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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）山口タイヤ
千代田電装工業（株） 永山サービスセンター
（株）ドーホク
永山自動車ボデー工業
（株）モリタエレテック
カーショップ田中
（株）丸金金田自動車
（有）今藤自動車整備工場
（有）佐々木電装店 ZEPT
（株）リヴァーヒップ 車のおさがし専門店 伊達店
松田自動車板金
（有）秩父別ホンダ
植村電機工業（株）浦河営業所
（有）後藤商会
X・FACTORY
（有）清光自販
ベストラン
（株）奥原商会 釧路営業所
ダイワ整備機工（株）恵庭工場
UNIVERSE札幌
SUV LAND札幌
シミズ産業（株）
ダイワ整備機工（株）
大同自動車工業（株）
シミズ産業（株） 白石営業所
東日本自動車タイヤ（株）北郷店
加茂川電装工業（株）
GRAGE-VIRUS
新日本タイヤ販売（株） 新琴似店
新日本タイヤ販売（株） 新川店
日免オートシステム（株）本社
新日本タイヤ販売（株） 屯田店
（株）大津山商店 室蘭支店
稲穂スズキ（株）スズキアリーナ小樽 本社
稲穂スズキ（株）スズキアリーナ小樽 銭函インター店
コクピット エイジ
オートショップサイトウ
（株）中島自動車
オフィスジークフリード
（株）ワンプ ZEROs
（株）奥原商会
（株）十勝ヂーゼル計器
ドリーム・エーティー（有）
（株）桜井電業所
（有）北美自工
川田自動車工業（株）
植村電機工業（株）苫小牧営業所
（株）大津山商店
あき山商会
（株）マルシェ・オート
スガノオート（株）
（有）橋本興業
植村電機工業（株）
（株）札幌タック自動車
（同）アンフィニ
（株）K-CRAFT
石川自動車工業（株）
千代田電装工業（株） 函館支店
（有）マークス カーボーイ北見店
（有）ズーム
（株）原田自動車工業

所在地
北海道旭川市6条通19丁目
北海道旭川市永山２条9-1
北海道旭川市永山２条9-1-49
北海道旭川市永山3条14丁目3番3号
北海道旭川市花咲町6丁目
北海道旭川市東光7条8-3-15
北海道旭川市末広東1条6-1-8
北海道伊達市山下町147番地
北海道伊達市長和町664
北海道伊達市長和町664-4
北海道伊達市北黄金町93
北海道雨竜郡秩父別町2条1
北海道浦河郡浦河町堺町西1-2-10
北海道河西郡芽室町東芽室北1線8番地
北海道岩内郡共和町南幌似7-4
北海道釧路郡釧路町別保原野南25線52番地18
北海道釧路市愛国西1-10-11
北海道釧路市新栄町14-10
北海道恵庭市戸磯573-22
北海道札幌市清田区清田二条2丁目5番1号
北海道札幌市清田区美しが丘1条7丁目6番10号
北海道札幌市西区24軒２条7-2-25
北海道札幌市東区東苗穂2条3-3-55
北海道札幌市東区本町1条10丁目1-5
北海道札幌市白石区中央2条4-8-20
北海道札幌市白石区北郷3条14丁目1-36
北海道札幌市白石区本通15丁目南3-18
北海道札幌市北区篠路町拓北31
北海道札幌市北区新川700番の4
北海道札幌市北区新川711-3
北海道札幌市北区東茨戸1条1丁目8-5
北海道札幌市北区屯田7条3-10-20
北海道室蘭市寿町3-23-7
北海道小樽市塩谷1丁目25番15号
北海道小樽市桂岡町1番8号
北海道小樽市勝納町9番10号
北海道上川郡和寒町字三笠103
北海道深川市稲穂町2-9-18
北海道千歳市北栄2-23-1
北海道帯広市西17条南1丁目17-10
北海道帯広市西20条北1-3-30
北海道帯広市西20条北2丁目26-10
北海道帯広市西二十条南3-53-22
北海道稚内市大黒5-6-16
北海道中川郡美深町南町30番地
北海道登別市幌別町7-22-1
北海道苫小牧市あけぼの町1-1-5
北海道苫小牧市三光町2-3-3
北海道苫小牧市字錦岡150-1
北海道苫小牧市拓勇東町3丁目1番3号
北海道苫小牧市柳町1丁目5-15
北海道日高郡新ひだか町三石本桐217-3
北海道日高郡新ひだか町静内末広町1-1-14
北海道白石区川下4条3丁目4-15
北海道函館市桔梗3丁目16-4
北海道函館市港町1丁目24番1号
北海道函館市西桔梗町854-7
北海道函館市西桔梗町862-12
北海道北見市小泉419番地14
北海道北見市大正140番10
北海道北見市端野町3区63-1
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電話番号
0166-31-7256
0166-48-4235
0166-48-2106
0166-48-1709
0166-51-0514
0166-33-7745
0166-51-9911
0142-23-2338
0142-23-5356
0142-21-5311
0142-24-2728
0164-33-4603
0146-22-2597
0155-62-5934
090-2074-5857
0154-64-5311
0154-37-4957
0154-23-9421
0123-32-3333
011-887-9880
011-884-4907
011-644-8191
011-783-7887
011-783-7575
011-815-2740
011-875-3151
011-350-5820
011-790-1484
011-769-2510
011-764-2510
011-772-1019
011-774-2510
0143-44-0071
0134-26-0800
0134-61-2880
0134-24-1700
0165-32-4166
0164-22-6222
0123-40-1222
0155-66-4664
0155-33-3421
0155-41-7631
0155-36-7711
0162-23-3611
01656-2-1435
0143-85-2268
0144-55-8701
0144-32-7151
0144-84-8101
0144-55-1118
0144-55-4188
0146-34-2001
0146-42-1321
011-874-1155
090-1524-7568
0138-84-1984
0138-49-8000
0138-48-9100
0157-61-0919
0157-66-5033
0157-56-3131
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
所在地
北見コウベ電池（株）
北海道北見市東相内町165-9
（株）ワイルドディア（ビッグラン札幌）
北海道北広島市西の里北3-3-59
真マイカー
北海道紋別郡遠軽町東町3丁目4
（株）余市自動車工業 本社
北海道余市郡余市町大川町16-5
（株）CAR LIFE
北海道余市郡余市町沢町416番地
（有）小田桐電装
青森県むつ市大南町1-6
（有）千葉電装工業所
青森県五所川原市広田字柳沼60-7
ウェルカーズ
青森県弘前市大字堅田字神田475-1
伊藤忠エネクスホームライフ東北（株） タコちゃん整備工場 青森県弘前市大字津賀野字浅田670-1
BigRum弘前
青森県弘前市大字門外3丁目15-15
（有）沢モータース
青森県黒石市大字温湯字竹原2-1
（有）泉バッテリー
青森県黒石市北美町2-21
上北電機商会
青森県十和田市大字相坂字小林51-3
今自動車（株）
青森県青森市石江114-7
青森ユアサ電池販売（株）
青森県青森市大字石江字江渡11-5
（有）丸和自動車サービスセンター
青森県青森市南佃1-18-2
Free style
青森県青森市妙見2丁目4-25
（株）七洋 セルフ類家
青森県八戸市類家5-10-2
（株）オートランド
青森県北津軽郡板柳町横沢字宮元144-1
（株）ヨコサワ自動車工業
岩手県一関市東山町長坂字柴宿108-5
（有）長坂ホンダ
岩手県一関市東山町長坂字町210
（有）遠野カーセンター
岩手県遠野市松崎町白岩18-35-22
（有）丸谷自動車センター
岩手県奥州市水沢区真城字大檀1番地
佐藤電機工業（株）
岩手県盛岡市南仙北2-24-10
（株）橋爪自動車商会
岩手県大船渡市大船渡町字地の森30-5
（株）交通電機商事
岩手県滝沢市鵜飼上高柳64
（有）オートショップウェンズディ
岩手県滝沢市鵜飼樋の口60-1
（有）丸畑モータース 本店
岩手県北上市上江釣子1地割172-3
（有）スガリンモータース
宮城県栗原市栗駒稲屋敷大鳥東側77
（有）後藤技研
宮城県栗原市若柳字川北並柳5-6
朝日自動車工業
宮城県栗原市瀬峰下藤沢90-9
佐々木オート
宮城県栗原市築館字下宮野中田133
信和電機工業
宮城県栗原市築館字照越松長根8-2
ネクステージ仙南柴田店
宮城県柴田郡柴田町東船迫一丁目5
ミカド電機工業（株）
宮城県若林区六丁の目元町1-7
MAX POINT
宮城県石巻市大街道南1-1-15
阿部勝自動車工業（株）
宮城県石巻市中浦1丁目2-27
（有）パール自動車
宮城県仙台市宮城野区蒲生1-12
タイヤワールド館ベスト仙台本店
宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-5
（有）プレゼンツ
宮城県仙台市宮城野区扇町3-1-10
丸幸自動車工業（株）
宮城県仙台市宮城野区扇町3-8-28
三共自動車販売（株） 仙台Car Top店
宮城県仙台市若林区六丁目字細谷36-3
（株）ジェー・シー・エー サンデー愛子店JCAカーサービス 宮城県仙台市青葉区栗生7-13-1
タイヤワールド館ベスト栗生店
宮城県仙台市青葉区落合4-1-1
UNIVERSE仙台泉
宮城県仙台市泉区七北田字大沢柏68番地6
タイヤ館いずみ
宮城県仙台市泉区松森字斎兵衛2-16
ネクステージ仙台泉店
宮城県仙台市泉区松森太子堂18番1
タイヤワールド館ベスト泉八乙女店
宮城県仙台市泉区上谷刈1-6-1
（株） スタイル
宮城県仙台市太白区鹿野1-7-24
タイヤワールド館ベスト西多賀店
宮城県仙台市太白区泉崎2-23-17
タイヤワールド館ベスト多賀城店
宮城県多賀城市八幡1-1-5
（有）古川電装
宮城県大崎市古川稲葉字新堀69-4
フジ電装
宮城県大崎市古川中里1-12-5
タイヤワールド館ベスト古川店
宮城県大崎市古川穂波3-1-31
（有）迫電装
宮城県登米市中田町石森字本町72-3
（株）佐藤モータース
宮城県登米市米山町中津山字清水62-1
（株）八木自動車
宮城県登米市豊里町川前150-102
（有）マルニ興業
宮城県登米市豊里町東待井下36-2
ネクステージ名取店
宮城県名取市植松字入生205番
（有）高橋ボデー
宮城県名取市飯野坂3-4-64
佐藤電機工業（株）
宮城県名取市堀内字梅28-6
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電話番号
0157-36-3655
011-375-3349
0158-49-2222
0135-23-4123
0135-21-4877
0175-22-2931
0173-35-4095
0172-38-0333
0172-31-3366
0172-88-7122
017-254-8600
0172-52-2721
0176-23-1162
017-781-5121
017-781-5346
017-741-0670
017-772-2687
0178-44-7740
0172-73-2207
0191-47-2505
0191-47-2132
0198-62-7869
019-724-1147
019-636-0574
0192-27-7227
019-687-1561
019-684-3750
0197-77-2813
0228-45-2473
0228-32-6497
0228-38-3259
0228-24-7533
0228-22-5899
0224-56-4907
022-286-1227
022-594-6855
0225-94-1125
022-258-5106
022-231-4114
022-783-8602
022-232-5619
022-287-4190
080-4106-7041
022-796-6411
022-371-4907
022-371-0520
022-375-4907
022-773-2811
022-304-4201
022-398-3801
022-366-7811
0229-23-7616
0229-25-3010
0229-25-4611
0220-34-3677
0220-55-2724
0225-76-1227
0225-98-5153
022-383-4907
022-384-1309
0223-22-2019
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）玉田自動車商会
（株）クロサキ自動車
（有）旭星自動車
（有）IMCサービス
川崎電機工業（株）
カースミスクライマックス
（有）石和田自動車
渡仲自動車工業（株）
（株）イズム イズムモーター
秋北電機工業（株）
カーショップわかまつ
カーコンシェル車楽
（株）山形部品 大曲営業所
（有）栄光物産
大和輪業商会
（株）清水自動車
（有）山内自動車商会
M HOUSE
（有）東幸自動車 ロータス東幸
（株）阿部モーター商会
（株）八幡自動車商会 山形店
（株）ニッコウ電機商会
旭自動車（株）
（有）サンレイ自動車
（株）カーショップ源
（有）大山ボデー
（有）ロッソ
（有）東陽自動車
（有）渡辺モータース
（有）入間モータース
（株）山南自動車
（有）鈴木自動車板金工作所
ABLE
（株）アートテック
（有）カーサービススズキ
車屋COPIN
（有）会津電装
（有）北会津自動車
三共自動車販売（株） 郡山中央安売り館
大久自動車販売（株） 郡山支店
すがの自動車整備
（有）小平電機商会
（有）ケーズコーポレーション
荒井自動車（株） 駒ケ嶺工場
（株）菊地モータース
（株）ハヤシ ダイハツ相馬
（株）クルマのわかつき 本店
（株）原町日通自動車修理工場
（株）石畑自動車
（有）福野電装
（有）吉倉電装
（有）朝日電装機器
（株）ブリヂストンリテール福島 コクピット西部
（株）齋藤電機
（株）常陸自動車
中嶋自動車工業（株） つくば店
さわやかオートサービス（株）
（有）折原自動車整備工場
オートサービス長谷川
鈴木自動車
（有）平井自動車

所在地
宮城県亘理郡亘理町逢隈蕨字大宮32-3
宮城県亘理郡亘理町長瀞30-1
秋田県横手市赤坂字城野岡42
秋田県横手市大森町上溝昼川26-4
秋田県秋田市外旭川字三千刈113-4
秋田県秋田市山手台2丁目5-1
秋田県秋田市新屋大川町19-81
秋田県秋田市土崎港西2丁目2番7号
秋田県秋田市土崎港相染町字家ノ下39番地4
秋田県大館市字沼館道上91
秋田県大館市片山町3-7-7
秋田県大館市有浦1丁目5-26
秋田県大曲市福田町19-29-4
秋田県大仙市川目字月山224
秋田県湯沢市横堀字小田中9-5
秋田県能代市浅内字鵜川堺1-3
秋田県能代市浅内字玉清水22-3
秋田県能代市浅内字赤沼14-1
秋田県由利本荘市二十六木字根木田23-3
秋田県雄勝郡羽後町田代字明通268-1
山形県山形市荒楯町1-3-3
山形県山形市南一番町11-28
山形県山形市南一番町1-36
山形県山形市南二番町8-35
山形県長井市日の出町4-20
山形県鶴岡市大山字上柳原23－１
山形県鶴岡市宝田2-9-56
山形県東根市温泉町3-6-5
山形県東村山郡中山町長崎4176-3
山形県東置賜郡高畠町大字高畠709-5
山形県南陽市池黒1142-7
山形県米沢市中田町557
福島県いわき市平塩字古川96-1-2
福島県伊達郡桑折町谷地荒屋敷38-3
福島県伊達市伏黒字八反田31-1
福島県会津若松市真宮新町北4丁目91
福島県会津若松市町北町大字始字中ノ明28-2
福島県会津若松市北会津町新在家字前田11-3
福島県郡山市香久池1-6-1
福島県郡山市字下亀田2-12
福島県須賀川市森宿字安積田175
福島県須賀川市大黒町284
福島県西白河郡西郷村羽太字原ノ前2
福島県相馬郡新地町駒ｹ嶺字狐作24-1
福島県相馬市塚ノ町1-15-1
福島県相馬市日下石字一北田507-1
福島県南相馬市原町区牛来字出口147-6
福島県南相馬市原町区錦町2-67
福島県二本松市石畑18-1
福島県二本松市油井字中田28
福島県福島市吉倉字八幡52-1
福島県福島市郷野目字東1-51
福島県福島市南中央34-2
福島県福島市入江町6-21
茨城県つくばみらい市山王新田1622-1
茨城県つくば市古来536-3
茨城県ひたちなか市勝倉3714-1
茨城県猿島郡境町1053
茨城県猿島郡境町2123
茨城県猿島郡境町61-10
茨城県猿島郡境町境町649-1
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電話番号
0223-34-5161
0223-34-1133
0182-36-1414
0182-56-4888
018-823-6477
080-1808-0744
018-828-3037
018-845-2636
018-845-2220
0186-49-2151
0186-43-3713
0186-59-4190
0187-63-1177
0187-62-5255
0183-52-2368
0185-54-3461
0185-52-4335
0185-53-2665
0184-25-8031
0183-67-2124
0120-987-702
023-641-6661
023-631-9366
023-632-3071
0238-88-5536
0235-33-4321
023-524-0998
0237-42-0233
023-662-5459
0238-52-0338
0238-45-2222
0238-37-3007
0246-25-6686
024-597-7370
024-583-5158
0242-93-5525
0242-24-1537
0242-56-3315
024-931-1190
024-922-0350
0248-87-0614
0248-73-2842
0248-25-5727
0244-62-3131
0244-35-4623
0244-26-4190
0244-24-6301
0244-24-3111
0243-23-3020
0243-23-6479
024-546-5829
024-546-6736
024-533-4500
024-535-0226
0297-58-0253
029-857-8211
029-273-8088
0280-87-0818
0280-87-1283
0280-87-0357
0280-87-0833
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
Body Shop BRILLIANT
（有）共和自動車
小島モータース
レベルフィールド（株） 境スズキ販売
（有）大石自動車工業所
（有）高橋鈑金整備
（有）長浦自動車工業
（有）小坂自動車
高谷自動車
末吉自動車電機（有）
大日方自動車（株）
（有）ダンロップ本店
羽部自動車整備工場
（株）三和トヨペット
（株）共栄自動車商会
（有）代田自動車
関東礦油（株）セルフ古河
関自動車工業所
関東礦油（株）セルフ丘里
オートランドカタクラ
（株）コーヨー KBCオート
（有）寺崎商会
（有）ミナミ
（有）栃木自動車整備工場
（有）富士自動車
ワイズガレージ
（有）張替モータース
（有）坂戸サンオート
（株）アイオート
（株）ナオイオート
山崎自動車工業
林自動車商会
（有）渡辺自動車
（株）山鉄
（有）小鶴自動車電池
加藤自動車工業（有）
（株）丸徳商会 水戸営業所
（有）アイオート
東神電池工業（株）
（株）モバイルテック茨城
中央自動車販売（株） 飯島サービス工場
ハヤセ自動車工業
（株） 源
（株）イサカ電装サービス
（有）大庭自動車
関本鈑金塗装工場
（有）川原代自動車電機工業所
（有）山田自動車商会
（株）成岐
（株）トーワオート
三友機器工業（株）
（有）オートミックス
（株）スズキ宇都宮販売 コバック宇都宮岡本店
ネクステージ宇都宮店
（有）J-Blue
（有）テヅカ自動車
（有）神山自動車 スズキアリーナ高根沢
井上自動車
（有）高山石油 セルフ佐野赤坂町SS
関東電装（株）
斎藤自動車（株）

所在地
茨城県猿島郡境町若林541
茨城県猿島郡境町染谷191-1
茨城県猿島郡境町百戸839-1
茨城県猿島郡境町伏木1320-21
茨城県下妻市下妻乙1259
茨城県下妻市別府1135−2
茨城県牛久市さくら台1-77-4
茨城県牛久市福田町2060-2
茨城県結城郡八千代町若871
茨城県結城郡八千代町菅谷475-2
茨城県結城市結城4330-1
茨城県結城市北南茂呂1245-1
茨城県古河市磯部1968
茨城県古河市下山町8-4
茨城県古河市下大野1516-3
茨城県古河市下辺見1422
茨城県古河市下辺見2997
茨城県古河市関戸1785-2
茨城県古河市関戸1790-105
茨城県古河市高野1168-1
茨城県古河市高野713-3
茨城県古河市東4丁目16番15号
茨城県古河市東山田678-24
茨城県古河市尾崎1144
茨城県古河市本町4-16-21
茨城県坂東市沓掛1531-2
茨城県坂東市沓掛1574-1
茨城県桜川市西飯岡396
茨城県鹿嶋市佐田1323-1
茨城県取手市桑原680-1
茨城県常総市蔵持619－2
茨城県神栖市須田2400-2
茨城県神栖市太田3545
茨城県神栖市知手139-1
茨城県水戸市笠原町1826-8
茨城県水戸市吉沢町352-11
茨城県水戸市吉沢町36-2
茨城県水戸市見和2-489-1
茨城県水戸市城東1-4-4
茨城県筑西市横島223-5
茨城県筑西市飯島36-1
茨城県筑西市樋口1343
茨城県土浦市虫掛3477
茨城県土浦市並木4-4647-1
茨城県鉾田市鳥栖1324-1
茨城県北茨城市関本町関本上342-1
茨城県竜ヶ崎市南中島町57-5
栃木県さくら市狹間田2860-1
栃木県宇都宮市下砥上町639-1
栃木県宇都宮市宮の内1丁目172番地3
栃木県宇都宮市今宮4-1-11
栃木県宇都宮市川田町881番地4
栃木県宇都宮市中岡本町451-1
栃木県宇都宮市平出町3718番地1
栃木県宇都宮市宝木本町2078-7
栃木県塩谷郡塩谷町大宮908
栃木県塩谷郡高根沢町平田1859-1
栃木県下野市柴353-14
栃木県佐野市赤坂町983-8
栃木県佐野市浅沼町7-1
栃木県鹿沼市上殿町937
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電話番号
0280-86-7616
0280-87-3862
0280-87-7234
0280-81-1339
0296-44-3011
0296-43-0019
029-872-2921
029-873-4156
0296-48-0260
0296-48-0268
0296-33-4101
0296-35-2211
0280-92-1010
0280-32-5733
0280-92-5416
0280-31-2123
0280-33-2200
0280-98-3205
0280-98-5555
0280-92-0366
0280-91-1133
0280-31-3578
0280-76-1021
0280-76-0131
0280-32-5496
0297-44-3554
0297-44-2251
0296-76-1148
0299-83-4612
0297-71-5111
0297-42-4769
0479-46-7020
0479-46-3754
0299-96-0905
029-241-5915
029-247-6199
029-247-8155
029-253-3443
029-224-6172
0296-24-0048
0296-28-0235
0296-24-6774
029-896-8402
0298-22-7259
0291-36-8615
0293-46-2032
0297-66-2766
028-682-3796
028-659-6008
028-655-1561
028-645-1887
028-634-7545
028-611-1589
028-689-4907
028-678-3336
0287-46-0120
028-676-0278
0285-44-1200
0283-25-8331
0283-24-3080
028-962-3082

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
所在地
柳田自動車整備工場
栃木県小山市宮本町2-3-14
（有）美田自動車整備工場
栃木県小山市大行寺995-55
知久自動車商会
栃木県小山市南飯田269-3
（株）テクノコシダ 足利支店
栃木県足利市有楽町842
（有）増山自動車整備工場
栃木県栃木市西方町元287−1
（有）篠原自動車整備工場
栃木県栃木市惣社町3606番地
（株）別井商店
栃木県栃木市大宮町1579-1
（有）都賀自動車
栃木県栃木市都賀町家中5466
（有）高谷自工
栃木県栃木市柳橋町15-16
石井自動車
栃木県那須烏山市下境2258-1
日藤自動車工業（有）
栃木県那須塩原市越堀118-1
（有）相馬自動車商工
栃木県那須塩原市共墾社104
（有）井上電機商会
栃木県那須塩原市三島1-20
（株）ジェイ・ピー オートギャラリー ダイリン
栃木県那須塩原市新南163-115
（有）斎藤自動車
栃木県那須郡那珂川町健武1525-1
福栄自動車
栃木県日光市荊沢599-19
（有）高山石油 あざみ給油所
群馬県みどり市笠懸町阿左美336-1
荒川自動車
群馬県みどり市笠懸町鹿19-1
ロコ・マリン
群馬県みどり市笠懸町鹿2532-8
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
光和自動車興業（有）
群馬県安中市安中3丁目19番31号
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフ安中SS
群馬県安中市岩井2444-1
（株） 北米屋 ツールデポ
群馬県伊勢崎市間野谷町482-1
関東礦油（株）セルフ宮子
群馬県伊勢崎市宮子町1834-3
（有）宮沢モータース
群馬県伊勢崎市境萩原1800
（有）高山石油 セルフ伊勢崎境給油所
群馬県伊勢崎市境百々249
（有）鈴木自動車工業
群馬県伊勢崎市上植木本町2635-1
ＢＰ．フジミ
群馬県伊勢崎市赤堀今井町2-1342-1
Good Field（株） auto shop Good Field
群馬県伊勢崎市堤下町74−2
セキチュー伊勢崎茂呂店
群馬県伊勢崎市南千木町2272-1
ネクステージ伊勢崎店
群馬県伊勢崎市美茂呂町4026-3
亀井自動車
群馬県伊勢崎市野町54
（有）高田自動車
群馬県甘楽郡甘楽町白倉678
（有）三田自動車販売
群馬県館林市富士原町936-3
（有）神光オート
群馬県吾妻郡中之条町大字市城104-1
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフ原町バイパス店 群馬県吾妻郡東吾妻町原町702-1
三共自動車販売（株） 高崎安売り館
群馬県高崎市下小塙町305
関東礦油（株）セルフ吉井中央
群馬県高崎市吉井町下長根321-7
（有）神宮自動車
群馬県高崎市吉井町下長根65番地1
（株）堀越モータース
群馬県高崎市吉井町長根1746-1
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフステーション高崎京群馬県高崎市京目町1640-1
群馬電装（株）
群馬県高崎市江木町117
（株）ヨコタ
群馬県高崎市柴崎町816-3
赤尾商事（株）
群馬県高崎市上佐野町282-1
（株）ジョーシン・シャックス
群馬県高崎市上佐野町701
関東礦油（株）高崎正観寺
群馬県高崎市正観寺町770-1
関東礦油（株）ドリームプラザ高崎
群馬県高崎市倉賀野町186-4
関東礦油（株）倉賀野車検センター
群馬県高崎市倉賀野町2439
関東礦油（株）セルフ倉賀野バイパス
群馬県高崎市倉賀野町2466
高橋自動車商会
群馬県高崎市中里見町1749-8
関東礦油（株）セルフ八幡
群馬県高崎市八幡町1059番地
オートウェイ高崎店
群馬県高崎市飯塚町3-1
群馬電機（株）
群馬県高崎市問屋町西1-5-2
（株）群馬オートテクノサービス
群馬県高崎市問屋町西1-5-2
関東礦油（株）セルフ高前バイパス
群馬県高崎市問屋町西2-4-9
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフ矢中
群馬県高崎市矢中町556-1
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフ玉村
群馬県佐波郡玉村町下新田289
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフステーション渋川 群馬県渋川市行幸田字壱町312-1
（有）渋川マツダ
群馬県渋川市渋川1617-2
（有）昌立
群馬県沼田市横塚町1020-1
セキチュー沼田恩田店
群馬県沼田市恩田町254
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電話番号
0285-22-0279
0285-23-2261
0285-45-6728
0284-41-2012
0282-92-2229
028-227-5655
0282-27-1748
0282-27-0111
0282-24-3535
0287-84-0583
0287-63-5672
0287-62-0608
0287-36-0410
0287-36-6011
0287-92-2554
0288-22-6372
0277-76-2446
0277-77-1632
027-776-6503
0277-70-1711
027-382-1248
027-380-5581
0270-27-4005
0270-24-9585
0270-74-0207
0270-75-4511
0270-24-1720
0270-63-2833
0270-75-1962
0270-50-8313
0270-22-4907
0270-62-2529
0274-74-4854
0276-72-4428
0279-75-5959
0279-70-2300
027-343-4190
027-387-3265
027-387-2267
027-387-3176
027-388-9911
027-323-3622
027-350-1120
0276-25-8359
027-325-0489
027-387-0800
027-346-2463
027-346-5001
027-347-0002
027-344-0879
027-360-4700
027-363-8211
027-361-1577
0279-23-0280
027-370-2550
027-320-2010
0270-65-1481
0279-26-9040
0279-22-0812
0278-24-5235
0278-30-3144
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）大栄自動車
関東礦油（株）セルフ大利根
（有）上越モータース スバルショップ前橋インター
（株）タックス本部前橋店
関東礦油（株）セルフ駒形
（有）オブチオート
Ace Auto Service
高浦産業（株）
関東礦油（株）セルフ大胡
関東礦油（株）セルフ問屋町
大沢モーター
（有）高山石油 太田熊野町SS
（株）オートセールス龍
（有）高山石油 太田新田SS
（株）金谷自動車工業
（株）ジェー・シー・エー ビバホーム藪塚店
（有）高山石油 太田大原SS
ガレージ天竜
（有）高山石油 122号バイパス店
（有）高山石油 宝泉給油所
（有）高山石油 太田中央給油所
（有）高山石油 太田別所SS
（株）オートセールス龍 アートスマイル車検センター
（有）藤岡電機商会
（有）飯島自動車
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフ藤岡
（株）中山自動車整備工場
オートウェイ富岡バイパス店
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフ吉岡
（株）SS清水モータース
内田自動車整備工場
（有）今泉自動車整備工場
（有）松本自動車
（有）松澤自動車整備工場
金子自動車
（有）高山石油 邑楽町給油所
（有）新治自動車販売
月夜野オート（有）
（有）山本自動車工業
（有）新治オート
（有）片品自動車
（有）コジマガレージ
（有）メタルクラフト
（有）棚橋自動車整備工場
（株）星野モータース
（有）金井モータース
（有）岩槻鑛油
（有）キクチ自動車修理工場
（有）大谷自動車
（有）山本モ-タ-ス
（有）オートサービスコヤマ
（株）久下自動車整備工場
（株）ホンダプリモ大宮西
（有）安全電機商会
中嶋自動車工業（株） 大宮店
（有）ガレージマックス
茂木電機（株）
（有）秋本自動車工業
（株）守屋モータース
（有）バイクショップ 赤トンボ
一般社団法人全国総合福祉車両協議会

所在地
群馬県沼田市利根町大原1523
群馬県前橋市下新田町233-2
群馬県前橋市元総社町92-4
群馬県前橋市荒牧町1-39-3
群馬県前橋市小屋原町972-13
群馬県前橋市上沖町253-1
群馬県前橋市上細井町1006-2
群馬県前橋市石倉町5-14-16
群馬県前橋市茂木町114-3
群馬県前橋市問屋町2-1-3
群馬県太田市下田島町1006-1
群馬県太田市熊野町19-6
群馬県太田市小舞木町282
群馬県太田市新田大町625-1
群馬県太田市西新町103-4
群馬県太田市大原町1110
群馬県太田市大原町2256-16
群馬県太田市鳥山中町828
群馬県太田市東金井町1078-1
群馬県太田市藤阿久町616-1
群馬県太田市飯塚町1630-1
群馬県太田市別所町316-1
群馬県太田市末広町1227-4
群馬県藤岡市小林399
群馬県藤岡市藤岡1733-14
群馬県藤岡市藤岡2448-1
群馬県富岡市下黒岩628-1
群馬県富岡市富岡2318
群馬県北群馬郡吉岡町大久保812-1
群馬県北群馬郡榛東村広馬場1670-1
群馬県邑楽郡千代田町下中森261-5
群馬県邑楽郡千代田町新福寺738
群馬県邑楽郡千代田町舞木121
群馬県邑楽郡千代田町舞木44-2
群馬県邑楽郡千代田町福島435
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3519-1
群馬県利根郡みなかみ町羽場939-3
群馬県利根郡みなかみ町真庭474-1
群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉575-1
群馬県利根郡みなかみ町布施106-4
群馬県利根郡片品村大字鎌田4280
埼玉県さいたま市岩槻区掛301番地
埼玉県さいたま市岩槻区小溝766-1
埼玉県さいたま市岩槻区大字掛561
埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田446番地6
埼玉県さいたま市岩槻区仲町1-5-4
埼玉県さいたま市岩槻区飯塚1004番地
埼玉県さいたま市岩槻区府内4-1-55
埼玉県さいたま市見沼区大谷1369
埼玉県さいたま市見沼区東大宮6-28-1
埼玉県さいたま市桜区中島3丁目13番19号
埼玉県さいたま市西区西大宮4丁目18番7
埼玉県さいたま市西区大字西遊馬1338
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-428
埼玉県さいたま市大宮区三橋2-701
埼玉県さいたま市中央区円阿弥6丁目4番14号
埼玉県さいたま市中央区下落合3-18-8
埼玉県さいたま市南区辻4-19-4
埼玉県さいたま市南区南浦和2-7-5
埼玉県さいたま市南区文蔵3-36-11
埼玉県さいたま市北区宮原町3-294第1島村ビル201
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電話番号
0278-56-2218
027-251-5398
027-251-2926
027-231-4209
027-267-0980
027-235-5015
027-289-2717
027-251-7155
027-283-0011
027-253-2956
0276-55-3255
0276-22-3061
0276-48-5760
0276-57-5522
0276-31-0290
080-3390-4171
0277-78-6463
0276-60-5544
0276-22-2701
0276-32-2410
0276-45-3514
0276-32-0570
0276-38-2031
0274-22-0068
0274-22-0752
0274-40-2130
0274-62-0537
0274-64-5620
0279-30-5633
0279-54-3121
0276-86-2196
0276-86-3263
0276-86-3279
0276-86-2241
0276-86-8013
0276-88-5811
0278-64-1233
0278-62-1166
0278-64-0614
0278-64-1243
0278-58-3168
048-756-2544
048-794-0665
048-757-7291
048-798-2085
048-756-0211
048-798-2881
048-798-2305
048-686-3696
048-684-8303
048-859-4416
048-622-4028
048-624-3170
048-644-0711
048-644-5023
048-853-9691
048-853-1314
048-861-6264
048-882-4514
048-864-2137
048-796-7503

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）エム・アイ・サポート埼玉 Car Get's
（有）内田モーター
中嶋自動車工業（株） ふじみ野店
（有）奥住モータース
CAR MAKE truth
（有）羽生自動車センター
カーライフイワサキ
（有）布川オートサービス
猪山モータース
（有）羽生電機商会
（株）小川自動車
（有）津布久自動車
細田自動車
中嶋自動車工業（株） 越谷店
オートアクセル
グッドスピード
（株）カーズシンエイ
（株）ツーアンドフォーオートサービス
（株）アイエヌジー
（有）青木モーター整備工場
（有）白石自動車
（有）長島モータース
毎日自動車販売（株）
（株）ニュー加須
（有）平和自動車工業
（有）山岸自動車整備工場
（有）ナビック
（株）ホンダカーズ久喜 本社
（株）ホンダカーズ久喜 久喜店
（有）荒井自動車商会
（有）四ツ釜自動車整備工場
カーサービス喜多 狭山工場
（株）粕谷自動車
（株）石井自動車
（有）ロッカーズ
大森自動車整備工場
（有）オートサービス・ワタナベ
（株）エムイーエス
（有）原島オートサービス
内山自動車工業（株）
昭和オートサービス（株）
田口自動車整備工場
新井自動車整備工場
（有）関東自動車整備工場
（有）萩原商店
（有）後藤商会
（有）金子電装工業所
髙橋モータース
向陽自動車工業（有）
（有）安達自動車
吉野オートサービス
（有）三協自動車整備工場
UNIVERSE埼玉戸田店
（有）内田電機工業
（有）峯岸自動車
（株）関東自動車サービス
（株）ホンダカーズ久喜 幸手店
（株）セサミ
（株）丸徳商会 行田営業所
Nexus Auto ネクサスオート
佐藤自動車

所在地
埼玉県さいたま市北区別所町61-6
埼玉県ふじみ野市市沢1丁目11番37号
埼玉県ふじみ野市大井830-1
埼玉県ふじみ野市福岡3-5-23
埼玉県羽生市下新郷1924-2
埼玉県羽生市小松946-2
埼玉県羽生市上新郷6548番地1
埼玉県羽生市西4丁目25番地3
埼玉県羽生市大字三田ヶ谷1699番地1
埼玉県羽生市大字秀安字上郷436
埼玉県羽生市東5丁目6番9号
埼玉県越谷市蒲生1-7-12
埼玉県越谷市御殿町2-39
埼玉県越谷市神明町2-140
埼玉県越谷市大字大里450番地1
埼玉県越谷市大字南荻島522番地1
埼玉県越谷市大沢3265番地
埼玉県越谷市東越谷八丁目13番地1
埼玉県桶川市若宮2-27-3
埼玉県桶川市西2丁目10番26号
埼玉県桶川市倉田96
埼玉県桶川市北1-25-34
埼玉県加須市騎西13-1
埼玉県加須市志多見2235-1
埼玉県加須市北大桑1193
埼玉県加須市柳生2052
埼玉県吉川市大字中井11番地3
埼玉県久喜市久喜北1-10-17
埼玉県久喜市久喜北1-10-17
埼玉県久喜市菖蒲町三箇1426-1
埼玉県久喜市本町1-8-6
埼玉県狭山市下奥富517番地3
埼玉県狭山市狭山17番7号
埼玉県狭山市広瀬東1丁目19番21号
埼玉県狭山市笹井2丁目4番21号
埼玉県狭山市笹井3030-1
埼玉県狭山市大字下奥富1417番地の4
埼玉県狭山市大字水野441番地の5
埼玉県狭山市大字堀兼478-2
埼玉県狭山市入間川2-28-20
埼玉県狭山市北入曽685
埼玉県熊谷市押切2635-2
埼玉県熊谷市押切639-1
埼玉県熊谷市柿沼87番地2
埼玉県熊谷市久保島989番地1
埼玉県熊谷市佐谷田1207番地
埼玉県熊谷市佐谷田1702-3
埼玉県熊谷市曙町1丁目40番
埼玉県熊谷市小曽根641
埼玉県熊谷市上根23-1
埼玉県熊谷市上中条1437
埼玉県熊谷市上之570-8
埼玉県戸田市美女木1270-1
埼玉県戸田市美女木2-17-11
埼玉県戸田市美女木4-21-6
埼玉県戸田市美女木4丁目9番22号
埼玉県幸手市上高野1510-5
埼玉県幸手市大字下川崎19番地1
埼玉県行田市向町13-39
埼玉県行田市持田2252-2
埼玉県行田市持田2553-1
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電話番号
048-662-0344
049-264-7500
049-263-0008
049-262-2136
048-507-7435
048-561-3367
048-561-6893
048-561-0477
048-565-0604
048-561-0063
048-561-9581
048-986-3048
048-982-1010
048-965-0008
048-977-8854
048-973-0333
048-962-4154
048-962-4508
048-787-4175
048-771-1131
048-728-4016
048-771-0196
0480-73-5838
048-061-3087
0480-72-4996
0280-62-2320
048-951-0117
0480-31-7241
0480-21-1295
0480-85-9955
0480-21-0086
04-2937-5173
04-2952-3125
04-2952-2202
04-2954-6681
04-2952-5703
04-2954-6381
04-2957-2466
04-2957-5507
04-2952-7201
04-2958-6511
048-536-3013
048-536-3674
048-524-0806
048-532-3251
048-526-6566
048-522-1987
048-522-5035
048-521-5771
048-588-1937
048-524-4605
048-523-4567
048-422-4907
048-421-4223
048-421-3250
048-421-2591
0480-43-6811
0480-48-0034
048-556-1339
048-552-1091
048-553-7864

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）ダイエー自動車販売
（有）I･B･P
（有）岡田モータース
伊藤自動車整備工場
吉田自動車整備工場
田口自動車整備工場
（株）ときわモータース
江原モータース
土屋自動車工業
鈴木自動車工業（株）
（有）加藤自動車整備工場
（有）難波自動車
（有）沼尾モータース
（有）入西自動車
（有）ブレーブ
（有）石田自動車整備工場
（株）スーパーテック
（有）吉野自動車三郷営業所
（有）荒井自動車
（有）寄巻自動車
（株）中森オート
青山自動車整備工場
（株）シックスサービス
髙橋自動車（株）
（株）丸徳商会 本庄営業所
関東礦油（株）セルフ上里
（株）森村自動車
ラダーオート（有）
田中自動車塗装工業（有）
（株）アリム
（株）STELLA FACTORY
（株）エノモト EOS21小手指SS
（有）平田自動車整備工場
日興自動車（株）東所沢店
（株）グローバンネット 狭山ヶ丘店
（有）青木モータース 第二工場
エム・ケーワン
粕谷自動車（株）
（株）中山モーター
（有）大黒自動車整備工場
（有）カーマンテック
（有）セイコー自動車
（有）西上尾自動車整備工場
榎本自動車
（有）白山自動車 新座工場
（有）並木自動車整備工業
（有）石山自動車
赤城自動車工業（株）
（有）花園自動車工業
（株）丸徳商会
（株）丸徳商会 外商部
中嶋モータース
（有）アキオート
川本自動車工業
（有）門倉電機
（有）根岸モータース
オートガレージ ワイズ
（有）本田モータース
（有）佐藤自動車整備
（有）鈴木自動車商会
（株）テクノコシダ

