車

新潟県新潟市西区小針5丁目1-55

025-266-9435

株式会社 新潟ダイハツモータース 青山

新潟県新潟市西区青山8丁目1-14

025-265-0236 025-233-6554

有限会社青池オート販売

新潟県新潟市西区曽和395-2

025-263-2063

株式会社三協車体工業

新潟県新潟市中央区愛宕3-9-8

025-284-4009

ブロス新潟

新潟県新潟市中央区女池上山1-15-23

025-280-1678 025-280-1679

株式会社アンファング

新潟県新潟市中央区上所上2丁目3-4

025-281-8600 025-281-8611

株式会社 新潟ダイハツモータース

新潟県新潟市中央区東大通2丁目6-32

025-245-6588

株式会社 新潟ダイハツモータース 明石通

新潟県新潟市中央区東万代町4-14

025-244-9101 025-247-6054

株式会社 栄モーター

新潟県新潟市中央区米山6丁目10-8

025-241-1120

株式会社 新潟ダイハツモータース 海老ヶ瀬

新潟県新潟市東区海老ヶ瀬980-1

025-256-7600 025-256-7611

Honda Cars新潟中央 松崎店

新潟県新潟市東区新松崎2丁目5-25

025-271-4151

タイヤ館 竹尾

新潟県新潟市東区竹尾4-499-1

025-279-2233 025-279-2402

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

有限会社アートガレージ

新潟県新潟市東区竹尾641-1

025-210-7480 025-210-7481

株式会社GTモータース

新潟県新潟市東区中木戸388-1

025-290-7779 025-290-7909

株式会社 新潟ダイハツモータース 紫竹

新潟県新潟市東区南紫竹2丁目3-17

025-286-5621 025-287-0458

有限会社長岡屋自動車新潟工場

新潟県新潟市東区南紫竹2丁目7-8

025-286-4954

丸和自動車工業 株式会社

新潟県新潟市東区柳ヶ丘5-34

025-273-8832

有限会社 パワーステーション

新潟県新潟市南区下塩俵1062

025-371-2800

中古車販売オーシャンデザイン白根店 株式会社
AOZORA COMPANY

新潟県新潟市南区下塩俵1454−1

025-378-0163 025-378-0164

自動車電装品 今井商店

新潟県新潟市南区上下諏訪木147

025-372-2979 025-372-4179

Honda Cars新潟県央白根店

新潟県新潟市南区高井東1丁目2-5

025-362-5251 025-362-5579

ONE＆PEACE株式会社 オートガーデン サンスポッ
新潟県新潟市南区大通黄金3丁目1-26
ト

025-362-0333 025-362-0321

株式会社オートアールズ 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2-15

025-388-0033

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6-25

025-386-6311

株式会社長谷川鈑金

新潟県新潟市北区鳥屋字芋黒1316

025-386-2700 025-386-2920

有限会社 堀モータース

新潟県新潟市北区白新町3丁目5-35

025-387-5151

有限会社 森田自動車

新潟県新潟市北区木崎1225-1

025-386-3111

株式会社 くるまのちいさな物語

新潟県新発田市中曽根648-1

0254-23-7021

斉藤電装工業所

新潟県新発田市本田3432

0254-32-2204

日産プリンス新潟販売株式会社 マイカー新発田店 新潟県新発田市中曽根字中坪1300

0254-24-1161

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 0254-22-6324

下村車輌工業 株式会社

新潟県新発田市荒町甲472

0254-23-3161

株式会社 新潟ダイハツモータース 新発田

新潟県新発田市新栄町3丁目5-19

0254-27-2141 0254-27-5236

カイツ自動車株式会社

新潟県新発田市中曽根町3丁目13-11

0254-22-4151

株式会社五十嵐モーター

新潟県新発田市東塚ノ目430-5

0254-24-1055

松崎自動車株式会社

新潟県西蒲原郡弥彦村美山575

0256-94-2402 0256-94-2641

株式会社 恵比寿商会

新潟県村上市小川1223-1

0254-52-7651

朝日自動車

新潟県村上市塩野町136-1

0254-73-1318

有限会社サムズオート村上

新潟県村上市天神岡380-1

0254-53-6860 0254-53-6861

ブリヂストンタイヤセンター関東株式会社 村上ビー
新潟県村上市仲間町647-2
エス店

0254-52-5203 0254-52-5211

ミスタータイヤマン 村上店

新潟県村上市仲間町647-2

0254-52-5564 0254-52-5881

IGオート

新潟県村上市府屋655-109

0254-62-7622 0254-62-7623

日産プリンス新潟販売株式会社 村上店

新潟県村上市仲間町字坂下616-1

0254-53-2360

有限会社 ナカムラ自動車整備工場

新潟県村上市上助渕1201-1

0254-66-7039

秋山自動車整備

新潟県村上市中新保1130

0254-72-1631

株式会社 新潟ダイハツモータース 村上

新潟県村上市仲間町字サイカチ242-4

0254-52-5231 0254-53-2962

府屋自動車工業株式会社

新潟県村上市府屋235-4

0254-77-3166 0254-77-3167

有限会社高山自動車工業

新潟県胎内市柴橋394

0254-43-5108

有限会社博栄モータース

新潟県胎内市下高田829-1

0254-45-3288

中条電装

新潟県胎内市関沢53-2

0254-43-2900

津南町農協 車輛機械センター

新潟県中魚沼郡南町下船渡戊1630-2

025-765-3171 025-765-2436

株式会社大島自動車修理工場

新潟県長岡市大島本町3丁目11-9

0258-27-0678 0258-27-0679

ONE＆PEACE株式会社 オートガーデン サンスポッ
新潟県長岡市喜多町字鐙潟564-1
ト ながおか花火館前店

0258-25-8867 0258-25-8868

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

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

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 0258-89-8083

三光電機 株式会社

新潟県長岡市平島町3-1

0258-22-2311

日産プリンス新潟販売株式会社 マイカー長岡店

新潟県長岡市要町1丁目4-51

0258-35-0735

日産プリンス新潟販売株式会社 長岡江陽店

新潟県長岡市巻島1-3

0258-28-3333

日産プリンス新潟販売株式会社 長岡店

新潟県長岡市要町1丁目4-51

0258-35-0735

有限会社 山崎自動車

新潟県長岡市下々条4丁目7-8

0258-24-6141

タイヤ天国 長岡店

新潟県長岡市灰島新田村前112-1

0258-66-7239 0258-66-6139

株式会社 新潟ダイハツモータース 古正寺

新潟県長岡市古正寺2丁目20

0258-25-9211 0258-25-9210

タイヤ天国 長岡西

新潟県長岡市古正寺2丁目30

0258-28-2278

カーショップ宮内

新潟県長岡市鷺巣町303-1

0258-22-1889

有限会社鈴木自動車

新潟県長岡市寺泊下荒町9772-35

0258-75-2520

中古車販売オーシャンデザイン長岡店 株式会社
AOZORA COMPANY

新潟県長岡市上前島町32-1

0258-89-7950 0258-89-7951

株式会社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

Honda Cars長岡東 新組店

新潟県長岡市新組町2007

0258-24-4501 0258-24-7400

株式会社深沢オートサービス

新潟県長岡市深沢町3178-2

0258-46-8870 0258-46-8865

コクピットロフト 長岡川崎店

新潟県長岡市川崎町773-1

0258-39-2805

株式会社 北陸モーターサービス

新潟県長岡市船江町2-21

0258-32-1370

株式会社 ホンダワークス

新潟県長岡市平島1丁目65

0258-22-3768 0258-22-3775

株式会社 高橋モータース

新潟県長岡市平島3丁目35

0258-22-3600

有限会社服部モータース

新潟県長岡市与板町与板乙2441-1

0258-72-2342

エスドライブ

新潟県長岡市要町1丁目10-29

0258-31-2007 0258-31-2008

株式会社 新潟ダイハツモータース 長岡

新潟県長岡市要町3丁目6-29

0258-35-7420 0258-36-3806

有限会社 大島鉄工所

新潟県長岡市脇野町2268-2

0258-42-2239 0258-42-2591

株式会社 ノナカ自動車

新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙647

0256-57-2376 0256-57-5662

日産プリンス新潟販売株式会社 六日町店

新潟県南魚沼市美佐島1648-1

025-772-3778

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

株式会社 新潟ダイハツモータース 六日町

新潟県南魚沼市川窪1037-1

025-772-3315 025-772-7625

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1834-1

025-772-8811 025-773-5586

みなみ魚沼農協車輌センター六日町

新潟県南魚沼市美佐島1878

025-772-3990

株式会社マイカーギャラリ北越

新潟県南魚沼市美佐島89-111

025-773-6481

みなみ魚沼農協車両センターしおざわ

新潟県南魚沼市目来田137

025-782-0085

サンエス自動車サービス

新潟県南魚沼市余川3226

025-773-6721

有限会社 中俣電装

新潟県南魚沼市余川3227-1

025-772-4580 025-772-4988

ビースカイ株式会社

新潟県柏崎市大字上田尻1834-3

0257-21-0774 0257-21-0810

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5-9

0257-23-7879 0257-23-7886

日産プリンス新潟販売株式会社 柏崎店

新潟県柏崎市柳田町46-2

0257-23-6134

株式会社 柏新商会

新潟県柏崎市松美2丁目5-68

0257-23-2714

株式会社 新潟ダイハツモータース 柏崎

新潟県柏崎市新田畑14-4

0257-22-6168 0257-24-5846

越後交通整備株式会社 柏崎工場

新潟県柏崎市扇町4-75

0257-23-5252

越後交通整備株式会社 カートピア柏崎

新潟県柏崎市扇町字大海721-1

0257-21-0013

株式会社前沢自動車

新潟県柏崎市大字上田尻1310

0257-24-2499

コクピットロフト 柏崎店

新潟県柏崎市藤元町1-44

0257-20-1666

富山県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

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

小川建設工業株式会社整備工場

富山県下新川郡朝日町月山64-2

0765-83-3323

大和オート

富山県下新川郡入善町新屋2826-1

0765-78-2030

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 0765-83-0224

堀川オートサービス

富山県下新川郡朝日町殿町2228-1

0765-84-8802 0765-84-8812

有限会社 舟見自動車整備工場

富山県下新川郡入善町舟見1592-27

0765-78-1720

舟本自動車工業

富山県下新川郡入善町小摺戸252-2

0765-78-2154

有限会社 和光自動車

富山県下新川郡入善町上飯野1165-4

0765-74-1105

株式会社 杉原自動車整備工業所

富山県下新川郡入善町上野11792-7

0765-72-5600

有限会社 上原自動車商会

富山県下新川郡入善町上野2736

0765-72-4121

Honda Cars入善 入善役場前店

富山県下新川郡入善町入膳3213-7

0765-74-0208 0765-74-1681

岡島自動車整備工場

富山県下新川郡入善町入膳3702-2

0765-74-0261

有限会社 入善自工

富山県下新川郡入善町入膳3770

0765-72-0216

みな穂農業協同組合自動車 入善店

富山県下新川郡入善町入膳4510-1

0765-72-1992 0765-74-2306

ビークルヤード

富山県下新川郡入善町椚山4027-4

0765-74-0425

菱東自動車工業

富山県下新川郡入善町椚山4177-3

0765-72-0710

有限会社 ガレージアシスト

富山県滑川市大掛2016

076-477-9015

竹原自動車 有限会社

富山県滑川市栗山3623

076-477-1701

株式会社藤木自動車商会 滑川営業所

富山県滑川市下梅沢485-7

076-475-6116 076-475-6795

石坂モータース

富山県滑川市七口1715

076-475-3335

赤松自動車

富山県滑川市堀江979

076-475-0859

有限会社 三友自動車整備工場

富山県滑川市領家町119

076-475-0469

RED ZONE

富山県魚津市相ノ木993-1

0766-22-1137

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 0765-24-0644

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 0765-33-4344

株式会社 H3

富山県魚津市吉島252-6

0765-32-4023

COKPIT魚津

富山県魚津市吉島2-1205

0765-22-8122

有限会社 魚津鈑金

富山県魚津市吉島4425-1

0765-24-4518

追栄自動車

富山県魚津市江口182

0765-24-9150

株式会社 北信タイヤサービス ブリヂストン 魚津タ
富山県魚津市三ケ726-1
イヤセンター

0765-24-7200

Honda Cars富山中央 魚津住吉店

富山県魚津市住吉1055

0765-24-5500 0765-24-3134

有限会社 ギャラップ関口自動車

富山県魚津市小川寺389-2

0765-31-7733

三井自動車 株式会社

富山県魚津市天神野新742

0765-31-7335

有限会社レシオ

富山県魚津市本江905-1

0765-22-7570

マツダオートザム魚津

富山県魚津市木下新237-4

0765-24-1166 0765-22-7980

コーシンオートサービス

富山県高岡市井口本江334-5

0766-21-4195

株式会社ホクジー

富山県高岡市石瀬837-1

0766-24-8804

堀為自動車

富山県高岡市川原町3-1

0766-25-1845

株式会社 東自動車

富山県高岡市北島1475-1

0766-95-3939

有限会社 大栄自動車

富山県高岡市佐野1633-1

0766-22-0332

株式会社 山崎モータース

富山県高岡市佐野889-1

0766-25-0543

PROJECT K

富山県高岡市下伏間江575

0766-23-5502 0766-23-5503

株式会社 明前自動車

富山県高岡市長慶寺482-1

0766-25-0762 0766-25-0969

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 0766-63-6469

北陸ビーエスタイヤ販売株式会社

富山県高岡市中川園町744-3

0766-24-5515 0766-24-2270

ガレージリーノ

富山県高岡市中田4686

090-9764-7092 0766-36-1063

株式会社 スタート

富山県高岡市野村1637-1

0766-26-1866

松本自動車整備工場

富山県高岡市福岡町下向田97

0766-64-4354

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

カーショップマキ

富山県高岡市福岡町赤丸1202

0766-31-3241

長沢自動車総合センター

富山県高岡市宝来町959

0766-31-0580

船木モータース

富山県高岡市四屋600

0766-24-4338

高岡市農協自動車センター

富山県高岡市四屋745-1

0766-23-5337

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

株式会社ワシキタ自動車

富山県高岡市内免341-4

0766-22-7721

Honda Cars高岡 萩布店

富山県高岡市荻布183-1

0766-26-8000

カードック駅南

富山県高岡市下伏間江208-1

0766-26-0038

株式会社 北信タイヤサービス タイヤ館イオンモー
富山県高岡市下伏間江362-1
ル高岡店

0766-28-0022

PROJECT K

富山県高岡市下伏間江575

0766-23-5502 0766-23-5503

谷自動車販売株式会社

富山県高岡市熊野町2−19

0766-25-1189

Honda Cars高岡 高岡南店

富山県高岡市戸出伊勢領2392

0766-62-1515

株式会社清水車両整備工場

富山県高岡市戸出市野瀬861-2

0766-63-0845

ガレージタケダ

富山県高岡市戸出大清水270-2

0766-63-8151

有限会社 ホンダヒガシ

富山県高岡市向野町1丁目50-3

0766-23-9844

タイヤガーデン クリークウエスト

富山県高岡市四屋480-1

0766-26-0450

高岡三菱自動車販売株式会社 戸出店

富山県高岡市西藤平蔵205-2

0766-63-6666

ベニヤオイルサービス

富山県高岡市西藤平蔵369

0766-63-5766 0766-63-5423

高岡三菱自動車販売株式会社 駅南店

富山県高岡市赤祖父676

0766-25-2828

有限会社高田自動車

富山県高岡市中保1418

0766-31-1159

有限会社 タイヤショップ野村

富山県高岡市長慶寺440-1

0766-21-3989 0766-21-3981

株式会社 明前自動車

富山県高岡市長慶寺482-1

0766-25-0762 0766-25-0969

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

株式会社 北信タイヤサービス ブリヂストン 伏木港
富山県高岡市能町2280
タイヤセンター

0766-32-0333

株式会社 竹本タイヤ商会

富山県高岡市美幸町2丁目2-1

0766-24-5857

株式会社 大光自動車

富山県高岡市姫野564-4

0766-82-6437

ヤマ自動車 株式会社

富山県高岡市伏木一宮2丁目1-6

0766-44-5718

有限会社山崎自動車

富山県高岡市福岡町下蓑新385

0766-64-3138

株式会社 北信タイヤサービス ブリヂストン 新高岡
富山県高岡市福岡町下老子754
タイヤセンター

0766-54-0075

オートガレージMスタイル

富山県高岡市福岡町三日市138

0766-64-5127

カーショップマキ

富山県高岡市福岡町赤丸1202

0766-31-3241

KAZ GARAGE

富山県高岡市福岡町大滝206

0766-64-4902 0766-64-4907

有限会社 江尻自動車

富山県高岡市福岡町福岡新143

0766-64-4315

株式会社ザムフレンド

富山県高岡市宝来町959

0766-31-3614 0766-31-4280

株式会社東自動車

富山県高岡市北島1475-1

0766-95-3939

Honda Cars高岡 高岡インター店

富山県高岡市北島296

0766-28-3000

有限会社 新湊タイヤ商会

富山県高岡市牧野金屋143

0766-82-5703

塚越自動車株式会社

富山県高岡市木津1558-1

0766-21-8588

富山中央三菱自動車販売株式会社 高岡野村店

富山県高岡市野村1871

0766-22-2124

西田自動車工業株式会社

富山県高岡市野村356-2

0766-21-2378

有限会社 篠崎自動車修理工場

富山県黒部市岡707

0765-54-2347

有限会社 江口自動車

富山県黒部市田家新882-1

0765-52-3072

有限会社 雄山機器

富山県黒部市田家新307-1

0765-54-4703 0765-54-4023

JAくろべサービス株式会社 カーピット

富山県黒部市天神新210-1

0765-54-0444

勇晃内燃機工業 有限会社

富山県黒部市前沢2212

0765-54-2104

有限会社 オートハウス中西

富山県黒部市前沢858

0765-57-2212

北辰自動車工業 株式会社

富山県黒部市三日市946

0765-54-0166 0765-54-0789

JAくろべサービス株式会社 カーポート宇奈月

富山県黒部市宇奈月町浦山大橋割7080-1

0765-65-1068

有限会社 清水田自動車

富山県黒部市荒俣1508-3

0765-57-0248

株式会社 生地カーサービス

富山県黒部市荒俣275-2

0765-56-9082

タイヤハウスファミリー

富山県黒部市若栗589

0765-54-1948

有限会社若林カーサービス

富山県黒部市植木123

0765-54-0365

円満自動車整備工場

富山県黒部市生地中区104-2

0765-56-9182

株式会社 カーフィールド

富山県黒部市堀切1678-1

0765-56-6178

北陸車検

富山県射水市赤井115-3

0766-52-3173

有限会社 大坪自動車

富山県射水市一条2-1

0766-56-5544

八城自動車整備工業 株式会社

富山県射水市今井718

0766-84-2962

オートファクトリ・モリタ

富山県射水市大江514-1

0766-55-1324

オカノ自動車整備工場

富山県射水市川口1015

0766-84-7008

納藤自動車工業

富山県射水市土合544-1

0766-52-0807

長原自動車 株式会社

富山県射水市布目沢236

0766-53-1122

北陸三愛石油株式会社 オブリステーション射水給
油所

富山県射水市橋下条1514-3

0766-57-8251

有限会社小杉自動車

富山県射水市三ケ1500

0766-55-2233

松田モータース

富山県射水市枇杷首15-8

0766-52-3986

杉焼自動車

富山県射水市黒河3351

0766-56-6620

Honda Cars 高岡 射水南店

富山県射水市下若6-1

0766-51-6000 0766-51-6070

大門自動車工業株式会社

富山県射水市下条362

0766-52-2510

株式会社 SHIMARS SHIMARSメカニックセンター

富山県射水市戸破字神明625-2

0766-54-6630

有限会社 坂東自動車

富山県射水市坂東110-2

0766-83-7080

ブリヂストン富山臨港タイヤセンター 有限会社

富山県射水市作道306

0766-84-1886 0766-84-1936

株式会社松田自動車

富山県射水市七美中野63-11

0766-86-1133

有限会社 大同自動車工業

富山県射水市手崎363-2

0766-55-3151

有限会社 新湊モータース

富山県射水市松木812-1

0766-82-2859

有限会社 森勇自動車工学

富山県射水市新開発260-6

0766-52-1795 0766-52-2110

オートガレージセイコー

富山県射水市西高木238-1

0766-55-4343 0766-55-4353

有限会社 島倉オート

富山県射水市西高木302

0766-55-4343 0766-55-4353

株式会社 大信自動車

富山県射水市大江1230

0766-55-2667

有限会社ツダオート

富山県射水市鷲塚18

0766-55-1136

有限会社 堀内自動車工業所

富山県小矢部市島400

0766-67-2012

Auto Garage Running

富山県小矢部市石王丸913

0766-68-3737 0766-68-3738

石黒産業株式会社 セルフ埴生給油所

富山県小矢部市野端108

0766-67-6050 0766-68-3299

株式会社アールブイ北陸

富山県小矢部市本町8-4

0766-67-1510

多田自動車工業 株式会社

富山県小矢部市石王丸1

0766-67-2503

株式会社ディーズオート

富山県中新川郡立山町前沢新町725

076-461-7461 076-461-7654

Honda Cars富山東 上市店

富山県中新川郡上市町上経田4-48

076-473-1453 076-473-1865

株式会社ファーストオート

富山県中新川郡上市町正印288

076-473-1105

株式会社シタカオートサービス

富山県中新川郡立山町宮路7-2

076-483-1734

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 076-463-6777

有限会社 ホンダフレンドリー福田

富山県中新川郡立山町江崎96

076-463-0782

株式会社沢田モータース

富山県中新川郡立山町田添352

076-463-0138

ヒロタ自動車販売 株式会社

富山県中新川郡立山町二ツ塚94-2

076-462-1407

Honda Cars立山 株式会社尾谷自動車販売

富山県中新川郡立山町米沢11-1

076-463-4648 076-463-3339

株式会社 オートパルとなみ野

富山県砺波市五郎丸1116-1

0763-32-8630 0763-32-8833

株式会社スズキアリーナ砺波

富山県砺波市栄町1-7

0763-34-4100 0763-34-4488

株式会社 中村自動車工業

富山県砺波市荒高屋632

0763-33-1393

株式会社 テイ・エム・オート村松

富山県砺波市五郎丸793

0763-34-4655

有限会社 棚田自動車工業

富山県砺波市三郎丸249-2

0763-32-2815 0763-32-5016

株式会社オートパルとなみ野

富山県砺波市五郎丸1116-1

0763-32-8630

高岡三菱自動車販売株式会社 砺波店

富山県砺波市寿町6-45

0763-33-4083 0763-33-4086

有限会社 鍋谷モータース

富山県砺波市十年明163-3

0763-32-2966

株式会社 庄川ホンダ販売

富山県砺波市庄川町金屋3494-1

0763-82-4622

庄川自動車 株式会社

富山県砺波市庄川町金屋6

0763-82-2671

株式会社 ザム.コーポレーション オートザム砺波

富山県砺波市大門273

0763-33-5536

波能自動車整備工場

富山県砺波市鷹栖出1285

0763-33-4783

有限会社 小西自動車工業

富山県砺波市中村292-2

0763-33-4110

池端オートサービス

富山県砺波市東石丸12-15

0763-33-3605

株式会社 協栄モータース

富山県南砺市吉江中1163

0763-52-0694

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

0763-62-3571

株式会社 オヤマ自動車

富山県南砺市荒木1438

0763-52-0349

有限会社 山根モータース

富山県南砺市野田1346-1

0763-62-0169

有限会社 村上自動車整備工場

富山県南砺市細木228

0763-62-2810 0763-62-2366

有限会社 三田自動車

富山県南砺市吉江中1328

0763-52-3737 0763-52-4705

有限会社 オートメンテナンス佐々木

富山県南砺市安居420-1

0763-22-5943 0763-22-6231

石黒自動車工業株式会社

富山県南砺市岩屋312

0763-82-1259

株式会社協栄モータース

富山県南砺市吉江中1163

0763-52-0694 0763-52-6569

株式会社 井口自工

富山県南砺市宮後184-3

0763-64-2331

朝日モーター株式会社

富山県南砺市高堀341-1

0763-22-2647

有限会社 晩田モータース

富山県南砺市高儀221-1

0763-22-3542

有限会社村上自動車整備工場

富山県南砺市細木228

0763-62-2810

有限会社 吉田モータース

富山県南砺市山見374-3

0763-82-0712

有限会社 ニコニコ自動車

富山県南砺市寺家新屋敷399-3

0763-22-2551 0763-22-6208

有限会社 福野タイヤ商会

富山県南砺市柴田屋16-1

0763-22-5574

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 0763-67-3032

有限会社 松井自動車工業

富山県南砺市坪野1732-1

0763-82-0568 0763-82-6859

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

有限会社 カードック堀川

富山県氷見市万尾836-1

0766-91-5252

畑尻自動車鈑金

富山県氷見市熊無824

0765-76-1331

トリウチオート

富山県氷見市指崎127

0766-74-2787

有限会社 光南自動車

富山県氷見市柳田514-1

0766-91-2126

富士商事株式会社 エネルギーセンター下赤江給油
富山県富山市赤江町1丁目1-30
所

076-441-3670 076-441-3686

有限会社 ライトクルーズ

富山県富山市新屋10-4

076-452-6078

有限会社 ボディショップ新栄

富山県富山市新屋6-1

076-451-8864

株式会社 杉本モータース

富山県富山市石坂新760

076-432-0737

株式会社 第一電工舎

富山県富山市泉町1丁目2-4

076-423-6611

株式会社 ファンファクトリー

富山県富山市掛尾町125-5

076-495-9266 076-495-9267

株式会社 モーターバル

富山県富山市上冨居1丁目5-27

076-452-2660 076-452-2661

株式会社ケーユー富山インター店

富山県富山市上袋704

076-425-1371 076-425-1377

東亜石油販売株式会社 プリーズインター店

富山県富山市黒崎高木割170

076-425-1485 076-420-2101

ブリヂストンタイヤ富山販売株式会社

富山県富山市山王町4-5

076-420-8555

有限会社 アルペン石油

富山県富山市下堀9

076-424-7896

中越自工 株式会社

富山県富山市新庄町3丁目6-3

076-441-3123

株式会社 ジースリー

富山県富山市茶屋町583-2

076-436-3315

ファクトリー884

富山県富山市月岡町2丁目90

076-482-5818 076-482-5808

富山石油 株式会社

富山県富山市問屋町1丁目4-5

076-451-3600

有限会社 谷口自動車販売

富山県富山市中島2丁目5-11

076-433-3377 076-433-4378

あおば興産株式会社 グリーンポート大山

富山県富山市中番248

076-483-1849 076-483-1841

有限会社 中田自動車工業

富山県富山市長附701

076-468-2112

ミスタータイヤマン富山南店 有限会社アライ

富山県富山市中屋177-30

076-429-2930

トラスティン

富山県富山市鍋田20-19

076-482-4509 076-482-4519

有限会社 エアポートモーター富山

富山県富山市西荒屋2

076-429-3883

有限会社 タカヤス

富山県富山市布市650-1

076-429-5054

富山クラリオン 株式会社

富山県富山市野町158-5

076-436-0211 076-434-2830

株式会社 スズキアリーナ富山東

富山県富山市針原中町898-5

076-451-8989

田中自動車工業

富山県富山市針日3-1

076-438-6988

有限会社 若葉モータース

富山県富山市二俣24-1

076-429-5060

マジックファクトリー

富山県富山市二俣480

076-482-5408 076-482-5418

株式会社 北陸巡回

富山県富山市婦中町新屋514

076-465-3777

BOYS＆GIRLS

富山県富山市婦中町新屋504

076-465-2440 076-465-3671

有限会社アライ 婦中店

富山県富山市婦中町田屋71-1

076-466-3130

ENEOS Enejet 本郷町サービスステーション

富山県富山市本郷町51

076-492-2441

ミスタータイヤマン 富山町村店 株式会社オックス
コシダ

富山県富山市町村138-2

0120-53-9777 076-421-8001

岡田自動車

富山県富山市水橋沖76-2

076-478-1330 076-478-1367

井田自動車工業 合同会社ピースライフサービス

富山県富山市八尾町井田4866-1

076-454-2677 076-455-9515

有限会社 ニュー八尾モーター

富山県富山市八尾町福島521-1

076-455-1170

富山市農協機械センター

富山県富山市吉岡465-1

076-429-7922

株式会社 Style

富山県富山市西二俣700

076-434-9200 076-434-9201

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 076-405-1617

東夥油漕株式会社 越前町給油所

富山県富山市越前町1-1

076-424-7731

有限会社 スクラム

富山県富山市奥井町23-17

076-441-6001 076-441-6014

Honda Cars富山中央 富山南店

富山県富山市下熊野166-6

076-429-2368 076-429-7373

株式会社 中田モータース

富山県富山市下大久保2651-16

076-468-2323

ミヤタ自動車工業 株式会社

富山県富山市下大久保3576

076-468-2288

株式会社 マツダアンフィニトミセキ カーセブン富山
富山県富山市掛尾町335
インター店

076-422-1251 076-491-5350

SUNNY PLACE

富山県富山市掛尾町504-2

076-422-3300 076-422-3644

重田自動車サービス

富山県富山市桑原75

076-483-3239

北日本物産株式会社 神通大橋給油所

富山県富山市五福5370-2

076-442-8833 076-431-6226

東亜石油販売株式会社 フェスタ41金泉寺SS

富山県富山市五本榎5-2

076-451-5441

富山三菱自動車販売株式会社

富山県富山市荒川3丁目1-15

076-424-2241

株式会社タイヤプラス タイヤ2400プラス

富山県富山市黒崎130

076-491-2400

オートスタイルアドオン

富山県富山市黒崎591-1

076-493-1122 076-493-1123

株式会社エム・スポーツ

富山県富山市今泉28-1

076-482-2585 076-482-2586

株式会社 タイヤプラス

富山県富山市山王町4-5

076-491-2400

株式会社 北信タイヤサービス

富山県富山市山王町4-5

076-420-8133

有倉自動車整備工場

富山県富山市住吉町1丁目6-18

076-421-2354

株式会社 北信タイヤサービス ブリヂストン 城川原
富山県富山市上野新町7-48
タイヤセンター

076-437-2662

株式会社ニューカーコート

富山県富山市城川原3丁目2-8

076-438-7608 076-438-7609

株式会社タクト

富山県富山市針原中町963-1

076-482-4241 076-482-4251

有限会社 カーショップ岡田

富山県富山市水橋沖305-1

076-478-5060

Honda Cars富山中央 呉羽西店

富山県富山市西二俣595-2

076-436-1477 076-434-5231

株式会社 北信タイヤサービス タイヤ館奥田店

富山県富山市千代田町9-15

076-444-1225

株式会社 アサオ

富山県富山市中大久保173-20

076-468-2366 076-468-2960

有限会社北陸車検

富山県富山市町村1

076-425-0900 076-422-5990

タツミ石油 株式会社

富山県富山市長附239-1

076-468-2816 076-468-0529

有限会社 イワキ自動車サービス

富山県富山市南大場 1

076-483-3998

株式会社 北田モータース

富山県富山市八尾町井田363-4

076-455-2498

ブリヂストン金屋タイヤセンター 株式会社

富山県富山市婦中町安田291-1

076-469-0055 076-469-0050

株式会社 北信タイヤサービス タイヤ館ファボーレ
富山県富山市婦中町速星123-1
富山店

076-466-6767

ヤマト電産株式会社

076-434-2464 076-434-4911

富山県富山市本郷中部210

東亜石油販売株式会社 アミューズSS

富山県富山市本郷町3区20-6

076-493-9501

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

有限会社北陸車検

富山県富山市町村1

076-425-0900 076-422-5990

株式会社タクト

富山県富山市針原中町963-1

076-482-4241 076-482-4251

石川県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

松本自動車サービス 株式会社

石川県かほく市高松ノ26

076-281-0363

工一自動車株式会社

石川県かほく市七窪口4

076-283-1754 076-283-4343

株式会社河北モータース

石川県かほく市遠塚イ62

076-283-1233

株式会社マルニ

石川県かほく市外日角イ91

076-283-0353

架谷オート販売

石川県かほく市高松テ35-12

076-282-5720

白江自動車整備 株式会社

石川県かほく市高松マ8-8

076-282-5800

松倉石油株式会社 高松店

石川県かほく市高松ル14-6

076-281-0713 076-282-5823

松本自動車サービス 株式会社

石川県かほく市高松旭町-26

076-281-0363

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

ファミリーカーショップウチカタ

石川県かほく市秋浜ハ12-3

076-283-7500 076-283-7521

株式会社西田自動車

石川県かほく市秋浜ハ55-1

076-283-2567

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

有限会社 竹多自動車

石川県かほく市長柄町ロ85

076-282-5605

加賀谷商事 株式会社

石川県かほく市内日角3丁目5-1

076-283-0277 076-283-7001

加賀谷商事株式会社

石川県かほく市内日角3丁目5-1

076-283-0277 076-283-7001

株式会社 白尾自動車サービス

石川県かほく市白尾ツ70

076-283-4368

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

株式会社上杉モータース

石川県羽咋郡志賀町福野5-1-17

0767-32-1243

有限会社成田モータース

石川県羽咋郡宝達志水町小川2-28

0767-28-2131

中央自動車 株式会社

石川県羽咋市新保町下218-1

0767-22-5410 0767-22-5449

中央自動車株式会社 サービス工場

石川県羽咋市新保町下218-1

0767-22-5410

有限会社 出考自動車

石川県加賀市大聖寺上木町ホ69

0761-73-2618

平野自動車株式会社

石川県羽咋市千代町い36

0767-26-1212

AUTOSTAGE KTM

石川県加賀市伊切町乙38－1

0761-75-3366 0761-75-3367

HERO

石川県加賀市下河崎町58

0761-75-7692

加賀農業協同組合 加賀農協自動車整備工場

石川県加賀市加茂町290-5

0761-73-1314

株式会社 ガレージプリンス

石川県加賀市熊坂町215-2

0761-75-7732 0761-75-7731

株式会社 大同ゼネラルサービス

石川県加賀市熊坂町ハ76-1

0761-72-3966

株式会社 田中兄弟自動車商会

石川県加賀市幸町2丁目10

0761-73-3000 0761-72-3300

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

有限会社 奥野モータース

石川県加賀市大聖寺弓町33

0761-72-0653

有限会社 進和自動車

石川県加賀市中島町ロ3-1

0761-75-4080 0761-75-4405

加賀自動車販売 株式会社

石川県加賀市南郷町カ2

0761-72-0090

坂下自動車

石川県加賀市八日市町ニ12-1

0761-74-8558

有限会社 坂上自動車

石川県加賀市分校町い25-1

0761-74-0821

m.bオート

石川県河北郡 津幡町庄ホ74-1

076-289-5522 076-289-0622

株式会社坪坂自動車

石川県河北郡津幡町字庄ト62-2

076-289-2380 076-289-2379

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91-1

076-288-4171

有限会社タニイ自動車

石川県河北郡津幡町字浅田甲104

076-288-3832

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

カーメンテナンスD-1 アル・プラザ津幡店

石川県河北郡津幡町北中条1丁目55

076-208-6844 076-208-4733

ムラタ電機

石川県金沢市大桑1丁目97

076-236-2650

ヤマシタ自動車

石川県金沢市浅野本町2丁目5−8

076-252-5294

