
○新潟運輸支局長表彰（全　６１事業場）表彰日：平成２１年１１月１１日

　・新潟運輸支局長表彰（自動車分解整備　３１事業場）

表彰事業場名 所在地

有限会社関川自動車 岩船郡関川村大字南赤谷２６０番３

株式会社安田車輌サービス 阿賀野市寺社甲３８５６番地２０

有限会社堀モータース 新潟市北区白新町３丁目５番３５号

有限会社萱森自動車整備工場 加茂市柳町１丁目３番２号

株式会社アカツカ 燕市中川字中道下５７７番地１

株式会社石田商店 燕市五千石字川原４４３５番地１

有限会社小出自動車工業　南魚沼営業所　 南魚沼市竹俣字前田１８３番地４

株式会社井部商会 上越市大字夷浜新田字釜ノ口４１９番地２

渡辺エンジン工業株式会社 糸魚川市押上２丁目８番１６号

ピットサークル新潟店 新潟市中央区鐙１丁目１５番地１２号

ピットサークル美咲町店 新潟市中央区美咲町１丁目２３番８号

ピットサークル新発田店 新発田市中田町１丁目２番５号

ピットサークル燕店 燕市物流センター１丁目４番地

株式会社スワロー商事 新潟市中央区関新２丁目２番３８号

有限会社博栄モータース 胎内市下高田８２９番地１

カイツ自動車株式会社 新発田市小舟町１丁目１２番４号

下村車輌工業株式会社 新発田市荒町甲４７２番地

有限会社土田自動車整備工場 新潟市西蒲区巻甲５０４０番地１

株式会社伊丹自動車 長岡市下条町字野々入７９０番地

有限会社日新自動車整備工場 魚沼市中原７９番地１

株式会社長谷川自動車 柏崎市北半田１丁目１０番２０号

株式会社柏新商会サービスセンター 柏崎市松美２丁目５番６８号

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ上越南 上越市大和２丁目１６番４号

株式会社関屋モータース 新潟市中央区関南町６番１３号

三新自動車株式会社　大崎サービスセンター　 三条市中新１９番８号　

株式会社本多自動車 燕市蔵関字江東１６３番地５

株式会社マエカワ 柏崎市東本町３丁目１番３５号

有限会社柏崎商会 柏崎市半田１丁目字大二百刈６２番１

山崎工業株式会社 柏崎市大字上田尻字山向３５７６番７

株式会社カーステージ 柏崎市大字安田字野口１９１３番地

北刈自動車工業株式会社 刈羽郡刈羽村大字刈羽字前田６８１番地１

　・新潟運輸支局長表彰（中古自動車販売・整備　１事業場）

表彰事業場名 所在地

株式会社古川商会 妙高市美守２丁目９番２０号



　・新潟運輸支局長表彰（自動車販売・整備　２９事業場）

表彰事業場名 所在地

モトーレンニイガタ株式会社本社　サービスセンター 新潟市中央区出来島１丁目８番１１号

新潟トヨペット株式会社　新潟亀田店 新潟市江南区鵜ノ子２丁目２番２２号

新潟トヨペット株式会社　村上店 村上市仲間町２４７番地２

新潟トヨペット株式会社ＤＵＯ　長岡川崎 長岡市川崎町字山崎５９０番

新潟トヨペット株式会社　長岡古正寺店 長岡市古正寺２丁目５５番地

トヨタカローラ北越株式会社　上越店 上越市藤巻７番５７号

トヨタカローラ北越株式会社　糸魚川店 糸魚川市押上２丁目１４番１０号

トヨタカローラ北越株式会社　十日町店 十日町市中条甲６５３番地１

トヨタカローラ北越株式会社　塩沢店 南魚沼市竹俣１１５番地７

新潟日産自動車株式会社　新潟店 新潟市東区榎町７５番地１

新潟日産自動車株式会社　新発田店 新発田市大字富塚字三賀境１９１３番地

新潟日産自動車株式会社　宮内店 長岡市下条町字野々入８０５番

日産プリンス新潟販売株式会社　上越店 上越市藤巻７番５２号

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ越後中央 見附市今町５丁目４１番２２号

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ越後中央　燕吉田店 燕市吉田鴻巣字ヤケ２７番地４５号

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ越後中央　小千谷店 小千谷市若葉２丁目４番地
株式会社ホンダ四輪販売新潟 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ新潟黒埼店 新潟市西区山田字堤付２３０７番地３５２