所在地
埼玉県行田市若小玉1589-1
埼玉県行田市藤原町一丁目26番地3
埼玉県鴻巣市榎戸2丁目1番6号
埼玉県鴻巣市笠原1351番地1
埼玉県鴻巣市寺谷436-2
埼玉県鴻巣市天神2丁目1-42
埼玉県鴻巣市天神3-2-31
埼玉県鴻巣市登戸625番地5
埼玉県鴻巣市箕田157-1
埼玉県鴻巣市箕田30
埼玉県鴻巣市箕田3994-2
埼玉県坂戸市花影町6-5
埼玉県坂戸市千代田5丁目1番20号
埼玉県坂戸市大字善能寺254-8
埼玉県坂戸市大字北峰85
埼玉県坂戸市薬師町27-3
埼玉県三郷市栄4丁目347番地
埼玉県三郷市戸ヶ崎3-710-2
埼玉県三郷市高州2丁目386番地1
埼玉県三郷市鷹野5丁目402番地
埼玉県志木市幸町4-1-35
埼玉県志木市上宗岡3-8-45
埼玉県児玉郡上里町七本木2881
埼玉県児玉郡上里町七本木2913-2
埼玉県児玉郡上里町大字嘉美1175
埼玉県児玉郡上里町大字金久保258-1
埼玉県児玉郡上里町大字神保原町841-1
埼玉県児玉郡上里町長浜702番地1
埼玉県児玉郡神川町渡瀬570番地
埼玉県春日部市南中曽根849-6
埼玉県所沢市下安松794-2
埼玉県所沢市小手指町2-19-1
埼玉県所沢市大字神米金182
埼玉県所沢市大字南永井438番地の10
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘5丁目2718番地の2
埼玉県所沢市林1丁目326番地3
埼玉県上尾市泉台1-15-3
埼玉県上尾市大字壱丁目467番地
埼玉県上尾市大字原市3710
埼玉県上尾市大字原市984-6
埼玉県上尾市大字堤崎361番地
埼玉県上尾市中妻3-3-15
埼玉県上尾市中分1-15-3
埼玉県上尾市中分1-29-2
埼玉県新座市馬場4-3-49
埼玉県新座市野火止4-5-10
埼玉県新座市野火止7丁目10番66号
埼玉県深谷市原郷2113
埼玉県深谷市荒川1403
埼玉県深谷市国済寺500-3
埼玉県深谷市国済寺500-3
埼玉県深谷市黒田317-2
埼玉県深谷市折之口664
埼玉県深谷市長在家905番地1
埼玉県深谷市柏合540-1
埼玉県深谷市武蔵野1521-12
埼玉県深谷市武蔵野1976
埼玉県深谷市本田229番地1
埼玉県川越市熊野町1番地4
埼玉県川越市小仙波町2-9-1
埼玉県川越市新宿町2-19-10
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電話番号
048-553-3004
048-598-3521
048-549-2400
048-542-1111
048-596-3662
048-541-0070
048-541-0339
048-596-0745
048-596-3140
048-596-5581
048-596-3064
049-281-0809
049-283-2911
049-281-7281
049-281-1148
049-281-2336
048-953-5190
048-955-8888
048-956-1079
048-955-0714
048-473-0225
048-472-8328
0495-33-6000
0495-33-2048
0495-33-3135
0495-35-2388
0495-33-3181
0495-33-0091
0274-52-3361
048-761-5555
04-2941-6491
04-2929-1110
04-2942-0305
04-2944-4501
04-2968-7670
04-2938-1666
048-779-6705
048-781-2240
048-721-3327
048-721-4562
048-726-1132
048-775-6196
048-781-3094
048-781-2703
048-482-5633
048-478-3006
048-479-5484
048-571-2371
048-584-3865
048-571-3135
048-570-5511
048-584-1812
048-571-2727
048-583-2816
048-572-2968
048-584-0666
048-598-5521
048-583-3110
049-243-0039
049-222-1449
049-291-3113

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）松崎自動車
セーフティホンダ販売
（有）小嶋自動車工業
砂自動車電池工業
（有）バイパー
榎本自動車
杉浦自動車整備工場
東阿自動車興業（株）
（株）カーステーション西川越
（株）村田自動車
（株）ワークス スズキショップ川越的場
（株）ワークス 川越店
（株）あんりつ
（有）三鈴自動車工業
（有）高橋モータース
（有）ケイソン自動車
（有）赤井自動車
（株）カミネモータース
（有）鈴木自動車工業所
（有）竹下自動車整備工場
ネクステージ草加店
木島自動車
山崎自動車整備工場
峯岸自動車バイパス工場
DOUBLE
（株）昭通 ダイハツ秩父影森
（有）大杉自動車興業
（有）パワークラフト
（有）城南自動車工業所
原田自動車整備工場
（有）木崎バッテリー商会
（株）ワークス 鶴ヶ島店
（有）薄井鈑金スタジオ
（有）中島自動車
イースタンモーターサービス（株）
（有）野口自動車整備工場
松崎自動車整備工場
（株）岡田自動車整備工場
（株）丸徳商会 東松山営業所
福澤自動車
成田自動車販売
伊草自動車工業
CANUSCarFactory
（有）日高自動車
（有）大宮商会
さいとう自動車（株）
（株）イルマオートセンター
（有）ガレージゼロワン
（有）米沢オートサービス
（株）森モータース
（株）矢口モータース
中嶋自動車工業（株） 所沢店
寺清自動車（株）
サンエー自動車工業（有） コバック入間宮寺店
立川自動車（株）
（有）遠藤自動車
榎本自動車工業（株）
（有）井上自動車
（有）濱中自動車工場
三上自動車整備工場
大栄自動車整備工場

所在地
埼玉県川越市新宿町4-1-10
埼玉県川越市大字下広谷1103番地
埼玉県川越市大字吉田100番地
埼玉県川越市大字牛子483番地9
埼玉県川越市大字鯨井643-2
埼玉県川越市大字小中居1316-1
埼玉県川越市大字松郷1164番地2
埼玉県川越市大字上戸355-2
埼玉県川越市大字天沼新田322番地1
埼玉県川越市的場174-5
埼玉県川越市的場1792-1
埼玉県川越市府川23-4
埼玉県川口市原町4番36号
埼玉県川口市芝1丁目2番2号
埼玉県川口市芝下1丁目15番13号
埼玉県川口市上青木二丁目26番地3
埼玉県川口市赤井2丁目4番8号
埼玉県川口市前川2-36-15
埼玉県草加市新里町63-1
埼玉県草加市新里町858番地
埼玉県草加市西町895番地2
埼玉県大里郡寄居町桜沢2726番地1
埼玉県大里郡寄居町大字寄居374番地1
埼玉県大里郡寄居町大字桜沢20-15
埼玉県大里郡寄居町末野1314番地4
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4146
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野632
埼玉県秩父郡長瀞町大字岩田862番地1
埼玉県秩父郡長瀞町大字長瀞824-2
埼玉県秩父市蒔田2099番地2
埼玉県秩父市大字黒谷339-1
埼玉県鶴ヶ島市高倉1243-1
埼玉県鶴ヶ島市大字高倉1145番地3
埼玉県東松山市西本宿2254番地
埼玉県東松山市大字古凍564
埼玉県東松山市大字市ﾉ川748番地3
埼玉県東松山市大字新郷605-2
埼玉県東松山市大字西本宿2554番地1
埼玉県東松山市六反町15-1
埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀1035-4
埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀966番地1
埼玉県南埼玉郡宮代町中271-2
埼玉県南埼玉郡白岡町西4-12-5
埼玉県日高市高萩117-3
埼玉県日高市新堀446-2
埼玉県日高市大字旭ヶ丘210番地2
埼玉県日高市大字高萩1146番地1
埼玉県入間郡三芳町藤久保818-6
埼玉県入間市宮寺2846-1
埼玉県入間市宮寺3004-3
埼玉県入間市大字上谷ヶ貫504-1
埼玉県入間市東藤沢4-2-5
埼玉県入間市東藤沢三丁目6番11号
埼玉県入間市二本木1386-1
埼玉県入間市豊岡5丁目5-21
埼玉県白岡市篠津1863
埼玉県八潮市大字伊草360番地
埼玉県飯能市大字井上164番地1
埼玉県飯能市大字小瀬戸167番地3
埼玉県飯能市大字双柳925-3
埼玉県飯能市大字飯能762番地の1
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電話番号
049-242-4761
049-231-3171
049-232-1200
049-242-5212
049-239-1955
049-235-0807
049-224-1040
049-231-4086
049-232-2245
049-231-0842
049-239-0090
049-226-6099
048-242-0560
048-266-1577
048-265-9222
048-266-1791
048-284-8368
048-269-2190
048-925-9445
048-925-5005
048-928-4907
048-581-4378
048-581-1610
048-581-7099
048-581-7772
0494-25-0330
0494-75-0129
0494-66-1555
0494-66-1431
0494-25-1313
0494-22-4539
049-272-5560
049-279-5141
0493-34-4510
0493-23-8054
0493-23-1794
0493-24-2340
0493-34-3263
0493-23-3101
0480-34-5962
0480-53-3695
0480-34-2800
048-092-5519
042-989-0521
042-989-0162
042-985-3983
042-989-6633
049-274-5757
04-2934-1892
04-2934-2174
04-2936-1701
04-2962-0008
04-2963-1346
04-2936-7671
04-2962-2372
0480-92-2284
048-931-0439
042-978-2080
042-973-0208
042-972-6051
042-972-4832

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
飯能ニッサン自動車（有）
戸口自動車整備工場
（有）鈴木自動車整備工場
小林自動車整備工場
（株）カナイ金井自動車整備工場
（有）小川自動車工業
ツインズオート
（有）中村自動車整備工場
杉田自動車整備工場
（有）ニューモータース嵐山
新朝日モーター（株）
（有）旭自動車商会
（有）島田自動車
（有）第一モータース
オートショップ JOE CAR
（有）相馬モータース
内藤モータース
赤堀自動車
（株）KEEP
中嶋自動車工業（株） 春日部店
（有）室町モーターズ
S･A･Tオートサービス
（有）児玉自動車工業所
（有）三藤自動車工業
（株）小沢サイクル小沢自動車工場
関東礦油（株）本庄早稲田
埼玉化学塗装（株）
（株）ビーアイエー
（有）渡邉自動車工場
（有）初芝自動車綜合工業
（有）山口自動車工業
（有）吉田自動車
今関モータース
（株）八本自動車
（有）宮負自動車
アツミオートサービス
道願自動車工業所
加瀬自動車工業
（有）中川自動車
吉田自動車整備工場
（有）鋸南自動車整備工場
（株）カネコモータース
（有）石井自動車
（有）北川モータース
さくらタイヤサービス（T4B）
（有）新井自動車
（株）brave
東京車検整備（株）浦安工場
（株）フィールド
根本オートサービス
井上自動車整備工場
（有）富澤自動車サービスセンター
（有）飯田自動車
（株）タックス本部松戸店
（株）鴨川三平自動車
（株）佐々木
（株）タムラ
（有）三平商会 本社
（株）嶋田商会 本店
（株）嶋田商会
（有）市野モータース

所在地
埼玉県飯能市東町1番1号
埼玉県比企郡ときがわ町西平2237
埼玉県比企郡滑川町大字福田582-2
埼玉県比企郡吉見町大字荒子936-5
埼玉県比企郡吉見町中新井42-1
埼玉県比企郡小川町大字小川1187-2
埼玉県比企郡小川町大字小川526番地24
埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形1151-5
埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2025
埼玉県比企郡嵐山町大字平沢134番地2
埼玉県富士見市羽沢2丁目5番45号
埼玉県富士見市勝瀬1586-3
埼玉県富士見市上南畑1172番地1
埼玉県富士見市大字東大久保856-1
埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏4634番地4
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野219-3
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字椿631番地
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷610-5
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4668
埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷780-1
埼玉県北本市大字深井4丁目101番地
埼玉県本庄市児玉町共栄241番地
埼玉県本庄市児玉町金屋1257番地1
埼玉県本庄市児玉町児玉331-1
埼玉県本庄市千代田2丁目8番8号
埼玉県本庄市早稲田の杜1-10-3
埼玉県蕨市塚越1丁目8番地26号
千葉県いすみ市楽町626
千葉県いすみ市深堀765
千葉県いすみ市大原8955
千葉県いすみ市大原8978
千葉県いすみ市岬町中滝1564-5
千葉県旭市鎌数4364
千葉県旭市鎌数678
千葉県旭市後草1360
千葉県旭市後草697-1
千葉県旭市清和甲32
千葉県旭市椎名内1211
千葉県旭市萬歳1814
千葉県旭市萬歳759
千葉県安房郡鋸南町保田574
千葉県夷隅郡御宿町高山田2261-1
千葉県印西市小林1154-3
千葉県印西市瀬戸1448
千葉県印旛郡酒々井町篠山新田1-7
千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉7-2
千葉県印旛郡酒々井町本佐倉464-1
千葉県浦安市千鳥10-8
千葉県我孫子市若松94-1
千葉県我孫子市南新木1-25-28
千葉県我孫子市布佐2787
千葉県我孫子市布施2590-29
千葉県我孫子市布施2738-1
千葉県鎌ケ谷市初富373-1
千葉県鴨川市横渚1590-1
千葉県鴨川市花房141-1
千葉県鴨川市滑谷777番地
千葉県館山市安布里743
千葉県館山市市川名666
千葉県館山市川名666-2
千葉県館山市北条1945-1
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電話番号
042-972-3623
0493-67-0426
0493-56-2828
0493-54-2380
049-3541-720
0493-72-0258
0493-73-2025
0493-62-3025
0493-62-2876
0493-62-5533
049-251-6261
049-261-0061
049-251-1031
049-251-3911
048-951-3986
0480-34-6772
0480-38-0303
0480-34-9108
0480-36-1554
0480-34-0008
048-541-2403
0495-71-7688
0495-72-0126
0495-72-0445
0495-22-6520
0495-71-9600
048-443-9990
0470-86-2342
0470-62-1032
0470-62-1856
0470-62-1693
0470-87-3008
0479-62-2174
0479-62-3169
0479-55-2136
0479-55-3056
0479-68-2448
0479-75-4385
0479-68-2246
0479-68-2347
0470-55-1557
0470-68-6699
0476-97-3181
0476-98-2211
043-308-6111
043-496-0095
043-312-2321
047-305-4801
04-7189-8860
04-7188-5031
04-7189-3520
04-7184-3366
04-7181-8088
047-446-8555
04-7093-2621
04-7092-1237
04-7093-1121
0470-22-0911
0470-27-2553
0470-27-2553
0470-22-1264
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
AUTO STATION
（有）栄和自動車
安房運輸自動車工業（株）
（有）丸茂整備工業所
（株）オートウェーブ上総君津店
（有）勝又自動車
（有）平山自動車工業
（有）神崎オート商会
（株）堀越自動車
鈴木自動車整備工場
（有）有井自動車商会
（株）文山自動車
（有）小林自動車 本社
（株）大竹モーター
（有）昭和自工
（株）オートウェーブ佐原店
成徳自動車商会
さくらタイヤサービス
石上自動車
（有）印南自動車
（有）ヒット
土屋自動車
（有）南条自動車
（株）吉川自動車
桜田オートサービス
（有）渡辺自動車
町山自動車整備工場
（有）松尾商会 車検のコバック ロータスマツオ
山本自動車整備工場
丸正自動車（有）
（有）佐瀬鈑金
（株）斎藤自動車工業
小高鈑金塗装工業
（株）斎藤自動車工業 本店
（有）平野自動車
斉藤自動車整備工場
（有）東関自動車工業
（株）新昭カークリニック
（株）富士電機工業所
（有）浜田自動車整備工場
（有）三和自動車メンテナンス
（有）星井自動車
太陽自動車工業
オートプラザ西武
菱和エンタープライズ（株）
（株）ムトー自動車整備工場
三共自動車販売（株） 本社 ミニバン館
茂呂竹自動車
東邦自動車（株）
（株）松戸自動車車検場
小林モータース㈱
（有）山王モータース
及川モータース
（株）小川モータース
（有）山田自動車
（株）ツバキ自動車
スバル千葉東（株）
（有）イワモトオート
サコス（株）
（株）岩立モータース
千葉県自動車大学校

所在地
千葉県君津市外箕輪1-1-1
千葉県君津市糠田703-1
千葉県君津市中島字市行414-3
千葉県君津市中野1-9-13
千葉県君津市法木作1-11-1
千葉県香取郡多古町十余三321
千葉県香取郡多古町十余三364-56
千葉県香取郡多古町染井169-1
千葉県香取郡多古町大高1-849
千葉県香取郡多古町東輝13-6
千葉県香取郡多古町南玉造1614-3
千葉県香取市佐原ﾛ2122
千葉県香取市佐原ロ2127-19
千葉県香取市山之辺1463
千葉県香取市府馬3848-6
千葉県香取市与倉782-2
千葉県佐倉市臼井舟戸439
千葉県佐倉市城188
千葉県佐倉市西志津4-30-10
千葉県佐倉市石川641-1
千葉県佐倉市鏑木町476-9
千葉県山武郡横芝光町遠山273-1
千葉県山武郡横芝光町芝崎1083-1
千葉県山武郡芝山町小池1582-8
千葉県山武市五木田2450-7
千葉県山武市松尾町下之郷492
千葉県山武市松尾町五反田2811
千葉県山武市松尾町大堤462
千葉県山武市植草77-2
千葉県山武市成東1181
千葉県山武市白幡1873
千葉県山武市姫島111-1
千葉県山武市富田ト975
千葉県山武市本須賀973
千葉県四街道市吉岡1168-1
千葉県四街道市栗山854
千葉県四街道市鹿放ヶ丘176-4
千葉県四街道市鹿放ヶ丘285-41
千葉県四街道市物井598-30
千葉県市原市姉崎2059
千葉県市原市大坪211
千葉県市原市大廐1049-4
千葉県市原市八幡北町1ｰ8ｰ2
千葉県市原市八幡北町3ｰ8ｰ1
千葉県市原市立野18-1
千葉県市川市若宮3-49-13
千葉県市川市相之川2-7-18
千葉県市川市柏井町4-323-1
千葉県習志野市実籾2-41-26
千葉県松戸市串崎新田186-14
千葉県松戸市五香2-3-2
千葉県松戸市高塚新田492-8
千葉県松戸市常盤平柳町9-11
千葉県松戸市竹ヶ花148
千葉県松戸市中矢切362
千葉県松戸市馬橋1861
千葉県成田市所963-2
千葉県成田市青山381-7
千葉県成田市大栄十余三245-27
千葉県成田市並木町60-13
千葉県千葉県千葉市美浜区新港156
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電話番号
043-954-8854
0439-32-2498
0439-70-1237
0439-52-0136
0439-55-5811
0479-75-1122
0479-75-0021
0479-76-2819
0479-75-1300
0479-76-5013
0479-76-8744
0478-52-5128
0478-52-3997
0478-55-1521
0478-78-3811
0120-025-527
043-487-0722
043-486-4888
043-489-0014
043-486-7966
043-485-5262
0479-82-7551
0479-85-0662
0479-77-2125
0475-84-0258
0479-86-4777
0479-86-2544
0479-86-2133
0475-88-0684
0475-82-2078
0475-82-2686
0475-80-2345
0475-82-2278
0475-84-1359
043-239-0676
043-422-3113
043-424-5623
043-422-1514
043-423-2099
0436-61-1424
0436-36-3282
0436-74-1884
0436-41-0106
0436-43-1111
0436-66-1939
047-338-2233
047-359-1190
047-338-5618
047-472-6151
047-386-4661
047-387-0398
047-392-0580
047-386-3213
047-362-2234
047-363-0033
047-341-3411
0476-73-2030
0476-96-1065
0476-49-0172
0476-22-1523
043-247-0848
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）伊藤自動車
（株）オートウェーブ宮野木店
（有）石毛自動車工業
ジェー・オートサービス
SUV LAND千葉
（株）富士電機工業所 サービスセンター
（有）新生自動車工業
オートウェーブ千種サービスセンター
（有）野崎自動車整備工場
（有）フェニックスガレージ
（株）花島自動車
（株）セイロモータース京葉
クリエイティブアーツ
（有）吉川自動車工業
モービルスマイルプラザ若松SS
（株）永光自動車工業
（有）東千葉自動車
オートスタッフ
（株）エーゼットファクトリー
（有）本郷モータース
（有）木原自動車工業
京王自動車工業（株）
安全自動車工業（株）
タイヤ館 千葉
（有）中台商会
（有）中山モータース
（有）加藤自動車工業
アカイ自動車（株）
スバル千葉南（株）
（株）オートウェーブ浜野店
（株）森電機
ハセガワオートボディ
（有）エヌシーピー
（有）峯川モータース
オートガレージ
（有）秋山デンソー
AUTO REFINE
（株）栢田自動車
古家自動車
（有）石田商会
（有）中村自動車
（有）小髙モータース
（有）榎澤鈑金
佐京モータース
岡モータース
内田自動車
スバル千葉東（株）
（有）スズキオートサービス
（有）澤田自動車整備工場
石橋自動車工業
（有）滑川自動車
（有）カネト自動車
（有）光陽モータース
房総スズキ販売（有）
（有）吉野商会
（有）白潟モータース
大多和自動車
長嶋自動車（株）
フェニックステクニカルサービス
（有）田村工業
（株）吉田自動車整備工場

所在地
千葉県千葉県匝瑳市堀川3964
千葉県千葉市稲毛区宮野木町1850
千葉県千葉市稲毛区作草部町1255ｰ5
千葉県千葉市稲毛区長沼原町666
千葉県千葉市稲毛区長沼原町676
千葉県千葉市花見川区宇那谷町1501-7
千葉県千葉市花見川区三角町759
千葉県千葉市花見川区千種町285-1
千葉県千葉市花見川区千種町336ｰ3
千葉県千葉市花見川区犢橋町1621ｰ17
千葉県千葉市花見川区犢橋町1629ｰ5
千葉県千葉市若葉区愛生町156
千葉県千葉市若葉区加曽利町182-1
千葉県千葉市若葉区貝塚町828-1
千葉県千葉市若葉区若松町366
千葉県千葉市若葉区小倉町1301
千葉県千葉市若葉区小倉町890-1
千葉県千葉市若葉区大宮台7-7-16
千葉県千葉市若葉区大宮町2122-7
千葉県千葉市若葉区中野町755
千葉県千葉市若葉区野呂町738ｰ2
千葉県千葉市中央区塩田町664
千葉県千葉市中央区星久喜町153ｰ9
千葉県千葉市中央区星久喜町211-1
千葉県千葉市中央区星久喜町591
千葉県千葉市中央区星久喜町900ｰ13
千葉県千葉市中央区生実町929ｰ3
千葉県千葉市中央区赤井町756
千葉県千葉市中央区南町2-3-21
千葉県千葉市中央区浜野町1025-131
千葉県千葉市美浜区新港163
千葉県千葉市緑区富岡町13-6
千葉県千葉市緑区平山町1477
千葉県船橋市海神町南1-1440
千葉県船橋市金杉1-45-2
千葉県船橋市二和西3-12-12
千葉県船橋市八木が谷5-9-19
千葉県匝瑳市栢田5991
千葉県匝瑳市春海6959
千葉県大網白里市細草971
千葉県大網白里市上貝塚364
千葉県大網白里市富田2113
千葉県大網白里市木崎529
千葉県銚子市高田町2-727-2
千葉県銚子市榊町3530-10
千葉県銚子市桜井町348
千葉県銚子市四日市場町266-1
千葉県銚子市春日町828-1
千葉県銚子市小畑新町7788-3
千葉県銚子市新生町2-1-3
千葉県銚子市西小川町525
千葉県銚子市忍町1613
千葉県銚子市野尻町37
千葉県長生郡長生村七井土1530-1
千葉県長生郡白子町幸治3030-11
千葉県長生郡白子町幸治3133
千葉県長生郡白子町中里4719
千葉県長生郡白子町剃金2576
千葉県南房総市荒川42
千葉県南房総市千倉町北朝夷270-1
千葉県南房総市中552
12/61

電話番号
0479-67-2828
043-259-5211
043-287-3311
043-250-8188
043-259-4971
043-215-1022
043-259-3417
0120-924-553
043-257-2277
043-258-1523
043-259-6244
043-287-7741
080-8902-8283
043-231-2531
043-231-0140
043-231-8211
043-231-0036
043-310-7910
043-226-7711
043-228-2647
043-228-0620
043-265-1234
043-263-3903
043-266-9655
043-264-9091
043-261-5846
043-261-6920
043-263-9551
043-263-1811
043-305-1239
043-243-2898
043-291-0500
043-228-0001
047-435-1660
047-430-3563
047-449-3485
047-490-5850
0479-67-4088
0479-73-1022
0475-77-2127
0475-72-7507
0475-72-0266
0475-72-2700
0479-33-0151
0479-22-3744
0479-33-2066
0479-22-1010
0479-23-0476
0479-23-0838
0479-22-4715
0479-24-6501
0479-33-2166
0479-33-0574
0475-32-3553
0475-33-2541
0475-33-2094
0475-33-3281
0475-33-2099
0470-58-4094
0470-44-2101
0470-36-2262

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）太陽モータース
（有）下田自動車
（株）中島自動車整備工場
（有）オートワークスクボタ
三国産業商会（有）
（株）アオキオートサービス
（有）野上モータース
（有）東自動車整備工場
（有）光城自工
UNIVERSE千葉柏
（株）鏑木自動車
（株）ウサミオート
染谷自動車修理工場
（株）沼南モータース
（有）タイガ自動車
（株）オートウェーブ柏沼南店
アツシ自動車工業
（有）北総自動車総業
（有）結城自動車
八千代自動車工業（株）
（有）綿貫自動車サービス
（有）金谷モータース
（有）斉藤モータース
（有）石井自動車工業
（株）オートウェーブ富里店
（株）富士電機工業所 成田営業所
（有）石澤モータース
（株）いしい
ガレージ・オダカ
（有）ダイワ自動車
（有）木村モータース
グリーンフット茂原
喜久屋モータース
（株）サンアイク
（株）オートウェーブ茂原店
千葉石油（株）
（有）ボディーショップ麻生
（有）斉藤モータース
（株）ビッグワンオート
（株）石山
（有）イノエム自動車商会
（有）長谷川モータース
（有）冨士モータース
（株）坂自動車
SHINトータルサービス
古宇田自動車整備工場
（有）吉野自動車
（有）T&T
（株）愛宕自動車
（株）坂自動車
（有）小沢自動車修理工場
（有）小野村自動車
古谷商事（株）
（有）針ヶ谷モータース
はぶたに自動車診療所
（株）オートプロ協和
（有）新栄自動車
陽光自動車販売（株）
（株）松本自動車
（有）いわてモーター
（有）オートサービス三幸

所在地
千葉県南房総市府中356-7
千葉県南房総市和田町松田174-1
千葉県柏市旭町4-2-22
千葉県柏市花野井1708-4
千葉県柏市花野井712-12
千葉県柏市逆井1248-1
千葉県柏市光ヶ丘2-15-15
千葉県柏市高田1113
千葉県柏市根戸419-15
千葉県柏市正連寺431‐1
千葉県柏市西柏台2-2-1
千葉県柏市船戸2005
千葉県柏市大井1880
千葉県柏市藤ヶ谷544-7
千葉県柏市柏335-11
千葉県柏市風早1-6-7
千葉県八街市上砂49-15
千葉県八街市勢田620
千葉県八千代市大和田新田1092-9
千葉県八千代市大和田新田211
千葉県八千代市米本2436-45
千葉県富津市金谷2286
千葉県富津市望井243-1
千葉県富里市七栄103
千葉県富里市七栄525-31
千葉県富里市七栄555-3
千葉県富里市十倉307-1
千葉県富里市十倉526-503
千葉県茂原市御蔵芝1631-6
千葉県茂原市綱島883-5
千葉県茂原市高師65
千葉県茂原市高師894
千葉県茂原市国府関1513
千葉県茂原市渋谷912
千葉県茂原市北塚1226-1
千葉県茂原市茂原185
千葉県茂原市立木1610-5
千葉県茂原市六ツ野3660-2
千葉県木更津市高柳3194-1
千葉県木更津市太田1-1-1
千葉県木更津市太田2-12-13
千葉県木更津市東中央3-3-17
千葉県木更津市木更津2-17-14
千葉県野田市下三ヶ尾402-2
千葉県野田市吉春657-10
千葉県野田市山崎1142
千葉県野田市山崎1667
千葉県野田市七光台150-2
千葉県野田市清水77
千葉県野田市西三ヶ尾144-5
千葉県野田市中野台355
千葉県野田市中野台834
千葉県野田市中里3011
千葉県野田市尾崎1947-1
千葉県野田市平井字下奉目289
千葉県野田市木間ヶ瀬1838-3
千葉県野田市木間ヶ瀬3980-1
千葉県野田市木間ヶ瀬4714-1
千葉県野田市木間ヶ瀬482-5
千葉県野田市木間ヶ瀬4850-3
千葉県野田市木野崎1355
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電話番号
0470-36-2163
0470-47-2269
04-7143-3701
04-7132-1851
04-7131-5636
04-7173-4141
04-7172-0647
04-7143-7781
04-7131-7136
04-7137-4907
04-7152-4008
04-7128-5620
04-7191-5626
04-7191-6651
047-166-0865
04-7193-7011
043-445-4847
043-445-5607
047-450-3652
047-484-4500
047-488-2393
0439-69-2689
0439-67-0660
0476-93-0117
0476-91-1611
0476-91-2301
0476-93-0061
0476-94-1781
0475-36-2186
0475-23-3145
0475-24-2552
047-522-2237
0475-22-4081
0475-20-5333
0475-22-8211
0475-24-3181
0475-23-5129
0475-22-5141
0438-41-0001
0438-22-7231
0438-23-3217
0438-23-6000
0438-22-5255
04-7121-2288
047-125-3904
04-7122-4665
04-7123-3041
047-126-0590
04-7125-6711
047-124-2641
04-7122-3356
04-7122-2527
04-7129-6321
04-7129-6308
04-7137-7335
04-7138-6616
04-7198-1426
04-7198-4811
04-7198-0330
04-7198-4141
04-7138-0828

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
NKD自動車商会
（株）ガレージいくなみ
東新自動車
長谷川モータース
（有）フットライト
（有）宮田モータース
（株）太陽自動車工業
（株）サンエス自動車
流山自動車整備工場（有）
（有）初石自動車
（有）湯浅自動車
（有）小林自動車
サトウオートサービス
（有）岡野自動車
（有）石川モータース
（株）エイビーロード
オトクニ運輸（株）整備工場
落合自動車工場
（有）萩原自動車整備工場
ボート＆トレーラー プライド
（有）オートアロウ
（有）清風自動車
マルダイオート（株）
（有）石井自動車修理工場
（有）永田モータース
（有）松本自動車
玉野自動車
（株）車検館稲城店
（有）斉藤モータース
（有）高橋モータース
（株）浅見モータース
マイセルオート
（株）アクセルオート 羽村中央店
下田自動車
（株）ＮＥＸＴ ＳＴＡＧＥ
東京モータース（株）
（有）青木商会
（有）共栄モータース
（有）小林自動車
（株）シンセイ イーグル羽村
（有）伊澤自動車工業所
（有）長島自動車
（株）奥戸モータース
（有）カミムラモータース
東都運業（株）
（株）日栄自工
（有）巧安モータース
（有）アイエス自動車
（有）鈴木自動車
協和自動車（株）亀有工場
松本モータース
（有）吉野自動車
日本モータース（株）
（有）三鈴自動車
アルファ自動車（株）
立野モータース
（株）シフト
葛飾自動車サービス
葛飾自動車総合センター事業協同組合
荒井自動車工業（有）
大庫自動車整備工場

所在地
千葉県野田市木野崎2491-6
千葉県野田市目吹1650-7
千葉県野田市目吹2545-3
千葉県野田市目吹2552-12
千葉県流山市下花輪798
千葉県流山市後平井112-2
千葉県流山市西初石3-8-3
千葉県流山市前ヶ崎633
千葉県流山市大字木107-3
千葉県流山市大畔538-3
千葉県流山市美原1-161
東京都あきる野市引田386
東京都あきる野市山田531
東京都あきる野市秋川5-1-9
東京都あきる野市小川東1-21-31
東京都あきる野市小川東2-7-6
東京都あきる野市小中野192
東京都あきる野市小峰台28
東京都あきる野市菅生725
東京都あきる野市瀬戸岡427-1
東京都あきる野市二宮1409-1
東京都あきる野市留原750-3
東京都あきる野市渕上224
東京都稲城市大丸535-2
東京都稲城市東長沼1492
東京都稲城市東長沼2100-1
東京都稲城市百村1170
東京都稲城市百村1603-3
東京都稲城市矢野口3752
東京都稲城市矢野口958
東京都羽村市羽西3-5-16
東京都羽村市羽中3-8-5
東京都羽村市栄町2-21-8
東京都羽村市小作台1-25-3
東京都羽村市小作台4-3-3
東京都羽村市神明台2-10-2
東京都羽村市川崎4-3-10
東京都羽村市双葉町1-2-3
東京都羽村市富士見平1-8-27
東京都羽村市富士見平2-1-5
東京都葛飾区お花茶屋1-15-2
東京都葛飾区お花茶屋3-24-15
東京都葛飾区奥戸2-6-14
東京都葛飾区奥戸3-19-15
東京都葛飾区奥戸3-23-28
東京都葛飾区奥戸4-8-3
東京都葛飾区奥戸8-2-13
東京都葛飾区奥戸8-23-8
東京都葛飾区鎌倉4-1-4
東京都葛飾区亀有3-50-5
東京都葛飾区金町4-15-24
東京都葛飾区金町4-16-7
東京都葛飾区細田1-4-3
東京都葛飾区四つ木3-20-2
東京都葛飾区四つ木3-2-22
東京都葛飾区四つ木3-4-25
東京都葛飾区四つ木4-2-3
東京都葛飾区四つ木5-7-11
東京都葛飾区柴又2-14-5
東京都葛飾区柴又4-6-24
東京都葛飾区小菅3-19-8
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電話番号
04-7125-3767
04-7123-4101
04-7124-5181
04-7125-2721
047-159-7787
04-7158-1810
047-152-2903
04-7174-7347
04-7158-0860
04-7159-8813
04-7152-2689
042-558-7525
042-588-5377
042-558-2585
042-559-6552
042-559-2488
042-596-1641
042-596-1567
042-558-7609
042-510-2145
042-532-2622
042-596-3231
042-558-0202
042-378-1114
042-378-0701
042-378-1670
042-377-2323
042-378-2321
042-377-6404
042-377-3801
042-554-8651
042-554-2141
042-554-3900
042-554-6908
042-554-7020
042-554-6995
042-554-2146
042-554-4087
042-578-3009
042-555-1190
03-3604-5211
03-3690-2515
03-3692-2236
03-3692-6876
03-3696-4611
03-3696-5110
03-3692-8211
03-3693-0805
03-3659-6345
03-5650-5333
03-3600-3751
03-3600-3333
03-5693-8808
03-3697-6865
03-3695-9755
03-3693-7153
03-5698-0351
03-3697-2653
03-3600-2174
03-3658-9920
03-3602-5569
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）東和自動車商会
東柴自動車工業
（有）石橋自動車整備工場
亀山モータース
（有）山口善次モータース
東和自動車工業（株）
新井自動車
（有）武万
荒川自動車整備工場
シンマチ自動車
（有）協和自動車整備
（有）富士モータース商会
（有）野口自販サービス
三ツ矢物産（株）
井出自動車工業（有）
（有）堀切自動車工場
吉田自動車整備工場
（株）共和商事
（有）望月電装サービス
カケン自動車（株）
（有）日之出自動車
マルモ自動車商会
鈴木モータース
坂本自動車工業（株）
樽味モータース
（有）松村自動車商会
佐藤自動車修理工場
（株）HOKO
東部自動車整備事業協同組合
（有）須長モータース
小松川タクシー（株）
（株）車検館江戸川中央店
谷自動車（株）
（株）宮園福祉
（有）溝渕自動車修理工場江戸川工場
星野自動車（有）
返田自動車整備工場
京葉オートライフ（株）
（有）モリケンオート
ヒルズ・テクノプレイス
（株）エムダブリュエス
（有）横山モータース
熊谷自動車（株）
（有）ビーエムエス
高栄自動車工業（株）
鈴木自工（株）
森賛自動車（株）
（株）いながき
（有）田中自動車
岡本車輌（株）
（株）ボディサービスユキヤ
ツバキ自動車販売（株）
はい屋モーター（株）
リペアショップ大宮
石山自動車（株）
東新自動車
（有）鈴木自動車
（株）東邦モータース
（有）後藤自動車販売
エムケーオート（株）
大明自動車（株）

所在地
東京都葛飾区水元1-12-1
東京都葛飾区水元1-5-12
東京都葛飾区西亀有1-31-11
東京都葛飾区西新小岩4-23-1
東京都葛飾区西新小岩5-26-22
東京都葛飾区青戸4-4-2
東京都葛飾区東金町3-14-13
東京都葛飾区東四つ木4-47-1
東京都葛飾区東水元1-4-10
東京都葛飾区東水元5-3-1
東京都葛飾区東立石1-19-6
東京都葛飾区東立石2-3-16
東京都葛飾区東立石3-23-3
東京都葛飾区白鳥4-1-16
東京都葛飾区宝町1-16-5
東京都葛飾区堀切4-6-16
東京都葛飾区堀切6-9-13
東京都葛飾区堀切7-13-17
東京都葛飾区立石2-11-6
東京都葛飾区立石3-8-4
東京都葛飾区立石5-5-10
東京都江戸川区江戸川3-42-1
東京都江戸川区江戸川5-16-59
東京都江戸川区篠崎町6-13-21
東京都江戸川区春江町3-20-13
東京都江戸川区小松川3-7-5
東京都江戸川区松江2-39-8
東京都江戸川区松江4-3-14
東京都江戸川区松江6-9-2
東京都江戸川区松江7-1-21
東京都江戸川区松島1-32-20
東京都江戸川区松本1-34-12
東京都江戸川区西一之江2-8-15
東京都江戸川区西一之江4-13-20
東京都江戸川区西葛西2-13-3
東京都江戸川区大杉1-15-10
東京都江戸川区大杉3-24-17
東京都江戸川区大杉3-9-2
東京都江戸川区大杉5-20-4
東京都江戸川区谷河内2-10-10
東京都江戸川区中央2-22-22
東京都江戸川区中央3-18-3
東京都江戸川区東葛西5-22-6
東京都江戸川区東葛西5-31-13
東京都江戸川区東葛西6-47-17
東京都江戸川区東葛西6-50-14
東京都江戸川区東葛西9-14-14
東京都江戸川区東小松川1-7-11
東京都江戸川区東松本1-14-16
東京都江戸川区南葛西2-2-2
東京都江戸川区南篠崎町3-2-2
東京都江戸川区南小岩6-26-19
東京都江戸川区平井6-16-1
東京都江戸川区平井7-2-28
東京都江東区猿江1-21-11
東京都江東区亀戸3-14-9
東京都江東区亀戸3丁目52−6
東京都江東区亀戸4-17-2
東京都江東区亀戸4-45-16
東京都江東区佐賀2-1-15
東京都江東区佐賀2-3-13
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電話番号
03-3607-8777
03-3607-9476
03-3604-6166
03-3697-6334
03-3691-6087
03-3604-8259
03-5660-5712
03-3691-4734
03-3607-5598
03-3600-3015
03-3692-7723
03-3692-3305
03-3691-1066
03-3602-6701
03-3693-2070
03-3693-5105
03-3602-2470
03-3602-3050
03-3691-8736
03-3691-2547
03-3691-0225
03-3670-9594
03-3689-2853
03-3670-4161
03-3670-8911
03-3636-6161
03-3656-3743
03-6231-5817
03-3656-2811
03-3654-8485
03-3654-2211
03-5678-4581
03-3656-5001
03-5663-0294
03-3687-7844
03-3655-1261
03-5662-1190
03-3651-0111
03-3651-4831
03-3698-8545
03-3656-8961
03-3651-0962
03-3689-1110
03-3680-4515
03-3689-8611
03-3688-2412
03-3688-8211
03-3653-7391
03-3672-4911
03-3680-4377
03-3678-3766
03-3659-1221
03-3619-5181
03-3611-1303
03-5600-4620
03-3683-6611
03-3681-7878
03-3681-1464
03-3683-1571
03-3630-7881
03-3641-1231