Kiwami金沢株式会社

石川県金沢市黒田1丁目280 ソフトAZビル

076-256-3095 076-256-3096

GARAGE WOLF

石川県金沢市高畠2丁目16-2

076-272-8015

株式会社日東機器電装

石川県金沢市高畠3丁目164

076-291-2512 076-291-2538

LOCUS

石川県金沢市近岡町778

076-213-5442

相互自動車商事 株式会社

石川県金沢市西泉5丁目2

076-241-0315

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 076-214-3256

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

株式会社 ホンダサロン石川

石川県金沢市森戸1丁目125

林自工

石川県金沢市松村1丁目46

076-225-8378

事業場名 CAMEL

石川県金沢市問屋町2丁目72

076-256-0252 076-256-0253

有限会社東川モータース

石川県金沢市鞍月東1丁目46

076-238-3338

株式会社鈴村自動車整備工場

石川県金沢市観法寺町イ39-1

076-257-1224

株式会社 バイセル

石川県金沢市間明町ホ71

076-240-4050 076-240-4090

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 076-214-3256

出口自動車株式会社

石川県金沢市三口新町3丁目1-18

076-222-1611

JA金沢市自動車課

石川県金沢市松寺町未59-4

076-237-3780

ガレージオプティミスト

石川県金沢市松村1丁目46

076-225-8377

カーセブン 金沢店

石川県金沢市松村4丁目291

076-268-5701

株式会社 セベラルオート

石川県金沢市新神田4丁目8-16

076-291-6755

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 076-291-6179

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149-1

076-240-0189

株式会社 水口モータース

石川県金沢市神宮寺1丁目14-18

076-252-0277

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

中川電機株式会社

石川県金沢市神田1丁目11-20

076-242-5141

ピットワークス

石川県金沢市須崎町イ14-8

076-255-1273 076-255-1274

ジェームス鞍月店

石川県金沢市畝田東4丁目1147

076-266-3443 076-266-3444

新西自動車商会

石川県金沢市西金沢新町187

076-249-3612

有限会社 灘電機

石川県金沢市西泉3丁目94

076-241-5075

株式会社みゆきモータース

石川県金沢市西泉4丁目30

076-243-5855 076-243-5898

有限会社柿本オートサービス

石川県金沢市専光寺町ヲ8-3

076-268-3730

みつわオート 株式会社

石川県金沢市増泉5丁目1-20

076-244-3156

株式会社金沢自動車

石川県金沢市南塚町10

076-240-6550 076-240-6614

有限会社山本モータース

石川県金沢市八田町東823

076-258-0269 076-258-0484

株式会社ヒロエンタープライズ

石川県金沢市八日市3丁目574

076-240-4470

株式会社ファインド金沢

石川県金沢市八日市4丁目300

076-240-2950

株式会社ケイエムエス

石川県金沢市疋田1丁目3

076-251-2238 076-251-2257

タイヤ館 金沢東

石川県金沢市疋田1丁目222

076-252-4700 076-252-4123

ロードスター北陸金沢東 有限会社 金沢ミサイル

石川県金沢市疋田3丁目33

076-252-8000

タイヤ館 金沢南

石川県金沢市伏見台1丁目14-27

076-280-7333 076-280-7311

有限会社 音地自動車商会

石川県金沢市北間町ホ178

076-238-2381 076-238-2381

昌和自動車サービス

石川県金沢市利屋町チ49-1

076-258-1868

株式会社カーライフ中野

石川県珠洲市宝立町春日野ろ字123-1

0768-84-2238

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

ブリヂストンリテールジャパン株式会社 タイヤ館
七尾店

石川県七尾市飯川町く-25

0767-57-8000 0767-57-8181

株式会社 アウトバーン

石川県七尾市飯川町く-67

0767-57-8800 0767-57-3044

三洋自動車 株式会社

石川県小松市北浅井町乙110

0761-21-3229

有限会社 カー俱楽部

石川県小松市大領町口207

0761-23-7741 0761-23-7745

有限会社 グレート

石川県小松市大領町口224

0761-24-0447

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

株式会社ヒラシマ

石川県小松市園町ホ134-1

0761-22-2421

有限会社 岡本タイヤ商会

石川県小松市光町90

0761-22-5302 0761-22-5329

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

0761-22-2721 0761-22-2822

ヤサトオート

石川県小松市上八里町丙70

0761-47-5466 0761-47-5467

株式会社 ムラカミ自動車

石川県小松市上本折町208

0761-22-2814

株式会社 宇野自動車整備工場

石川県小松市村松町161

0761-44-2056

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 0761-24-4814

山本モータース

石川県小松市日末町つ11

0761-44-2076

AUTO 中川

石川県小松市八幡218

0761-47-3870

株式会社 北陸自動車商会

石川県小松市平面町ヵ89-1

0761-24-3939

三島石油株式会社

石川県小松市問屋町25

0761-22-3311

有限会社五十嵐自動車

石川県小松市矢崎町ナ179

0761-43-3177

能美農協車輌整備センター

石川県能美市粟生町ヨ-1

0761-57-2653

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リ48-1

0761-46-6450 0761-46-6452

ガレージ・コンセプト

石川県白山市荒屋町3-1

076-272-0588 076-272-0466

タイヤ館 松任店

石川県白山市倉光10-140

076-274-7800 076-274-3669

株式会社 松任モータース

石川県白山市倉光1丁目182

076-276-3020

米光自動車商会株式会社

石川県白山市村井町532-1

076-275-2141

フレックス株式会社 ランクルハイエース石川店

石川県白山市中奥町208

076-274-6002 076-274-6003

ガレージＦ

石川県白山市熱野町ハ1-1

076-273-3004 076-273-4005

カーリングサポート 株式会社

石川県白山市熱野町ロ1-1

076-272-1222

明光自動車サービス 株式会社

石川県白山市八幡町250

076-272-1311

株式会社 ロードスター北陸

石川県白山市番匠町155

076-275-3717

ばばの自動車

石川県白山市山島台3丁目85

076-287-5850

有限会社共栄タイヤ工業所

石川県鳳珠郡穴水町字川島力15-１

0768-52-0151

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

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

Green Garage

石川県野々市市押野3丁目37

076-208-3370

有限会社 カオス

石川県野々市市押野4丁目36

076-294-2233

協和石油販売株式会社 じょんから給油所

石川県野々市市菅原町19-1

076-246-0001

ジェームス野々市ﾊﾞｲﾊﾟｽ店

石川県野々市市二日市二丁目130番地

076-294-6900 076-294-6903

オートグランド野々市

石川県野々市市本町1丁目115-1

076-248-9808

ののいちオート

石川県野々市市本町1丁目40-20

076-246-4588

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 076-248-5401

有限会社 南志見自動車工場

石川県輪島市里町4-10

0768-34-1337

福井県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

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

金津石油 株式会社

福井県あわら市花乃杜1丁目30-1

0776-73-4003

有限会社ワイズコーポレーション

福井県あわら市国影14-38-3

0776-78-6740 0776-78-5633

有限会社 嶺北自動車商会

福井県あわら市市姫4丁目6-48

0776-73-0370

有限会社サクライオート

福井県あわら市市姫5丁目2-32

0776-73-3213

小林自動車工業

福井県あわら市上番95-3

0776-77-2763

太陽自動車 有限会社

福井県あわら市中川11-13

0776-74-1919

Garage Beauty Work

福井県越前市瓜生町15-21-1

070-3300-6995

タイヤ館 武生東

福井県越前市横市町10号1-1

0778-21-0055

タイヤセンター武生

福井県越前市家久町30-11

0778-24-5788

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

福井日産自動車株式会社 武生店

福井県越前市家久町64-3-3

0778-22-4123

有限会社岩崎自工

福井県越前市広瀬町161号6-2

0778-22-4026

飯塚モータース

福井県越前市高瀬2丁目1-17

0778-22-3707

TS CARS

福井県越前市芝原5丁目12-22

0778-24-0757 0778-23-4830

大浦自動車 株式会社

福井県越前市帆山町14-13-2

0778-23-5104

スズキアリーナ武生

福井県越前市片屋町57-15-2

0778-25-1111

中央モーター 有限会社

福井県越前市北町27-107-1

0778-24-2412 0778-24-2443

青木モータース 株式会社

福井県吉田郡永平寺町松岡椚57-13

0776-61-0297

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 0776-82-3161

栄信モーター株式会社

福井県坂井市丸岡町吉政36-6

0776-66-5828

福井日産自動車株式会社 坂井店

福井県坂井市坂井町上兵庫41-1-1

0776-72-2223

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

有限会社 カードックヤマザキ

福井県坂井市三国町加戸106-20-5

0776-82-1558

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

三国車輌工業株式会社

福井県坂井市三国町山岸36-16-1

0776-81-2051

株式会社 角谷自動車

福井県坂井市三国町新保49-7-1

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26-4-36

0776-82-1422

スーパーステーションみくに 有限会社新保石油店

福井県坂井市三国町油屋13-13-1

0776-81-7117

向川商会

福井県坂井市春江町為国中区3-17

0776-51-0211

株式会社ニッショオート

福井県坂井市春江町井向22-36-4

0776-72-2347

株式会社 T`line

福井県坂井市春江町江留上日の出1-11

0776-51-8882 0776-51-8883

みつわ商事 有限会社

福井県坂井市春江町西長田41-19-1

0776-72-7000

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

有限会社牧田モータース

福井県坂井市春江町本堂60-1

0776-51-1235

株式会社サイズ

福井県鯖江市石田上町1−4−1

0778-51-0010 0778-51-0090

有限会社松田商会

福井県鯖江市河和田町21-9

0778-65-0145

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

090-2378-4959 0778-52-0779

有限会社カドヤモーター

福井県鯖江市下氏家町15-1-1

0778-62-0183

有限会社 ヤマケン自工

福井県鯖江市下新庄町27-5-1

0778-52-1098

Honda Cars鯖江東

福井県鯖江市戸口町17-10

0778-65-2510

Car Produce ROC

福井県鯖江市東鯖江2丁目7-28

0778-52-3280

有限会社 ヤマケン自工

福井県鯖江市下新庄町第27-5-1

0778-52-1098

MAN.Z FACTORY

福井県鯖江市丸山町1丁目3-1

0778-51-9110

EAGLE SHOP イーグルショップ 鯖江店

福井県鯖江市五郎丸町106

0778-52-3632

株式会社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

有限会社 カトーモータース

福井県鯖江市小黒町1丁目10-13

0778-52-2137

有限会社 トーヨー電装

福井県鯖江市水落町12-4-3

0778-52-0628

株式会社 吉﨑鈑金

福井県鯖江市中野町9-22

0778-29-3955 0778-43-5933

有限会社 室田モータース

福井県鯖江市柳町4丁目6-1

0778-51-0388 0778-51-7401

有限会社 ナカムラモータース

福井県鯖江市有定町1丁目14-11

0778-52-7171 0778-52-7427

スバルショップ鯖江 冨士自動車株式会社

福井県鯖江市糺町40-47

0778-51-1382

有限会社前田モータース

福井県鯖江市西袋町705

0778-65-0132

株式会社 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

有限会社 中村モータース

福井県三方上中郡若狭町上野6-1

0770-45-1277

DENT LABO U1

福井県勝山市旭町2-662

0779-64-5576

ミツヤ自動車 株式会社

福井県勝山市猪野毛屋第13号5-2

0779-88-1828

株式会社 勝南自動車

福井県勝山市若猪野11-4-1

0779-88-0706

株式会社 ナガイモータース

福井県勝山市郡町2丁目156

0779-88-1883

岩先自動車 株式会社

福井県勝山市元町1丁目11-19

0779-88-0492 0779-88-5685

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

有限会社 京極モーター

福井県小浜市千種1丁目9-3

0770-52-3848 0770-52-3298

タイヤガーデンオバマ

福井県小浜市南川町19-16SDﾋﾞﾙ１F

0770-53-2700 0770-53-2703

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

株式会社 ホンダテラル福井犬山店

福井県大野市犬山7丁目11-1

0779-65-3670

有限会社 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

0779-65-4343

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

株式会社 ガレージガッツ

福井県大野市中挾1丁目1405

0779-65-7470

株式会社 ウスイモータース

福井県大野市有明町12-11

0779-66-4284

Honda Cars大野

福井県大野市陽明町3丁目1601

0779-65-3133

株式会社おかやま

福井県丹生郡越前町西田中4丁目408

0778-34-0108 0778-34-0617

有限会社やまうちモータース

福井県丹生郡越前町小曽原34-2

0778-32-2017

有限会社トビタモータース

福井県丹生郡越前町西田中3-301

0778-34-0203

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

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

株式会社 みどりオート

福井県敦賀市中央町2丁目5-48

0770-23-8980

あおい商事株式会社 セルフイーグルステーション
敦賀

福井県敦賀市木崎5丁目11-1

0770-24-5196.

株式会社ワンプレイス

福井県敦賀市木崎19-6-2

0770-47-6577

タイヤセールス敦賀

福井県敦賀市野神15-4-3

0770-22-4600

Honda Cars福井中央 敦賀野神店

福井県敦賀市野神15-4-9

0770-20-0500

有限会社坪川自動車

福井県福井市飯塚町16−14−1

0776-33-6282

株式会社 スズキアリーナ福井中央

福井県福井市今市町35-8

0776-38-4601

タナカエネルギー株式会社 整備工場

福井県福井市江端町10-61

0776-97-6915

オートクラフト アイ．スペック

福井県福井市江端町5-4

0776-33-6720 0776-33-6721

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

有限会社 木下オート

福井県福井市大森町62-6-1

0776-98-3900 0776-98-3973

千秋自動車 株式会社

福井県福井市開発2丁目223

0776-53-5757

株式会社 東和自動車

福井県福井市学園3丁目1-10

0776-25-3011

有限会社 ウイングオート

福井県福井市三郎丸4丁目502

0776-28-2280

東洋自動車

福井県福井市白方町11-56

0776-85-1670

有限会社 川西石油店

福井県福井市砂子坂町7-93

0776-83-0031 0776-83-0560

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 0776-53-2397

山本自動車商会

福井県福井市日光2丁目4-5

0776-22-8768

AOIカーケア株式会社

福井県福井市二の宮4丁目44-1

0776-55-1333

株式会社やよい自動車

福井県福井市花堂東1丁目15-5

0776-35-2818

タイヤ館福井文京

福井県福井市文京7丁目2-38

0776-27-3600 0776-27-3615

株式会社 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

タイヤセンター福井

福井県福井市開発5丁目901

0776-53-9390

福井日産自動車株式会社 大和田店

福井県福井市大和田1-502

0776-54-1500

タイヤセールス福井北

福井県福井市大和田2丁目1701

0776-54-0505 0776-54-8866

株式会社 ランクアップ

福井県福井市舞屋町10-812

0776-33-2144

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

有限会社 安倍電機工業所

福井県福井市下河北町8-17-4

0776-38-7729

北陸電装工業株式会社 トヨタ工場

福井県福井市下荒井町19-50

0776-38-5357

福井日産自動車株式会社 本店

福井県福井市下荒井町21-3

0776-38-1710

株式会社森田自動車

福井県福井市下森田町13-1

0776-56-0398

有限会社 アサダモータース

福井県福井市下森田町6-30-1

0776-56-0221

タイヤガーデン福井下馬

福井県福井市下馬2丁目1414

0776-36-3939 0776-36-5588

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

イーグルショップ福井店

福井県福井市御幸4丁目1-18

0776-26-5500

カーエス株式会社

福井県福井市高木1丁目902

0776-54-0603 0776-54-0614

株式会社 長村自動車

福井県福井市高木2丁目1206

0776-54-1345

有限会社 村野モータース

福井県福井市高木中央2丁目3213

0776-54-6070

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

有限会社 前田高級鈑金

福井県福井市高柳2丁目1812

0776-54-2857

蔵之介 福井店

福井県福井市今市町41-11

0776-38-4600

福井トヨペット 天管生橋店

福井県福井市山室町55号89番地

0776-55-3535

有限会社 笈田モータース

福井県福井市篠尾町39-18

0776-41-2982 0776-41-2984

有限会社 ノムラモータース

福井県福井市上中町16-41-2

0776-54-1447

スズキアリーナ福井北インター 株式会社カーネー
ション

福井県福井市新保町17-24

0776-54-8200 0776-54-8277

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

カーセブンMEGA福井店 アフターセールス部

福井県福井市新保町27-52

0776-38-0136

有限会社 山崎石油店

福井県福井市真木町106-42

0776-38-1345

有限会社 坂本タイヤ商会

福井県福井市真木町132-17

0776-38-0925

ピレリー福井

福井県福井市菅谷2丁目616

0776-21-9001

出光興産株式会社 川西給油所 真光石油株式会
社

福井県福井市石橋町15-10

0776-85-1459

東洋電機工業 株式会社

福井県福井市大宮2丁目23-24

0776-22-1959

有限会社 木下オート

福井県福井市大森町62-6-1

0776-98-3900 0776-98-3973

あおい商事株式会社 あおいSSランド 24時間車検
福井県福井市大土呂町12字5-1
センター

0776- 38-0138

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 0776-57-1292

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 0776-24-5887

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 0776-23-5240

北陸電装工業 株式会社

福井県福井市二の宮1丁目9-21

0776-24-2309

モトーレン福井株式会社 アフターセールス部

福井県福井市二ノ宮4丁目44-1

0776-27-8331

モトーレン福井 株式会社

福井県福井市二の宮4丁目44-1

0776-27-8320

福万自動車株式会社

福井県福井市二の宮4丁目17-11

0776-22-4347

Position

福井県福井市二の宮5丁目1-6

0776-58-3884

株式会社 ムラタ自動車

福井県福井市文京4丁目26-2

0776-22-8185

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

有限会社 広岡自動車

福井県福井市文京6丁目7-1

0776-24-4955

吉野産業株式会社 福井中央米松SS

福井県福井市米松2丁目24-27

0776-54-0707

有限会社 中嶋商会

福井県福井市宝永3丁目31-17

0776-27-6161

ホンダオート福井販売 株式会社

福井県福井市里別所新町404

0776-27-0022

吉野産業株式会社 ACO・158SS

福井県福井市和田中3丁目101

0776-23-8283

有限会社 坂下モータース

福井県福井市和布町11-37-1

0776-86-1441

山梨県
仕入/取付会社
株式会社田辺自動車

住所
山梨県甲州市塩山上於曽875-1

TEL
0553-33-2510

FAX

福田オート

山梨県甲州市塩山千野126

0553-32-2510

協立自動車工業

山梨県甲斐市大下条488-1

055-277-4434

有限会社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 055-277-2522

OK自動車

山梨県甲斐市西八幡2340-4

055-276-3402

株式会社グランツ Audi山梨

山梨県甲斐市西八幡3825-1

055-260-6650

株式会社タイヤ館 竜王

山梨県甲斐市富竹新田1697

055-279-7411 055-276-7416

有限会社 大木自動車

山梨県甲斐市富竹新田2130

055-276-8655

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

有限会社名取自工

山梨県甲斐市竜王新町1281

055-276-2747

反田自動車工業

山梨県甲府市大黒町1194

055-241-1720

三栄自動車工業有限会社

山梨県甲府市国母1丁目1-2

055-228-5045

EAGLE HONDA

山梨県甲府市国母1丁目24−11

055-226-3148

株式会社 キリン自動車

山梨県甲府市国母5丁目10-12

055-226-1376

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

有限会社塩部モータース

山梨県甲府市塩部3丁目16-16

055-252-0395

志村自動車

山梨県甲府市東下条町4-2

055-241-7788 055-241-7789

株式会社エージェント イイノ

山梨県甲府市貢川1丁目3-13

055-222-5719

芦澤自動車

山梨県甲府市湯田1丁目13-4

055-233-9012 055-233-9014

甲府モータース

山梨県甲府市下飯田1丁目6-30

055-222-5317

株式会社 羽中田自動車工業

山梨県甲府市貢川1丁目1-6

055-228-4832

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

日産プリンス山梨株式会社 サービスセンター

山梨県甲府市国母5-10-21

055-228-7732

株式会社タイヤ館 昭和

山梨県甲府市国母8丁目28-12

055-222-8900

有限会社ビークル自動車販売

山梨県甲府市大里町5096

055-244-1211

株式会社 オートサービス

山梨県甲府市大里町533

055-241-8891

碓井自動車株式会社

山梨県甲府市中央2丁目10-16

055-233-4300

カーメイク

山梨県甲府市中村町9-24

055-237-5571

K-ばっか！

山梨県甲府市徳行1丁目16-3

055-228-4833

日産プリンス山梨株式会社 美術館通り本店

山梨県甲府市富竹2-1-29

055-222-0272

株式会社 中田鈑金

山梨県甲府市富竹2丁目10-21

055-222-0820 055-222-0840

株式会社窪田モータース

山梨県甲府市里吉2丁目12-11

055-237-8181 055-222-9408

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 0553-23-4662

出光興産万力給油所 小池石油店

山梨県山梨市万力2049

0553-22-1165

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

株式会社ケーアンドカーズ

山梨県西八代郡市川三郷町高田180−3

055-272-7112 055-272-7071

株式会社 花田モータース

山梨県大月市猿橋町猿橋186

0554-22-0613

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

有限会社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 0554-25-6267

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 0554-25-6965

中央産業販売株式会社 車検のワンダ 鳥沢店

山梨県大月市富浜町鳥沢3458-1

0554-26-6050

有限会社 中澤自動車

山梨県中央市成島1306-2

055-273-0740

Garage KRD

山梨県中央市布施1973

090-4068-2474

シックオート

山梨県中央市若宮32-1

055-274-7455

タマホ自工 株式会社

山梨県中央市一町畑381-2

055-273-1991

株式会社グランドスラム甲府

山梨県中央市山之神3476-1

055-274-5555 055-274-5550

株式会社 羽中田自動車工業 田富営業所

山梨県中央市流通団地3丁目2-2

055-273-5750

FORTIS

山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1289-4

055-268-0900 055-268-0901

GOOD SPEED

山梨県中巨摩郡昭和町清水新居357

055-228-8234 055-228-9345

サトー自動車

山梨県中巨摩郡昭和町西条3853－8

055-275-4225

A-motion

山梨県中巨摩郡昭和町西条675

055-268-5155 055-268-5156

コマツ自動車板金

山梨県中巨摩郡昭和町築地新居668

055-275-4444 055-275-6672

日産プリンス山梨株式会社 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

株式会社カークレストFUEFUKI

山梨県笛吹市一宮町国分1386−7

0553-34-5008 0553-34-5009

トータルリペアOZAWA

山梨県笛吹市一ノ宮町田中447-1

090-2223-5919

有限会社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

日産プリンス山梨株式会社 笛吹石和店

山梨県笛吹市石和町八田280

055-263-5523

有限会社石原モータース

山梨県笛吹市八代町永井1251-1

055-265-2237

株式会社オートアールズ 都留店

山梨県都留市井倉533-1

0554-56-8588

日産プリンス山梨株式会社 都留田野倉店

山梨県都留市田野倉342

0554-45-3232

第一自動車工業 株式会社

山梨県南アルプス市上高砂538-1

055-285-0523

清水モータース

山梨県南アルプス市百々2883-4

055-285-1233

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

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 055-284-4652

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

有限会社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

豊自動車工業所

山梨県南アルプス市吉田342

055-283-0111 055-282-8606

日産プリンス山梨株式会社 増穂インター店

山梨県南巨摩郡富士川町大椚920

0556-22-3232

株式会社三和

山梨県南巨摩郡富士川町長澤31-2

0556-22-1145

株式会社ツルタ

山梨県南都留郡西桂町小沼221-1

0555-25-3688

有限会社ユーロ

山梨県南都留郡西桂町小沼2056−1

0555-20-2081

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

岳麓マツダ自動車株式会社

山梨県南都留郡富士河口湖町船津4726

0555-72-1226

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

株式会社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

日産プリンス山梨株式会社 須玉インター店

山梨県韮崎市中田町小田川853-1

0551-25-5123

ヒナタ自動車工業

山梨県韮崎市中田町小田川994

0551-25-5344 0551-25-5348

有限会社アウトバーン

山梨県韮崎市一ツ谷1844

0551-22-8080

有限会社 小沢自動車

山梨県韮崎市藤井町北下條2630-1

0551-22-6780

日産プリンス山梨株式会社 韮崎店

山梨県韮崎市本町3-8-15

0551-22-2222

有限会社 韮崎スズキ販売

山梨県韮崎市本町3丁目3-22

0551-22-0348

有限会社ガレージタキ

山梨県富士吉田市下吉田7丁目2-24

0555-24-3923

株式会社 明光輪業商会

山梨県富士吉田市小明見1-10-15

0555-23-3797 0555-23-7583

有限会社古屋モーター販売

山梨県富士吉田市上暮地2丁目3-8

0555-23-1717 0555-23-1718

日産プリンス山梨株式会社 富士吉田店

山梨県富士吉田市上吉田東1-1-27

0555-23-3200

有限会社 アサカ自動車

山梨県北杜市高根町村山東割1504-1

0551-47-3333

株式会社木次商事 モータース部

山梨県北杜市高根町箕輪新町9−3

0551-47-3733 0551-30-7740

有限会社 宮坂自動車

山梨県北杜市小淵沢町上笹尾2538-70

0551-36-2408 0551-36-2787

堤自動車整備工場

山梨県北杜市須玉町大蔵1209

0551-42-2664

有限会社 輿石モータース

山梨県北杜市須玉町大蔵860-1

0551-42-2650

清水自動車工場

山梨県北杜市長坂町長坂上条2313

0551-32-3226 0551-32-7403

有限会社 八ツ麓自動車

山梨県北杜市長坂町白井沢3226-1

0551-32-4405 0551-32-4434

長野県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社 信公自動車工業

長野県安曇野市穂高8415-1

0263-82-2180 0263-82-4966

株式会社アクセク

長野県安曇野市穂高柏原2260-4

0263-31-5723

カーショップ アズミ

長野県安曇野市豊科5832

0263-72-2713 0263-72-5188

大倉自動車 有限会社

長野県安曇野市三郷温970-5

0263-76-4888 0263-76-4777

有限会社 久根下商店

長野県安曇野市三郷明盛1365

0263-77-2158

株式会社 穂高自動車

長野県安曇野市穂高1450

0263-82-2606 0263-82-7916

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 0263-82-4000

ネッツトヨタ信州 穂高店 ネッツトヨタ信州株式会社 長野県安曇野市穂高1481-1

0263-82-5000 0263-82-8020

タイヤ館安曇

長野県安曇野市穂高1799-1

0263-82-0066 0263-82-0020

株式会社ホンダカーズ信州 安曇野店

長野県安曇野市穂高2472-1

0263-82-3220

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 穂高
長野県安曇野市穂高985
店

0263-82-5520

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 0263-88-4966

株式会社 有賀自研工業

長野県安曇野市穂高有明6938−2

0263-83-2522 0263-83-6080

株式会社 光Auto

長野県安曇野市豊科472−16

0263-73-8927 0263-73-8925

株式会社 光Auto

長野県安曇野市豊科472−16

0263-73-8927 0263-73-8925

有限会社 西山自動車

長野県安曇野市豊科4932

0263-72-2506

株式会社 カーローリエ

長野県安曇野市豊科875-5

0263-72-8080

株式会社ホンダカーズ信州 豊科店

長野県安曇野市豊科南穂高754-1

0263-88-2545

株式会社松島自動車工場

長野県安曇野市堀金烏川4879

0263-72-2429

有限会社安曇野自動車

長野県安曇野市明科中川手106-2

0263-62-2536 0263-62-2534

中井自動車 株式会社

長野県安曇野市明科中川手2150-1

0263-62-0008

有限会社クロケットジャパン

長野県伊那市上牧6903-1

0265-76-0966

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

伊那燃料株式会社 伊那南給油所

長野県伊那市西町5093-27

0265-78-2580

伊那燃料株式会社 伊那インター給油所

長野県伊那市御園1244-1

0265-72-8572

伊那燃料株式会社 伊那北給油所

長野県伊那市山寺264

0265-72-4708

トヨタカローラ南信 伊那ＢＰ店 トヨタカローラ南信
株式会社

長野県伊那市御園56

0265-96-0063 0265-96-0064

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 伊那
長野県伊那市御園81-1
店

0265-72-7244

有限会社伊那スズキ

長野県伊那市西町4970-8

0265-78-4573 0265-73-9296

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 0265-76-7720

RGR motors

長野県伊那市前原8268-382

0265-71-7799

株式会社 ワールド

長野県塩尻市大字広丘高出86

0263-53-5700 0263-52-5519

有限会社 JFエイラク

長野県塩尻市北小野2985

0266-46-3445 0266-46-3871

株式会社西日本宇佐美 中部支店 19号塩尻北イ
ンター給油所

長野県塩尻市広丘吉田1130-1

0263-57-0990 0263-57-0980

ガレージ・タチ

長野県塩尻市広丘堅石2146-245

0263-53-7853

有限会社 ムラカミ自動車

長野県塩尻市広丘高出1569-2

0263-52-0229

株式会社オートアールズ 塩尻インター店

長野県塩尻市広丘高出1615-6

0263-54-7000

タイヤ館塩尻

長野県塩尻市広丘高出渋沢1711-1

0263-51-1880 0263-53-9222

株式会社 マルシン

長野県塩尻市広丘野村角前1984

0263-52-5740

有限会社 田中モータース

長野県塩尻市大字塩尻町400-12

0263-52-0631 0263-52-5518

有限会社 ナカハラオートサービス

長野県塩尻市大字広丘郷原1103-1

0263-51-6807 0263-51-6808

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 塩尻
長野県塩尻市大字広丘高出2179-2
店

0263-52-6332

塩尻市農業協同組合

長野県塩尻市大字広丘高出字西村1828

0263-54-0011

有限会社 大信オートボデー

長野県塩尻市大字広丘野村1788-426

0263-54-3290

NTPトヨタ信州株式会社 塩尻店

長野県塩尻市大字広丘野村957

0263-54-3700 0263-54-3703

トヨタカローラ南信 塩尻ＢＰ店 トヨタカローラ南信
株式会社

長野県塩尻市大字広丘野村字桔梗ヶ原1788

0263-54-5558 0263-54-5559

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 0263-53-6156

光自動車

長野県塩尻市大字洗馬元町2280-2

0263-52-1913

有限会社 日之出モータース

長野県塩尻市大門5番町16-26

0263-52-0535

株式会社 中信自動車

長野県塩尻市大門桔梗町10-15

0263-52-0936

ガレージワークス 株式会社コンティニュエーション

長野県塩尻市大門幸町8-1

0263-51-5588 0263-51-5589

株式会社 郷田鈑金

長野県岡谷市郷田2丁目1-37

0266-23-2937

ミスタータイヤマン岡谷店

長野県岡谷市湖畔4-9527-1

0266-78-3050 0266-24-5080

株式会社ホンダカーズ信州 諏訪湖店

長野県岡谷市長地権現町3-1-1

0266-28-7125

フジ物産株式会社 岡谷営業所

長野県岡谷市長地権現町4丁目6-1

0266-28-6604

株式会社ガレージ寺沢

長野県岡谷市長地柴宮3丁目16-3

0266-26-0020

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 岡谷
長野県岡谷市田中町3-6-7
店

0266-22-6355

有限会社内山自動車鈑金

長野県下伊那郡喬木村1326-1

0265-33-3423

T&Aオートサービス

長野県下伊那郡喬木村15866

0265-33-1233

ミスタータイヤマン高森店

長野県下伊那郡高森町吉田2298

0265-35-1517 0265-35-1527

エネクスフリート株式会社 高森給油所

長野県下伊那郡高森町山吹4112

0265-34-3155 0265-34-3156

高森自動車整備工場

長野県下伊那郡高森町大字上市田645-6

0265-35-3630

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 0265-36-5385

有限会社 朝倉石油 タウンズ152給油所

長野県茅野市豊平長倉1552

0266-82-1025

株式会社 山長諏訪90SS

長野県茅野市中沖2007-1

0266-71-1328.