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ長岡 長岡店 長岡市稲保４丁目５５８番地２

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ長岡 柏崎店 柏崎市柳田町４番５１号

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ長岡 松美店 柏崎市松美１丁目字西新田２９４番地１

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ長岡 上越店 上越市木田１丁目６番３９号

新潟スバル自動車株式会社　本社黒埼店サービスセンター 新潟市西区山田２３０７番地

新潟スバル自動車株式会社　新潟海老ヶ瀬店 新潟市東区大形本町５丁目１８番１８号

新潟スバル自動車株式会社　新発田店 新発田市富塚字三賀境１３５９番地

新潟スバル自動車株式会社　豊栄車輌センター 新潟市北区木崎字尾山前８０２番地５

新潟スバル自動車株式会社　長岡市役所通店 長岡市三和町１丁目７番５号

新潟スバル自動車株式会社　Ｇ－ＰＡＲＫ亀田 新潟市江南区下早通柳田２丁目２番１号

新潟三菱自動車販売株式会社　新潟西店 新潟市西区小新４丁目８番２９号

スズキ新潟販売株式会社　亀田センター 新潟市江南区亀田工業団地２丁目２番８号



○長野運輸支局長表彰（全　２８０事業場）表彰日：平成２１年１２月１日

　・長野運輸支局長表彰（自動車分解整備　６８事業場）

表彰事業場名 所在地

ケイエス自動車株式会社 長野市稲里町中氷鉋字中川原６１６番地

有限会社風間車輌販売 長野市大字南長池字屋敷６７０番地

菅平トヨタ整備株式会社　松代店 長野市松代町東寺尾７１１番１

有限会社高府自動車 上水内郡小川村大字高府字舟平２９０９番地１

有限会社大進スズキ車輌 長野市大字風間字下河原２０３４番１４

有限会社デュナミス・レーシング 長野市丹波島二丁目２０１番地１１

長野南自動車株式会社 長野市篠ノ井御幣川字北松島６２１番地１０

村田自動車株式会社 長野市中御所４丁目１０番３号

有限会社日の出モータース 飯山市大字飯山字黄金石５１７９番地１

有限会社カートップ 下水内郡栄村大字豊栄字大門２５９番地２

株式会社酒井商会 須坂市大字小山字蒔田２６３２番地２ 

有限会社昭和自動車 中野市大字新井字若宮境３６２番地４

有限会社三協自動車整備工場 下高井郡山ノ内町大字平穏４１０６番地２１

きかい屋 中野市大字安源寺１０４２番地２

有限会社徳竹ホンダ 中野市大字金井字道島５３７番地１

株式会社木内ホンダ 中野市大字吉田あざ北川原５９７番地３

有限会社ダイイチ 中野市大字江部１１４８番地の９

株式会社竹内農機　自動車修理工場 中野市大字吉田２番地６号

中央自動車整備協業組合 中野市大字西条字南西間３３３番地

神谷モータース 上田市中之条７３番地の１

有限会社鈴木商会 埴科郡坂城町大字坂城字鍛治裏６５９５番地４

有限会社瀬在モータース 千曲市大字内川１２６９番地

柳沢商会 東御市鞍掛字上河原４８番地９

有限会社竹花車輌工場 東御市和字中砂川原４６４３番地５

有限会社丸子自動車工場 上田市下丸子２９０番地の１

川西自動車整備協業組合 上田市神畑１５６番地１

菅沼モーター工業株式会社 上田市上塩尻２２２番地

有限会社市川自動車真田 上田市真田町長字山遠家６１５３番地３

有限会社青木モータース 上田市住吉３０６番地４

有限会社小林自動車 上田市古里字篠ノ井原７４１番地２

西部自動車株式会社 上田市上塩尻字扇田３６７番地１

有限会社コサト自動車 上田市殿城字北裏１０３１番１

協業組合上田車検センター 上田市古里字篠井原８６０番地１

株式会社フジカーランド上田　古里サービス工場 上田市古里字東ノ手１５０番１

有限会社川島モータース 埴科郡坂城町大字上五明字旅屋場６９２番地１

株式会社オートパル信州うえだ　オートパル中央営業所 上田市住吉字鶴巻２２番地１

株式会社オートパル信州うえだ　オートパル東部営業所 上田市東御市鞍掛４６番地１

有限会社柳沢モータース 埴科郡坂城町大字上五明字東川原１７８９番地１

井出自動車整備工場 小諸市赤坂１丁目９番７号

株式会社片山モータース 北佐久郡軽井沢町大字長倉字佐倉２８２７番地１

共栄自動車協業組合 小諸市大字柏木字東前畑５０１番地の１１

佐藤自動車株式会社 小諸市加増二丁目１３番５号

表彰事業場名 所在地



大丸自動車株式会社 佐久市野沢６０５番地１

有限会社富松自動車整備工場 佐久市中込３２０９の１番地

有限会社石川モータース 安曇野市穂高４３７４番地