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）城東自動車整備枝川工場
いすゞ自動車首都圏（株）江東サービスセンター
佐藤自動車興業（株）
（有）東京フレンド自動車販売
八洲自動車（株）
（有）クリタオート
協和自動車（株）亀戸工場
（有）西岬自動車
飛田自動車（有）
（有）浅見自動車興業
（有）平河自動車
寿自動車（株）
（株）東京自動車総合サービス
（有）岩瀬自動車整備工場
（株）東泉車両
（有）中林自動車工業所
（有）吉岡自動車整備工場
（有）日進自動車工業
ニュートヨ（株） 赤坂店
三徳部品（株）
宍倉自動車（株）
（株）神山自動車販売
戸倉自動車工業（株）
（株）ノリトシ自動車
（株）新京自動車
（有）大橋自動車商会
（株）藤沢モータース商会
（有）野田自動車
東京自動車整備販売協同組合
寺尾自動車整備工場
（有）安生自動車修理工場
（有）カラキモータース
田中自動車販売（株）
野坂自動車販売（株）
（有）小平モータース
（有）フジノ自動車
イシカワモーター
（有）ミツクラ
（有）竹内自動車ボデー工場
野崎モーター（有）
（有）西山モータース
（有）千代田自動車
（株）小高商事
江澤自動車（株）
（有）松本自動車整備工場
シグマ自動車（株）
（有）村野自動車整備工場
（株）エノモト 恋窪店
（有）高橋自動車
（株）アイティープラス オレンジモータース
（株）志村モータース
（株）エノモト 国立府中インター店
セイコー自動車工業（株）
（有）長谷川モータース
（株）高山自動車
（株）飯田クリエイト
伊庭モータース商会
（有）金子モータース
（有）福井モータース
三栄モータース
光陽自動車工業（有）

所在地
東京都江東区枝川2-11-5
東京都江東区新木場1-18-14
東京都江東区新木場3-8-8
東京都江東区森下5-16-12
東京都江東区清澄1-3-15
東京都江東区清澄2-5-6
東京都江東区大島7-12-11
東京都江東区辰巳1-6-7
東京都江東区潮見1-9-6
東京都江東区潮見1-9-7
東京都江東区東雲2-12-47
東京都江東区東砂5-14-19
東京都江東区南砂1-17-18
東京都江東区白河2-17-7
東京都江東区豊洲6-3-1
東京都江東区北砂2-8-5
東京都江東区北砂3-12-2
東京都江東区北砂4-6-22
東京都港区元赤坂1-1-15
東京都港区高輪3-22-4
東京都港区芝2-22-11
東京都港区芝大門1-1-21
東京都港区西新橋1-17-16
東京都港区南麻布2-10-8
東京都港区南麻布2-7-31
東京都港区白金5-10-12
東京都港区白金5-5-9
東京都港区浜松町1-10-8
東京都荒川区荒川3-6-8
東京都荒川区荒川7-25-8
東京都荒川区西日暮里2-41-4
東京都荒川区西日暮里3-23-10
東京都荒川区西日暮里6-6-9
東京都荒川区西尾久3-24-18
東京都荒川区西尾久7-14-10
東京都荒川区西尾久8-12-22
東京都荒川区町屋1-20-13
東京都荒川区町屋7-16-1
東京都荒川区東日暮里1-5-1
東京都荒川区東日暮里3-30-5
東京都荒川区東日暮里5-37-4
東京都荒川区東尾久2-6-7
東京都荒川区東尾久6-19-13
東京都荒川区南千住3-9-9
東京都国分寺市西元町3-7-15
東京都国分寺市東戸倉1-20-5
東京都国分寺市東恋ヶ窪2-32-5
東京都国分寺市東恋ヶ窪5丁目13-11
東京都国分寺市並木町3-16-12
東京都国分寺市本多1-13-17
東京都国立市青柳1-20-21
東京都国立市谷保6-1-1
東京都狛江市岩戸北1-20-5
東京都狛江市岩戸北4-13-17
東京都狛江市中和泉3-36-6
東京都狛江市東和泉4-4-3
東京都狛江市和泉本町1-1-33
東京都狛江市和泉本町1-24-5
東京都三鷹市井口3-11-34
東京都三鷹市井口3-12-6
東京都三鷹市井口3-19-25
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電話番号
03-3647-3685
03-3522-4760
03-3521-3520
03-3632-1240
03-3642-4306
03-3641-7249
03-3682-7301
03-3521-5451
03-3647-2630
03-3649-3315
03-3529-5591
03-3646-8101
03-3647-6353
03-3642-2089
03-6633-0434
03-3644-0731
03-3648-8622
03-3648-0591
03-3403-2725
03-3443-7871
03-3453-3001
03-3431-0380
03-6453-0578
03-3453-7700
03-3453-4726
03-3446-2345
03-3444-1761
03-3431-6569
03-3803-1331
03-3803-5565
03-3806-7570
03-3822-3355
03-3893-9467
03-3893-9356
03-3893-4168
03-3800-2763
03-3895-1831
03-3892-7351
03-3891-8161
03-3891-3357
03-3801-1932
03-3895-2331
03-3692-6617
03-3801-4433
042-322-0842
042-321-5444
042-324-1639
042-324-5123
042-322-5308
042-322-5655
042-526-6234
042-574-7211
03-5497-2711
03-3430-5151
03-3430-8000
03-5438-7575
03-3489-3951
03-3489-8671
0422-32-6391
0422-31-2151
0422-31-1711

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）エノモト 本社
みなと自動車工業（株）
（有）長谷川自動車工業
東洋自動車（株）
龍光モータース
（有）北野自動車
（株）長谷川自動車修理工場
水谷太洋オート（株）
（有）上群自動車
山田自動車サービス（株）
杉田モータース本社
京王自動車（株）恵比寿サービスセンター
天野自動車工業（株）
岩崎自動車工業（株）
花香自動車工業（株）
福島自動車（株）
（有）小笠原整備工場
（株）七洋商会
（有）鈴木モータース
（有）フジオート
（株）エノモト EOS21回田ステーション
武蔵野自動車（株）
柏屋モータース（有）
（株）あづまモータース
（有）内山自動車工業
昭栄自動車（株）
（有）西野モータース
（株）ケーエムガレージ
（有）サンロード自動車
（株）金久保商店
三信自動車
（有）昭島ヒダカ産業
（有）造サービス本社工場
（株）カーライフサービス多摩車両
日興自動車（株）
（株）多摩自輌
（株）丹羽自動車
ツバサ自動車（有）
（株）64K 川上自動車工業
（有）旭リース
（株）三共モータース
成和自動車整備工場
カレストステーション井草店
ヨシモト自動車（株）
荻窪オート（有）
（有）トワナガホンダ
（有）向井自動車工業
（株）シュテルン高井戸
（有）スズキオートサービス
（有）松浦自動車
新日興自動車（株）
（有）ファイブスターモータース
松宮自動車（株）
（株）青山自動車工業所
（株）イノバ自動車
（株）上井草セルフ善福寺
（有）東自動車工場
（資）杉田モータース
（有）小山自動車
大陸交通（株）本社営業所
中島自動車

所在地
東京都三鷹市井口3-6-16
東京都三鷹市下連雀8-6-21
東京都三鷹市上連雀6-12-21
東京都三鷹市上連雀6-8-9
東京都三鷹市新川2-2-3
東京都三鷹市北野3-2-25
東京都三宅島三宅村伊豆998
東京都渋谷区恵比寿2-3-6
東京都渋谷区笹塚3-40-11
東京都渋谷区西原3-32-5
東京都渋谷区代々木1-9-8
東京都渋谷区東3-21-10
東京都渋谷区幡ｹ谷1-23-3
東京都渋谷区幡ヶ谷2-2-6
東京都渋谷区幡ヶ谷3-19-1
東京都渋谷区本町1-58-3
東京都小笠原村父島字奥村
東京都小金井市桜町2-1-2
東京都小金井市中町3-4-4
東京都小金井市緑町4-6-6
東京都小平市回田町282-2
東京都小平市御幸町3-4
東京都小平市御幸町349-6
東京都小平市小川町1-447
東京都小平市小川町2-2048
東京都小平市小川東町4-5-6
東京都小平市上水本町3-1-2
東京都小平市大沼町4-27-1
東京都小平市仲町340
東京都昭島市松原町4-10-7
東京都昭島市田中町1-32-28
東京都昭島市東町4-22-8
東京都昭島市拝島町4-15-29
東京都昭島市美堀町4-3-1
東京都昭島市武蔵野2-7-10
東京都昭島市武蔵野3-7-11
東京都新宿区下落合4-4-6
東京都新宿区山吹町14
東京都新宿区上落合2-13-2
東京都新宿区早稲田鶴巻町564
東京都新宿区北新宿4-36-1
東京都杉並区阿佐谷南2-1-7
東京都杉並区井草1-35-1
東京都杉並区井草3-6-18
東京都杉並区荻窪2-24-11
東京都杉並区荻窪4-20-8
東京都杉並区下井草2-3-4
東京都杉並区下高井戸4-8-6
東京都杉並区宮前5-25-2
東京都杉並区高井戸西2-18-18
東京都杉並区高井戸東3-28-36
東京都杉並区高井戸東3-6-5
東京都杉並区松ノ木2-23-9
東京都杉並区成田西3-12-2
東京都杉並区西荻南1-1-6
東京都杉並区善福寺1-34-30
東京都杉並区善福寺3-13-22
東京都杉並区方南1-8-6
東京都杉並区方南2-4-8
東京都杉並区堀ﾉ内1-8-23
東京都杉並区本天沼3-40-26
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電話番号
0422-33-2601
0422-45-0151
0422-43-9726
0422-24-6290
0422-46-2360
0422-47-0741
04994-2-0241
03-3446-8155
03-3378-0775
03-3466-0111
03-5354-3447
03-3409-0211
03-3466-9383
03-3377-2421
03-3377-4311
03-3377-7571
04998-2-2524
042-384-5555
042-381-5118
042-384-6090
042-325-8811
042-324-1141
042-383-0392
042-341-3427
042-341-3381
042-342-0158
042-321-0854
042-349-0800
042-341-3813
042-541-1125
042-542-5568
042-541-2122
042-546-6155
042-542-7755
042-543-1831
042-541-2761
03-3950-2255
03-3269-2261
03-3361-4875
03-3204-1871
03-3363-8851
03-3315-3882
03-5311-2501
03-3395-1234
03-3393-0070
03-3392-2986
03-3396-5291
03-3290-7111
03-3335-2217
03-3334-4361
03-3332-5091
03-3334-6431
03-5305-5344
03-3398-0974
03-3334-0700
03-3399-4719
03-3395-0745
03-3325-5005
03-3311-7602
03-3313-3522
03-3396-0685

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
天龍自動車工業（株）
（有）新和自動車
（有）小林自動車修理工場
（有）富士自動車工業
（有）大久保自動車
（株）土屋オート
野口オート
（有）清水自動車
（株）河野自動車
城南モーターサービス（株）
（株）イシワタリ
（有）石井電機工業所
（有）山森モータース
荏原交通（株）
（株）山科モータース
興運車輌（株）
（株）スージースポーツ
（有）星野モーター
ませぎ自動車（株）
（有）森自動車工場
湯川モータース
スタジオ マック
（有）白輪モータース
（有）加藤自動車工業
（有）山幸オート
多田自動車工業（株）
（有）前沢モータース
仲町自動車（有）
（株）ミカワ
三協自動車商工（有）
世田谷モータース（株）
（株）エリートスポーツ
（株）ティ･エヌ･ケイ
（有）増田自動車
（有）豊輪自動車
大東京自動車（株）
（有）西舘自動車
（株）小林モーター
横山自動車販売（株）
（有）河村オートサービス
日昇自動車（株）瑞穂工場
（株）協伸多摩営業所
宮川自動車
カートータルショップリップス（有）
西東京メンテナンス瑞穂整備工場
西島モータース
（有）オートアロウ
（有）栗原モータース
吉野自動車
ガレージ ワイロード
（有）車楽
（有）土谷自動車
ボディーショップイトウ（株）
小倉自動車（有）
（有）吉沢自動車
（株）日本電機サービス
（有）オートサービス大内屋
峰岸オート
高橋オートサービス
（株）車検館西東京田無店
（有）ピット・ヒロ

所在地
東京都世田谷区下馬6-11-9
東京都世田谷区下馬6-18-5
東京都世田谷区下馬6-19-1
東京都世田谷区鎌田3-20-5
東京都世田谷区鎌田3-6-15
東京都世田谷区喜多見1-14-14
東京都世田谷区喜多見5-4-9
東京都世田谷区喜多見5-9-4
東京都世田谷区喜多見8-1-6
東京都世田谷区砧1-18-28
東京都世田谷区砧1-3-12
東京都世田谷区砧7-1-6
東京都世田谷区玉川台1-4-5
東京都世田谷区玉堤1-4-24
東京都世田谷区桜新町2-14-12
東京都世田谷区三宿1-14-3
東京都世田谷区上祖師谷3-20-15
東京都世田谷区上馬1-4-2
東京都世田谷区上北沢4-29-23
東京都世田谷区深沢5-20-12
東京都世田谷区深沢6-33-19
東京都世田谷区瀬田3-2-4
東京都世田谷区成城2-38-7
東京都世田谷区船橋7-17-23
東京都世田谷区代沢1-1-8
東京都世田谷区代沢4-1-5
東京都世田谷区大原1-61-4
東京都世田谷区大蔵2-3-24
東京都世田谷区大蔵6-7-30
東京都世田谷区池尻4-13-13
東京都世田谷区粕谷1-14-22
東京都世田谷区北烏山6-7-5
東京都世田谷区野沢4-1-14
東京都世田谷区野毛3-20-18
東京都世田谷区用賀1-27-20
東京都世田谷区用賀2-27-1
東京都清瀬市旭ヶ丘5-782-2
東京都清瀬市下宿1-188
東京都清瀬市松山1-42-19
東京都西多摩郡奥多摩町丹三郎25-3
東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-3-27
東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-8-10
東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-9
東京都西多摩郡瑞穂町殿ｹ谷539-10
東京都西多摩郡瑞穂町南平1-7-16
東京都西多摩郡瑞穂町二本木442
東京都西多摩郡瑞穂町二本木914-1
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ｹ崎2370
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎476
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎西松原55-1
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原13-8
東京都西多摩郡瑞穂町武蔵476-3
東京都西多摩郡日の出町大久野2220-4
東京都西多摩郡日の出町大字平井2-7
東京都西多摩郡日の出町平井25-3
東京都西多摩郡日の出町平井265
東京都西多摩郡檜原村1399
東京都西多摩郡檜原村703-3
東京都西東京市下保谷4-6-10
東京都西東京市芝久保町4-2-7
東京都西東京市新町5-19-18
18/61

電話番号
03-3714-2636
03-3421-1717
03-3424-1611
03-3709-1396
03-3709-3521
03-3416-3111
03-3415-3190
03-3415-2338
03-3417-2331
03-3417-3221
03-3415-4541
03-3415-6551
03-3700-1572
03-3704-2311
03-3425-3339
03-3422-1211
03-3308-4444
03-3410-4176
03-3303-4481
03-3705-4181
03-3701-8067
03-3700-2171
03-3417-1523
03-3484-3535
03-3412-2489
03-3413-0700
03-3466-9215
03-3417-0088
03-3417-1411
03-3414-0692
03-3302-9162
03-3307-1071
03-3424-1555
03-3702-9350
03-3700-5474
03-5491-8403
042-481-7243
042-492-6611
042-492-4420
042-885-2856
042-556-2222
042-556-2721
042-556-0979
042-556-2030
042-555-3770
042-557-5470
042-595-9100
042-557-0541
042-556-0767
042-568-1239
042-568-3373
042-556-2203
042-597-0444
042-597-2986
042-597-6311
0425-97-7251
042-598-6514
042-598-1670
042-422-3381
042-466-4589
0422-51-6802

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）保谷自動車
（有）東京モータース
（株）オートアベニュー
（有）高橋自動車
あさひモーター（株）
司モータース
（株）岡野モータース
（有）協永モータース
（有） 新倉工業
（有）岩新自動車商会
ＫＩＭＩＺＵ ＭＯＴＯＲＳ
（有）清水モータース
オートサービスクロスロード
加藤商会
春日自動車整備工場
（有）イワナミ
ＳＣＭＣＳ青梅
西多摩オート（株）
（株）アクセルオート オニキス新青梅店
カーコンビニ俱楽部ビコップ
（株）アクセルオート コバック青梅店
（有）久保田自動車
池谷自動車修理工場
木下自動車商会
（有）下紺屋自動車整備工場
奥住自動車（有）
（株）泰正社セルフカートピア青梅SS
（株）アイティープラス オレンジアップ
青梅オートサービス興業（株）
（株）フジモータース
山協自動車工業（資）
（株）四谷自動車
（有）マイスター
（株）オートサービスオオギミ
福泉自動車（株）
（有）島田鈑金塗装
Rise
福井自動車（株）
（株）今井モータース
高橋自動車（株）
小川モーター（株）
ミツワ自動車（株）
花村モータース
村上モーター販売（株）
（株）友輪自動車
（株）ホクソンモータース
サンタックス（株）
（有）梶間商会
綾南自動車（株）
日立オートサービス（株）
（有）須藤自動車
（有）三盛自動車
（有）関原自動車
足立オート整備（株）
（有）高野モータース
（有）渡辺自動車興業
関東自動車工業
（株）よろず自動車
（株）ホンダオート足立
アシバ自動車工業所
阿出川自動車販売（株）

所在地
東京都西東京市中町2-2-25
東京都西東京市中町4-7-7
東京都西東京市田無町7-18-8
東京都西東京市東町5-9-31
東京都西東京市東伏見3-7-18
東京都西東京市保谷町6-14-13
東京都西東京市保谷町6-21-5
東京都西東京市北町3-9-14
東京都西東京市柳沢1-7-15
東京都青梅市河辺町5-4-2
東京都青梅市駒木町1-15-5
東京都青梅市御岳1-139
東京都青梅市御岳2-412
東京都青梅市今寺5-10-20
東京都青梅市師岡町2-89-1
東京都青梅市師岡町3-16-7
東京都青梅市新町5-2-1
東京都青梅市新町7-1-1
東京都青梅市新町7-5-4
東京都青梅市新町8-29-3
東京都青梅市新町9-2203-4
東京都青梅市成木1-431
東京都青梅市大門3-22-15
東京都青梅市大門3-26-14
東京都青梅市長淵5-556
東京都青梅市東青梅3-16-9
東京都青梅市藤橋3-1-1
東京都青梅市藤橋3-2-11
東京都青梅市藤橋3-7-4
東京都青梅市藤橋3-9-12
東京都青梅市日向和田1-82
東京都青梅市日向和田3-773-1
東京都青梅市梅郷4-683
東京都青梅市梅郷5-955
東京都青梅市畑中3-858-2
東京都青梅市富岡3-1229
東京都青梅市末広町2-3-3
東京都千代田区外神田2-2-12
東京都千代田区岩本町2-17-1
東京都千代田区岩本町2-2-9
東京都千代田区神田錦町2-11
東京都千代田区神田神保町1-14-4
東京都千代田区神田神保町1-45
東京都千代田区神田神保町1-52
東京都千代田区神田神保町2-40-7
東京都千代田区神田東紺屋町30
東京都千代田区神田東松下町25
東京都千代田区神田和泉町1-1
東京都足立区綾瀬2-21-9
東京都足立区綾瀬6-11-18
東京都足立区綾瀬6-16-9
東京都足立区伊興本町2-3-22
東京都足立区関原1-11-15
東京都足立区関原2-11-24
東京都足立区関原2-13-24
東京都足立区宮城2-6-5
東京都足立区興野1-7-27
東京都足立区興野2-12-13
東京都足立区栗原4-13-9
東京都足立区栗原4-21-9
東京都足立区江北3-37-12
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電話番号
042-421-8732
042-421-1971
042-466-3233
042-421-6965
042-462-5110
042-464-0056
042-461-3371
042-421-8936
042-461-1119
0428-24-2033
0428-24-4349
0428-78-8481
0428-79-7018
0428-31-3784
0428-23-6269
0428-23-3038
0428-78-0166
0428-31-0241
0428-33-6771
0428-78-0757
0428-32-3100
0428-74-4450
0428-31-5677
0428-31-1449
0428-22-2327
0428-22-0175
042-563-3662
0428-30-7830
0428-31-6541
0428-31-5580
0428-22-5181
0428-22-4749
0428-76-0619
0428-76-1633
0428-24-5555
0428-74-5171
042-568-0760
03-3253-2538
03-3861-3412
03-3866-2984
03-3295-5365
03-3291-3291
03-3291-8809
03-3291-7021
03-3263-2521
03-3254-3511
03-3256-8801
03-3866-5670
03-3603-0561
03-3606-8030
03-3606-0895
03-3897-0233
03-3849-7324
03-3887-8511
03-3887-1393
03-3912-9456
03-3849-0818
03-3898-5537
03-3890-5381
03-3899-3014
03-5837-7411
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）京北自動車商会
（有）木村モータース
（有）テイホク自動車
（有）小宮自動車
（有）日進商会
（株）東陽自動車
翼カーライフサービス
大塚自動車
太洋自動車整備工場
桜自動車整備工場
清水自動車
シンエイ自動車（有）
（株）山喜自動車整備工場
大塚オートサービス（株）
（有）ガレージタカハシ
正和自動車（株）整備部
（株）オートファクトリー
（有）エイリンシャ
（有）小山自動車工業所
（有）大國モータース
（有）石井自動車整備工場
（株）カネコ自販
（有）笹川自動車
ヤオキン商事（株）自動車部
（株）新東京モータース
（有）オートサービス足立
東和自動車工業
（有）谷中自動車
（株）プロスタッフ
昭栄自動車（株）
東部自動車工業（株）
（有）増田オートサービス
（有）三幸自動車
吉川オート（株）足立工場
染谷自動車
二葉自動車
（株）鎌田自動車工業
（有）山崎自動車工業
（株）カーライフサービスワタナベ
東京オートサービス（有）
（資）三ツ輪自動車整備工場
（株）万喜自動車工業所
芦川桂自動車整備工場
（株）コダマオート
（株）ＮＹＣ
（株）テクニカルオート・ドライブ
（有）東亜自動車工場
明治自動車（株）
三久自動車工業（株）
岡野自動車興業（株）
横山自動車工業（株）
（有）協栄オート
北自動車整備協同組合
栄自動車工業所第二工場
吉高油圧工業所
（有）カーオフィス・スズキ
西新井相互自動車（株）
（株）オサダ自動車
（有）下谷自動車
ホキマイシイ自販（株）
（株）関東ディーゼルサービス

所在地
東京都足立区鹿浜3-4-10
東京都足立区鹿浜6-22-8
東京都足立区鹿浜6-37-6
東京都足立区鹿浜7-24-3
東京都足立区舎人3-1-29
東京都足立区舎人3-14-23
東京都足立区神明2-7-23
東京都足立区西綾瀬2-14-6
東京都足立区西伊興1-5-8
東京都足立区西伊興町1-6-30
東京都足立区西加平1-2-32
東京都足立区西新井2-22-16
東京都足立区西保木間1-22-23
東京都足立区西保木間2-14-1
東京都足立区青井2-30-10
東京都足立区千住宮元町19-2
東京都足立区千住曙町5番4号
東京都足立区千住龍田町1-15
東京都足立区千住龍田町5-6
東京都足立区千住龍田町7-11
東京都足立区扇1-24-12
東京都足立区扇2-14-2
東京都足立区扇3-25-5
東京都足立区足立4-28-10
東京都足立区大谷田3-5-19
東京都足立区大谷田5-18-15
東京都足立区谷在家1-11-1
東京都足立区谷中2-1-7
東京都足立区竹の塚7-20-12
東京都足立区中央本町2-21-6
東京都足立区中央本町4-11-29
東京都足立区中央本町4-1-6
東京都足立区椿1-6-5
東京都足立区東伊興3-25-6
東京都足立区東保木間2-15-6
東京都足立区東保木間2-16-3
東京都足立区東保木間2-25-7
東京都足立区東和1-4-13
東京都足立区東和3-16-12
東京都足立区東和4-15-21
東京都足立区東和5-9-8
東京都足立区南花畑2-12-14
東京都足立区南花畑3-5-15
東京都足立区南花畑4-5-15
東京都足立区南花畑5-24-27
東京都足立区入谷3-13-8
東京都足立区入谷7-16-22
東京都足立区入谷7-17-17
東京都足立区入谷7-4-15
東京都足立区入谷8-12-26
東京都足立区入谷8-5-11
東京都足立区入谷9-16-6
東京都足立区入谷9-20-2
東京都足立区梅田5-11-15
東京都足立区梅田5-4-20
東京都足立区梅田5-6-12
東京都足立区梅田6-9-28
東京都足立区保木間3-17-7
東京都足立区保木間3-8-13
東京都足立区保木間5-23-11
東京都足立区堀之内1-1-27
20/61

電話番号
03-3899-0920
03-3853-4861
03-5647-8139
03-3899-3995
03-3897-5084
03-3897-2479
03-3605-0699
03-3848-1163
03-3899-4286
03-3897-7733
03-3883-8757
03-3890-2143
03-3883-0550
03-3858-0481
03-3889-3285
03-3882-5672
03-3882-2802
03-3882-2202
03-3881-3273
03-3882-1590
03-3890-3221
03-5838-2691
03-3890-1709
03-3887-7367
03-3605-7727
03-3606-0221
03-3897-1361
03-3606-6956
03-3850-2357
03-3886-4179
03-3889-4151
03-3848-2171
03-3899-9702
03-3899-5341
03-3885-8959
03-3883-3507
03-3885-2284
03-3606-4890
03-3605-6212
03-3606-8205
03-3605-0021
03-3883-0555
03-3883-0377
03-3885-5995
03-5856-7425
03-5838-0137
03-3897-1040
03-3897-8161
03-3899-1221
03-3855-7778
03-3899-2304
03-3853-2236
03-3853-1081
03-3886-5795
03-3889-1657
03-3886-7015
03-3886-2196
03-3859-1773
03-3884-5371
03-3850-6364
03-3853-0031
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
杉浦自動車（株）
（株）アイ・ファクトリー
（有）杉浦自動車
（株）ナック
京南オートサービス（株）
（有）上野マツダ
坂自動車整備工場
藤戸モータース
（有）今戸モータース
（株）矢口モータース
（有）中村モータース
（有）大松商会
五井自動車工業
（有）坂本モータース
浅井自動車（有）
台東自動車販売（有）
（有）河村自動車
天一モータース（株）
石川自動車（株）
富士自動車興業（株）
坂本自動車工業（株）
（有）清野自動車工業
富田自動車工場
京浜自動車協業組合
エヌティオートサービス（株）昭和島サービスセンター
（有）三房モータース
セコムオートサービス（株）
（有）エム・ケイ・エス伊藤
田中自動車工業
（株）森本モータース
（株）ウッドノースペントルーフ
（有）フガネモーターサービス
（株）田代油店大森南整備工場
（有）木村自動車工業
（株）中村自動車
双葉自動車（株）
（有）とみん自動車
（株）ファーストモータース
（株）亜細亜モータース
（有）アールエスモータース
田中モータース
新井自動車販売（株）
（株）大濃モータース
（株）東興自動車商会
（有）武蔵自動車工場
（株）信越電装
リンエイ・トレイディング
橋本自動車整備工場
（有）八木モータース
（有）駒場自動車商会
（株）吉岡自動車
（有）千葉文商店
七島自動車（株）
（株）高田自動車工場
篠原自動車工場
大島技研（株）
大洋自動車販売（株）
協和自動車（株）日本橋工場
（有）花村自動車興業
（株）ジェー・シー・エー 本社
ナカス自動車販売（株）

所在地
東京都足立区堀之内2-14-7
東京都足立区六木3-26-16
東京都多摩市一ノ宮1-27-10
東京都多摩市乞田879
東京都多摩市諏訪6-3-1
東京都台東区下谷1-4-10
東京都台東区下谷3-5-2
東京都台東区花川戸2-16-8
東京都台東区今戸1-17-4
東京都台東区寿4-13-12
東京都台東区松が谷2-24-6
東京都台東区千束2-4-2
東京都台東区千束4-37-11
東京都台東区浅草5-33-4
東京都台東区浅草6-29-3
東京都台東区蔵前3-6-4
東京都台東区東上野6-17-13
東京都台東区日本堤1-16-2
東京都台東区日本堤1-3-5
東京都台東区日本堤2-11-2
東京都台東区竜泉2-4-8
東京都大田区鵜の木3-19-16
東京都大田区下丸子2-14-10
東京都大田区京浜島3-3-10
東京都大田区昭和島1-5-18
東京都大田区西蒲田1-22-21
東京都大田区西六郷4-30-3
東京都大田区西糀谷2-16-10
東京都大田区大森西2-12-9
東京都大田区大森中1-9-22
東京都大田区大森東2-28-2
東京都大田区大森南2-25-24
東京都大田区大森南2-8-17
東京都大田区大森南3-19-17
東京都大田区池上2-21-7
東京都大田区中馬込3-6-8
東京都大田区仲池上1-24-3
東京都大田区仲池上2-10-11
東京都大田区仲池上2-11-4
東京都大田区田園調布1-17-16
東京都大田区東雪谷5-29-2
東京都大田区東六郷1-25-2
東京都大田区東糀谷5-15-20
東京都大田区南蒲田2-29-12
東京都大田区南千束1-4-3
東京都大田区南馬込5-30-6
東京都大田区北千束2-9-12
東京都大田区北糀谷1-8-3
東京都大田区矢口2-13-14
東京都大田区矢口2-17-4
東京都大島町岡田字新開18-4
東京都大島町元町4-7-9
東京都大島町元町字地ノ岡64-51
東京都大島町元町字馬の背249-6
東京都大島町元町北の山182-4
東京都大島町差木地2
東京都中央区東日本橋1-4-1
東京都中央区東日本橋1-5-5
東京都中央区日本橋小伝馬町21-1
東京都中央区八丁堀2丁目8-2 八丁堀共同ビル5Ｆ
東京都中央区湊2-14-1
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電話番号
03-3897-7721
03-3606-6269
042-373-1251
042-373-7551
042-311-2600
03-3842-1701
03-3872-5288
03-3841-0526
03-3875-6615
03-3841-6852
03-3841-3720
03-3872-4603
03-3872-2451
03-3875-3306
03-3876-1476
03-3862-1201
03-3841-3690
03-3872-5001
03-3875-0135
03-3874-8251
03-3872-6197
03-3750-1323
03-3759-8274
03-3790-2125
03-5493-2345
03-3753-0422
03-3733-2261
03-5735-7044
03-3768-1056
03-3761-5225
03-5493-0840
03-3745-2778
03-5737-0617
03-3742-3551
03-3754-6781
03-3774-3611
03-6410-2328
03-3751-1142
03-3755-2351
03-3721-0446
03-3729-4255
03-3731-7646
03-3744-2778
03-3736-6238
03-3727-3233
03-3775-4911
03-3785-2258
03-3742-3505
03-3757-1839
03-3758-7061
04992-2-8175
04992-2-2561
04992-2-4111
04992-2-1303
04992-2-2678
04992-4-0175
03-3864-0451
03-3861-3311
03-3661-2792
03-5543-2611
03-3551-1566

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
小山自動車（株）中野工場
（株）タジマモーターコーポレーション
関東バス（株）整備センター
（株）江上モータース
（株）朝倉自動車商会
仁神モータース商会
石川オート
（有）東光自動車整備工場
宮園オート（株）中野店
宮園輸入車販売（株）
（株）飯塚モータース
緑川自動車工業（株）
中野自動車整備工場
（有）ホンダファミリー東京
（株）ENEOSフロンティア 多摩境車検センター
（有）小山モータース
（有）細野自動車
三共自動車（株）
（有）ガレージオートバート
土屋自動車（株）
（有）井上モータース
町田中央自動車（株）
サンワ自動車（有）
（株）リバティコミュニケーションズ FUN CREST
（株）ケーユー 本店
SUV LAND横浜町田
（株）車検館南町田店
（有）ニシムラ
千歳モータース（有）
（有）サンクチュアリ・プラスワン
（有）髙山自動車
調布自動車工業（有）
（有）オートメディック
（有）ツバサモータース
豊自動車（株）
（有）調布モータース
杉山自動車
（有）調布自動車サービスセンター
石井自動車（株）
（有）行田自動車工業所
（株）深大寺モータース
（有）押モーター
（株）三五自動車工業
調布ホンダ販売大村（株）
（株）ハギワラオート
西武日野モーター（株）
（株）オート・クリニック
（株）アルスオートボデー
（有）真方自動車
（有）滝山自動車工業
カーマインズ自動車（株）
（有）丸大自動車
（株）久留米自動車
ヤクルト車輛整備工場
（有）イナガキ
（株）松下オートセールス
（有）合同自動車
（株）町田オートサービス
（有）大久保自動車商会
（株）笹島モータース
（有）金子自動車工業

所在地
東京都中野区江原町1-25-12
東京都中野区江原町3-35-3
東京都中野区江古田1-40-2
東京都中野区江古田4-35-3
東京都中野区鷺宮2-4-2
東京都中野区上高田1-27-1
東京都中野区上高田4-46-10
東京都中野区大和町4-37-15
東京都中野区中野1-50-5
東京都中野区中野1-50-5
東京都中野区南台4-21-3
東京都中野区本町5-34-18
東京都中野区弥生町1-22-2
東京都町田市根岸町1018-22
東京都町田市小山ヶ丘3-2-18
東京都町田市小山町1156
東京都町田市小山町23-1
東京都町田市図師町1847
東京都町田市図師町997-3
東京都町田市相原町1251
東京都町田市大蔵町2182
東京都町田市忠生1-1-1
東京都町田市忠生1-23-19
東京都町田市鶴間522-2
東京都町田市鶴間8-17-1
東京都町田市鶴間八丁目3番11号
東京都町田市南町田5-1-20
東京都町田市能ヶ谷3-13-1
東京都町田市木曽西2-17-18
東京都町田市野津田町2413-8
東京都町田市野津田町369
東京都調布市下石原1-5-3
東京都調布市菊野台1-10-1
東京都調布市佐須町3-41-1
東京都調布市小島町1-30-1
東京都調布市小島町2-9-1
東京都調布市小島町3-29-5
東京都調布市深大寺東町8-5-2
東京都調布市西つつじヶ丘2-15-1
東京都調布市調布ケ丘1-35-4
東京都調布市調布ヶ丘4-40-1
東京都調布市八雲台1-3-3
東京都調布市八雲台1-3-5
東京都調布市飛田給2-13-11
東京都調布市富士見町1-21-6
東京都調布市布田2-14-1
東京都東久留米市下里1-10-6
東京都東久留米市下里1-9-1
東京都東久留米市下里2-8-6
東京都東久留米市下里3-2-27
東京都東久留米市下里5-7-7
東京都東久留米市下里7-8-10-403
東京都東久留米市神宝町2-14-32
東京都東久留米市八幡町1-3-22
東京都東久留米市八幡町3-3-2
東京都東久留米市氷川台2-20-1
東京都東久留米市本町4-9-1
東京都東久留米市野火止1-1-10
東京都東村山市廻田町1-13-15
東京都東村山市廻田町1-18-20
東京都東村山市廻田町1-19-15
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電話番号
03-3950-0101
03-5988-2060
03-3386-2164
03-5343-3171
03-3330-3467
03-3362-1474
03-3387-3620
03-3338-0218
03-3362-7551
03-3362-7555
03-3383-6101
03-3381-7654
03-3372-0851
042-793-1020
042-798-2336
042-797-1468
042-797-1523
042-791-1767
042-735-6086
042-772-3066
042-735-3202
042-791-3389
042-793-3121
042-788-0380
042-796-7611
042-706-4907
042-788-4570
042-735-3227
042-794-9681
042-735-8908
042-735-1082
042-483-4354
0424-88-5562
042-485-1131
042-487-1717
042-482-3284
042-484-0411
042-482-4520
03-3300-8321
0424-84-2251
042-484-0325
0424-99-1133
042-483-3105
0424-86-5261
042-483-6192
042-482-5161
042-475-3880
042-474-0315
042-474-6311
0424-75-2011
0424-75-5986
042-463-2166
042-471-2064
0424-75-8960
042-471-8866
042-471-2213
042-473-6025
042-471-3322
042-395-9974
042-392-1115
042-394-3949

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
野村オートサービス
（株）平塚モータース
（有）赤城自動車
（株）セイロモータース 西東京支店
北多摩自動車協業（株）
（株）田中自動車整備工場
小町自動車
（有）フェリス自工
（有）野島自動車商会
だるまモータース（有）
泰正物産（株）車検整備センター
（株）ケーユー 東大和店
ベルオートサービス
（有）石川自動車整備工場
（有）太陽興産
正和モータース（株）
東大和自動車整備協業組合
（株）カーテックキヨノ・ベータ
佐々木ボデー
武蔵自動車（株）
（株）秀勇自動車
（株）多摩オートサービス日野工場
クワタ自動車整備工場
（有）平モータース商会
（有）小松自動車
（有）アタック・メカ
アサヒ車輌整備工場
（有）橋本オートサービス
車検のクイック
（有）木崎オートサービス
（有）協立自動車整備工業
（株）アマギ 車検のコバック元八王子店
（有）平野オートボディー元八王子店
西山自動車整備工場
市川自動車
（有）平野オートボディー高倉店
トヨタメトロジック（株）八王子センター
（有）佐野自動車
（株）カーライフハギワラ
（有）中村自動車整備工場
（有）田島自動車整備工場
東和整備（株）
（有）コミヤオート
小杉自動車
（株）ケーユー 八王子店
（株）サイダオート
（有）越野ボディー
（有）山﨑モータース
（有）テクニカルサービス・オービット
（株）小林自工
（有）金子自動車
ウエストモーター
関根自動車
関根自動車
（有）村田石油
（株）林商会
（有）おおなわ自動車整備工場
八王子中央ホンダ販売（株）
（株）カーテック山崎
（有）石井モータース
（有）松島自動車整備工場

所在地
東京都東村山市久米川町4-28-15
東京都東村山市久米川町5-7-3
東京都東村山市秋津町2-25-2
東京都東村山市秋津町3-50-6
東京都東村山市秋津町3-55-15
東京都東村山市美住町1-15
東京都東村山市美住町2-7-1
東京都東村山市富士見町3-20-18
東京都東大和市高木3-377
東京都東大和市上北台1-1089-1
東京都東大和市清水6-1135-3
東京都東大和市中央1−2−2
東京都東大和市中央1-552-3
東京都東大和市奈良橋3-478
東京都東大和市奈良橋5-802-1
東京都東大和市立野1-944
東京都東大和市立野4-499-2
東京都東大和市立野4-499-7
東京都日野市栄町5-11-34
東京都日野市東豊田2-23-2
東京都日野市南平8-17-17
東京都日野市日野1345
東京都日野市日野台5-22-16
東京都日野市豊田2-55-11
東京都八王子市宇津木町711-1
東京都八王子市下恩方町470-1
東京都八王子市下恩方町566-77
東京都八王子市叶谷町942-2
東京都八王子市暁町1-14-11
東京都八王子市犬目町888
東京都八王子市元八王子2-957-1
東京都八王子市元八王子町1-406-1
東京都八王子市元八王子町2-1971-2
東京都八王子市元本郷町2-3-2
東京都八王子市戸吹町166-1
東京都八王子市高倉町35-5
東京都八王子市高倉町55-1
東京都八王子市左入町316-1
東京都八王子市左入町751
東京都八王子市散田町5-2-7
東京都八王子市四谷町821
東京都八王子市子安町1-22-16
東京都八王子市小宮町237-1
東京都八王子市小比企町1050
東京都八王子市小比企町539-12
東京都八王子市松木29-9
東京都八王子市西寺方町703-1
東京都八王子市石川町2975-12
東京都八王子市石川町479-12
東京都八王子市千人町4-10-7
東京都八王子市川口町1645
東京都八王子市川町842-3
東京都八王子市大横町5-8
東京都八王子市大横町5-8
東京都八王子市大楽寺町195-1
東京都八王子市大塚1505
東京都八王子市大和田町1-30-26
東京都八王子市大和田町3-21-25
東京都八王子市大和田町5-6-4
東京都八王子市大和田町7-3-4
東京都八王子市大和田町7-4-19
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電話番号
042-394-0081
042-391-3083
042-391-2582
042-394-7026
042-395-6711
042-391-4983
042-313-3144
042-398-1515
042-562-2211
042-565-1661
042-563-3662
042-561-2678
042-590-1266
042-563-3681
042-562-1524
042-564-2511
042-564-2891
042-561-2375
042-585-9152
042-585-0634
042-591-6136
042-584-1511
042-581-3455
042-583-4917
042-691-2060
042-651-2008
042-651-3995
042-626-4774
042-621-0025
042-654-2618
042-663-0411
042-622-7111
042-669-1377
042-622-5370
042-691-1334
042-649-8492
042-646-2811
042-691-9195
042-691-2411
042-661-3214
042-626-1521
042-642-5594
042-642-4899
042-632-7417
042-669-3555
042-675-5491
042-651-0900
042-642-8846
042-648-5250
042-661-3658
042-654-4245
042-651-7015
042-622-7438
042-622-7438
042-624-5700
042-676-7777
042-642-5375
042-645-3155
042-642-1660
042-642-7443
042-645-6665
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
シューエイ（株）
（株）サクセスオート
（有）橋本オートサービス
原自動車（株）
旗野自動車
紅オート販売（株）
紅オート販売（株）
（有）多摩サービスセンター
（株）優流
（有）東京自動車サービステクノ御殿山
（有）真野自動車
（株）MIC ニコニコステーション堀之内
（株）ワイズ東京
（株）車検館堀之内店
（有）狩谷車体工場
（株）坂上
（株）赤松自動車工場
（株）松代自動車工場
ひかわ自動車（有）
（株）板橋ヂーゼル
（有）東洋モータース
（株）電星
張替自動車工業（株）
（株）トーヨーテクノ
（有）横田自動車整備工場
榊原自動車（株）
ＫＭサトウ自動車（株）
（有）大曽根モータース
木村モータース
（株）飯田商店
岩上モータース
（株）車検館板橋店
（有）徳丸モータース
（有）吉田モータース
（株）日章自動車整備工場
丸共自動車
信州モータース
（有）盛輪社モータース
飯島自動車整備（株）
（株）早川自動車整備工場
（株）シー・エス・トナン
（有）東京ロケット商会
（有）富田自動車興業
大成自動車（株）
（株）エス・エス・ティー・サービス
富士自動車整備（株）
（有）八千代モータース
植松自工（株）
日米自動車工業（株）
松中鈑金（株）
（有）加藤自動車
孝モータース商会
（株）ダイイチセイビ
彌生ヂーゼル工業（株）
（株）白興自動車工業所
（株）菊池石油
東都自動車工業（株）
スズキ府中販売（株）
大国自動車工業（株）
（株）ニホンモータース
大府自動車工業（株）