出光 有限会社 朝倉石油

長野県茅野市米沢3747-1

0266-72-4133

八幡商事株式会社

長野県茅野市ちの1061

0266-72-4131

タイヤ館 すわ

長野県茅野市中沖1-6

0266-82-3441 0266-82-3447

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 茅野
長野県茅野市中沖1740-3
店

0266-72-7115

NTPトヨタ信州株式会社 茅野店

0266-72-7171 0266-73-5446

長野県茅野市本町東5-15

株式会社オートアールズ 駒ヶ根バイパス店

長野県駒ヶ根市下市場10-10

0265-82-7788

長野日産自動車株式会社 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

トヨタカローラ南信 駒ケ根店 トヨタカローラ南信株
長野県駒ケ根市赤穂14616
式会社

0265-83-5118 0265-83-1703

長野日産自動車株式会社 南佐久店

長野県佐久市臼田1237-5

0267-82-5323

株式会社ロイヤルオートサービス 佐久工場

長野県佐久市岩村田北1丁目14-4

0267-66-3655

株式会社オートアールズ 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

有限会社桜井モータース

長野県佐久市甲1951-2

0267-58-3053

有限会社 ロードラッツ

長野県佐久市取出町635-13

0267-63-6659 0267-63-6656

株式会社 オートメカ・エフケイ

長野県佐久市小田井332

0267-66-1234 0267-66-1233

株式会社 オートパル佐久浅間 オートパルさく

長野県佐久市新子田字高師町1403

0267-68-1525

長野日産自動車株式会社 佐久店

長野県佐久市大字中込2472-5

0267-62-0550

相互自動車 株式会社

長野県佐久市中込2180-2

0267-62-3510 0267-62-3510

株式会社 金沢電機

長野県佐久市中込2241-7

0267-62-2226

株式会社 富松自動車

長野県佐久市中込3209-1

0267-67-4474

有限会社 中込自動車センター

長野県佐久市中込3226-6

0267-67-4475 0267-67-4426

片井モータース

長野県佐久市伴野1843-1

0267-62-2323

有限会社 東商自動車

長野県佐久市北川525-15

0267-82-5960

有限会社渡辺自動車

長野県小県郡長和町古町2432-3

0268-68-2321

株式会社オートアールズ 小諸店

長野県小諸市滋野甲65-3

0267-31-6616

長野日産自動車株式会社 小諸店

長野県小諸市大字平原字四ツ谷原998-1

0267-22-1740

有限会社ライオンハーツ

長野県松本市石芝4丁目2-7

0263-29-4343

寿石油株式会社

長野県松本市大字松原49-6

0263-58-4957 0263-58-4599

F・M・SKワールド 株式会社

長野県松本市筑摩4-6-2

0263-26-2726 0263-26-2726

株式会社 田中自動車

長野県松本市波田1909-62

0263-92-3115

折井電池 株式会社

長野県松本市巾上7-10

0263-32-0574 0263-36-5114

株式会社協同機械化センター 松本支店

長野県松本市南松本1-4074-2

0263-27-2005

有限会社 カドヤ石油

長野県松本市大字神林6094-1

0263-86-1001 0263-86-1004

ミスズ石油株式会社 松本空港通りSS

長野県松本市神林1981-3

0263-58-4525 0263-58-4589

株式会社ロイヤルオートサービス 渚工場

長野県松本市渚2丁目9-5

0263-88-5801

株式会社オートアールズ 梓川店

長野県松本市梓川字倭2133-1

0263-78-6200

タイヤ館ヤマト

長野県松本市梓川倭109-1

0263-78-5501 0263-78-5510

株式会社CAR PLACE

長野県松本市梓川倭1666-8

0263-50-5047

松本自動車工業 株式会社

長野県松本市鎌田1丁目3-6

0263-25-3430 0263-25-3435

NTPトヨタ信州株式会社 鎌田店

長野県松本市鎌田1丁目9-13

0263-25-9021 0263-28-6626

有限会社 沢村自動車整備工場

長野県松本市蟻ケ崎6丁目8-2

0263-35-0243 0263-35-0514

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 0263-27-5447

有限会社平田自動車鈑金

長野県松本市笹賀5912-9

0263-25-5569

株式会社ホンダカーズ信州 HondaGloss長野 松本
長野県松本市笹賀7191
センター

0263-31-0222

エボリューション

長野県松本市笹賀8123

0263-87-3723

株式会社Car-Channel 2621

長野県松本市寿中2-4-2

0263-86-2621 0263-87-0092

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 渚店 長野県松本市渚1-7-70

0263-26-6032

ミスタータイヤマン松本店

長野県松本市小屋南2丁目10-14

0263-86-8100 0263-86-8005

ブリヂストンタイヤ長野販売 株式会社

長野県松本市小屋南2丁目18-20

0263-88-3355 0263-88-3759

株式会社 ロイヤルオートサービス

長野県松本市庄内3丁目3-10

0263-27-7780 0263-27-3133

トヨタカローラ南信 物流センター トヨタカローラ南
信株式会社

長野県松本市神林小坂道7107-57

0263-48-1771 0263-48-1990

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

有限会社赤澤電機工業所

長野県松本市征矢野1丁目6-16

0263-25-2811

0263-25-6422

スズキアリーナ松本村井店 株式会社ロイヤルオー
長野県松本市村井町南2-1-5
トサービス

0263-57-5522 0263-57-5533

レクサス松本

長野県松本市村井町南2丁目14-27

0263-85-5211 0263-85-5220

株式会社ホンダカーズ信州 松本村井店

長野県松本市村井町南4-1-7

0263-59-4141

株式会社ホンダカーズ信州 Ｕ−Ｓｅｌｅｃｔ松本村井

長野県松本市村井町南4-1-7

0263-85-3344

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 松本
長野県松本市村井町北 1-9-66
店

0263-58-4132

長野オート販売 株式会社

長野県松本市村井町北1丁目2-18

0263-57-7100 0263-57-6660

有限会社 神山自動車販売

長野県松本市大字今井7109-4

0263-58-5349

有限会社キーパーズオートアラーム

長野県松本市大字笹賀5842-5

0263-24-3901 0263-24-3902

降籏モータース

長野県松本市大字島立2118-1

0263-48-1281

NTPトヨタ信州株式会社 筑摩店

長野県松本市筑摩3丁目19-4

0263-25-0005 0263-25-0553

ネッツトヨタ信州 筑摩店 ネッツトヨタ信州株式会社 長野県松本市筑摩3丁目19-4

0263-24-0511 0263-28-0513

有馬自動車工業株式会社

長野県松本市中条1-3

0263-33-1306 0263-34-2150

アウトバーン

長野県松本市島内4625

0263-40-3655

有限会社ツカサモータース

長野県松本市島立3802

0263-47-1415

株式会社ホンダカーズ信州 松本インター店

長野県松本市島立453-1

0263-47-8681

有限会社ウォーム・ハート サービス工場

長野県松本市野溝東1丁目17-3

0263-24-2276

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丁目1-1

0263-58-3271

アルピコ交通株式会社 整備事業本部 アルピコ自
長野県松本市平田東2丁目1-2
工松本事業所

0263-58-3271

有限会社ミノルモータース

0265-78-7117

長野県上伊那郡南箕輪村80-7

株式会社ホンダカーズ信州 伊那東店

長野県上伊那郡南箕輪村324-1

0265-78-3141

NTPトヨタ信州株式会社 箕輪店

長野県上伊那郡南箕輪村字久保45-1

0265-76-0101 0265-76-0918

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 0265-78-8113

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

タイヤ館箕輪

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町964-1

0265-98-9111 0265-70-7575

湯本合資会社

長野県上高井郡小布施町大字小布施1151

026-247-2722

宮川オート

長野県上高井郡高山村大字高井4771-7

026-246-4195

株式会社フロット・モビール

長野県上高井郡高山村中山973-1

026-214-6670 026-214-6671

上田モーター商会 株式会社

長野県上田市古里820

0268-24-6627

長野日産自動車株式会社 上田国分店

長野県上田市国分1-8-2

0268-22-3555

清水電機工業所

長野県上田市常田3丁目15-71

0268-24-6283 0268-24-6452

長野日産自動車株式会社 上田店

長野県上田市常入1-1-63

0268-27-0232

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 0268-24-9694

長野日産自動車株式会社 上田原店

長野県上田市神畑174-1

0268-27-2332

日産プリンス長野販売株式会社 上田店

長野県上田市材木町1丁目16-17

0268-22-3456

株式会社エリートモータース

長野県上田市中丸子1415

0268-42-2215

株式会社 松山自動車invt

長野県上田市武石沖204-6

0268-85-2212

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 0268-82-8680

有限会社 窪田モータース

長野県諏訪郡富士見町富士見251-12

0266-62-5760 0266-62-8838

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 諏訪
長野県諏訪郡下諏訪町4658-2
店

0266-27-3232

NTPトヨタ信州株式会社 下諏訪店

長野県諏訪郡下諏訪町字湖浜6133-39

0266-27-3505 0266-27-3508

ブルーポイント

長野県諏訪市高島3丁目1201-107

0266-54-6227

株式会社ホンダカーズ信州 諏訪インター店

長野県諏訪市四賀2402

0266-53-4556

アルピコ自工株式会社 諏訪事業所

長野県諏訪市赤羽根1-14

0266-56-4634

NTPトヨタ信州株式会社 諏訪店

長野県諏訪市大字中洲字砂田2918-1

0266-57-0101 0266-57-0972

株式会社Carport

長野県須坂市大字高梨333-10

026-245-1131 026-245-4527

滝沢自動車販売 有限会社

長野県須坂市大字日滝4139-1

026-248-2447

株式会社カーフィールドK

長野県須坂市大字米持627-1

026-214-7572 026-214-7573

ニュー共和オート 株式会社

長野県須坂市墨坂2丁目7-1

026-248-4936

長野日産自動車株式会社 須坂店

長野県須坂市墨坂南1-6-18

026-480-0523

ミスタータイヤマン更埴店

長野県千曲市粟佐1204-6

026-273-1244 026-273-0104

有限会社 信和自動車

長野県千曲市大字屋代907

026-272-1491

有限会社美邦自動車

長野県千曲市大字若宮1425-5

026-275-2272

長野日産自動車株式会社 千曲店

長野県千曲市大字打沢6-1

026-272-1646

有限会社 ワタリ車体整備工業

長野県千曲市大字内川1320-2

026-275-2043

タイヤセンター大町

長野県大町市常盤5970-1

0261-22-0493 0261-23-5353

株式会社オートアールズ 大町店

長野県大町市常磐字南松原4851-7

0261-26-3511

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 大町
長野県大町市大町2888
店

0261-22-3250

有限会社 立山モータース

長野県大町市平7880-13

0261-22-7007

株式会社竹内農機

長野県中野市吉田2-6

0269-26-2441

株式会社トータルショップヒロ

長野県中野市吉田765-1

0269-26-1716 0269-26-1716

長野日産自動車株式会社 中野店

長野県中野市大字江部字田中1305-1

0269-22-2121

長野日産自動車 株式会社

長野県長野市川合新田3616-1

026-221-2332

タイヤ館若槻

長野県長野市稲田1-7-17

026-241-3663 026-241-3064

協和モータース

長野県長野市稲葉日詰1886-5

026-221-6206

オートｼｮｯﾌﾟ日米株式会社

長野県長野市稲里1丁目6-5

0262-84-2845

アルピコ交通株式会社 整備事業本部 アルピコ自
長野県長野市稲里町田牧1300-1
工長野事業所

026-286-6661

タイヤ館長野南バイパス

長野県長野市稲里町中央1-24-12

026-291-0288 026-283-6008

長野日産自動車株式会社 三輪店

長野県長野市三輪9-49-40

026-244-5201

長野南自動車株式会社

長野県長野市篠ノ井御幣川621

026-293-1600

長野日産自動車株式会社 若槻店

長野県長野市若槻東条1106-1

026-295-4123

有限会社和田自動車販売

長野県長野市若穂川田3609-1

026-282-5971

ミスタータイヤマン長野東店

長野県長野市若穂綿内字大橋452

026-214-2575 026-214-2576

タイヤ館イエスワン

長野県長野市若里4-1-1

026-223-2002 026-223-2005

有限会社 無限自動車技研

長野県長野市若里7丁目2-10

026-228-4237

有限会社 カードックサービス

長野県長野市松岡2丁目19-18

026-221-6775

有限会社 ワールド自工

長野県長野市松岡2丁目24-26

026-221-8000 026-221-8008

株式会社小田切車体 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

長野日産自動車株式会社 青木島店

長野県長野市青木島4-4-5

026-284-5723

長野日産自動車株式会社 長野大橋店

長野県長野市川合新田3616-1

026-221-4132

長野日産自動車株式会社 篠ノ井店

長野県長野市川中島町原424-1

026-292-3032

株式会社若林

長野県長野市川中島町御厨1517-1

026-284-9366

ミスタータイヤマン大橋店

長野県長野市大橋南1-40

026-286-3322 026-286-2600

長野日産自動車株式会社 柳原店

長野県長野市大字小島140

026-243-7313

長野日産自動車株式会社 東和田店

長野県長野市大字東和田889

026-244-5500

長野自動車部品株式会社

長野県長野市大字東和田898-2

026-243-2264

有限会社 ロクサン自動車

長野県長野市大字富竹854

026-296-4743

長野日産自動車株式会社 中御所店

長野県長野市中御所町4-12

026-228-1123

株式会社豊野ホンダ

長野県長野市豊野町南郷903-2

026-257-3470

プロショップ車館株式会社

長野県長野市若宮2丁目11−5

026-263-8145

長野日産自動車株式会社 東御店

長野県東御市本海野1785-3

0268-64-5123

株式会社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 0263-97-3207

長野日産自動車株式会社 飯山店

長野県飯山市大字飯山（常盤街道）5267

0269-62-3147

株式会社オートアールズ 飯山バイパス店

長野県飯山市静間字郷谷1413-2

0269-63-1110

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丁目2-1

0265-25-8200 0265-25-8201

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 羽場
長野県飯田市羽場坂町2367-18
店

0265-23-2330

タイヤセンター桐林

長野県飯田市桐林988-1

0265-26-6305 0265-26-6306

株式会社イイダサービス

長野県飯田市上郷飯沼1530−1

0265-22-3336

株式会社ホンダカーズ信州 Ｕ−Ｓｅｌｅｃｔ飯田

長野県飯田市上郷飯沼1843-1

0265-52-1141

株式会社ホンダカーズ信州 飯田中央店

長野県飯田市上郷飯沼1847-1

0265-24-4141

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 0265-24-8483

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 飯田
長野県飯田市上郷別府3304-1
店

0265-23-2332

有限会社塩沢電機工業所

長野県飯田市上郷別府3344-2

0265-22-3076

TNK株式会社

長野県飯田市上郷別府731-1

0265-53-0155 0265-48-0099

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

森商店

長野県飯田市鼎切石4766

090-1865-7784

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

NTPトヨタ信州株式会社 飯田店

長野県飯田市鼎名古熊2588-1

0265-48-8222 0265-25-5112

信光石油株式会社 白馬給油所

長野県北安曇郡白馬村北城1940-1

0261-72-2355

長野日産自動車株式会社 日産サティオ松本 木曽
長野県木曽郡木曽町福島2408-1
店

0264-23-2216

NTPトヨタ信州株式会社 木曽店

0264-23-2255 0264-22-3862

長野県木曽郡木曽町福島2873

岐阜県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

株式会社オセアノ山下

岐阜県羽島郡笠松町江川252-2

058-388-3717

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 058-245-9043

有限会社 ガレージビッグバルブ

岐阜県羽島郡岐南町三宅1丁目214-1

058-248-6131 058-259-7007

オートサイト 株式会社テレワーク

岐阜県羽島郡岐南町平成6丁目22-2

058-247-1888 058-247-1782

エフエルシー株式会社 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
今井田モータース

岐阜県羽島市正木町不破一色797-36

058-392-4333

株式会社TAKUMI

岐阜県羽島市福寿町平方10-91

058-398-5753 058-398-3419

TGI トータルガレージイケダ

岐阜県羽島氏福寿町本郷1025

058-322-7619 058-322-6295

有限会社村井自動車

岐阜県加茂郡七宗町川並523-5

0574-48-1228 0574-48-1991

株式会社竹腰モータース

岐阜県加茂郡白川町坂ノ東4128-4

0574-75-2011

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

宮前鈑金塗装

岐阜県可児市下恵土5653−2

0574-62-1262

土岐三菱自動車販売株式会社 可児店

岐阜県可児市下恵土5775-1

0574-62-7511

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 0574-63-5823

有限会社サワノオート

岐阜県可児市下切532-3

0574-60-5033

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 0574-61-2278

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 058-370-0044

Honda Cars 岐阜中央 鵜沼西店

岐阜県各務原市鵜沼西町1-651-1

058-384-1122

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 058-370-1231

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 058-380-0621

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

058-383-5011

エフエルシー株式会社 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

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 0575-24-5380

Honda Cars 岐阜中央 関下有知店

岐阜県関市下有知字前洞新田51-7

0575-21-5333

古川電装

岐阜県関市小屋名1037-2

0575-28-3915

早川自動車

岐阜県関市弥生町4丁目2-24

0575-24-8324 0575-24-8576

株式会社福田自動車

岐阜県関市弥生町4丁目3−18

0575-22-4130

有限会社つちや自動車

岐阜県関市富之保2160

0575-49-2488

有限会社林モータース

岐阜県関市古屋敷町8-1

0575-22-1258

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

有限会社タカセ自販

岐阜県関市武芸川町跡部1133

0575-36-1167

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

Honda Cars岐阜 長良店 株式会社ホンダカーズ岐
岐阜県岐阜市長良西野前56-1
阜

058-233-7555 058-233-4796

岐阜日石株式会社 オートランド岐阜東

岐阜県岐阜市細畑1丁目2-19

058-248-2831

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 058-271-1307

有限会社ヤマダ俱楽部

岐阜県岐阜市粟野東4丁目283

058-237-1636

カーショップ1番

岐阜県岐阜市粟野東5丁目256

058-237-1151 058-237-6103

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 058-272-0738

Honda Cars 岐阜中央 河渡店

岐阜県岐阜市河渡3-32

058-255-4133

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

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2-6

058-251-8748 058-253-5580

ホンダカーズ岐阜 Ｕ－ｓｅｌｅｃｔ岐阜県庁前

岐阜県岐阜市市橋3-5-17

058-271-6800 058-271-6812

有限会社双葉自動車

岐阜県岐阜市秋沢217-1

058-239-9143

Honda Cars 岐阜中央 長良北店

岐阜県岐阜市上土居1-7-5

058-295-0885

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 058-231-7122

エフエルシー株式会社 フォード岐阜

岐阜県岐阜市西河渡2-5

058-254-0330

株式会社 カガシマ自動車センター

岐阜県岐阜市大菅南13-25

058-253-0300

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 058-233-4796

成瀬自動車整備工場

岐阜県岐阜市鶴見町2-1

058-246-4440 058-246-9441

株式会社 小栗サービス

岐阜県岐阜市福富天神前305-1

058-229-3482

Honda Cars 岐阜中央 北一色店

岐阜県岐阜市北一色3-10-1

058-247-8118

ホンダカーズ岐阜 Ｕ－ｓｅｌｅｃｔ岐阜東

岐阜県岐阜市北一色3-13-2

058-240-4115 058-240-4131

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 058-388-7180

Honda Cars 岐阜中央 柳津店

岐阜県岐阜市柳津町蓮池2-2

058-388-7121

日置自動車整備工場

岐阜県郡上市大和町剣256-1

0575-88-2096

恩地モータース

岐阜県郡上市白鳥町恩地575

0575-84-1275 0575-84-1282

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

池田自動車整備工場

岐阜県郡上市八幡町美山2438-1

0575-68-2318 0575-68-2318

株式会社 太田モータース

岐阜県郡上市美並町白山1740

0575-79-2045 0575-79-3181

ボディショップ美並

岐阜県郡上市美並町白山246

0575-79-3418

オートサービスKOJIMA

岐阜県恵那市大井町2582-1

0573-59-9155 0573-59-9156

有限会社川井電装

岐阜県恵那市明智町大田990-1

0573-54-2843

株式会社トシオス

岐阜県下呂市田口50-1

0576-27-1717

シンコー電装

岐阜県下呂市萩原町尾崎660-193

0576-55-0394

青木自動車有限会社 高山店

岐阜県高山市石浦町5-97

0577-34-7238 0577-34-0542

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

株式会社 ORBITAL

岐阜県高山市石浦町1丁目73-2

090-3258-9271

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 0577-33-4367

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 0577-37-1333

株式会社中井自動車

岐阜県高山市一之宮町3443

0577-53-2590 0577-53-2698

ＨＩＴ CAR LIFE ADVESER

岐阜県高山市清見町坂下584

090-3481-3787

株式会社FROG AUTO

岐阜県高山市下岡本町992

0577-33-2340 0577-33-2341

株式会社昭和電機

岐阜県高山市下岡本町1229-13

0577-33-0310

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

株式会社 藤澤自動車

岐阜県山県市東深瀬239-3

0581-22-3661 0581-22-5620

株式会社花村自動車

岐阜県山県市岩佐1459-1

0581-52-2055

有限会社カーメンテナンスオートプロ瑞穂

岐阜県瑞穂市牛牧360-1

058-327-5255 058-337-7007

有限会社廣瀬自動車

岐阜県瑞穂市野田新田4115-1

058-326-6648

株式会社井澤自動車

岐阜県瑞浪市寺河戸町1239-2

0572-67-2188

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 0572-21-0228

有限会社7TEC

岐阜県多治見市京町3-86

0572-23-3701 0572-23-3701

有限会社新生自動車

岐阜県大垣市東町1丁目208

0584-82-7668 0584-82-7668

株式会社オートシティ・VIP

岐阜県大垣市安井町4丁目19-1

0584-81-1813

株式会社 名神

岐阜県大垣市安井町6丁目4

0584-81-3274 0584-81-3299

Honda Cars 岐阜中央 大垣禾森店

岐阜県大垣市禾森町6-34

0584-77-6203

Honda Cars 大垣南 青柳店 株式会社ホンダカーズ
岐阜県大垣市割田町525-1
大垣南

0584-89-2404

ボルテージ

岐阜県大垣市恵比寿町3丁目11-2

0584-47-9311

株式会社プライド

岐阜県大垣市今宿2丁目153-1

058-474-1119

志津電装

岐阜県大垣市新田町4丁目18

0584-89-6996

株式会社 松岡モータース

岐阜県大垣市静里町1015-4

0584-91-3053

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269-1

0584-89-2020

株式会社 SKY NETWORK CORPORATION

岐阜県大垣市草道島町84-3

0584-72-1050 0584-72-1051

株式会社サンクスオート松岡

岐阜県大垣市池尻町909

0584-71-4408 0584-71-4410

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 0584-93-1322

Honda Cars 大垣中央 船町店 株式会社ホンダファ
岐阜県大垣市南切石町2丁目55
ミリーテラダ

0584-81-6227

株式会社八高

岐阜県中津川市下野333-1

0573-67-9155 0573-67-9156

東美濃農業協同組合 東美濃農協自動車センター

岐阜県中津川市下野89-1

0573-72-3080

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 0573-68-5781

土岐三菱自動車販売株式会社 スズキアリーナ中津
岐阜県中津川市手賀野437-1
川

0573-66-7813

付知ボデー工業

岐阜県中津川市付知町7698-5

0573-82-4383

有限会社ガッツ

岐阜県中津川市付知町8554−1

0573-83-0170

阿庄石油株式会社

岐阜県土岐市下石阿庄町4丁目8

0572-57-7732 0572-57-2957

石黒商事株式会社 セルフサントピアIS

岐阜県土岐市泉郷町4-49

0572-54-3326

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 0572-55-5632

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丁目1-4

0572-54-8100

土岐三菱自動車販売株式会社 土岐店

岐阜県土岐市肥田浅野矢落町1丁目1-1

0572-55-4011

有限会社坂本自動車

岐阜県飛騨市古川町上町128-1

0577-73-3800

有限会社松井バッテリー

岐阜県飛騨市古川町朝開町608

0577-73-3383

株式会社 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

くるま生活ランシア

岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1556-8

0574-50-1875

松尾自動車

岐阜県美濃加茂市山之上町1091-36

0574-26-2543

有限会社渡辺サービス整備工場

岐阜県美濃加茂市川合町2丁目5-37

0574-26-3268

コクピット248

岐阜県美濃加茂市西町6丁目3-4

0574-27-3123

セイコーモータース

岐阜県美濃加茂市本郷町4丁目5-1

0574-25-1287 0574-25-1277

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 0574-24-2311

株式会社 中村自動車

岐阜県不破郡垂井町1017-2

0584-22-3279 0584-22-6644

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 058-323-7005

株式会社杉本商会

岐阜県本巣郡北方町東加茂1丁目45

058-324-5161

イチジン

岐阜県本巣市仏生寺838-1

090-2611-9180

株式会社松浦自動車興業

岐阜県本巣市上真桑1348

058-324-8723 058-324-8895

藤倉自動車株式会社 本巣店

岐阜県本巣市上保760-1

058-213-5523

杉本整備株式会社

岐阜県本巣市曽井中島1353

0581-34-3173

株式会社クワバラボディワークス

岐阜県揖斐郡池田町草深786-1

0585-45-7776 0585-45-8899

オーバーテイク

岐阜県揖斐郡池田町本郷442-15

0585-45-8883

有限会社 川瀬モータース

岐阜県揖斐郡大野町瀬古字桧２０−１

0585-35-2028

エースオート

岐阜県揖斐郡池田町下東野580-1

0585-45-8787 0585-45-8788

三栄自動車 株式会社

岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪2174-4

0585-22-1247 0585-22-5723

寺井サービス

岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲深坂2425

0585-55-2925

K-GARAGE

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方2227-3

0585-21-1031 0585-21-1032

田中モータース

岐阜県養老郡養老町押越981-5

0584-32-0289

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

Grates

岐阜県養老郡養老町船附1309

0584-84-4622 0584-84-4633

静岡県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

静岡トヨタ自動車株式会社 伊東店

静岡県伊東市川奈1256-18

0557-45-1212

静岡日産自動車株式会社 伊東店

静岡県伊東市吉田1026-98

0557-45-0230

静岡トヨタ自動車株式会社 大仁店

静岡県伊豆の国市御門53-1

0558-76-5656

静岡日産自動車株式会社 大仁店

静岡県伊豆の国市中島237-2

0558-76-3311

カノガワ自工 有限会社

静岡県伊豆市熊坂353-1

0558-72-5545 0558-72-2849

静岡トヨタ自動車株式会社 下田店

静岡県下田市吉佐美918-1

0558-22-3630

静岡日産自動車株式会社 下田店

静岡県下田市1丁目604-3

0558-22-3625

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

杉本自動車

静岡県掛川市大坂5022-2

0537-29-8607 0537-29-8608

株式会社ミヅタニ

静岡県掛川市大渕1514

0537-48-3564

有限会社 三和自動車

静岡県掛川市上西郷248

0537-24-4121 0537-24-4123

株式会社 中遠モータース

静岡県掛川市葛川1126-5

0537-24-3355

株式会社 カーサービス内海

静岡県掛川市国安2302

0537-72-4818

株式会社 松本石油

静岡県掛川市国安455-1

0537-72-2582

オートサービス掛川

静岡県掛川市下俣547-1

0537-29-5003 0537-29-5004

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

有限会社 大石自動車

静岡県掛川市千浜6456-1

0537-72-5529

オートスター

静岡県掛川市富部650-7

0537-24-5339 0537-24-5359

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

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 0537-48-5775

アクロス

静岡県掛川市浜野2683-1

0537-72-2986 0537-72-7523

有限会社 掛川太田電機

静岡県掛川市細田141-1

0537-23-1321

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 0537-24-6718

マルエス自動車株式会社

静岡県掛川市細谷785-1

0537-26-1357

掛川ホンダ販売 株式会社

静岡県掛川市弥生町24

0537-24-1266

掛川オート 株式会社

静岡県掛川市領家1666

0537-24-3231

静岡トヨタ自動車株式会社 掛川店

静岡県掛川市細田255-1

0537-22-6281

有限会社 カーズ・敏

静岡県掛川市沖之須795-1

0537-48-5621

オートサービスイトウOM

静岡県掛川市家代592-1

0537-21-5955

株式会社 遠興自動車部

静岡県掛川市菊浜776-3

0537-72-2188

株式会社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

ネッツトヨタ浜松株式会社 掛川店

静岡県掛川市成滝405

0537-22-7177

大浜自動車 株式会社

静岡県掛川市大坂991-1

0537-72-2419

ネッツトヨタ浜松株式会社 ネッツランドＵ－掛川

静岡県掛川市大池385

0537-24-5221

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

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 0537-72-4312

有限会社 鈴木モータース

静岡県菊川市大石401-1

0537-73-2159 0537-73-5524

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

有限会社 園田自動車

静岡県菊川市高橋3828-1

0537-73-2082 0537-73-2171

イワセ自動車

静岡県菊川市堂山新田651-1

0537-73-5822 0537-73-5822

静岡トヨタ自動車株式会社 小笠店

静岡県菊川市赤土1192-1

0537-73-2222

ネッツトヨタ浜松株式会社 小笠店

静岡県菊川市高橋3926

0537-73-6191

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 0537-73-7588

大西オートサービス

静岡県菊川市嶺田542

0537-29-6080

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

有限会社小野田自動車

静岡県湖西市太田983-4

053-578-1311

伊豆屋自動車 有限会社

静岡県湖西市吉美3294-383

053-572-3232

静岡トヨタ自動車株式会社 湖西店

静岡県湖西市古見1313

053-576-3235

有限会社忠内モータース

静岡県湖西市岡崎1440-5

053-577-0573

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

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

ネッツトヨタ浜松株式会社 湖西店

静岡県湖西市新居町中之郷2274

053-594-1355

有限会社浜名自動車

静岡県湖西市新居町浜名4674

053-594-0710

有限会社コサイ自動車

静岡県湖西市新所3691

053-578-2639

アミヤ商会

静岡県湖西市新所6058-6

053-578-3877

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

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

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

マスダオート

静岡県御前崎市池新田3164-1

0537-86-3215 0537-86-8848

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

長尾商会

静岡県御前崎市下朝比奈1500-7

0537-86-2240

カツミ自動車整備

静岡県御前崎市合戸3284-3

0537-86-7491

植田商会

静岡県御前崎市佐倉1354-1

0537-86-2331 0537-86-7807

河原崎商会

静岡県御前崎市池新田2623-1

0537-86-2274

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 0537-64-3033

浜岡自動車協業組合

静岡県御前崎市池新田793-8

0537-86-3281 0537-86-7066

株式会社 ステック

静岡県御殿場市山尾田6-2

0550-89-7794 0550-89-7792

静岡トヨタ自動車株式会社 御殿場店

静岡県御殿場市竈13-1

0550-83-1321

マイティーガレージ

静岡県御殿場市山の尻1043-1

0550-83-4948 0550-82-5234

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

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 0550-83-9871

鬼頭モータース

静岡県御殿場市川島田501-17

0550-82-0073

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 0550-83-7689

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

静岡日産自動車株式会社 御殿場萩原店

静岡県御殿場市萩原921-1

0550-89-2600

株式会社TRUST

静岡県御殿場市北久原436-1

0550-78-7750

杉山輪業

静岡県御殿場市六日市場2-1

0550-82-1038

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 0550-89-5694

静岡トヨタ自動車株式会社 三島店

静岡県三島市三好町286-2

055-981-1855

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

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

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

小山スズキ販売株式会社

静岡県駿東郡小山町菅沼771-1

0550-76-0425

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

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

静岡日産自動車株式会社 清水町店

静岡県駿東郡清水町伏見231

055-975-7000

株式会社 イータス

静岡県沼津市小諏訪903-2

055-929-9710

静岡トヨタ自動車株式会社 沼津店

静岡県沼津市大岡1527-1

055-952-5200

米谷自動車

静岡県沼津市下香貫七面1180-2

055-934-0101

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 055-968-2217

株式会社志村自動車

静岡県沼津市西間門64-1

055-955-7123 055-955-7036

静岡日産自動車株式会社 西条店

静岡県沼津市西条町163

055-962-5051

静岡日産自動車株式会社 沼津店

静岡県沼津市大岡2750

055-922-1123

キューリン自動車

静岡県焼津市田尻1354-1

054-624-7831

辰巳自動車

静岡県焼津市石津港町21-1

054-624-8621

K・FACTORY・CARS

静岡県焼津市本中根730-2

054-624-4100

静岡トヨタ自動車株式会社 Ｕ－Ｃａｒ焼津

静岡県焼津市大覚寺1丁目2-7

054-626-2221

静岡トヨタ自動車株式会社 焼津店

静岡県焼津市大島673

054-624-4711

株式会社田辺電機

静岡県焼津市小川3203−2

054-624-2327 054-623-4013

株式会社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

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 054-629-1237

静岡日産自動車株式会社 焼津道原店

静岡県焼津市道原5

054-624-1358

株式会社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

静岡日産自動車株式会社 焼津インター店

静岡県焼津市八楠3丁目10-6

054-627-2311

ネッツトヨタ浜松株式会社 焼津店

静岡県焼津市柳新屋724-7

054-626-0222

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

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 0548-32-4577

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

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

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

ネッツトヨタ浜松株式会社 吉田店

静岡県榛原郡吉田町住吉690

0548-32-1291

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 0548-32-5860

静岡トヨタ自動車株式会社 裾野店

静岡県裾野市水窪119-11

055-993-1231

株式会社カーテックフジ

静岡県裾野市今里427-7

055-997-2633 055-997-2344

株式会社CE-ONE

静岡県裾野市平松645-6

055-993-0441 055-994-1240

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

水上自動車商会

静岡県静岡市葵区井宮町134-2

054-271-5772

株式会社ゴーゴー

静岡県静岡市葵区新富町4丁目12

054-266-9892

山崎自動車

静岡県静岡市葵区新間313-1

054-278-5634

静岡トヨペット株式会社 営業ひとづくり部サービスG 静岡県静岡市葵区長沼611

054-261-4116

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 054-278-3936

株式会社 沖自動車

静岡県静岡市葵区福田ヶ谷473

054-294-9936 054-294-0656

小澤モータース

静岡県静岡市葵区牧ケ谷2429

054-278-0862

株式会社スギセキ 美和CS

静岡県静岡市葵区与左衛門新田69-1

054-296-0031

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 054-353-4856

本多モータース

静岡県静岡市清水区長崎新田117

054-345-6189 054-345-6019

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

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

静岡トヨタ自動車株式会社 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

静岡トヨタ自動車株式会社

静岡県静岡市駿河区国吉田2丁目3-1

054-264-7245

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

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 054-287-5322

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 054-258-6403

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 054-204-2554

静岡トヨタ自動車株式会社 長沼店

静岡県静岡市葵区長沼南7-10

054-262-2111

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

静岡トヨタ自動車株式会社 平和店

静岡県静岡市葵区平和1丁目6-17

054-253-8866

静岡日産自動車 株式会社

静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目7-48

054-261-2311 054-262-9423

静岡トヨタ自動車株式会社 静岡インター店

静岡県静岡市駿河区中村町320-1

054-281-7277

静岡トヨタ自動車株式会社 清水店

静岡県静岡市清水区天神2丁目2-4

054-366-2121

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

佐藤オートサービス

静岡県静岡市葵区古庄2丁目9-7

054-261-4469

竜南自動車商会

静岡県静岡市葵区瀬名中央1丁目7-48

054-261-2967 054-264-0807

静岡日産自動車株式会社 千代田店

静岡県静岡市葵区東千代田1丁目2-3

054-261-5211

オートライフ

静岡県静岡市葵区平和1丁目5-20

054-273-5088

静岡日産自動車株式会社 平和店

静岡県静岡市葵区平和3丁目20-48

054-205-3400

株式会社 カルゴ

静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2061

054-276-1520 054-276-1521

芝田自動車

静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2174

054-278-3335

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

有限会社 タームズオート

静岡県静岡市駿河区宮竹1丁目11-2

054-238-7138 054-238-7139

静清自動車

静岡県静岡市駿河区曲金5丁目6-35

054-281-5227 054-281-5228

Carbell カーベル静岡WEP'S 有限会社ウェップス

静岡県静岡市駿河区広野3丁目15-23

054-256-2181 054-256-2173

MKガレージ

静岡県静岡市駿河区広野4丁目8-23

054-266-9293

静岡日産自動車株式会社 静岡国吉田店

静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目7-48

054-261-2301

ネッツトヨタ浜松株式会社 静岡店

静岡県静岡市駿河区手越原168

054-259-1271

静岡日産自動車株式会社 ＳＢＳ通り店

静岡県静岡市駿河区中村町230

054-286-2323

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

カーワークス・ムラマツ

静岡県静岡市駿河区中島630-1

054-283-9478 054-283-9478

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

山河モータース

静岡県静岡市駿河区登呂1丁目16-41

054-285-0329

芦澤自動車工業

静岡県静岡市駿河区登呂1丁目16-5

054-285-7485

静岡日産自動車株式会社 登呂店

静岡県静岡市駿河区富士見台1丁目5-5

054-287-2300

ヒノデネット株式会社 モータース事業部

静岡県静岡市清水区宮加三324-2

054-334-1540 054-334-1614

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

源平モータース

静岡県静岡市清水区渋川3丁目2-2

054-345-6591 054-374-5395

株式会社 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

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

静岡日産自動車株式会社 清水港店

静岡県静岡市清水区清開1丁目2-10

054-335-5423

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 054-340-4000

株式会社富士富

静岡県静岡市清水区袖師町535-1

054-366-6279

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

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 054-335-1550

株式会社松浦商会

静岡県静岡市清水区村松原1丁目2-36

054-334-1752

静岡日産自動車株式会社 清水店

静岡県静岡市清水区天王南4-2

054-365-2311

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丁目9-17

054-361-1200

オートガレージサイトウ

静岡県静岡市清水駒越南町10-7

0543-36-3922 0543-36-3923

有限会社 山梨マルエス

静岡県袋井市上山梨934-1

0538-49-1126

株式会社 宇刈モータース

静岡県袋井市宇刈1148-1

0538-49-1911

静岡県車輌サービス株式会社

静岡県袋井市堀越461

0538-42-6131

有限会社 高橋モータース

静岡県袋井市山崎5363

0538-23-4002

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 0538-43-1133

静岡トヨタ自動車株式会社 袋井店

静岡県袋井市堀越494-3

0538-43-6666

藤田モータース

静岡県袋井市松原1005-1

0538-23-2051

カーコレクション

静岡県袋井市上山梨1丁目1-1

0538-49-3556 0538-84-9753

ネッツトヨタ浜松株式会社 袋井店

静岡県袋井市川井1005-2

0538-43-5311

ニシオ自販 株式会社

静岡県袋井市川井986-2

0538-43-1288 0538-43-1688

有限会社柴田車輌

静岡県袋井市浅羽2293-1

0538-23-3325

シモズガレージ

静岡県袋井市浅羽一色206

0538-24-0061

有限会社後藤自動車

静岡県袋井市中1525

0538-23-0001

ガレージ三美

静岡県袋井市鷲巣842-1

0538-42-2417

静岡トヨタ自動車株式会社 函南店

静岡県田方郡函南町塚本242-5

055-979-4711

静岡日産自動車株式会社 函南店

静岡県田方郡函南町塚本249-12

055-979-1023

株式会社大平モータース 島田初倉工場

静岡県島田市井口872

0547-30-5115 0547-30-5116

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

サカイ産業株式会社 自動車事業部

静岡県島田市御請219-1

0547-36-2131 0547-36-2171

Honda Cars島田西中溝店

静岡県島田市中溝町1706-16

0547-35-3328

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

有限会社北川商会

静岡県島田市横岡新田227-8

0547-45-4171 0547-48-2220

Honda Cars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

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 0547-37-6274

株式会社ダイワ自動車

静岡県島田市中央町13-5

0547-36-1229

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 0547-36-1419

株式会社マスダ自動車

静岡県藤枝市稲川804-5

054-641-2594

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

AUTO SERVICE YOKOYAMA

静岡県藤枝市志太4丁目9-38

054-646-2266 054-293-6676

有限会社 志太自動車工業

静岡県藤枝市兵太夫495

054-635-2663

RUNCARS

静岡県藤枝市堀之内1-8-2

054-631-9155 054-631-9156

株式会社 ウェイ・カワモリ

静岡県藤枝市水上1-44

054-643-2551

ライドアウト

静岡県藤枝市立花1丁目4-4

054-639-6057

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

静岡トヨタ自動車株式会社 藤枝東店

静岡県藤枝市仮宿1677-1

054-643-7777

S-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 054-645-3677

静岡トヨタ自動車株式会社 藤枝店

静岡県藤枝市内瀬戸523

054-641-0303

ネッツトヨタ浜松株式会社 藤枝東店

静岡県藤枝市仮宿1655-1

054-644-3988

有限会社原木自動車

静岡県藤枝市五十海3丁目13-16

054-643-5070

ネッツトヨタ浜松株式会社 ネッツランドＵ－藤枝

静岡県藤枝市上青島232

054-641-3027

株式会社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

ナリタオートショップ

静岡県藤枝市上青島365-3

054-646-7002

ネッツトヨタ浜松株式会社 藤枝店

静岡県藤枝市上青島484

054-641-3026

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 054-637-0034

株式会社ＶＥＮＵＳ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

静岡県藤枝市青木2丁目7-6

054-646-8172

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

静岡日産自動車株式会社 藤枝店

静岡県藤枝市内瀬戸134-6

054-641-8800

シフト ＳＨＩＦＴ 鈴木社長

静岡県藤枝市高柳1996-1

054-668-9395

静岡日産自動車株式会社 藤枝立花店

静岡県藤枝市立花1丁目3-3

054-644-2341

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

ＡｕｔｏＲａｄｕｎｏ オートラデューノ

静岡県藤枝市水上7-4

054-631-6511

有限会社カー牧場 藤枝

静岡県藤枝市水上56

054-646-4070

有限会社カー牧場 リベロ

静岡県藤枝市水上56

054-646-4343

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

静岡トヨタ自動車株式会社 熱海店

静岡県熱海市梅園町30-6

0557-82-3131

静岡日産自動車株式会社 熱海店

静岡県熱海市東海岸町2-15

0557-81-0561

カーサポート キタガワ

静岡県磐田市岩井2357-7

090-4190-2398 053-533-3578

有限会社 古橋自動車

静岡県磐田市笠梅1682-49

0538-35-2233 0538-35-2230

株式会社 東山モータース

静岡県磐田市豊浜3773-1

0538-55-2189

ジェームス磐田店

静岡県磐田市中泉811-1

0538-39-0070 0538-39-0071

有限会社 松本自工

静岡県磐田市森本124

0538-35-4153

静岡トヨタ自動車株式会社 磐田店

静岡県磐田市中泉811-1

0538-35-2251

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

株式会社エンシュー

静岡県磐田市下万能128-1

0538-35-1241

中島オート

静岡県磐田市加茂393-2

0538-34-1051

有限会社オート・モウ

静岡県磐田市岩井1907-867

0538-39-6161

市川モータース

静岡県磐田市岩井2355-1

0538-32-8909

一橋鈑金

静岡県磐田市見付6007-1

0538-32-4861

有限会社櫻井自動車

静岡県磐田市今之浦2丁目11-5

0538-35-1239 0538-35-1128

株式会社三長自動車商会

静岡県磐田市今之浦4丁目18-9

0538-35-5185

有限会社エーコー自動車

静岡県磐田市寺谷165

0538-38-2068

有限会社二橋自動車商会

静岡県磐田市小島909-2

0538-35-1284

株式会社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

株式会社ホンダカーズ静岡西 U-Select磐田

静岡県磐田市小立野185

0538-35-2245

株式会社ドリーム

静岡県磐田市上新屋485

0538-33-1008

株式会社永井自動車

静岡県磐田市西貝塚447-1

0538-32-3345

有限会社ケイグループ

静岡県磐田市西島479-1

0538-33-2010

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

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

株式会社Auto ShopIwata

静岡県磐田市大立野330-1

0538- 36-4622 0538-36-4623

ネッツトヨタ浜松株式会社 磐田店

静岡県磐田市鳥之瀬89

0538-32-2255

大雄自動車 株式会社

静岡県磐田市東原20-1

0538-34-1955 0538-34-1748

松崎自動車

静岡県磐田市東原730-1

0538-32-1048

三和商工

静岡県磐田市南田128-4

0538-58-1152 0538-55-4616

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 0538-35-1595

東海自動車整備株式会社

静岡県磐田市富丘207

0538-32-7205

夏目自動車

静岡県磐田市福田2298

0538-55-5048

山内モータース

静岡県磐田市福田中島1591-1

0538-55-3545

有限会社平野モータース

静岡県磐田市福田中島195

0538-58-1215

内藤自動車工業

静岡県磐田市福田中島255-6

0538-58-1131

株式会社 BooBoonet

静岡県浜松市北区大原町419-2

053-581-7256 053-581-7258

萩岡整備工場 株式会社

静岡県浜松市北区豊岡町402-3

0120-258-088

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 053-524-0501

ブリヂストンタイヤセンター中部株式会社 ミスタータ
静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島12-14
イヤマン天竜

053-925-8515 053-925-8517

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 053-926-1861

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

江川自動車修理工場

静岡県浜松市中区寺島町570

053-452-5337

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

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

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

入野自動車株式会社

静岡県浜松市西区入野町6096

053-448-3260

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 053-482-7862

MYガレージ

静岡県浜松市西区篠原町21745

053-440-6556

田中モータース

静岡県浜松市西区庄内町343-1

053-487-3011

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 053-484-3367

伊藤車輌 浜北店

静岡県浜松市浜北区新原2423-1

053-585-8181 053-585-8191

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 053-584-5662

有玉オートサービス

静岡県浜松市東区有玉北町106-3

053-433-5589

亜細亜オート 有限会社

静岡県浜松市東区有玉北町106-3

053-433-7868 053-433-7874

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

静岡トヨタ自動車株式会社 浜松サービスセンター

静岡県浜松市東区貴平町1733

053-477-0642

ジースワット浜松

静岡県浜松市東区貴平町551

053-432-0323

静岡トヨタ自動車株式会社 レクサス和田

静岡県浜松市東区宮竹町636

053-466-1000

静岡トヨタ自動車株式会社 Ｕ－Ｃａｒ志都呂

静岡県浜松市西区志都呂1丁目33-40

053-415-1600

静岡トヨタ自動車株式会社 志都呂店

静岡県浜松市西区西鴨江町670-1

053-449-1411

静岡トヨタ自動車株式会社 葵町店

静岡県浜松市中区葵東2丁目25-45

053-437-0511

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 053-443-0589

静岡トヨタ自動車株式会社 有玉店

静岡県浜松市東区有玉北町1187-1

053-434-9100

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

静岡トヨタ自動車株式会社 Ｕ－Ｃａｒ有玉

静岡県浜松市東区有玉北町808

053-462-5057

株式会社チェンジ

静岡県浜松市東区有玉南町566-1

053-431-3373

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

鈴木商会

静岡県浜松市東区和田町44-3

053-571-6381 053-571-6382

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 053-463-7214

静岡トヨタ自動車株式会社 和田店

静岡県浜松市東区和田町757

053-464-1711

静岡トヨタ自動車株式会社 西部整備センター

静岡県浜松市南区寺脇町738

053-442-1534

静岡トヨタ自動車株式会社 森田店

静岡県浜松市南区東若林町20-2

053-441-2141

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 053-584-1513

静岡トヨタ自動車株式会社 浜北インター店

静岡県浜松市浜北区西中瀬1880-1

053-588-6650

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 053-467-3381

株式会社ホンダカーズ静岡西 U-Select浜松

静岡県浜松市小豆餅2-3-1

053-471-2131

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

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

ネッツトヨタ浜松株式会社 志都呂店

静岡県浜松市西区志都呂1丁目40-41

053-445-3391

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 053-445-4701

有限会社オートガレージカトウ

静岡県浜松市西区神ケ谷町8603-2

053-485-1900

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

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 053-485-2224

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

丸富自動車

静岡県浜松市西区大山町2918-2

053-437-1705

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

株式会社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

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

株式会社マーリス

静岡県浜松市中区葵西5-23-46

053-437-0332 053-420-1477

株式会社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

ゴールデン自動車工業

静岡県浜松市中区葵東1丁目10-23

053-414-3777

ネッツトヨタ浜松株式会社 高台店

静岡県浜松市中区葵東2丁目18-5

053-436-2511

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

丸セモータース

静岡県浜松市中区幸4丁目11-12

053-471-6765

株式会社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

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

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 053-412-1788

有限会社平野自動車

静岡県浜松市中区高林5丁目5−8

053-474-4425

株式会社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

ネッツトヨタ浜松株式会社 バリューチェーン部

静岡県浜松市中区森田町16

053-453-4146

ネッツトヨタ浜松株式会社 浜松店

静岡県浜松市中区森田町16

053-453-5711

松本自動車有限会社

静岡県浜松市中区西伊場町63-12

053-452-2639

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

三葉自動車

静岡県浜松市中区西丘町920

053-439-0034

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

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

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 053-438-3887

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 053-458-0657

株式会社渥美モータース 浜松船越店

静岡県浜松市中区船越町53-9

053-411-5800

株式会社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

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

株式会社山長商会

静岡県浜松市中区北田町134-44

053-454-5541

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

株式会社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

株式会社 ホンダカーズ静岡西

静岡県浜松市東区下石田町1778

053-423-3333

ネッツトヨタ浜松株式会社 宮竹店

静岡県浜松市東区宮竹町623

053-464-0931

ネッツトヨタ浜松株式会社 天王マイカーセンター

静岡県浜松市東区原島町370

053-464-3251

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

株式会社ZAKKU ZAKKU

静岡県浜松市東区上石田町660

053-432-5539 053-432-5639

丸西旭自動車工業 有限会社

静岡県浜松市東区西ケ崎町424-1

053-434-0975

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

ネッツトヨタ浜松株式会社 有玉店

静岡県浜松市東区有玉北町531

053-435-3831

ネッツトヨタ浜松株式会社 みなみ店

静岡県浜松市南区寺脇町728

053-442-3531

ネッツトヨタ浜松株式会社 新橋テクノセンター

静岡県浜松市南区新橋町28

053-441-0636

有限会社渥美自動車

静岡県浜松市南区石原町588-1

053-464-4398

浜倉自動車

静岡県浜松市南区倉松町1023-3

053-447-2507

株式会社 可美モータース

静岡県浜松市南区増楽町775-31

053-448-5251 053-448-5253

株式会社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

ネッツトヨタ浜松株式会社 ネッツランドＵ－みなみ

静岡県浜松市南区都盛町237

053-442-2922

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

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

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 053-587-7346

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

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

ネッツトヨタ浜松株式会社 浜北店

静岡県浜松市浜北区新原6540

053-584-6262

株式会社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

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

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

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

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

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

渡辺石油

静岡県浜松市北区三方原町2290-1

053-436-1715

メカドック

静岡県浜松市北区三方原町738-13

053-430-0800 053-430-0801

有限会社 初生商会

静岡県浜松市北区初生町838-3

053-436-2238 053-436-2290

株式会社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

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

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

有限会社コヌタ自販

静岡県富士宮市小泉2145-5

0544-27-3043 0544-27-3531

静岡トヨタ自動車株式会社 富士宮店

静岡県富士宮市舞々木町100

0544-24-3131

株式会社 桂巻商会

静岡県富士宮市弓沢町82

0544-27-2990 0544-27-7050

ジェームス富士宮店

静岡県富士宮市浅間町7-3

0544-21-1122 0544-21-1123

静岡日産自動車株式会社 富士宮店

静岡県富士宮市舞々木町31

0544-23-0353

有限会社エスジーエフ

静岡県富士市大淵2755-16

0545-36-0982 0545-36-0943

有限会社 鈴木自動車工業

静岡県富士市久沢196

0545-71-3099 0545-71-3699

有限会社オートピア中島

静岡県富士市中島348-1

0545-61-3426

静岡トヨタ自動車株式会社 厚原店

静岡県富士市厚原107-2

0545-72-0888

静岡トヨタ自動車株式会社 富士店

静岡県富士市青島町273

0545-53-6311

岳南自動車株式会社

静岡県富士市元町14-20

0545-63-3221

静岡日産自動車株式会社 鷹岡店

静岡県富士市厚原48-1

0545-72-2123

静岡日産自動車株式会社 富士青葉店

静岡県富士市青葉町307

0545-66-2423

静岡日産自動車株式会社 富士店

静岡県富士市津田250-8

0545-53-2381

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

静岡トヨタ自動車株式会社 リフレスセンター

静岡県牧之原市勝間カラケン谷1285-6

0548-25-0500

株式会社植田モーターサイクル

静岡県牧之原市静波688-1

0548-22-1336 0548-22-1336

静岡トヨタ自動車株式会社 榛原店

静岡県牧之原市細江185

0548-22-6666

静岡日産自動車株式会社 細江店

静岡県牧之原市細江2156-1

054-261-2351

株式会社カーズ牧之原

静岡県牧之原市黒子168-3

0548-54-0363 0548-54-1506

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

愛知県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

GARAGE AIRPORT

愛知県愛西市大井町弥八144

0567-32-0404

Honda Cars 東海 七宝店

愛知県あま市七宝町沖之島西流23

052-445-0090

ジェイ・パッション

愛知県あま市篠田乙柳67-11

052-445-1322 052-445-1324

株式会社AUTO Dr.YAMADA

愛知県あま市森山弁才天36

052-443-2530 052-443-2540

株式会社吉川商会

愛知県あま市木折欠坪20

052-442- 8827

NTP名古屋トヨペット株式会社 カーロッツ三好店

愛知県みよし市三好町石塚31-2

0561-32-9747 0561-32-9748

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ三好

愛知県みよし市莇生町原15-1

0561-34-2211 0561-34-2215

NTP名古屋トヨペット株式会社 三好店

愛知県みよし市莇生町川岸当4

0561-34-1531 0561-34-2188

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

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 0561-34-4407

株式会社ホンダカーズ愛知 三好西店

愛知県みよし市三好町池守田41-1

0561-33-3771

株式会社ホンダカーズ愛知 三好西店

愛知県みよし市三好町池守田41-1

0561-33-3771

三河日産自動車 株式会社 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

有限会社橋本モータース

愛知県愛知郡東郷町大字春木字音貝86-2

052-803-4788

ネッツトヨタ中部株式会社 テクノ東郷

愛知県愛知郡東郷町大字春木字音貝86-2

0561-38-2181 0561-38-1727

ネッツトヨタ中部株式会社 テクノ東郷（鈑金）

愛知県愛知郡東郷町諸輪字北山158-245

0561-38-2291 0561-38-0239

株式会社近藤自動車

愛知県愛知郡東郷町大字諸輪北木戸西48-483 0561-38-1591

NTP名古屋トヨペット株式会社 和合店

愛知県愛知郡東郷町大字和合字濁池新田8-1

052-801-3131 052-804-3568

株式会社柘植自動車和合

愛知県愛知郡東郷町大字和合北蚊谷183

0561-38-0123

株式会社エノキオート

愛知県安城市上条町堂前8-1

0566-76-2477

株式会社 清和自動車

愛知県安城市小堤町17-4

0566-75-0786

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

株式会社 杉浦自動車

愛知県安城市高棚町中島214

0566-79-2062 0566-79-2063

NTP名古屋トヨペット株式会社 三河安城店

愛知県安城市三河安城東町2-1-7

0566-75-2501 0566-75-8560

カーライフトータルベスト 株式会社

愛知県安城市安城町若葉134

0566-55-3510 0566-55-3559

髙喜自動車

愛知県安城市榎前町井杭山80-2

0566-92-2884

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

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

株式会社ホンダカーズ愛知 安城横山店

愛知県安城市横山町寺下63-10

0566-76-7729

三河日産自動車 株式会社

愛知県安城市横山町大山田中79-3

0566-74-5023

三河日産自動車株式会社 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

株式会社ホンダカーズ愛知 安城今池店

愛知県安城市今池町3-6-30

0566-98-2251

株式会社 田中自動車

愛知県安城市今池町3丁目6-6

0566-97-9393

株式会社田中自動車

愛知県安城市今池町3丁目6-6

0566-97-9393

Honda Cars 東海 安城今本町店

愛知県安城市今本町西大塚41

0566-96-2500

手島自動車 株式会社

愛知県安城市根崎町下小久戸38-1

0566-92-1261

株式会社 ホンダ安城

愛知県安城市篠目町竜田76-1

0566-72-1191 0566-72-0677

築山自動車商会

愛知県安城市城南町1丁目12−1

0566-74-3788

荒木モータース 株式会社

愛知県安城市池浦町池上11-1

0566-75-3355 0566-75-3356

株式会社レスキュー

愛知県安城市東栄町3丁目816-5

0566-97-3832

JKオート

愛知県安城市東端町山ノ鼻2-1

0566-46-4408 0566-46-4409

ジェームス安城店

愛知県安城市尾崎町上大縄1

0566-97-3511 0566-97-3558

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 0566-76-5697

安城自動車株式会社

愛知県安城市箕輪町唐生19-1

0566-76-4619

畔栁自動車整備

愛知県安城市里町早稲田10-6

0566-97-0096

トヨタカローラ愛知株式会社 安城里町店

愛知県安城市里町南大道寺22-3

0566-98-6922

中部自動車販売 株式会社

愛知県安城市緑町2丁目22-4

0566-76-3921

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 0586-75- 4589

Car custom Buzzz.