有馬自動車工業株式会社 松本市中条１番３号

株式会社穂高自動車 安曇野市穂高１４５０番地１

松本平車検協業組合　エコー車検センター 松本市大字今井７０６６番地８

有限会社神山自動車販売 松本市大字今井字松本道７１０９番４

アルピコ自工株式会社　松本事業所 松本市平田東２丁目１番２号

株式会社丸山タイヤ 松本市大字島立字天神前８８６番地ロ

有限会社ウォーム・ハート 松本市野溝東１丁目１７番３号

株式会社スズキアリーナ松本 松本市大字島立４５４番地１

株式会社スズキアリーナ松本　豊科店 安曇野市豊科田沢６９５４番地１

協業組合大町車検センター 大町市社字高瀬川原４６８２番１９８

有限会社斉藤自動車 大町市大町字五子裏１９５６番地３

有限会社田中自動車 北安曇郡白馬村大字神城字川原２４１９５番９

大町ホンダ販売株式会社　ホンダカーズ大町 大町店 大町市大町１５６４番地の６

有限会社 宮澤自動車 大町市大町５３５６番地５

有限会社矢口自動車修理工場 大町市大町２９１７番地

株式会社マルエー・アダチ 茅野市ちの字一本木２５５６番地１

アルピコ自工株式会社　諏訪事業所 諏訪市赤羽根１番１４号

伊南自動車工業株式会社 駒ヶ根市赤穂７２５２番地

アイ.ビイ自動車工業株式会社 伊那市西町５０９３番地

飯田自動車株式会社 飯田市上郷別府３３３０番地１

飯田車両整備協同組合 飯田市上郷飯沼３４７１番地１

飯田車両整備協同組合　高森工場 下伊那郡高森町下市田３２０４番地３

ロータリー自動車株式会社 飯田市上郷飯沼２１２６番地



　・長野運輸支局長表彰（自動車販売・整備　２１０事業場）

表彰事業場名 所在地

長野トヨタ自動車株式会社　長野店 長野市大字稲葉字北村前沖２５５８－３

長野トヨタ自動車株式会社　サービスセンター 長野市中御所１－１８－１

長野トヨタ自動車株式会社　上田店 上田市踏入２－１９－２９

長野トヨタ自動車株式会社　佐久店 佐久市大字中込字宮久保２４６９－１

長野トヨタ自動車株式会社　松本店 松本市本庄２－２－２０

長野トヨタ自動車株式会社　諏訪店 諏訪市四賀宮下４５２

長野トヨタ自動車株式会社　飯田店 飯田市上郷別府３３０９

長野トヨタ自動車株式会社　レクサス長野店 長野市大字東和田字居村南沖８７２－７

飯山トヨタ自動車株式会社 飯山市大字静間字小屋解１２３番地１

軽井沢トヨタ自動車株式会社 北佐久郡軽井沢町大字長倉屋敷裏２４１４－１

伊北トヨタ自動車株式会社 上伊那郡箕輪町中箕輪字北原１４６５－１

駒ヶ根トヨタ自動車株式会社 駒ヶ根市赤須町１０－１１

長野トヨペット株式会社　本社工場 長野市中御所１丁目１８番２号

長野トヨペット株式会社　中野店 中野市大字吉田字片塩境２１－１

長野トヨペット株式会社　須坂店 須坂市墨坂二丁目１０番１５号

長野トヨペット株式会社　篠ノ井店 長野市川中島町原字権現堂沖７６２番地２

長野トヨペット株式会社　更埴店 千曲市大字粟佐字諏訪宮１２３４

長野トヨペット株式会社　上田西店 上田市中之条字宮方５７９番地５号

長野トヨペット株式会社　上田店 上田市常入１丁目１番４７号

長野トヨペット株式会社　小諸店 小諸市大字加増字東豆口５０４番地３

長野トヨペット株式会社　佐久店 佐久市中込字西妻神３２２６番地１

長野トヨペット株式会社　松本店 松本市平田東２丁目２番７号

長野トヨペット株式会社　松本北店 松本市宮渕本村１番５号

長野トヨペット株式会社　大町店 大町市大町２３１７番地５

長野トヨペット株式会社　穂高店 安曇野市穂高１３７６番地６

長野トヨペット株式会社　塩尻店 塩尻市大字広丘高出字渋沢１７８２

長野トヨペット株式会社　木曽店 木曽郡木曽町日義４７７２番地１１

長野トヨペット株式会社　岡谷店 岡谷市長地片間町二丁目５番２５号

長野トヨペット株式会社　茅野店 茅野市ちの字渋沢５５５の６番地

長野トヨペット株式会社　伊那店 上伊那郡南箕輪村字家際６４５１番地１０

長野トヨペット株式会社　駒ヶ根店 駒ヶ根市赤穂１４６１６番地２６

長野トヨペット株式会社　飯田店 飯田市上郷飯沼２１６４番地１

株式会社長野トヨペットサービスセンター 長野市大字東和田字前田沖９４６番地

株式会社長野トヨペットサービスセンター　徳間店 長野市大字徳間字本道原１０６７番２



表彰事業場名 所在地

トヨタカローラ長野株式会社　長野店 長野市大字稲葉字北村沖２５５８番地３

トヨタカローラ長野株式会社　川中島店 長野市川中島町原字薬師堂沖１４０６番３

トヨタカローラ長野株式会社　裾花店 長野市中御所５丁目５番１３号

トヨタカローラ長野株式会社　三輪店 長野市三輪８丁目５１番３９号

トヨタカローラ長野株式会社　須坂店 須坂市大字小河原字六川道西沖３３４０番地１