所在地
東京都八王子市丹木町1-560-1
東京都八王子市丹木町3-75-1
東京都八王子市中野山王1-14-18
東京都八王子市長沼町1305-11
東京都八王子市長沼町188
東京都八王子市長房町450-93
東京都八王子市長房町450-93
東京都八王子市東中野42-3
東京都八王子市美山町1321-2
東京都八王子市片倉町1404
東京都八王子市北野町576-8
東京都八王子市堀之内2-12-3
東京都八王子市堀之内2-21-4
東京都八王子市堀之内3-27
東京都八王子市明神町1-20-1
東京都八丈島八丈町樫立2805番地
東京都八丈島八丈町三根352-1
東京都八丈島八丈町中之郷2397-3
東京都板橋区熊野町37-11
東京都板橋区三園2-15-22
東京都板橋区舟渡1-17-16
東京都板橋区舟渡4-12-12
東京都板橋区小茂根2-24-18
東京都板橋区小茂根3-15-2
東京都板橋区成増4-33-11
東京都板橋区前野町3-6-9
東京都板橋区双葉町47-15
東京都板橋区大山金井町22-2
東京都板橋区大谷口上町12-4
東京都板橋区仲宿64-5
東京都板橋区仲町43-2
東京都板橋区東坂下1-1-10
東京都板橋区徳丸5-20-16
東京都板橋区南常盤台1-4-4
東京都板橋区富士見町29-7
東京都品川区旗の台1-1-1
東京都品川区戸越3-5-16
東京都品川区大崎1-10-2
東京都品川区東大井1-3-27
東京都品川区東大井1-7-14
東京都品川区東大井2-13-13
東京都品川区東大井2-19-10
東京都品川区東品川1-12-1
東京都品川区東品川1-8-27
東京都品川区東品川3-28-25
東京都品川区東品川4-9-20
東京都品川区南大井1-1-13
東京都品川区南大井4-6-5
東京都品川区南品川3-2-6
東京都品川区南品川3-7-9
東京都品川区二葉2-12-3
東京都品川区二葉3-21-4
東京都品川区八潮2-8-15
東京都品川区八潮3-1-2
東京都品川区豊町6-24-16
東京都品川区豊町6-6-2
東京都府中市四谷5-23-9
東京都府中市若松町1-7-34
東京都府中市新町3-14-5
東京都府中市晴見町3-20
東京都府中市西府町5-15-1
24/61

電話番号
042-692-4300
042-691-0147
042-626-4774
042-644-7744
042-635-9559
042-661-7994
042-661-7994
042-670-3966
042-652-1373
042-636-8100
042-644-1144
042-689-5011
042-680-1038
042-675-4691
042-642-0701
04996-7-0201
04996-2-1131
04996-7-0141
03-3530-5751
03-3930-5178
03-3967-2525
03-5939-8668
03-3972-3962
03-6909-4192
03-3930-8374
03-3969-7376
03-3964-8009
03-3956-3025
03-3974-6385
03-3962-3119
03-3957-6384
03-5916-4589
03-3937-3221
03-3972-5500
03-3962-1130
03-3781-7282
03-3786-3115
03-3493-5005
03-3471-0502
03-3474-2933
03-3761-0111
03-5471-1766
03-3471-3204
03-3472-4728
03-5715-7101
03-3474-1059
03-3761-7018
03-3761-6325
03-3474-3787
03-3450-6204
03-3781-5933
03-6755-8901
03-3799-1150
050-3481-2583
03-3783-7151
03-3782-8314
042-358-1005
042-365-1451
042-362-3956
042-361-5336
042-362-5021

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
トーヨーオートサービス（株）東洋
（有）堀江自動車
加藤自動車工業（有）
府中自動車（株）
（有）相澤モータース
府中自動車（株）西営業所
（株）車検館府中店
（株）オヤマダ
ボデイファクトリー荻野（有）
車猿
山三電機（株）
（有）新和自動車
（有）オートメカ・イイダ
宮園オート（株）村山店サービス工場
（有）タイガーオート
（有）ツルミ・オートサービス
小野自動車
（有）神山モータース
（有）栁下自動車
（有）村山自動車工業
（株）茂木商会
（有）谷合自動車
平山モータース（株）
（株）コンドーオート
（株）タカハシタイヤプロショップ
（有）池和田商事
森田自動車
小室モータース商会
中西モータース
（有）柳川ガレーヂ
（株）ルート16くるまや
尾崎モータース
カーロジスト
（株）アクセルオート ダイハツ福生田園
（有）鯉沼誠輪社
（株）早輪社
大和自動車整備（株）
東都無線（株）
（株）高野モータース
（有）常盤モータース
（有）東洋モータース
田中電機工業（株）
（株）東京自動車商会
宮城交通（株）
武藤自動車整備工場
豊興自動車（株）
（株）橋本屋民間車検場テックス大塚
ふじやま自動車（株）
国際交通（株）
（有）チトセ商会
明日香自動車（株）
飯村自動車興業（株）
（有）幸徳自動車
大石自動車
（株）宮崎モータース
芳国自動車工業
（株）ボンネ１２０
大喜モータース販売
墨田自動車整備協同組合
業平自動車（株）
（有）並木モータース

所在地
東京都府中市浅間町2-1-40
東京都府中市天神町3-13-13
東京都府中市南町4-32-10
東京都府中市白糸台2-13-1
東京都府中市美好町2-23
東京都府中市本宿町3-1-1
東京都府中市緑町1-17-10
東京都府中市緑町3-11-4
東京都武蔵村山市伊奈平1-22-7
東京都武蔵村山市伊奈平1-45-17
東京都武蔵村山市榎2-83-1
東京都武蔵村山市榎2-94-3
東京都武蔵村山市榎3-5-5
東京都武蔵村山市学園2-12-1
東京都武蔵村山市三ツ木1-35-2
東京都武蔵村山市残堀2-24-6
東京都武蔵村山市大南3-98-2
東京都武蔵村山市中央1-4-3
東京都武蔵村山市中藤4-34-5
東京都武蔵村山市本町1-68-2
東京都武蔵野市吉祥寺東町1-10-1
東京都武蔵野市境南町3-8-4
東京都武蔵野市八幡町3-1-3
東京都福生市加美平1-26-6
東京都福生市加美平3-15-7
東京都福生市熊川1113-7
東京都福生市熊川743
東京都福生市志茂186
東京都福生市東町13-12
東京都福生市福生2169
東京都福生市福生2479-4
東京都福生市福生855
東京都福生市北田園1-12-10
東京都福生市北田園2-5-1
東京都文京区関口1-27-3
東京都文京区関口1-29-10
東京都文京区西片1-17-11
東京都文京区千石1-16-14
東京都文京区千駄木2-2-15
東京都文京区千駄木3-25-6
東京都豊島区上池袋1-10-9
東京都豊島区上池袋1-25-4
東京都豊島区西巣鴨4-3-8
東京都豊島区西池袋4-24-12
東京都豊島区千早2-5-10
東京都豊島区池袋3丁目69番5号
東京都豊島区南大塚1-2-8
東京都豊島区南長崎1-1-22
東京都北区志茂3-1-7
東京都北区昭和町1-1-20
東京都北区赤羽北1-20-1
東京都北区滝野川6-46-14
東京都北区中十条1-2-20
東京都北区東十条1-9-10
東京都北区東田端2-10-10
東京都北区浮間2-29-18
東京都墨田区亀沢1-25-4
東京都墨田区亀沢2-13-1
東京都墨田区亀沢4-4-7
東京都墨田区向島3-33-13
東京都墨田区向島5-47-11
25/61

電話番号
042-369-3501
042-362-3708
042-366-0180
042-362-8341
042-362-3374
042-368-2361
042-335-4589
0423-62-2975
042-569-1751
042-520-6888
0425-65-3241
042-563-4147
042-566-0635
042-565-0481
042-531-5317
042-520-3771
042-564-1216
042-561-0329
042-565-6881
042-565-0251
0422-22-5188
042-231-6717
0800-400-5517
042-553-5431
042-553-3181
042-552-5673
042-551-3338
042-551-0532
042-551-0567
042-551-4466
042-530-0662
042-551-6677
042-530-1781
042-553-5522
03-3200-8756
03-3202-5464
03-3812-5231
03-3946-3725
03-3821-5485
03-3821-1784
03-3917-5612
03-3918-2371
03-3918-6521
03-5966-4552
03-3957-5856
03-3971-6314
03-3945-1221
03-3952-2234
03-3901-1111
03-3894-5988
03-3907-4012
03-3916-6141
03-3909-7391
03-3913-6331
03-3831-0660
03-3966-7456
03-3623-0514
03-3626-2930
03-3626-0845
03-3623-1195
03-5637-1355

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）竹内モータース
（株）江東モータース
（有）並木秀モータース
八千代自動車（株）
（有）オガワ自動車
江向自動車整備協同組合
（有）東部自動車サービス
磯タイヤ工業（株）
（有）中野自動車
山田モータース
エーエス自動車（株）
（株）松田自動車整備工場
（有）小高モータース
（有）武田モータース
（株）大勝
（有）ウエハラモータース
（株）オオクラ
野村モータース
坂本自動車（株）
薄倉自動車
須賀自動車（株）
（株）城南オート販売
向江モータース
（有）斉藤自動車工業所
（株）近藤自動車
（有）ヤマダ自動車
高室自動車興業（株）
（有）トキタ商会
（株）石綿モータース
（株）都南サービス
（有）宮田モータース
（有）名甲自動車整備工業
田巻モータース
田口モータース
（有）錦電機商会
（株）カワグチオートサービス
（有）フジ自動車商会
（株）セーコー自動車工業
鈑金工房マック立川工場
金井自動車
青木モータース
オートモーティブサービス
（有）小峰自動車
（有）オガワモータース
髙橋モータース
（資）井上自動車工場
（有）勝原自動車工業
田中電機工業（株） 練馬営業所
（株）協伸
練馬自動車（株）
アライ電機産業（株）
日之出自動車工業（株）
西大泉自動車（有）
（株）フレンドモータース
（株）山中自動車
栃和泉自動車（株）
（株）服部自動車鈑金工業
東京カーサービス（株）
（有）オートサービス高橋
（有）朝倉モータース
高橋自動車（株）

所在地
東京都墨田区太平1-10-3
東京都墨田区太平1-1-11
東京都墨田区太平2-10-7
東京都墨田区堤通1-2-9
東京都墨田区東向島3-33-7
東京都墨田区東墨田3-17-16
東京都墨田区東墨田3-9-1
東京都墨田区八広2-45-11
東京都墨田区八広3-31-12
東京都墨田区八広3-9-18
東京都墨田区八広5-23-9
東京都墨田区文花2-14-7
東京都墨田区墨田5-9-1
東京都墨田区本所1-8-3
東京都墨田区立花3-10-11
東京都墨田区立花5-18-13
東京都墨田区立川4-12-9
東京都墨田区立川4-9-1
東京都墨田区両国1-9-8
東京都墨田区緑4-9-10
東京都目黒区原町2-19-9
東京都目黒区五本木2-23-14
東京都目黒区五本木2-53-9
東京都目黒区青葉台1-18-2
東京都目黒区大岡山1-4-1
東京都目黒区中央町1-3-16
東京都目黒区中町2-41-19
東京都目黒区中目黒5-19-9
東京都目黒区東山3-6-16
東京都目黒区八雲2-11-16
東京都目黒区平町2-15-2
東京都目黒区目黒本町4-23-10
東京都立川市栄町6-20-3
東京都立川市栄町6-25-8
東京都立川市錦町3-5-23
東京都立川市錦町3-7-13
東京都立川市幸町1-24-8
東京都立川市幸町6-1-1
東京都立川市砂川町8-72-3
東京都立川市柴崎町6-19-29
東京都立川市曙町3-11-31
東京都立川市上砂町5-13-5
東京都立川市柏町3-48-3
東京都立川市富士見町1-16-18
東京都立川市富士見町2-17-8
東京都立川市富士見町6-37-2
東京都練馬区羽沢3-33-9
東京都練馬区貫井5-20-24
東京都練馬区関町南1丁目11-29
東京都練馬区関町北4-35-30
東京都練馬区高松6-33-14
東京都練馬区春日町4-1-7
東京都練馬区西大泉6-3-3
東京都練馬区大泉学園町4-29-34
東京都練馬区大泉町2-14-23
東京都練馬区大泉町3-21-1
東京都練馬区田柄5-22-20
東京都練馬区東大泉2-14-8
東京都練馬区平和台2-11-11
東京都練馬区豊玉中2-7-3
東京都練馬区豊玉中2-8-5
26/61

電話番号
03-3622-9616
03-3624-4758
03-3625-5337
03-3616-1151
03-3618-7131
03-3613-3191
03-6231-9704
03-3610-1334
03-3617-3990
03-3613-3073
03-3619-5151
03-3617-4211
03-3612-1740
03-3622-8638
03-3613-6561
03-3617-3400
03-3631-3412
03-3631-6475
03-3633-5851
03-3632-3006
03-3712-5809
03-3713-8558
03-3793-7365
03-3462-2629
03-3718-6536
03-3715-7700
03-3711-5371
03-3719-0718
03-3719-0321
03-3717-2229
03-3718-5048
03-3714-1096
042-536-0097
042-536-1727
042-523-2217
042-524-6156
042-536-6611
042-536-1405
042-538-2020
042-526-0131
042-524-5663
042-535-1836
042-536-2523
042-524-0261
042-522-6418
042-525-6933
03-3993-0228
03-3998-0235
03-3594-5611
03-3920-5141
03-3925-1602
03-3998-0222
03-3925-0457
03-3922-4719
03-3924-2501
03-3925-8151
03-3990-8541
03-3921-3511
03-3931-8222
03-3992-5171
03-3993-7371

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）クラモト
（株）斉藤自動車工業
（有）尾形自動車
（有）石原自動車修理工場
ハイド･アウト
（有）共進自動車整備工場
三愛自動車
（株）オレンジ
京浜蓄電池工業（株） 金沢支店
SERVANT
（株）ザ・カスタム
（有）オートモバイル
（株）バリューアップ
（有）和泉電装
京浜蓄電池工業（株）
（有）ゼット・アイ・エス ブラックムーン横浜店
RV4ワイルドグース（株）
（有）エムワイオート
相原興業（株） カーマート車検センター
（有）ライフコーポレーション（TECH FOUR湘南）
（有）湘南車検センター
（有）佐々木電装
スズキ大師川崎
（株）内藤自動車
京浜蓄電池工業（株） 相模原支店
くるまひろば
（有）平川タイヤサービス
京浜蓄電池工業（株） 平塚支店
三友モータース
（有）クルマのハンシン
（有）小田製陶所 あがの輪店
（株）佐藤モータース
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフ燕SS
（有）中野自動車商会
海津電機
（有）野島自動車商会
（株）アカツカ
（株）松田輪業
（有）小出自動車工業
（株）ピットワン
（有）和光自動車
（株）宮本モータース 魚沼堀之内店
（有）目黒自動車整備工場
（有）三根山商会
（有）村松自動車
下田自動車（株）
（有）木島商事
綱島モータース（株）
（有）大和自動車
（株）共和自動車
（株）ナカサト共和
（有） 丸三電機
（有）廣井自動車整備工場
関モータース
（有）渡辺自動車整備工場
（株）小千谷モータース スズキアリーナ小千谷西
（有）片貝自動車商会
横山オートサービス
高助オートサービス（株）
（有）ミウラオート
（株）ロッキーオート

所在地
東京都練馬区豊玉北1-14-2
東京都練馬区北町7-15-15
東京都練馬区練馬4-32-8
神奈川県綾瀬市大上1-30-14
神奈川県横須賀市芦名1-3-5
神奈川県横須賀市三春町3丁目4番地
神奈川県横須賀市森崎1-14-17
神奈川県横須賀市武4-1-9
神奈川県横浜市金沢区福浦1-6-12
神奈川県横浜市戸塚区柏尾町974南山ハイム102
神奈川県横浜市港北区新羽町412
神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11-8
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5
神奈川県横浜市泉区中田西4-21-13
神奈川県横浜市鶴見区小野町56-4
神奈川県横浜市都筑区大熊町59-2
神奈川県厚木市田村町11-18
神奈川県厚木市林1-12-5
神奈川県小田原市寿町5-8-41
神奈川県小田原市上新田16-1
神奈川県秦野市菩提34-5
神奈川県川崎市高津区久末250
神奈川県川崎市川崎区台町12-7
神奈川県川崎市中原区下小田中1-1-3
神奈川県相模原市南区大野台1-3-9
神奈川県相模原市南区当麻85
神奈川県藤沢市亀井野 2488
神奈川県平塚市四之宮7-12-10
新潟県阿賀野市外城町13番35号
新潟県阿賀野市山口町1-7-10
新潟県阿賀野市寺社甲110-1
新潟県阿賀野市飯山新585番地の2
新潟県燕市井土巻4-163
新潟県燕市笈ヶ島1259-1
新潟県燕市笹曲1-25
新潟県燕市小高4828-4
新潟県燕市中川577-1
新潟県岩船郡関川村下関43-2
新潟県魚沼市井口新田1013-1
新潟県魚沼市下倉527番地
新潟県魚沼市十日町1235-1
新潟県魚沼市堀之内103
新潟県見附市本所1-2-68
新潟県五泉市伊勢の川4-59
新潟県五泉市本田屋1374-1
新潟県三条市高屋敷59-7
新潟県糸魚川市梶屋敷990
新潟県糸魚川市寺島2-5-15
新潟県十日町市伊勢平治400-1
新潟県十日町市高田町6丁目750番地
新潟県十日町市上山イ283番地
新潟県十日町市西本町１
新潟県小千谷市旭町10番32号
新潟県小千谷市城内1-11-14
新潟県小千谷市大字ひ生甲2203-1
新潟県小千谷市土川711番地
新潟県小千谷市片貝山屋町1-1
新潟県小千谷市片貝町6496番地
新潟県上越市港町2-8-1
新潟県上越市三和区野323-2
新潟県上越市新光町3-9-1
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電話番号
03-3994-2735
03-3931-3438
03-3991-6170
0467-78-2068
046-855-3644
046-826-3935
046-836-5151
046-855-3351
045-781-1660
045-828-0818
045-531-2221
045-924-4411
045-226-0932
045-803-1911
045-521-2915
045-475-5558
046-294-4567
046-236-6194
0465-34-3136
0465-49-1449
0463-75-2204
044-755-8764
044-288-2718
044-777-2288
042-752-0327
042-711-8273
0466-81-5682
0463-55-7111
0250-62-3885
0250-62-8084
0250-47-8381
0250-62-2883
0256-61-6355
0256-98-5151
0256-97-3182
0256-63-4686
0256-63-3383
0254-64-2110
025-792-1025
025-794-6111
025-792-4442
025-794-2508
0258-62-0918
0250-42-6322
0250-58-7535
0256-46-2245
025-555-3100
025-552-6864
025-768-2397
025-752-5559
025-763-4475
0257-57-3815
0258-83-3355
0258-82-3523
0258-83-2119
0258-82-2970
0258-84-2405
0258-84-2079
025-545-2677
025-532-2010
025-543-2626

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
所在地
（株）井部商会
新潟県上越市大字夷浜新田419番地
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフ横越PLANT
新潟県新潟市江南区横越中央8-1024
MAGIC HAND
新潟県新潟市江南区曙町1丁目5-43
（株）ハヤマ ユーロード亀田SS
新潟県新潟市江南区東早通4-1-1
（有）五十嵐工業所
新潟県新潟市秋葉区小須戸3887-26
（株）ハヤマ チャームロード西川
新潟県新潟市西蒲区旗屋408
（株）イエストサービス
新潟県新潟市西蒲区津雲田550番地
（有）寺尾車体工業
新潟県新潟市西区寺尾10-30
（株）大島商会
新潟県新潟市西区中権寺2279-8
（有）オートサービス・イトウ
新潟県新潟市西区鳥原832－1
（株）新潟電装
新潟県新潟市西区流通センター3-1-3
（有）新潟ジャンクション
新潟県新潟市大島割前172-1
（株）スワロー商事 カーコンビニ倶楽部・ロータススワロー 新潟県新潟市中央区関新2-2-38
（株）関屋モータース 本社・工場
新潟県新潟市中央区関南町6番13号
とやの自動車工業（株）
新潟県新潟市中央区上近江4-6-15
（株）ハヤマ セルフスーパーロード県庁前
新潟県新潟市中央区鳥屋野2-12-18
旭自動車（株） パレスオートセンター
新潟県新潟市中央区南笹口1-8-1
（株）ハヤマ 卸新町給油所
新潟県新潟市東区卸新町3-16-16
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフステーション中野山新潟県新潟市東区若葉町1-120-11
宮島石油販売（株） 竹尾インター店
新潟県新潟市東区竹尾前沢585-1
ネクステージ新潟東店
新潟県新潟市東区中木戸326番地
ネクステージ新潟南店
新潟県新潟市南区下塩俵1145
（株）月潟モータース
新潟県新潟市南区月潟889
（有）戸枝自動車工業
新潟県新潟市南区大通1-8-2
（株）ハヤマ セルフ エイトロード白根
新潟県新潟市南区大通黄金4-1-6
（株）Process
新潟県新潟市北区太田5826-1
（有）藤政自動車
新潟県新潟市北区島見町1029番地1
東和自動車（株）
新潟県新発田市月岡751
（有）マイカーセンター金塚 サービス工場
新潟県新発田市荒町1844－3
（株）しばた車輌工業
新潟県新発田市小舟町1-1-28
（有）吉澤モータース
新潟県新発田市早道場681-2
（有）マルシン電機商会
新潟県新発田市中曽根町通り下668-5
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフ新発田
新潟県新発田市富塚町1-15-2
ゴードー通商（株）
新潟県新発田市平山181-1
（有）山崎自動車
新潟県長岡市下々条4丁目7-8
中越オート（株）
新潟県長岡市下条町711-1
（株）伊丹自動車
新潟県長岡市下条野々入790
（株）オートショップヒーローズ
新潟県長岡市宮本町1丁目甲492-1
（株）フォード新潟 長岡店
新潟県長岡市堺町浦田75-1
（有）芝自動車商会
新潟県長岡市三島新保332
（株）斉忠自動車 カーライフステーション斉忠長岡店
新潟県長岡市川崎町宇野口1537
（株）北陸モーターサービス
新潟県長岡市船江町2-21
長岡ジープセンター
新潟県長岡市中沢1-22-1
（有）下村商会
新潟県長岡市島崎388番地
（有）近藤自動車商会
新潟県長岡市島崎5105番地
風間工業（株）カザマ東神田整備工場
新潟県長岡市東神田1-4-21
（有）エスティーオート
新潟県長岡市東大町61番地2
（株）ナカノオート
新潟県長岡市藤橋1丁目576番地1
（株）斉忠自動車 大野店
新潟県長岡市栃尾大野町4-6-18
（株）ホンダワークス
新潟県長岡市平島1丁目65番地
（株）新潟電装 長岡事業所
新潟県長岡市宝4-1-19
（有）内藤モータース
新潟県長岡市与板町与板乙1406
（有）本間自動車
新潟県長岡市与板町与板乙5603-1
（有）ウルマ電機
新潟県長岡市要町3-1-18
（株）山口オート
新潟県東蒲原郡阿賀町石間3724
フラワーオートガレージ
新潟県南魚沼市関981-1
（株）宮本モータース 車検のコバック六日町店
新潟県南魚沼市四十日2471-3
（有）大和自動車整備工場
新潟県南魚沼市寺尾1310-1
石打自動車鈑金
新潟県南魚沼市南田中368
（有）中俣電装
新潟県南魚沼市余川3227-1
（株）フォーラムムラタ
新潟県柏崎市岩上23-12
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電話番号
025-545-0308
025-383-2727
025-383-3633
025-381-0681
0250-38-3010
0256-88-5416
0256-82-2327
025-260-0987
025-201-7260
025-377-3571
025-264-4141
025-283-2471
025-266-4871
025-267-3141
025-283-5536
025-282-2515
025-246-3221
025-275-2482
025-288-5490
025-250-2250
025-270-4907
025-362-5550
025-375-2156
025-377-3931
025-362-1608
025-250-5718
025-259-5841
0254-32-2437
0254-26-3303
0254-22-5511
0254-29-3286
0254-26-6771
0254-20-5350
0254-33-3075
0258-24-6141
0258-23-2649
0258-22-1041
0258-86-8833
0258-28-3030
0258-42-2341
0258-31-5222
0258-32-1370
0258-35-1550
0258-74-2078
0258-74-2178
0258-32-3388
0258-30-3425
0258-46-8828
0258-52-1471
0258-22-3768
0258-24-0006
0258-72-2903
0258-72-2541
0258-32-2955
0254-99-3323
025-788-1411
025-776-7078
025-776-3125
025-783-2010
0257-72-4580
0257-24-3283

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）品田商会
サンワーズ（株）
スズキアリーナサンワーズ柏崎
小坂モータース
（有）カーメインテナンス朝倉 本店
松井エネルギーモータース（株）
メンテナンス樹工房
（有）北陸車検
カーサービス中田
共立オートサービス（株）
中川電機（株）
キスモ（株）
（株）くるまや中山
（株）加賀オート
（株）オーシャンドリーム
SUV LAND金沢
（株）カーショップ宇野商事
トップオート
（有）吉田建機
ブナン（株）
高島自動車
ピットステーションSABAE
（株）東信自動車
（有）エース商会 美浜店
（有）大塚自動車工業
（株）ガレージＭ
（株）滝本ホンダ
白野輪業商会
（株）くるまやレディース
平野自動車商会
大洋自動車工業（株）
（株）カスマオートサービス
（株）カーボ スーパーカーボ開発店
UNIVERSE福井
柴木自動車
（有）坂尻モータース
M-speed（株）
タイヤガーデン福井
丸福産業（株） セルフかいほつ店
（有）津田自動車
森下電機
フェローズジャパン
勝見モータース（株）
（株）長田車体
ネクステージ甲府バイパス店
山の手ホンダ（株）
山梨クラリオン（株）
須田自動車工場
碓井自動車（株）
（株）パワーズ
（有）アルプスステーション
（有）下部自動車
（株）三和
（有）マイカーセンター
（有）清里自動車
（有）コスゲ自動車
（株）穂高自動車
（株）アルガオートサービス あずみ野店
トライアイ（株） カーネットプラザ伊那店
（有）平和自動車
小林自動車工業（有）

所在地
新潟県柏崎市松波4-1-63
新潟県柏崎市田中1-24
新潟県柏崎市宝町3-39
富山県下新川郡朝日町横尾958-1
富山県黒部市前沢1918-6
富山県中新川郡上市町稗田2-5
富山県富山市新屋165-1
富山県富山市町村1番地
富山県富山市長江新町3丁目12-3
石川県金沢市古府2丁目29番地
石川県金沢市神田1-11-20
石川県金沢市西泉3-2-1
石川県金沢市八日市1丁目632番地2
石川県小松市新町89番地2
石川県白山市幸明町293-1
石川県野々市市御経塚4丁目158番
福井県越前市葛岡町7-7-1
福井県越前市庄町30-11-1
福井県越前市池ノ上町90-6
福井県越前市中平吹町3-8-5
福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-40
福井県鯖江市鳥羽1丁目4-3
福井県鯖江市有定町1丁目6-29
福井県三方郡美浜町佐田38-10-1
福井県三方上中郡若狭町能登野18-13-1
福井県勝山市郡町1-1-14
福井県勝山市荒土町新保4-123
福井県勝山市芳野町2丁目1-35
福井県大野市陽明町1丁目1402
福井県敦賀市若葉町2丁目1756
福井県敦賀市昭和町1-22-31
福井県福井市花堂東1-30-15
福井県福井市開発町6-15
福井県福井市開発町8-6-1
福井県福井市高木中央1丁目3406
福井県福井市若杉2丁目1531
福井県福井市上野本町4丁目1406
福井県福井市西開発3-409
福井県福井市西開発3丁目201番地
福井県福井市西二ツ屋町1-5-2
福井県福井市北四ツ居1-1-27
福井県福井市和田東1-2201
福井県福井市和田東1丁目1105
山梨県甲斐市篠原2172-2
山梨県甲斐市富竹新田1655番1
山梨県甲府市塩部1-11-7
山梨県甲府市塩部3-16-17
山梨県甲府市下飯田2-11-30
山梨県甲府市中央2丁目10-16
山梨県笛吹市石和町広瀬1374-49
山梨県南アルプス市西野2336-3
山梨県南巨摩郡身延町常葉322-1
山梨県南巨摩郡富士川町長沢31-2
山梨県南都留郡河口湖町船津3339-8
山梨県北杜市高根町清里3545
山梨県北都留郡小菅村4366-3
長野県安曇野市穂高1450
長野県安曇野市豊科高家3807-1
長野県伊那市西春近10697-24
長野県塩尻市大字大小屋79番地
長野県塩尻市大門6番町1番25号
29/61

電話番号
0257-23-2227
0257-24-1131
0257-24-5530
0765-82-0029
0765-54-1377
076-472-2751
076-452-0165
076-425-0900
076-421-0055
076-249-5551
076-242-5141
076-280-4455
076-242-2877
0761-22-3681
076-274-3686
076-249-4907
0778-23-5400
0778-24-4228
0778-24-4456
0778-23-7373
0776-61-1368
0778-42-5105
0778-52-5600
0770-37-2211
0770-45-1326
0779-64-4425
0779-89-3223
0779-88-0382
0779-65-4420
0770-23-6016
077-023-1221
0776-35-1056
0776-52-7515
0776-53-4907
0776-54-6808
0776-34-0100
0776-89-0337
0776-53-2319
0776-54-5334
0776-86-1116
0776-53-5255
0776-23-5556
0776-23-5325
055-276-2291
055-279-4907
055-253-1155
055-253-2711
055-222-8978
055-233-4300
055-261-7615
055-282-4436
0556-36-0508
0556-22-1145
055-572-0909
0551-48-2133
0428-87-0315
0263-82-2606
0263-71-6255
0265-71-6364
0263-52-0912
0263-52-0709

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）金田モータース
松川サービス（株）
（株）マルエー・アダチ
（株）ボディーショップキガサワ
松井自動車工業（株）
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフ若宮
モトネイジ
佐藤自動車（株）
（有）高田電機工業所
（株）ジン・コーポレーション 松本車輌
ネクステージ松本店
（株）アルガオートサービス 並柳店
降幡自動車（株）
カーライフスタジオ IZホールディングス
（有）アトムモータース
漆戸自動車整備工場
（株）フジカーランド上田 古里店
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフおだ野
（株）木次商事 カーライフステーション諏訪
（株）興和自動車興業
（有）柳町オート
（有）フジマキ
（有）斎藤自動車
京浜蓄電池工業（株） 長野支店
（株）小田切車体 本社
コスモ石油（株）北関東カンパニーセルフ川中島
進興蓄電池（株）
（株）ジェー・シー・エー 綿半カーサービス長池店
（有）山岸自動車工業
森井自動車（株）
（有）コイデ自動車
（株）オバタオート
（株）ハーバル
飯田ヂーゼル（株）
トライアイ（株） カーネットプラザ飯田店
（有）ボディーショップオギ Bananaオート
（株）高沢モータース ショールーム
（有）友栄自動車
フジワ・カーサービス 安八店
坂自動車
（株）未来カーサービス
岡田モータース
（有）神戸自動車
（株）ユタカオート
（株）オカムラ自工
小玉自動車
（株）テレワーク オートサイト
（有）萬侑自動車
八神自動車
大日石油（株）SUNステーション羽島
オートサービスＫＡＫＥＨＩ
（株）羽島モータース
東松自動車（株）
（株）シバタモータース
（株）リコーショップ
シェル
立花モータース
日比野自動車商会
丸和自動車工業（株）
（株）中部自動車工業
ＮＥＷ ＨＡＳＩＭＡ

所在地
長野県下伊那郡阿南町新野1412-5
長野県下伊那郡松川町上片桐4628
長野県茅野市ちの2557-3
長野県駒ケ根市下平673－3
長野県駒ｹ根市北町24番13号
長野県佐久市岩村田宮ノ前1961-1
長野県小諸市塩野4010-5
長野県小諸市加増2-13-5
長野県松本市城西1-7-20
長野県松本市島内1666番地604
長野県松本市白板2丁目3番32号
長野県松本市並柳2-1-18
長野県松本市野溝西3-5-8
長野県上伊那郡南箕輪村1762-2
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪2985
長野県上伊那郡箕輪町東箕輪4156-3
長野県上田市古里150-1
長野県上田市神畑466-1
長野県諏訪市城南2-2515-1
長野県諏訪市杉菜池1918ｰ3
長野県千曲市寂蒔585-2
長野県大町市常盤3558番地
長野県大町市大町1956-1
長野県長野市稲葉中千田2019-1
長野県長野市松代町東寺尾3178番地1
長野県長野市川中島町今井1801-1
長野県長野市中御所4-7-27
長野県長野市南長池487
長野県東御市本海野1650
長野県東筑摩郡山形村3887-1
長野県飯山市常盤1433
長野県飯田市羽場坂町2351番地38
長野県飯田市上郷別府1720-1
長野県飯田市大通一丁目38番地2
長野県飯田市鼎名古熊2166-1
長野県北佐久郡御代田町馬瀬口223-2
長野県木曽郡木曽町福島万郡2250-5
岐阜県安八郡安八町森部1404-1
岐阜県安八郡安八町大明神438-1
岐阜県安八郡安八町大野44の1
岐阜県安八郡安八町東結2063
岐阜県安八郡安八町氷取兀沼382
岐阜県安八郡神戸町丈六道445-1
岐阜県羽島郡笠松町桜町107
岐阜県羽島郡笠松町美笠通1丁目1
岐阜県羽島郡笠松町門間23番地の1
岐阜県羽島郡岐南町平成6-19
岐阜県羽島郡岐南町平島4丁目178番地
岐阜県羽島市桑原町八神4400
岐阜県羽島市江吉良町143-1
岐阜県羽島市舟橋町5丁目13番地
岐阜県羽島市小熊町江頭字西江頭787番地の11
岐阜県羽島市上中町長間1302-2
岐阜県羽島市上中町長間2874
岐阜県羽島市上中町長間99番地の2
岐阜県羽島市正木町上大浦6丁目81-1
岐阜県羽島市正木町森8丁目33
岐阜県羽島市正木町須賀2072
岐阜県羽島市足近町4-111
岐阜県羽島市竹鼻町駒塚911-1
岐阜県羽島市竹鼻町狐穴154
30/61

電話番号
0260-24-2519
0265-36-3733
0266-72-2217
0265-83-1550
0265-82-2341
0267-67-9129
0267-26-2122
0267-22-1360
0263-32-3711
0263-47-0090
0263-36-4907
0263-26-8565
0263-26-2004
0265-96-7391
0265-79-3034
0265-79-3751
0268-22-8000
0268-29-9129
0266-54-7382
0266-52-4004
026-274-2911
0261-22-2042
0261-22-2295
026-226-5811
026-278-6508
026-217-4345
026-226-2211
050-1709-0150
0268-62-1025
0263-98-2127
0269-62-3719
0265-23-2552
0265-22-0910
0265-21-1180
0265-56-1000
0267-32-8891
0264-23-3700
0584-64-4611
0584-64-4195
0584-64-3267
0584-62-6967
0584-64-3049
0584-27-2735
058-388-2161
058-388-1201
058-387-1201
058-247-1888
058-246-9586
058-398-8113
058-391-2219
050-1063-6101
058-392-3350
058-392-3232
058-392-3671
058-392-6801
058-392-2254
058-392-2804
058-392-2696
058-392-5656
058-393-0151
058-394-1255

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）中央カーサービス
オオハシモータース
（有）高橋自動車
（有）竹腰商会
進藤自動車
（株）大清
（株）小川モータース
野中石油（株）
（有）マゼック
下呂自動車整備協業組合
（有）下町自動車工業
梅田モータース（株）
野村モータース
（有）亀山自動車
（有）村井自動車
加茂川自動車
（有）チーフ・カーズ
渡辺モータース
（有）ウィズドライブ
曽我自動車
今井自動車サービス
（有）藤井モータース
（株）竹腰モータース
（有）ダイヘイオート
（有）御幸自動車
松浦自動車
（有）松浦モータース
（有）天池商店
Tire Shop O'z御嵩
（株）スズキオート
（有）ビークルボックス
（有）山田サービス
（株）大桜産業
（有）サワノオート
広和自動車（株）
（株）東濃サービス
（株）ファミリーカーショップ
まごころ（株）
（有）奥村自動車工業
パーフェクトサービス
WIN'S WORKS
伊藤自動車
カー・フロンティア岐阜
（株） ホンダオート
高須モータース
（有）友和オート
（有）加守モータース
（有）濃尾自動車
KEn-Auto
（有）高木自動車整備工場
伊藤モータース
左髙勝自動車（株）
うぬま自動車
（有）三柿野モータース
（有）昌美自動車工業所
檜田邦自動車（株）
（株）伊藤モータース
（有）鵜沼モータース
（株）横山モータース
（株）横山モータース
（株）YuYu

所在地
岐阜県羽島市竹鼻町飯柄255番地の1
岐阜県羽島市竹鼻町飯柄859-1
岐阜県羽島市福寿町平方8-32
岐阜県下呂市金山町金山1880の1
岐阜県下呂市金山町祖師野215の1
岐阜県下呂市小坂町13番地の1
岐阜県下呂市小川1079番地
岐阜県下呂市森820の86
岐阜県下呂市馬瀬名丸28
岐阜県下呂市萩原町西上田1637番地
岐阜県下呂市萩原町萩原1519の2
岐阜県下呂市野尻下島977
岐阜県加茂郡坂祝町取組46の123
岐阜県加茂郡坂祝町酒倉1333番4
岐阜県加茂郡七宗町川並523番地5
岐阜県加茂郡川辺町下川辺475-15
岐阜県加茂郡川辺町上川辺706番地3
岐阜県加茂郡川辺町中川辺1128の1
岐阜県加茂郡東白川村越原1009-2
岐阜県加茂郡東白川村越原1031番地2
岐阜県加茂郡東白川村神土581-8
岐阜県加茂郡白川町黒川1802の8
岐阜県加茂郡白川町坂ﾉ東4129番地の1
岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5477番1
岐阜県加茂郡白川町切井字塔洞1927の1
岐阜県加茂郡八百津町久田見2727の2
岐阜県加茂郡八百津町八百津8378-1
岐阜県加茂郡富加町羽生2018番
岐阜県可児郡御嵩町井尻833-1
岐阜県可児郡御嵩町御嵩902番
岐阜県可児郡御嵩町上恵土574番地
岐阜県可児郡御嵩町中2132の15
岐阜県可児市下恵土446番242
岐阜県可児市下切532番3
岐阜県可児市広見2088
岐阜県可児市今渡1584
岐阜県可児市瀬田430-1
岐阜県可児市西帷子501番地
岐阜県可児市川合2607の26
岐阜県可児市谷迫間98-11
岐阜県可児市土田2456
岐阜県可児市緑ヶ丘1丁目91-1
岐阜県海津市海津町五町159番
岐阜県海津市海津町高須558番地1
岐阜県海津市海津町高須町1113-10
岐阜県海津市海津町草場204番地の1
岐阜県海津市海津町長瀬898
岐阜県海津市海津町馬目459番地の2
岐阜県海津市海津町平原1623-1
岐阜県海津市南濃町吉田508-1
岐阜県海津市平田町西島1271
岐阜県各務原市鵜沼各務原町4丁目263
岐阜県各務原市鵜沼西町1丁目106
岐阜県各務原市鵜沼川崎町2丁目111
岐阜県各務原市鵜沼朝日町2丁目170番地
岐阜県各務原市鵜沼朝日町3丁目125
岐阜県各務原市鵜沼朝日町5丁目335
岐阜県各務原市鵜沼東町3丁目190
岐阜県各務原市鵜沼東町5-85
岐阜県各務原市鵜沼東町五丁目114番
岐阜県各務原市成清町3丁目63番地
31/61