愛知県一宮市猿海道1-5-17

0586-82-8635 0586-82-8636

株式会社 光コーポレーション

愛知県一宮市千秋町佐野字清水55-2

0586-81-4447 0586-81-4457

NTP名古屋トヨペット株式会社 奥町店

愛知県一宮市奥町字神田50-1

0586-61-1191 0586-61-1190

NTP名古屋トヨペット株式会社 一宮住吉店

愛知県一宮市住吉2-7-1

0586-45-7111 0586-46-1241

NTP名古屋トヨペット株式会社 一宮浅野店

愛知県一宮市浅野字西沼63-1

0586-77-6161 0586-76-6879

株式会社ビビ

愛知県一宮市奥町字蘇東24

0586-61-7535

株式会社山田商会

愛知県一宮市奥町字蘇東90-1

0586-62-7175 0586-62-7332

葛谷モータース

愛知県一宮市奥町字野越42-1

0586-62-1909

株式会社ホンダカーズ愛知 一宮牛野通店

愛知県一宮市下川田町5-20-2

0586-72-0077

三松自動車工業株式会社

愛知県一宮市開明字名古羅19-3

0586-45-8500

株式会社ホンダカーズ愛知 尾西店

愛知県一宮市開明字馬保里52-1

0586-47-7455

株式会社SHINZO

愛知県一宮市起字与三ケ巻50

0586-61-1122 0586-62-5432

NTP名古屋トヨペット株式会社 一宮・今伊勢店

愛知県一宮市今伊勢町宮後字西松山31

0586-45-9111 0586-45-9115

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

ニュー岩田株式会社

愛知県一宮市三ツ井2丁目28-1

0586-77-5151

有限会社 旭陽

愛知県一宮市三ツ井5丁目14-18

0586-76-0535

住田自動車有限会社

愛知県一宮市三条字墓北27

0586-62-7272

有限会社スギウラ自動車

愛知県一宮市常願通3丁目1-2

0586-24-5081

佐武モータース

愛知県一宮市新生4丁目8-16

0586-45-3926

有限会社カーライフ真野

愛知県一宮市千秋町加納馬場2216-1

0586-76-6119

株式会社 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

ダイハツ尾張一宮

愛知県一宮市千秋町佐野字清水55-2

0586-81-4447

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

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

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

0586-44-0208

有限会社 ケイズ

愛知県一宮市大和町南高井字幾路27

0586-64-7511 0586-64-7512

株式会社ホンダカーズ愛知 一宮西店

愛知県一宮市大和町馬引字焼野30-1

0586-46-2811

株式会社ホンダカーズ愛知 一宮両郷店

愛知県一宮市朝日3-4-6

0586-24-3251

NTP名古屋トヨペット株式会社 一宮・佐千原店

愛知県一宮市長島町3丁目26-1

0586-73-5611 0586-72-8700

Honda Cars 東海 一宮濃尾大橋店

愛知県一宮市東五城字備前37-1

0586-62-1200

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

有限会社吉川自動車

愛知県一宮市萩原町東宮重字東沖33

0586-69-1045 0586-69-2130

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 0586-52-5409

合資会社近藤自動車商会

愛知県一宮市冨田381

0586-61-2022

株式会社 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

株式会社ホンダカーズ愛知 一宮中央店

愛知県一宮市緑5-1-23

0586-76-3231

NTP名古屋トヨペット株式会社 稲沢店

愛知県稲沢市稲沢町前田255

0587-21-3333 0587-23-4159

オレンジタウン稲沢店

愛知県稲沢市稲沢町前田255

0587-34-1373 0587-21-3414

株式会社富久屋商会 稲沢井ノ口給油所

愛知県稲沢市井之口親畑町150

0587-32-6958

上田モータース株式会社

愛知県稲沢市一色白山町26

0587-36-0279

オートプラザ ラビット稲沢店

愛知県稲沢市奥田大沢町3-1

0587-32-1223

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3-1

0120-63-0045

トヨタカローラ愛豊株式会社 稲沢おりづマイカーセ
ンター

愛知県稲沢市下津下町西1丁目170-1

0587-24-0246

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43-1

0587-32-3568

株式会社ホンダカーズ愛知 U-Select尾張一宮

愛知県稲沢市下津町銚子原20-3

0587-33-7833

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

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

トミワ自動車

愛知県稲沢市治郎丸中町108

0587-24-5339 0587-24-5390

Honda Cars 東海 国府宮店

愛知県稲沢市正明寺2-14-15

0587-21-1166

北愛知三菱自動車販売株式会社 稲沢店

愛知県稲沢市正明寺2-16-1

0587-23-2211 0587-23-2213

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

ダイハツ稲沢

愛知県稲沢市西町2丁目5-2

0587-32-0365

Honda Cars 東海 稲沢店

愛知県稲沢市石橋1-152

0587-24-0118

有限会社三輪自動車

愛知県稲沢市祖父江町三丸渕古宮32-1

0587-97-3711

TGロジスティクス株式会社 カーサービスセンター

愛知県稲沢市大矢町村内上10

0587-36-6121 0587-36-4713

有限会社桜木モータース

愛知県稲沢市中野宮町15

0587-36-0098

NTP名古屋トヨペット株式会社 稲沢・日下部店

愛知県稲沢市日下部北町3丁目1

0587-21-7000 0587-21-7006

Honda Cars稲沢

愛知県稲沢市平和町平池七反田46-1

0567-46-3545

南谷モータース

愛知県稲沢市平和町法立西瀬古下44

0567-46-0209

イスコジャパン株式会社 岡崎営業所

愛知県岡崎市稲熊町8丁目118

0564-22-7801 0564-22-4733

株式会社 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

株式会社 大久保商店

愛知県岡崎市須淵町字上切6-1

0564-47-2027 0564-47-2936

北部自動車 株式会社

愛知県岡崎市東大友町字松花68

0564-31-5281

高橋自動車整備 株式会社

愛知県岡崎市錦町1-12

0564-21-5422 0564-21-5057

NTP名古屋トヨペット株式会社 欠町店

愛知県岡崎市欠町字金谷11-1

0564-24-2811 0564-23-4914

オレンジタウン248店

愛知県岡崎市上里2-2-2

0564-65-7050 0564-65-7055

NTP名古屋トヨペット株式会社 上里店

愛知県岡崎市上里2-2-8

0564-25-1011 0564-22-5509

NTP名古屋トヨペット株式会社 法性寺店

愛知県岡崎市法性寺町字猿待45-1

0564-54-8411 0564-54-8300

NTP名古屋トヨペット株式会社 矢作店

愛知県岡崎市矢作町字小河原25

0564-31-3111 0564-31-8692

トヨタカローラ愛知株式会社 岡崎大樹寺店

愛知県岡崎市薮田1丁目2-12

0564-21-9111 0564-24-4192

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

三河日産自動車 株式会社 カーパレス２４８

愛知県岡崎市井田西町5-8

0564-24-3141

株式会社 深田モータース

愛知県岡崎市稲熊町字1丁目117-1

0564-22-4080

三河日産自動車株式会社 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

株式会社ホンダカーズ愛知 岡崎羽根店

愛知県岡崎市羽根東町3-2-1

0564-54-7771

有限会社しゃらく

愛知県岡崎市久後崎町字三島下8

0564-58-3539

高橋自動車整備株式会社

愛知県岡崎市錦町1-12

0564-21-5422 0564-21-5057

加藤電装

愛知県岡崎市欠町字広見西通11-1

0564-24-3126

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

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

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 0564-25-1569

三河日産自動車 株式会社 ギャラリー岡崎大樹寺

愛知県岡崎市大樹寺2丁目1-5

0564-23-4123

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

株式会社ホンダカーズ愛知 岡崎PDIセンター

愛知県岡崎市池金町字中大入1-42

0564-66-3050

株式会社 いつきオート

愛知県岡崎市中園町字三天10

0564-32-0028 0564-32-8870

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

むつみモータース

愛知県岡崎市中之郷町字寺畔69

0564-52-2304

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

株式会社渥美モータース 岡崎一番店

愛知県岡崎市八帖北町6-20

0564-28-0001

トヨタカローラ愛知株式会社 光ヶ丘店

愛知県岡崎市美合町字五本松4-4

0564-53-4080

三河日産自動車株式会社 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

株式会社ヤマモト自販

愛知県岡崎市美合町字力石48-8

0564-53-7879

鈴木自動車販売 株式会社

愛知県岡崎市福岡町字御堂山35-1

0564-51-9711

三河日産自動車株式会社 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

豊冨自動車株式会社

愛知県岡崎市牧平町字荒井野91-2

0564-82-3107

株式会社中川自動車

愛知県岡崎市末広町3-1

0564-21-4815 0564-21-4817

株式会社スズマル

愛知県岡崎市舳越町字神道42

0564-31-8939

株式会社SHOT

愛知県岡崎市米河内町字二斗蒔7-11

0564-27-7060

NTP名古屋トヨペット株式会社 蟹江店

愛知県海部郡蟹江町源氏3-213

0567-96-1611 0567-96-0857

NTP名古屋トヨペット株式会社 大治店

愛知県海部郡大治町大字西條字附田47-1

052-441-9281 052-443-1049

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
40-1

0567-96-6000

NTP名古屋トヨペット株式会社 蟹江宝店

愛知県海部郡蟹江町宝2丁目547

0567-95-1171 0567-95-1175

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 0567-95-3199

株式会社 成菱自動車

愛知県海部郡蟹江町本町7丁目23

0567-95-3505 0567-95-2581

NTP名古屋トヨペット株式会社 大治三本木店

愛知県海部郡大治町大字三本木字前深田100052-444-3121
1

株式会社ハイトク自動車

愛知県海部郡飛島村古政成3丁目75-2

0567-55-1162 0567-55-1164

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

犬飼モータース

愛知県海部郡飛島村大字服岡3丁目149-2

05675-2-1108

BEAMS

愛知県額田郡幸田町深溝中池田11-1

0564-56-6044 0564-56-6045

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

ミスタータイヤマン幸田

愛知県額田郡幸田町大字大草字下六条47

0564-62-8100 0564-62-9000

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102-1

0564-62-8392 0564-62-6979

有限会社小野自動車

愛知県額田郡幸田町大字菱池字昆沙門116-1

0564-62-2093

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

0564-62-7126

株式会社冨田モータース

愛知県額田郡幸田町大字菱池字地蔵堂43−1

0564-62-2092 0564-62-8976

蒲郡ダイハツ株式会社

愛知県蒲郡市栄町7-12

0533-68-8118 0533-68-8258

NTP名古屋トヨペット株式会社 蒲郡店

愛知県蒲郡市拾石町塩浜25

0533-69-3291 0533-69-1524

株式会社GARAGE HIROHAMA

愛知県蒲郡市旭町3-3

0533-95-4430 0533-95-4431

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

トヨタカローラ愛知株式会社 蒲郡店

愛知県蒲郡市竹谷町松本13-4

0533-69-3146

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

イスコジャパン株式会社 東刈谷営業所

愛知県刈谷市場割町1丁目1-2

0566-21-7435

刈谷司 U-Carセンター

愛知県刈谷市司町6-69-3

0566-21-6711 0566-21-1973

NTP名古屋トヨペット株式会社 上重原店

愛知県刈谷市東新町6丁目48番地3

0566-24-3338 0566-24-3721

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

株式会社 野村自動車

愛知県刈谷市重原本町5-58

0566-21-2007

株式会社ホンダカーズ愛知 小垣江店

愛知県刈谷市小垣江町中伊勢山7-1

0566-24-1177

株式会社ホンダカーズ愛知 刈谷新富店

愛知県刈谷市新富町2-11-6

0566-63-2280

キムラユニティー株式会社 刈谷SP

愛知県刈谷市西境町治右田140

0566-36-2883 0566-36-2923

オートプラザラビット刈谷店

愛知県刈谷市西境町治右田140

0120-41-4507

株式会社ホンダカーズ愛知 刈谷中手町店

愛知県刈谷市中手町3-704

0566-25-3251

三河日産自動車株式会社 ギャラリー刈谷

愛知県刈谷市東新町3丁目215

0566-22-2700

アシュランスカーサービス

愛知県刈谷市半城土町西町2丁目18-2

0566-28-3639 0566-28-3639

スズキアリーナ岩倉 有限会社岩栄自動車

愛知県岩倉市旭町1丁目27

0587-37-6635

有限会社大野自動車

愛知県岩倉市新柳町2-9

0587-66-0007

FamilyAuto岩倉

愛知県岩倉市八剱町十二田32-2

0587-37-3777

名古屋トヨペット株式会社 五郎丸店

愛知県犬山市五郎丸字狭間27-1

0568-62-7522 0568-62-4264

株式会社タイシン重機サービス

愛知県犬山市字角池57-3

0568-67-8771 0568-67-4590

キムラユニティー株式会社 犬山店

愛知県犬山市字舟田10

0120-83-2244

Honda Cars 東海 犬山店

愛知県犬山市大字羽黒字稲葉東7

0568-68-4700

NTP名古屋トヨペット株式会社 江南店

愛知県江南市木賀町新開20

0587-54-5111 0587-55-5418

株式会社GTS

愛知県江南市和田町本郷128-6

0587-22-7888 0587-22-7883

弘盛自動車有限会社

愛知県江南市宮田町平和40

0587-57-2100

今井自動車株式会社

愛知県江南市松竹町上野128

0587-55-1828

株式会社ホンダカーズ愛知 江南赤童子店

愛知県江南市赤童子町栄59-1

0587-54-7667

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73-1

0587-54-1351

株式会社江南スバル

愛知県江南市布袋下山町西78

0587-55-3271

NTP名古屋トヨペット株式会社 江南木賀店

愛知県江南市木賀町杉123

0587-55-3351 0587-55-3355

株式会社ホンダカーズ愛知 U-Select江南

愛知県江南市木賀町定和124-1

0587-55-9277

江南自動車販売株式会社

愛知県江南市力長町大当寺37

0587-54-6221

有限会社 コジマモータース

愛知県春日井市牛山町2176-4

0568-31-8826

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 0568-31-0834

株式会社 エテルサ

愛知県春日井市南下原町3丁目4-15

0568-85-3733 0568-85-3760

名古屋トヨペット株式会社 春日井店

愛知県春日井市下市場町4丁目1-5（仮設店舗） 0568-81-1181 0568-82-7409

ネッツトヨタ中部株式会社 Ｕ－Ｃａｒ春日井

愛知県春日井市若草通5丁目176

0568-82-6718 0568-82-6706

NTP名古屋トヨペット株式会社 勝川店

愛知県春日井市勝川町西4-18

0568-33-3311 0568-32-1833

NTP名古屋トヨペット株式会社 高蔵寺店

愛知県春日井市中央台2-4-5

0568-91-3111 0568-91-3636

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ春日井

愛知県春日井市東野町9丁目20-10

0568-82-0010 0568-81-3180

株式会社ORANGE Pit

愛知県春日井市白山町5丁目31-8

0568-93-6237 0568-93-6238

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ高蔵寺

愛知県春日井市白山町6丁目9-1

0568-52-0010 0568-52-0735

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656-1

0568-93-1001

有限会社 カガミ自動車

愛知県春日井市気噴町北2丁目52

0568-51-2251 0568-51-2237

春日井自動車販売整備協同組合 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809-12

0568-88-8666 0568-88-8998

北愛知三菱自動車販売株式会社 春日井篠木店

愛知県春日井市篠木町7-21-4

0568-81-7208 0568-81-7210

株式会社ホンダカーズ愛知 春日井中央店

愛知県春日井市若草通4-108

0568-84-2771

株式会社成瀬自動車

愛知県春日井市春日井町字七ツ割85

0568-31-7311

ヤマダモータース

愛知県春日井市小野町2丁目155

0568-31-6285

有限会社 スリーエィオート

愛知県春日井市上条町8丁目2891

0568-83-7171

NTP名古屋トヨペット株式会社 春日井瑞穂通店

愛知県春日井市瑞穂通3丁目81

0568-82-4411

株式会社ホンダカーズ愛知 勝川インター店

愛知県春日井市惣中町1-63

0568-34-9700

株式会社ホンダカーズ愛知 春日井インター店

愛知県春日井市東野町5-18-1

0568-82-9711

株式会社ホンダカーズ愛知 U-Select春日井

愛知県春日井市柏井町5-17

0568-85-2710

サコウ自動車販売 有限会社

愛知県春日井市美濃町3-53

0568-32-2838 0568-32-1600

株式会社ホンダカーズ愛知 高蔵寺店

愛知県春日井市不二町2-9-7

0568-51-7171

サンアイ自動車 株式会社

愛知県春日井市味美町2丁目119

0568-31-7031 0568-31-7290

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 0568-44-8449

名古屋トヨペット株式会社 小牧店

愛知県小牧市大字村中1161

0568-77-1171 0568-73-2962

NTP名古屋トヨペット株式会社 小牧外堀店

愛知県小牧市外堀1丁目224

0568-73-3181

NTP名古屋トヨペット株式会社 小牧・岩崎店

愛知県小牧市岩崎5丁目196

0568-77-1181 0568-77-1187

株式会社ホンダカーズ愛知 小牧元町店

愛知県小牧市元町4-45

0568-73-1155

株式会社ホンダカーズ愛知 小牧PDIセンター

愛知県小牧市三ツ渕690-1

0568-75-9998

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

有限会社 上別府電機

愛知県小牧市小木1丁目36

0568-75-7999

株式会社ネクステージ 小牧BPセンター

愛知県小牧市小木東2丁目165

0568-41-4970 0568-41-4937

大起モータース

愛知県常滑市榎戸町5丁目110

0569-43-2804 0569-43-2812

NTP名古屋トヨペット株式会社 常滑店

愛知県常滑市千代ヶ丘1-5

0569-34-7775 0569-34-7776

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

ITO MOTORS

愛知県常滑市神明町1丁目34

0569-42-0478 0569-43-6820

Honda Cars 東海 常滑りんくう店

愛知県常滑市虹の丘7丁目148

0569-36-2220

太産自動車 株式会社

愛知県常滑市明和町1丁目11

0569-35-3763

太産自動車株式会社

愛知県常滑市明和町1丁目11

0569-35-3763

平野モータース

愛知県常滑市矢田字戸井田18-5

0569-43-2823 0569-43-7550

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

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

阿部モータース

愛知県新城市乗本字長筋8-3

0536-32-0014 0536-32-3085

ホンダカーズ豊橋北 新城店

愛知県新城市城北2丁目2-8

0536-24-0737 0536-23-0733

NTP名古屋トヨペット株式会社 新城店

愛知県新城市城北2丁目3-2

0536-23-5311 0536-23-5310

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

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 0536-26-1100

株式会社 巴商会

愛知県新城市作手清岳字コゝメ沢25-1

0536-37-2551

藤野モータース有限会社

愛知県新城市市場台1丁目1-1

0536-23-1510

トヨタカローラ愛知株式会社 新城店

愛知県新城市字南畑47-2

0536-22-2772

淵名自動車鈑金

愛知県新城市字二本松6-5

0536-22-3187

長坂自動車興業 株式会社

愛知県新城市石田字西末旨40-1

0536-22-1201 0536-22-1204

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

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

株式会社 コヤマ

愛知県新城市副川字大貝津22-1

0536-35-0216

株式会社 追分自動車

愛知県瀬戸市西本地町2丁目64-2

0561-83-1611

NTP名古屋トヨペット株式会社 瀬戸店

愛知県瀬戸市見付町37

0561-83-3161 0561-84-6863

オレンジタウン瀬戸店

愛知県瀬戸市西長根町2番地

0561-97-0150 0561-84-2828

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ瀬戸川西

愛知県瀬戸市川西町2丁目115

0561-21-5151 0561-21-5155

瀬戸日幸モーター株式会社

愛知県瀬戸市共栄通2丁目1

0561-82-8188 0561-82-8190

株式会社 藤モータース

愛知県瀬戸市共栄通4-28

0561-82-4367

陶都自動車株式会社

愛知県瀬戸市共栄通4丁目43

0561-82-4133 0561-84-4747

NTP名古屋トヨペット株式会社 瀬戸小坂店

愛知県瀬戸市小坂町146

0561-84-6661

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

STAGE-S

愛知県瀬戸市東赤重町2丁目106

0561-42-5773 0561-56-1125

株式会社後藤サービス工場

愛知県瀬戸市陶原町3-11

0561-82-8168

株式会社 水野モータース

愛知県瀬戸市品野町7丁目153-2

0561-42-0667

有限会社共栄サービス

愛知県瀬戸市北浦町2丁目23

0561-82-4471

林モータース

愛知県瀬戸市東本町1丁目12

0561-82-2531

有限会社村上自動車工業

愛知県瀬戸市孫田町13

0561-82-5355 0561-82-5630

West Cars

愛知県清須市寺野池端55-1

052-409-2332 052-409-2333

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

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

052-400-3953

株式会社ウイングオート

愛知県清須市春日焼田23-2

052-401-1327

エフエルシー株式会社 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

エフエルシー株式会社 本部

愛知県清須市春日西余部36

052-408-4333

株式会社富久屋商会 ニュー清州給油所

愛知県清須市西市場4丁目9-12

052-400-6464

有限会社 東名電装

愛知県清須市西枇杷島町地領2丁目2-9

052-503-8644

株式会社トミタ

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場高前66

0568-48-1010

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

北愛知三菱自動車販売株式会社 空港店

愛知県西春日井郡豊山町豊場若宮2-1

0568-28-5131 0568-28-5132

ワークス

愛知県西尾市小島町郷町10

0563-52-3798

NTP名古屋トヨペット株式会社 西尾店

愛知県西尾市永吉町681

0563-56-3301 0563-57-7143

東部自動車

愛知県西尾市一色町対米五太65

0563-73-4048

KRS

愛知県西尾市吉良町下横須賀勘左山84－2

0563-35-7700

トヨタカローラ愛知株式会社 吉良店

愛知県西尾市吉良町富好新田四縄21

0563-32-0391

三河日産自動車 株式会社 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

株式会社ホンダカーズ愛知 西尾桜町店

愛知県西尾市桜町2-7

0563-54-5671

三河日産自動車 株式会社 ギャラリー西尾上町

愛知県西尾市上町北大山9-1

0563-56-5523

F.W.Dワールド

愛知県西尾市平坂町山下谷25-1

0563-59-0717

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 0563-57-8790

中根モータース

愛知県西尾市法光寺町流31

0563-53-5000

株式会社ホンダカーズ愛知 西尾南店

愛知県西尾市矢曽根町一本木66-1

0563-56-5305

NTP名古屋トヨペット株式会社 大府店

愛知県大府市共栄町9-8-6

0562-47-1991 0562-47-1995

Honda Cars 東海 大府店

愛知県大府市共栄町8-9-8

0562-44-6363

有限会社上野自動車整備工場

愛知県大府市神田町1丁目5

0562-47-0652

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

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 0587-84-0245

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 0587-81-9919

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

0587-93-3074

トヨタカローラ愛知株式会社 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

有限会社愛岐自動車

愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字新津24

0587-93-5451

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 0587-91-2227

株式会社BODY SHOP TOP

愛知県知多郡東浦町大字緒川字北赤坂3-131

0562-84-7212 0562-84-7212

NTP名古屋トヨペット株式会社 刈谷東浦店

愛知県知多郡東浦町大字緒川字北赤坂3-131

0562-82-4511 0562-84-1161

NTP名古屋トヨペット株式会社 武豊店

愛知県知多郡武豊町字砂川2-6

0569-73-6661 0569-73-7501

株式会社ツネミ

愛知県知多郡阿久比町大字萩字伍反田16-1

0569-48-8844 0569-48-8848

有限会社 関モータース

愛知県知多郡阿久比町大字板山字イモジヤ5-1 0569-48-0532

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

Honda Cars 東海 加木屋店

愛知県知多郡東浦町大字緒川字西本坪5-1

0562-34-5131

株式会社 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

株式会社豊浜モータース 豊丘工場

愛知県知多郡南知多町豊丘竹石12-1

0569-65-1034 0569-65-2534

東海自動車

愛知県知多郡南知多町大字豊浜鳥居1-1

0569-65-1234

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 0569-82-0412

株式会社旭モータース 美浜店

愛知県知多郡美浜町古布溝相3-1

0569-82-0900

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271-1

0569-82-1516

株式会社知多自動車

愛知県知多郡美浜町北方字山鼻18-1

0569-82-2969 0569-82-1634

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

0569-73-3509

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 0569-73-1013

株式会社3G

愛知県知多郡武豊町冨貴字篭田21

0569-72-3725

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 0569-73-8881

有限会社 平和自動車

愛知県知多市佐布里字橋詰11-7

0562-55-1513 0562-55-7093

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

寺本モータース

愛知県知多市八幡字前田27-1

0562-33-1077 0562-33-9727

くるまステーションチェリー刈谷 株式会社明和自動
愛知県知立市上重原町曇り119
車

0566-82-1766 0566-82-7208

タイヤガーデン知立

愛知県知立市鳥居1丁目17-1

0566-81-6488 0566-81-6260

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 0561-62-7357

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ長久手

愛知県長久手市卯塚1丁目401

0561-64-3920 0561-61-5262

NTP名古屋トヨペット株式会社 長久手店

愛知県長久手市熊田125

0561-63-8811 0561-63-8466

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 0561-61-5122

株式会社ホンダカーズ愛知 長久手店

愛知県長久手市菖蒲池301

0561-65-0155

株式会社ホンダカーズ愛知 名古屋インター店

愛知県長久手市打越1620

0561-62-5500

安藤自動車合資会社

愛知県津島市神守町字大門6−1

0567-27-1122

名古屋トヨペット株式会社 津島神守店

愛知県津島市神守町古道33

0567-28-3181 0567-28-3161

Honda Cars 津島西 古川店

愛知県津島市古川町1-70

0567-28-2563

有限会社水谷自動車

愛知県津島市古川町2丁目159

0567-24-2200 0567-24-7527

株式会社ホンダカーズ愛知 津島神守店

愛知県津島市神守町字古道12

0567-22-3600

CAR LIFE オートフレンドカニエ

愛知県津島市神守町字二ノ割12

0567-23-4040

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 0567-23-7061

NTP名古屋トヨペット株式会社 津島店

愛知県津島市神尾町字蓮池25-1

0567-31-4181

有限会社アタゴ自動車

愛知県津島市西愛宕町1丁目18

0567-26-3851

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

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 0531-36-6656

NTP名古屋トヨペット株式会社 田原店

愛知県田原市豊島町道南9-1

0531-23-0711 0531-23-1420

トヨタカローラ愛知株式会社 田原店

愛知県田原市神戸町大坪202

0531-22-3131

株式会社渥美モータース 田原店

愛知県田原市谷熊町平三1-1

0531-23-1234

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

株式会社渥美モータース

愛知県田原市田原町二ノ丸６

0531-22-2222

クジメモータース

愛知県田原市保美町沢127

0531-33-0123

NTP名古屋トヨペット株式会社 太田川店

愛知県東海市大田町下浜田144-5

0562-32-5281 0562-32-4945

株式会社ホンダカーズ愛知 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

Honda Cars 東海 富木島店

愛知県東海市加木屋町内堀２８−１

0562-36-2411

有限会社 今川自動車整備

愛知県東海市大田町天尾崎11

0562-33-1738

有限会社藤本サービス

愛知県東海市大田町堀切5-1

0562-33-7023

蟹江モータース

愛知県東海市東海町2-5-1

052-604-1677

Honda Cars 東海 名和店

愛知県東海市名和町3-95

052-603-2110

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 052-689-0667

田中自動車株式会社

愛知県日進市藤枝町92-4

0561-72-0551

ネッツトヨタ中部株式会社 Ｕ－Ｃａｒ米野木

愛知県日進市米野木台2丁目2203

0561-74-7063 0561-74-7065

ネッツトヨタ中部株式会社 Ｕ－Ｃａｒ赤池

愛知県日進市赤池2丁目814

052-805-8506 052-805-8507

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ赤池

愛知県日進市赤池町箕ノ手2-1414

052-800-8630 052-805-8507

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ米野木

愛知県日進市米野木台2丁目2203

0561-74-7060 0561-74-7065

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ日進中央

愛知県日進市本郷町法念寺630-4

0561-75-4830 0561-74-3882

ネッツトヨタ中部株式会社 Ｕ－Ｃａｒ日進中央

愛知県日進市本郷町法念寺630-4

0561-75-2106 0561-75-2118

株式会社ホンダカーズ愛知 日進竹ノ山店

愛知県日進市竹の山1-1507

0561-74-8588

HondaCars名東 日進南店

愛知県日進市東山2-124

0561-74-7511

カーライフレボリューション ケー・ワン日進店

愛知県日進市本郷町法念寺647-1

0561-76-5555 0561-76-5577

NTP名古屋トヨペット株式会社 半田店

愛知県半田市東浜町1-17

0569-21-7111 0569-23-4578

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

Honda Cars 半田旭町店 有限会社朝倉ホンダ販売 愛知県半田市旭町店3丁目1−1

0569-22-6776

株式会社マルトモータース

愛知県半田市栄町4丁目141

0569-21-0350 0569-21-0350

有限会社渡辺モータース

愛知県半田市岩滑東町1丁目121

0569-22-1238 0569-22-0321

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 0569-29-4138

株式会社カーテック整備

愛知県半田市古浜町57

0569-23-1333

有限会社間瀬自動車

愛知県半田市庚申町1丁目34-1

0569-29-1310 0569-29-2135

有限会社芳賀自動車

愛知県半田市住吉町2丁目126-1

0569-22-8755

株式会社さかき自動車

愛知県半田市住吉町4丁目43-1

0569-21-5696

有限会社竹内自動車整備

愛知県半田市新居町4丁目20

0569-28-4377 0569-28-3370

ファミリーモーター

愛知県半田市瑞穂町3丁目8-12

0569-21-5037 0569-21-5563

有限会社 日進商会

愛知県半田市清城町2-1-14

0569-21-1272

斉藤モータース

愛知県半田市板山町8丁目13-3

0569-27-5580

オートワークス源

愛知県半田市板山町15丁目126

0569-20-3303

Honda Cars 東海 半田乙川店

愛知県半田市浜田町１丁目66

0569-23-3005

株式会社ホンダカーズ愛知 U-Select半田

愛知県半田市浜田町3-10-5

0569-26-6801

株式会社ホンダカーズ愛知 半田中央店

愛知県半田市浜田町3-12-9

0569-22-8611

Honda Cars 東海 半田青山店

愛知県半田市有楽町3-230-3

0569-22-7131

有限会社榊宗モータース

愛知県半田市有楽町4丁目225-9

0569-23-0689

名古屋トヨペット株式会社 本地ケ原店

愛知県尾張旭市北本地ケ原町1-63

0561-52-3000 0561-52-3003

株式会社ホンダカーズ愛知 旭前店

愛知県尾張旭市旭前町5-13-2

0561-52-1515

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

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 0561-54-5255

株式会社ホンジン自動車

愛知県尾張旭市南栄町旭ヶ丘32-2

0561-51-0247

有限会社 北澤モータース

愛知県尾張旭市南原山町赤土191-28

0561-53-2554

ホリデー車検 尾張旭

愛知県尾張旭市南原山町赤土220-1

0561-53-6500

株式会社ホンダカーズ愛知 晴丘店

愛知県尾張旭市南本地ヶ原町3-5

0561-53-8511

杉浦自動車

愛知県碧南市志貴崎町5-15

0566-41-2526 0566-41-2527

オールウエイズ

愛知県碧南市伏見町3-7

0566-45-2177

NTP名古屋トヨペット株式会社 碧南店

愛知県碧南市緑町2-89

0566-42-1531 0566-48-4332

角谷自動車商会

愛知県碧南市栄町3丁目25

0566-41-6583

チェリー碧南販売株式会社

愛知県碧南市善明町3丁目96

0566-41-4123

三河日産自動車 株式会社 ギャラリー碧南

愛知県碧南市中後町2-56

0566-48-7723

有限会社 山田自動車

愛知県碧南市中後町4-21

0566-42-0497

株式会社ホンダカーズ愛知 碧南店

愛知県碧南市踏分町1-45-1

0566-42-8891

金原自動車

愛知県碧南市弥生町3丁目117-1

0566-41-3148 0566-41-3153

有限会社奥谷モータース

愛知県碧南市油渕町4丁目27-5

0566-41-1213

浅丘自動車整備株式会社

愛知県碧南市六軒町4丁目112

0566-41-1011

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

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

NTP名古屋トヨペット株式会社 豊橋下地店

愛知県豊橋市下地町字境田90

0532-53-7231 0532-54-8852

NTP名古屋トヨペット株式会社 三ノ輪店

愛知県豊橋市三ノ輪町2-55

0532-63-5566 0532-63-5949

NTP名古屋トヨペット株式会社 高師店

愛知県豊橋市松井町字中新切62

0532-45-7231 0532-45-3700

オレンジタウン高師店

愛知県豊橋市松井町字中新切62

0532-45-7231 0532-45-3700

株式会社渥美モータース 豊橋向山店

愛知県豊橋市つつじが丘2-1-1

0532-63-0900

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

モノリス白陽給油所 白陽産業株式会社

愛知県豊橋市つつじが丘3丁目36-1

0532-61-2727

エフエルシー株式会社 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

株式会社ホンダカーズ愛知 U-Select豊橋

愛知県豊橋市下地町字宮前64-1

0532-55-3205

トヨタカローラ愛知株式会社 豊橋店

愛知県豊橋市下地町字橋口49-1

0532-52-6211

株式会社ホンダカーズ愛知 下地店

愛知県豊橋市下地町天神37

0532-55-1361

トヨタカローラ愛知株式会社 豊橋中郷店

愛知県豊橋市花中町116

0532-31-9111

GARAGE HIRO

愛知県豊橋市駒形町字坂口31-3

0532-35-6917 0532-35-6918

株式会社ホンダカーズ愛知 高師店

愛知県豊橋市向草間町北新切126-1

0532-47-3811

株式会社渥美モータース 豊橋渡津店

愛知県豊橋市清須町字天神99

0532-32-4911

ホンダカーズ豊橋北 渡津橋店

愛知県豊橋市高洲町字高洲35

0532-31-0737 0532-31-0733

株式会社ホンダカーズ愛知 豊橋西口店

愛知県豊橋市西口町西ﾉ口2-

0532-65-8400

トヨタカローラ愛知株式会社 豊橋曙店

愛知県豊橋市西幸町字浜池115

0532-47-4711

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

ジェームス向山店

愛知県豊橋市前田南町 2-11-3

0532-51-0532 0532-51-0533

株式会社 GARAGEディージー

愛知県豊橋市大岩町字菅池16-1

0532-41-0855 0532-39-4636

ガレージジョイクール

愛知県豊橋市中原町字中ノ谷 30-17

0532-65-5685 0532-65-5686

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

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

株式会社ホンダカーズ愛知 豊橋殿田橋店

愛知県豊橋市飯村町字茶屋71-1

0532-64-0311

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

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

株式会社渥美モータース 豊川店

愛知県豊川市住吉町1-60

0533-84-2855

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

NTP名古屋トヨペット株式会社 豊川店

愛知県豊川市大堀町335

0533-85-1511 0533-89-0590

近田自動車

愛知県豊川市一宮町下新切98-1

0533-93-2148 0533-93-2424

株式会社 オーテック

愛知県豊川市駅前通3丁目13

0533-86-5191

いなり自動車整備 株式会社

愛知県豊川市駅前通3丁目15

0533-86-7215 0533-85-9218

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

株式会社ホンダカーズ愛知 小坂井店

愛知県豊川市小坂井町宮下44-1

0533-72-2155

トヨタカローラ愛知株式会社 音羽店

愛知県豊川市赤坂町平山30-5

0533-88-5811

トヨタカローラ愛知株式会社 豊川蔵子店

愛知県豊川市蔵子5丁目14-6

0533-89-4771

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

有限会社今泉モータース

愛知県豊川市大木新町通5丁目1

0533-93-3121

有限会社 マルケイモータース

愛知県豊川市中央通2丁目16

0533-86-8118 0533-85-7881

有限会社 伊藤モータース

愛知県豊川市東曙町10

0533-86-9141 0533-86-6930

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 0533-86-3289

株式会社ホンダカーズ愛知 U-Select豊川

愛知県豊川市馬場町縄手上54

0533-80-7711

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 0533-80-8280

株式会社ホンダカーズ愛知 豊川店

愛知県豊川市白鳥町高田66-1

0533-87-2430

ハナマルガレージ

愛知県豊川市八幡町鐘鋳場270

0533-86-1881 0533-84-5787

トヨタカローラ愛知株式会社 豊川総合センター

愛知県豊川市穂ノ原2丁目1-6

0533-83-8320

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 0533-89-0538

トヨテツオートサービス株式会社 豊川工場

愛知県豊川市本野ケ原2丁目61

0533-85-3281

永太郎自動車

愛知県豊田市永太郎町常寒254-1

0565-65-2174

松井商会

愛知県豊田市大林町10丁目1-19

0565-28-4870 0565-28-3039

水鳥モータース

愛知県豊田市大見町8丁目93

0565-58-1269

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

株式会社 熊谷モータース

愛知県豊田市桑原町上中村369-1

0565-82-2034 0565-82-2034

株式会社 安藤電機工業所

愛知県豊田市御所貝津町ス形14-5

0565-82-2379 0565-82-3357

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

株式会社Ａｓｓｈ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

愛知県豊田市桜町2丁目47

0565-42-2677

有限会社 田尾自動車

愛知県豊田市志賀町宮裏106-3

0565-80-4062

株式会社 土井自動車

愛知県豊田市下仁木町諸屋367-1

0565-65-3137

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

ネッツトヨタ中部株式会社 堤 Ｕ－Ｃａｒセンター

愛知県豊田市堤町寺池2-32

0565-51-5750 0565-54-1334

ネッツトヨタ中部株式会社 堤配車センター

愛知県豊田市堤町寺池上26-3

0565-54-0808 0565-54-0810

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

広瀬モータース

愛知県豊田市西広瀬町西前115-1

0565-41-2346

株式会社 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

スバルショップ豊田 株式会社 鈴高自動車販売

愛知県豊田市広久手町7丁目14-2

0565-31-4762

東京自動車 株式会社

愛知県豊田市藤岡飯野町仲ノ下492-1

0565-76-2116 0565-76-2117

株式会社 田中自動車工場

愛知県豊田市保見町横山82

0565-48-8446 0565-48-8877

株式会社自動車Labo

愛知県豊田市本地町2-68

0565-47-0170 0565-47-0171

明豊自動車株式会社 整備部

愛知県豊田市前山町1丁目27-1

0565-28-1000

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

イシノ自動車

愛知県豊田市力石町河原田436-5

0565-41-2358

株式会社ホンダアリフ ホンダカーズ豊田力石店

愛知県豊田市力石町中切229-2

0565-41-2214

下市場 U-Carセンター

愛知県豊田市下市場町6-50

0565-31-2884 0565-36-1926

NTP名古屋トヨペット株式会社 高岡店

愛知県豊田市駒場町新栄49

0565-57-2101 0565-57-1328

英自動車

愛知県豊田市室町7丁目17

0565-77-2799 0565-77-2799

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ元宮

愛知県豊田市元宮町1丁目18-1

0565-32-0010 0565-33-3569

ネッツトヨタ中部株式会社 Ｕ－Ｃａｒ元宮

愛知県豊田市元宮町1丁目18-1

0565-31-8611 0565-33-3569

名古屋トヨペット株式会社 NTP-ark トヨタ

愛知県豊田市広路町1-1 (イオンスタイル豊田 3
0565-41-8220
階)