トヨタカローラ長野株式会社　中野店 中野市大字吉田字片塩境９番地８

トヨタカローラ長野株式会社　更埴店 千曲市大字粟佐字南沖１５４３番１

トヨタカローラ長野株式会社　上田川西店 上田市大字福田字新屋５３番地１

トヨタカローラ長野株式会社　上田店 上田市常入１丁目１番５９号

トヨタカローラ長野株式会社　東御店 東御市大字本海野字長縄手１７８４番地２

トヨタカローラ長野株式会社　佐久店 佐久市大字猿久保字前原７９３の１番地

トヨタカローラ長野株式会社　松本店 松本市宮田５番３号

トヨタカローラ長野株式会社　大町店 大町市大字大町字子安沖２９１５番地４

ネッツトヨタ長野株式会社　サービスセンター 長野市早苗町６８番１

ネッツトヨタ長野株式会社　柳原店 長野市大字小島字八幡堰南１１１番１

ネッツトヨタ長野株式会社　長野大橋店 長野市青木島町綱島字梵天浦６１４番地１

ネッツトヨタ長野株式会社　川中島店 長野市里島６５番地

ネッツトヨタ長野株式会社　中野店 中野市大字草間字坂下１１６６番地２

ネッツトヨタ長野株式会社　更埴店 千曲市大字内川字東久保１２８８番２

ネッツトヨタ長野株式会社　上田店 上田市踏入２丁目１９番２０号

ネッツトヨタ長野株式会社　小諸店 小諸市丙字青木４４２番地１

ネッツトヨタ長野株式会社　佐久中央店 佐久市中込字根々井道中原３５０６番１６

ネッツトヨタ長野株式会社　松本店 松本市平田東２丁目２番６号

ネッツトヨタ長野株式会社　塩尻店 塩尻市大字広丘野村字六九１６５１番地２

ネッツトヨタ長野株式会社　安曇店 安曇野市豊科町田沢７０３９番地１５

ネッツトヨタ長野株式会社　大町店 大町市大町字糸芝２９００番２

ネッツトヨタ長野株式会社　諏訪店 諏訪市大字中洲字深田１７５番地１

ネッツトヨタ長野株式会社　下諏訪店 諏訪郡下諏訪町字湖浜６１７２番地１

ネッツトヨタ長野株式会社　伊那店 伊那市西春近字上ノ島２４５８番１

ネッツトヨタ長野株式会社　飯田店 飯田市大通２丁目２０９番地５



表彰事業場名 所在地

松本日産自動車株式会社　大町店 大町市平借馬８８７１

松本日産自動車株式会社　あずみ野店 安曇野市穂高北穂高２７７１－１

松本日産自動車株式会社　豊科店 安曇野市豊科５４３７－５

松本日産自動車株式会社　みすゞ店 松本市桐３－２－４５

松本日産自動車株式会社　サービス工場 松本市高宮北３－６

松本日産自動車株式会社　塩尻店 塩尻市広丘堅石２１４５－４３０

松本日産自動車株式会社　木曽店 木曽郡木曽福島町福島２８０５

松本日産自動車株式会社　岡谷店 岡谷市加茂町１－２－７

松本日産自動車株式会社　諏訪店 諏訪市四賀赤沼１５１７－１

松本日産自動車株式会社　茅野店 茅野市塚原２－１３－１２

松本日産自動車株式会社　伊那店 伊那市伊那１１５－１

松本日産自動車株式会社　駒ヶ根店 駒ヶ根市赤穂１３４５

松本日産自動車株式会社　飯田店 飯田市上郷飯沼１５８３－１

松本日産自動車株式会社　飯田大門店 飯田市大門町２７－１

松本日産自動車株式会社　カーメイク 塩尻市広丘堅石２１４５－１３９

長野日産自動車株式会社　長野大橋店 長野市大字川合新田字古屋敷北３６１６－１

長野日野自動車株式会社　本社サービス工場 長野市川中島町上氷鉋５５３番地１

長野日野自動車株式会社　中野営業所 中野市大字草間字坂下１１６２－１４

長野日野自動車株式会社　小諸支店 小諸市大字加増字下原３６９－１

長野日野自動車株式会社　松本支店 松本市平田東３－２－１３

長野日野自動車株式会社　諏訪営業所 諏訪市大字四賀字堀合通３０４８－１

長野日野自動車株式会社　飯田支店 飯田市上郷飯沼２１５０

伊駒ヂーゼル株式会社 伊那市美篶５８１２－５

長野三菱自動車販売株式会社　東和田サービスセンター 長野市大字東和田字居村南沖８６５番地１

関東三菱自動車販売株式会社　伊那店 伊那市西春近字下小出前５８３３番地

関東三菱自動車販売株式会社　諏訪店 諏訪市大字四賀字六反田３４４番３

関東三菱自動車販売株式会社　岡谷店 岡谷市長地権現町四丁目４番５号

関東三菱自動車販売株式会社 穂高店 安曇野市穂高２５０１番地

関東三菱自動車販売株式会社　松本店 松本市鎌田一丁目３番１８号

株式会社長野ダイハツモータース　飯山店 飯山市飯山５２９０－３

株式会社長野ダイハツモータース　中野七瀬店 中野市七瀬５５－１

株式会社長野ダイハツモータース　須坂小山店 須坂市小山１２６１－２

株式会社長野ダイハツモータース　三輪店 長野市三輪３－１－１

株式会社長野ダイハツモータース　本社サービスセンター 長野市稲葉中千田２１４２－１１

株式会社長野ダイハツモータース　川中島原店 長野市川中島町原１２８３－１