電話番号
058-393-0658
058-393-0050
058-398-1053
0576-32-2066
0576-35-2025
0576-62-2031
057-625-4366
0576-25-2356
0576-47-2235
0576-24-2700
0576-52-1239
0576-26-2334
0574-26-7576
0574-26-6316
0574-48-1228
0574-53-4672
0574-52-0066
0574-53-2167
0574-78-3168
0574-78-2625
0574-78-2056
0574-77-1628
0574-75-2011
0574-75-2755
0574-73-1171
0574-45-1036
0574-43-0305
0574-54-3033
0574-66-1251
0574-49-7000
0574-67-1804
0574-67-1429
0574-63-6000
0574-60-5033
0574-62-0267
0574-26-4181
0574-62-6444
0574-65-3939
0574-63-2004
0574-63-1162
0574-24-1700
0574-62-5030
0584-52-1066
0584-53-0250
0584-53-0052
0584-53-2496
0584-53-0285
0584-53-1161
0584-53-2835
0584-56-2588
0584-66-2462
058-384-9150
058-384-2541
058-382-5021
058-384-3306
058-370-1717
058-385-1311
058-384-6336
058-385-1775
058-385-1775
058-322-8647

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）蘇原モータース
（株）山崎自動車
（有）坂井モータース
まんさく自動車
ファインサービス
（有）廣瀬自動車
各務原石油(株） 那加サービスステーション
（株）小野モータース
（株）アイ・エム・ホンダ
（有）塩甚モータース
ＪＶ自動車
Ｇａｒａｇｅ Ｈｉｒｏ
オートガレージ大宮
山竹自動車
賢佑サービス
水野自動車（株）
平野自動車
三品自動車工業
（有）フェニックスオート
東海自動車販売（株）
シンワ車検センタ－
（株）オートライン
（株）オーエス OSモータース
（株）川村モータース
まりやオート商会
（有）大塚自動車
（有）林モーター
松田自動車
まつした自動車販売（株）
（有）タカセ自販
三和オート販売（株）
オートハウス２０１０
早川自動車
緑ケ丘モータース
ファインオート
（有）サナエ車輌
てしがわらモータース
ネクステージ岐阜21号バイパス店
（株）青山モータース
加納モータース（株）
（有）モリサキ総合サービス
（株）岐垣サービス
ＫＳオート
（株）ロータス松井
ナラ自動車
（有）古田モータース
（有）カムライフノジリ
ガレージ THE ONE
（有）土本自動車
アドバンスオート
KATO AUTO SERVICE
辻モータース
小川自動車工場
（有）加藤モータース
城南サービス
ミユキ自動車（株）
一二三自動車商会
（株）岐阜ガレーヂ第二工場
（有）安田輪業
（有）エイワンモータース
（株）森田自動車

所在地
岐阜県各務原市蘇原旭町4丁目1番地の1
岐阜県各務原市蘇原栄町1丁目5番地
岐阜県各務原市蘇原花園町1-13-2
岐阜県各務原市蘇原古市場町1丁目7番
岐阜県各務原市蘇原早苗町80の17
岐阜県各務原市蘇原野口町2丁目9
岐阜県各務原市那加住吉町4丁目1番
岐阜県各務原市那加住吉町5丁目1番地の1
岐阜県各務原市那加西市場町1丁目95
岐阜県各務原市那加不動丘2の44
岐阜県各務原市那加北洞町1丁目27番地
岐阜県関市下白金字大桑271の1
岐阜県関市下有知1083
岐阜県関市下有知1519番地
岐阜県関市下有知5285-11
岐阜県関市巾1丁目6番地1
岐阜県関市小屋名668番地3
岐阜県関市小瀬1690-2
岐阜県関市小瀬1741番地の8
岐阜県関市小瀬1818番地1
岐阜県関市小瀬2826番地
岐阜県関市神野2-4
岐阜県関市西田原135-4
岐阜県関市西田原645
岐阜県関市中之保4687
岐阜県関市東新町1丁目2番6号
岐阜県関市洞戸栗原3番地
岐阜県関市洞戸菅谷740番地の1
岐阜県関市武芸川町高野785番地の1
岐阜県関市武芸川町跡部1133番地
岐阜県関市武芸川町八幡1155
岐阜県関市武芸川町八幡644
岐阜県関市弥生町4丁目2番24号
岐阜県関市緑ヶ丘2丁目5番23号
岐阜県岐阜市茜部新所1丁目235番地
岐阜県岐阜市茜部新所2-5
岐阜県岐阜市茜部大野2丁目263
岐阜県岐阜市茜部菱野1丁目117番地
岐阜県岐阜市芋島1丁目14-1
岐阜県岐阜市芋島3丁目1番16号
岐阜県岐阜市芋島5丁目3-16
岐阜県岐阜市宇佐南2丁目2番1
岐阜県岐阜市宇佐南3丁目3番2
岐阜県岐阜市塩町1丁目26番地
岐阜県岐阜市下奈良2丁目20番15号
岐阜県岐阜市加納天神町2-36
岐阜県岐阜市花月町一丁目11番地の4
岐阜県岐阜市花沢町5丁目24-1
岐阜県岐阜市芥見長山3丁目28
岐阜県岐阜市岩滝西3-131
岐阜県岐阜市鏡島南2丁目12-29
岐阜県岐阜市琴塚1丁目7-21
岐阜県岐阜市金宝町4丁目5
岐阜県岐阜市九重町1丁目14番地の2
岐阜県岐阜市向陽町13の1
岐阜県岐阜市江添3丁目7番15号
岐阜県岐阜市高尾町1丁目18
岐阜県岐阜市黒野南1丁目84
岐阜県岐阜市今嶺4丁目3-7
岐阜県岐阜市細畑6丁目9-2
岐阜県岐阜市鷺山1052の2
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電話番号
058-382-3151
058-389-0555
058-383-5000
058-380-5461
058-374-3727
058-383-5011
058-372-2090
058-383-1161
058-383-1553
058-383-5009
058-389-2966
0575-29-8777
057-524-9926
0575-23-1755
0575-23-5751
0575-22-4899
0575-28-3310
0575-22-8322
0575-23-3203
0575-22-6066
0575-21-1239
0575-29-0334
0575-23-3065
0575-22-0911
0575-40-3013
0575-22-0019
0581-58-2011
0581-58-2500
0575-46-3505
0575-46-3594
0575-46-2227
0575-46-2010
0575-24-8324
0575-22-6026
058-277-3088
058-271-8405
058-275-6232
058-272-4907
058-245-1057
058-240-2556
058-247-0706
058-271-1010
058-277-6319
058-245-5863
058-274-3308
058-271-7817
058-245-8592
058-227-0473
058-243-1292
058-243-3600
058-254-1955
058- 245-8428
058-262-6920
058-245-5657
058-272-7190
058-277-7227
058-262-4148
058-239-3541
058-271-6798
058-246-8516
058-232-3372

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
愛岐自動車整備工場
（株）手力モータース
（有）棚橋モータース
三貴モーター
（株）オートリペアカワシマ
（有）ガレージ・インセンス
岩田サービス工場
国際自動車（株）
東栄自動車工業（株）
ミノウラ自動車
（有）ケイエムオート
Ｇ・Ｃ・Ｃ
（株）村木モータース
大日石油（株）
奥田モータース
ガレージ・グリュック
田中車輌（株）
久世商事（有）
大塚自動車販売（有）
（有）長谷川サービスショップ
（株）ビースター
（株）カガシマ自動車センター
（有）三富鈑金
千手堂モータース
福井自動車
福井自動車センター
丸勝自動車興業
坂自動車修理工場
丸栄石油（株） カーパドック長良
岐阜セントラルモータース
東海エポック（株）
（株）丸栄カーライフ
（有）フクミツオート
（有）丸正モータース
ステージ
ガレージノモト
ワコー自動車
（有）岩戸サービスシヨツプ
（有）江崎自動車
（有）タカダ自動車
（有）信田自動車
（株）角田石油
（有）マイカーナカシマ
（有）ニュー棚橋兄弟自動車
（有）坂井田モータース
国枝自動車工業 （株）
西澤オートサービス
（株）長屋自動車
PIT・ONE TIRES
奥村自動車工業
（有）田中自動車
（有）カープラザ ワカサ
（株）OKABE GROUP
（有）カーケアセンター辻
（株）塩谷自動車
山甲自動車
エコー自動車
恩地モ－タ－ス
（株）丸三
ナル自動車（有）
白鳥自動車整備協業組合

所在地
岐阜県岐阜市市ﾉ坪町4の4
岐阜県岐阜市手力町6番1号
岐阜県岐阜市上西郷9丁目3
岐阜県岐阜市上土居1丁目2番12号
岐阜県岐阜市上土居766の2
岐阜県岐阜市城田寺226-1
岐阜県岐阜市城東通り6の40
岐阜県岐阜市織田塚町1丁目30番地の2
岐阜県岐阜市神楽町19番地の2
岐阜県岐阜市雛倉723
岐阜県岐阜市正法寺町49
岐阜県岐阜市清本町7丁目71番地2
岐阜県岐阜市清本町8-10
岐阜県岐阜市清本町8丁目6-1
岐阜県岐阜市西川手8丁目39
岐阜県岐阜市西鶉一丁目76番
岐阜県岐阜市石長町5丁目11番地
岐阜県岐阜市折立882番地の1
岐阜県岐阜市前一色1丁目9番5号
岐阜県岐阜市前一色西町13-31
岐阜県岐阜市則武東2丁目5番20号
岐阜県岐阜市大菅南13番25号
岐阜県岐阜市大菅南3番6号
岐阜県岐阜市大池町22-2
岐阜県岐阜市大福町5-21-1
岐阜県岐阜市大福町5丁目21番地1
岐阜県岐阜市旦島中2丁目12-14
岐阜県岐阜市茶屋新田3丁目80
岐阜県岐阜市長良東2-1
岐阜県岐阜市殿町6丁目612
岐阜県岐阜市島栄町1-30
岐阜県岐阜市東栄町4丁目3番地
岐阜県岐阜市東改田字腰前田82番地
岐阜県岐阜市東鶉1丁目15番地
岐阜県岐阜市東鶉3丁目115番地
岐阜県岐阜市東鶉7丁目23
岐阜県岐阜市南鶉1-26
岐阜県岐阜市尼ケ崎町2丁目20番地1
岐阜県岐阜市日光町9丁目52
岐阜県岐阜市日野南4丁目7番10号
岐阜県岐阜市福光西2丁目1番3号
岐阜県岐阜市福光西2丁目8-6
岐阜県岐阜市北一色10丁目25番地8号
岐阜県岐阜市北一色6丁目20番15号
岐阜県岐阜市本荘中ﾉ町2の30
岐阜県岐阜市木ノ下町3丁目20
岐阜県岐阜市門屋門20番地
岐阜県岐阜市野一色2丁目14-3
岐阜県岐阜市柳津町栄町151番
岐阜県岐阜市柳津町丸野4丁目13番地
岐阜県岐阜市領下1-44-1
岐阜県岐阜市六条大溝1丁目16番25号
岐阜県岐阜市六条大溝1丁目5番1号
岐阜県岐阜市六条南2丁目12の8
岐阜県岐阜市六条南3丁目6-5
岐阜県郡上市大和町島5898番地の1
岐阜県郡上市大和町牧1223番地
岐阜県郡上市白鳥町恩地575番地
岐阜県郡上市白鳥町前谷20番地の1
岐阜県郡上市白鳥町那留1502番地540
岐阜県郡上市白鳥町白鳥1100-1
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電話番号
058-245-4602
058-245-1661
058-239-0930
058-294-5752
058-232-4185
058-294-8533
058-271-3590
058-245-6318
058-273-2311
058-239-9636
058-273-9090
058-275-8199
058-271-7135
058-271-0463
058-271-8722
058-215-0439
058-247-3254
058-239-0351
058-245-6096
058-245-9149
058-232-2521
058-253-0300
058-252-3888
058-251-7714
058-232-1902
058-232-1902
058-231-1635
058-279-0639
058-295-7280
058-246-2303
058-231-6228
058-245-4318
058-234-0660
058-271-4844
058-278-2225
058-274-4106
058-273-2041
058-246-1694
058-232-8852
058-246-7711
058-232-5878
058-296-6055
058-248-0139
058-246-5641
058-271-9243
058-246-2184
058-229-5588
058-246-9910
058-322-8999
058-387-1215
058-247-0023
058-271-1537
058-272-6555
058-273-5600
058-272-5053
0575-88-2850
0575-88-3001
0575-84-1275
0575-85-2332
0575-82-4681
0575-82-3077

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
まるは兄弟自動車
（株）カー・ポート・マドカ
パウメトウ郡上八幡インターSS
（有）カーボイス
（株）ムトウサービス
（有）細江自動車
（有）明宝オートサービス
青木自動車
和良自動車
（有）くるまの河田
（株）中井自動車
SAKURA CAR SERVICE
白川自動車（有）
青木自動車（有）
（有）大宮自動車整備工場
飛騨コルト（株）
（株）タカバン
カーショップＧＯＯＤＮＥＳＳ
カーサイト・まえだ
（有）メカドック
門前自動車
（有）黒地モータース
（有）本郷車両サービス
瀬木油店
瀬木油店
（有）島光自動車
（有）藤本商会
飛騨中古車センター（株）
（有）赤保木自動車
（有）山口オートサービス
（有）宇野モータース
坂本自動車興業（株）
山内自動車
（有）伊自良モータース
（有）サイトウ自動車
昭和重車輌整備（株）
安心オートサービス
名和商会
ユタカサービス
（株）高野自工
（有）タカイモータース
（有）廣瀬自動車
（有）愛知自動車
（有）瑞浪サービス
（株）中山自動車修理工場
（有）門野モータース
（有）アサヒ自動車
（有）藤井モータース
（株）オートビークル土屋
（有）木田自動車
鈴木鈑金（株）
（有）水野モータース
笠原自動車（株）
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ多治見南
（株）中根モータース
（有）テックオートサービス
（有）後藤自動車
（有）マスダオ－トサ－ビス
（有）光栄自動車工業
協和自動車工業（株）
土井自動車販売（株）

所在地
岐阜県郡上市八幡町吉野935番地
岐阜県郡上市八幡町五町3丁目4番地の7
岐阜県郡上市八幡町五町三丁目2番11
岐阜県郡上市八幡町初納1397番1
岐阜県郡上市八幡町初納438番1
岐阜県郡上市八幡町中坪2丁目8番地の16
岐阜県郡上市明宝二間手312番地
岐阜県郡上市明宝畑佐679番地の1
岐阜県郡上市和良町沢987-1
岐阜県恵那市岩村町富田916-1
岐阜県高山市一之宮町3443番地
岐阜県高山市下切町1466番地
岐阜県高山市花里町2丁目80番地1
岐阜県高山市久々野町久々野1891の3
岐阜県高山市久々野町久々野2167番地
岐阜県高山市桐生町6丁目93
岐阜県高山市桐生町三丁目160番
岐阜県高山市江名子町3854-1
岐阜県高山市国府町西門前32番3
岐阜県高山市国府町名張1160番地
岐阜県高山市松之木町1470-1
岐阜県高山市上岡本町2-288
岐阜県高山市上宝町本郷1095番地2
岐阜県高山市新宮町1615-1番地
岐阜県高山市新宮町1615-1番地
岐阜県高山市新宮町3785の4
岐阜県高山市清見町三日町339番地
岐阜県高山市石浦町7丁目282番地
岐阜県高山市赤保木町1113の2
岐阜県山県市高富1-6
岐阜県山県市高木1527番地
岐阜県山県市佐野13番地
岐阜県山県市小倉755番地の1
岐阜県山県市大森73番地
岐阜県瑞穂市牛牧1531-1
岐阜県瑞穂市牛牧894の1
岐阜県瑞穂市十九条95の2
岐阜県瑞穂市重里577
岐阜県瑞穂市生津外宮東町1-37
岐阜県瑞穂市生津外宮東町2丁目74-1
岐阜県瑞穂市穂積1463の7
岐阜県瑞穂市野田新田4115番地の1
岐阜県瑞浪市稲津町萩原1361-1
岐阜県瑞浪市宮前町1丁目29
岐阜県瑞浪市土岐町7500の1
岐阜県瑞浪市陶町猿爪432の1
岐阜県瑞浪市陶町猿爪700番地の1
岐阜県瑞浪市陶町水上656-10
岐阜県瑞浪市穂並1丁目75番地
岐阜県瑞浪市和合町2丁目161
岐阜県多治見市笠原町1604-1
岐阜県多治見市笠原町2198の1
岐阜県多治見市笠原町2539番地の3
岐阜県多治見市京町3丁目70
岐阜県多治見市光ヶ丘5丁目85番地
岐阜県多治見市生田町3丁目119番地
岐阜県多治見市赤坂町6丁目12番地
岐阜県多治見市赤坂町8丁目36番地
岐阜県多治見市前畑町4丁目135番地の2
岐阜県多治見市池田町2丁目86
岐阜県多治見市池田町5-266
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電話番号
0575-63-2338
0575-65-6688
0575-66-1061
0575-62-2081
0575-66-1124
0575-67-1328
0575-87-2318
0575-87-3151
0575-77-2050
0573-43-2821
0577-53-2590
0577-34-1009
0577-37-6233
0577-52-3030
0577-52-2511
0577-32-1790
0577-32-2617
0577-35-5345
0577-72-3433
0577-72-4040
0577-34-7680
0577-33-0262
0578-86-2337
0577-36-0456
0577-36-0456
0577-32-0578
0577-68-2231
0577-32-3171
0577-34-7936
0581-22-1046
0581-22-5530
0581-52-1253
0581-36-2551
0581-36-3539
058-326-6446
058-326-4411
058-327-0536
058-328-2720
058-372-6280
058-372-3800
058-326-4417
058-326-6648
0572-68-5680
0572-68-5746
0572-68-5171
0572-65-2229
0572-65-4057
0572-65-2405
0572-66-2005
0572-67-2092
0572-45-2165
0572-44-2222
0572-44-3366
0572-22-1793
0572-21-6100
0572-25-8072
0572-22-7740
0572-22-5100
0572-23-1108
0572-23-3911
0572-22-6858

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
東濃自動車工業（株）
（有）宏和自動車
西濃オート（株）
（株）第一モータース
坪井自動車板金（有）
（有）太田モータース
（株）大垣インター自動車
藤田自動車工業
共栄自動車興業（株）
河村モータース
野田モータース
（株）田中モータース商会
ニッポーオート販売（株）
（株）三田自動車工業
（有）畑中自動車工業
川合自動車
服部モータース
服部モータース
大橋モータース
（株）末松自動車
（株）松岡モータース
（株）豊田モータース
（株）吉田カーファクトリー
平和自動車（株）
赤坂通運（株）整備工場
赤坂通運（株）
（株）グランドライン
（株）光モータース
（株）セイノーマテリアル
水都自動車（株）整備工場
（有）大垣名神モータース
（有）新生自動車
（株）西濃ガレージ
桂モータース
Honda Cars大垣中央 船町店
大垣スバル自動車（株）
（有）スギノ自動車
（有）渡部モータース
オートメイク
広瀬自動車
中部産業（株）
三宅モータース
（有）内木モータース
（有）河村サービス
（有）服部自動車
（有）西尾モータース
杉浦自動車鈑金
新栄石油（株）
（有）淀川モータース
（有）丸宮ホンダ販売
（有）村上サービス
（株）西尾モータース
（有）鷲見商会
（有）ガッツ
（有）鷲見モーター
坂巻自動車
町野自動車工業（有）
（株）仙石ホンダ
（有）大原自動車工業所
（有）磯村モータース
神明モータース（有）

所在地
岐阜県多治見市東町1丁目21番15
岐阜県多治見市姫町2丁目15番地の1
岐阜県大垣市安井町3丁目1番地
岐阜県大垣市安井町3丁目28
岐阜県大垣市安井町3丁目5番地
岐阜県大垣市安井町6丁目22
岐阜県大垣市外淵町2丁目136
岐阜県大垣市外渕2丁目129番地
岐阜県大垣市久瀬川町1丁目32
岐阜県大垣市古宮町122-1
岐阜県大垣市坂下町605の2
岐阜県大垣市三塚町1219-2
岐阜県大垣市三本木4丁目60-1
岐阜県大垣市十六町618番地1
岐阜県大垣市小泉町196の1
岐阜県大垣市小泉町332-2
岐阜県大垣市上石津町下山2853
岐阜県大垣市上石津町下山2853
岐阜県大垣市深地町974
岐阜県大垣市西外側町2-33
岐阜県大垣市静里町1015番地の4
岐阜県大垣市千鳥町1丁目8番地
岐阜県大垣市浅西3丁目25番地の2
岐阜県大垣市浅草2-53-2
岐阜県大垣市草道島町100の1
岐阜県大垣市草道島町北出口100の1
岐阜県大垣市築捨町三丁目13番地
岐阜県大垣市中野町3-3
岐阜県大垣市昼飯町961
岐阜県大垣市長沢町3丁目69番1
岐阜県大垣市島里3丁目30番地の1
岐阜県大垣市東町1丁目208番地1
岐阜県大垣市藤江町2丁目86
岐阜県大垣市南若森町231の1
岐阜県大垣市南切石町2丁目55番地
岐阜県大垣市二葉町6丁目14
岐阜県大垣市北方町4丁目101-1
岐阜県大垣市墨俣町墨俣865
岐阜県大垣市本今二丁目20番地3
岐阜県大垣市木戸町2-62
岐阜県大垣市領家町3丁目56番1
岐阜県中津川市阿木174番3
岐阜県中津川市加子母5457-4
岐阜県中津川市駒場121の1
岐阜県中津川市坂下338-2
岐阜県中津川市坂下854-1
岐阜県中津川市千旦林431番地の22
岐阜県中津川市中津川993番3
岐阜県中津川市中津川字新田1315番-1
岐阜県中津川市東宮町4番62号
岐阜県中津川市苗木1788の4
岐阜県中津川市付知町10219-7
岐阜県中津川市付知町6817番地の1
岐阜県中津川市付知町8554-1
岐阜県中津川市福岡943番地の38
岐阜県中津川市落合1013-17
岐阜県土岐市下石町1604
岐阜県土岐市妻木町1396番地の2
岐阜県土岐市泉寺田町3丁目25番地
岐阜県土岐市駄知町1234番地の1
岐阜県土岐市駄知町1243の1
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電話番号
0572-22-3331
0572-29-2045
0584-78-2167
0584-78-4877
0584-81-3377
0584-78-4253
0584-89-2099
0584-89-3636
0584-78-7191
0584-89-2531
0584-75-5088
0584-78-9155
0584-75-1819
0584-91-7381
0584-81-2336
0584-81-3356
0584-45-3013
0584-45-3013
0584-89-1673
0584-78-5225
0584-91-3053
0584-81-0008
0584-89-6562
0584-89-2994
0584-71-1921
0584-71-1921
0584-47-8327
0584-73-8815
0584-92-0508
0584-75-2500
0584-89-3602
0584-82-7668
0584-78-2655
0584-74-1298
0584-81-6227
0584-78-3100
0584-81-5927
0584-62-5205
0584-75-9122
0584-78-9482
0584-74-5523
0573-63-2609
0573-79-2641
0573-66-2521
0573-75-2232
0573-75-2254
0573-68-7810
0573-66-7878
0573-65-4514
0573-65-3782
0573-65-4726
0573-82-4101
0573-82-3132
0573-83-0170
0573-72-3105
0573-69-3935
0572-57-7155
0572-57-6340
0572-55-1055
0572-59-8671
0572-59-8519

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
水野モータース
ネクステージ土岐多治見店
西田モータース
アルプス自動車（株）
（有）古川サービス
（有）中畑自動車
合同会社 大坪自動車商会
西田自動車
（有）板津自動車
加茂オート（株）
ネクステージ美濃加茂店
福井自動車
（株）協伸オートサービス
渡辺モータース
長瀬自動車（株）
ひおきサービス
カーテクノK2
㈲カワシマ自動車
片山自動車
（株）若山モータース
（株）桑原モータース
（有）ニュー不破モータース
モリオートモービル
KOUKI MOTORS（有）日本コーキフィクサー
西脇三郎モータース
藤倉自動車（株）
（株）杉本商会
吉田モータース
（株）松浦自動車興業
藤倉自動車（株）
（有）ヴェローチェ
（有）高橋モータース
ゴトウ自動車センター
（有）山田モータース
（有）川瀬モータース
田中モータース
（有）川瀬モータース
（有）宮地自動車
太陽モータース
（株）いび自販
（株）上野カーズ
土川サービス
西濃モータース
（有）片桐自動車
清水自動車
須原自動車（株）
（有）北和自動車
（資）山喜モータース
（株）揖斐自動車修理工場
（有）カーズ・ナカシマ
カーポート立川
寺井サービス
（有）カーオートモリモト
牧村モータース
西脇モータース
（株）大西自動車
藤田自動車
伊藤自動車
上田自動車（有）
トータルガレージ サナダ
（有）たかぎ自動車

所在地
岐阜県土岐市駄知町2321-195
岐阜県土岐市土岐ヶ丘4丁目1番1
岐阜県飛騨市古川町下気多82-1
岐阜県飛騨市古川町高野371番地の1
岐阜県飛騨市古川町是重二丁目1番22号
岐阜県飛騨市古川町末広町8番22号
岐阜県飛騨市神岡町釜崎1001番地15
岐阜県飛騨市神岡町船津2132番地16
岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋737-1
岐阜県美濃加茂市古井町下古井227
岐阜県美濃加茂市御門町2丁目3番31
岐阜県美濃加茂市山之上町2552-34
岐阜県美濃加茂市山之上町7158
岐阜県美濃加茂市深田町3丁目2-10
岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋字松洞2376-1
岐阜県美濃加茂市牧野1611-2
岐阜県美濃市泉町47-1
岐阜県美濃市大字松森字中竹下203番地の1
岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原3689の1
岐阜県不破郡関ケ原町大字松尾5の1
岐阜県不破郡関ヶ原町大字野上1436の1
岐阜県不破郡垂井町2397の2
岐阜県不破郡垂井町綾戸328番1
岐阜県不破郡垂井町綾戸503-2
岐阜県不破郡垂井町栗原1100の1
岐阜県本巣郡北方町加茂501
岐阜県本巣郡北方町東加茂一丁目45番地
岐阜県本巣市十四条574-1
岐阜県本巣市上真桑1348番地
岐阜県本巣市上保760-1
岐阜県本巣市政田635-1
岐阜県本巣市早野14番地の1
岐阜県揖斐郡大野町稲富1168-1
岐阜県揖斐郡大野町稲富978の1
岐阜県揖斐郡大野町瀬古20番地の10
岐阜県揖斐郡大野町大字黒野677-16
岐阜県揖斐郡大野町中之元813-1
岐阜県揖斐郡池田町宮地465
岐阜県揖斐郡池田町沓井1043番5
岐阜県揖斐郡池田町沓井443番1
岐阜県揖斐郡池田町市橋580番地の2
岐阜県揖斐郡池田町田中302
岐阜県揖斐郡池田町八幡924
岐阜県揖斐郡池田町片山693-1
岐阜県揖斐郡池田町本郷1289-7
岐阜県揖斐郡池田町本郷713の2
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺122-1
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1146の2
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1149番地の1
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪421-1
岐阜県揖斐郡揖斐川町市場218
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲深坂2425
岐阜県揖斐郡揖斐川町北方57番地の1
岐阜県揖斐郡揖斐川町和田527-2
岐阜県養老郡養老町押越神明町37の12
岐阜県養老郡養老町高田1130の1
岐阜県養老郡養老町小倉1132
岐阜県養老郡養老町瑞穂775
岐阜県養老郡養老町石畑1158の1
岐阜県養老郡養老町石畑812の1
岐阜県養老郡養老町大跡839の1
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電話番号
0572-59-3010
0572-53-4907
0577-73-2851
0577-73-5522
0577-73-2696
0577-73-2801
0578-82-0616
0578-82-0260
0574-26-5331
0574-26-1311
0574-28-4907
0574-28-0578
0574-29-1975
0574-24-3361
0574-25-4644
0574-27-5861
0575-35-1621
0575-35-2728
0584-43-0639
0584-43-0207
0584-43-0224
0584-22-0432
0584-24-0072
0584-22-7077
0584-22-0779
058-324-6021
058-324-5161
058-324-1783
058-324-8723
058-213-5521
058-323-6464
058-324-0564
0585-32-1805
0585-32-3153
0585-35-2028
0585-32-0329
0585-34-1811
0585-45-7771
0585-52-9001
0585-45-0758
0584-71-1061
0585-45-2022
0585-45-7577
0585-45-8611
0585-45-3001
0585-45-2718
0585-22-0483
0585-22-0324
0585-22-1137
0585-22-1146
0585-22-5102
0585-55-2925
0585-22-6280
0585-22-3125
0584-32-9512
0584-32-0554
0584-32-0734
0584-37-2033
0584-32-0918
0584-32-4716
0584-32-3586

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）トータルカーサポート
（株）伊東モータース
（有）伊豆高原オートサービス
韮山自動車工業
（有）日正自動車工業所
星谷自動車
長岡自動車工業（有）
カノガワ自工（有）
（有）永岡モータース
中伊豆自動車
（有）万邦自動車
高橋自動車工業（株）
松田オートボディー
（有）西伊豆サービス
稲取ホンダモータース
照屋モータース（株）
（株）熱川自動車
（有）後藤MOTOR
（株）中遠モータース
（株）カーサービス内海
中央自動車（株）
長谷自動車工業（有）
（有）ムトウモータース
（有）石川自動車
（有）寺田モータース
杉田商会
（有）大石モータース
スズキオート
（有）鈴木モータース
ベストサービス和田平
（有）森自動車
（有）小野田自動車
松本自動車（有）湖西営業所
大澤モータース
自働車クラブ
（有）斉藤商会
（有）カーライフ山本
（株）サン自動車
オートアシスト&サトーレッカー（株）くるくる
（株）ステック
（有）ワールド自動車
カム･ル･カーズ
（株）ジェー・シー・エー JCAカーサービス御殿場店
駿河自動車整備（株）
（有）御殿場整備
（有）田代車輌整備工場
（株）飯島自動車 スズキアリーナ三島箱根
（有）山一モータース
（株）Ａ-Ｚ
（有）渡辺自動車工業
東和自動車販売商会
（有）安形モータース
進興自動車（株）
小山スズキ販売（株）
Space
池田モータース
（株）三島ダイハツ
（株）KOWA
（株）ジェー・シー・エー JCAカーサービス長泉店
S-net静岡（株）Dr.Driveセルフ246 長泉北給油所
（有）原町モータース

所在地
静岡県伊東市十足620-98
静岡県伊東市川奈1254
静岡県伊東市富戸1029-20
静岡県伊豆の国市中320-3
静岡県伊豆の国市長岡256-2
静岡県伊豆の国市長岡848-1
静岡県伊豆の国市南條下大久保583-1
静岡県伊豆市熊坂353-1
静岡県伊豆市八木沢1437
静岡県伊豆市柳瀬365-2
静岡県下田市西本郷1-4-14
静岡県賀茂郡松崎町江奈178
静岡県賀茂郡松崎町那賀125-8
静岡県賀茂郡西伊豆町田子333-1
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3-5
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取575-7
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1262
静岡県掛川市下垂木2140-1
静岡県掛川市葛川1126-5
静岡県掛川市国安2302
静岡県掛川市上張845-1
静岡県掛川市城西一丁目14番17号
静岡県掛川市西大渕80
静岡県掛川市富部775-5
静岡県掛川市本郷2077-6
静岡県菊川市高橋3685-4
静岡県菊川市西方2408
静岡県菊川市川上720-2
静岡県菊川市大石401-1
静岡県菊川市丹野991-12
静岡県湖西市新居町浜名1709
静岡県湖西市太田983-4
静岡県湖西市白須賀4363-14
静岡県御前崎市御前崎105-7
静岡県御前崎市御前崎93-14
静岡県御前崎市佐倉2051-1
静岡県御前崎市佐倉432-1
静岡県御前崎市白羽2237-7
静岡県御殿場市古沢816-2
静岡県御殿場市山尾田6-2
静岡県御殿場市神山1925-270
静岡県御殿場市神場629-6
静岡県御殿場市川島田971-1
静岡県御殿場市東山646-3
静岡県御殿場市萩原692
静岡県御殿場市竈14-1
静岡県三島市川原ケ谷548
静岡県三島市谷田字向山611-1
静岡県三島市長伏126-4
静岡県三島市平田159-5
静岡県三島市緑町4-1
静岡県周智郡森町三倉811-6-1
静岡県周智郡森町飯田3361-1
静岡県駿東郡小山町菅沼771-1
静岡県駿東郡清水町久米田5-1
静岡県駿東郡長泉町下長窪967-10
静岡県駿東郡長泉町下土狩1791‐1
静岡県駿東郡長泉町下土狩941-10
静岡県駿東郡長泉町竹原281-1
静岡県駿東郡長泉町南一色402-1
静岡県沼津市原237
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電話番号
0557-44-5888
0557-45-1171
0557-54-3131
055-949-4588
055-947-0541
055-948-6325
055-949-3836
0558-72-5545
0558-99-0855
0558-83-0247
0558-22-0409
0558-42-2085
0558-43-1171
0558-53-1259
0557-95-2040
0557-95-2828
0557-23-1265
0537-24-3221
0537-24-3355
0537-72-4818
0537-24-3411
0537-24-5138
0537-48-2472
0537-24-1160
0537-26-0202
0537-73-2412
0537-35-4820
0537-29-5078
0537-73-2159
0537-73-5250
053-594-1713
053-578-1311
053-579-1830
0548-63-4911
0548-63-5611
0537-86-2406
0537-86-6066
0548-63-5151
0550-88-8406
0550-89-7794
0550-87-3900
055-941-6990
0550-84-5605
0550-83-4065
0550-82-0175
0550-83-5151
055-975-3527
055-973-5478
055-955-8258
055-971-6675
055-972-2448
0538-86-0221
0538-85-4118
0550-76-0425
055-975-1111
055-987-2523
055-987-9133
055-986-1684
055-981-3632
055-986-6002
055-966-2905
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
カーフレンドするが
MMK自動車電機
小原自動車工業（株）
オートガレージブロス
（有）勝又技研
ブロードカー自動車販売（株）
（有）大島自動車整備工場
藤鈑金塗装工業
石田自動車
（有）静岡東名自動車
車検のコバック 焼津小川店
（有）矢部自動車
（株）八木自動車工場
（有）増田自動車
（株）アンビ・ア
大光自動車（株）
アップル車検クラシマ
（株）焼津カーケアセンター
東海自動車工業（株） 吉田支店
（有）榊原自動車整備工場
（有）河畑自動車
川根自動車（株）
（有）森下自動車
（株）カーサービスマツモト
（有）渡辺自動車工業
（株）佐々木自動車
（有）岳南整備
（有）トモエ自動車
森モーターサービス
大川井自動車
崎山自動車
（有）羽鳥オートサービス
（有）マルヨシモーター
（株）セブン自動車工業
（株）丸協商店
SBS静岡
（有）ダイヤ自動車
（株）小林自動車
榊原モータース
伊藤自動車サービス
（株）沖自動車
（株）カルゴ
car shop RIDER
芝田自動車
後藤自動車
（株）オー・ルージュ
静岡オート商会
東海自動車工業（株） 静岡支店
カーファクトリーあおき
Mテクニカルオートサービス
（有）小久保フェンダー製作所
（有）杉山オートサービス
（株）江洋自販
オオイシ自動車
（株）平和商会
ホンダモーター吉田販売（株）西営業所
岩瀬自動車
イーグルオート（株）
高寺モーター販売（株）
丸子自動車工業
青木モータース

所在地
静岡県沼津市戸田2277-1
静岡県沼津市松長523-1
静岡県沼津市真砂町8-1
静岡県沼津市西沢田17
静岡県沼津市足高554-1
静岡県沼津市鳥谷1-1
静岡県沼津市東原233-1
静岡県沼津市東椎路849-3
静岡県焼津市五ケ堀之内1645
静岡県焼津市高崎92-1
静岡県焼津市小川2866
静岡県焼津市上新田889-1
静岡県焼津市石津891
静岡県焼津市大住1179
静岡県焼津市中港1-3-4
静岡県焼津市八楠1-27-16
静岡県焼津市八楠4-9-10
静岡県焼津市本中根308-3
静岡県榛原郡吉田町住吉780-1
静岡県榛原郡川根本町上長尾1289
静岡県榛原郡川根本町上長尾1310-2
静岡県榛原郡川根本町上長尾869-2
静岡県榛原郡川根本町東藤川952-3
静岡県榛原郡川根本町徳山1702-7
静岡県裾野市御宿234-1
静岡県裾野市佐野8-4
静岡県裾野市千福146-1
静岡県静岡県葵区古庄4-9-37
静岡県静岡市葵区羽高町12-33
静岡県静岡市葵区羽鳥3-23-19
静岡県静岡市葵区羽鳥4-14-13
静岡県静岡市葵区羽鳥4-24-48
静岡県静岡市葵区牛妻564-1
静岡県静岡市葵区古庄4-9-25
静岡県静岡市葵区山崎2-3-3
静岡県静岡市葵区大岩4-35-19
静岡県静岡市葵区長沼2-18-38
静岡県静岡市葵区唐瀬1丁目4-41
静岡県静岡市葵区唐瀬3-10-20
静岡県静岡市葵区飯間2
静岡県静岡市葵区福田ケ谷473
静岡県静岡市葵区牧ケ谷2061
静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2113
静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2174
静岡県静岡市葵区篭上16-3
静岡県静岡市駿河区丸子3-12-98
静岡県静岡市駿河区丸子6-6-36
静岡県静岡市駿河区国吉田2-1-11
静岡県静岡市駿河区西島113-2
静岡県静岡市駿河区池田551-1
静岡県静岡市駿河区中吉田14-33
静岡県静岡市駿河区中吉田15-15
静岡県静岡市駿河区中村町313-3
静岡県静岡市駿河区中田4-1-3
静岡県静岡市駿河区中島935-1
静岡県静岡市駿河区東新田4-9-46
静岡県静岡市駿河区東静岡2-5-38
静岡県静岡市駿河区南安倍3-6-34
静岡県静岡市駿河区豊田2-10-8
静岡県静岡市駿河区北丸子2-1-12
静岡県静岡市清水区横砂中町29-1
38/61

電話番号
0558-94-4511
055-929-7977
055-962-0208
055-926-8157
055-924-2030
055-941-5300
055-966-2450
055-923-0716
054-627-1055
054-620-6700
054-270-5891
054-622-8305
054-624-7227
054-624-6098
054-628-6305
054-629-4188
054-627-2255
054-624-5311
0548-32-1391
0547-56-1057
0547-56-1180
0547-56-0150
0547-59-3186
0547-57-2631
055-993-3232
055-992-2048
055-993-2330
054-264-1335
054-245-4968
054-278-1868
054-278-8461
054-278-7518
054-294-0027
054-261-3651
054-278-8771
054-294-7877
054-261-2986
054-245-9829
054-245-9831
054-278-9354
054-294-9936
054-276-1520
090-4798-7330
054-278-3335
054-271-5675
054-256-0510
054-259-1111
054-263-1122
054-237-7787
054-294-7185
054-261-7769
054-261-7919
054-282-1414
054-282-3353
054-202-5355
054-259-8550
054-285-2850
054-281-3811
054-281-3513
054-259-7331
054-364-5266