オレンジタウン豊田土橋店

愛知県豊田市鴻ノ巣町4-21-1

0565-24-5371 0565-24-5390

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ豊田

愛知県豊田市細谷町7丁目18

0565-26-0010 0565-27-1784

ネッツトヨタ中部株式会社 Ｕ－Ｃａｒ豊田

愛知県豊田市細谷町7丁目18

0565-74-1380 0565-27-1784

ネッツトヨタ中部株式会社 豊田BPセンター

愛知県豊田市細谷町7丁目18

0565-26-0404 0565-24-7616

ネッツトヨタ中部株式会社 ミッドレス

愛知県豊田市細谷町7丁目19

0565-25-3051 0565-26-6766

NTP名古屋トヨペット株式会社 猿投店

愛知県豊田市四郷町与茂田37-1

0565-45-3101 0565-45-5117

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ上郷

愛知県豊田市上郷町3丁目1-1

0565-21-3221 0565-21-3249

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ浄水

愛知県豊田市浄水町伊保原654-157

0565-43-1655 0565-48-2635

NTP名古屋トヨペット株式会社 御立店

愛知県豊田市神池町2-1216-3

0565-80-2261 0565-80-4854

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ梅坪

愛知県豊田市陣中町1丁目3-5

0565-37-8621 0565-31-6036

NTP名古屋トヨペット株式会社 トヨタ248店

愛知県豊田市前田町5-15-1

0565-31-7611 0565-33-7385

NTP名古屋トヨペット株式会社 豊田土橋店

愛知県豊田市土橋町2-5

0565-28-5161 0565-27-1385

GR Garage 豊田土橋

愛知県豊田市土橋町2-5-3

0565-28-6124 0565-28-6153

トヨタカローラ愛知株式会社 豊田梅坪店

愛知県豊田市梅坪町8丁目4-16

0565-33-8200

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ美里

愛知県豊田市美里5丁目1-16

0565-80-0010 0565-80-0222

株式会社 プラスワン マイカー7

愛知県豊田市逢妻町2丁目9-1

0565-31-5411 0565-31-5419

ウメキョウ自動車株式会社

愛知県豊田市栄生町3丁目23-3

0565-33-3211

自動車部品栄和協同組合 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

0565-33-1100

株式会社柴田モータース

愛知県豊田市花沢町井ノ下16

0565-90-2827

三河日産自動車 株式会社 ギャラリー豊田梅坪

愛知県豊田市京町5丁目6-6

0565-34-3423

ユーズネット豊田

愛知県豊田市錦町2丁目15-1

0565-31-1121 0565-33-5535

株式会社 高崎モータース

愛知県豊田市御所貝津町二貫目17-3

0565-82-2044

株式会社 植田自動車

愛知県豊田市御立町3丁目11-2

0565-88-1627

アライ自動車

愛知県豊田市荒井町鍜治屋畑294-1

0565-45-2777 0565-45-2747

有限会社フジナガ電機商会

愛知県豊田市山之手7丁目74-2

0565-28-1600 0565-28-7270

株式会社 愛豊電機

愛知県豊田市山之手8丁目1

0565-28-1258

トヨタカローラ愛知株式会社 豊田総合センター

愛知県豊田市篠原町敷田37

0565-48-4732

有限会社CAR VILLAGE

愛知県豊田市若林西町西千間52-1

0565-51-0075 0565-51-0076

株式会社 竹内モータース商会

愛知県豊田市小原町前田178-1

0565-65-2029

合資会社 三嶋商会

愛知県豊田市小渡町寺ノ下2

高木自動車

愛知県豊田市上渡合町大畑117-1

0565-76-2827

広瀬モータース

愛知県豊田市西広瀬町西前115-1

0565-41-2346

梅村サービス

愛知県豊田市石飛町板倉19

0565-76-2627 0565-76-0102

下山自動車整備工場

愛知県豊田市大沼町大官屋敷95-2

0565-90-2119

株式会社 ヤナギサワ自動車販売

愛知県豊田市堤町宝26-2

0565-53-5000 0565-85-0607

カーショップFUKAKIN

愛知県豊田市田籾町西川181-10

0565-48-3665

株式会社 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

ナルセ自動車

愛知県豊田市藤岡飯野町弥治前601

0565-76-1476

ホーメイ・オート株式会社

愛知県豊田市日之出町1丁目4-13

0565-31-0443 0565-31-0445

日之出自動車 株式会社

愛知県豊田市日之出町2-13-4

0565-31-5811

株式会社篠田商会

愛知県豊田市日之出町2丁目1-1

0565-31-0487 0565-35-2426

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

キムラユニティー株式会社 オートプラザラビット豊
田上郷店

愛知県豊田市桝塚西町南小畔52-1

0565-25-9058 0565-25-9057

オートプラザラビット豊田上郷店

愛知県豊田市桝塚西町南小畔52-1

0120-83-0045

トヨタカローラ愛知株式会社 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

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ豊明

愛知県豊明市新田町吉池25-3

0562-93-0010 0562-92-8515

NTP名古屋トヨペット株式会社 豊明店

愛知県豊明市新田町子持松14-1

0562-93-7111 0562-93-3941

株式会社ホンダカーズ愛知 豊明インター店

愛知県豊明市阿野町長根88-1

0562-98-8141

Honda Cars 東海 豊明北店

愛知県豊明市沓掛町荒井5-11

0562-92-9500

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

北愛知三菱自動車販売株式会社 本社

愛知県北区若葉通1-38

052-915-2311

北愛知三菱自動車販売株式会社 志賀本通店

愛知県北区若葉通1-38

052-916-3111 052-916-3116

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

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 0536-83-2880

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

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 0536-62-0651

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

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

NTP名古屋トヨペット株式会社 西春店

愛知県北名古屋市沖村沖浦69

0568-22-6711 0568-23-2868

有限会社丸山自動車

愛知県北名古屋市沖村沖浦95-2

0568-23-2427 0568-90-2427

株式会社サント

愛知県北名古屋市熊之庄石原29-8

0568-23-0538

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

NTP名古屋トヨペット株式会社 西春師勝店

愛知県北名古屋市高田寺屋敷422

0568-22-1131 0568-22-6364

株式会社 川田自動車

愛知県名古屋市北区五反田町83

052-902-3167 052-902-3176

株式会社 ホンダカーズ東海

愛知県名古屋市昭和区滝川町62-1

052-837-3004

旭洋サービス

愛知県名古屋市昭和区南山町14-3

052-833-1082 052-833-1587

高松自動車工業 有限会社

愛知県名古屋市千種区今池3丁目39-7

052-741-3636

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10-11

052-731-5761

オートショップクロス

愛知県名古屋市中川区上流町2丁目19

052-365-5665

スーパーピット東海

愛知県名古屋市中川区高畑4丁目188

052-362-9655

株式会社ホンジン自動車

愛知県名古屋市中川区春田5丁目20

052-302-1728

有限会社 大西自動車

愛知県名古屋市中川区八熊通4丁目34

052-362-6400

キムラユニティー錦店

愛知県名古屋市中区錦3丁目8-32

052-962-7600

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 052-571-4587

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 052-565-1532

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 052-506-8617

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

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

Honda Cars名古屋東

愛知県名古屋市東区大幸4丁目19-18

052-722-6211

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

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丁目202

052-622-7740 052-622-7720

NTP名古屋トヨペット株式会社 茶屋店

愛知県名古屋市港区川園2丁目60

052-303-5544

竹内自動車

愛知県名古屋市港区西福田3丁目411

052-302-3333 052-302-3334

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

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丁目3

052-811-1131 052-811-1134

有限会社 三惠自動車

愛知県名古屋市南区宝生町3丁目10

052-613-2348

ネッツトヨタ中部株式会社 特販営業部

愛知県名古屋市名東区一社1丁目68

052-701-5112 052-701-7055

株式会社 オートプラス アドバンス高針店

愛知県名古屋市名東区高針1丁目110

052-709-7307 052-709-7317

二城オート

愛知県名古屋市守山区西川原町60

052-794-8518 052-794-8518

NTP名古屋トヨペット株式会社 南陽町店

愛知県名古屋市港区春田野2-2902

052-301-1411 052-301-1449

NTP名古屋トヨペット株式会社 港店

愛知県名古屋市港区築盛町50

052-652-7751 052-651-2263

株式会社ゼータプラス

愛知県名古屋市港区品川町2丁目49-1

052-659-1001 052-659-1009

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ四軒家

愛知県名古屋市守山区森孝東1丁目450

052-769-2200 052-773-8886

NTP名古屋トヨペット株式会社 守山大森店

愛知県名古屋市守山区大森5-1205

052-798-0151 052-798-1723

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ守山

愛知県名古屋市守山区大谷町1-35

052-792-2288 052-792-2321

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ吉根

愛知県名古屋市守山区平池東1301

052-739-1920 052-736-9501

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 052-739-2031

株式会社Lasperanza

愛知県名古屋市守山区脇田町1508

052-737-3285 052-737-3286

NTP名古屋トヨペット株式会社 檀渓通店

愛知県名古屋市昭和区檀渓通2-23

052-832-4111 052-833-2652

NTP名古屋トヨペット株式会社 瑞穂店

愛知県名古屋市瑞穂区二野町9-8

052-882-1655 052-882-1940

NTP名古屋トヨペット株式会社 秩父通店

愛知県名古屋市西区上名古屋3-21-15

052-532-3611 052-532-3626

トヨタカローラ愛知 株式会社

愛知県名古屋市西区則武新町3丁目9-8

052-962-3312

NTP名古屋トヨペット株式会社 則武店

愛知県名古屋市西区則武新町4-1-25

052-561-8811 052-581-4980

NTP名古屋トヨペット株式会社 千種内山店

愛知県名古屋市千種区内山3-7-3

052-741-1101 052-733-7483

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ千代田

愛知県名古屋市中区千代田5丁目7-8

052-264-0010 052-264-0052

名古屋トヨペット株式会社 山王店

愛知県名古屋市中川区松重町3-36

052-331-3161 052-331-3778

NTP名古屋トヨペット株式会社 松葉公園店

愛知県名古屋市中川区太平通1-16

052-361-9111 052-351-7426

オレンジタウン千音寺店

愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字土
052-431-6161 052-431-4966
坪3777

有限会社豊臣モーター商会

愛知県名古屋市中村区烏森町6丁目121

052-481-8525

NTP名古屋トヨペット株式会社 岩塚店

愛知県名古屋市中村区並木1-58

052-411-5111 052-412-4351

NTP名古屋トヨペット株式会社 植田店

愛知県名古屋市天白区植田1-2120

052-805-0021 052-808-6701

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

NTP名古屋トヨペット株式会社 弥富通店

愛知県名古屋市天白区中砂町191

052-831-7111 052-833-2890

NTP名古屋トヨペット株式会社 東新町店

愛知県名古屋市東区東桜2-13-30

052-931-5211 052-931-5397

NTP名古屋トヨペット株式会社 矢田店

愛知県名古屋市東区矢田南4-3-13

052-722-3251 052-722-1625

NTP名古屋トヨペット株式会社 南店

愛知県名古屋市南区宝生町4-30

052-611-1501 052-612-3261

NTP名古屋トヨペット株式会社 熱田店

愛知県名古屋市熱田区尾頭町2-22

052-682-6411 052-681-1768

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

北愛知三菱自動車販売 株式会社

愛知県名古屋市北区若葉通1-38

052-915-2311

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ楠

愛知県名古屋市北区西味鋺1丁目317

052-901-7221 052-901-7225

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丁目7-20

052-981-0305 052-981-0319

NTP名古屋トヨペット株式会社 辻町店

愛知県名古屋市北区辻町2-40

052-911-2131 052-911-2494

ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ一社

愛知県名古屋市名東区一社1丁目68

052-701-5117 052-701-5283

ネッツトヨタ中部株式会社 本部

愛知県名古屋市名東区一社1丁目68

052-701-5111 052-704-4719

NTP名古屋トヨペット株式会社 名東店

愛知県名古屋市名東区高間町216

052-702-2131 052-704-0187

NTP名古屋トヨペット株式会社 緑店

愛知県名古屋市緑区浦里5-112

052-622-2371 052-621-6022

NTP名古屋トヨペット株式会社 徳重店

愛知県名古屋市緑区徳重1-208

052-876-3361 052-876-7781

Honda Cars 東海 南陽店

愛知県名古屋市港区七反野1-705

052-302-7001

有限会社マツウラ自動車

愛知県名古屋市港区小碓4丁目305

052-383-2800

株式会社ホンダカーズ愛知 名古屋茶屋店

愛知県名古屋市港区西茶屋3-77

052-309-5121

株式会社ティーズコンシェル

愛知県名古屋市港区西茶屋3丁目78-1

052-309-3223 052-309-3226

NTP名古屋トヨペット株式会社 港・名四店

愛知県名古屋市港区築盛町45

052-661-9761 052-661-9767

株式会社ホンダカーズ愛知 港店

愛知県名古屋市港区東海通5-16

052-652-6111

有限会社 内川自動車商会

愛知県名古屋市港区当知3丁目502

052-383-0556

株式会社ホンダカーズ愛知 守山小幡店

愛知県名古屋市守山区小幡南3-1-35

052-793-7271

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
052-736-2314
2738-4

有限会社志段味自動車

愛知県名古屋市守山区中志段味字大洞口
2738-4

052-736-2314

NTP名古屋トヨペット株式会社 千代田橋店

愛知県名古屋市守山区中新1-34

052-795-0081

ノムラモータース

愛知県名古屋市守山区鳥羽見1丁目17-7

052-791-2709

HondaCars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

Honda Cars 東海 八事店

愛知県名古屋市昭和区滝川町62-1

052-837-3002

株式会社ホンダカーズ愛知 檀渓通店

愛知県名古屋市昭和区檀溪通1-35

052-831-1121

株式会社ホンダカーズ愛知 東郊通店

愛知県名古屋市昭和区白金1-5-8

052-882-1235

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

052-851-2567

共栄タイヤサービス株式会社 K-one瑞穂高辻店

愛知県名古屋市瑞穂区二野町603

052-871-5588

株式会社ホンダカーズ愛知 瑞穂店

愛知県名古屋市瑞穂区彌富通4-20

052-835-8700

株式会社ホンダカーズ愛知 庄内店

愛知県名古屋市西区歌里町22

052-503-8685

NTP名古屋トヨペット株式会社 西・名西店

愛知県名古屋市西区笹塚町2丁目90

052-521-6811 052-532-9851

株式会社ホンダカーズ愛知 康生通店

愛知県名古屋市西区児玉2-25-19

052-532-1161

株式会社ホンダカーズ愛知 U-Select名西

愛知県名古屋市西区児玉3-36-27

052-524-1505

Honda Cars 東海 古城店

愛知県名古屋市西区中小田井3丁目220

052-504-0222

Honda Cars 東海 中小田井店

愛知県名古屋市西区中小田井4-169

052-501-5560

株式会社ホンダカーズ愛知 香流橋店

愛知県名古屋市千種区香流橋1-2-89

052-771-3251

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10-11

052-731-5761

株式会社ホンダカーズ愛知 田代本通店

愛知県名古屋市千種区田代本通3-8

052-751-6251

合資会社小林辰商店 工場

愛知県名古屋市中区大須1丁目2-43

052-221-9693

有限会社サカイオートサービス

愛知県名古屋市中区栄1丁目9-19

052-231-4615

合資会社小林辰商店

愛知県名古屋市中区栄1丁目16-11

052-231-2635

キムラユニティー株式会社 本社

愛知県名古屋市中区錦3丁目8-32

052-962-7051

キムラユニティー株式会社 本社営業所

愛知県名古屋市中区錦3丁目8-32

052-962-7056

有限会社西尾モーター商会

愛知県名古屋市中区正木2丁目7-10

052-331-7488

Honda Cars 愛知 株式会社ホンダカーズ愛知

愛知県名古屋市中区千代田1-7-2

株式会社ホンダカーズ愛知 千代田店

愛知県名古屋市中区千代田1-7-2

052-261-2151

株式会社ホンダカーズ愛知 昭和橋通店

愛知県名古屋市中川区昭和橋通9-59

052-383-8200

株式会社ホンダカーズ愛知 松葉公園店

愛知県名古屋市中川区太平通2-41

052-352-2131

株式会社ホンダカーズ愛知 中川店

愛知県名古屋市中川区福川町5-1-2

052-362-9555

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

052-361-6355 052-361-6395

株式会社池田自動車

愛知県名古屋市中村区岩塚町3丁目18

052-411-2260 052-411-2418

ATHERS株式会社

愛知県名古屋市中村区横前町551-3

052-710-5450

岩塚モータース

愛知県名古屋市中村区岩上町84

052-411-3221

株式会社ホンダカーズ愛知 岩塚本通店

愛知県名古屋市中村区岩塚本通5-5

052-411-1710

有限会社 大須自動車

愛知県名古屋市中村区元中村町3丁目56

052-471-8171

有限会社大須自動車

愛知県名古屋市中村区元中村町3丁目56

052-471-8171

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

三昌自動車株式会社

愛知県名古屋市中村区並木1丁目140

052-412-4141

ノムラ自動車 株式会社

愛知県名古屋市中村区並木1丁目329

052-412-6331 052-412-6026

株式会社ホンダカーズ愛知 中村本陣店

愛知県名古屋市中村区本陣通2-33

052-482-2646

株式会社ホンダカーズ愛知 植田店

愛知県名古屋市天白区井口1-2002

052-802-2121

株式会社ホンダカーズ愛知 植田一本松店

愛知県名古屋市天白区元植田1-1313

052-805-3300

HondaCars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

株式会社ホンダカーズ愛知 U-Select天白

愛知県名古屋市天白区植田西1-901

052-804-0630

株式会社ホンダカーズ愛知 天白島田店

愛知県名古屋市天白区池場2-2605

052-808-6988

有限会社 中砂自動車

愛知県名古屋市天白区中砂町252-1

052-831-2200 052-831-

株式会社カータイフサポート

愛知県名古屋市天白区中砂町576

052-861-0270

HondaCars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

株式会社 中日本オートサービス

愛知県名古屋市南区阿原町27

052-822-6730

HondaCars名古屋南 大磯通店

愛知県名古屋市南区大磯通4-16

052-822-8055

株式会社ホンダカーズ愛知 北頭店

愛知県名古屋市南区弥次ｴ町2-3-1

052-612-5121

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丁目46

052-671-8141

㈱くるまらんど小沢商会

愛知県名古屋市熱田区千代田町8-17

052-671-5854

NTP名古屋トヨペット株式会社 日比野店

愛知県名古屋市熱田区大宝1丁目13－20

052-682-2211

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

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 052-981-0237

株式会社 トイボックス

愛知県名古屋市北区若鶴町201

052-909-2525 052-909-2526

株式会社ホンダカーズ愛知 黒川店

愛知県名古屋市北区城見通3-2

052-915-3261

Honda Cars 東海 楠インター店

愛知県名古屋市北区新沼町98

052-901-8200

トヨタカローラ愛知株式会社 楠マイカーセンター

愛知県名古屋市北区中味鋺3丁目721

052-902-9911

NTP名古屋トヨペット株式会社 辻本通店

愛知県名古屋市北区辻本通1丁目49-2

052-915-6811

オートプラザラビット名古屋北店

愛知県名古屋市北区天道町5丁目21

0120-85-0045

株式会社 小島電装

愛知県名古屋市北区六が池町509

052-901-7474 052-902-4529

株式会社ホンダカーズ愛知 一社店

愛知県名古屋市名東区一社3-89

052-701-1211

ガレージスパイダーホーリック

愛知県名古屋市名東区勢子坊1丁目406

052-703-4846 052-703-4846

HondaCars名東 名東店

愛知県名古屋市名東区勢子坊2-402

052-704-5311

株式会社ホンダカーズ愛知 星ヶ丘店

愛知県名古屋市名東区名東本通3-28-1

052-702-1181

株式会社ホンダカーズ愛知 緑浦里店

愛知県名古屋市緑区浦里3-165

052-891-1234

HondaCars名東 徳重店

愛知県名古屋市緑区乗鞍2-1405-1

052-877-4555

株式会社ホンダカーズ愛知 滝ノ水店

愛知県名古屋市緑区相原郷1-1504

052-895-7730

有限会社 シャーロック

愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田89

052-629-4188 052-629-4177

株式会社ホンダカーズ愛知 鳴海店

愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐田1-1

052-624-2131

株式会社オリジン

愛知県名古屋市緑区鳴海町下汐田131-1

052-602-4018

髙橋自動車

愛知県弥富市稲荷1丁目149-1

0567-68-2133

有限会社弥富丸善整備工場

愛知県弥富市前ケ須町南本田353-1

0567-65-4516

三重県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

イビデン産業株式会社 アルファンいなべSS

三重県いなべ市員弁町楚原字一本松1461-2

0594-74-5566

株式会社 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

杉本自動車

三重県いなべ市北勢町麻生田3482-1

0594-72-2439 0594-72-2495

有限会社ナカムラ

三重県いなべ市北勢町垣内429-3

0594-72-3088

株式会社藤原自動車

三重県いなべ市藤原町市場200

0594-46-2140 0594-46-2543

株式会社 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

Honda Cars伊賀北 印代店

三重県伊賀市印代248-1

0595-23-9532

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 0595-24-5026

多田産業株式会社

三重県伊賀市上之庄236

0595-21-6300

有限会社ＥＣＯオートガラス

三重県伊賀市川合103-16

0595-43-2010

モリタ自動車

三重県伊賀市川東2381

0595-45-2621

Honda Cars伊勢志摩 御薗店

三重県伊勢市御薗町王中島1013

0596-36-3030 0596-36-3031

エフエルシー株式会社 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597-1

0596-22-3121 0596-22-3124

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365-1

0594-76-7766 0594-75-0033

スタイル コクピット桑名

三重県員弁郡東員町穴太西ノ坪2333-6

0594-86-1616 0594-86-1617

株式会社ダイソウ

三重県桑名市和泉278

0594-21-5561

有限会社 西田自動車整備

三重県桑名市西鍋屋町46

0594-21-8459 0594-21-8104

エフエルシー株式会社 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

株式会社 高野自動車工業

三重県桑名市大字大福字寺跡467

0594-22-7620 0594-21-0845

株式会社 渡辺石油店

三重県桑名市大字東方字福島前784-3

0594-22-2490

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468-1

0594-21-4865 0594-21-2524

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 0594-27-7724

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 0594-31-9655

株式会社 エコ・カー工房ウエヤマ

三重県三重郡川越町大字南福崎691-7

059-361-4567

有限会社ベニス自動車工業

三重県三重郡川越町大字高松1382-1

059-364-7757

有限会社 加藤自動車

三重県三重郡朝日町大字縄生1138-1

059-363-3136 059-365-9928

マウンテンオート

三重県四日市市下海老町86-1

059-326-2678

ジェームス日永東店

三重県四日市市日永東3丁目2番60号

059-349-2888 059-349-2887

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

カナメモータース

三重県四日市市山城町621-23

059-337-1755

フレッシュ物流株式会社 サービスセンター

三重県四日市市河原田町905-1

059-347-5077

西山サービス

三重県四日市市午起3丁目11-5

059-333-2564

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 059-337-2327

三重三菱自動車販売 株式会社

三重県四日市市新正4丁目9-28

059-351-7522 059-354-3116

三重三菱自動車販売株式会社

三重県四日市市新正4丁目9番28号

059-351-7522 059-354-3116

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4丁目9番28号

059-352-9191 059-352-9190

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4丁目9番28号

059-351-8585 059-355-1762

エフエルシー株式会社 ＦＬＣ四日市インター

三重県四日市市川島町6500

059-322-3285

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

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

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 059-345-6850

エフエルシー株式会社 フォード四日市

三重県四日市市日永4丁目2-7

059-346-5322

ディオワールド 四日市店

三重県四日市市富州原町2-40

059-361-5000

有限会社KSK

三重県志摩市片田3895-1

0599-85-4691

Honda Cars伊勢志摩 鵜方店

三重県志摩市阿児町鵜方2884-19

0599-43-0230 0599-43-5692

Honda Cars伊勢志摩 大王店

三重県志摩市大王町波切1864-1

0599-72-0250 0599-72-2445

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 0599-72-5332

有限会社福永自動車

三重県志摩市大王町波切3961-4

0599-72-0900

ジェームス松阪三雲店

三重県松阪市久米町1174-13

0598-56-9721 0598-56-9833

エフエルシー株式会社 フォード松阪

三重県松阪市市場庄町1148-1

0598-56-5220

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道慶田680-1

0598-51-3477 0598-51-5020

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

栄和鈑金工業所

三重県津市河芸町上野818

059-245-0168

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 059-225-3180

エフエルシー株式会社 スズキアリーナ久居

三重県津市久居北口町521-40

059-256-9501

Sun Auto Service

三重県津市高茶屋5-11-50

059-234-6101

高森自動車整備工業株式会社

三重県津市中河原2049

059-227-0505 059-228-3714

有限会社榎本タイヤ

三重県南牟婁郡御浜町阿田和4268-4

0597-92-2283

乾自動車

三重県尾鷲市古江町787-8

0597-27-2436

三重三菱自動車販売株式会社 尾鷲矢浜店

三重県尾鷲市大字矢浜2丁目14-44

0597-22-9935 0597-22-9937

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

ジェームス名張街道店

三重県名張市東田原2445-9

0595-67-3777 0595-67-3778

エフエルシー株式会社 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

Honda Cars三重中 名張東田原店

三重県名張市西原町2524-2

0595-67-0855 0595-67-0856

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2614-1

0595-65-4755 0595-65-5596

S&S garage

三重県名張市木屋町1369-2

0595-51-8440

有限会社ユーズドカー米川

三重県鈴鹿市岸岡町2091-1

059-380-5511

株式会社 カトウ自動車

三重県鈴鹿市庄野東2-11-25

059-378-2328 059-378-2918

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

059-382-6161 059-382-0197

株式会社今尾電機

三重県鈴鹿市南玉垣町5434-1

059-382-1287

滋賀県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

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

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

株式会社愛知車検

滋賀県愛知郡愛荘町長野225-1

0749-42-2621

株式会社ウエノ電装

滋賀県蒲生郡日野町松尾1丁目10

0748-52-8955 0748-52-8956

有限会社徳本輪業

滋賀県蒲生郡竜王町岡屋768-4

0748-58-0175 0748-58-2205

Honda Cars東近江 八幡南店

滋賀県近江八幡市東川町158

0748-55-0043

日星自動車 株式会社

滋賀県近江八幡市江頭町416-3

0748-36-6492 0748-26-0688

カー・ビューティ京都

滋賀県栗東市高野227-1

0775-52-2112

タイヤ館 栗東

滋賀県栗東市出庭506

077-554-1921 077-554-1920

株式会社湖南オートセンター

滋賀県栗東市出庭946

077-553-9133

有限会社松木商会

滋賀県栗東市大橋7丁目6-37

077-553-3511

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 077-554-0909

株式会社小林自動車

滋賀県栗東市御園1927

077-558-0365

ジェームス大宝店

滋賀県栗東市霊仙寺1丁目3-5

077-554-9626 077-554-9627

ロータスコニシ 株式会社小西自動車

滋賀県湖南市石部北1丁目1-17

0748-77-5577 0748-77-5030

株式会社オクダオート

滋賀県甲賀市甲南町野川907-4

0748-60-9302

藤原自動車鈑金塗装

滋賀県甲賀市信楽勅旨1988-3

0748-83-8222

オートＭＡＸ

滋賀県甲賀市下山693-412

0748-62-5709

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

株式会社清晃自動車工業

滋賀県甲賀市水口町三大寺259-1

0748-62-3141

アヤハディオ水口店

滋賀県甲賀市水口町水口5555

0748-62-7771

有限会社カーテックウカイ

滋賀県甲賀市水口町杣中979-5

0748-62-4536

有限会社ハイトー自工

滋賀県高島市安曇川町四津川752-3

0740-34-1101

有限会社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

有限会社大江モータース

滋賀県高島市新旭町藁園2035

0740-25-3361

株式会社 永井自工

滋賀県高島市新旭町藁園2764-2

0740-25-3480

河嶋オート

滋賀県高島市マキノ町中庄328-1

0740-27-0926

タイヤ館 守山

滋賀県守山市大門町28-1

077-583-7567 077-582-7520

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

有限会社光オートサービス

滋賀県草津市新浜町85-10

077-563-1059 077-562-9462

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

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

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

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

有限会社湖西自動車

滋賀県大津市北比良356-1

077-596-0153

株式会社 アヤハディオ

滋賀県大津市におの浜1丁目1-3

077-528-5070

有限会社三共自動車

滋賀県大津市衣川1-12-8

077-573-3930

渡辺モータース

滋賀県大津市大石東6-8-1

077-546-1014

株式会社 高山商会

滋賀県長浜市湖北町速水18-1

0749-78-0153

株式会社中田モータース サービス工場

滋賀県長浜市小堀町94-1

0749-63-6780 0749-63-6781

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

株式会社スカイロード長浜

滋賀県長浜市森町366−1

0749-64-1688

山崎自動車株式会社

滋賀県長浜市森町426

0749-63-2922

山川電機株式会社 長浜営業所

滋賀県長浜市西上坂町小竹204-1

0749-62-2781 0749-65-0657

az1st

滋賀県長浜市西浅井町野坂68-1

0749-51-9055 0749-51-9056

有限会社山口モータース

滋賀県長浜市木之本町千田116-4

0749-82-3337 0749-82-2548

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

有限会社速水商会

滋賀県東近江市大森町1979-1

0748-22-4191

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

有限会社トータルショップ・SOS

滋賀県東近江市瓜生津町552

0748-23-3737

株式会社朝比自動車工業所

滋賀県東近江市川合町306

0748-55-0215 0748-55-4567

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

愛光オート

滋賀県東近江市五箇荘川曲町332

0748-48-5280

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

株式会社Supreme

滋賀県彦根市開出今町793

0749-25-0867

ＮＥＸＴ賀田山店

滋賀県彦根市賀田山町1406-1

0749-49-3933

有限会社杉林自動車工業所

滋賀県彦根市小泉町147

0749-26-1281 0749-26-6538

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

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

カーハウスＺＥＲＯ

滋賀県彦根市地蔵町75-1

0749-30-3988

ウエストジャパン

滋賀県彦根市東沼波町1198-1

0749-24-3895

タイヤボックスエボルブ

滋賀県彦根市松原町3660-14

0749-26-8687

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

タイヤ館 彦根

滋賀県彦根市西沼波町高橋田30-1

0749-26-6644 0749-26-6629

サンキスオートサービス

滋賀県彦根市東沼波町782-10

0749-23-7332 0749-23-7334

株式会社 伊関商会

滋賀県彦根市肥田町428

0749-43-6118

北村自動車

滋賀県米原市寺倉138

0749-54-2228

滋賀オート株式会社

滋賀県米原市野一色828-1

0749-55-2295

京都府
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

株式会社大嶋カーサービス 綾部支店

京都府綾部市井倉新町瓜田8-1

0773-42-8888

有限会社仲江オート

京都府綾部市栗町内沼34

0773-48-0025 0773-48-0030

ジェームス槇島店

京都府宇治市槇島町十六33

0774-28-6477 0774-28-6478

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

竹中自動車

京都府宇治市白川鍋倉山23−2

0774-22-1266

株式会社村上自動車

京都府亀岡市西別院町笑路堂ノ前4

0771-27-2926

株式会社 小森オート

京都府京丹後市峰山町長岡1718番地1

0772-62-2423

株式会社 林自動車工業

京都府京丹後市大宮町谷内977-1

0772-64-3545

株式会社 峰山マツダ

京都府京丹後市峰山町菅868-1

0772-62-2610

山重自動車工業

京都府京丹後市網野町浅茂川25

0772-72-2992

小田垣自動車株式会社

京都府京丹後市網野町網野140-1

0772-72-0793

株式会社弥栄モータース

京都府京丹後市弥栄町堤196

0772-65-2757

タイヤ館 京田辺

京都府京田辺市草内馬橋11

0774-65-2181

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

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

075-326-6700

Drive Market 京都久世店

京都府京都市南区久世殿城町503

075-924-2000 075-924-2001

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 075-312-8869

加藤自工

京都府京都市右京区梅津石灘町5

075-861-0979 075-872-8466

株式会社 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
075-371-5011
町258-1

株式会社 マッハワン

京都府京都市山科区四ノ宮鎌手町60－3

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

有限会社鈴木モータース

京都府京都市西京区樫原石畑町17-1

075-381-2682

田原石油 株式会社

京都府京都市西京区大枝沓掛町13-201

075-331-0088

株式会社ビクトリー自動車

京都府京都市南区吉祥院池田南町11

075-661-3100 075-681-0166

株式会社フジサンオート

京都府京都市南区久世中久町699-3

086-932-3624

075-501-8050 075-501-8053

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

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 075-931-3066

全国農業協同組合連合会京都府本部 丹波自動車
京都府船井郡京丹波町富田美月18-1
サービスセンター

0771-82-1521

プチガイア精華学研店

京都府相楽郡精華町精華台1丁目25-3

0774-98-3322 0774-98-3321

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 0771-86-8122

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27

0771-65-0300 0771-65-0305

輪駆堂

京都府南丹市日吉町殿田町筋8

0771-72-1955 0771-72-1955

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 075-981-1092

酒井自動車工業

京都府舞鶴市字下安久小字三角150-3

0773-76-2635

カーピット

京都府舞鶴市字小倉666-1

0773-64-3509 0773-64-3549

有限会社エノキ商会

京都府舞鶴市泉源寺354

0773-62-3378

株式会社オート舞鶴販売

京都府舞鶴市字森60

0773-62-6356 0773-63-6947

ドライブショップ白鳥

京都府舞鶴市字森92-2

0773-62-2056

株式会社カーフレンド

京都府舞鶴市字福来193

0773-77-1214

株式会社迫田自動車

京都府舞鶴市字万願寺166

0773-76-3443

株式会社 カーライフ舞鶴

京都府舞鶴市上福井1686-2

0773-75-0014

タイヤランド福知山

京都府福知山市荒河新町66

0773-23-7541 0773-23-7566

株式会社 大嶋カーサービス

京都府福知山市字堀2378-1

0773-22-1300

福知山スバル自動車株式会社

京都府福知山市堀三白2502-1

0773-22-5549

マツダオートザム福地山

京都府福知山市昭和町40-1

0773-22-0136

日引商事株式会社 Dr.Drive 福知山東

京都府福知山市堀小字草木2326

0773-22-3335.