株式会社長野ダイハツモータース　千曲寂蒔店 千曲市寂蒔９６３－１

株式会社長野ダイハツモータース　上田サービスセンター 上田市常入１－１４－６１

株式会社長野ダイハツモータース　上田原店 上田市神畑１７０－１

株式会社長野ダイハツモータース　小諸インター店 小諸市丙青木４３３－４

株式会社長野ダイハツモータース　佐久岩村田店　 佐久市岩村田４４９５－１

ファーレン長野株式会社 長野市栗田６９７－１

ファーレン長野株式会社　上田営業所 上田市常入１－１４－６１

ファーレン長野株式会社　松本営業所 松本市平田東３－１５－３

ファーレン長野株式会社　諏訪営業所 下諏訪郡下諏訪町高木８８８０

ファーレン長野株式会社　飯田営業所 飯田市上郷別府３３１１－１

表彰事業場名 所在地



株式会社甲信マツダ　長野本店 長野市中御所１丁目２７番２２号

株式会社甲信マツダ　長野中央店 長野市中御所５丁目１番２３号

株式会社甲信マツダ　中野店 中野市大字吉田字七瀬境６７番地５

株式会社甲信マツダ　須坂店 須坂市大字小山字蒔田２５２９番地５

株式会社甲信マツダ　ＳＢＣ通り店 長野市吉田２丁目１４８番地１

株式会社甲信マツダ　古牧ユーカーランド 長野市大字高田字五分一沖６７６番地１

株式会社甲信マツダ　篠ノ井店 長野市合戦場２丁目１００番地

株式会社甲信マツダ　更埴店 千曲市大字粟佐字子新田１０８６番地

株式会社甲信マツダ　上田店 上田市常入１丁目１番５５号

株式会社甲信マツダ　小諸店 小諸市大字水押丙４００番１

株式会社甲信マツダ　佐久中込店 佐久市大字中込字東大堰手前３１７０番地２

株式会社甲信マツダ　佐久野沢店 佐久市大字取出町字橋詰６３５番地１３

株式会社甲信マツダ　松本店 松本市白板２丁目３番５０号

株式会社甲信マツダ　南松本店 松本市野溝木工１丁目２番２号

株式会社甲信マツダ　大町店 大町市社字下花見５８８７番地１

株式会社甲信マツダ　穂高店 安曇野市穂高１８２２番地１

株式会社甲信マツダ　松本村井店 松本市大字芳川村井町西塚６８４番地１

株式会社甲信マツダ　諏訪店 諏訪市沖田町３丁目８４

株式会社甲信マツダ　岡谷店 岡谷市長地権現町２丁目７番３０号

株式会社甲信マツダ　伊那店 伊那市御園７７番地１

株式会社甲信マツダ　飯田店 飯田市上郷飯沼１４２０番地１

株式会社ホンダカーズしなの　尾張部店 長野市大字北尾張部字北三丁７３２番地

株式会社ホンダカーズしなの　大塚店 長野市青木島町大塚字宿４０３番地２

株式会社ホンダカーズしなの　上田中央店 上田祖中央６丁目１８番１８号

株式会社ホンダカーズしなの　小諸東店 小諸市大字平原字四ツ谷原９７２番地の１

株式会社ホンダカーズしなの　東和田店 長野市大字東和田字諏訪宮南沖８０３番地１

株式会社ホンダカーズしなの　稲田店 長野市稲田一丁目１５番１７号

株式会社ホンダカーズしなの　中野店 中野市大字江部字砂山３９０番地１

株式会社ホンダカーズしなの　篠ノ井店 長野市川中島町原権現堂沖６３９番地１８

株式会社ホンダカーズしなの　戸倉店 千曲市大字磯部字赤田７８８番地１

株式会社ホンダカーズしなの　上田染谷店 上田市中央６丁目１５番２７号

株式会社ホンダカーズしなの　塩田店 上田市大字古安祖曽字三ケ沖２３２４番地

株式会社ホンダカーズしなの　佐久中込店 佐久市中込字大日３７１３番地１７

日産プリンス長野販売株式会社　中野店 中野市大字江部字家出２８０番２

日産プリンス長野販売株式会社　南高田店 長野市大字高田字高田１９０１番地１

日産プリンス長野販売株式会社　北長野店 長野市三輪二丁目二番四号

日産プリンス長野販売株式会社　中御所店 長野市中御所４丁目７番１９号

日産プリンス長野販売株式会社　川中島店 長野市川中島町御厨字児子石８６５番地

日産プリンス長野販売株式会社　千曲店 千曲市大字粟佐字接待１３７４番地

日産プリンス長野販売株式会社　川西店 上田市大字福田字下田１１番地ー１

日産プリンス長野販売株式会社　小諸店 小諸市大字平原字柏木原１００３番地１

日産プリンス長野販売株式会社　佐久店 佐久市中込３０４１番地

プリンステクノ長野株式会社 上田市真田町長４１７０番地１



表彰事業場名 所在地

トヨタカローラ南信株式会社　穂高店 安曇野市穂高１４５１番地

トヨタカローラ南信株式会社　筑摩店 松本市筑摩３丁目１９番４号

トヨタカローラ南信株式会社　レクサス松本 松本市大字芳川村井町１２８０番地

トヨタカローラ南信株式会社　鎌田店 松本市鎌田１丁目１１番２２号

トヨタカローラ南信株式会社　塩尻店 塩尻市大字広丘野村９５７

トヨタカローラ南信株式会社　木曽店 木曽郡木曽町福島２８７３番地