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
所在地
（有）仲澤自動車工業所
静岡県静岡市清水区蒲原4999-13
若月オート
静岡県静岡市清水区蒲原5055-13
日ノ出自動車工業（ヒノデネット）
静岡県静岡市清水区宮加三324-2
（株）深澤自動車修理工場
静岡県静岡市清水区興津中町623-16
（株）清水日産自動車商会
静岡県静岡市清水区七ツ新屋439-1
東名自動車サービス（株）
静岡県静岡市清水区七ツ新屋523
都築自動車
静岡県静岡市清水区渋川2-3-7
（有）カーショップヤマモト
静岡県静岡市清水区渋川532
中山石油（株）
静岡県静岡市清水区神田町6-1
望月モータース
静岡県静岡市清水区西久保1-14-19
（株）ACLパドック
静岡県静岡市清水区村松330-6
（有）トップカーサービス
静岡県静岡市清水区村松86-1
森モータース
静岡県静岡市清水区大手3-2-24
神戸自動車工作所
静岡県静岡市清水区長崎202-2
（有）高橋自動車
静岡県静岡市清水区長崎469-4
（株）静岡シェルカードック
静岡県静岡市清水区鳥坂1617-1
リトルポンド
静岡県静岡市清水区鳥坂918-2
青木自動車
静岡県静岡市清水区楠新田221
ワイド自動車販売（株）
静岡県静岡市清水区半左ェ門新田103
（有）パイオニア自動車サービス
静岡県静岡市清水区尾羽475-7
イズミオートサービス
静岡県静岡市清水区尾羽53
ブルテリア カフェ＆カー
静岡県静岡市清水区北脇新田216-1
三國自工（株）
静岡県静岡市清水区堀込555
（有）石川モータース
静岡県静岡市清水区由比558-5
望月モータース
静岡県静岡市清水区和田島612-1
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
（株）マルエスモータース
静岡県袋井市永楽町299-2
（有）柴田モータース
静岡県袋井市高尾1928-1
丸の内自動車
静岡県袋井市春岡1188-3
（株）ケーユーモータース
静岡県袋井市小山253-1
（有）キョーエイ自動車
静岡県袋井市松原1815-1
江塚自動車商会
静岡県袋井市上山梨1594-1
（株）誠親自動車
静岡県袋井市村松2132
中遠ダイハツ（株）
静岡県袋井市田町1-9-29
（有）袋井モータース
静岡県袋井市堀越3-19-7
静岡県車輌サービス（株）
静岡県袋井市堀越461番地
（株）ジェー・シー・エー JCAカーサービス エスポット函南店静岡県田方郡函南町間宮768
（有）岩田自動車鈑金工業
静岡県田方郡函南町丹那1193-9
（株）桜井自動車
静岡県田方郡函南町塚本250-6
（株）駿東
静岡県田方郡函南町塚本31-1
（有）萩原自動車
静岡県島田市伊太2212-5
エム自動車工業（株）
静岡県島田市稲荷4-7-40
（株）河村自動車
静岡県島田市岸町733-1
Ｋ/Ｓ WORKS
静岡県島田市牛尾1063-1
（有）植田自動車整備工場
静岡県島田市向島町3024
（株）鈴木モータース
静岡県島田市阪本1155-4
（有）板倉自動車
静岡県島田市阪本306-2
（株）八木自動車
静岡県島田市川根町家山384-3
（株）ダイワ自動車
静岡県島田市中央町13-5
（有）太田モータース
静岡県島田市中央町22-3
石上商会
静岡県島田市中溝町1641-13
（株）ホンダ中部販売
静岡県島田市東町1126
キリン屋モータース
静岡県島田市東町533
カープラザヤブサキ
静岡県藤枝市岡部町桂島612-1
（有）内藤自動車
静岡県藤枝市下薮田50
（有）小本自動車商会
静岡県藤枝市下藪田88
（有）共栄自動車
静岡県藤枝市高洲1052-1
（株）田沼ボデーサービスセンター
静岡県藤枝市上青島302-3
ナリタオートショップ
静岡県藤枝市上青島365-3
数野自動車（株）
静岡県藤枝市水上31-1
小柳津商事（株）
静岡県藤枝市大手2-11-2
39/61

電話番号
054-388-2367
054-388-2049
054-334-1540
054-369-2251
054-345-2870
054-345-3800
054-346-1258
054-348-2424
054-352-2548
054-364-5345
054-334-5888
054-335-0539
054-364-5151
054-345-7404
054-348-3031
054-345-1603
054-344-6655
054-345-9428
054-346-3356
054-365-3888
054-364-6964
054-368-7778
054-345-1221
054-375-2372
054-395-2758
054-336-3922
0538-42-2261
0538-44-1911
0538-49-1237
0538-43-6001
0538-23-1657
0538-48-8500
0538-43-5202
0538-43-2166
0538-43-3101
0538-42-6131
055-979-0617
055-945-0123
055-978-5372
055-978-2715
0547-36-5329
0547-35-3304
0547-35-5089
0547-39-7115
0547-37-3907
0547-38-1300
0547-38-0165
0547-53-3163
0547-36-1229
0547-35-3323
0547-35-2877
0547-35-3355
0547-37-1611
054-667-2485
054-638-1714
054-638-1945
054-635-1506
054-641-1722
054-646-7002
054-641-0402
054-641-1819

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
増田自動車
（株）テクノオートエム
（有）田森オート
大光自動車（株）藤枝店
カークリエイト静岡
S-net静岡（株）DDセルフ藤枝藤岡給油所
東海自動車工業（株） 藤枝支店
堀江自動車工業
（株）山本自動車
（有）熱海ダイハツ
エフ・イー自動車整備（株）
スズキセレクト磐田店
（株）天竜コーポレーション
（有）松本自工
（有）萬屋21
大雄自動車（株）
（株）英和エネルギー 東新町
（有）豊島モータース
（株）英和エネルギー 上岡田
（株）東山モータース
（株）インターオート浜西
（株）山重自動車整備 ホリデー車検 浜松
（有）オートガレージカトウ
（有）鈴木輪業
（有）加茂サイクル商会
（株）英和エネルギー セルフ大平台
（株）英和エネルギー 入野SS
長島自動車工業（有）
（有）舞阪自動車
（有）トヨダモータース
（株）英和エネルギー 高丘
（有）ハカマタモータース
（株）タバタ自動車
（株）英和エネルギー セルフ森田
（株）山長商会
（株）共栄商会
（株）タカギモータース
（株）川坂モータース
（有）コーセー
マルカ商会
（株）英和エネルギー 中野町
（有）ノズエ自動車
（株）幸和自動車商会
（株）英和エネルギー セルフ上新屋SS
（有）天王自動車
亜細亜オート（有）
（有）ヤマト自動車
（株）英和エネルギー 天竜川
（有）マウント自動車
昭和自動車商会
（株）英和エネルギー 浜松インター136SS
（株）英和エネルギー 和田
（株）遠州日石 車検の窓口
（株）英和エネルギー セルフ三島
イエローバード
ベルプロジェクト（有）
鈴大商会
（有）両和自動車
（株）可美モータース
大村モータース
山本自動車

所在地
静岡県藤枝市大西町3-20-25
静岡県藤枝市大東町1031
静岡県藤枝市大東町835
静岡県藤枝市築地410-1
静岡県藤枝市潮483-3
静岡県藤枝市藤岡5-15-25
静岡県藤枝市南新屋239
静岡県藤枝市平島1-1
静岡県藤枝市堀之内1-2-9
静岡県熱海市小嵐町2-7
静岡県磐田市海老島39-2
静岡県磐田市今之浦2-8-2
静岡県磐田市小立野528
静岡県磐田市森本124
静岡県磐田市川袋125-2
静岡県磐田市東原20-1
静岡県磐田市東新町1-2-1
静岡県磐田市豊島1474-2
静岡県磐田市豊島字北代335-1
静岡県磐田市豊浜3773-1
静岡県浜松市西区伊佐地町8502-6
静岡県浜松市西区篠原町22054
静岡県浜松市西区神ヶ谷町8603-2
静岡県浜松市西区神ヶ谷町9495
静岡県浜松市西区西山町2300
静岡県浜松市西区大平台4-2-10
静岡県浜松市西区入野町6143
静岡県浜松市西区舞阪町浜田514番地
静岡県浜松市西区舞阪町舞阪4093-2
静岡県浜松市西区雄踏町字布見8382-1
静岡県浜松市中央区高丘東4-1-5
静岡県浜松市中区高丘西1-1-8
静岡県浜松市中区新津町347番地
静岡県浜松市中区森田町206
静岡県浜松市中区北田町134-44
静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川2861-1
静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家2973-1
静岡県浜松市天竜区船明1573
静岡県浜松市天竜区二俣町二俣2216
静岡県浜松市天竜区両島1092-2
静岡県浜松市東区安新町561
静岡県浜松市東区下石田町1807
静岡県浜松市東区上新屋町134-1
静岡県浜松市東区上新屋町229
静岡県浜松市東区上石田町487
静岡県浜松市東区大島町410
静岡県浜松市東区天竜川町1227
静岡県浜松市東区天龍川町53-1
静岡県浜松市東区豊西町171-10
静岡県浜松市東区北島町262
静岡県浜松市東区流通元町3-3
静岡県浜松市東区和田町766
静岡県浜松市東区和田町815番地
静岡県浜松市南区三島町140-1
静岡県浜松市南区三和町213
静岡県浜松市南区新橋町1996-3
静岡県浜松市南区石原町717
静岡県浜松市南区倉松町1569
静岡県浜松市南区増楽町775-31
静岡県浜松市南区頭陀寺町351-3
静岡県浜松市南区白羽町1066-2
40/61

電話番号
054-635-1283
054-636-5608
054-635-4566
054-645-2111
054-646-1771
054-645-3676
054-641-2525
054-643-0932
054-643-0964
0557-82-7141
0538-66-6678
0538-21-3533
0538-32-8241
0538-35-4153
0538-30-6831
0538-34-1955
0538-34-6080
0538-34-1501
0538-35-2322
0538-55-2189
053-486-2233
053-448-8010
053-485-1900
053-485-8507
053-485-8554
053-484-0088
053-445-3141
053-592-1402
053-592-3126
053-592-1077
053-436-2210
053-437-0362
053-462-1361
053-441-2374
053-454-5541
053-967-3326
053-987-0525
053-926-1855
053-926-2022
053-926-3027
053-421-8870
053-421-0851
053-464-4311
053-464-1637
053-433-4001
053-433-7868
053-461-0443
053-464-7548
053-432-4433
053-421-0612
053-421-3087
053-464-8721
053-463-2711
053-442-3135
053-466-1684
053-441-2766
053-425-4104
053-449-3120
053-448-5251
053-463-6185
053-441-7025

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）カーショップアオキ
藤モータース
（株）英和エネルギー セルフ飯田
若山整備センター（株）
梅林鈑金
（有）平山モータース
（株）ケイエムティ
（有）野末モータース
伊藤車輌 浜北店
（株）英和エネルギー 浜北新原
ジャストカーサービス浜松
ガレージアイランド
梶村自動車（株）浜北営業所
（有）鈴弘自動車
オートアドバイザーつちや
坪井モータース
（有）内山モータース
（株）北原モータース
（有）曽我商事
（有）大石自動車
メカドック
ホンダカーズ浜松北 初生店
（有）初生商会
丸和カーサービス
U.K自動車
（株）渡邉自動車商会
（株）春日自動車商会
（有）マルジョーモータース
望月モータース
（有）キャッチ
（株）C.R.S.GOTO
（有）オートセールス
ボディクラフト渡邉
（有）テラダモータース
（有）セレクトスギヤマ
（有）笹原自動車工業
渡井商会（株）
信栄自動車
（株）ジェー・シー・エー JCAカーサービス富士宮店
惟村自動車整備工場
ハラマイオート
富士マツダ（株）
影山モータース
（有）鈴木自動車工業
（有）オートボデーショップ中村
カートップいずみ
岳南自動車（株）
カーズエンジニア
（株）鈴木モータース
深沢鈑金塗装（株）
（有）マルコオ自動車
（有）岩間自動車
（有）オートピア中島
大石モータース
（有）カーフレンズケー
（有）アローズコーポレーション
ネクステージ富士店
柳屋自動車修理工場
（株）ヒライモータース
（有）山下オート商会
（株）カーメイト松下

所在地
静岡県浜松市南区白羽町1302
静岡県浜松市南区飯田町1849-1
静岡県浜松市南区飯田町479
静岡県浜松市浜北区永島1339
静岡県浜松市浜北区於呂2016
静岡県浜松市浜北区小松1593
静岡県浜松市浜北区小松3177-1
静岡県浜松市浜北区小松4737
静岡県浜松市浜北区新原2423番地の1
静岡県浜松市浜北区新原3617
静岡県浜松市浜北区新原5814
静岡県浜松市浜北区新原5817
静岡県浜松市浜北区新原6085
静岡県浜松市浜北区中条1384-1
静岡県浜松市浜北区尾野2483-1
静岡県浜松市浜北区豊保152-8
静岡県浜松市北区細江町5306
静岡県浜松市北区細江町気賀7885
静岡県浜松市北区細江町中川1983-1
静岡県浜松市北区三ケ日町下尾奈37
静岡県浜松市北区三方原町738-13
静岡県浜松市北区初生町494-3
静岡県浜松市北区初生町838-4
静岡県浜松市北区東三方町240-4
静岡県富士宮市宮原392-1
静岡県富士宮市錦町2-36
静岡県富士宮市源道寺町1090
静岡県富士宮市若の宮町940
静岡県富士宮市小泉2068-1
静岡県富士宮市小泉340-1
静岡県富士宮市小泉467-1
静岡県富士宮市上井出868-19
静岡県富士宮市大鹿窪1221-20
静岡県富士宮市東町10-1
静岡県富士宮市北山5452-18
静岡県富士宮市万野原新田4047-3
静岡県富士宮市万野原新田4087-3
静岡県富士宮市野中967-2
静岡県富士宮市矢立町927
静岡県富士宮市淀師461-4
静岡県富士市依田橋字下三条194-1
静岡県富士市横割1-18-25
静岡県富士市岩本2063-8
静岡県富士市久沢196-3
静岡県富士市久沢字梅原980-1
静岡県富士市宮島213-1
静岡県富士市元町14-20
静岡県富士市厚原198-1
静岡県富士市厚原71-5
静岡県富士市松岡337-1
静岡県富士市増川424-1
静岡県富士市大淵202-22
静岡県富士市中島348-1
静岡県富士市中里1305-6
静岡県富士市伝法2519-1
静岡県富士市伝法3092-8
静岡県富士市田島72番15
静岡県富士市南松野2011
静岡県富士市蓼原164-5
静岡県牧之原市坂部564-6
静岡県牧之原市新庄530-1
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電話番号
053-441-2443
053-421-2800
053-411-5561
053-584-3219
053-588-7539
053-587-8600
053-586-3074
053-586-3564
053-585-8181
053-401-5522
053-586-5566
053-401-5218
053-584-5900
053-587-4444
053-582-2510
053-588-0505
053-523-0031
053-523-0377
053-523-1195
053-524-0939
053-430-0800
053-436-1112
053-436-2238
053-437-3929
0544-22-2226
0544-27-3370
0544-24-3636
0544-26-3461
0544-27-1618
0544-24-5550
0544-26-5820
0544-54-0737
0544-66-0266
0544-26-2657
0544-58-2330
0544-27-7756
0544-21-9675
0544-26-8525
0544-23-0764
0544-27-4480
0545-33-1290
0545-61-1447
0545-64-3043
0545-71-3699
0545-72-1743
0545-60-2688
0545-63-3221
0545-30-8515
0545-71-1524
0545-63-7381
0545-38-2102
0545-35-0586
0545-61-3426
0545-38-1073
0545-53-0238
0545-57-0555
0545-55-4907
0545-85-2445
0545-61-2058
0548-29-0230
0548-58-0318

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
四ノ宮自動車工業（株）
マル吉 藤田モータース商会
beyondオートサービス
（株）矢神自動車 ホリデー車検七宝
（株）三好モータース ジョイカルみよし店
グッドフェイス（株）
新明工業（株）センター高岡
（株）ティーズコンセプト
（株）柘植自動車和合
（有）東尾自動車管理センター
高喜自動車
パーフェクトガレージ
（株）ポールカーズ
倉地マツダ（株）
白木自動車（株）
（有）河野商会
（株）エーエーシー
（株）ライジングサン カーショップグローリー
（有）光田モータース
（有）吉川自動車
愛和自動車（株）
（株）葉栗オートショップ 本社
（有）桜木モータース
（株）葉栗オートショップ 平和営業所
（有）清水モータース
（株）江山自動車
ネクステージ岡崎スバル車専門店
カーサービス南部電装（有）南部電装自動車
（株）小島自動車
高橋自動車整備（株）
（有）水鳥商会
（株）小島電装 岡崎店
（株）プロテクタ
江坂モータース
（株）ミヤセ自動車
ネクステージ岡崎美合店
（株）中川自動車
（株）ハイトク自動車
愛知自動車（株）
東海自動車工業（株）
ネクステージクラスポ蒲郡店
（有）オートショップカネコ
ネクステージ刈谷店
満油商事（株）岩倉セルフステーション
梅村自動車（株）
（有）小川自動車整備工場
（株）林自動車整備工場
クリキコーポレーション（株）
（株）忠ベエ自動車
（株）吾妻自動車
グランドバンクス
（有）旭自動車
（株）ハルキン
（有）丸交自動車
（株）ウエダ 本社工場
（有）石田自動車
（株）ファイントラスト コバック春日井
ネクステージ春日井スバル車専門店
（株）八田自動車
（株）フリード フリードサービスファクトリー
コネクト合同会社

所在地
静岡県牧之原市波津1316-1
静岡県牧之原市片浜592-2
愛知県あま市下萱津五反田45番地
愛知県あま市七宝町伊福江向35-2
愛知県みよし市三好町井ノ花116
愛知県みよし市福谷町蓬平地65
愛知県みよし市明知町小石山11番地
愛知県愛知郡東郷町春木字岩ヶ根6番地
愛知県愛知郡東郷町和合北蚊谷183
愛知県安城市安城町県木19-12
愛知県安城市榎前町井杭山80-2
愛知県安城市今本町4丁目11-2
愛知県安城市東栄町5丁目25番地9
愛知県一宮市公園通6-17
愛知県一宮市小信中島字川南5番地
愛知県一宮市西大海道字北裏6番1
愛知県一宮市千秋町加納馬場字郷内173-1
愛知県一宮市大和町南高井袋田3番
愛知県一宮市萩原町西御堂字柴野2－2
愛知県一宮市萩原町東宮重字東沖33
愛知県一宮市北方町北方狐塚東65-1
愛知県一宮市木曽川町外割田字伊勢田116
愛知県稲沢市中野宮町15番地
愛知県稲沢市平和町鷲尾287-2
愛知県岡崎市伊賀町3丁目4番地
愛知県岡崎市井田町4-41
愛知県岡崎市稲熊町字後田23‐1
愛知県岡崎市羽根西3-3-4
愛知県岡崎市久後崎町字宮下5番地
愛知県岡崎市錦町1-12
愛知県岡崎市錦町3番地12
愛知県岡崎市西大友町杭穴88番地
愛知県岡崎市大樹寺2-19-2
愛知県岡崎市柱4丁目7番地15
愛知県岡崎市美合新町7-5
愛知県岡崎市美合町字並松1番86
愛知県岡崎市末広町3-1
愛知県海部郡飛島村古政成3-75-2
愛知県額田郡幸田町大字六栗字左右作19－7
愛知県蒲郡市鹿島町横砂11-1
愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田1-27
愛知県蒲郡市八百富町2ー25
愛知県刈谷市今川町阿野前20 番地1
愛知県岩倉市大市場町郷廻331
愛知県岩倉市鈴井町観音寺87番地の1
愛知県犬山市字追分91-5
愛知県江南市古知野町宮裏67番地
愛知県江南市木賀町杉156番地
愛知県高浜市沢渡町2丁目8番地5
愛知県春日井市下条町3丁目16番地の4
愛知県春日井市廻間町字地蔵前656-1
愛知県春日井市金ヶ口町字沢渡3011-26
愛知県春日井市西山町1丁目4-1
愛知県春日井市大手町4丁目4-4
愛知県春日井市鳥居松町1-38
愛知県春日井市追進町2丁目49
愛知県春日井市南下原町5-2-7
愛知県春日井市白山町6‐1‐5
愛知県春日井市六軒家町西2丁目2番地の5
愛知県小牧市元町1-83
愛知県小牧市光ケ丘2丁目11番地6
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電話番号
0548-52-0097
0548-22-0213
052-433-6202
052-443-1100
0561-32-2551
0561-42-7600
0120-02-1941
0561-42-6664
0561-38-0123
0566-75-8672
0566-92-2884
0566-98-8789
0566-97-0200
0586-73-5191
0586-62-2188
0586-77-0851
0586-82-4888
0586-47-6055
0586-69-3533
0586-69-1045
0586-87-4884
0586-87-5070
0587-36-0098
0567-46-0022
0564-21-5583
0564-22-6784
0564-27-4907
0564-51-0311
0564-51-0323
0564-21-5422
0564-24-1365
056-433-5037
0564-65-8410
0564-51-5415
0564-51-1982
0564-72-0100
0564-21-4815
0567-55-1162
0564-62-2512
0553-69-5241
0533-67-4907
0533-67-2860
0566-36-4907
0587-66-8522
0587-66-3539
0568-67-0602
0587-54-3158
0587-56-3403
0566-53-4660
0568-81-4043
0568-93-1001
0568-84-3221
0568-56-2121
0568-31-7301
0568-81-6201
0568-32-8383
0568-44-0100
0568-53-0100
0568-81-7756
0568-76-9995
0568-70-1307

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）ASオートサービス
ネクステージ41号小牧店
（有）河内モータース
（有）遠山自動車
PEG ONE
（有）石原モータース
長坂自動車興業（株）
大海自動車 （株）
オートブティックドレス
合資会社外山モーター商会
（株）モーターランド
（株）石泰商会
（有）髙義自動車
（有）沢木電機
ネクステージ東浦店
（株）黄門さま 名東店
鈴木自動車スズキアリーナ津島
（株）E･M･C タイヤショップ アリーナ
つしまオート（株） 大坪店
つしまオート（株） 本店
（株）加木屋モータース
ネクステージ日進竹の山店
半田自動車工業（株）
（有）メイワ自動車
（株）東春ダイハツ
加藤モータース （株）
クレヴァーズ豊橋
（有）鈴木自動車商会
（有）司自動車
（株）マエダオート
皆人屋モータース（有）
（株）鷲野自動車商会
（有）井上自動車
（株）カーコンシェルジュ
4WDショップ スプリングロード
（有）藤正オート
（有）小松自動車 第二支店
（有）小松自動車 本社
新明工業（株）センター上郷
井上自動車販売
新明工業（株）センター広久手
（株）鈴木モータース
（株）鈴高自動車販売 整備工場
（有）フジナガ電機商会
（株）ジェー・シー・エー JCAカーサービス豊田店
豊友自動車（株）
光南工業（株）
（株）メイワ
新明工業（株）センター前田
（有）杉浦ワールド自動車
（有）山崎モータース
（株）パラソルズ
オートハウス ムロ
（株）愛知サービス
ネクステージ名古屋茶屋店
（株）チェリーズ
（株）オートユニオン
（株）佐藤自動車工場
UNIVERSE名古屋
満油商事（株）ホリデー車検秩父通
（株）ins.ficio

所在地
愛知県小牧市新小木3丁目20番地
愛知県小牧市多気東町46番3
愛知県小牧市大字本庄字白池816-1
愛知県新城市海老字南貝津5-8
愛知県新城市吉川字中野64
愛知県新城市字中野1番地
愛知県新城市石田字西末旨40-1
愛知県新城市大海字瀬戸貝津35-1
愛知県瀬戸市北浦町4丁目48番地
愛知県西尾市下町御城下32-1
愛知県西尾市菱池町洲崎47
愛知県西尾市平坂町午築地52番地26
愛知県丹羽郡扶桑町高雄郷東36
愛知県丹羽郡扶桑町斉藤山添6-1
愛知県知多郡東浦町大字石浜字行田16番5
愛知県長久手市戸田谷1022
愛知県津島市観音町86
愛知県津島市神守町字古道46
愛知県津島市大坪町蛤田18番地
愛知県津島市又吉町4丁目16番地
愛知県東海市加木屋町西平子71番地
愛知県日進市竹の山3丁目301番地
愛知県半田市栄町2-72
愛知県尾張旭市狩宿町4-80
愛知県尾張旭市南原山町赤土219-2
愛知県碧南市権田町1丁目39番地
愛知県豊橋市つつじが丘3-17-1
愛知県豊橋市関屋町192
愛知県豊橋市高師本郷町字榎17番地の3
愛知県豊橋市三ﾉ輪町字三ﾉ輪3番地9
愛知県豊橋市小松町90
愛知県豊橋市小畷町442番地
愛知県豊橋市上野町字上野2-2
愛知県豊橋市西口町字西ノ口8-15
愛知県豊橋市浜道町字浜道85-3
愛知県豊橋市富久縞町字茅野45
愛知県豊橋市牧野町216
愛知県豊橋市牧野町90番地
愛知県豊田市鴛鴨町下高根20番地
愛知県豊田市亀首町山川35番地12
愛知県豊田市広久手町1丁目20番地
愛知県豊田市広路町3丁目39-3
愛知県豊田市三軒町3-47
愛知県豊田市山ノ手7-74-2
愛知県豊田市上挙母4-1-1
愛知県豊田市清水町5丁目68
愛知県豊田市生駒町寿18番地
愛知県豊田市前山町3丁目2番地１
愛知県豊田市前田町3丁目63番地
愛知県豊田市大林町14-10-2
愛知県豊田市中町東中根36番地
愛知県豊田市田代町7丁目28番地
愛知県北名古屋市六ツ師高台27-2
愛知県名古屋市港区砂美町187
愛知県名古屋市港区西茶屋3丁目64番地
愛知県名古屋市守山区元郷2-810
愛知県名古屋市守山区小幡千代田11-26
愛知県名古屋市瑞穂区内浜町3-11
愛知県名古屋市瑞穂区二野町9番11号
愛知県名古屋市西区秩父通2丁目8番
愛知県名古屋市西区那古野2-11-16
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電話番号
0588-42-2855
0568-71-4907
0568-79-0530
0536-35-0147
0536-29-9443
0536-22-1779
0536-22-1201
053-625-1115
0561-84-0301
0563-54-5278
0563-55-0321
0563-59-7097
0587-93-0331
058-793-5336
0562-82-4907
0561-76-3455
0567-28-2808
056-928-8830
0567-33-1351
0567-26-1351
0562-34-2031
0561-75-0100
0569-21-3381
0561-53-2367
0561-54-0028
0566-41-0978
0532-66-2323
0532-54-6743
0532-45-5700
0532-63-5690
0532-45-6795
0532-52-4015
053-245-3454
0532-61-8120
0532-37-3077
0532-33-5471
0532-48-4600
0532-45-6649
0120-28-2081
0565-45-7302
0120-32-4851
0565-31-0011
0565-31-0361
0565-28-1600
0565-33-8099
0565-28-2438
0565-57-2111
0565-27-3485
0120-32-1731
0565-28-5124
0565-52-5505
0565-32-2789
056-890-9900
052-653-2711
052-301-4907
052-768-2388
052-792-7707
052-821-7321
052-883-4907
052-508-6088
052-756-4082

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）イマエダコーポレーション
ネクステージ中川セダン・スポーツ専門店
（有）太平自動車
ピアマイカーセンター名古屋
新名交電機（株）
（有）プロテック4×4FACTORY
共立モータース商会
南光自動車（株）
（有）星園モータース
（株）カルヴィックオイル
共栄タイヤサービス（有）
（有）美鈴自動車
LAVEC
TOY・BOX
（有）伊藤光モータース
（株）メディアトラスト
UNIVERSE名東
SUV LAND名古屋
ネクステージ大高店
（有）山清自動車
（株）多湖モータース
イビデン産業（株） アルファンいなべ給油所
（有）員弁ホンダ
ONE-TEN
マルショウサービス
銀山
（有）藤原中村モータース
（有）加藤モータース商会
（株）北伊勢自動車
オートパル南部
（株）青山自動車整備工場
（株）オートセンターモリ

所在地
愛知県名古屋市中川区高畑4-187
愛知県名古屋市中川区西中島2‐817
愛知県名古屋市中川区中野新町5-34
愛知県名古屋市中川区万場5-1601
愛知県名古屋市中村区野上町55
愛知県名古屋市天白区菅田1-806
愛知県名古屋市東区大幸2-1-36
愛知県名古屋市南区呼続4-2-3
愛知県名古屋市南区星園町19番地の2
愛知県名古屋市南区大堀町7-13
愛知県名古屋市熱田区三本松町2-18
愛知県名古屋市熱田区千年2丁目20-17
愛知県名古屋市熱田区沢下町4-1
愛知県名古屋市北区若鶴町201
愛知県名古屋市北区落合町210番地
愛知県名古屋市名東区高針台1-110
愛知県名古屋市名東区猪子石原1‐403
愛知県名古屋市緑区大高町字丸の内36番1
愛知県名古屋市緑区南大高三丁目1706番地
愛知県葉栗郡木曽川町大字門間字南屋敷46
三重県いなべ市員弁町石仏1934
三重県いなべ市員弁町楚原1461-2
三重県いなべ市大安町高柳721-1
三重県いなべ市大安町石榑東2302-1
三重県いなべ市大安町丹生川中714
三重県いなべ市大安町平塚927-9
三重県いなべ市藤原町東禅寺929-1
三重県いなべ市北勢町瀬木字安喜畑554-1
三重県いなべ市北勢町麻生田3444-1
三重県伊賀市阿保475
三重県伊賀市阿保891
三重県伊賀市安場1398-8
コスモ石油販売（株）西中部カンパニー セルフ&カーケア伊賀上野 三重県伊賀市久米町664-2
寺山モータース
三重県伊賀市古山界外93
廣島自動車商会
三重県伊賀市広瀬650-5
（株）岡田自動車
三重県伊賀市治田2782
上林モータース
三重県伊賀市楯岡26-1
小川整備（株）
三重県伊賀市小田町743-2
小川整備（株）
三重県伊賀市小田町743-2
亀沢モータース
三重県伊賀市上之庄190-1
山崎自動車
三重県伊賀市上友田1489
（株）福田
三重県伊賀市西明寺891-1
（有）中橋自動車商会
三重県伊賀市柘植町1739
山本モータース
三重県伊賀市馬田1656
西自動車
三重県伊賀市富永79-1
（株）小川モータース
三重県伊賀市服部町2170
名阪自動車（有）
三重県伊賀市平野蔵垣内50-1
（株）オカムラ
三重県伊賀市木興町511-1
川合モータース
三重県伊賀市緑ケ丘中町1582-3
村田自動車商会
三重県伊勢市宇治浦田2丁目2-10
バンブーオート
三重県伊勢市栗野町1056-1
（有）カーサービス西村
三重県伊勢市御薗町長屋693
（株）コクピットテクニカ
三重県伊勢市黒瀬町1256
カーブティック三共
三重県伊勢市黒瀬町641-16
（有）中山自動車佐八工場
三重県伊勢市佐八町1720
伊勢太陽自動車整備工場
三重県伊勢市佐八町812
（株）木本自動車
三重県伊勢市鹿海町1648-7
三重三菱自動車販売（株）伊勢小俣店
三重県伊勢市小俣町湯田597-1
（株）中山自工
三重県伊勢市上地町2258-8
（株）ジェイエイサービス伊勢
三重県伊勢市植山町260-1
伊勢ニューオート
三重県伊勢市前山町1295-3
44/61

電話番号
052-362-7331
052-398-4907
052-361-1436
052-432-7787
052-411-5545
052-802-0478
052-711-5531
052-824-1175
052-821-5965
052-821-0309
052-871-2055
052-653-3838
052-883-1266
052-909-2525
052-901-8410
052-734-3091
052-773-4907
052-622-4907
052-624-4907
0586-87-6171
0594-74-2139
0594-74-5566
0594-78-0233
0594-78-0615
0594-23-0239
0594-78-0381
0954-46-2458
0594-72-3325
0594-72-2102
0595-52-1124
0595-52-1155
0595-24-3322
0595-23-3396
0595-39-0500
0595-47-0717
0595-20-1059
0595-45-3200
0595-23-1531
0595-23-1531
0595-23-5337
0595-43-0693
0595-21-1969
0595-45-2029
0595-43-0356
0595-48-0918
0595-21-2525
0595-21-2601
0595-23-2754
0595-21-1932
0596-24-3927
0596-29-0676
0596-27-1256
0596-20-0077
0596-28-1919
0596-39-0088
0596-39-0323
0596-24-1166
0596-22-3121
0596-23-0077
0596-37-0404
0596-25-7220

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
ハッピーオート（有）
徳永モータース
（有）伊勢自動車整備
南勢オートリース（株）
堀江自動車修理所
北東自動車（株）
（株）M'sオートサービス東員店
（株）三交通商 車両部
三重三菱自動車販売（株）員弁東員店
国分自動車
（有）三谷モータース
アオサービス
カークリニック ダンケ
太田自動車整備工場
（有）アライ
落合モータース
（有）近江屋モータース
森モータース
小坂自動車
（有）名阪自動車鈑金
ウィングオート（株）
キムラエンジニアリング
（株）ホンダ四輪販売三重北 亀山長明寺店
西川運輸（株）オートサービス
亀山建設機サービス（株）
坂口モータース
ヤマダオートサービス
ボディーショップイチカワ
（株）ホンダオート三重 亀山店
オートリンクス
（株）石河整備
タイムマシンガレージ
三協自動車
岡嶋商会
オートサービスムカイ
飛鳥モータース
飛鳥オート
紀南自動車整備企業組合
紀州マツダ（株）
福春工業
三重交通商事（株）桑名工場
（有）タツミ石油
（株）日進モータース商会 本社
（株）日進モータース商会 車検センター
（有）上条鈑金塗装
タチモータース
（株）辻商会
（有）北勢サービス
（有）西田自動車整備
堀モータース
ショーワ自動車
毛利自動車
イイドライブ
（株）桑陽自動車
三重三菱自動車販売（株）桑名江場店
ガレージ エスペランサ
長島自動車（株）
（有）カトーレンタカー
（有）明伸
（株）渡辺石油店
（有）イトー自動車工業

所在地
三重県伊勢市村松町1363-27
三重県伊勢市村松町1370-22
三重県伊勢市竹ヶ鼻町字沖田207
三重県伊勢市東大淀町17-6
三重県伊勢市二見町西763-2
三重県員弁郡東員町穴太1706-1
三重県員弁郡東員町笹尾東3丁目4-2
三重県員弁郡東員町大木91-2
三重県員弁郡東員町鳥取365-1
三重県亀山市井田川町585-3
三重県亀山市羽若町749-1
三重県亀山市加太向井2348-1
三重県亀山市関町古厩161-1
三重県亀山市関町新所943
三重県亀山市関町木崎111-1
三重県亀山市関町木崎1753
三重県亀山市関町木崎79番地の4
三重県亀山市御幸町282
三重県亀山市小野町385
三重県亀山市小野町413-4
三重県亀山市川合町1208-1
三重県亀山市川崎町4917-1
三重県亀山市長明寺701
三重県亀山市天神2丁目3601-1
三重県亀山市楠平尾183-4
三重県亀山市布気町1521-4
三重県亀山市布気町983-6
三重県亀山市辺法寺町1726-1
三重県亀山市北加島町16-19
三重県亀山市和田町127-1
三重県亀山市和田町1662-1
三重県亀山市和田町722-1
三重県熊野市井戸町3115-1
三重県熊野市紀和町板屋161-34
三重県熊野市金山町620-24
三重県熊野市飛鳥町小坂920-7
三重県熊野市飛鳥町神山1239-5
三重県熊野市有馬町5609
三重県熊野市有馬町5747-2
三重県桑名郡木曽岬町和泉266-1
三重県桑名市安永900
三重県桑名市桑部526-5
三重県桑名市江場1391-2
三重県桑名市江場420-1
三重県桑名市参宮通62
三重県桑名市志知444-2
三重県桑名市新西方2丁目118
三重県桑名市星川字宇賀953
三重県桑名市西鍋屋町46
三重県桑名市西別所1002-1
三重県桑名市多度町下野代658-2
三重県桑名市多度町福永1277
三重県桑名市大仲新田256-12
三重県桑名市大福670-2
三重県桑名市大福字寺跡468-1
三重県桑名市長島町押付543-31
三重県桑名市長島町出口28
三重県桑名市長島町松ヶ島490-4
三重県桑名市長島町松ヶ島53
三重県桑名市東方784-3
三重県桑名市福岡町277-2
45/61

電話番号
0596-38-0101
0596-37-4468
0596-36-0258
0596-37-4499
0596-43-2423
0594-76-2221
0594-76-6599
0594-76-8806
0594-76-7766
0595-82-2067
0595-82-3128
0595-98-0606
0595-96-1002
0595-96-0505
0595-96-0148
0595-96-0786
0595-96-0371
0595-82-0627
0595-86-4860
0595-82-6793
0595-83-3311
0595-85-1227
0595-97-3850
0595-96-8900
0595-83-1289
0595-82-8203
0595-82-7479
0595-85-2600
0595-82-0553
0595-98-4900
0595-82-1715
050-1130-8188
0597-89-5678
0597-97-0796
0597-89-1050
0597-84-0073
0597-84-0288
0597-89-2124
0597-89-2811
0567-68-8862
0594-23-0243
0594-22-5241
0594-22-0147
0594-23-3147
0594-21-4755
0594-31-4010
0594-23-0237
0594-31-1515
0594-23-0249
0594-22-2434
0594-23-0247
0594-23-0245
0594-88-5000
0594-23-0920
0594-21-4865
0594-42-2555
0594-42-1200
0594-23-0241
0594-42-1255
0594-41-2355
0594-21-8727

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）ムツミモータース
ネクステージ桑名店
ドラゴンオート
オートガレージ・ヒロ
（有）川北商会
（有）堀川自動車
（有）伊村自動車商会
（株）ウェルカム
加藤自動車整備
鷲田自動車商会
（株）ヤマセサービス
ライス ガレージ
吉田自動車販売（株）
伊井運輸（株）修理工場
（資）共和モータース
アプローズ
マルエス自動車商会
（株）森モータース
坂井自動車商会
カナメモータース
（株）黒田モーター商会
藤井商会
（有）住吉自動車森谷工場
ホンダカーズ 四日市南
木村自動車
ネクステージ四日市店
ホリデー車検四日市
（有）阪﨑モータース
三重三菱自動車販売（株）四日市新正店
（有）オートパーツまるも
宮崎自動車販売（株）
（有）カーオーダーＭ
（株）浜田モータース
坂倉モータース商会
堀内モータース
（株）三浜
ホンダ北三重販売（株）
（有）ホンダ岡本商会
（有）中山モータース
鈴生自工（株）
（有）ホンダショップヒナガ
四日市ホンダ販売（株）
（株）リョウシン
有竹モータース
サンガレージ
一般社団法人北勢自動車協会
（株）アヤハディオ ディオワールド四日市店
大宝モータース
森自動車工業
（株）エース
橋本自動車
（株）アレーゼ三重
舘商会
（株）上野商会
（有）はまゆう自動車工業
志摩昌栄自動車
（有）磯部モータース
（有）カークライエントシロヤマ
（有）山本自動車工業所
（有）コクボ・オート
伊勢寺自動車

所在地
三重県桑名市福島950
三重県桑名市和泉566
三重県三重郡菰野町吉沢1194
三重県三重郡菰野町菰野4110-5
三重県三重郡菰野町川北1176-6
三重県三重郡菰野町大字杉谷1571-13
三重県三重郡菰野町大字大強原1186-1
三重県三重郡菰野町大字大強原3289-1
三重県三重郡菰野町大字大強原松山2283-2
三重県三重郡菰野町大字田口新田1877
三重県三重郡菰野町竹成1593
三重県三重郡菰野町竹成4295
三重県三重郡川越町高松92-3
三重県三重郡川越町大字豊田579
三重県三重郡川越町豊田一色133-2
三重県四日市市羽津2146-1
三重県四日市市羽津町1-24
三重県四日市市下海老町4363-1
三重県四日市市桜町字矢形641
三重県四日市市山城町621-23
三重県四日市市山城町690-14
三重県四日市市市場町2758-3
三重県四日市市住吉町15-13
三重県四日市市小古曽東1丁目2-20
三重県四日市市小古曽東3-3-43
三重県四日市市小古曽東一丁目4 番30 号
三重県四日市市小生町2
三重県四日市市新正1丁目10-17
三重県四日市市新正4-9-28
三重県四日市市水沢町3861-1
三重県四日市市清水町2-11
三重県四日市市生桑町238-1
三重県四日市市生桑町字川原崎250-1
三重県四日市市西浦1丁目4-12
三重県四日市市西町6-7
三重県四日市市大井の川町3丁目13-1
三重県四日市市大字馳出1098
三重県四日市市智積町537
三重県四日市市陶栄町3-10
三重県四日市市楠町北五味塚846-3
三重県四日市市日永1丁目7-21
三重県四日市市日永4丁目4-12
三重県四日市市日永東3丁目13-5
三重県四日市市泊町2-4
三重県四日市市八田3-2-9
三重県四日市市八田3丁目1-19
三重県四日市市富州原町2-40
三重県四日市市富田1丁目2-5
三重県四日市市別名5-1-10
三重県四日市市別名6丁目10-8
三重県四日市市本郷町7-14
三重県四日市市茂福町2-27
三重県四日市市野田1丁目84-1
三重県志摩市阿児町鵜方1400
三重県志摩市阿児町鵜方2824-46
三重県志摩市阿児町立神2926-3
三重県志摩市磯部町恵利原977
三重県志摩市大王町波切3908-11
三重県志摩市大王町名田1230
三重県志摩市浜島町桧山路569
三重県松阪市伊勢寺町1985-4
46/61