タイヤ館 木津

京都府木津川市相楽神後原12-1

0774-72-5856

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

有限会社加悦モータース

京都府与謝郡与謝野町字加悦471-1

0772-43-0010 0772- 43-2150

大阪府
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

トヨタカローラ新大阪株式会社 富田店

大阪府茨木市鮎川2丁目32番21号

072-635-6000

アイ自動車株式会社

大阪府茨木市安威2丁目38-30

072-643-9889

トヨタカローラ新大阪株式会社 中環茨木店

大阪府茨木市高浜町2番22号

072-632-7061

トヨタカローラ新大阪株式会社 名神茨木店

大阪府茨木市三咲町5番17号

072-624-7755

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 072-640-6180

トヨタカローラ新大阪株式会社 茨木店

大阪府茨木市大池1丁目1番32号

072-634-1214

株式会社辰富

大阪府茨木市島1丁目22-24

072-636-7777 072-636-7000

有限会社 アミューズ

大阪府茨木市島4丁目23-22

072-630-3400

中央自動車株式会社

大阪府茨木市奈良町13-28

072-646-0111

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 072-438-5080

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

ネッツトヨタ新大阪株式会社 交野店

大阪府交野市星田北4丁目36番6号

072-891-1321

マス星自動車 株式会社

大阪府高槻市南松原町16-3

072-671-2345 072-671-2347

有限会社坂本自動車

大阪府高槻市今城町15-26

072-685-2330 072-685-2331

トヨタカローラ新大阪株式会社 南高槻店

大阪府高槻市深沢町1丁目1番10号

072-674-0122

ネッツトヨタ新大阪株式会社 高槻赤大路店

大阪府高槻市赤大路町38-10

072-697-1300

ネッツトヨタ新大阪株式会社 高槻店

大阪府高槻市川西町1丁目3番1号

072-683-4531

株式会社タカコー

大阪府高槻市川西町2丁目22-2

072-684-0707

トヨタカローラ新大阪株式会社 摂津店

大阪府高槻市柱本南町3番1号

072-677-4151

トヨタカローラ新大阪株式会社 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

トヨタカローラ新大阪株式会社 高槻店

大阪府高槻市天王町4番10号

072-671-2170

株式会社 平山自動車

大阪府高槻市唐崎北1丁目27-27

072-678-1380

トヨタカローラ新大阪株式会社 南平台店

大阪府高槻市氷室町1丁目30番10号

072-694-4567

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丁目168

072-277-1325

オートショップ・エムエイト

大阪府堺市中区土師町3丁目3-1

072-281-8012

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 072-276-7718

クロスカーズ

大阪府堺市南区別所1560-62

072-294-6336 072-294-6336

八田自動車

大阪府堺市中区八田北町970

072-278-2074

五ケ荘自動車商会

大阪府堺市北区奥本町1-149

072-252-0887

泉自動車株式会社

大阪府堺市中区東山786-1

072-237-2766

株式会社エムズマルタカ

大阪府堺市東区日置荘北町3丁目15-38

072-287-1103

トータスオート

大阪府堺市南区小代204-1

072-296-1256

土橋自動車

大阪府堺市美原区太井149

072-362-6661

プロショップ来夢

大阪府堺市美原区大饗149-7

072-363-1600 072-363-1601

Honda Cars南河内 美原店

大阪府堺市美原区平尾434-1

072-361-2727 072-362-7174

株式会社TCS ZEROAD

大阪府堺市北区金岡町2845

072-253-0610

サン・モータース株式会社

大阪府堺市北区南花田町60-16

072-252-2266

旭光商事株式会社

大阪府堺市北区百舌鳥陵南町3丁484

072-279-4148 072-279-4522

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 072-257-9192

株式会社稲岡自動車商会

大阪府羽曳野市野317-1

072-953-1818

Bosch Car Service 株式会社高槻オート

大阪府三島郡島本町高浜2-4-28

075-961-2181 075-962-4711

ネッツトヨタ新大阪株式会社 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

ネッツトヨタ新大阪株式会社 四條畷店

大阪府四条畷市西中野1丁目1番12号

072-877-5901

株式会社船本モータース

大阪府四條畷市大字上田原45-1

0743-78-0183

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

有限会社NTオート

大阪府守口市南寺方東通2丁目4-12

06-6991-3611 06-6991-3646

有限会社久宗自友

大阪府守口市南寺方東通2丁目13-26

06-6996-6235

川竹自動車

大阪府守口市八雲東町2丁目30-18

06-6909-6984

有限会社セイロモータース南大阪

大阪府松原市三宅中7丁目10-22

072-330-0620 072-330-0615

くるま屋

大阪府松原市三宅中7丁目8-14

072-335-9608

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 072-334-6427

木村自動車

大阪府寝屋川市高宮あさひ丘51-3

072-820-2288 072-822-5860

ネッツトヨタ新大阪株式会社 寝屋川店

大阪府寝屋川市池田北町15番20号

072-828-0555

G.one

大阪府吹田市山田西3丁目56-1-305

06-6877-5224

トヨタカローラ新大阪株式会社 千里店

大阪府吹田市五月が丘北1番7号

06-6877-0351

株式会社ヤマダモータース

大阪府吹田市寿町1丁目4−5

06-6381-5630 06-6381-5911

トヨタカローラ新大阪株式会社 吹田店

大阪府吹田市泉町3丁目19番15号

06-6384-3521

トヨタカローラ新大阪株式会社 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

トヨタカローラ新大阪株式会社 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

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

アサヒ自動車

大阪府摂津市鳥飼上3丁目1-46

072-657-7433

佐々木自動車

大阪府摂津市一津屋3丁目4-7

06-6349-7630

トヨタカローラ新大阪株式会社 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

トヨタカローラ新大阪株式会社 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

マスターズ

大阪府摂津市鳥飼本町2丁目11-40

072-650-1155 072-650-1166

有限会社 パドックオクダ

大阪府摂津市鳥飼本町3丁目16-23

072-654-5808

宇賀自動車工業

大阪府泉佐野市高松東2丁目1-22

072-463-1316 072-463-1519

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 0725-43-2062

株式会社曽根自動車

大阪府泉大津市曽根町1丁目10-29

0725-33-2888

オーテックフジ

大阪府泉大津市豊中町1丁目6-1

0725-31-0860

二葉モータース

大阪府泉大津市本町5-23

0725-32-1741 0725-32-1744

光自動車整備工場

大阪府泉南郡熊取町紺屋2丁目2−2

072-453-4141 072-453-4142

株式会社泉南オート

大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺669-4

072-465-2015 072-465-3012

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

grab合同会社

大阪府大阪狭山市池之原1丁目889

072-349-3704 072-349-3705

株式会社 マエカワ

大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6-8 御堂
筋ダイワビル7階

06-6251-2330 06-6251-2331

株式会社近畿自動車工業

大阪府大阪市住吉区上住吉1丁目3-25

06-6678-3046 06-6675-5458

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

春日自動車 株式会社

大阪府大阪市生野区中川1-4-7

06-6751-2234

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

株式会社陽和自動車工業所

大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目7-16

06- 6324-5771

大阪ガスオートサービス株式会社 オートサービスセ
大阪府大阪市此花区酉島5丁目11-151
ンター

06-6461-7022

信榮自動車工業

大阪府大阪市住之江区北加賀屋2丁目8-16

06-6685-6721

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丁目4-17

06-6931-0219

ナショナルタクシー株式会社

大阪府大阪市城東区成育2丁目9-9

06-6934-3040

北岡オートサービス

大阪府大阪市生野区中川4丁目2-22

06-6757-1340

共和自動車工業株式会社

大阪府大阪市西区阿波座2丁目4-13

06-6541-0177

大阪自動車販売 株式会社

大阪府大阪市西成区津守2丁目4-15

06-6561-2600

トヨタカローラ新大阪株式会社 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

南シルバー自動車株式会社

大阪府大阪市中央区高津1丁目6−4

06-6762-1061 06-6763-3004

トヨタカローラ新大阪株式会社 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

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

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丁目13-12

06-6458-3077

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

トヨタカローラ新大阪株式会社 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

トヨタカローラ新大阪株式会社 十三店

大阪府大阪市淀川区新高4丁目15番91号

06-6394-0131

トヨタカローラ新大阪株式会社 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

トヨタカローラ新大阪株式会社 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

トヨタカローラ新大阪株式会社 新大阪本店サービス
大阪府大阪市淀川区東三国3丁目11番2号
センター

06-6350-6530

株式会社 三箇オート

大阪府大東市三箇1丁目12-54

072-874-2390

IZAWA TASTE

大阪府池田市城南3丁目2-14

072-754-2300 072-754-2388

トヨタカローラ新大阪株式会社 池田店

大阪府池田市鉢塚1丁目7番30号

072-752-4001

株式会社田辺商店

大阪府池田市豊島南2丁目674-1

072-761-9253

有限会社カタオカ

大阪府東大阪市下六万寺町1丁目9-20

072-981-5946 072-982-2991

前田自動車販売株式会社

大阪府東大阪市加納4-7-22

072-964-7954 072-964-7987

合同会社石切自動車テック

大阪府東大阪市鷹殿町25-17

072-987-9351

石川自動車株式会社

大阪府東大阪市池島町8丁目1-35

072-984-6641 072-984-6642

Drive Market 東大阪店

大阪府東大阪市島之内1-8-24

072-960-2000 072-960-2001

高田オート株式会社

大阪府東大阪市本庄西3丁目3-10

06-6747-3331

株式会社高木モータース 東支店

大阪府柏原市国分市場2丁目12-1

072- 977-7730 072-976-2218

有限会社山田自動車

大阪府柏原市雁多尾畑2911-3

072-979-0970

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

なおしや

大阪府柏原市国分西1-6-9

072-975-0901

中西自動車商会

大阪府柏原市上市1丁目1-10

072-972-1120

Car-Zock

大阪府柏原市本郷3-9-12

072-968-8835

有限会社カーサポートブロッサム

大阪府八尾市高安町南6-69

072- 999-8878

伸晃オート株式会社

大阪府八尾市志紀町南1-133

072-949-5037

株式会社塗屋本舗

大阪府八尾市太田新町9-2

072-949-8333

大阪第一整備自動車

大阪府八尾市竹渕西5-111

06-6708-8809 06-6708-8843

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

株式会社アラビヤモータース

大阪府八尾市青山町1丁目5-2

072-991-0227

株式会社クラス

大阪府八尾市太田3丁目194-5

072-949-3600

有限会社富永自動車

大阪府八尾市太田新町8-178

072-949-9600

株式会社大吉車輌

大阪府八尾市中田3-5

072-992-0091

森脇自動車販売

大阪府八尾市田井中3-58

072-949-4643

オートサービスクレア

大阪府八尾市柏村町3-160

072-992-0007

有限会社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

太子自動車工業所

大阪府八尾市北木の本5-14

072-922-6784

新栄自動車工業株式会社

大阪府八尾市老原8丁目5-2

072-992-4121

株式会社菊水自動車

大阪府富田林市寿町3丁目6-15

0721-25-2345

トヨタカローラ新大阪株式会社 緑丘店

大阪府豊中市向丘2丁目10番16号

06-6846-5000

株式会社セイロモータース

大阪府豊中市勝部1丁目8-12

06-6844-0173

株式会社 ナガヅミ電気工作所

大阪府豊中市庄内宝町1丁目7-20

06-6332-7935 06-6332-2742

トヨタカローラ新大阪株式会社 豊中店

大阪府豊中市曽根東町2丁目9番16号

06-6862-3211

FIERCE RACING

大阪府豊中市曽根南町3丁目19-17

06-6864-1070 06-6864-1071

トヨタカローラ新大阪株式会社 東豊中店

大阪府豊中市東豊中町5丁目31番1号

06-6854-3212

トヨタカローラ新大阪株式会社 空港店

大阪府豊中市螢池西町1丁目24番10号

06-6855-1181

誠自動車整備工場

大阪府豊能郡能勢町栗栖40

072-734-0283 072-734-2373

ネッツトヨタ新大阪株式会社 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

株式会社谷口自動車

大阪府枚方市招提平野町4−16

072-857-3939 072-857-0437

ネッツトヨタ新大阪株式会社 くずは牧野店

大阪府枚方市上島町8番16号

072-850-3731

Project.SJ 有限会社坂地自動車

大阪府枚方市池之宮1-26-15

072-849-1212

ネッツトヨタ新大阪株式会社 枚方店

大阪府枚方市池之宮1丁目24番15号

072-847-6751

株式会社カミタケモータース

大阪府枚方市池之宮2丁目30-6

072-849-8111

枚方自動車販売株式会社

大阪府枚方市津田北町1丁目33-21

072-858-8133

ネッツトヨタ新大阪株式会社 枚方山之上店

大阪府枚方市田宮本町14番30号

072-841-2221

ネッツトヨタ新大阪株式会社 レクサス枚方

大阪府枚方市堂山東町5番1号

072-847-3600

トヨタカローラ新大阪株式会社 小野原店

大阪府箕面市粟生新家2丁目6番12号

072-728-1991

トヨタカローラ新大阪株式会社 レクサス箕面

大阪府箕面市稲3丁目1番16号

072-725-5050

トヨタカローラ新大阪株式会社 U-Car箕面店

大阪府箕面市西宿2丁目3番3号

072-728-7757

トヨタカローラ新大阪株式会社 箕面店

大阪府箕面市牧落3丁目20番21号

072-722-2581

株式会社武田モータース

大阪府門真市大池町18-12

072-882-8155

オートハウス212

大阪府和泉市伏屋町3丁目30-8

0725-55-4114 0725-55-4114

株式会社 シーエーディ

大阪府和泉市納花町406-4

0725-58-1323

兵庫県

仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社幸輝整備

兵庫県加古郡稲美町加古2770-5

079-492-3874

井上自動車工業 株式会社

兵庫県たつの市新宮町船渡107-5

0791-75-2008

株式会社 K＆T

兵庫県伊丹市御願塚4丁目8-13

072-786-4288

株式会社ヤマワキ

兵庫県加古川市加古川町中津781-1

079-423-8778

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 0794-21-0316

株式会社工和自動車

兵庫県加西市下道山町188-1

0790-44-0486

藤井自動車

兵庫県加東市河高2578-168

0795-48-5222 0795-48-5231

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

株式会社 フレンズ

兵庫県加東市松尾470

0795-42-5026

柴崎鈑金塗装所

兵庫県加東市久米1017

0795-44-1007 0795-44-0218

株式会社 Car Service FRIENDS

兵庫県高砂市米田町米田1145-2

079-433-8575 079-433-8576

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

スカイドア合同会社

兵庫県高砂市曽根町1886-7

079-448-0315 079-448-0392

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 0794-85-3311

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

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

坂口電機サービス

兵庫県洲本市塩屋3-1-1

0799-22-1834

淡路T・P整備株式会社

兵庫県洲本市下加茂2丁目1-9

0799-22-3282

淡路部品 株式会社

兵庫県洲本市桑間576-2

0799-24-0234 0799-24-3539

Garage HERO

兵庫県神戸市中央区脇浜町2丁目1-10

078-945-9850 078-945-9850

株式会社ジェイエイ アクト JA CAR マルシェ

兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1058

078-975-5400

シーケンシャル 株式会社

兵庫県神戸市西区井吹台東町7丁目2-3

078-997-7700

CUSTOM DRIVE

兵庫県神戸市東灘区御影塚町2-25-11

078-858-8211 078-858-8277

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

有限会社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

株式会社ジェイエイアクト JAクエスト

兵庫県神戸市北区有野中町3丁目1-14

078-982-6611

エスモービル

兵庫県神崎郡神河町長谷1056-5

0790-35-0403

株式会社 鳩自動車

兵庫県神崎郡神河町福本678

0790-32-0810

株式会社 ACC

兵庫県神崎郡福崎町西田原1512-1

0790-23-0700 0790-23-0694

森崎タイヤ株式会社

兵庫県神崎郡福崎町福崎新270

0790-22-0267

有限会社スキルボックス

兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1-29

0798-44-0444

有限会社西宮北自動車

兵庫県西宮市山口町下山口2丁目2-26

078-903-0377

株式会社 マジック

兵庫県西宮市山口町船坂119-2

078-903-3422 078-903-3429

GROOVY GARAGE

兵庫県西宮市上甲子園5丁目6-14

0798-56-7633 0798-56-7644

廣田自動車有限会社

兵庫県西脇市板波町626

0795-22-3409

有限会社田中自動車

兵庫県西脇市和田町162−1

0795-22-6034

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 0791-54-0820

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 072-766-0015

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

株式会社ファインド

兵庫県多可郡多可町中区森本497−1

0795-32-1689

オートショップ エンドウ

兵庫県多可郡多可町中区岸上12-5

0795-32-1637

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

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

株式会社フジタ

兵庫県淡路市佐野2804-1

0799-65-0231

大西自動車工業

兵庫県朝来市生野町円山字内尾谷837-3

079-679-4221 079-679-4259

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

有限会社黒田モータース

兵庫県南あわじ市潮美台1丁目25-2

0799-52-1592

来馬自動車

兵庫県南あわじ市津井2094-1

0799-38-0652

寺阪自動車

兵庫県尼崎市潮江4-3-1

06-6424-6002 06-6424-6004

Asada auto support

兵庫県尼崎市下坂部4丁目5-1

06-4960-8765 06-4960-8766

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 079-294-6268

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 079-228-2927

タックスヒロハタ 株式会社寺谷自動車

兵庫県姫路市広畑区正門通り1丁目3-3

079-239-7616

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

アマノ自動車

兵庫県姫路市香寺町中仁野155

079-232-2355

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

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

有限会社神鍋自動車工業

兵庫県豊岡市日高町十戸98-1

0796-44-0321

有限会社 ファクト

兵庫県豊岡市日高町知見1097

0796-44-1457

奈良県
仕入/取付会社
田原本自動車

住所
奈良県磯城郡田原本町黒田119-1

TEL

FAX

0744-32-7080 0744-32-7083

奈良ホープ自動車 株式会社

奈良県磯城郡田原本町阪手670-1

0744-33-0022 0744-32-5322

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 0744-32-0607

脇田自動車工業

奈良県磯城郡田原本町保津67-3

0744-33-1433 0744-33-1433

合同会社 Global Action

奈良県磯城郡三宅町伴堂40-7

050-3639-2686

石倉モータース

奈良県宇陀郡御杖村菅野222

0745-95-3280 0745-95-3380

有限会社 山晃自動車

奈良県宇陀郡曽尓村山粕250

0745-94-2754 0745-96-2508

株式会社 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 0745-82-2422

カーサービス森本

奈良県宇陀市榛原赤埴14-2

0745-82-4039 0745-82-4039

高岡モータース

奈良県宇陀市榛原萩原2460

0745-82-0167 0745-82-3101

大宇陀モータース

奈良県宇陀市大宇陀岩室706

0745-83-0145 0745-83-2331

Car Shop TAFU

奈良県橿原市一町879

0744-35-5539

からくり工房HIRO

奈良県橿原市雲梯町56-1

0744-21-1175

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 0744-24-7885

株式会社 大和塗装

奈良県橿原市高殿町576-1

0744-22-0127 0744-22-1027

株式会社 三ッ葉電機

奈良県橿原市新堂町203-5

0744-22-5042 0744-22-9564

峯園自動車

奈良県橿原市川西町1189-2

0744-27-7857 0744-27-8020

かしはら大成自動車

奈良県橿原市曽我町385-2

0744-25-1700 0744-25-1202

株式会社日産サティオ奈良 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

株式会社瀬川オート

奈良県橿原市四条町584-1

0744-22-4142 0744-22-0007

和光自動車整備工場

奈良県橿原市出合町39

0744-22-6255

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 0744-21-1189

寺田自動車

奈良県葛城市太田479-1

0745-48-2921 0745-48-3779

株式会社 ボディーショップ辻内

奈良県葛城市笛堂310-3

0745-69-5951 0745-69-5043

久保自工

奈良県吉野郡下市町善城350-1

0747-52-2578 0747-52-2579

西本自動車工業

奈良県吉野郡吉野町大字丹治51

0746-32-2213 0746-32-5800

株式会社 吉野自動車工業

奈良県吉野郡吉野町上市2022

0746-32-5855 0746-32-8778

大起モータース

奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2371-2

0747-52-2103 0747-52-2111

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 0747-52-6269

株式会社 五條モータース

奈良県五條市犬飼町32-2

0747-22-3903 0747-22-1572

株式会社 滝自動車工業

奈良県五條市西吉野町老野191

0747-32-0183 0747-32-0168

株式会社 辻本自動車

奈良県御所市朝妻293-1

0745-66-0768 0745-66-2071

扇屋自動車整備工場

奈良県御所市楢原90-1

0745-63-2697 0745-62-6397

株式会社葛城モータース

奈良県御所市大字小殿270-1

0745-66-1720

山口自動車工業所

奈良県御所市大字本馬69-2

0745-65-0704

株式会社 カーセンターナカノ

奈良県香芝市狐井159-3

0745-76-6223

池浦モータース

奈良県香芝市畑4丁目476-1

0745-77-3146 0745-77-1149

西川自動車整備工場

奈良県香芝市穴虫2297−1

0745-76-2519 0745-78-5398

AUTO SERVICE SUGITA

奈良県香芝市五位堂5丁目43-1

0745-71-6061 0745-71-6071

西和オート

奈良県香芝市今泉18-1

0745-77-3939

K-tec

奈良県香芝市尼寺3-390-1

0745-76-9992

ギャロップ

奈良県桜井市吉備533-3

0744-42-6775 0744-42-6771

井前モータース

奈良県桜井市初瀬2425-2

0744-47-8282 0744-47-7681

藪内モータース

奈良県桜井市谷15

0744-42-2527 0744-43-6276

アトラクティブ

奈良県桜井市栗殿1008-2

0744-57-9416

株式会社日産サティオ奈良 桜井支店

奈良県桜井市三輪747-1

0744-43-2332

山岡自動車株式会社

奈良県桜井市大字出雲1297-1

0744-47-7858 0744-47-8478

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 0743-85-0650

東山サービス

奈良県山辺郡山添村北野1558

0743-86-0320 0743-86-0445

東山サービス

奈良県山辺郡山添村大字北野1561-7

0743-86-0320

カードック山辺

奈良県山辺郡山添村遅瀬294

0743-85-0218 0743-85-0061

片岡自動車 株式会社

奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目3-14

0745-74-2681

中尾自動車

奈良県生駒市壱分町763-1

0743-76-8556 0743-76-8714

株式会社日産サティオ奈良 生駒支店

奈良県生駒市辻町101-1

0743-72-2339

杉江電機

奈良県生駒市北田原町2453-2

0743-78-0026

株式会社アイワモータース

奈良県大和郡山市矢田町5244

0743-53-5777 0743-53-5708

中川モータース

奈良県大和郡山市八条町65-3

0743-56-0151 0743-56-0667

平和自動車

奈良県大和郡山市井戸野町408-2

0743-53-6121 0743-53-6129

株式会社 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 0743-57-6070

株式会社 日産サティオ奈良

奈良県大和郡山市上三橋町124-1

0743-54-2831

有限会社ニッコーライフ 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 0743-53-0154

株式会社 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 0743-55-1631

BREEZE

奈良県大和郡山市井戸野町105-1

0743-85-5840

株式会社日産サティオ奈良 郡山支店

奈良県大和郡山市上三橋町124-1

0743-54-2828

TEQ Auto Service

奈良県大和郡山市城町1269-1

0743-84-4122

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

株式会社トーホー自動車

奈良県大和高田市曽大根1丁目16-33

0745-22-5171

山下自動車整備工場

奈良県大和高田市西町3-18

0745-52-1877 0745-22-1877

高田東洋整備工場

奈良県大和高田市土庫1-7-22

0745-52-6077 0745-52-1781

株式会社日産サティオ奈良 高田支店

奈良県大和高田市栄町3-22

0745-23-2332

株式会社 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 0743-64-3712

株式会社 南口オートサービス

奈良県天理市指柳町248

0743-63-2590 0743-63-2767

信和自動車

奈良県天理市蔵之庄町322-1

0743-65-1102 0743-65-3307

株式会社 天理モータース

奈良県天理市田町458-1

0743-62-1617 0743-63-2295

立花モータース

奈良県天理市楢町601

0743-65-0236 0743-65-0375

TOTAL CAR SERVICE RISE

奈良県奈良市学園大和町1丁目1-7

0742-31-1454

平城自動車 株式会社

奈良県奈良市秋篠早月町8-20

0742-33-6839 0742-35-0028

有限会社 新宅モータース

奈良県奈良市上深川町173-3

0743-84-0576 0743-84-0050

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 0742-81-0307

川崎エンジニアリング

奈良県奈良市南京終町3丁目474

0742-62-7552 0742-62-3040

白藤モータース

奈良県奈良市二名3丁目1030-1

0742-44-2253 0742-44-2653

有限会社ニッコーライフ ニッコーテクノ奈良店

奈良県奈良市北之庄西町1丁目4-6

0742-50-5500 0742-50-5501

新星自動車 有限会社

奈良県奈良市北之庄西町1丁目8-2

0742-64-4744 0742-64-4745

株式会社 ミスタートンカチ

奈良県奈良市北之庄西町2丁目11-2

0742-64-0789 0742-64-0799

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

株式会社日産サティオ奈良 奈良支店

奈良県奈良市三条大宮町1-6

0742-33-2332

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 0742-50-1312

奈良青木自動車

奈良県奈良市南京終町1丁目152

0742-61-5169

有限会社 恩田産業

奈良県奈良市北ノ庄町43-4

0742-62-3366

オートショップ キーストーン

奈良県北葛城郡王寺町本町5-669-2

0745-32-8114 0745-32-8111

有限会社 増田自動車

奈良県北葛城郡広陵町南郷151-6

0745-55-3189 0745-55-6146

池田モータース

奈良県北葛城郡広陵町南郷229-5

0745-55-1939 0745-55-1939

株式会社日産サティオ奈良 王寺支店

奈良県北葛城郡王寺町舟戸1-1-12

0745-32-2511

玉川モータース

奈良県北葛城郡広陵町百済2393

0745-55-0247

和歌山県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

株式会社 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 0736-22-2174

丸中鈑金

和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東234-6

0736-22-5932

カーサービスオオヤ

和歌山県海南市藤白204-33

073-482-2183

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

こかわスズキ

和歌山県紀の川市貴志川町北長田93-1

0736-67-8100

AUTO SALON 貴志川

和歌山県紀の川市貴志川町長山277-112

0736-64-6001

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 0736-74-2113

有限会社熊井自動車 長田店

和歌山県紀の川市北長田10

0736-73-3280

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 0736-34-0132

HASHIMOTO

和歌山県橋本市市脇5丁目118-5

0736-32-9268

トヨタカローラ和歌山 橋本店

和歌山県橋本市神野々566-6

0738-34-1300

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

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

タサカワークス

和歌山県新宮市新宮2316-15

0735-22-6426 0735-22-2747

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

NEXT

和歌山県田辺市高雄2丁目34-6

0739-24-8957

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

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 0735-52-0719

トヨタカローラ和歌山 有田店

和歌山県有田川町明王寺229

0737-52-3281

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

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1-35

073-471-5171

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

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1-7

073-444-3132

有限会社口井自動車

和歌山県和歌山市黒田294

073-471-4624 073-471-4326

鳥取県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社中海工業

鳥取県境港市芝町958-7

0859-47-4040 0859-47-4041

株式会社ヤマト 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

有限会社ロードスター山陰 境港店

鳥取県境港市湊町93

0859-44-3931 0859-44-0167

株式会社 サンクス

鳥取県倉吉市秋喜365-15

0858-28-3511

合同会社プロトオート

鳥取県倉吉市上神1048-1

0858-27-2588 0858-27-2577

有限会社 タニモト自動車

鳥取県倉吉市福吉町2丁目1697-5

0858-23-5555

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

有限会社 増田商会

鳥取県倉吉市関金町安歩19-1

0858-45-3550

吉村産業 株式会社

鳥取県倉吉市和田271-1

0858-22-0809 0858-22-4824

株式会社小河自動車鳥取工場

鳥取県鳥取市雲山202-1

0857-27-1631

寺村モータース

鳥取県鳥取市福部町細川1337-1

0857-75-2216

アスペック 株式会社

鳥取県鳥取市商栄町398-14

0857-24-8347 0857-24-8450

有限会社エーラインジャパン

鳥取県鳥取市賀露町4039

0857-28-6011

Auto Shop Comfort

鳥取県鳥取市賀露町南2-3-4

0857-31-1188

カーズ 有限会社

鳥取県鳥取市叶93-1

0857-53-7735 0857-53-7736

智頭石油株式会社 オーレ叶

鳥取県鳥取市叶360-1

0857-53-4311

株式会社ワイ・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丁目368

0857-31-2595

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 0857-37-3307

有限会社谷浦オートサービス

鳥取県鳥取市千代水3丁目47-4

0857-32-0505

株式会社ヤマト サービス部 鳥取支店

鳥取県鳥取市千代水4丁目41

0857-28-0211

株式会社ヤマト サービス部 鳥取営業所

鳥取県鳥取市千代水4丁目41

0857-32-2115

株式会社 アイズ

鳥取県鳥取市南吉方2丁目3

0857-32-6115 0857-32-6115

有限会社福政

鳥取県鳥取市吉方130

0857-26-5364 0857-26-5367

有限会社 鍛冶木電装

鳥取県東伯郡琴浦町大字八橋1741-1

0858-53-0056 0858-53-2103

ランドマーク大栄

鳥取県東伯郡北栄町由良宿1504

0858-37-5600

サイハラ自動車 株式会社

鳥取県日野郡日野町下菅328-1

0859-74-0941

八東自動車 株式会社

鳥取県八頭郡八頭町重枝128-3

0858-84-2231

山陰石油株式会社 セルフステーション米子中央

鳥取県米子市西福原3丁目6-50

0859-33-8817

株式会社 オートケア 米子サービス工場

鳥取県米子市旗ヶ崎2148

0859-35-9900 0859-35-9955

有限会社 カジマ自動車

鳥取県米子市古豊千229-1

0859-27-3378

株式会社真木自動車 米子整備工場

鳥取県米子市西福原5丁目8-15

0859-21-5225

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

有限会社 クラフト

鳥取県米子市二本木501-2

0859-27-9102

株式会社グランドスラム米子

鳥取県米子市米原9丁目7-25

0859-23-6531 0859-23-6535

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 0859-27-0349

ヤスダ自動車鈑金塗装

鳥取県米子市両三柳98-3

0859-36-8661

島根県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

株式会社ヤマト サービス部 安来出張所

島根県安来市今津町477-2

0854-23-2278

トーアドットコム株式会社 雲南支店

島根県雲南市三刀屋町三刀屋57-1

0854-45-3017

株式会社 トヤ商事

島根県雲南市大東町大東2417-5

0854-43-2316

山本モータース株式会社

島根県江津市桜江町川戸9-11

0855-92-0225

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 0856-25-7176

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

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 0853-43-0151

有限会社 長崎モータース

島根県出雲市園町1261-4

0853-63-1200

有限会社森山商会

島根県出雲市多伎町久村1278-1

0853-86-3698

株式会社 フリーロード

島根県出雲市中野美保南3-3-3

0853-23-8860 0853-23-8861

株式会社 斐川自工

島根県出雲市斐川町直江4610-1

0853-72-0859

有限会社平田ニューホンダ

島根県出雲市平田町5389-1

0853-62-2494 0853-62-2498

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 0853-24-6085

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 0853-25-8886

島根日産自動車株式会社 出雲店サービス工場

島根県出雲市渡橋町721-2

0853-22-5523

有限会社古志自動車

島根県出雲市古志町2094-6

0853-22-3805

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

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

タイヤ館 出雲

島根県出雲市高岡町554-1

0853-21-7001 0853-21-7002

株式会社ヤマト サービス部 出雲支店

島根県出雲市神門町801-1

0853-23-7760

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

KOP STAND

島根県出雲市白枝町225-18

錦織車輌

島根県出雲市斐川町上直江1590

0853-72-0620

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

株式会社 カナツオート

島根県松江市西持田町515-6

0852-61-8500 0852-61-8501

有限会社 エムエム

島根県松江市東津田町1083-1

0852-20-8710 0852-20-8711

株式会社 ヤマト

島根県松江市東津田町1298-3

0852-23-1501 0852-23-1504

Honda Cars松江

島根県松江市東津田町1300-7

0852-22-1547

和田オートサイクル

島根県松江市福原町1-21

0852-34-1300

株式会社オートケア 松江サービス工場

島根県松江市八幡町880-59

0852-37-0332 0852-37-2966

テックフジハラ

島根県松江市玉湯町湯町1211-2

0852-62-8011

有限会社和交車輌

島根県松江市玉湯町布志名467

0852-62-1228

日東電装有限会社

島根県松江市西津田2丁目1-19

0852-25-0082 0852-27-6974

島根日産自動車株式会社 松江店

島根県松江市西津田3丁目4-10

0852-23-2323 0852-24-6398

有限会社湖南自動車

島根県松江市西津田3丁目4-51

0852-27-1122

株式会社ヤマト サービス部 松江支店

島根県松江市東津田町1298-3

0852-23-1500

株式会社ヤマト サービス部 松江営業所

島根県松江市東津田町1298-3

0852-24-9289

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

Impression

島根県松江市乃木福富町359-1

0852-67-3807 0852-67-3817

株式会社 ヒット

島根県松江市東津田町1613-12

0852-22-9333 0852-22-9334

株式会社 田中商会

島根県仁多郡奥出雲町馬馳58-1

0854-54-1711

有限会社 ブライトカーズ

島根県仁多郡奥出雲町三成240-1

0854-54-1044 0854-54-1092

ミスタータイヤマン三成店

島根県仁多郡奥出雲町大字三成603-1

0854-54-0255

有限会社 メカニカルサービス須山

島根県仁多郡奥出雲町大馬木871-6

0854-53-0227

有限会社 カーショップ大田

島根県大田市久手町刺鹿1286-3

0854-82-5541

大賀モータース 有限会社

島根県大田市温泉津町小浜イ491-3

0855-65-2250

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 0854-85-2312

有限会社 赤来オートセンター

島根県飯石郡飯南町下赤名301-3

0854-76-3000 0854-76-3001

有限会社チューブ沖田自動車

島根県浜田市長沢町3072

0855-23-6669 0853-23-6629

岡山県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

セブンヒルズオート

岡山県井原市井原町186-5

0866-63-0034 0866-63-0849

カマロ 株式会社

岡山県井原市笹賀町453-3

0866-62-7720 0866-62-0662

Honda Cars井原 株式会社もとい

岡山県井原市下稲木町11-1

0866-62-0182 0866-62-0175

関西工業株式会社

岡山県井原市西江原町1233-2

0866-62-0540

カーファインインターナショナル 株式会社

岡山県岡山市北区今保145-1

086-243-6529

株式会社みつわ車輌

岡山県岡山市北区神田町2丁目1-33

086-231-1375

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

コスモ石油販売株式会社 中四国カンパニー セル
岡山県岡山市北区田中624-2
フステーション岡山西バイパス

086-245-5488

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

クヤマモータース

岡山県岡山市北区富田514-3

086-223-9734

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 086-243-0500

赤城モータース

岡山県岡山市北区中撫川493

086-293-0290

ダイキチオートモービル

岡山県岡山市中区江並411-25

086-230-4979 086-230-4979

テックワールド

岡山県岡山市中区倉益378-16

086-238-7300 086-238-6300

株式会社MGH

岡山県岡山市中区高屋61

086-272-5171

ブリヂストンリテールジャパン株式会社 タイヤ館岡
岡山県岡山市中区高屋162-1
山東

086-272-3212 086-272-3215

ガレージ正部

岡山県岡山市東区竹原1258-3

086-201-2212 086-201-2213

株式会社 大東

岡山県岡山市東区西大寺浜915-4

086-942-7000

株式会社 スズキ自販岡山

岡山県岡山市南区青江6丁目4-3

086-222-8338

Dr.Driveセルフ千両街道SS 株式会社三和エネサ

岡山県岡山市南区浦安西町31-9

086-263-0055

Dr.Driveアピア30S.S. 株式会社三和エネサ

岡山県岡山市北区青江5-25-1

086-232-2007

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 086-242-6877

株式会社ハヤシ 東岡山店

岡山県岡山市中区兼基227

086-208-4100

車検の速太郎 東岡山店

岡山県岡山市中区兼基227

086-208-4100 086-208-4120

株式会社 ガレージ山根

岡山県岡山市東区政津307-3

086-206-1212 086-201-9647

株式会社エルジオ スーパーセルフカーサポート岡山中
央店

岡山県岡山市南区古新田1349-1

086-282-1333 086-281-9750

株式会社ハヤシ 岡山店

岡山県岡山市南区古新田1595-1

086-236-6700

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

カントリーランド

岡山県岡山市南区植松558-1

086-363-9171 086-363-9170

株式会社藤元

岡山県岡山市南区藤田650−15

086-296-6141

石井オートスズキ販売有限会社

岡山県岡山市南区芳泉1丁目10-3

086-243-5322

有限会社和田商会

岡山県岡山市北区御津高津826

086-724-0378

株式会社オートグランド スーパーセブン

岡山県岡山市北区大安寺南町1-1-109

086-250-8711

有限会社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

carNest 株式会社

岡山県岡山市北区撫川1356

086-292-2340

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 0867-34-1348

有限会社 ガレージサトウ

岡山県笠岡市大河384-7

0865-66-3639

株式会社松田自動車

岡山県笠岡市生江浜2061-3

0865-66-0504

高木モータース

岡山県高梁市成羽町下原147-1

0866-42-2596

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

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

松本モータース

岡山県高梁市川面町2312-1

0866-26-0066

株式会社備北オートセンター

岡山県高梁市落合町阿部1841-1

0866-22-2225

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

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

晴れの国岡山農協 勝英車輌農機センター

岡山県勝田郡勝央町植月中2982-1

0868-38-3161

有限会社イシウラオート

岡山県勝田郡勝央町黒土494-1

0868-38-2220 0868-38-6011

有宗自動車工業

岡山県勝田郡奈義町滝本1564-4

0868-36-2132 0868-36-2160

株式会社エルジオ トータルカーサポ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 0863-23-4413

いづみオート株式会社

岡山県玉野市長尾109

0863-71-2253

株式会社自光モータース

岡山県新見市石蟹248-1

0867-76-1101

有限会社黒田車輌

岡山県新見市下熊谷1529-3

0867-72-5266 0867-72-5288

株式会社新見コルト

岡山県新見市金谷1137

0867-72-0517

晴れの国岡山農業協同組合 新見車輌センター

岡山県新見市高尾2235-1

0867-72-3352 0867-72-3374

株式会社杉本モータース

岡山県新見市高尾2294-1

0867-72-0973

有限会社名田屋モータース

岡山県新見市長屋337

0867-76-1030

カプラス株式会社

岡山県新見市新見210

0867-72-2224

株式会社 北陽商会

岡山県新見市新見327-1

0867-72-2173

株式会社TAISEI 新見中央SS

岡山県新見市新見713-1

0867-72-2302

有限会社新見スズキ自動車

岡山県新見市西方1416

0867-72-5453

株式会社コーシン電装商会 新見営業所

岡山県新見市西方宗金1392-2

0867-72-5187 0867-72-5161

Y2オート

岡山県新見市大佐田治部110

0867-98-2585 0867-98-2586

有限会社大森車輌

岡山県新見市哲西町畑木569-1

0867-94-2308

有限会社一晃

岡山県新見市哲西町畑木834-2

0867-94-2525

株式会社タイヤ館 真庭

岡山県真庭市富尾51-3

0867-42-1466

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

カードック長岡

岡山県瀬戸内市長船町飯井2327

0869-26-2821

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

0869-22-0251

株式会社山本モータース

岡山県瀬戸内市邑久町山田庄80

0869-22-1061 0869-22-2466

ボディショップ GAN

岡山県赤磐市可真下687-4

086-995-1368

有限会社景山自動車工業

岡山県赤磐市周匝1506

0869-54-0609

モータリング バイ カタオカ株式会社

岡山県赤磐市馬屋468-3

086-229-3380

オートプロデュース ブロス

岡山県浅口市鴨方町小坂西3700-2

0865-44-1239

タイヤ館 倉敷大島

岡山県倉敷市大島128-1

086-425-6411 086-425-6408

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

車工房株式会社

岡山県倉敷市児島稗田町1801-1

090-9066-2892

有限会社 高倉モータース

岡山県倉敷市玉島1-5-5

086-522-2626

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

ネッツトヨタ岡山株式会社 ネッツイン倉敷

岡山県倉敷市中庄2259-4

086-463-5758 086-463-5767

サクラファクトリー岡山

岡山県倉敷市南畝1丁目7-40

086-441-0990 086-441-0994

テクノトップ ナカイ

岡山県倉敷市東富井727-1

086-422-1700 086-422-1795

株式会社日産サティオ岡山 倉敷西店

岡山県倉敷市中島1380-1

086-465-0200

有限会社 タイヤセンター豊成

岡山県倉敷市沖83-12

086-427-7551 086-427-7315

株式会社ハヤシ 倉敷店

岡山県倉敷市加須山334-4

086-428-2829

車検の速太郎 倉敷店

岡山県倉敷市加須山334-4

086-420-1008

株式会社藤原車輌

岡山県倉敷市加須山886-2

086-428-2008

クニマルオート

岡山県倉敷市菰池1丁目998-1

086-486-2830

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

株式会社 松浦モータース

岡山県倉敷市中畝6丁目4-2

086-455-1913

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2256−4

086-466-3993 086-466-3996

ケイアドバンス 株式会社

岡山県倉敷市東富井915-1

086-441-3232 086-441-3338

有限会社 三宅自動車整備工場

岡山県倉敷市藤戸町藤戸828

086-428-1171

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

株式会社 坪井商会

岡山県総社市秦339-1

0866-93-5588

河田自動車

岡山県総社市清音三因963-2

0866-94-2939

有限会社 マツオ自動車販売

岡山県総社市総社3丁目11-16

0866-93-2873

有限会社 美袋自動車

岡山県総社市美袋550-4

0866-99-1830

タイヤガーデン K's LINE

岡山県津山市河辺763-1

0868-26-4477 0868-26-7855

モーターランド多胡

岡山県津山市原241

0868-36-3999

有限会社共栄自動車

岡山県津山市国分寺164-3

0868-26-3590 0868-26-5462

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 0868-35-3776

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 0868-28-3618

株式会社 有行自動車

岡山県都窪郡早島町早島3296-8

086-482-0243 086-436-7243

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

有限会社 植木自動車

岡山県苫田郡鏡野町古川981

0868-54-0021

有限会社森岩自動車

岡山県美作市古町1765

0868-78-3163 0868-78-3164

株式会社池上モータース

岡山県久米郡美咲町原田956-3

0868-66-0849

広島県
仕入/取付会社

住所

TEL

株式会社両備エネシス ピットイン両備

広島県安芸郡海田町曙町17-11-5

082-824-5211

株式会社 タオダ自動車工業

広島県安芸郡海田町南幸町9-39

082-823-4111

広島トヨタ自動車株式会社 安芸府中店

広島県安芸郡府中町大須2丁目3-22

082-286-7300

三矢オート株式会社

広島県安芸高田市吉田町多治比3445-3

0826-52-2555

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

株式会社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

有限会社石根自動車

広島県江田島市江田島町秋月4丁目8-5

0823-42-6035

オールホンダ販売株式会社

広島県呉市広古新開4丁目3−33

0823-73-1177

昭和オート株式会社

広島県呉市焼山三ツ石町1-11

0823-33-5252

Kel Garage JOY

広島県呉市焼山北1丁目12-20

0823-30-3980

株式会社 千里ホンダ

広島県広島区西区南観音1丁目6-43

082-231-8254

東洋自販 株式会社

広島県広島市安芸区中野東1丁目22-36

082-892-2222

マツダオートザム矢野

広島県広島市安芸区矢野西1丁目35-11

082-889-3333
（オートサロン
広島株式会社）

オートサロン広島株式会社 第2サービスセンター

広島県広島市安芸区矢野東1丁目5-5

082-888-5151

FAX

有限会社 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

ワールドタイヤ株式会社 広島北営業所

広島県広島市安佐南区中筋4丁目12-16

082-876-0088

株式会社 香川自動車

広島県広島市安佐南区山本1丁目17-26

082-874-4005

株式会社 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

有限会社大森輪業

広島県広島市佐伯区湯来町大字伏谷1361−7

0829-86-0127

正充産業有限会社

広島県広島市中区千田町3丁目4-22

082-245-2066

有限会社 綜合電装

広島県広島市中区西川口町7-2

082-291-6383 082-232-8242

有限会社 昭電広島

広島県広島市西区小河内町1丁目25-11

082-291-3370

有限会社 那須自動車販売

広島県広島市西区観音新町1丁目6-19

082-293-6784 082-293-2397

株式会社 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

株式会社両備エネシス 瀬野川SS

広島県広島市安芸区中野東1丁目21-31

082-892-2071

有限会社 エム・イー・アイ

広島県広島市佐伯区五日市7丁目7-3

082-943-9696 082-943-8030

有限会社佐伯モータース

広島県広島市佐伯区五日市7丁目11−8

082-921-1108 082-921-1109

日本マーツ株式会社 広島西営業所

広島県広島市佐伯区五日市町上小深川1077-7 082-942-1331

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 082-941-7741

有限会社竹田自動車

広島県広島市佐伯区八幡4丁目3-37

082- 928-3151 082-928-3152

株式会社大野石油店 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

有限会社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 082-294-1442

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 082-848-3353

有限会社 カーフレンド

広島県広島市安芸区上瀬野町998-2

082-894-2750 082-894-2752

株式会社ASR Factory

広島県広島市安芸区船越南1丁目4-15

082-847-3637

株式会社ビーンズ

広島県広島市安芸区船越南2丁目2-10

082-821-5020

株式会社 ニューサファリ

広島県広島市安佐南区安東1丁目2-25

082-878-9911

前田自動車株式会社

広島県広島市安佐南区祇園2丁目6-16

082-874-0546 082-874-2812

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 082-555-0125

有限会社猫島自動車

広島県広島市安佐南区古市3丁目4−14

082-877-0135 082-877-0133

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

澤田自動車 有限会社

広島県広島市安佐南区西原5丁目1-7

082-875-3323 082-875-3319

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

有限会社 カーフレンズトーア

広島県広島市安佐南区八木5丁目10-28

082-873-6868 082-873-6911

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5-5

082-873-5221

株式会社 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 082-873-6003

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

太陽石油販売株式会社 セルフ緑井給油所

広島県広島市安佐南区緑井3丁目9-27

082-831-1235

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

堂本産工 有限会社

広島県広島市安佐北区安佐町大字後山1632

082-838-0727

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

有限会社かるが自動車

広島県広島市安佐北区狩留家町3006-1

082-844-0066

OCHI FACTORY

広島県広島市安佐北区安佐町鈴張1931-7

082-562-2121

タイヤ館 可部

広島県広島市安佐北区可部4-2-22

082-815-8900 082-815-8887

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

有限会社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

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

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 082-819-2401

トータルショップ・D-SELECT

広島県広島市安佐北区可部南1-6-42

082-819-0335 082-819-0336

安佐北モータース株式会社

広島県広島市安佐北区可部南2丁目10-14

082-814-3552

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 082-815-5154

有限会社バイカーズ・ベア

広島県広島市安佐北区深川8丁目4-35

082-842-6067

株式会社両備エネシス 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

有限会社ワキハラ自動車

広島県広島市黒瀬町大多田964-1

0823-82-9235

BIG-RUN

広島県広島市佐伯区三筋1丁目1-10

082-924-0555 082-924-0403

株式会社 サンボレ

広島県広島市佐伯区千同2丁目14-11

082-943-5577

D/C/Factory

広島県広島市佐伯区八幡東2-28-13-13

082-275-6610

株式会社フリューゲル

広島県広島市佐伯区利松1丁目6-13

082-929-7095

株式会社広島マツダ 庚午店

広島県広島市西区庚午中3丁目1-5

082-274-7030 082-272-0856

株式会社 星高

広島県広島市西区庚午中3丁目7-4

082-271-3668 082-271-3575

ダイハツ共盛庚午店

広島県広島市西区庚午南1丁目35-23

082-208-1511 082-208-1610

中川自動車株式会社

広島県広島市西区商工センター8丁目10-39

082-277-2122

株式会社千里ホンダ

広島県広島市西区南観音1丁目6-43

082-231-8254

有限会社ガレージ・ワイズ

広島県広島市西区南観音７丁目8-16

082-234-0356

観音自動車工業 株式会社

広島県広島市西区南観音7丁目12-25

082-291-8777 082-291-8778

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

有限会社 森川オート

広島県広島市中区吉島西1丁目23-21

082-244-1678

有限会社吉島自動車工業所

広島県広島市中区光南3丁目2-30

082-241-1396

株式会社サコオート・ベリタ

広島県広島市中区舟入川口町8-20

082-291-1720

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

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

タイヤ館 矢賀

広島県広島市東区矢賀5-1-1

082-510-0010 082-510-0101

有限会社府中モータース

広島県広島市東区矢賀新町1丁目6-10

082-281-0559

株式会社Shift

広島県広島市南区宇品西2丁目7-21

082-252-4210 082-252-4220

有限会社関谷モータース

広島県広島市南区皆実町4丁目2-24

082-251-1921

小杉自動車仁保工場

広島県広島市南区仁保4丁目6-20

082-251-2511

株式会社仁保自動車

広島県広島市南区仁保新町1丁目8-26

082-282-7321

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

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

トキワ自動車株式会社 三次営業所

広島県三次市十日市東6丁目3-3

0824-63-4281

有限会社 高岡モータース

広島県山県郡北広島町川東1698-3

0826-72-2208

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社 広
広島県山県郡北広島町春木300-1
島整備センター