トヨタカローラ南信株式会社　諏訪店 諏訪郡下諏訪町字湖浜６１３３の３９

トヨタカローラ南信株式会社　茅野店 茅野市本町東５番１５号

トヨタカローラ南信株式会社　伊那店 上伊那郡南箕輪村字神子柴７４０４

トヨタカローラ南信株式会社　伊北インター店 上伊那郡辰野町大字伊那冨７４８７番

トヨタカローラ南信株式会社　駒ヶ根店 駒ヶ根市赤穂１４６１６番地

トヨタカローラ南信株式会社　飯田上郷店 飯田市上郷飯沼１８５１

トヨタカローラ南信株式会社　飯田インター店 飯田市育良町２丁目２番地１号

日産プリンス松本販売株式会社　本社整備工場 松本市鎌田１丁目１６番１号

日産プリンス松本販売株式会社　大町営業所 大町市常磐字貝原６９０６

日産プリンス松本販売株式会社　諏訪営業所 諏訪市大字四賀３４８－３

日産プリンス松本販売株式会社　伊那営業所 上伊那郡南箕輪村字水添７４０２－１

日産プリンス松本販売株式会社　飯田営業所 下伊那郡高森町吉田２３２０－１

ネッツトヨタ信州株式会社　松本店 松本市宮田５番５号

ネッツトヨタ信州株式会社　穂高店 安曇野市穂高１４８１番地１

ネッツトヨタ信州株式会社　村井店 松本市大字芳川村井町字東浦１０３９番地３

ネッツトヨタ信州株式会社　諏訪店 諏訪市大字中洲字砂田２９８１番地１

ネッツトヨタ信州株式会社　箕輪店 上伊那郡南箕輪村字久保４５番地１

ネッツトヨタ信州株式会社　駒ヶ根店 上伊那郡宮田村５１９７番地１

ネッツトヨタ信州株式会社　飯田店 飯田市育良町２丁目１番地２

ネッツトヨタ信州株式会社　テクノセンター 東筑摩郡山形村字東原１５７９番地４

株式会社ホンダカーズ信州　松本芳川店 松本市芳川村井町７２１-２１

株式会社ホンダカーズ信州　松本村井店 松本市芳川村井町１０９０-１

株式会社ホンダカーズ信州　松本インター店 松本市島立４５３

株式会社ホンダカーズ信州　安曇野店 安曇野市穂高２４７２－１

株式会社ホンダカーズ信州　諏訪湖店 岡谷市長地権現町３－１－１

株式会社ホンダカーズ信州　諏訪インター店 諏訪市四賀２４０２

株式会社ホンダカーズ信州　伊那東店 上伊那郡南箕輪村３２４－１

株式会社ホンダカーズ信州　飯田中央店 飯田市上郷飯沼１８４７－１

株式会社ホンダカーズ信州　ホンダグロス長野松本センター 松本市笹賀７１９１



表彰事業場名 所在地

株式会社ホンダカーズ長野中央　上高田店 長野市上高田１２９６

株式会社ホンダカーズ長野中央　運動公園店 長野市吉田５丁目１０－３０

株式会社ホンダカーズ長野中央　南長野店 長野市金井田１６８
株式会社ホンダカーズ長野中央　ホンダオートテラス長野中央店 長野市高田１７２１－１

株式会社ホンダカーズ長野中央中野西店 中野市片塩４８－２

株式会社ホンダカーズ長野中央　千曲内川店 千曲市内川１１６

株式会社ホンダカーズ長野中央　ホンダオートテラス上田店 上田市古里１９７１－３

株式会社ホンダカーズ長野中央　上田常入店 上田市常入１丁目１４番７０号

株式会社ホンダカーズ長野中央　上田常田店 上田市常入１丁目１３番４６号

株式会社ホンダカーズ長野中央　南店 上田市神畑１６０－１

株式会社ホンダカーズ長野中央　小諸インター店 小諸市西原２７０－１
株式会社ホンダカーズ長野中央　ホンダオートテラス佐久中央店 佐久市中込２４４０－５

株式会社ホンダカーズ長野中央　佐久店 佐久市岩村田１７６１－１

株式会社ホンダカーズ松本東　ホンダカーズ松本東塩尻店 塩尻市大字広丘野村１８２４番地２

株式会社ホンダカーズ松本東　ホンダカーズ松本東諏訪店 諏訪市沖田町五丁目６６番地

株式会社ホンダカーズ松本東　ホンダカーズ松本東伊那春近店 伊那市西春近２７１７番地１

株式会社ホンダカーズ松本東　ホンダカーズ松本東江戸浜店 飯田市江戸浜町３６８７番地１

株式会社ホンダカーズ松本東　ホンダカーズ松本東飯田橋店 飯田市鼎東鼎５０番地１

株式会社ホンダカーズ松本東　ホンダカーズ松本東竜丘店 飯田市駄科１３１０番地１

長野ヤナセ株式会社　長野ヤナセ長野 長野市高田藤倉１５１１番地３

南信三菱自動車販売株式会社 飯田市鼎切石４６４４番地２

株式会社ユー・ボディアンドペインティング 須坂市大字日田滝虫送３５００番地５

株式会社スズキ自販長野　長野北営業所 長野市大字村山市ノ口３２０

　・長野運輸支局長表彰（自動車車体整備　２事業場）

表彰事業場名 所在地

相互車体有限会社 飯田市中村７５番地

橋本自動車工業株式会社 飯田市上川路１０７番地３



○富山運輸支局長表彰（全　２３事業場）表彰日：平成２１年１１月１１日

　・富山運輸支局長表彰（自動車分解整備　１６事業場）

表彰事業場名 所在地