電話番号
0594-22-0419
0594-21-4907
059-394-3438
059-393-5576
059-393-3012
059-396-0206
059-394-2091
059-393-5020
059-394-1192
059-396-0257
059-396-0763
059-396-1716
059-364-8888
059-365-6336
059-364-6811
059-330-5777
059-331-7532
059-326-1161
059-326-2767
059-337-1755
059-337-0800
059-339-0040
059-365-6255
059-347-0666
059-346-4431
059-349-4907
059-322-8282
059-352-8410
059-352-9191
059-329-3987
059-331-4829
059-333-6691
059-331-9884
059-351-2500
059-353-0606
059-345-5411
0593-46-2622
059-326-0335
059-332-1650
059-397-3638
059-345-2575
059-346-1260
059-346-5161
059-346-5630
059-363-5356
059-364-5771
059-361-5000
059-364-2271
059-332-1787
059-331-2276
059-333-2167
059-361-0711
059-331-8363
0599-43-0128
0599-43-1609
0599-45-2651
0599-55-0208
0599-72-5331
0599-72-0613
0599-53-2233
0598-58-2272

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）カネサン自動車
（株）廣本自動車
（株）ウッドベル 花岡店
中村自動車
杉谷モータース
J.crowd
（有）サカイモータース
堀江オートサービス
（株）ウッドベル 新三雲店
（有）服部モータース
松阪マツダ
タナカ自動車
ネクステージ松阪店
クリンガレージ
（株）渡辺モータース
三重三菱自動車販売（株）松阪船江店
出口自動車修理所
（有）大栄オート
（株）ヤマトエンタープライズ
（有）木村自動車
（株）世古自販サービス
石上モータース
（有）三雲新菱自動車
右谷オートセンター
薗部モータース
松井自動車工業
三宅カーサービス
（有）川口自動車
（株）紀州整備工場
中瀬自動車
ユーキオート
（有）ヨタニ自動車販売
森本モータース
明和輪業
栗原モータース
杉本商会
後藤自動車
Car Shop Amuzzy
（株）石丸モータース
（有）クラフトエムケイワン
小川自動車工業（株）
（有）三機サービス
（株）マック カーライフマック
（株）マック カーライフマック
河芸モータース
千里自動車興業
千里ホンダ
三重三菱自動車販売（株）津岩田店
中勢自動車
（株）坂谷自動車工業
中桐石油（株）セルフ久居インターSS
坂口自動車整備工場
飯田自動車工業所
（有）雲井モータース
（有）カーセンターニシヤマ
（有）畠山自動車商会
サンオートサービス
榊原モータース
（有）暁自動車工作所
（有）安野商会
（株）村上商店 ＭＵＲＡＫＡＭＩ車検センター

所在地
三重県松阪市伊勢寺町459番地
三重県松阪市駅部田町457-7
三重県松阪市駅部田町71-1
三重県松阪市下村町92-6
三重県松阪市笠松町104-3
三重県松阪市嬉野小村町6-1
三重県松阪市嬉野中川町454-35
三重県松阪市広陽場15
三重県松阪市市場庄町1335
三重県松阪市市場庄町748-1
三重県松阪市春日町1丁目189
三重県松阪市庄町575-5
三重県松阪市松崎浦町151番1
三重県松阪市松崎浦町445
三重県松阪市川井町931-4
三重県松阪市船江町字道慶田680-1
三重県松阪市大口町276-1
三重県松阪市大口町577-1
三重県松阪市塚本町147-2
三重県松阪市田村町443-3
三重県松阪市飯南町粥見2771
三重県松阪市飯南町有間野1376
三重県松阪市肥留町778-1
三重県松阪市豊原町917-1
三重県松阪市豊原町921-1
三重県松阪市立田町204-1
三重県松阪市立野町457
三重県松阪市和屋町字鏡田311-1
三重県多気郡多気町荒蒔456-1
三重県多気郡多気町相可1002-4
三重県多気郡大台町高奈894-1
三重県多気郡大台町佐原538-1
三重県多気郡大台町小切畑289-2
三重県多気郡明和町斎宮2972-2
三重県鳥羽市安楽島町靱谷1222-50
三重県津市安濃町浄土寺1486-24
三重県津市安濃町川西1772
三重県津市一志町八太1686-3
三重県津市一身田町204-3
三重県津市雲出伊倉津町1259-1
三重県津市雲出伊倉津町1352-5
三重県津市雲出伊倉津町1851-1
三重県津市雲出本郷町311-2
三重県津市雲出本郷町320
三重県津市河芸町上野1906-1
三重県津市河芸町東千里183-1
三重県津市河芸町東千里204-1
三重県津市岩田20-1
三重県津市久居新町1103-3
三重県津市久居北口町972-15
三重県津市久居明神町2598-2
三重県津市芸濃町雲林院1012-3
三重県津市芸濃町椋本2538-4
三重県津市芸濃町椋本5038-1
三重県津市戸木町7128
三重県津市幸町10-19
三重県津市高茶屋5丁目11-50
三重県津市榊原町5872
三重県津市桜橋3丁目32-20
三重県津市寿町7-8
三重県津市上浜町1丁目18-2
47/61

電話番号
0598-58-1073
0598-21-6525
0598-26-3521
0598-28-6144
0598-56-3850
0598-31-3103
0598-42-5416
0598-31-2051
0598-56-1133
0598-56-2059
0598-26-2511
0598-29-2676
0598-51-4907
0598-52-2689
0598-26-3322
0598-51-3477
0598-51-3167
0598-51-3060
0598-53-0340
0598-21-7619
0598-32-9315
0598-32-4097
0598-56-3935
0598-28-3328
0598-28-3446
0598-28-3878
0598-23-6015
0598-28-2662
0598-38-2739
0598-38-2432
0598-83-2080
0598-82-1038
0598-76-0105
0596-52-5126
0599-26-2546
059-268-2117
059-268-2707
059-293-1100
059-232-0140
059-234-1606
059-234-4647
059-264-3617
059-234-5515
059-234-5515
059-245-0175
059-245-5555
059-245-2215
059-226-0151
059-256-7484
059-259-0909
059-255-3165
059-265-3070
059-265-2361
059-265-2137
059-255-4327
059-228-7480
059-234-6161
059-252-0129
059-226-3545
059-227-1722
059-228-5606

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）第一ホンダ
三重日産自動車（株）
（有）丹羽モータース
岡金カーケアーセンター
藤井商会
高森自動車整備工業（株）
スギモト自動車工業
御殿場自動車
グランドスラム オートパル
（株）大三モータース
（有）嶋自動車
（有）白山自動車工業
（株）ホンダオート三重高茶屋工場
岡田モータース
稲垣サービス工場
（有）脇谷モータース
（有）芝山自動車
米倉モータース
（有）河村商会
エムズスクエア
角自動車
奥村自動車整備
森本自動車
（株）小倉モータース
度会自動車（有）
（有）河村商会
オートサービス福山
向井自整
小西モータース
（有）ケイバンズ
（有）フナダモータース
Ｊスターヒラノ
美浜自動車
尾崎自動車整備工場
北嶋モータース
池上自動車
大畑自動車
尾呂志自動車
乾自動車
カーハウス ナガザワ
三重三菱自動車販売（株）尾鷲矢浜店
谷岡自動車工業
シマフジモータース
（有）岩木自動車
（株）オートセンターモリ 車検のコバック夏見165
（有）森本自動車
（有）森本自動車
（有）保地自動車
山岡モータース
若松自動車工業所
カーセンターイエオカ（株）
（有）カースペースヤマモト
梅本モータース
アーバンオート
三重三菱自動車販売（株）名張田原店
ナカモータース
オートメンテナンスハセガワ
（株）豊栄モータース
4WDプロショップ GROW
（株）カーフレンドタナカ
（有）窪田モータース

所在地
三重県津市神納町1-4
三重県津市垂水557-1
三重県津市西丸ノ内1-10
三重県津市船頭町津興3418
三重県津市大里睦合町1292-2
三重県津市中河原2049
三重県津市島崎町171-2
三重県津市藤方1071-1
三重県津市藤方1631
三重県津市白山町三ヶ野512
三重県津市白山町川口2387-3
三重県津市白山町川口838-1
三重県津市白山町南家909-1
三重県津市白山町八対野1062
三重県津市白塚町4881
三重県津市美杉町下之川1982-1
三重県津市美杉町上多気1061-1
三重県津市美杉町太郎生2372
三重県度会郡伊勢町神津佐1158-8
三重県度会郡玉城町玉川662−5
三重県度会郡玉城町勝田5506
三重県度会郡大紀町阿曽97-2
三重県度会郡大紀町崎1552-12
三重県度会郡大紀町柏野1732-5
三重県度会郡度会町大野木1879-1
三重県度会郡南伊勢町神津佐1158-8
三重県南牟婁郡紀宝町井田1611-51
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿1379-1
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿746-1
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿783
三重県南牟婁郡紀宝町鮒田1050-9
三重県南牟婁郡御浜町阿田和3600-1
三重県南牟婁郡御浜町阿田和6115
三重県南牟婁郡御浜町引作636-1
三重県南牟婁郡御浜町下市木4646-1
三重県南牟婁郡御浜町下市木4646-24
三重県南牟婁郡御浜町下市木字西ノ平2286-3
三重県南牟婁郡御浜町上野73-6
三重県尾鷲市古江町787-8
三重県尾鷲市泉町10-10
三重県尾鷲市矢浜2-14-44
三重県名張市安部田954-1
三重県名張市下小波田297
三重県名張市夏見100-1
三重県名張市夏見20-1
三重県名張市夏見3229
三重県名張市夏見3229
三重県名張市黒田207-1
三重県名張市黒田22
三重県名張市新田1392
三重県名張市西原町2464-3
三重県名張市西原町2583-1
三重県名張市滝之原4381
三重県名張市東町1911
三重県名張市東田原2614-1
三重県名張市百合が丘東1-90
三重県名張市箕曲中村549-1
三重県鈴鹿市磯山4丁目4-35
三重県鈴鹿市一ノ宮町1361
三重県鈴鹿市下大久保町1748-6
三重県鈴鹿市下大久保町1794-1
48/61

電話番号
059-227-1681
059-225-2355
059-226-2688
059-227-6262
059-230-1080
059-227-0505
059-225-0688
059-228-5839
059-225-0221
059-262-4317
059-262-0056
059-262-3464
059-234-2561
059-262-2109
059-232-3171
059-276-0211
059-275-0321
059-273-0225
0599-66-0377
0596-58-0607
0596-58-4794
0598-86-2301
0598-74-0700
0598-74-0234
0596-62-0178
0599-66-0377
0735-32-4777
0735-32-1168
0735-21-6789
0735-32-4435
0735-23-1638
05979-2-0670
05979-2-2037
05979-2-0653
05979-2-1127
05979-2-1047
05979-2-3158
05979-4-1833
0597-27-2436
0597-22-6015
0597-22-9935
0595-63-9008
0595-65-9945
0595-63-0578
0595-61-0880
0595-63-6363
0595-63-6363
0595-63-1847
0595-63-1784
0595-65-3141
0595-65-2877
0595-66-0530
0595-68-2817
0595-64-6818
0595-65-4755
0595-64-3467
0595-63-2747
059-387-4178
059-383-5899
059-373-1551
059-374-0059

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）三重パーツ
近藤モータース
サンモーター（株）
鈴鹿マツダモータース
三重三菱自動車販売（株）鈴鹿中央通り店
（株）ヤマシタオート
麻生モータース
鈴鹿農協整備センター
ホンダショップオオクボ（有）
（株）今尾電機
城南自動車
（株）丸中整備
平田自動車工業（株）
（株）キヨシ
（有）旭自動車工業
（有）カーテックウカイ
4WD TUNING SHOP ReZip
MTI
タイヤプラザフリー
ネクステージ草津店
（有）北川自動車工業
（有）清水モータース
ネクステージ彦根店
オートワールド彦根店
（株）共進自動車
さがオート
（株）Ｋ．Ｏ．Ｃ
（株）岡崎自動車
京滋ユアサ電機（株）
（株）ミズタニ
近畿オート（株）
岡田自動車（株）
（株）フジサンオート 久世店
（株）ドライブマーケット 京都久世店
（有）グランドキャニオン
西山自動車工業
（株）カードックオクムラ
（有）棚橋モータース
Heaven's ヘブンズ
（株）佐古田電機
ドライブショップ白鳥
タイヤランド福知山
（有）光塗装
（株）さわらぎオートサービス
（株）タック
助松モータース（株）
シグマスピードSHOP
オートステーション K2
UNIVERSE堺
ナカノ自動車
（株）輝オート
豊和自動車
SUV LAND堺
（株）ヨシダオートサービス
（株）ナカハラサトシ
（株）マエダ松原整備センター
ネクステージ寝屋川店
創作ガレージ しげ
（株）アルファ・オートサービス
（株）タクマックス
オートショップ クリエーション

所在地
三重県鈴鹿市御薗町3600-21
三重県鈴鹿市高塚町218
三重県鈴鹿市上野町856
三重県鈴鹿市西条1丁目4-5
三重県鈴鹿市西条6-69
三重県鈴鹿市西条8-11
三重県鈴鹿市中冨田町東浦26-12
三重県鈴鹿市津賀町809-2
三重県鈴鹿市道伯１-5-13
三重県鈴鹿市南玉垣町5434-1
三重県鈴鹿市南玉垣町6034-1
三重県鈴鹿市南長太町字鎗添787
三重県鈴鹿市平田本町2丁目18-6
三重県鈴鹿市平野町石丸7715-12
三重県鈴鹿市平野町石丸7718-8
滋賀県甲賀市水口町杣中979－5
滋賀県守山市古高町397-1
滋賀県守山市今浜町2624-187
滋賀県守山市水保町2225-6
滋賀県草津市木川町91番
滋賀県長浜市森町370-1
滋賀県長浜市大路町260
滋賀県彦根市古沢町278-49
滋賀県彦根市高宮町1716-1
滋賀県彦根市出路町104番地の3
京都府京田辺市東古森10-3
京都府京都市右京区梅津堤下町66-4
京都府京都市左京区岡崎東天王町8-11
京都府京都市南区吉祥院観音堂町12-2
京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町27番地
京都府京都市南区吉祥院向田西町8番地
京都府京都市南区久世中久世町4-69
京都府京都市南区久世中久町699番地3
京都府京都市南区久世殿城町503
京都府京都市南区久世東土川町304
京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町41-1
京都府南丹市園部町南大谷外ノ鳥居27番地
京都府八幡市八幡旦所25
京都府八幡市美濃山井ノ元93-3
京都府舞鶴市字寺内3-5
京都府舞鶴市森町92−2
京都府福知山市荒河新町66
京都府福知山市字堀2323番地の1
大阪府茨木市野乃宮1-1-26
大阪府羽曳野市西浦2-1957-4
大阪府高石市千代田6-2-16
大阪府高槻市郡家新町1-31
大阪府阪南市舞1-29-29
大阪府堺市堺区山本町2丁70番地1
大阪府堺市南区野々井678
大阪府堺市美原区今井37-3
大阪府堺市美原区丹上280-1
大阪府堺市北区金岡町2815 番地 1
大阪府堺市北区長曾根町3083-10
大阪府松原市新堂5-82-1
大阪府松原市大堀2-15-25
大阪府寝屋川市石津中町25番33
大阪府吹田市山田西2-7-8
大阪府摂津市三島3-1-10
大阪府摂津市鳥飼上3-15-47
大阪府泉佐野市長滝691-1
49/61

電話番号
059-372-8610
059-378-2208
059-374-1519
059-382-0547
059-382-6161
059-382-7568
059-378-0686
059-397-5510
059-378-0449
059-382-1287
059-384-5788
059-385-3759
059-378-2554
059-379-3811
059-378-0454
0748-62-4536
077-582-4310
077-596-3137
077-585-0016
077-569-4906
0749-63-2131
0749-74-0131
0749-27-4907
0749-27-5175
0749-43-2441
0774-63-0146
075-881-6649
075-761-3336
075-671-6116
075-313-2188
075-312-0551
075-933-5885
075-932-3624
075-924-2000
075-925-4040
075-611-5246
0771-65-0300
075-981-0257
075-972-4576
0773-75-3290
0773-62-2056
0773-23-7541
0773-22-3605
072-635-6801
072-957-2211
072-261-2524
072-684-3115
072-473-3511
072-224-4907
072-299-8888
072-369-2251
072-361-0688
072-258-4907
072-240-0810
072-331-1777
072-338-7288
072-827-4907
06-6155-7350
06-4860-2233
072-650-5771
072-466-6369

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）曽根自動車
（株）ドライブマーケット 26泉大津
オートガレージ
（株）泉南総合車検センター
（株）大森自動車
（株）ウジタオートサロン
ファイブテン・エッソ
ユーバック自動車（株）
（株）ロードカー
オメガドライブショップ
豆村自動車（株）
（有）山本自動車工業
ダイコク自動車（株）
光モータース
（株）ゴトーサービス
英和オート（株）
ミツヤ自動車整備工場
Prima Auto
清和自動車工業（有）
サトウオート
タム共同組合
（株）ダイツー
（有）大東自動車
サカタニ自工
薬師寺モータース
オカダ自動車工業（株）
祥栄自動車整備工場
河田自動車（株）
RAMS（株）
吉沢モータース
水田モータース
オート大辻
天満自動車工業 （株）
丸谷運輸自動車工業（株）
（株）ホリデー
鈴木自動車
タマキオート販売（株）
摂津工業（株）
カーショップジョイン
田中モータース
村上自動車工業（株）
新田自動車
石川自動車（株）
大洋自動車工業（株）
（株）ドライブマーケット 東大阪店
野口自動車（株）
北川自動車販売（株）
谷内自動車整備工場
河内産業（株）
竹田オート（株）
近畿自動車（株）
（株）辻野モータース
杉本自動車工業所
（株）糀谷モータース商会
（株）三浦石油
向陽自動車販売
（株）セイロモ－タ－ス大阪支店
ダイハツ北部販売（株）
（有）メリットコーポレーション
マットサービスファクトリー
（有）東伸自動車

所在地
大阪府泉大津市曽根町1-10-29
大阪府泉大津市北豊中町3-2-765
大阪府泉南市信達六尾441
大阪府泉南市樽井4-5-8
大阪府泉北郡忠岡町忠岡北3-13-10
大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1-12-8
大阪府大阪市城東区永田2-7-3
大阪府大阪市生野区巽中2-21-32
大阪府大阪市西区新町1-28-3四ツ橋グランドスクエア3F
大阪府大阪市西区本田2-3-21
大阪府大阪市西区本田3-3-6
大阪府大阪市東成区深江南3-21-19
大阪府大阪市東成区神路1-5-15
大阪府大阪市東成区大今里南4-21-16
大阪府大阪市東成区大今里南6-22-8
大阪府大阪市東淀川区菅原7-9-18
大阪府大阪市平野区加美東2-4-22
大阪府大阪市平野区加美東5-2-9
大阪府大阪市平野区加美北3-1-26
大阪府大阪市平野区加美北3-6-41
大阪府大阪市平野区加美北3-9-23
大阪府大阪市平野区加美北6-11-34
大阪府大阪市平野区加美北6-7-28
大阪府大阪市平野区加美北9-14-39
大阪府大阪市平野区喜連西1-2-24
大阪府大阪市平野区西脇1-6-24
大阪府大阪市平野区西脇3-5-25
大阪府大阪市平野区長吉出戸8-1-5
大阪府大阪市平野区長吉川辺2-8-15
大阪府大阪市平野区長吉長原2-2-18
大阪府大阪市平野区平野東1-9-12
大阪府大阪市平野区平野南1丁目3-13
大阪府大阪市北区天満2-5-1
大阪府大阪市浪速区桜川1-6-36
大阪府大阪市浪速区桜川4-4-18
大阪府大阪市浪速区木津川2-1-5
大阪府大東市御領4-1-25
大阪府東大阪市瓜生堂1-13-21
大阪府東大阪市吉原
大阪府東大阪市吉田2-5-26
大阪府東大阪市御厨中1-10-8
大阪府東大阪市新町22-20
大阪府東大阪市池島町8-1-35
大阪府東大阪市中新開2-13-9
大阪府東大阪市島之内1-8-24
大阪府東大阪市菱江1丁目1-37
大阪府東大阪市菱江2-8-26
大阪府東大阪市宝町13-39
大阪府東大阪市宝町22-53
大阪府南河内郡河南町寺田30-5
大阪府柏原市本郷3-8-30
大阪府八尾市恩智南町3-81
大阪府八尾市高美町6-4-21
大阪府八尾市末広町1-1-20
大阪府富田林市喜志町4-7-29
大阪府富田林市錦織東2-1-11
大阪府豊中市勝部1-8-12
大阪府豊中市穂積2-6-3
大阪府枚方市出屋敷西町2-15-1
大阪府枚方市村野東町16-28
大阪府門真市松生町6-21
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電話番号
0725-33-2888
0725-43-2002
072-480-2282
072-485-2610
0725-22-5112
06-6654-0700
06-6967-1821
06-6751-2381
06-6534-6500
06-6581-6511
06-6581-8850
06-6971-1002
06-6981-4035
06-6981-1190
06-6971-0066
06-6829-6624
06-6791-7277
06-4303-0624
06-6791-9607
06-6791-9678
06-6791-8091
06-6791-4178
06-6792-8454
06-6791-1670
06-6797-2626
06-6702-6696
06-6790-2302
06-6701-3700
06-4305-4680
06-6709-3434
06-6793-7381
06-6702-0932
06-6352-5301
06-6561-9469
06-6567-0181
06-6561-3818
072-875-7775
06-6723-6861
072-960-4688
072-962-5717
06-6781-7144
072-987-2425
0729-84-6641
072-965-4751
072-960-2000
072-962-4557
072-965-0688
072-985-3126
072-987-5535
0721-93-8133
072-971-2345
072-943-6627
072-991-5202
072-922-3633
0721-23-3909
0721-26-2581
06-6844-0173
06-6863-6841
072-848-5955
072-890-1221
06-6916-3121

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
ナカタニ自動車（株）
（株）三国自動車
カームレイン
（株）二木商店 神岡ステーション
（株）二木商店 セルフ本龍野ステーション
（株）タテワキモータース
（株）大西自動車
（有）栗山自動車工業所
HORAI MOTORS
（株）カンベ自動車
（株）小林モータース 本社
神姫商工（株）三田工場
こやまおーと 本店
神姫商工（株）山崎工場
（有）共栄綜合自動車工業
（株）三元自動車
（株）小野カーセンター サービス工場
（有）サンキョウ自動車
岩岡自動車（株）
SUV LAND神戸
神姫商工（株）明石工場
神姫商工（株）神戸工場
MASTERPIECE
嵯峨山モータース
（株）甲子園小型モータース
三幸石油（株）
神姫商工（株）西脇工場
（有）生田モータース
（有）サンケイ自動車工作所
和田モータース
M&Tプロダクト
（有）グリーンオートサービス
氷上自動車工業（株）
（有）朝来整備
（株）澤田モータース
ネクステージ尼崎店
三和カードック
神姫商工（株）本社小型
神姫商工（株）本社
（株）エムアンドエム
（株）山本サービス
姫路ホイールセンター
（株）カーズワールド スズキアリーナ姫路中央
（株）二木商店 DDセルフ林田ステーション
（有）ウィッツ
（有）後藤サービス 本店
（株）I-Rise
（有）オレンジ
（有）神鍋自動車工業
（有）春岡自動車販売
（株）吉村モータース
奈良ホープ自動車（株）
一勝カーサービス
森島自動車整備工場
脇田自動車工業
脇田自動車工業
ディアオート
石倉モータース
（有）山晃自動車
（株）進晃自動車整備工場
カーサービス森本

所在地
大阪府門真市東田町6-16
大阪府和泉市大野町1011-3
大阪府和泉市伏屋町4-1-18
兵庫県たつの市神岡町上横内63
兵庫県たつの市龍野町日飼375-1
兵庫県加古川市志方町上冨木257-1
兵庫県加古川市平岡町高畑263-1
兵庫県加古川市米田町船頭588番地
兵庫県加東市大門690
兵庫県加東市穂積366
兵庫県佐用郡佐用町力万615
兵庫県三田市ゆりのき台6丁目2
兵庫県三木市細川町細川中5
兵庫県宍粟市山崎町山田字漆田80
兵庫県宍粟市山崎町杉ケ瀬311－1
兵庫県小野市王子町605
兵庫県小野市天神町1185-9
兵庫県小野市天神町958番地
兵庫県神戸市西区岩岡町古郷1508-1
兵庫県神戸市西区森友2‐50‐2
兵庫県神戸市西区南別府2丁目1番地の2
兵庫県神戸市中央区港島4丁目6-3
兵庫県神戸市長田区海運町8-1-4
兵庫県神戸市長田区水笠通1丁目1-57
兵庫県西宮市甲子園口5-16-21
兵庫県西宮市上甲子園1-1-7
兵庫県西脇市下戸田字正路田270-58
兵庫県西脇市黒田庄町津万井332番地の4
兵庫県西脇市明楽寺町189-2
兵庫県西脇市和田町710-1
兵庫県川西市石道下の町125
兵庫県丹波市青垣町西芦田328
兵庫県丹波市氷上町北野108-1
兵庫県朝来市岩津376-1
兵庫県朝来市生野町口銀谷2372
兵庫県尼崎市浜田町5-7-8
兵庫県美方郡新温泉町福富240-1
兵庫県姫路市御国野町国分寺字牛塚53
兵庫県姫路市御国野町国分寺字牛塚53
兵庫県姫路市広畑区蒲田34-3
兵庫県姫路市広畑区北野町2丁目44-2
兵庫県姫路市土山東の町1-10
兵庫県姫路市北条口3丁目2番地
兵庫県姫路市林田町林谷574-3
兵庫県宝塚市安倉中1-13-10
兵庫県豊岡市下宮1070-1
兵庫県豊岡市桜町11-29
兵庫県豊岡市出石町福住1168
兵庫県豊岡市日高町十戸98-1
兵庫県明石市大蔵八幡町6-8
奈良県磯城郡川西町唐院86-4
奈良県磯城郡田原本町阪手670-1
奈良県磯城郡田原本町大網2201
奈良県磯城郡田原本町八尾42-1
奈良県磯城郡田原本町保津67-3
奈良県磯城郡田原本町保津67-3
奈良県磯城郡田原本町薬王寺2-3
奈良県宇陀郡御杖村菅野222
奈良県宇陀郡曽爾村山粕250
奈良県宇陀市榛原下井足1385-1
奈良県宇陀市榛原赤埴14-2
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電話番号
06-6908-1112
072-599-0825
072-557-4444
0791-65-0053
0791-63-0861
079-452-0351
079-424-1567
079-432-4306
0795-43-8105
0795-48-2113
0790-86-0812
079-565-4155
0794-82-3861
079-063-1497
0790-62-0091
0794-63-0811
0794-63-5915
0794-63-2955
078-967-0209
078-925-4907
078-975-1585
078-302-6437
078-731-8585
078-611-2333
079-866-8001
0798-47-0456
079-523-8261
0795-28-2665
0795-27-0306
0795-22-2560
072-799-5165
0795-87-0559
0795-82-6211
079-677-0293
079-679-3183
06-6418-4907
0796-82-3210
079-253-0263
079-253-2491
079-238-1515
079-236-1357
079-298-0896
079-285-4141
079-261-3111
0797-83-6633
0796-22-5233
0796-29-2525
0796-52-5162
0796-44-0321
078-912-2262
0745-44-0121
0744-33-0022
0744-33-3661
0744-34-0777
0744-33-1433
0744-33-1433
0744-55-0429
0745-95-3280
0745-94-2754
0745-82-2103
0745-82-4039

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
三和自動車（株）
高岡モータース
（株）日浦モータース
菟田野モータース
元三商事（株）
サービスショップ松田
瀬川オート商会
米田モータース
和光自動車整備工場
（株）三ッ葉電機
峯園自動車
かしはら大成自動車
オートプラザミラノ奈良店
村上モータース
細川モータース
（株）阪田自動車
久保自工
（株）西本自動車商会
宮下自動車工業
（株）吉野自動車工業
大起モータース
AUTO HOUSE YOSHINO
井藤自動車工業所
（株）五條モータース
南和モータース
（株）滝自動車工業
（株）２＆４モーターサービス栗本
（株）井上自動車
（株）辻本自動車
扇屋自動車整備工場
（株）中谷モータース
（有）ホウノ自販
ケィシィビー（株）
Lupinus Stage 7nana
山本自動車
井前モータース
林自動車（株）
藪内モータース
（有）ＹＨＫサービスステーション
東山サービス
昭工自動車
井上カーサービス
中尾自動車
平和自動車
立石カーサービス
（株） 光洋自動車
マスダモータース
からくりはうす
中川モータース
（株）アイワモータース
山下自動車整備工場
（株）トーホー自動車
（有）タツミ
高田東洋整備工場
福岡モータース
プラスサンデーワールド
（株）南口オートサービス
南自動車（株）
（有）長栄自動車
天理商会
（株）天理モータース

所在地
奈良県宇陀市榛原長峯321
奈良県宇陀市榛原萩原2460
奈良県宇陀市大宇陀拾生897-9
奈良県宇陀市菟田野古市場1381-1
奈良県橿原市見瀬町601-3
奈良県橿原市古川町403-1
奈良県橿原市四条町584-1
奈良県橿原市四条町802-4
奈良県橿原市出合町39
奈良県橿原市新堂町203-5
奈良県橿原市川西町1189-2
奈良県橿原市曽我町385-2
奈良県橿原市東池尻町161番地の1
奈良県葛城市長尾281
奈良県葛城市當麻37
奈良県吉野郡下市町新住3
奈良県吉野郡下市町善城350-1
奈良県吉野郡吉野町橋屋250-2
奈良県吉野郡吉野町国栖103-1
奈良県吉野郡吉野町上市2022
奈良県吉野郡大淀町下渕738-2
奈良県吉野郡大淀町桧垣本2371-2
奈良県五條市犬飼町120-1
奈良県五條市犬飼町32-2
奈良県五條市三在町44-1
奈良県五條市西吉野町老野191
奈良県五條市野原中2-1-58
奈良県御所市茅原205-3
奈良県御所市朝妻293-1
奈良県御所市楢原90-1
奈良県香芝市下田西3-9-18
奈良県桜井市戒重345-4
奈良県桜井市外山750-1
奈良県桜井市外山950-1
奈良県桜井市三輪582
奈良県桜井市初瀬2425-2
奈良県桜井市川合274-8
奈良県桜井市谷15
奈良県山辺郡山添村広代1431
奈良県山辺郡山添村北野1558
奈良県生駒郡安堵町岡崎363-5
奈良県生駒郡安堵町東安堵427-5
奈良県生駒市壱分町763-1
奈良県大和郡山市井戸野町408-2
奈良県大和郡山市新木町465
奈良県大和郡山市杉町206番地の1
奈良県大和郡山市丹後庄町64-4
奈良県大和郡山市中城町三坪119-1
奈良県大和郡山市八條町65-3
奈良県大和郡山市矢田町5244
奈良県大和高田市西町3-18
奈良県大和高田市曽大根1-16-33
奈良県大和高田市池田278-1
奈良県大和高田市土庫1-7-22
奈良県大和高田市日之出町16-28
奈良県天理市庵治町209-7
奈良県天理市指柳町248
奈良県天理市成願寺町348-2
奈良県天理市西長柄町535
奈良県天理市田井庄町675
奈良県天理市田町458-1
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電話番号
0745-82-1521
0745-82-0167
0745-83-0525
0745-84-2913
0744-28-1001
0744-27-3415
0744-22-4142
0744-22-3692
0744-22-6255
0744-22-5042
0744-27-7857
0744-25-1700
0744-24-3800
0745-48-2139
0745-48-4455
0747-52-2871
0747-52-2578
0746-32-2379
0746-36-6515
0746-32-5855
0747-52-2103
0747-52-6263
0747-24-3213
0747-22-3903
0747-23-0081
0747-32-0183
0747-22-6110
0745-62-0033
0745-66-0768
0745-63-2697
0745-76-4555
0744-43-7531
0744-43-2076
0744-33-9231
0744-43-2804
0744-47-8282
0744-42-4336
0744-42-2527
0743-85-0601
0743-86-0320
0743-56-0056
0743-57-2313
0743-76-8556
0743-53-6121
0743-53-0406
0743-56-5554
0743-59-1271
0743-23-1313
0743-56-0151
0743-53-5777
0745-52-1877
0745-22-5171
0745-52-7896
0745-52-6077
0745-52-5620
0743-64-2595
0743-63-2590
0743-67-0067
0743-67-0670
0743-62-0997
0743-62-1617

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）岡田自動車
立花モータース
ゲンシン 郡山インター店
寺口オート
柳本自動車整備工場
（有）ガレージライフ植村
（株）和田ホンダ販売
平城自動車（株）
（有）新宅モータース
（株）奈良中川自動車
阪奈オート（株）
西川モータース
川﨑エンジニアリング
（株）ナカワオート
ピレリー飛鳥（有）恩田産業
８８ＨＯＵＳＥ Ｂｒａｉｎ Ｓｔｏｒｍ
利光自動車（株）
新和自動車
AUTO SHOP KEYSTONE
佐藤鈑金工場
池田モータース
高田自動車整備
井田自動車
松下モータース
深田モータース
新宅自動車
楠モータース
松山モータース
久保自動車整備工場
平岡自動車
ワタダオート
玉井自動車（株）
（有）村山モータース
紀泉モータース（株）
日産プリンス和歌山販売（株）岩出店サービス工場
タツミモータース
（株）くるまだるまや
AUTOSALON貴志川
イワタ自動車
大谷自動車
（有）農協自動車
打田自動車整備工場
山田モーター整備
桃山オートセンター
（有）那賀自動車
亀岡自動車
ダイハツプラザ紀の川
伸幸自動車
（有）紀洋自動車
（有）熊井自動車
川久保オート
栄光自動車商会
東野自動車
紀州サービスセンター
（同）ヤマギワオート
（有）北浦自動車整備
（株）狭間モータース
日産プリンス和歌山販売（株）橋本営業所
（株）ハシモト
三宝自動車工業
（有）畑自動車

所在地
奈良県天理市東井戸堂町413-4
奈良県天理市楢町601
奈良県天理市南六条町107
奈良県天理市兵庫町281
奈良県天理市柳本町878
奈良県天理市櫟本町1484
奈良県奈良市学園大和町2-226
奈良県奈良市秋篠早月町8-20
奈良県奈良市上深川町173-3
奈良県奈良市西九条町3-7-2
奈良県奈良市大宮町3-1-4
奈良県奈良市都祁甲岡町182
奈良県奈良市南京終町3丁目474
奈良県奈良市八条3丁目77-1
奈良県奈良市北ノ庄町43-4
奈良県奈良市北之庄西町1-7-9
奈良県奈良市北之庄西町2-4-5
奈良県北葛城郡王寺町畠田4-332-1
奈良県北葛城郡王寺町本町5-669-2
奈良県北葛城郡広陵町三吉488
奈良県北葛城郡広陵町南郷229-5
奈良県北葛城郡上牧町下牧3丁目6-1
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田中47-4
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東236-5
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野764-1
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野914-1
和歌山県伊都郡かつらぎ町寺尾378-1
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田50-7
和歌山県伊都郡かつらぎ町大藪274-8
和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降684-1
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺440-5
和歌山県海南市下津町下243-2
和歌山県海南市船尾704
和歌山県岩出市金池13-1
和歌山県岩出市溝川208-2
和歌山県岩出市高塚94
和歌山県岩出市畑毛269
和歌山県紀の川市貴志川町長山277-112
和歌山県紀の川市古和田426-1
和歌山県紀の川市深田77-2
和歌山県紀の川市西脇176-6
和歌山県紀の川市打田45
和歌山県紀の川市東野68
和歌山県紀の川市桃山町元69-1
和歌山県紀の川市尾崎185-1
和歌山県紀の川市粉河640内1
和歌山県紀の川市粉河784-7
和歌山県紀の川市北志野147-3
和歌山県紀の川市北勢田620-1
和歌山県紀の川市北長田10
和歌山県橋本市隅田町中島672-1
和歌山県橋本市御幸辻167-4
和歌山県橋本市高野口町大野299
和歌山県橋本市高野口町大野405-4
和歌山県橋本市高野口町伏原127-1
和歌山県橋本市高野口町名古曽43-1
和歌山県橋本市高野口町名古曽948-3
和歌山県橋本市市脇4-81-1
和歌山県橋本市市脇5-118-5
和歌山県橋本市神野々1084-5
和歌山県橋本市神野々977
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電話番号
0743-63-3310
0743-65-0236
0743-64-3553
0743-67-2091
0743-66-0888
0743-65-0214
0742-46-3051
0742-33-6839
0743-84-0576
0742-61-5388
0742-33-8585
0743-82-0682
0742-62-7552
0742-63-7437
074-262-3366
0742-50-6788
0742-61-0810
0745-31-3360
0745-32-8114
0745-55-8500
0745-55-1939
0745-73-1791
0736-22-1237
0736-22-1235
0736-22-1320
0736-22-7851
0736-22-1446
0736-22-0476
0736-22-6060
0736-23-2650
0736-22-0186
073-492-3131
073-482-5313
0736-63-3900
0736-63-2332
0736-62-2222
0736-79-8081
0736-64-6001
0736-77-1200
0736-60-8402
0736-75-2509
0736-77-3415
0736-73-3469
0736-66-2121
0736-77-6211
0736-73-6772
0736-74-2112
0736-73-3052
0736-77-5328
0736-73-3280
0736-34-2515
0736-32-3039
0736-42-4608
0736-43-1359
0736-42-2424
0736-42-2759
0736-42-2349
0736-32-1441
0736-32-9268
0736-32-6901
0736-33-5625

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）福井自動車
（業）紀伊中央自動車整備
御坊自動車整備協同組合
日産プリンス和歌山販売（株） 新宮店
AUTO SERVICE USHIRO
オートサロンNISHI
中村自動車商会
（有）旭自動車
合資会社蓬莱自動車工作所
太田自動車サービス
（株）ホンダエスケイ
エノモト自動車
（株）庵田自動車商会 新宮営業所
（株）名豊トヨペット
宝月自動車（有）
（株）Global.I
辻自動車
（有）古座オート
畑野自動車商会
林自動車商会
オザキ自動車
（有）紀南モータース
（有）松下自動車工業所
池田モータース
Car Connect TANAKA
ウイングオート
引地自動車
那智自動車販売（株）
銀嶺モータース
（有）黒潮自動車
（有）鈴森自動車
古田モータース
中山モータース
森サービス
日産プリンス和歌山販売（株）有田営業所サービス工場
上続モータース
黍原モータース
湯浅モータース
田甫モータース
（株）笠松自動車
藤内オート
金屋モータース
シマダオートサービス
阪和自動車（株）
（有）天満自動車商会
（有）オオハシ自販
（株）中紀自動車
清水モータース
村中モータース
辻本オート
片山モータース
中西モータース
九鬼モータース
有田鉄道（株）本社工場
（有）フォーワン
（有）宮原自動車
（株）ツモト
（株）合同自動車
神原モータース
阪和自動車（株）サービスセンターHANWA
紀州自動車車検整備協同組合