0826-72-3271

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

Car Life Answer

広島県山県郡北広島町春木1493-1

0826-72-0488

株式会社米田自動車

広島県山県郡北広島町大朝4867-1

0826-82-2007

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

株式会社エムジー・カーズ千代田

広島県山県郡北広島町有田1516-1

0826-72-3131

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

株式会社広浜モータース

広島県山県郡北広島町有田446

0826-72-4535

株式会社コーシン電装商会

広島県庄原市東城町川西234-9

08477-2-0320

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 08477-2-2164

トキワ自動車 株式会社

広島県庄原市東本町3丁目17-22

0824-72-2155

双葉自動車 株式会社

広島県世羅郡世羅町大字東神崎368-4

0847-22-0777 0847-22-0760

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

株式会社 くるま屋ＪＳ

広島県竹原市吉名町5254-341

0846-23-4321 0846-23-4322

有限会社 キャル

広島県東広島市黒瀬町丸山837-3

0823-82-8500 0823-82-8590

株式会社 新和自動車

広島県東広島市黒瀬町南方1525-1

0823-82-8203 0823-82-8581

西条電装 有限会社

広島県東広島市西条町吉行543-1

082-423-2966 082-423-2967

森電機 株式会社

広島県東広島市八本松東5-5-12

082-428-0045 082-428-5633

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 082-424-0652

有限会社カンザキオート

広島県東広島市河内町入野2025-1

082-437-1363

ジンダ工業 株式会社

広島県東広島市志和町内525

082-433-2277

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

082-431-6162 082-431-6163

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 082-423-2102

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2丁目2-48

082-424-3306 082-421-5088

株式会社 ハナダ

広島県東広島市福富町久芳3860-1

082-435-2048 082-435-2227

有限会社 豊栄モータース

広島県東広島市豊栄町清武2750-7

082-432-2306 082-432-4322

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

大野自動車

広島県東廿日市市梅原1-3-46

0829-55-3225 0829-54-3032

株式会社 アキオート

広島県廿日市市沖塩屋2丁目10-2

0829-55-3773

株式会社タケウチ自動車

広島県廿日市市桜尾本町14-4

082-931-1178

有限会社 カーサポートぴあの

広島県廿日市市上平良156-7

0829-38-7027

CAR TRUST

広島県廿日市市上平良91-4

0829-30-7505

有限会社 木本四輪

広島県廿日市市地御前1丁目9-25

0829-36-0419 0829-36-1011

株式会社アイエスカードック

広島県尾道市正徳町30-7

0848-23-9339

株式会社 スズキ販売山陽

広島県尾道市高須町4751-6

0848-20-3335

株式会社 太平電機

広島県尾道市高須町5020

0848-36-6866 0848-36-6867

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

有永電機工業所

広島県府中市高木町304-1

0847-46-3328

角モータース 株式会社

広島県府中市高木町332-1

0847-45-2091 0847-45-7854

株式会社 府中マイカーセンター

広島県府中市高木町640-6

0847-45-4661

株式会社 佐々木輪店

広島県府中市中須町23-2

0847-52-3505

カーベスト リバティ

広島県府中市府川町259-7

0847-45-1238 0847-45-1239

株式会社 カーサービス ミゾウエ

広島県府中市鵜飼町728-1

0847-46-1518 0847-46-1518

大一車輌興業

広島県府中市高木町246-3

0847-45-2266

有限会社 タカオモータース

広島県府中市高木町366-1

0847-45-6059

菱和自動車 株式会社

広島県府中市中須町304-1

0847-51-4868

松井自動車

広島県府中市中須町973-1

0847-45-3291 0847-46-4164

ツネイシCバリューズ株式会社 福山店

広島県福山市曙町4丁目3-22

084-954-3600

株式会社 東部ホンダ神辺

広島県福山市神辺町新徳田531-1

084-960-0077

デルタモータース 株式会社

広島県福山市新涯町1丁目25-38

084-953-0777

株式会社ABC TAX

広島県福山市引野町3丁目3-44

084-941-1359 084-941-8611

株式会社C-LINES

広島県福山市藤江町1686-1

084-939-6533 084-939-7071

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

LEAF

広島県福山市引野町5-10-24

084-945-0235

有限会社佐々木モータース

広島県福山市沖野上町4丁目7-24

084-921-2563

有限会社 スズキクラブ福山

広島県福山市御幸町大字下岩成1143-1

084-955-6161 084-955-6267

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

ツネイシCバリューズ株式会社 沼隈店

広島県福山市沼隈町能登原2488-9

084-987-3030

デルタモータース 株式会社

広島県福山市新涯町1丁目25-38

084-953-0777

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

トータス

広島県福山市新市町大字新市304-1

0847-52-6956 0847-52-5520

甲斐自動車

広島県福山市新市町大字新市486-14

0847-51-2718

オートフォーラム auto forum

広島県福山市神辺町川南337-8

084-963-2212

Create Factory N＆C

広島県福山市神辺町新徳田349-5

084-965-6136 084-965-6137

Y-GARAGE（ワイガレージ）

広島県福山市神辺町徳田1823-1

084-965-6607

総社タイヤ株式会社 福山営業所

広島県福山市神辺町平野695-1

084-966-3339 084-966-3340

林田工業株式会社

広島県福山市赤坂町赤坂1199-6

084-951-0119

株式会社ABC ABC cars

広島県福山市津之郷町津之郷13-1

084-952-3003

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

有限会社中央鈑金

広島県福山市南本庄1-12-14

084-921-2937

株式会社 ニッポー

広島県福山市箕島町6699

084-957-7700 084-957-6700

有限会社米丸自動車商会

広島県三原市大和町椋梨853−1

0847-34-0206

山口県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

エネクス石油販売西日本株式会社 セルフ小松原給
山口県宇部市小松原町1丁目3-1
油所

0836-36-4154

オート・パーツ・谷村商会

山口県宇部市東岐波区花園2103-2

0836-58-5345

カーショップ レッド

山口県宇部市浜町2-1-41

0836-33-7121 0836-33-5067

カーテクノワダ

山口県宇部市寿町1丁目2-20

0836-32-0221

タイヤマン 宇部ロイヤル

山口県宇部市大字西岐波4165-1

0836-54-0055

有限会社 オートセンター河内

山口県宇部市大字妻崎開作1742-19

0836-44-0678

有限会社濱野自動車

山口県宇部市大字東須恵645-29

0836-41-3282

有限会社船木自動車商会

山口県宇部市大字船木323

0836-67-0260

オートフォレスト弐番館

山口県下関市王喜本町5丁目990-1

083-283-1123 083-283-1124

株式会社 タカギ

山口県下関市武久町2丁目1-5

083-253-1230 083-253-1320

株式会社 ヤタベ

山口県下関市勝谷新町1-10-4

083-256-1212

株式会社シンコウ 新下関営業所

山口県下関市秋根上町1丁目4-25

0832-56-8340 0832-56-8205

タイヤ館 下関

山口県下関市大坪本町36-1

083-235-8786

タイヤ館 豊浦

山口県下関市豊浦町川棚6339-2

083-774-3450

ナカモト 株式会社

山口県下関市菊川町大字下岡枝165-2

083-287-0011

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 083-222-0599

有限会社 スマイルショップキタムラ

山口県下関市横野町3丁目1-16

083-258-3251 083-258-4651

有限会社 第一車輌重藤モータース

山口県下関市前田1丁目5-15

083-245-4111

有限会社西市自動車

山口県下関市豊田町大字矢田114-4

083-766-1133

株式会社 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

カープランナーサイキ

山口県下松市瑞穂町2丁目17-15

0833-48-6500

株式会社ヴィーテック 下松のぞみ店

山口県下松市望町4丁目1-5

0833-45-2323 0833-45-2332

クルージングオート株式会社

山口県下松市望町1-15-17

0833-44-2331

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 0833-41-8884

マルミ自動車有限会社

山口県下松市潮音町5丁目11-1

0833-41-4024 0833-43-5115

有限会社 オートラック

山口県下松市清瀬町1丁目8-7

0833-48-8608 0833-48-8604

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 0833-41-7167

岩国自動車興業株式会社

山口県岩国市麻里布町6丁目13-15

0827-22-1281 0827-21-5888

岩国自動車整備株式会社

山口県岩国市麻里布町1丁目8-30

0827-23-0811

株式会社 オートサロンクラウン

山口県岩国市川下町3丁目8-53

0827-21-4602 0827-21-4607

株式会社バギー

山口県岩国市多田1丁目104-1

0827-44-1222

タイヤ館 岩国

山口県岩国市南岩国町3-8-62

0827-34-1133 0827-34-1134

有限会社 弘中モータース

山口県岩国市由宇町神東601-5

0827-63-3041 0827-63-3042

波野車輌

山口県熊毛郡田布施町大字波野2192-2

0820-52-2847

株式会社 タイヤ館光

山口県光市浅江3-22-16

0833-71-1112 0833-71-0051

有限会社 オートハンズ

山口県光市大字岩田2502-17

0820-48-3000

周防モーター

山口県光市大字小周防字川端1642-4

0833-77-4074

有限会社 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4-8

0833-72-2772

Honda Cars山口中央 小郡店

山口県山口市小郡下郷2807-3

083-973-1060

Honda Cars山口中央 山口中央店

山口県山口市大字朝田619-1

083-922-6815

Merc`s

山口県山口市黒川2156-8

083-923-5071

エイワンオート 有限会社

山口県山口市小郡上郷4196

083-972-1240 083-972-1249

オーバーカム R-style

山口県山口市平井215-1

083-941-6977 083-941-5399

株式会社M＆Kサービス

山口県山口市大内氷上6丁目27-30

083-927-6908

株式会社ミッドフォー MINI GARAGE PARADOX

山口県山口市大内千坊6丁目10-17

083-921-0303 083-921-1008

タイヤ館山口

山口県山口市大内中央1丁目8-5

083-941-0555 083-941-0888

タイヤ館山口 湯田店

山口県山口市吉敷下東1丁目14-10

083-921-7555 083-921-7888

ミヤノオート

山口県山口市下小鯖3793-12

083-941-3866 083-941-3867

有限会社小池モータース

山口県山口市小郡上郷3526-1

083-972-1121

有限会社村田商会

山口県山口市阿東徳佐中3689-3

083-957-0324

株式会社 HPSヤマガタ

山口県山陽小野田市港町3-14

0836-83-2087 0836-83-1400

株式会社 ホンダ販売小野田

山口県山陽小野田市大字東高泊2273-9

0836-83-4881

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 0836-83-2928

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

有限会社 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

有限会社新藤モータース

山口県山陽小野田市日の出4丁目2-11

0836-83-3908

SSCREW

山口県周南市新地1丁目7-15

0834-34-0477 0834-34-0478

Take off

山口県周南市秋月3丁目1-1

0834-39-2350 0834-39-2351

有限会社エアスト

山口県周南市大字大河内2100-199

0833-92-0222

株式会社 山陽パーツ

山口県周南市久米1032-19

0834-34-8981 0834-36-2332

東洋ボデー株式会社

山口県周南市大字栗屋786-8

0834-25-0092

徳山地区自動車整備協業組合

山口県周南市大字長穂字丁田640-1

0834-88-1440 0834-88-2417

有限会社 森重モータース

山口県周南市大字戸田字北河内1428-7

0834-83-2068

東洋ボデー株式会社

山口県周南市大字栗屋786-8

0834-25-0092

株式会社大成自動車整備工場

山口県周南市室尾1丁目7-5

0834-62-5757

オートサロンエポック

山口県長門市東深川719-2

0837-22-3578

株式会社 オート新山口

山口県長門市東深川2655-1

0837-22-5522

株式会社 ダテワークス

山口県長門市西深川3939-4

0837-27-0078 0837-22-4058

株式会社 田辺モータース

山口県長門市東深川江良2550

0837-22-2334

ダンロップタイヤ中国株式会社 タイヤセレクト長門

山口県長門市西深川3242-1

0837-22-5100 0837-22-5139

ミスタータイヤマン長門店

山口県長門市東深川1386-1

0837-22-2938

株式会社 中原商会

山口県萩市椿東3133-4

0838-26-3388

株式会社 ニューオート萩

山口県萩市大字山田字東沖田4282-6

0838-22-2058

株式会社 三隅自動車商会

山口県萩市大字明木3510-1

0838-55-5111

萩ビーエスタイヤ販売 株式会社

山口県萩市大字土原608-116

0838-25-2237

山口トヨペット株式会社 萩店

山口県萩市大字山田4258-2

0838-25-0567

有限会社 萩モータース

山口県萩市大字椿東3140-3

0838-22-1534

有限会社ボディショップ萩

山口県萩市大字椿東2208

0838-25-4727

株式会社 美祢小型自動車商会

山口県美祢市大嶺町東分260-7

0837-52-0467

株式会社原田モータース

山口県美祢市秋芳町秋吉4936-4

0837-62-0700

アップガレージ 山口防府店

山口県防府市桑山2丁目3-15

0835-28-8115 0835-28-8116

株式会社 村田自動車商会

山口県防府市平和町5-1

0835-22-3330 0835-22-6201

株式会社オール・ワン

山口県防府市大字仁井令707-8

0835-23-2392 0835-23-1604

株式会社協和自動車整備工場

山口県防府市大字江泊沖田1857-1

0835-38-0416

国広自動車鈑金塗装

山口県防府市開出西町28-1

0835-22-6788

セントラルモータース

山口県防府市大字植松1883-2

0835-28-2003 0835-28-2004

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 0835-55-4985

田中自動車株式会社

山口県防府市大字上右田1791

0835-22-5287

山口三菱自動車販売株式会社 防府営業所

山口県防府市高倉2丁目3-10

0835-23-5555

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 0835-29-3384

大共自動車株式会社

山口県防府市新田122-4

0835-23-1114

SKILL MODE （スキル・モード）

山口県防府市大字新田429-8

0835-27-3344

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

有限会社 タイヤ館防府

山口県防府市桑山2丁目3-18

0835-22-6013

徳島県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社 ガレージ岡本

徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉本村居内42

0884-49-4975 0884-49-4976

中西モータース

徳島県阿南市橘町幸野34-4

0884-27-0258

有限会社オートアンドパル

徳島県阿波市阿波町中坪268-1

0883-35-6665

株式会社 フェイト

徳島県吉野川市山川町川田1353

0883-42-4583 0883-42-4893

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

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

石川オート商会

徳島県吉野川市山川町中須賀86-3

0883-42-3974

谷本自動車

徳島県三好郡東みよし町加茂3462

0883-82-3165

有限会社 花房自動車整備工場

徳島県勝浦郡勝浦町大字生名字野口1-1

0885-42-3197

MASTER TRUST

徳島県徳島市川内町平石夷野9-10

080-6376-3257

有限会社DAISIN

徳島県徳島市北山町下田尻9-18

088-669-3158

吉見屋タイヤ

徳島県徳島市国府町府中586-4

088-642-0138 088-642-6860

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 088-636-3730

興和特機商品販売 株式会社

徳島県徳島市西須賀町東開36-2

088-669-2515

株式会社 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

有限会社 センテックス

徳島県徳島市論田町小論田15-11

088-663-2322 088-663-2390

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 088-699-9118

有限会社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 088-699-2521

株式会社 加藤自動車相談所

徳島県板野郡北島町江尻字松ノ本28-1

088-697-2001

キタムラ自動車

徳島県板野郡北島町北村字東蛭子69-2

088-698-5833 088-677-8533

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 088-697-2711

キトウ車

徳島県板野郡藍住町富吉字中新田21-1

088-692-7585

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

長江電装

徳島県美馬市美馬町字駅88-4

0883-63-2374

板東電機

徳島県名西郡石井町石井字石井704

090-8280-5534 088-674-1155

有限会社ハーレー

徳島県名西郡石井町高川原2407-1

088-675-1919

大磯モータース

徳島県名西郡石井町藍畑字高畑1068-1

088-674-7252

株式会社 中外自動車

徳島県鳴門市撫養町南浜東浜1-2

088-685-7811 088-686-2927

モリオート有限会社

徳島県海部郡美波町奥河内櫛ケ谷144-1

0884-77-0666 0884−77−0772

香川県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社 岡内自動車

香川県綾歌郡綾川町山田下3165

087-878-2055 087-878-2014

有限会社 カーランド三好

香川県綾歌郡綾川町陶1002-2

087-876-0912

有限会社池田モータース

香川県綾歌郡綾川町陶1090-1

087-876-0730 087-876-4024

有限会社田中自動車

香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁22-2

0877-49-0518

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 0877-59-9100

古川バッテリー株式会社 観音寺営業所

香川県観音寺市流岡町926-4

0875-23-1333

CAR SHOP くるま屋さん

香川県観音寺市柞田町内2047-2

0875-24-3900 0875-24-3600

株式会社コーチェ

香川県観音寺市木之郷町29-1

0875-24-9338 0875-24-9338

Car Gallery ケイ・ウイング

香川県観音寺市柞田町548

0875-23-0509

株式会社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

CAR OFFICE takashiro

香川県観音寺市三本松町3-1-16

0875-24-9608

門脇モータース

香川県観音寺市大野原町萩原845

0875-54-3566

株式会社JA香川オートエナジー JAオートパル西讃
香川県観音寺市吉岡町29
観音寺工場

0875-25-2506

有限会社安部輪三業

0879-56-2316

香川県さぬき市多和中山下101-2

Honda Cars 香川南 綾歌店 株式会社ホンダオー
香川県丸亀市綾歌町栗熊東1171-4
ト香川

0877-86-2207 0877-86-2507

Car Line Up 丸亀

香川県丸亀市三条町666-3

0877-28-2951

寺嶋オート

香川県丸亀市三条町947

0877-24-0623

有限会社 岩崎自動車

香川県丸亀市川西町南1152

0877-28-7358

青葉自動車 株式会社

香川県丸亀市川西町北2180

0877-24-0708

堀自動車

香川県丸亀市津森町248-1

0877-22-9174

株式会社ハヤシ 丸亀店

香川県丸亀市田村町951

0877-85-7459

車検の速太郎 丸亀店

香川県丸亀市田村町951

087-785-3984

有限会社讃栄自動車

香川県丸亀市土器町東7-204

0877-23-9080 0877-25-1030

株式会社 カナマル

香川県丸亀市飯山町西坂元158-3

0877-98-2256

株式会社入船自動車

香川県高松市茜町2-32

087-833-6585

花園特殊車輌株式会社

香川県高松市春日町1709-6

087-843-3336

Yukaina Garage 三野商会

香川県高松市香南町由佐2550-4

090-9483-1601

株式会社丸久自動車

香川県高松市下田井町519番地

087-847-6003

株式会社ヤマウチ 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 087-841-7287

株式会社ヤマウチ 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 087-806-0062

高橋石油株式会社 電機事業部

087-844-1155

香川県高松市新田町甲666-1

株式会社ヤマウチ ラチェットモンキー東バイパス本
香川県高松市伏石町2134-1
店

087-864-5015 087-868-6863

有限会社 東洋電装

香川県高松市六条町405-4

087-865-5727

オートモールジャパン 株式会社

香川県高松市太田上町1-3

087-888-8800 087-888-8855

CAR TEC

香川県高松市太田下町2020-4

087-814-8834 087-814-8836

有限会社 横山電装サービス

香川県高松市木太町5109-3

087-813-9408 087-813-9409

株式会社ハヤシ 高松店

香川県高松市元山町313-1

087-840-7887

有限会社瀬戸内電装

香川県高松市郷東町22-12

087-882-1009

車検の速太郎 高松店

香川県高松市元山町313-1

087-840-7887

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

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 087-816-8112

株式会社メカトップ

香川県高松市国分寺町新居1395-3

087-874-6955 087-874-6944

株式会社 スズキ販売高松西

香川県高松市国分寺町新居3580-8

087-874-3311 087-874-3313

car shop CRAFT

香川県高松市国分寺町新居405-5

087-814-7628

岡川電機 有限会社

香川県高松市多賀町3丁目6-8

087-831-3657

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 087-885-3400

PIRELLI高松

香川県高松市藤塚町2-13-8

087-831-3791

ジェームスﾚｲﾝﾎﾞｰﾛｰﾄﾞ店

香川県高松市伏石町2103番地18

087-868-5511 087-868-7711

有限会社 スクエア

香川県高松市牟礼町原662-5

087-845-6955

有限会社ピットハウスコスギ

香川県高松市林町250-1

087-867-3633 087-867-3685

株式会社S.ELECT

香川県高松市六条町264-1

087-814-4325

合同会社 讃岐メグロモータース

香川県坂出市府中町214-8

0877-48-0901

マエダオートサービス

香川県坂出市江尻町1131-1

0877-45-3913

有限会社ヨシイ

香川県坂出市川津町2923-4

0877-46-3969

有限会社アキヤマ自販

香川県坂出市川津町3526

0877-45-5131

原モータース

香川県三豊市山本町辻2856-1

0875-56-7034

有限会社 永田自動車

香川県三豊市山本町辻3426

0875-63-3495

株式会社TWO TOP

香川県三豊市高瀬町新名2146-7

0875-56-2220

株式会社JA香川県オートエナジー JAオートパル西
香川県三豊市高瀬町上高瀬1271-2
讃 高瀬工場

0875-72-6228

GARAGE CREW SHIMADA

香川県三豊市高瀬町上高瀬1336-1

0875-72-3348

コンドウ自動車工業株式会社

香川県三豊市高瀬町上麻乙377-1

0875-74-6267

株式会社 クロカワ

香川県三豊市山本町財田西310

0875-63-3000

有限会社 サキヤマモータース

香川県小豆郡小豆島町安田甲501-15

0879-82-0313

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

オートショップ オオタ

香川県善通寺市原田町214-3

0877-63-3365 0877-63-3364

野村自動車

香川県善通寺市吉原町160-1

0877-85-7800 0877-85-7801

カーショップ Ｃａｒｓ

香川県善通寺市金蔵寺町1193-1

0877-43-2820 0877-43-2818

有限会社 西讃電装

香川県善通寺市上吉田町6-7-4

0877-62-1570

有限会社 三陽自動車

香川県善通寺市上吉田町6丁目3-5

0877-62-1215

有限会社 山本自動車

香川県善通寺市生野本町2丁目1-1

0877-62-6985

株式会社 中川商店

香川県善通寺市善通寺町1丁目2-4

0877-62-0283 0877-63-3874

麻野塗装

香川県善通寺市大麻町2050-5

0877-62-1447

有限会社亀山自動車

香川県善通寺市中村町264

0877-62-0654 0877-62-0734

GARAGE K'z

香川県善通寺市木徳町506-1

0877-63-6781 0877-63-6782

YAMAJI TYRE SERVICE

香川県仲多度郡多度津町奥白方676

087-732-4660

ガレージ

香川県仲多度郡多度津町大字青木菅長573-1

0877-89-5505 0877-89-5505

有限会社 フリースタイル

香川県仲多度郡まんのう町長尾1173-1

0877-56-9819

株式会社 都村製作所

香川県仲多度郡琴平町榎井590

0877-73-2251

株式会社 カープロデュース夢工房

香川県仲多度郡多度津町南鴨572-3

0877-85-5151 0877-85-5215

三和自動車工業 株式会社

香川県仲多度郡多度津町本通3丁目1-20

0877-33-3232 0877-33-3290

Honda Cars東かがわ

香川県東かがわ市馬篠333-9

0879-25-3535

自動車整備工場 車矢

香川県東かがわ市馬宿425-7

0879-33-3366

有限会社 オートボデー三谷

香川県東かがわ市吉田686-6

0879-33-6110 0879-33-6164

オートガレージビーンズ

香川県東かがわ市秦401

0879-25-2598

愛媛県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社中岡自動車

愛媛県伊予郡松前町大字昌農内5-1

089-984-2646

株式会社 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 089-985-0509

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1213-4

089-985-0610 089-985-0619

TOTAL-K

愛媛県伊予郡松前町北川原981-2

089-984-8686

JAえひめエネルギー株式会社 松山店

愛媛県伊予郡砥部町拾町153-1

089-956-0666 089-958-3136

株式会社 オートサービス砥部

愛媛県伊予郡砥部町千足180-1

089-962-1220 089-962-1221

ショップYATSUZUKA

愛媛県伊予郡砥部町八倉91

089-905-8484

株式会社 向井自動車

愛媛県伊予郡砥部町北川毛1474-4

089-962-2181

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

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725-1

089-982-2258

有限会社 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

株式会社 オートパルえひめ南宇和島営業所

愛媛県宇和島市中沢町2丁目4-2

0895-24-1414 0895-24-1415

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

栄自動車

愛媛県宇和島市伊吹町甲1488-1

0895-23-1548

有友自動車

愛媛県宇和島市高串1丁目927-1

0895-26-6570

BACK YARD GARAGE

愛媛県宇和島市高串3丁目803-1

0895-22-3501 0895-28-7042

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

有限会社 吉田自動車

愛媛県宇和島市吉田町立間2番耕地2470-1

0895-52-0178

有限会社 中尾モータース

愛媛県宇和島市寄松甲477-2

0895-27-1800 0895-27-3020

鶴島自動車整備 株式会社

愛媛県宇和島市伊吹町字下井関1547

0895-22-0378 0895-25-3184

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 0895-25-1158

株式会社 谷川商会

愛媛県宇和島市坂下津甲407-54

0895-22-4810

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

正木自動車

愛媛県宇和島市祝森1014

0895-27-1727

HILO House

愛媛県宇和島市祝森1657

0895-27-2666 0895-27-2667

有限会社 宇和島スズキ整備工場

愛媛県宇和島市祝森甲4664

0895−27−1522 0895−27−2234

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

0895-27-0222 0895-27-1088

株式会社 ウエダオート

愛媛県喜多郡内子町城廻475

0893-44-3428

有限会社 益榮自動車

愛媛県喜多郡内子町五百木243-20

0893-43-0102

有限会社 亀井自動車整備

愛媛県喜多郡内子町知清522

0893-44-3242

株式会社 村上モータース

愛媛県今治市桜井1丁目1-1

0898-47-0655

オートファクトリー

愛媛県今治市玉川町法界寺50-2

0898-36-8956 0898-36-8956

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 0898-53-5762

有限会社 門田モータース

愛媛県今治市別宮町7丁目2-81

0898-22-3789

株式会社今治自動車

愛媛県今治市別名字松原235-5

0898-23-2196 0898-23-2277

株式会社 菅自動車

愛媛県今治市北日吉町2丁目3-32

0898-23-1013

株式会社オートガレージアラン

愛媛県今治市矢田甲47-1

0898-35-3361

村上自動車株式会社

愛媛県今治市矢田甲662-3

0898-22-3678

株式会社スズキ販売四国中央

愛媛県四国中央市金生町下分2516-1

0896-56-2255 0896-56-2258

三共オートサービス 株式会社

愛媛県四国中央市中之庄町1692

0896-24-2226

有限会社 シーアンドエー

愛媛県四国中央市豊岡町長田243-2

0896-28-2980 0896-28-2981

豊岡モータース

愛媛県四国中央市豊岡町長田430

0896-25-0603

株式会社KAT

愛媛県松山市高岡町59-3

089-906-2782 089-906-2782

タイヤ館 天山

愛媛県松山市天山1丁目15-10

089-935-6033 089-935-6036

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

友進自動車 株式会社

愛媛県松山市空港通1丁目4-1

089-973-1888

オートガレージワンメイク Auto Garage Onemake

愛媛県松山市府中644

089-908-9415 089-908-9416

ラメールカンパニー

愛媛県松山市堀江町甲922-4

089-904-2226 089-904-2226

門間自動車

愛媛県松山市和気1丁目651

089-989-8121 089-989-8122

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

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

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 089-926-0838

有限会社 川本自動車

愛媛県松山市下伊台町576-1

089-977-3444

三栄自動車リース株式会社

愛媛県松山市空港通2丁目14-7

089-972-1082

有限会社松山燃機自動車商会

愛媛県松山市空港通7丁目14-31

089-972-7778
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愛媛県松山市上野町甲257-3

089-916-5698 089-916-5698

有限会社 岩城電機商会

愛媛県松山市森松町918-9

089-960-0778

株式会社 モータリングケアワークス

愛媛県松山市西垣生町443-6

089-972-7231 089-972-7339

有限会社井戸モータース

愛媛県松山市浅海本谷甲355-11

089-995-0642

山本自動車工業株式会社

愛媛県松山市美沢2丁目5-33

089-924-0220

STカンパニー

愛媛県松山市美沢2丁目6-10 松本アパート1F 089-989-5454

山本自動車

愛媛県松山市平和通4丁目1-1

089-925-2789

アイシン自動車株式会社

愛媛県松山市余戸南4丁目2-16

089-973-1313

門屋自動車

愛媛県松山市和気町2丁目739-7

089-979-4070

城北ホンダ販売 有限会社

愛媛県松山市祓川1丁目1929-1

089-952-4111

K・I自動車

愛媛県新居浜市大生院64-17

0897-31-6250 0897-31-6251

カーショップ・ピースフル

愛媛県新居浜市高田2丁目3-1

0897-33-5225

ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 四国カンパ
ニー 新居浜営業所

愛媛県新居浜市船木4636-5

0897-66-2340 0897-40-0017

有限会社新居浜スズキ販売

愛媛県新居浜市外山町16-36

0897-44-5769

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

タキハマ自動車

愛媛県新居浜市郷2丁目6-5

0897-45-2826

有限会社 ハシモト

愛媛県新居浜市坂井町1丁目2-31

0897-34-5022

有限会社山口兄弟自動車

愛媛県新居浜市坂井町3丁目4-57

0897-41-5307

カーライフサポートショップ カトウ

愛媛県新居浜市庄内町6丁目6-14

0897-47-5523 0897-47-5524

東亜自動車

愛媛県新居浜市上泉町16-5

0897-41-4101

株式会社フジモータース マツダオートザムフジ新居
愛媛県新居浜市新須賀町3丁目1-28
浜

0897-35-3333

株式会社モーターサービス伊藤

愛媛県新居浜市瀬戸町1-31

0897-47-7001

株式会社滝の宮

愛媛県新居浜市政枝町2丁目13-31

0897-34-9684

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

鴻上石油株式会社 金栄給油所

愛媛県新居浜市西の土居町2丁目14-29

0897-34-2705

大通自動車整備工場

愛媛県西宇和郡伊方町小中浦214-1

0894-38-0504 0894-38-0886

有限会社 井上モータース

愛媛県西宇和郡伊方町湊浦860-1

0894-38-0155

藤原自動車

愛媛県西条市飯岡3785-1

0897-53-3908

有限会社オレンジ商会

愛媛県西条市朔日市796-10

0897-55-3000 0897-55-7150

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 0898-64-2951

新光自動車

愛媛県西条市周布1922-1

0898-68-7637

有限会社秋山モータース

愛媛県西条市小松町新屋敷甲343-2

0898-72-2510

有限会社 大岩自動車工場

愛媛県西条市壬生川651

0898-64-2188

伊藤自動車 株式会社

愛媛県西条市中野甲1293-3

0897-56-5871

株式会社渡部自動車

愛媛県西条市丹原町久妙寺619-5

0898-68-5121

俵津自動車整備工場

愛媛県西予市明浜町俵津2-996

0894-65-0404

上甲モータース

愛媛県西予市宇和町伊賀上128-1

0894-62-5085

株式会社JA東宇和サービス オートパル宇和

愛媛県西予市宇和町下松葉536

0894-62-3211

有限会社 平田興産整備工場

愛媛県西予市野村町阿下6-123

0894-72-0104

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 0894-72-3665

株式会社JA東宇和サービス オートパル城川

愛媛県西予市城川町下相1188

0894-82-0101

有限会社 オートウェーブ西予

愛媛県西予市宇和町稲生38

0894-62-3430

有限会社 宇和モータース

愛媛県西予市宇和町神領198

0894-62-4425

有限会社 秋田モータース

愛媛県西予市宇和町清沢1208

0894-62-6986 0894-62-1152

有限会社 ホンダ自販南予

愛媛県西予市宇和町坂戸66

0894-62-2015

宇都宮自動車

愛媛県西予市宇和町永長1373-1

0894-62-1239

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

有限会社 一宮モータース

愛媛県西予市宇和町卯之町5丁目286-1

0894-62-0575

有限会社 松葉モータース

愛媛県西予市宇和町下松葉14

0894-62-0316

有限会社 城川モータース

愛媛県西予市城川町嘉喜尾4895-2

0894-82-0135 0894-82-0206

野村自動車 株式会社

愛媛県西予市野村町野村14-65

0894-72-1155

惣川自動車

愛媛県西予市野村町惣川300

0894-76-0321

有限会社 野村日産サービス

愛媛県西予市野村町野村10-262-1

0894-72-0703

株式会社JA東宇和サービス オートパル野村

愛媛県西予市野村町野村12-636-1

0894-72-1125

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 0893-25-1455

有限会社 亀岡モータース

愛媛県大洲市新谷乙1377

0893-25-0911

有限会社東モータース

愛媛県大洲市白滝甲153-1

0893-54-0620

有限会社重松自動車

愛媛県東温市北方甲3238-3

089-966-2178

有限会社カーサービス・イケガワ

愛媛県東温市野田2丁目18-2

089-964-1523

渡辺自動車販売

愛媛県南宇和郡愛南町下久家741

0895-82-1433

有限会社 平山自動車

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山945-2

0895-74-0665

株式会社 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

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 0895-72-5579

株式会社 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 0895-84-1214

安全自動車 有限会社

愛媛県八幡浜市1199-1

0894-24-3811

有限会社 宮内サービスセンター

愛媛県八幡浜市保内町宮内1丁目658-2

0894-36-1218

愛媛日産自動車株式会社 八幡浜支店

愛媛県八幡浜市産業通11-27

0894-22-2470

二神自動車工業株式会社

愛媛県八幡浜市1399-7

0894-24-5678

昭和自動車商会

愛媛県八幡浜市産業通15-25

0894-24-2323

アトム石油 株式会社

愛媛県八幡浜市産業通10-14

0894-22-3505 0894-22-3595

清水モータース株式会社

愛媛県八幡浜市産業通6-23

0894-21-6565

有限会社 菊池自動車

愛媛県八幡浜市松柏1095

0894-24-1200

有限会社 大和自動車

愛媛県八幡浜市松柏821

0894-23-2540

共立自動車株式会社 八幡浜工場

愛媛県八幡浜市松柏乙1039

089-979-4123

有限会社 愛自動車

愛媛県八幡浜市松柏乙1041-2-1

0894-24-1814

有限会社 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

0894-24-1334

谷口自動車

愛媛県八幡浜市保内町喜木1-237-3

0894-36-0445

有限会社 川之石モータース

愛媛県八幡浜市保内町宮内1丁目112-2

0894-36-1046

株式会社ジェイエイにしうわ JAにしうわオートパル 愛媛県八幡浜市保内町須川65-1

0894-36-2222

株式会社 善家自動車

0895-45-3197

愛媛県北宇和郡鬼北町大字吉波1198-1

高知県

仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

カーサポートマツオカ

高知県四万十市具同5522-1

0880-34-8823

有限会社相互自動車

高知県四万十市古津賀3664

0880-34-1522

西岡自動車

高知県安芸郡田野町1735-2

0887-38-7833

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

0887-57-3290 0887-57-3292

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

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

株式会社 西部

高知県高岡郡津野町北川5161-1

0889-62-2080 0889-62-2243

有限会社 中本モータース

高知県高岡郡津野町姫野々541-7

0889-55-2331

有限会社 千光寺自動車

高知県高岡郡檮原町飯母2850-5

0889-65-0232

有限会社 中央自動車

高知県高岡郡四万十町北琴平町15-14

0880-22-3063

有限会社 サンオート高須

高知県高知市介良乙3731

088-878-7200 088-878-7201

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

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 088-883-9278

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 088-802-5561

株式会社 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

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

有限会社 ロイヤル

高知県高知市介良乙1092

088-803-6186 088-860-0014

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 088-860-0661

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 088-884-1917

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 088-844-1881

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 0880-52-1263

カーサポート マツオカ

高知県四万十市具同5522

0880-34-8823 0880-34-8824

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

有限会社 新田タイヤOZAKI

高知県宿毛市宿毛5386-69

0880-63-1722

新和自動車

高知県須崎市大間西町7-5

0889-42-4071

シャトル Auto Mobil

高知県須崎市桑田山甲26-1

0889-45-0088

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 0889-45-0014

有限会社三和モータース

高知県須崎市吾井郷乙1201-1

088-942-7740

株式会社 小笠原

高知県長岡郡大豊町津家54-1

0887-72-0181 0887-72-0242

有限会社清水車検整備

高知県土佐清水市旭町67-1

0880-82-2171

有限会社 ま・っ・ぷ・す

高知県南国市小籠738-6

088-880-6620 088-880-6637

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

有限会社 住吉モータース

高知県南国市篠原1778-2

088-864-2268 088-864-2286

野村モータース

高知県南国市篠原811

088-864-2022 088-864-2031

プロテック タケチ

高知県南国市十市1627-5

088-865-8587

有限会社 香長自動車工業

高知県南国市陣山523

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

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

088-863-2730

有限会社 コクピット５５

高知県南国市田村乙2086-5

088-863-5504 088-863-3185

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
仕入/取付会社
江田自動車商会

住所
福岡県うきは市浮羽町朝田547-7

TEL

FAX

0943-77-2729 0943-77-7891

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

東栄自動車

福岡県うきは市浮羽町高見1668−3

0943-77-2319

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

佐藤整備

福岡県うきは市浮羽町高見1006-1

0943-77-4935

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

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

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 0943-77-5594

株式会社メイト

福岡県うきは市吉井町屋部138-1

0943-75-4164

Garage カーセレクト

福岡県うきは市浮羽町流川189-3

0943-77-5150

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

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

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

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

宮崎自動車商会

福岡県うきは市浮羽町三春1884-1

0943-77-2900

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569−5

0943-77-2807

山北自動車

福岡県うきは市浮羽町山北422-3

0943-77-7577

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 0943-76-9266

尾花自動車

福岡県うきは市吉井町八和田1126-3

0943-74-5655

江田自動車商会

福岡県うきは市浮羽町朝田547−7

0943-77-2729

松木デンソーサービス

福岡県みやま市瀬高町下庄524-1

0944-63-6300 0944-63-2417

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 0944-63-6612

石橋自動車

福岡県鞍手郡鞍手町中山3244

0949-42-1494

福岡日産自動車株式会社 遠賀店

福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀631-2

093-291-3923

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12-14

093-202-7377 093-202-7378

株式会社大同

福岡県遠賀郡水巻町大字立屋敷1丁目13-1

093-201-2570 093-201-3781

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

北九州西部自動車整備工場

福岡県遠賀郡水巻町吉田西2丁目9-1

093-201-3014

村岡自動車修理工場

福岡県遠賀郡遠賀町尾崎蟹喰390-1

093-293-4356

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

有限会社大里自動車

福岡県嘉麻市中益415-5

0948-57-1147 0948-57-3758

オートショップJ-ONE

福岡県嘉麻市口春191-1

0948-43-1037

有限会社小西モータース

福岡県嘉麻市牛隈1396-7

0948-57-0248

手嶋モータース

福岡県嘉麻市牛隈211

0948-57-0549

株式会社 ランテル

福岡県久留米市東合川3丁目10-16

0942-44-9660

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 0942-45-2685

N`s make エヌズメイク

福岡県久留米市東合川干出町1-7

0942-65-6240 0942-65-6241

有限会社 スズキワークス久留米

福岡県久留米市荒木町荒木486-4

0942-26-8445 0942-26-8500

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 0942-64-3584

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

ジェームス津福ﾊﾞｲﾊﾟｽ店

福岡県久留米市荒木町白口138番地1

0942-36-2209 0942-36-2208

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

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 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