有限会社オートガレージホクバン 魚津市友道６７５番地

株式会社浅野モータース 滑川市上島１２４３番地

株式会社スズキアリーナ富山東 富山市針原中町字惣写８９８番地５

菅沼自動車工業株式会社 富山市水橋新保９４番地の１

有限会社小杉自動車 射水市三ヶ１５００番地

長原自動車株式会社 射水市布目沢２３６番地

タナベ自動車株式会社 高岡市三女子１２８番地

株式会社ニュー小矢部モータース 小矢部市綾子５５０番地

有限会社杉本モータース 富山市石坂新７６０番地

新光モータース株式会社　呉羽本郷営業所 富山市本郷中部９８－２

西元自動車有限会社 射水市小島３５０番地

協立自動車株式会社 砺波市千代１８３番地

株式会社協栄モータース 南砺市吉江中１１６３番地

株式会社ビックモーター石崎 南砺市二日町２０８５番地の２

株式会社松電舎 富山市奥井町９番地１

朝日モーター株式会社 南砺市高堀３４１番地の１

　・富山運輸支局長表彰（自動車販売・整備　５事業場）

表彰事業場名 所在地

富山トヨペット株式会社　富山東店 富山市針原中町字遊蓮免４１８－１

ネッツトヨタ株式会社　本店 富山市新庄本町３丁目３番３３号

ネッツトヨタ株式会社　魚津店 魚津市吉島２０１９－１

富山日野自動車株式会社　砺波営業所整備工場 砺波市鷹栖１８９８－１

富山日野自動車株式会社　入善営業所整備工場 下新川郡入善町上飯野新３４４

　・富山運輸支局長表彰（中古自動車販売・整備　２事業場）

表彰事業場名 所在地

株式会社上市ホンダ 中新川郡上市町上経田４丁目４８番地

有限会社大坪自動車 射水市一条２番地の１



○石川運輸支局長表彰（全　１１６事業場）表彰日：平成２１年１１月６日

　・石川運輸支局長表彰（自動車分解整備　７５事業場）

表彰事業場名 所在地

株式会社喜多自動車整備工場 石川郡野々市町押野４丁目２０４番地

株式会社小松モータース 小松市日の出町２丁目１６７番地

谷内自動車工業株式会社 鳳珠郡能登町字藤波１５字７番地１

株式会社金沢環境サービス公社整備工場 金沢市御影町２２番１７号

有限会社おうぎオート 鹿島郡中能登町能登部上り部１２９番地１

有限会社キムラオート 白山市徳丸町１７９番地

北日本自動車株式会社 鳳珠郡穴水町字鵜島ハ３４番地

有限会社東川モータース 金沢市鞍月東１丁目４６番地

株式会社イノクチモータース 金沢市中村町２８番２９号

株式会社港南自動車サービス 金沢市金石本町ニ１３番地２

ヨシダ自動車サービスセンター 小松市白江町り１８番地１

有限会社藤田自動車商会 鳳珠郡能登町字宇出津タ字６番地４

三洋自動車株式会社 金沢市薬師堂町イ２４番地

株式会社小松産業自動車 小松市島田町り７１番地６

八交自動車工業株式会社 金沢市浅野本町２丁目１１番１５号

株式会社水口モータース 金沢市神宮寺１丁目１４番１８号

株式会社島田モータース 金沢市瓢箪町２２番２６号

有限会社荒木自動車商会 河北郡内灘町字向粟崎５丁目２５０番地

生活自動車 白山市部入道町ヌ５３番地１

株式会社高松ホンダ沖松商会 かほく市高松井４１番地８

酒井自動車株式会社 河北郡津幡町字横浜い１０９番地

中村自販株式会社 金沢市御供田町ホ１１３番地

辰口自動車販売株式会社　サービス工場 能美市上開発町ハ６８番地

辰口自動車販売株式会社　TMコーポレーション 金沢市駅西新町２丁目１５番３３号

有限会社藤沢自動車 加賀市片山津町ユ６１番地１３

有限会社宮本自動車 七尾市松百町１の６８番地

明光自動車サービス株式会社 白山市八幡町２５０番地

くるま工房メイテック 能美市出口町へ２０２番地３

株式会社ニシムラ自動車商会 白山市西美沢野町７番地７

松任市農業協同組合　自動車センター 白山市村井町１７８０番地

有限会社黒本商会カーセンター 小松市沖町ト１６４番地

株式会社ナカノ自動車 金沢市神田１丁目８番５号

有限会社白峰自動車 白山市白峰ハ８５番地

有限会社タニイ自動車 河北郡津幡町浅田甲１０４番地１

ＣＡＲ　ＳＨＯＰ　ＮＡＧＡＩ 小松市城南町６１番地１

日産ヨネミツ自動車販売株式会社 金沢市若宮１丁目６３番地

加賀ホンダ販売株式会社　南店 加賀市黒瀬町４０番地

株式会社加茂野自動車 金沢市無量寺町ハ６１番地７

平野自動車株式会社 羽咋市千代町い３６番地

株式会社松任モータース 白山市倉光１丁目１８２番地

有限会社松山自動車 小松市下粟津町る２９番地

カーパイン松山 小松市矢崎町ネ４番地

表彰事業場名 所在地



株式会社高蔵自動車 白山市宮永市町１１０番地１

工一自動車株式会社 かほく市七窪ロ４番地

株式会社田中兄弟自動車商会 加賀市幸町２丁目１０番地

高熊自動車株式会社 小松市今江町９丁目３４５番地