所在地
和歌山県橋本市東家5-1-3
和歌山県橋本市野215-1
和歌山県御坊市藤田町吉田422
和歌山県新宮市五新5-3
和歌山県新宮市佐野1-1-28
和歌山県新宮市佐野3丁目2-2
和歌山県新宮市新宮3445-1
和歌山県新宮市新宮3457
和歌山県新宮市田鶴原町1-1-18
和歌山県新宮市南檜杖155-1
和歌山県新宮市磐盾1-14
和歌山県新宮市磐盾8-5
和歌山県新宮市緑ヶ丘2-2-46
和歌山県新宮市緑ヶ丘3-4-20
和歌山県田辺市本宮町本宮334
和歌山県東牟婁郡串本町くじの川1066-1
和歌山県東牟婁郡串本町串本1694-6
和歌山県東牟婁郡串本町西向110-1
和歌山県東牟婁郡串本町西向299-1
和歌山県東牟婁郡串本町潮岬3038-4
和歌山県東牟婁郡串本町姫603
和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川1277-3
和歌山県東牟婁郡古座川町高池101
和歌山県東牟婁郡古座川町高池334
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井1469-1
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市屋211-1
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市屋80
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日2-15
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日3-121
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1777-3
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川897-99
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野587-1
和歌山県有田郡広川町西広1171-1
和歌山県有田郡広川町唐尾214-1
和歌山県有田郡湯浅町吉川64-1
和歌山県有田郡湯浅町青木535-1
和歌山県有田郡湯浅町青木539-3
和歌山県有田郡湯浅町湯浅1919-2
和歌山県有田郡有田川町下津野450
和歌山県有田郡有田川町下津野850-1
和歌山県有田郡有田川町金屋23-1
和歌山県有田郡有田川町小川284-2
和歌山県有田郡有田川町小島201-1
和歌山県有田郡有田川町庄406
和歌山県有田郡有田川町水尻62-4
和歌山県有田郡有田川町水尻69-3
和歌山県有田郡有田川町水尻721-1
和歌山県有田郡有田川町清水821-1
和歌山県有田郡有田川町西丹生図453-1
和歌山県有田郡有田川町長田175-1
和歌山県有田郡有田川町天満274-2
和歌山県有田郡有田川町天満590-5
和歌山県有田郡有田川町徳田1183-1
和歌山県有田郡有田川町徳田164
和歌山県有田市宮原町須谷632-1
和歌山県有田市宮原町道689
和歌山県有田市宮崎町48-2
和歌山県有田市宮崎町809-1
和歌山県有田市港町17-1
和歌山県有田市糸我町中番250
和歌山県有田市糸我町中番37-2
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電話番号
0736-32-0278
0736-32-5031
0738-22-1947
0735-22-5196
0735-31-6236
0735-31-8831
0735-22-5595
0735-21-1515
0735-21-1130
0735-22-5813
0735-23-0033
0735-23-0877
0735-22-6456
0735-21-1315
0735-42-0111
090-2044-8949
0735-62-0758
0735-72-6071
0735-72-1935
0735-67-7530
0735-72-2714
0735-69-1077
0735-72-0276
0735-72-0361
0735-54-0950
0735-57-0373
0735-57-0253
0735-52-0864
0735-52-1030
0735-52-6266
0735-52-2231
0735-58-0053
0737-62-4427
0737-63-3340
0737-63-1158
0737-62-3293
0737-62-2104
0737-63-1177
0737-52-2116
0737-52-4589
0737-32-2303
0737-32-3090
0737-20-5219
0737-52-2090
0737-52-6722
0737-52-6256
0737-52-3211
0737-25-0224
0737-52-4780
0737-52-5460
0737-52-2348
0737-52-2554
0737-52-3135
0737-52-3682
0737-88-5933
0737-88-6314
0737-83-2261
0737-82-4803
0737-83-5455
0737-88-2090
0737-88-7561

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
林オートサービス
森モータース
（有）有田バッテリー （有田車検整備工場）
石井自動車
有田サービス
森川モータース
auto planet オートプラネット
大東自動車
ネクステージ和歌山店
（有）タカオオートサービス
日産プリンス和歌山販売（株）松島サービスセンター
和歌山特殊車両整備（株）
高橋自動車商会
（株）オートサザン
（株）庵田自動車商会 アンダモータース
日産プリンス和歌山販売（株）狐島店
植芝自動車工業（株）
（株）アライズ アールエムガレージ
（有）平田自動車商会
（株）コザイカ
福本自動車整備工場
三宝自動車（株）
（有）松下自動車
松本モータース
コミナミオート（株）
（株）スズキ自販和歌山 スズキアリーナ和歌山西
河端自動車
オートガレージＨＡＲＡ
和歌山三菱販売（株） 国体道路店
（有）オートピットタキモト自動車
川永スズキ販売
（株）コトブキ
（有）小松自動車整備
センチュリーサービス
（株）シュテルン和歌山
松井カーサービス
（株）鈴木自動車
（有）前山鈑金
（株）三広自動車整備工場
安藤自動車（株）
4X4サンエリア 米子店
カーライフサポートピットイン
Keepride
（有）土次自動車商会
（有）神戸川オートサービス
（株）マツダオートザム松江
（株）ブルーコーンズ
（有）小林モータース
（有）佐野実商店
スズキ自販高屋
（有）ニューオート
松本モータース
ファルコン
（株）カートップ
下電観光バス（株） タクシー部 車輌課
昭和ホンダ販売（株）
（有）オートジェラン
三友自動車（株）
（株）エージェント
（株）ヤマネモータース
クロスオーバー

所在地
和歌山県有田市糸我町中番76-1
和歌山県有田市初島町浜1604
和歌山県有田市初島町里957-1
和歌山県有田市辻堂407-1
和歌山県有田市辻堂806
和歌山県有田市野199-1
和歌山県和歌山市粟162-1
和歌山県和歌山市永山63-1
和歌山県和歌山市永穂420-3
和歌山県和歌山市加太2391-5
和歌山県和歌山市加納205-1
和歌山県和歌山市梶取40-2
和歌山県和歌山市岩橋560-4
和歌山県和歌山市紀三井寺746-3
和歌山県和歌山市元寺町5-1
和歌山県和歌山市狐島532
和歌山県和歌山市砂山南4-4-11
和歌山県和歌山市出島34-14
和歌山県和歌山市小雑賀103-6
和歌山県和歌山市小雑賀3-4-87
和歌山県和歌山市小雑賀720-20
和歌山県和歌山市松江1390-6
和歌山県和歌山市神前363-1
和歌山県和歌山市西浜1660-289
和歌山県和歌山市西浜1660-674
和歌山県和歌山市西浜892
和歌山県和歌山市谷176-4
和歌山県和歌山市築港3-33
和歌山県和歌山市中島188-4
和歌山県和歌山市中之島375-1
和歌山県和歌山市楠本257
和歌山県和歌山市納定60-2
和歌山県和歌山市堀止東2-3-17
和歌山県和歌山市湊御殿2-5-2
和歌山県和歌山市毛見1535-5
和歌山県和歌山市毛見342-30
和歌山県和歌山市野崎204-48
和歌山県和歌山市有本417-13
鳥取県鳥取市吉成770-13
鳥取県鳥取市青谷町青谷528-5
鳥取県米子市両三柳3863-1
島根県雲南市加茂町岩倉726-8
島根県益田市乙吉町イ341-8
島根県出雲市佐田町東村381-1
島根県出雲市知井宮町156-6
島根県松江市西尾町15番地8
島根県浜田市久代町9-2
島根県邑智郡邑南町下田所144-4
岡山県岡山市中区兼基42-8
岡山県岡山市中区高屋289-1
岡山県岡山市東区松新町明58
岡山県岡山市東区邑久郷45-1
岡山県岡山市南区阿津1694-5
岡山県岡山市南区青江6丁目3-8
岡山県岡山市南区豊浜町10-33
岡山県岡山市北区伊福町1-10-16
岡山県岡山市北区育江5-23-5
岡山県岡山市北区一宮山崎260-1
岡山県岡山市北区横井上200‐4
岡山県岡山市北区青江4丁目22-30
岡山県岡山市北区辰巳44-112
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電話番号
0737-88-7874
0737-82-4524
0737-83-3339
0737-83-3925
0737-82-3882
0737-82-5291
073-453-6434
073-478-1011
073-461-4907
073-459-1800
073-473-4141
073-452-5727
0734-73-6262
073-445-0561
073-422-2128
073-451-2225
073-424-6231
073-475-5567
073-423-3515
073-436-0083
073-426-1620
073-452-0154
073-471-0227
073-445-8345
073-448-3311
073-444-5293
073-461-9688
073-423-0531
073-425-2161
073-473-6311
073-464-5111
073-472-3581
073-424-7922
073-431-8994
073-445-5556
073-444-3479
073-455-4061
073-423-6416
0857-53-2155
0857-37-7310
085-924-1616
0854-49-9022
0856-32-3466
0853-85-2153
0853-22-5860
0852-39-0789
0855-28-3551
0855-83-0222
086-208-6788
086-272-7988
086-942-5200
086-946-8710
086-269-2237
086-222-3553
086-263-6521
086-252-5510
086-227-1818
086-284-1000
086-368-1179
086-233-1212
086-238-1223

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）山光モータース
ホリデイ（株）
（株）シシドモータース
（有）共栄工業所
（株）大村モータース
（有）ガッツヤマオカ
森六自動車（株）
（株）タイヤ館真庭
相原部品（株）
井上自動車（株）
（有）カーライフフジワラ
吉備オート
（有）マツオ自動車
ビッグラン岡山
（株）クラウディア 本社
（有）稲垣自動車
モーターベース
A.one エイワン
（有）カーステーション織田 スズキパルキタ
（有）カーショップ東城
（有）大竹新菱自動車
（有）木本四輪
（株）宮内スズキ オートプラン
スズキフロンテ福山販売（株）
TS サービス
（有）ダックヒル
（有）東洋自動車商会
（有）アクティブガレージ ACTIVE GARAGE
ユーズオートモービル
車輪商会
（株）G辻丸 Mainte SHOP
（株）大島商会
國本自動車サービス
サンロード
タイヤ館山口湯田
（株）ホリシンオートモビル
ミスターバンブー
テイクオフ
SSCREW
（株）サンワ
ダテワークス
オートサロンエポック
タイヤガレージナカムラ
（有）ガレージ岡本
（有）新栄自動車整備工場
（株）阿州自動車
（有）ロータス中央
（有）山川自動車
黒田モータース（有）
（株）加藤自動車相談所 国府店
（有）松岡自動車
（株）シンユウ
伸明自動車（有）
（株）加藤自動車相談所 徳島店
（有）マスダ自動車
（有）遠所モータース
（株）阿部自動車
（株）加藤自動車相談所
CROSS FIELD
（株）野口モータース
（有）早川自動車

所在地
岡山県岡山市北区表町3—20—17
岡山県笠岡市笠岡5611
岡山県笠岡市小平井1685-4
岡山県玉野市宇野2—17—26
岡山県玉野市田井1-3-17
岡山県小田郡矢掛町小田6542-3
岡山県新見市新見1024-5
岡山県真庭市富尾51-3
岡山県倉敷市玉島中央1-4-13
岡山県倉敷市上東755—2
岡山県倉敷市新田2868-4
岡山県倉敷市日畑1021-1
岡山県総社市総社3-11-16
岡山県都窪郡早島町早島1881-1
広島県安芸郡府中町茂陰2-4-10
広島県広島市安芸区船越南3丁目24-32
広島県広島市安佐南区西原1丁目10-6
広島県広島市佐伯区八幡東1丁目33-9
広島県山県郡北広島町蔵迫534-1
広島県庄原市東城町川東1198
広島県大竹市黒川1丁目8-28
広島県廿日市市地御前1-9-25
広島県廿日市市平良1丁目5-46
広島県福山市引野町5-29-9
広島県福山市駅家町近田101-5
広島県福山市神辺町大字新湯野35-4
広島県福山市神辺町大字川南663番地
広島県福山市南手城町4丁目11-3
広島県福山市箕島町6628-3
山口県宇部市大字東須恵2285-3
山口県下関市椋野町1-2-8
山口県熊毛郡田布施町別府1690-1
山口県熊毛郡平生町曽根1982-11
山口県光市小周防1880-1
山口県山口市吉敷下東1-14-10
山口県山陽小野田市西高泊3150-9
山口県山陽小野田市北竜王町8-23
山口県周南市秋月3-1-1
山口県周南市新地1-7-15
山口県大島郡周防大島町大字西安下庄518番地の3
山口県長門市西深川3939-4
山口県長門市東深川真名ケ崎719-2
山口県防府市高井286-1
徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉本村居内42
徳島県阿南市桑野町中野143
徳島県阿南市那賀川町大京原288-1
徳島県吉野川市山川町川田640-4
徳島県吉野川市山川町前川172-6
徳島県徳島市国府町西黒田字南傍示229-2
徳島県徳島市国府町日開字東444-1
徳島県徳島市雑賀町西開81-1
徳島県徳島市川内町中島126
徳島県徳島市川内町鈴江北34
徳島県徳島市中前川町4丁目25-6
徳島県徳島市津田町4-4-20
徳島県徳島市北島田町3-12-2
徳島県板野郡板野町大寺字大向北96-1
徳島県板野郡北島町江尻字松ノ本28-1
徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保162-3
徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島13-37
徳島県鳴門市撫養町黒崎松島44-6
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電話番号
086-222-0364
0865-63-1121
0865-63-1231
0863-31-1566
0863-31-1811
0866-83-2722
0867-72-0696
0867-42-1466
086-522-5127
086-462-2395
086-421-0122
086-461-0311
08669-3-2873
086-441-0337
082-287-0355
082-823-1323
082-962-4081
082-926-3362
0826-73-0533
08477-2-3665
0827-57-3336
0829-36-0419
0829-30-6511
084-941-7601
084-977-1345
084-960-0258
084-963-3283
084-973-7307
084-983-3353
0836-55-5546
083-232-5081
0820-55-5011
0820-56-5801
0833-77-1000
083-921-7555
0836-81-4141
0836-84-5278
0834-39-2350
0834-34-0477
0820-77-1075
0837-27-0078
0837-22-3578
0835-57-0852
0884-49-4975
0884-26-0126
0884-42-2530
0883-42-2274
0883-42-2177
088-642-0006
088-678-2525
088-636-3006
088-665-8150
088-665-1361
088-654-5177
088-662-0310
088-632-3131
088-672-0099
088-697-2001
088-677-3717
088-688-1788
088-685-1624

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（株）中外自動車
（株）坂本自動車
（有）新町自動車商会
（有）田中自動車
（株）大西自動車工作所
（有）永田自動車
（有）大洋モータース
（有）セカンドステージ
（有）長尾輪業商会
（有）川辺自動車
（有）横山電装サービス
（有）松本モータース
フットワークスポーツ
ピットハウス コスギ
コンドウ自動車工業（株）
金丸自動車商会
（株）石井自動車
美島自動車（株）
日新モータース（有）
（有）桃陵自動車
オレンジオート
（有）野村自動車
（有）トウキュウ自動車
TOTAL-K
JAえひめエネルギー（株）松山店
Ts'ガラージュ
（株）オートサービス砥部
（株）ヤツヅカ
（株）ライジングソリューションズ
（有）くりた自動車
鶴島自動車整備（株）
正木自動車
山口自動車商会
（有）大門カーセンター
（株）ジェイエイ越智今治オートパル菊間
渡辺自動車
（株）三九自動車
（有）エム・ワイ
オートサービス神野
（株）ヴォルツオートモービル
（株）ジェイエイ越智今治オートパル南
（有）キャメル
友久鑑車
日豊モータース
高科車輌
JAえひめエネルギー（株） うま店
サンワモータース
武川焼付塗装工場（有）
立花自動車エー・エム（有）
武政自動車
カーサポート立花
西山自動車整備工場
（有）川本自動車
（株）バンガードリテイリング 4x4ショップSCT
三栄自動車整備工場
（有）南自動車
（有）栗原自動車
山西ロータース
協立整備（株）
（有）岩城電機商会
（株）カーランドえひめ

所在地
徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜1-2
香川県さぬき市志度952-6
香川県さぬき市津田町津田1611番地4
香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁22-2
香川県観音寺市昭和町3丁目2番45号
香川県観音寺市新田町1187−1
香川県観音寺市豊浜町姫浜876−3
香川県観音寺市柞田町丙2057
香川県高松市香川町浅野274
香川県高松市川島本町19-2
香川県高松市多肥下町1580-3
香川県高松市牟礼町牟礼2217-12
香川県高松市木太町880-1
香川県高松市林町250-1
香川県三豊市高瀬町上麻乙377-1
香川県三豊市豊中町本山甲185-1
香川県三木町井戸2784-1
香川県小豆郡土庄町上庄1638-1
香川県仲多度郡多度津町桜川1-3-15
香川県仲多度郡多度津町北鴨2-370-3
愛媛県伊予郡松前町 大字上高柳398番地4
愛媛県伊予郡松前町上高柳532
愛媛県伊予郡松前町大字神崎 1084番地1
愛媛県伊予郡松前町北川原981-2
愛媛県伊予郡砥部町拾町153番地1
愛媛県伊予郡砥部町上原町276-1
愛媛県伊予郡砥部町千足180番地1
愛媛県伊予郡砥部町八倉91番地
愛媛県伊予市下三谷725番地1
愛媛県伊予市尾崎73番地1
愛媛県宇和島市伊吹町字下井関 1547番地
愛媛県宇和島市祝森甲1014番地
愛媛県喜多郡内子町内子1478番地
愛媛県今治市菊間町種61番地3
愛媛県今治市菊間町浜1141番地
愛媛県今治市吉海町仁江1258番地
愛媛県今治市高橋甲205番地1
愛媛県今治市山路424番地1
愛媛県今治市大新田町3丁目1番27号
愛媛県今治市大西町脇甲968番地1
愛媛県今治市町谷甲76
愛媛県今治市東鳥生町一丁目6番37号
愛媛県今治市伯方町北浦甲772番地1
愛媛県今治市伯方町木浦3472
愛媛県四国中央市金生町山田井1058-7
愛媛県四国中央市三島中央 5丁目8番74号
愛媛県四国中央市土居町 津根2954番地1
愛媛県松山市安城寺町689番地1
愛媛県松山市井門町25番地の7
愛媛県松山市井門町785-2
愛媛県松山市井門町798番地
愛媛県松山市下伊台町1171
愛媛県松山市下伊台町576-1
愛媛県松山市久万ノ台110
愛媛県松山市空港通2丁目14番7号
愛媛県松山市古川西1丁目2番7号
愛媛県松山市三津3丁目4番4号
愛媛県松山市山西町783番6
愛媛県松山市松末1丁目10番12号
愛媛県松山市森松町918番地9
愛媛県松山市生石町651番地
57/61

電話番号
088-685-7811
087-894-1368
0879-42-2159
0877-49-0518
0875-25-4734
0875-27-7567
0875-52-2562
0875-24-3595
087-889-0070
087-848-0328
087-813-9408
087-845-9554
087-866-2311
087-867-3633
0875-74-6267
0875-62-2468
087-898-5051
0879-64-6508
0877-33-2374
0877-33-3608
089-989-2728
089-984-8303
089-984-3459
089-984-8686
089-956-0666
089-969-3805
089-962-1220
089-905-8484
089-983-4545
089-982-7810
0895-22-0378
0895-27-1727
0893-44-3421
0898-54-2456
0898-54-5169
0897-84-2640
0898-23-0606
0898-33-1560
0898-32-6606
0898-53-5760
0898-43-6677
0898-25-8563
0897-73-0703
0897-72-2322
0896-56-5471
0896-23-1146
0896-74-7800
089-925-4723
089-957-7879
089-956-8166
089-957-3922
089-977-0139
089-977-3444
089－922-4470
089-972-1082
089-957-1000
089-953-0088
089-952-8781
089-975-1311
089-960-0778
089-941-3356

2020/3/31更新

誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
宮内自動車商会
共立自動車（株）
（株）MCM
（有）中野自動車
松林自動車（有）
（株）カーオーナーズ
（株）村上モータース
（株）和泉モータース
（株）相原自動車商会
山本自動車工業（株）
山本自動車
大協車輌（株）
門屋自動車
ネクステージ松山中央店
（株）別子モータース
（有）オー・エム・シー
カーショップ・ピースフル
東亜自動車工業所
（有）シンコーオート商会
（有）松田モータース
大通自動車整備工場
（有）新光自動車整備工場
（有）秋山自動車
（株）渡部自動車
（有）別宮自動車工業
マルキカーサービス
伊藤自動車（株）
秦自動車工業
（有）松葉モータース
俵津自動車整備工場
惣川自動車
（有）井上カーセンター
（有）カートピア大洲
長浜モータース
（株）大洲自動車販売 ホンダカーズ大洲インター店
（有）マナベモータース
（有）南郡モータース
（有）樫田自動車商会
（有）御荘マツダモータース
旭自動車工場
中谷モータース
エヒメ鈑金自動車（有）
八幡浜日整自動車工業（株）
（株）日吉自動車
堀江モータース
きほく自動車
奈良オートサービス
（株）掛水自動車整備工場
東北自動車（有）
宮地自動車工業（株）
（有）旭自動車工業
（有）中野自動車
（株）小笠原
（株）津野自動車
山口車体工業（株）
ビレッジヒル野原
（有）タカキオート
タイヤ館久留米
オートワン久留米インター店
（有）スズキワークス久留米
（株）来島自動車

所在地
愛媛県松山市石手2丁目4番5号
愛媛県松山市大手町1-8-8
愛媛県松山市竹原4丁目10番31号
愛媛県松山市中西内617番地の5
愛媛県松山市土居田町332番地3
愛媛県松山市東垣生町807番地5
愛媛県松山市東山80番地
愛媛県松山市南吉田町2798番地59
愛媛県松山市南高井町1695-1
愛媛県松山市美沢2丁目5番33号
愛媛県松山市平和通4丁目1番地1
愛媛県松山市六軒家町2-29
愛媛県松山市和気町2丁目739番地7
愛媛県松山市和泉北二丁目2番41号
愛媛県新居浜市久保田町3丁目9番18号
愛媛県新居浜市郷2丁目4番1号
愛媛県新居浜市高田二丁目3番1号
愛媛県新居浜市上泉町16番5号
愛媛県新居浜市東雲町1-1-86
愛媛県西宇和郡伊方町三崎1027番地
愛媛県西宇和郡伊方町小中浦甲214番地1
愛媛県西条市周布1922番地1
愛媛県西条市神拝甲172番地3
愛媛県西条市丹原町久妙寺619番地5
愛媛県西条市丹原町高松254番地
愛媛県西条市丹原町石経951番1
愛媛県西条市中野甲1293番地3
愛媛県西条市飯岡3566番地4
愛媛県西予市宇和町下松葉14番地
愛媛県西予市明浜俵津2番996番地
愛媛県西予市野村町惣川300番地
愛媛県大洲市新谷乙1578番地1
愛媛県大洲市新谷乙503番1
愛媛県大洲市長浜町仁久甲1番10
愛媛県大洲市東大洲786番地1
愛媛県東温市牛渕1227
愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城3909番地
愛媛県南宇和郡愛南町広見3400-1
愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙535番地
愛媛県南宇和郡愛南町増田4896
愛媛県南宇和郡愛南町蓮乗寺63番地
愛媛県八幡浜市五反田1番2053番地1
愛媛県八幡浜市松柏乙954の2
愛媛県北宇和郡鬼北町 大字上鍵山91番地
愛媛県北宇和郡鬼北町出目1922番地
愛媛県北宇和郡鬼北町奈良3318番地
愛媛県北宇和郡鬼北町奈良3888
高知県吾川郡仁淀川町森山297番地
高知県高知市一宮南町1丁目12-22
高知県高知市春野町東諸木280
高知県高知市南元町3-18
高知県室戸市元甲2578番地12
高知県長岡郡大豊町津家54番地1
高知県土佐市高岡町乙1398-9
福岡県うきは市浮羽町朝田255－1
福岡県みやま市高田町濃施470-1
福岡県久留米市大善寺町夜明376-4
福岡県久留米市東合川2-2-8
福岡県久留米市東合川4-1-40
福岡県久留米市野伏間1-20-56
福岡県宮若市長井鶴204-2
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電話番号
089-977-1144
089-941-0008
089-921-8881
089-993-1075
089-971-4666
089-974-2233
089-922-1111
089-972-3269
089-955-6006
089-924-0220
089-925-2789
089-924-7741
089-979-4070
089-915-4907
0897-33-4646
0897-67-1167
0897-33-5225
0897-41-4101
0897-36-1174
0894-54-0555
0894-38-0504
0898-68-7637
0897-56-3018
0898-68-5121
0898-68-7458
0898-73-2414
0897-56-4743
0897-55-4970
0894-62-0316
0894-65-0404
0894-76-0321
0893-25-4106
0893-57-6181
0893-52-0343
0893-24-2187
089-964-7717
0895-72-0381
0895-84-2035
0895-73-1616
0895-84-2194
0895-72-0631
0894-24-1717
0894-22-0733
0895-44-2656
0895-45-0061
0895-45-2885
0895-45-1688
0889-36-0326
088-845-1008
088-842-1716
088-822-3246
088-723-2121
088-772-0181
088-852-2211
0943-77-2131
0944-22-4854
0942-27-1200
0942-45-1166
0942-45-0066
094-226-8445
0949-32-0881
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
ドライバーカフェフォレスト
プレステージ
オートランドロードランナー
タイヤ館 行橋
オートワン本店
仁光自動車マリン
（有）びーくる（Beecle）
タイヤ館 宗像
タイヤ館 春日
（株）クラフトワーク
ネクステージ新宮店
ハイテックオート
タイヤ館 太宰府
フレンズガレージ クラヨシ
カーメイクドリームZERO1
（有）ピュアガレージ
（株）メーカーズ ケイカフェおおのじょう店
SCT XWD(エクストリームホイールドライブ)
SUV LAND福岡
（株）メーカーズ ケイカフェちくしの店
FINE’S
ク･マックス
Jeep.service ミヤモト
（有）UAオフィス
（有）エフ・テック
中央パーツセンター
タイヤ館 飯塚
プロステージ
（株）メーカーズ ケイカフェふくおかにし店
タイヤ館福岡西
西南自動車工業（株） 本社工場
タイヤ館次郎丸
トータルカーサポート アシスト
（株）NAKANO商会
（株）大濠オートサービス
タイヤ館 福岡東
アースモータリング
アスカンパニー
（株）上野自動車 4X4ガーデンレフティ
タイヤ館 長尾
ネクステージ博多セダン・スポーツ専門店
（株）ケイエムティー
デバイス
三宅モータース（株）
タイヤ館 小倉北
築山自動車整備工場
GSジラフ
CPシンコウ小倉
（株）宮崎デンソー eサービス北九州事業部
タイヤセレクト北九州
ティープロジェクト
（有）ビッグバン
タイヤ館 八幡西
タイヤ館 則松
（有）工藤自動車
タイヤ館 門司
（有）高田商会
SUV LAND北九州
（有）坂口モータース
4X4モンテロ
カーショップ トリミ

所在地
福岡県京都郡苅田町京町1-4-5
福岡県京都郡苅田町富久町2-3-1
福岡県古賀市今の庄2-8-20
福岡県行橋市西宮市2丁目10番13号
福岡県三潴郡大木町侍島
福岡県糸島郡二丈町大字松末1146-4
福岡県宗像市大字王丸783-9
福岡県宗像市大字光岡638番地2
福岡県春日市若葉台東1-3
福岡県春日市昇町7丁目11番
福岡県糟屋郡新宮町緑ｹ浜3丁目4番1号
福岡県太宰府市国分1-2-10
福岡県太宰府市通古賀4丁目1-1
福岡県大牟田市草木473-1
福岡県大牟田市田隈262-1
福岡県大牟田市八尻町2-17-1
福岡県大野城市御笠川2-10-7
福岡県大野城市御笠川6-1-1
福岡県大野城市上大利4‐12‐18
福岡県筑紫野市永岡711-1
福岡県筑紫野市山家5060-1
福岡県筑紫野市天山576-5
福岡県朝倉郡筑前町朝園2070-88
福岡県朝倉郡筑前町東小田340-1
福岡県田川郡川崎町田原1158-1
福岡県田川市川宮1758-13
福岡県飯塚市楽市679-1
福岡県福岡市城南区東油山6-2-32
福岡県福岡市西区石丸4丁目5-53
福岡県福岡市西区福重3-34-7
福岡県福岡市西区福重3丁目1-11
福岡県福岡市早良区次郎丸1-10-17
福岡県福岡市早良区重留6-12-12
福岡県福岡市早良区田村3-23-6
福岡県福岡市中央区港3-1-81
福岡県福岡市東区下原1-21-18
福岡県福岡市東区原田4-25-5
福岡県福岡市東区松島5-1-15
福岡県福岡市東区二又瀬17-12
福岡県福岡市南区長丘5丁目28-5
福岡県福岡市博多区西月隈6-3-50
福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目15-30-3F
福岡県福津市八並1445-1
福岡県北九州市小倉北区大手町2-12
福岡県北九州市小倉北区中井4-12-11
福岡県北九州市小倉北区片野3-9-22
福岡県北九州市小倉北区片野4-15-10
福岡県北九州市小倉北区片野4-15-10
福岡県北九州市小倉北区片野新町1-4-12
福岡県北九州市八幡西区下上津役4-13-15
福岡県北九州市八幡西区下上津役4-20-103
福岡県北九州市八幡西区大字野面729-1
福岡県北九州市八幡西区美吉野町16-22
福岡県北九州市八幡西則松4-13-8
福岡県北九州市八幡東区花尾町2-21
福岡県北九州市門司区原町別院4-23
福岡県北九州市門司区春日町18-6
福岡県北九州市門司区松原二丁目8番6号
佐賀県杵島郡白石町大字横手318-8
佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島576-28
佐賀県鳥栖市村田町485-1
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電話番号
093-434-0077
093-436-2901
092-943-0900
093-028-8864
1944-33-2223
092-325-0577
094-034-8711
094-036-5314
092-513-5131
080-4318-7676
092-963-4907
092-287-2737
092-929-5033
0944-31-4320
0944-88-8788
0944-59-1567
092-513-9010
092-503-0009
092-595-4970
092-920-7133
092-555-9869
092-926-6200
094-622-8683
0946-42-5531
0947-47-4030
0947-44-0492
094-826-5633
092-862-7397
092-836-7101
092-885-2020
092-891-4411
092-874-3123
092-834-3129
092-874-8800
092-715-1388
092-683-2424
092-775-8395
092-622-1785
092-622-4911
092-541-9666
092-584-4907
092-473-9330
0940-39-3616
093-571-1586
093-561-0199
093-921-6110
093-922-6088
093-932-8717
093-383-2500
093-613-8808
093-287-4205
093-618-9311
093-603-0005
093-695-7080
093-681-4739
093-382-1008
093-341-1614
093-382-4907
0952-84-2610
0952-29-9828
094-284-4066
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
ミズキオート
（有）志田オートサービス
（有）ミノルオートサービス
JMF長崎
オートサービスオオムラ
（株）オートピア
（有）カートップ熊本
（有）フォーズファクトリー
（有）森山タイヤサービス
UNIVERSE熊本
（株）ジーズコーポレーション（ジースタイル）
マキノセ自動車マックスハート
ネクステージ熊本東店
タイヤ館みなもと熊本インター
アリーナ東熊本（株） 託麻店
アリーナ東熊本（株） 中古車センター
ネクステージ熊本店
タイヤ館みなもと熊本
（有）ダイハツ城南
（株）田崎自動車工業
（株）日米商会 熊本営業所
タイヤ館みなもと植木
鹿本中央自動車整備協業組合
（株）オートメカニカル 本店
タイヤ館やつしろ
島石油（株）
（株）カーライフ 本店
ヴォーグ（株） Garage VOGUE
（有）川嶋モータース
（有）ヒットロード
（株）土屋車輌 車検センター
（有）南部自動車
（株）NEKS JAPAN 車検のコバック挟間店
（株）NEKS JAPAN 本社鈑金工場
（有）山崎自動車
（有）デンソー宮崎
（株）神田自動車
（有）小田自動車
（有）川原自動車整備工場
（株）日米商会 宮崎営業所
（株）宮崎デンソー
東亜自動車（株）
福井石油 セントラルサービスステーション
（株）カートレア鈴木
（有）シイ・シイ・エス
福井石油 ルート219セルフ
（有）小村自動車サービス
（有）中村自動車工業
福井石油 福井カーケアセンター
（株）宮崎デンソー 大塚営業所
福井石油 東大宮セルフサービスステーション
オート黒木
（有）友草自動車
（有）安藤自動車整備工場
（有）黒木自動車 都農郵便局前店
Body Paint Rise
（有）日高自動車整備工場
（有）クリヤマ商会
（株）太豊自動車
（有）高橋自動車販売
（有）フェニックスモーター

所在地
長崎県西海市西彼町鳥加郷1983-13
長崎県大村市協和町831
長崎県大村市富の原2丁目754
長崎県長崎市中里町1187-2
長崎県長崎市野母町1169-1
長崎県東彼杵郡波佐見町岳辺田郷1255-2
熊本県宇城市小川町北新田1194
熊本県宇城市松橋町曲野417-1
熊本県熊本市清水本町17-10
熊本県熊本市西区上熊本三丁目16番7号
熊本県熊本市東区佐土原3-345-1
熊本県熊本市東区小山6-20-60
熊本県熊本市東区新南部6丁目3-1
熊本県熊本市東区石原2-1-15
熊本県熊本市東区長嶺東6-30-16
熊本県熊本市東区長嶺東8-1-31
熊本県熊本市南区御幸笛田2丁目1-40
熊本県熊本市南区幸田2-10-60
熊本県熊本市南区城南町下宮地885ｰ2
熊本県熊本市南区南高江6-2-36
熊本県熊本市南区平田2-21-1
熊本県熊本市北区植木町投刀塚348
熊本県山鹿市南島865-1
熊本県上益城郡御船町辺田見927-1
熊本県八代市黄金町11-2
熊本県八代市新浜町2-7
熊本県八代市田中西町15-25
熊本県八代市平山新町4989番地１
大分県速見郡日出町2255-3
大分県大分市三佐968-2
大分県大分市西新地1-3-32
大分県大分市仲西町1-13-5
大分県由布市挾間町挟間727-1
大分県由布市挾間町挟間771-5
宮崎県延岡市高岡町花見字下水流333番地
宮崎県延岡市日の出町2丁目1-7
宮崎県延岡市浜砂2丁目19-5
宮崎県延岡市別府町4279
宮崎県延岡市無鹿町1丁目619番地1
宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田670番3
宮崎県宮崎市花ヶ島町立毛1078-1
宮崎県宮崎市花ヶ島町立野1991-1
宮崎県宮崎市橘通東3丁目8-12
宮崎県宮崎市高岡町大字高浜2579番地7
宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂18125-3
宮崎県宮崎市大字広原字前田234-1
宮崎県宮崎市大字恒久1031番地
宮崎県宮崎市大字浮田2947-2
宮崎県宮崎市大字浮田3117-2
宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1221-2
宮崎県宮崎市大島町前田333
宮崎県宮崎市島之内5621-8
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋3218-1
宮崎県児湯郡川南町川南19755-2
宮崎県児湯郡都農町川北4585
宮崎県都城市五十町5111-8
宮崎県都城市上水流町2912-1
宮崎県都城市大岩田町5394-3
宮崎県都城市都北町7387
宮崎県東臼杵郡門川町門川尾末9322番地1
宮崎県東諸県郡国富町本庄529-3
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電話番号
0959-28-0102
0957-53-2421
0957-55-1122
095-837-0088
095-893-2732
0956-85-4301
0964-43-4516
096-446-1149
096-345-0033
096-353-4907
096-368-5005
096-389-1860
096-385-4907
096-388-7775
096-388-5425
096-388-5422
096-379-4907
096-370-1000
0964-28-8117
096-358-2940
096-312-5555
096-272-5550
0968-44-6150
096-282-1952
0965-35-6117
0965-35-1155
0965-33-2355
0965-31-1038
0977-72-2123
097-521-6671
097-558-6420
097-553-0909
097-583-6589
097-578-8586
0982-35-6158
0982-22-3600
0982-33-5310
0982-33-4847
0982-33-6004
0985-36-3620
0985-24-1322
0985-25-1881
0985-26-2471
0985-82-3355
0985-74-1140
0985-39-0219
0985-51-2829
0985-48-1650
0985-62-4725
0985-53-3010
0985-23-4180
098-539-7060
0983-23-0140
0983-27-0727
0983-25-0226
098-625-1345
0986-36-1028
0986-39-1600
0986-38-2377
0982-63-1567
0985-75-3006
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誤発進防止システム2取付認定店
認定店名
（有）黒木自動車 日向店
（有）中西自動車販売
福永自動車（有）
（有）串木野中央スズキ
留盛自動車（株）
（有）松川自動車
坂本自動車整備工場
（有）中間モータース
池山自動車
合同会社フクオカ電機サービス
（有）中村モータース
（有）新光車輌
池畑モータース
（有）カーセンター大隅
南自動車商会
指宿自動車工業（株）
岩越自動車（株）
（有）増満自動車
（有）神田自動車整備工場
（有）岩崎自動車工場
（有）荒木電機商会
シントヨ電機（有）
（有）タイヤパレスサザンウィンド
（有）大迫自動車商会
（株）ワカマツ自動車
オートテクニカルロック
（有）神脇自動車
トリハラ商店合同会社
（株）日米商会 鹿児島営業所
水渕電機（株）団地工場
タイヤセレクト 鹿児島
（有）前田辰男商会
SUV LAND鹿児島
ラバーショップダイナアート
（有）イトウ
（有）宮ケ谷自動車
オートガレージＫｅｎ
（有）馬場自動車整備工場
折田自動車商会
ＳＲクラブ
（有）菊永自動車
（有）新堀自動車
（有）板敷自動車
下島自動車
コクピット国分
徳光自動車商会
（有）豊平自動車
上村石油ガス（株）坂ノ上SS
上村石油ガス（株）田上SS
上村石油ガス（株）鹿児島工業団地SS
カーコンビニクラブ アンカール

所在地
宮崎県日向市財光寺字尻無川1821-1
宮崎県日向市大字財光寺531
宮崎県日南市大字星倉5930-7
鹿児島県いちき串木野市薩摩山13301-2
鹿児島県いちき串木野市大里5014
鹿児島県姶良郡湧水町田尾原239-1
鹿児島県姶良市加治木町小山田5997-3
鹿児島県姶良市加治木町朝日町156
鹿児島県薩摩郡さつま町永野5584-2
鹿児島県薩摩郡さつま町西新町16-6
鹿児島県薩摩川内市西開聞町11-29
鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名7398-3
鹿児島県薩摩川内市入来町副田5863-1
鹿児島県志布志市有明町野井倉8436-1
鹿児島県指宿市山川成川3929-1
鹿児島県指宿市西方1491-1
鹿児島県鹿屋市旭原町3608
鹿児島県鹿屋市下祓川町2284-3
鹿児島県鹿屋市田崎町520-2
鹿児島県鹿児島市伊敷1-7-47
鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目29-14
鹿児島県鹿児島市下荒田4-54-21
鹿児島県鹿児島市吉野町2187-22
鹿児島県鹿児島市郡山町6459
鹿児島県鹿児島市小松原1-18-1
鹿児島県鹿児島市清和4-7-50
鹿児島県鹿児島市西俣町2958-4
鹿児島県鹿児島市石谷町2441
鹿児島県鹿児島市谷山港1丁目3-60
鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5-10
鹿児島県鹿児島市中山1-1-8
鹿児島県鹿児島市中山町2182-1
鹿児島県鹿児島市東開町3番地65
鹿児島県鹿児島市東谷山6-18-5
鹿児島県西之表市西之表14408
鹿児島県南さつま市加世田宮原24-1
鹿児島県南さつま市金峰町宮崎2165
鹿児島県南九州市頴娃町牧之内1887-1
鹿児島県南九州市知覧町郡17223
鹿児島県南九州市知覧町郡4857-52
鹿児島県南九州市知覧町郡5101-1
鹿児島県日置市吹上町中原2645
鹿児島県枕崎市板敷本町515
鹿児島県霧島市横川町横川中ノ2907-1
鹿児島県霧島市国分野口北1-1
鹿児島県霧島市隼人町内山田4-23-5
鹿児島県霧島市福山町福山4706-30
鹿児島市下福本町6987
鹿児島市田上8-5-1
鹿児島市南栄6-2-3
鹿児島市南栄6-2-3
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電話番号
0982-50-0500
0982-54-0350
0987-25-1729
0996-32-2210
0996-36-3410
0995-74-2601
0995-63-3257
0995-63-2229
099-278-2163
0996-52-1750
0996-22-2168
0996-44-4283
0996-44-2661
099-477-2302
0993-34-0358
0993-25-3943
0994-40-0515
0994-44-2228
0994-43-3858
099-220-3524
099-214-2533
099-252-2515
099-243-7411
099-298-3696
099-266-0666
080-5205-4407
099-298-3993
099-278-2163
099-284-6411
099-261-8500
099-284-5472
099-268-8315
099-263-4907
099-813-8511
0997-22-0222
0993-53-2391
0993-78-3232
0993-36-0254
0993-83-4318
0993-83-4624
0993-83-2355
099-296-3441
0993-76-3311
0995-72-1555
0995-45-5959
0995-42-1110
0995-56-2172
099-261-5656
099-281-0222
099-262-0001
099-262-0002