有限会社荒木モータース

福岡県久留米市荒木町荒木1954-14

0942-26-3331

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

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

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

ナラザキカーサービス

福岡県久留米市田主丸町上原1-12

0943-73-3106 0943-73-3161

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

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

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

有限会社ゆりの

福岡県宮若市龍徳622

0949-23-2900

有限会社石松自動車

福岡県宮若市小伏1382-1

0949-54-0475

上野モータース

福岡県宮若市金丸236

0949-52-0530

有限会社和田自動車

福岡県宮若市金生219-1

0949-52-1266 0949-52-1656

株式会社 DCFグループ

福岡県京都郡苅田町京町1丁目4－5

093-434-0077 093-434-4455

MIYAKO AUTO SERVICE

福岡県京都郡苅田町神田町3丁目15-20

093-474-4112

オートランド ロードランナー

福岡県古賀市今の庄2丁目8-20

092-943-0900 092-943-0902

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

イエローハット 行橋店

福岡県行橋市南大橋3-15-16

0930-26-4600

タイヤ館 行橋

福岡県行橋市西宮市2丁目10-13

0930-28-8864 0930-28-8865

有限会社源自動車整備工場

福岡県行橋市西宮5丁目3-32

0930-22-3800 0930-22-6363

Car.House First

福岡県三井郡大刀洗町下高橋1837-1

0942-23-2663 0942-77-5773

オートワン本店

福岡県三潴郡大木町侍島1007-1

0944-33-2223 0944-33-2224

野口商会

福岡県三潴郡大木町絵下古賀489-2

0944-33-1055

松本自動車

福岡県糸島市高田4丁目15-27

092-322-4675

仁光機械有限会社

福岡県糸島市二丈松末1146-4

092-325-0577

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

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 0940-36-5814

青木モータース

福岡県宗像市牟田尻1848-1

0940-62-2452

GARAGE樹悠

福岡県宗像市武丸1000-4

0940-33-2278

エム・エス・カンパニー Cross Road

福岡県春日市下白水南7丁目2

092-585-3703 092-585-3705

株式会社 遊車

福岡県春日市松ヶ丘6丁目17

092-589-7373 092-589-7372

出光リテール販売株式会社 九州カンパニー

福岡県春日市桜ヶ丘4丁目40

株式会社 クラフトワーク

福岡県春日市昇町7丁目11

092-558-7570 092-558-7570

宇都宮自動車

福岡県春日市白水ヶ丘4丁目87

092-581-7009 092-581-7463

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

自動車用品専門店 ニッカ 粕屋店

福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2567-1

092-621-6001

有限会社 オレンジハウス

福岡県糟屋郡宇美町宇美東1-15-25

092-931-1080

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 092-957-6170

カーケアショップ流通センターSS

福岡県糟屋郡粕屋町内橋597-6

092-621-9131

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丁目14-14

092-403-3456 092-403-3458

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丁目27-15

092-932-1653

GRAND SLAM HOT-ROD

福岡県太宰府市坂本1丁目4-20

092-929-5002 092-929-5003

HI-Tec Auto

福岡県太宰府市国分1丁目2-10

092-287-2737 092-510-7273

株式会社ランテル

福岡県太宰府市水城2丁目21-15

092-924-7515 092-924-7516

有限会社 総販

福岡県大川市一木727-1

0944-88-2207

有限会社岩元自動車

福岡県大川市大字榎津168-2

0944-88-0202 0944-88-0204

大渕自動車整備工場

福岡県大川市大字鬼古賀463-1

0944-87-5272

ゼロオート・あいうら

福岡県大川市北古賀267-1

0944-86-6606

中野電機工業所

福岡県大牟田市日出町2丁目2-3

0944-52-2143

グランドスラム マニアック

福岡県大牟田市藤田町57

0944-43-1616 0944-43-1617

タイヤ館 イオンモール大牟田

福岡県大牟田市岬町3-4 イオンモール敷地内

0944-52-2510 0944-52-3690

Friends Garage KURAYOSHI

福岡県大牟田市草木473-1

0944-31-4320 0944-31-4321

有限会社 BRAVE HEART

福岡県大牟田市田隈262-1

0944-88-8788 0944-88-8789

EAGLE SHOP イーグルショップ 大牟田店

福岡県大牟田市八江町19-1

0944-53-3313 0944-53-3314

株式会社 井形

福岡県大牟田市上白川町1丁目125

0944-56-1700 0944-56-1715

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1900-1

0944-53-4455

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

株式会社 平川燃料

福岡県大牟田市大字草木998-1

0944-54-1147

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

ターマックスポーツ

福岡県大野城市牛頸4−4−21

092-915-5002

株式会社 GB

福岡県大野城市御笠川4-3-16

092-580-8800 092-580-8801

有限会社 協栄自動車工業

福岡県大野城市仲畑4丁目2-21

092-591-6115 092-591-6116

カー・ジョイ

福岡県大野城市御笠川1丁目12-3

092-580-8900

株式会社アップルカーセールス アップル福岡南バ
イパス店

福岡県大野城市御笠川1丁目8-2

092-513-3111 092-513-3113

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

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 092-513-0724

八ツ繁モータース

福岡県築上郡上毛町垂水326

0979-72-2233

アヤベ自動車

福岡県筑後市前津1163-1

0942-53-3998

村上モータース

福岡県筑後市山ノ井985

0942-52-2074

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

庄山自動車

福岡県筑後市尾島211

0942-52-6813

木本自動車

福岡県筑後市大字水田1284

0942-53-6100

有限会社 萩尾モータース

福岡県筑紫野市針摺西

092-922-2506

FINE`S

福岡県筑紫野市大字山家5060-1

092-555-9869 092-555-9861

セルフ筑紫野インターSS

福岡県筑紫野市武蔵3-1-15

092-917-5150

はるだ自動車

福岡県筑紫野市原田4丁目3-2

092-926-3156

クラフテック・オートモービル

福岡県中間市垣生1278-4

093-246-0004

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

有限会社林田モータース

福岡県朝倉市鵜木394-1

0946-22-6555

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

昭和自動車鈑金塗装工場

福岡県直方市大字下新入636-1

0949-22-3072

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

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 0947-63-4111

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

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

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

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

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

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 0947-73-3384

三ツ輪商会

福岡県田川市位登264−6

0947-44-0490

田川ヨコハマタイヤ株式会社 タイヤガーデン田川

福岡県田川市夏吉上吉田

0947-44-3232

田川ヨコハマタイヤ株式会社

福岡県田川市大字弓削田3609

0947-44-6633

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

つかさ自動車整備工場

福岡県田川市糒1345-2

0947-22-6227

梅野自動車有限会社

福岡県田川市伊田1387-1

0947-42-4822

CAR SHOP DAZE

福岡県那珂川市片縄3-62

092-402-1877 092-404-0065

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 092-952-7766

KASHIMOTO

福岡県那珂川市片縄西4丁目14-8

092-953-5572 092-953-5573

岩屋モータース

福岡県八女郡広川町一條777

0942-53-8141

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

野田自動車整備工場

福岡県八女郡広川町太田407

0943-32-0312

重野モータース

福岡県八女郡広川町新代1673-1

0943-32-1625

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

石崎自動車販売

福岡県八女郡広川町大字広川814

0942-51-7147

古賀モータース株式会社

福岡県八女市納楚439-4

0943-23-1414 0943-23-5235

株式会社ADワタナベ

福岡県八女市今福1044-7

0943-22-7445 0943-22-3233

久留米スタンダード石油株式会社 セルフ八女吉田
福岡県八女市吉田796-1
サービスステーション

0943-24-0181.

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

有限会社河野自動車

福岡県八女市豊福298-1

0943-24-4617

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

カードック樋口

福岡県八女市黒木町北大淵8365-2

0943-45-1141

笹井自工

福岡県八女市平430-4

0943-23-6063

鶴自動車

福岡県八女市立花町北山2901-1

0943-24-2819

佐伯自動車

福岡県八女市立花町北山1096-13

0943-24-9191

カトウ自動車商会

福岡県八女市黒木町本分1624-7

0943-42-0426

梅野自動車

福岡県八女市黒木町北木屋3-4

0943-42-0443

二葉オートサービス

福岡県八女市新庄1232−3

0943-23-3376

株式会社池田モータース

福岡県八女市室岡282-6

0943-24-9922

平井自動車整備工場

福岡県八女市岩崎149-1

0943-23-6649

真鍋モータース

福岡県八女市立花町兼松203

0943-37-0068

有限会社スミモータース

福岡県八女市馬場344-1

0943-22-2269

YFK自動車

福岡県八女市黒木町本分2138−2

0943-42-2592

有限会社山口自動車整備工場

福岡県八女市立花町谷川1171−1

0943-37-0305

Honda Cars飯塚 穂波店

福岡県飯塚市秋松845-1

0948-22-3600 0948-22-3838

Honda Cars飯塚 飯塚店

福岡県飯塚市川津21-1

0948-24-1000 0948-25-6115

Honda Cars飯塚 庄内店

福岡県飯塚市有井312-2

0948-82-0810 0948-82-0098

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

新興自動車 株式会社

福岡県飯塚市川津449

0948-22-5230

株式会社藤上モータース

福岡県飯塚市目尾634-3

0948-29-5900

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 0948-25-3044

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

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

自動車用品専門店 ニッカ 和白店

福岡県福岡市東区和白丘3丁目4-38

092-606-7201

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 092-555-6834

有限会社 Fine

福岡県福岡市南区野間2-13-11

092-511-1616 092-511-1644

福岡車検センター

福岡県福岡市博多区榎田2丁目4-80

092-402-1546

16 STUDIO

福岡県福岡市博多区月隈3丁目26-24

092-576-9263 092-576-9268

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 092-504-5884

SUNNY DAY AUTO SERVICE

福岡県福岡市南区中尾3丁目42-2

092-551-5770 092-551-5244

K-STAGE

福岡県福岡市博多区三筑2丁目3

092-588-6210 092-588-6211

株式会社 丸善自動車

福岡県福岡市南区井尻4丁目35-14

092-581-9133

株式会社イデックスリテール福岡 ラクのりPlusドライ
福岡県福岡市東区唐原1丁目3-35
ブサポート九産大前店

092-410-1616 092-410-2038

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

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

吉福商会整備工場

福岡県福岡市東区和白5丁目2-23

092-606-2172

ASSIST アシスト

福岡県福岡市早良区重留6丁目12-12

092-834-3129 092-834-3429

有限会社伸自動車

福岡県福岡市早良区早良5丁目2-12

092-804-4388

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 092-871-5300

イデックスカーケアショップ小戸

福岡県福岡市西区下山門1丁目4-36

092-884-1110

イデックスボデーショップ箱崎ふ頭

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4丁目1-6

092-641- 8423

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

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

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

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

S-SENCE

福岡県福岡市南区西長住2丁目30-7

092-408-8580 092-408-8613

株式会社上野自動車

福岡県福岡市東区二又瀬17-12

092-621-6655 092-621-4387

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7-12

092-531-3734

箱崎協和自動車

福岡県福岡市東区松島1丁目2−22

092-621-7327

山﨑自動車

福岡県福岡市西区羽根戸565-1

092-812-2066

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

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

有限会社真子自動車販売

福岡県福岡市早良区四箇1-1-38

092-864-1257

協和モータース

福岡県福津市中央2丁目1-2

0940-42-0340

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

末吉自動車整備工場

福岡県豊前市赤熊347-1

0979-83-3402

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 093-561-0189

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丁目3-3

093-681-9444

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 093-681-4775

株式会社 アルカス

福岡県北九州市小倉南区沼南町2丁目2-12

093-967-1739 093-967-1740

株式会社 大和興業

福岡県北九州市小倉北区萩崎町9-35

093-921-8866

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 093-481-2032

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

木屋瀬パーツ

福岡県北九州市八幡西区木屋瀬2丁目27-3

093-617-1291

有限会社木屋瀬自動車

福岡県北九州市八幡西区木屋瀬2丁目27-3

093-617-1185

Victory

福岡県北九州市八幡西区下畑町5-6

093-617-3715

株式会社 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

コスモ石油販売株式会社九州カンパニー セルフス
福岡県北九州市若松区大字大鳥居157-1
テーション高須

093-742-5858

ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 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

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

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 093-963-8880

カーコンビニ俱楽部 キースト八幡店

福岡県北九州市八幡西区永犬丸5丁目1-21

093-691-9900 093-691-9901

北九州カーサービス 株式会社

福岡県北九州市八幡西区本城東5丁目2-7

093-601-1255

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 093-964-8002

株式会社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 093-616-0304

牧野自動車整備工場

福岡県北九州市若松区南二島1丁目13-27

093-791-5089 093-791-8265

有限会社 オートランド八幡 タイヤセレクト北九州
with NOBCE

福岡県北九州市八幡西区下上津役4丁目13-15 093-613-8808 093-613-8807

コクピットシンコウ小倉

福岡県北九州市小倉北区片野4丁目18-2

093-932-8717 093-932-8718

イデックスカーケアショップ小倉

福岡県北九州市若松区童子丸1丁目1-43

093-482-8119

株式会社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丁目20093-693-2526
10

タイヤショップクロス

福岡県北九州市小倉北区井堀3丁目26-15

093-571-1200 093-582-8547

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

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

株式会社ヤナギモータース

福岡県北九州市門司区高田1-19-10

093-371-3456

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丁目3-1

093-617-0790

北光自動車整備工場

福岡県北九州市八幡西区陣原3丁目7-9

093-621-5477

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

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

有限会社西武自動車

福岡県北九州市八幡西区三ケ森3丁目6-12

093-612-0011

くろき自動車

福岡県北九州市八幡西区則松5丁目12-10

093-692-1100

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

有限会社香月モータース

福岡県北九州市八幡西区池田1丁目3-15

093-617-0201

メカドック

福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町4丁目21093-695-0806
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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

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

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

株式会社 ランテル

福岡県柳川市三橋町枝光369-5

0944-73-2111 0944-73-3211

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 0944-74-1106

株式会社 高口自動車販売

福岡県柳川市下宮永町1041-3

0944-74-2830

佐賀県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

株式会社 三恵自動車整備

佐賀県伊万里市大坪町乙547-4

0955-23-8147 0955-23-8127

株式会社佐賀マツダ 伊万里店

佐賀県伊万里市二里町八谷搦112-25

0955-23-5252 0955-23-5253

株式会社JAオート佐賀 オートパルいまり

佐賀県伊万里市大坪町乙592-2

0955-20-1560

ネッツトヨタ佐賀株式会社 伊万里店

佐賀県伊万里市大坪町字松木原乙337-3

0955-23-5511

株式会社出雲商会

佐賀県伊万里市東山代町長浜2085-1

0955-25-9391

株式会社JAオート佐賀 オートパルしろいし

佐賀県杵島郡白石町遠江328-1

0952-84-3621

有限会社 白石中央自動車

佐賀県杵島郡白石町福田2227-1

0952-84-2222

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

株式会社ベスト

佐賀県佐賀市川副町小々森156-2

0952-45-3199

イエローハットモラージュ佐賀店

佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島604-1

0952-41-5700 0952-41-7900

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 0952-68-4945

鶴丸自動車

佐賀県佐賀市久保田町大字久保田808-1

0952-68-4411

有限会社 ひぜん

佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬2036-4

0952-32-0039 0952-32-1717

株式会社佐賀マツダ 佐賀店

佐賀県佐賀市下田町4-6

0952-24-1101 0952-26-0620

トヨタカローラ佐賀 株式会社

佐賀県佐賀市嘉瀬町大字荻野344-1

0952-22-1111

佐賀トヨタ自動車株式会社

佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町2480

0952-22-3211

株式会社日産サティオ佐賀 カーパレス久保田

佐賀県佐賀市久保田町大字久保田307番地1

0952-68-2332 0952-68-2344

ネッツトヨタ佐賀株式会社 EAST SHOP

佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島字一本松181-5

0952-24-2101

ネッツトヨタ佐賀株式会社 北佐賀店

佐賀県佐賀市高木瀬西6丁目1045-1

0952-31-5533

Car Adviser Warmth

佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬142-2

0952-98-2100

COCKPIT S-2

佐賀県佐賀市新栄西2丁目1-11

0952-28-7670

ネッツトヨタ佐賀株式会社 U-Carセンター アイクル
佐賀県佐賀市新栄西2丁目6-10
ショップ

0952-25-3570

ネッツトヨタ佐賀株式会社 本店

佐賀県佐賀市新栄西2丁目6-7

0952-25-3551

株式会社佐賀マツダ 城北店

佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1172-5

0952-31-5181 0952-31-5194

整商佐賀/ガレージフクチ

佐賀県佐賀市嘉瀬町十五1344-1

0952-24-6944 0952-24-6945

三和自動車

佐賀県佐賀市久保泉町下和泉3107-8

0952-98-0744

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

なかくぼ自動車電機

佐賀県佐賀市鍋島1丁目4-25

0952-32-2966

株式会社JAオート佐賀 オートパルさが

佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3037-3

0952-22-2714 0952-22-2785

セルフ兵庫

佐賀県佐賀市兵庫北6-10-7

0952-36-8020

有限会社オートナカヤマ

佐賀県佐賀市東佐賀町5-11

0952-23-6465 0952-23-6414

株式会社江頭モータース

佐賀県三養基郡みやき町大字寄人312-9

0942-96-2262

株式会社佐賀マツダ 鹿島店

佐賀県鹿島市大字常広103-1

0954-62-5145 0954-62-5146

有限会社オートサービスワタナベ

佐賀県小城市三日月町織島3176-1

0952-72-8687 0952-72-8688

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

株式会社佐賀マツダ 小城店

佐賀県小城市小城町畑田2626-3

0952-72-4161 0952-72-4163

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

小城オート

佐賀県小城市小城町畑田2165

0952-73-2560 0952-73-4047

株式会社JAオート佐賀 オートパルかんざき

佐賀県神埼市神埼町本堀2346

0952-51-1523 0952-51-1565

株式会社JAオート佐賀 オートパルたく

佐賀県多久市東多久町別府3656-5

0952-71-2111 0952-71-2144

株式会社佐賀マツダ 鳥栖店

佐賀県鳥栖市元町川原1295-1

0942-83-2686 0942-83-2830

ネッツトヨタ佐賀株式会社 鳥栖店

佐賀県鳥栖市村田町字一本松835-6

0942-83-9880

セルフカーケア布津原SS

佐賀県鳥栖市養父町字布津原49-1

0942-81-1346

株式会社 山口産業

佐賀県唐津市浜玉町横田下872

0955-56-6433

株式会社佐賀マツダ 唐津店

佐賀県唐津市和多田大土井6-60

0955-72-8111 0955-72-8142

有限会社富士オート

佐賀県唐津市久里637-1

0955-70-3232

有限会社ボディペイントヨシダ

佐賀県唐津市鏡4592-1

0955-77-2883

株式会社JAオート佐賀 オートパルからつ

佐賀県唐津市山本748-4

0955-78-1138 0955-78-1139

株式会社JAオート佐賀 オートパルうわば

佐賀県唐津市鎮西町岩野75-1

0955-82-4400 0955-82-4540

ネッツトヨタ佐賀株式会社 唐津店

佐賀県唐津市和多田大土井9-23

0955-73-8333

株式会社佐賀マツダ 武雄店

佐賀県武雄市朝日町大字甘久451-1

0954-23-2141 0954-23-2146

株式会社JAオート佐賀 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 0954-23-5123

ネッツトヨタ佐賀株式会社 武雄店

佐賀県武雄市武雄町大字昭和20-1

0954-23-4181

長崎県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

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

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

株式会社井上自動車

長崎県雲仙市南串山町丙1910-2

0957-88-2221

ネッツトヨタ長崎株式会社 プライムスクエア大村店

長崎県大村市富の原1丁目1553‐1

0957-53‐6138 0957-53‐6140

有限会社 江良鈑金整備工場

長崎県佐世保市白岳町166-16

0956-31-0957

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

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

ネッツトヨタ長崎株式会社 フレンドリィプラザ佐世保
長崎県佐世保市日宇町2841-1
店

0956-32‐2525 0956‐32‐2562

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 0956-46-0723

株式会社長崎マツダ 本社

長崎県佐世保市大和町943-1

0956-33-1515 0956-32-7778

株式会社長崎マツダ 佐世店

長崎県佐世保市大和町943-1

0956-33-1516 0956-32-7779

有限会社 S・Kカーサポート

長崎県佐世保市広田4丁目5-14

0956-27-5252

有限会社 ウエストモーター

長崎県佐世保市指方町2103-3

0956-58-6255 0956-58-6256

RISE

長崎県松浦市志佐町浦免907-7

0956-72-0877

ネッツトヨタ長崎株式会社 ネッツマリン時津店

長崎県西彼杵郡時津町浦郷304‐1

095-882‐7700 095-882‐1600

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

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

池田モータース

長崎県大村市皆同町149-1

0957-55-7771

株式会社長崎マツダ 大村店

長崎県大村市松並2-1220-1

0957-53-1106 0957-53-1147

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

Motor Logic PROMOTE

長崎県長崎市多以良町2116-6

095-850-1342 095-850-1349

株式会社長崎マツダ 長崎店

長崎県長崎市本河内3丁目21-52

095-827-1515 095-827-1135

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

ネッツトヨタ長崎株式会社 ベイサイド南山手店

長崎県長崎市小曽根町5‐16

095-823‐6800 095-823‐6810

ネッツトヨタ長崎株式会社

長崎県長崎市出島町12-13

095-823-8020

ネッツトヨタ長崎株式会社 スマイルネッツ城栄店

長崎県長崎市城栄町7-9

095-846‐1814 095-846‐1188

ネッツトヨタ長崎株式会社 東長崎店

長崎県長崎市田中町387-1

095-839‐1020 095-830‐2981

有限会社 吉光

長崎県島原市高島2丁目7219

0957-62-4301

株式会社長崎マツダ 島原店

長崎県島原市北門町1319-1

0957-62-6131 0957-62-6133

林兼自動車工業

長崎県島原市大手原町2130-49

0957-63-5770

ネッツトヨタ長崎株式会社 島原前浜店

長崎県島原市前浜町丙118‐1

0957-63‐0450 0957‐63‐0596

松山自動車

長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1775-1

0957-47-0931

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

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

株式会社 吉田自動車

長崎県平戸市岩の上町207-1

0950-26-0123 0950-26-0124

有限会社 アクティブワン

長崎県諫早市永昌町11-12

0957-25-6269 0957-25-6277

株式会社長崎マツダ 諫早店

長崎県諫早市久山町2190-1

0957-26-4394 0957-26-4390

ネッツトヨタ長崎株式会社 ネッツパーク諫早店

長崎県諫早市小船越町252‐1

0957-22‐5791 0957-22‐5716

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 0957-42-3310

熊本県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

ユナイテッドトヨタ熊本株式会社 カローラ熊本 阿蘇
熊本県阿蘇市黒川137-1
店

0967-34-2211

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4377-7

0967-22-1984

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 0964-43-4277

有限会社 石田オートサービス

熊本県宇土市北段原町185-1

0964-22-3990 0964-22-0731

有限会社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

株式会社 イズミ車体製作所

熊本県菊池郡大津町大字岩坂3258-4

096-279-1333 096-279-1334

九州産交オートサービス株式会社 大津整備工場

熊本県菊池郡大津町吹田1098

096-293-0585

有限会社 東京部品

熊本県菊池市隈府501-1

0968-25-3101

株式会社あさぎり自動車

熊本県球磨郡あさぎり町上西134-2

0966-45-4087

カーショップ安田

熊本県球磨郡錦町大字一武1471-5

0966-38-1388

グランドスラム マニアックドリーム店

熊本県玉名市岱明町開田 411

0968-57-4567 0968-57-4569

ジェームス玉名店

熊本県玉名市築地138-3

0968-77-2017 0968-74-5300

九州産交オートサービス株式会社 玉名整備工場

熊本県玉名市岱明町西照寺968-1

0968-57-1980

有限会社 タイヤショップ栗崎

熊本県玉名市大倉1379-1

0968-74-1063

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 096-275-7030

株式会社 コクピットF-1 江津

熊本県熊本市東区江津2丁目28-23

096-366-7100 096-366-7193

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 096-388-1042

コクピットF-1

熊本県熊本市東区新南部4-7-37

096-387-2400 096-387-5770

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

九州産交オートサービス株式会社

熊本県熊本市西区上代4丁目13-34

096-359-7595 096-359-4071

九州産交オートサービス株式会社 熊本整備工場

熊本県熊本市西区上代4丁目13-34

096-359-7333

九州産交オートサービス株式会社 すまいる館西回
熊本県熊本市西区上代4丁目14-10
りバイパス店

096-359-7313

ジェームス東ﾊﾞｲﾊﾟｽ店

熊本県熊本市東区西原 2-1-10

096-340-0111 096-340-0115

ジェームス川尻店

熊本県熊本市南区野田 3-6-10

096-211-7117 096-211-7150

國際油化株式会社 オブリステーション城山給油所

熊本県熊本市西区城山下代2-6-1

096-329-2155. 096-329-1021

株式会社イデックスリテール熊本 カーケア小山SS

熊本県熊本市東区小山4丁目6-126

096-292-8506 096-292-8507

有限会社マイカーランド熊本

熊本県熊本市東区小山4丁目3−23

096-380-6126

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 096-351-3700

有限会社 ユナイト

熊本県熊本市南区出仲間9丁目5-32

096-334-1117 096-334-1118

九州産交オートサービス株式会社 すまいる館光の
熊本県熊本市北区弓削4丁目9-7
森店

096-215-8055

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

096-245-4980

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

株式会社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

九州産交オートサービス株式会社 すまいる館清水
熊本県熊本市北区飛田2丁目12-30
バイパス店

096-312-5133

有限会社谷口自動車

熊本県熊本市北区飛田3丁目2-18

096-343-1788 096-344-0415

有限会社 水前寺タイヤ商会

熊本県合志市幾久富1726-4

096-248-7676 096-248-7677

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

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

有限会社宮本車輌工作所

熊本県上益城郡御船町大字辺田見890

096-282-0031

有限会社荒田石油

熊本県上天草市龍ヶ岳町樋島421-3

0969-62-1517

九州産交オートサービス株式会社 人吉整備工場

熊本県人吉市願成寺町1411-11

0966-22-4181

オートボックス

熊本県人吉市北泉田町224-2

0966-22-7756

溝上モータース

熊本県天草郡苓北町坂瀬川3782

0969-37-1211 0969-37-0856

株式会社ジェイ・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 0969-23-6689

株式会社フタバ 本渡営業所

熊本県天草市川原町22-20

0969-27-7100

九州産交オートサービス株式会社 天草整備工場

熊本県天草市北浜町2600-1

0969-22-5245

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 0965-35-1292

有限会社 ロータスハシモト

熊本県八代市海士江町2568-1

0965-33-3080

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 0965-33-5657

九州産交オートサービス株式会社 すまいる館八代
熊本県八代市高下西町1474
工業高校前店

0965-37-8110

九州産交オートサービス株式会社 八代整備工場

熊本県八代市新地町9-3

0965-32-4731

株式会社 カーライフ

熊本県八代市田中西町15-25

0965-33-2355 0965-33-2398

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

大分県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

株式会社 ロータス伊藤

大分県宇佐市安心院町折敷田74-5

0978-44-0019

有限会社夢工場 宇佐店

大分県宇佐市南敷田727-1

0978-34-6677 0978-34-6688

株式会社宇野モータース

大分県杵築市山香町大字倉成130-2

0977-75-0256 0977-75-1195

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

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

有限会社 酒井商店

大分県国東市安岐町塩屋313-7

0978-67-1281 0978-67-2727

カーショップTAMADA

大分県国東市武蔵町糸原2611-1

0978-68-1361

タカオート

大分県佐伯市9029-19

0972-23-1213 0972-23-5180

タイヤガーデンハラタ

大分県佐伯市中の島1丁目5776-2

0972-24-0345 0972-24-0345

合同会社三ヶ尻電装

大分県大分市金谷迫824-4

090-7155-9292 097-549-6006

ピレリーゴロー

大分県大分市大字津守70-1

097-569-7272

タイヤショップ日豊

大分県大分市大字森町537-1

097-527-6710

株式会社 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 097-586-5049

有限会社 八幡車輌

大分県大分市下八幡3組

097-532-7994 097-532-7996

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

クロスガレージ

大分県大分市日吉町7-2

097-552-5113 097-552-5113

有限会社 ゼロツー

大分県大分市種具79-1

097-524-7077 097-524-7078

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 097-507-0071

有限会社八幡自動車工業

大分県大分市横瀬400-1

097-542-3388 097-542-1150

有限会社ドリームライン

大分県大分市下判田2315-1

097-597-5666 097-597-2357

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

東海自動車工業有限会社

大分県大分市花高松3丁目8-7

097-551-2555

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 097-535-9111

ジェームス下郡店

大分県大分市大字下郡 3474-5

097-554-3180 097-554-3181

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 097-521-0770

株式会社府内自動車

大分県大分市大字寒田753

097-569-3605

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

SJKオートサービス

大分県大分市東浜1-12-3

097-552-2299

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 097-547-7788

イエローハット 南大分店

大分県大分市豊饒2丁目4-1

097-544-6454

有限会社 森電装

大分県竹田市大字拝田原458-1

0974-63-0222 0974-63-0228

有限会社山本自動車

大分県中津市大字東浜953-1

0979-23-0072

モータースポーツショップ ジョイント

大分県津久見市大字津久見浦3825-18

097-282-8769

有限会社 タックス日田

大分県日田市上城内町401-2

0973-24-0003

ネッツトヨタ大分株式会社 日田店

大分県日田市若宮町419-1

0973-23-1174 0973-23-1175

有限会社 カードクター・フカミ

大分県日田市大字友田10-1

0973-23-6072 0973-23-9359

株式会社 勝木モータース

大分県別府市石垣西9丁目6-14

0977-23-7377 0977-23-9466

有限会社ダイヤ自動車

大分県別府市亀川浜田3-9

0977-66-0930

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

カードック小川口

大分県別府市石垣東3-2-50

097-722-9296

有限会社東和交通工業所

大分県別府市石垣東3丁目7-4

0977-23-5341 0977-23-8824

ネッツトヨタ大分株式会社 別府店

大分県別府市石垣東10丁目7-2

0977-24-7373

有限会社 大塚自動車

大分県豊後高田市玉津198

0978-22-1306 0978-22-2982

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 097-582-2237

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 0977-84-4938

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 0977-84-2177

有限会社 マツムラ

大分県由布市挾間町挾間277-1

097-583-2148

有限会社 長井モータース

大分県由布市挾間町挾間字前750-2

097-583-0106

宮崎県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

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 0982-22-3699

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 0982-34-4703

株式会社 田上バッテリー電装社

宮崎県延岡市川原崎町353-1

0982-34-3200 0980-34-3201

株式会社神田自動車

宮崎県延岡市浜砂2丁目119-9

0982-33-5310

有限会社山﨑自動車

宮崎県延岡市別府町3824

0982-35- 6158

有限会社小田自動車

宮崎県延岡市別府町4279

0982-33-4847 0982-33-4860

有限会社 カーステージ

宮崎県延岡市別府町4283

0982-32-1933 0982-32-1937

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619-1

0982-33-6004

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

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 0985-82-0869

イエローハット 南宮崎店

宮崎県宮崎市中村西3-4-14

0985-52-8100 0985-52-8300

有限会社 小村自動車サービス

宮崎県宮崎市大字恒久1031

0985-51-2829 0985-51-2870

株式会社日産サティオ宮崎

宮崎県宮崎市大塚町横立1362

0985-54-2323

株式会社宮崎デンソー

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛1078-1

0985-24-1322

有限会社 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

株式会社 GARAGE-T

宮崎県宮崎市青島西2丁目11-6

0985-73-9963

マツダオートザム宮崎中央 小倉自動車販売有限会
宮崎県宮崎市大橋3-14
社

0985-29-5100

有限会社 岡村オートセンター

宮崎県宮崎市大字島之内7186-1

0985-39-5272

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

有限会社MACコーポレーション 大橋モータース

宮崎県宮崎市大塚町横立1451-1

0985-47-5252

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

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

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

有限会社安藤自動車整備工場

宮崎県児湯郡川南町大字川南19755-2

0983-27-0727

有限会社アキスミ自動車

宮崎県児湯郡川南町大字川南19834-1

0983-27-2342

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 0983-23-0141

有限会社黒木自動車

宮崎県児湯郡都農町大字川北4585

0983-25-0226

カーコーティング専門店 魂

宮崎県小林市堤2230-3

0984-47-1046

株式会社日産サティオ宮崎 小林店サービス工場

宮崎県小林市堤3050-2

0984-22-4184

有限会社ブリヂストン 吉薗タイヤセンター

宮崎県小林市真方437-27

0984-23-2833

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

有限会社都城・デンソー

宮崎県都城市下川東4丁目26-11

0986-23-5071

ニシムタ 五十市店

宮崎県都城市五十町2375-5

0986-57-6233

有限会社天神ホンダ

宮崎県都城市高城町桜木158-2

0986-58-5155

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 0986-53-2259

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

有限会社栄輪モータース

宮崎県都城市上町15-14

0986-24-0321

有限会社 猪ヶ倉自動車デンソー

宮崎県都城市都北町4854

0986-38-5655

有限会社 橋口バッテリー

宮崎県都城市都北町5435

0986-38-2585

株式会社太豊自動車

宮崎県都城市都北町7387

0986-38-2377 0986-38-5805

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9322-1

0982-63-1567 0982-63-1886

株式会社オートマック

宮崎県東臼杵郡門川町南町3丁目29-2

0982-63-7773

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

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

有限会社 橋口電装

宮崎県日向市大字財光寺1439-1

0982-54-0557

吉岡商事 株式会社

宮崎県日向市大字財光寺946-2

0982-53-8455

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 0982-50-0501

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 0982-54-8740

栄興自動車販売有限会社

宮崎県日向市大字財光寺539-1

0982-53-5039 0982-53-7557

ナガモトガレージ

宮崎県日南市大字下方181-1

0987-67-6938

イマムラ車販

宮崎県北諸県郡三股町稗田40-1

0986-52-2326 0986-52-2500

鹿児島県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

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 0996-33-0767

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 0995-66-4109

ホンダカーズ鹿児島北 加冶木店

鹿児島県姶良市加治木町木田2095-1

0995-63-4545 0995-63-4589

イエローハット姶良帖佐店

鹿児島県姶良市東餠田1801-1

0995-40-6222 0995-40-6233

株式会社カードックMATSUMOTO

鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2353-112

0997-46-2954 0997-46-4028

有限会社牧瀬自動車

鹿児島県熊毛郡中種子町野間4193

0997-27-0344

有限会社ひらかわ 平川自動車整備工場

鹿児島県熊毛郡中種子町野間5297-23

0997-27-2600

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

有限会社新門モータース

鹿児島県薩摩川内市中郷町5574−1

0996-22-5713

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 0996-21-1814

浜田自動車

鹿児島県指宿市山川岡児ケ水205

0993-35-0976

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

鹿児島ヨコハマタイヤ株式会社 鹿屋営業所

鹿児島県鹿屋市寿8丁目16-5

0994-43-3006

有限会社 西牧自動車

鹿児島県鹿屋市祓川町4217

0994-44-6298 0994-44-7880

有限会社オートテック フルカワカーランド店

鹿児島県鹿児島市卸本町5-3

099-268-0015 099-299-0051

エヌシティ ニシムタ 谷山店

鹿児島県鹿児島市卸本町5-35

099-268-1500

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 099-253-7882

鹿児島トヨタ自動車株式会社 谷山店

鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目1-43

0992-61-4151 0992-61-4145

有限会社 ツヴェック

鹿児島県鹿児島市天保山町4-12

099-255-6630

株式会社マルエイ自動車 鹿児島店

鹿児島県鹿児島市東開町5-17

099-263-6577

リペアニーズ鹿児島 有限会社 AUTO TIRES

鹿児島県鹿児島市中山町2165-1

099-260-6497 099-260-6496

有限会社 マックス

鹿児島県鹿児島市山田町2943-1

099-208-7777 099-208-5566

株式会社アクセス 鹿児島営業所

鹿児島県鹿児島市 東開町3-11

099-263-6600

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丁目18-5

099-813-8511 099-813-8501

有限会社新日本自動車

鹿児島県鹿児島市伊敷町4689

099-218-3123

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12-20

099-214-4500

上村石油ガス株式会社 坂ノ上給油所

鹿児島県鹿児島市下福元町6987

099-261-5656

KYオート株式会社

鹿児島県鹿児島市下福元町6815-5

099-261-1373

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

株式会社 正光自動車部品商会

鹿児島県鹿児島市新栄町2-18

099-252-1147

上村石油ガス株式会社 田上給油所

鹿児島県鹿児島市田上8丁目5-1

099-281-0222

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 099-260-5556

カーコンビニ俱楽部 アンカール

鹿児島県鹿児島市南栄6丁目2-3

099-262-0002

上村石油ガス株式会社 鹿児島工業団地給油所

鹿児島県鹿児島市南栄6丁目2-3

099-262-0001

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丁目2-3

099-262-0002

株式会社 フルカワ

鹿児島県鹿児島市南栄6丁目1-8

099-266-2222

株式会社ニシムタ

鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目10-1

099-255-1111

江口自動車工業

鹿児島県出水市黄金町779

0996-63-2216

有限会社吉田自動車建機産業

鹿児島県出水市平和町1355-1

0996-62-2026 0996-62-2091

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 0996-68-1023

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

有限会社大園電機

鹿児島県出水市緑町12-20

0996-62-0755

原口自動車

鹿児島県曽於郡大崎町永吉8215-2

099-476-1170

財部デンソー

鹿児島県曽於市財部町下財部318-1

0986-72-0748 0986-72-3532

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

有限会社 オート・エス

鹿児島県南さつま市加世田武田17980

0993-53-3875 0993-53-3859

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

オニキス枕崎

鹿児島県枕崎市桜山東町601

0993-73-5705

オニキス枕崎

鹿児島県枕崎市桜山東町601

0993-73-2828

有限会社 コクピット国分

鹿児島県霧島市国分野口北1-1

0995-45-5959

オートガレージMIYAHARA

鹿児島県霧島市隼人町内2268-6

0995-73-4798

有限会社 オートクラフトひめぎ

鹿児島県霧島市隼人町姫城2丁目65

0995-44-7208 0995-44-7173

吉川オートサービス

鹿児島県西之表市西之表6254-1

0997-23-6789 0997-23-6790

株式会社杉自動車商会

鹿児島県西之表市西之表7424-7

0997-22-0173

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 099-296-3504

沖縄県
仕入/取付会社

住所

TEL

FAX

有限会社 OICHEL

沖縄県浦添市経塚184-1

098-874-0230 098-874-2001

有限会社仲モータース

沖縄県浦添市字沢岻1336-1

098-878-1140 098-877-7804

Stark （シュターク） 株式会社 エム・エス・シュター
ク

沖縄県浦添市城間3-5-1

098-876-6283 098-875-4873

AUTO KEN

沖縄県宜野湾市我如古4-2-5

098-917-4532 098-917-4532

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

タイヤランド沖縄

沖縄県宜野湾市大山1-1-15

098-898-5732 098-898-5733

GARAGE RARA

沖縄県宜野湾市大山6-1-16

098-927-1958

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 0980-72-0084

有限会社 宇根自動車

沖縄県国頭郡本部町字東456-1

0980-47-3672 0980-47-2494

合同会社仲田自動車

沖縄県国頭郡金武町字金武10461-2

098-968-2131

有限会社仲オートサービス

沖縄県国頭郡金武町字金武7965-2

098-968-5112

今帰仁自動車整備工場

沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根303

0980-56-2443

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

照屋モータース

沖縄県糸満市字照屋591-2

098-994-2745

新垣鈑金工場

沖縄県糸満市西崎2丁目27-13

098-994-0673

陸運総合 株式会社

沖縄県石垣市字登野城1395-2

0980-82-8333

仲嶺自動車整備工場

沖縄県石垣市真栄里448-1

098-083-1639 098-083-1392

タイヤガーデン石垣

沖縄県石垣市登野城655-12

0980-82-2240

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 098-946-4871

有限会社照屋自動車

沖縄県中頭郡中城村字伊集161

098-895-5110

Stark （ベイエリアシュターク） 株式会社 エム・エ
ス・シュターク

沖縄県中頭郡北谷町美浜3-5-10

098-926-1088 098-926-2088

株式会社禅自動車サービス

沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1162-1

098-889-8810

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

合資会社一日ばしモータース

沖縄県島尻郡八重瀬町字大頓1161−1

098-998-7777 098-998-4343

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 098-998-8603

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

株式会社くみき

沖縄県島尻郡与那原町字上与那原439

098-945-3511

有限会社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

ボディーショップRIN

沖縄県南城市大里字稲嶺704-16

098-988-0772

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 098-945-3204

嘉手苅モータース

沖縄県豊見城市字我那覇434-1

098-856-4590

株式会社 東部自動車

沖縄県豊見城市字根差部724

098-850-0773

株式会社 ドドンパ車店

沖縄県豊見城市字名嘉地218-3

098-996-1222 098-840-5959

有限会社伊良波モータース

沖縄県豊見城市字与根118

098-850-3193