グリーンオートサービス株式会社 金沢市小坂町西３９番地

株式会社杉本自動車サービス かほく市松浜ハ３１番地１２

株式会社森自動車商会 白山市源兵島町２２３番地１

能美自動車サービス 七尾市桜町６５番地２

有限会社国光マイカーサービス 白山市月橋町チ６６番地５

株式会社第一自動車 小松市白江町ハ１０６番地

西金自動車販売 金沢市東力２丁目８１番地

新光自動車株式会社 金沢市浅野本町２丁目２３番３４号

有限会社釜井自動車商会 七尾市中島町奥吉田又六谷内１４番地１

株式会社松井自動車 金沢市間明町２丁目１９５番地

八日市自動車株式会社 金沢市八日市２丁目２７９番地

株式会社黒田自動車 七尾市大津町１８部８６番地１

株式会社金沢自動車 金沢市南塚町１０番地

株式会社ハラ自動車 白山市五歩市町２７４番地３

有限会社タカノ自動車サービス 小松市本江町へ７５番地

有限会社友星自動車 加賀市桑原町ト６２番地１

石川車輌販売株式会社 金沢市間明町２丁目９番地

株式会社ナカシマ自動車 金沢市銚子町ト２４６番地１

株式会社エース自動車 羽咋郡志賀町長沢ロ６番地１

イサムオートサービス 金沢市長田本町ト９０番地１

株式会社マエダ自動車 能美市中町ソ８０番地１

株式会社カーライフ中野 珠洲市宝立町春日野ろ１２３番地１

エイテックジャパン 金沢市北寺町ヘ２６番地

カークラフト・モトヤ 金沢市大桑町カ３３８番地１

有限会社千代野自動車 白山市米永町２１９番地９

有限会社湊オート 金沢市無量寺第２区画整理地　１０街区１番地１

有限会社西川自動車 金沢市増泉２丁目１３番１０号

南島オート株式会社 金沢市神野町東５５番地

有限会社岡本タイヤ商会 小松市光町９０番地



　・石川運輸支局長表彰（自動車販売・整備　２８事業場）

表彰事業場名 所在地

石川日産自動車販売株式会社　増泉店 金沢市増泉２－２２－１５

石川日産自動車販売株式会社　羽咋店 羽咋市兵庫町申１１－１３

石川日産自動車販売株式会社　松任店 白山市田中町２０１

石川トヨペット株式会社　レクサス金沢駅西 金沢市西念３－２－５

石川トヨペット株式会社　羽咋店 羽咋市兵庫町牛部７－６

石川トヨペット株式会社　加賀店 加賀市箱宮町カ４－２

石川トヨタ自動車株式会社　八日市店 金沢市八日市４－３２８

石川トヨタ自動車株式会社　松任店 白山市倉光１０－５０

石川トヨタ自動車株式会社　金沢マイカーセンター 金沢市増泉４－４－５

石川ダイハツ販売株式会社　横川店 金沢市横川６－１４５－１

石川ダイハツ販売株式会社　七尾店 七尾市細口町い２２－１

石川日野自動車株式会社　本社工場 金沢市南森本町へ７５番地１

石川日野自動車株式会社　七尾営業所 七尾市古府町る部３０番地

トヨタカローラ石川株式会社　津幡店 河北郡津幡町太田へ４２－１

トヨタカローラ石川株式会社　寺井店 能美市大長野ト２３－１

株式会社北陸マツダ　西インター店 金沢市古府２丁目１３２

株式会社北陸マツダ　金沢中央店 金沢市御影町３－１５

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ石川南　野々市中央店 石川郡野々市町横宮町３－１

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ石川南　神谷内店 金沢市神谷内町ニ１０－４

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ石川西　白山店 白山市乾町３８－１

株式会社ビックホンダ石川 金沢市浅野本町ホ２３６

株式会社スズキ自販北陸　西営業所 金沢市森戸２-１５-３

株式会社スズキ自販北陸　小松営業所 小松市今江町５－５７９

ネッツトヨタ石川株式会社　金沢松村店 金沢市松村４丁目２９５番地

ネッツトヨタ石川株式会社　元町店 金沢市元町２－１７０

ネッツトヨタ石川株式会社　松任店 白山市徳丸町５９５－１

ネッツトヨタ金沢株式会社　田上もりの里店 金沢市田上第５地区５０街区１

ネッツトヨタ石川株式会社　松任店 白山市幸明町２９３－１

　・石川運輸支局長表彰（自動車車体整備　８事業場）

表彰事業場名 所在地

有限会社小泉自動車 小松市福乃宮町２丁目８番地

米村自動車鈑金塗装工場 金沢市八日市１丁目６６０番地

有限会社第一鈑装 小松市福乃宮町１丁目８２番地

有限会社イケダオートサービス 小松市今江町９丁目２５８番地

有限会社ボデーショップ福久 石川郡野々市町堀内４丁目１６５番地

有限会社小中自動車工業 金沢市出雲町イ３５番地

有限会社オオヤ鈑金塗装 小松市上小松町乙８４番地

株式会社兼六鈑金塗装工場 金沢市若宮１丁目１０６番地


