環境に優しい自動車整備事業場等に対する表彰について
平成22年度

環境に優しい自動車関係事業場表彰事業場

○新潟運輸支局長表彰（全３８事業場）表彰日：平成22年11月4日
・自動車分解整備

２１事業場

表彰事業場名
ピットサークル美咲町店
ピットサークル新潟店
ピットサークル新発田店
ピットサークル燕店
有限会社博栄モータース
カイツ自動車株式会社
下村車輌工業株式会社
株式会社長谷川自動車
株式会社柏新商会サービスセンター
株式会社関屋モータース
株式会社本多自動車
株式会社マエカワ
有限会社柏崎商会
株式会社カーステージ
株式会社五十嵐モーター
株式会社クルマヤ
株式会社藤田自動車
有限会社本多自動車
タケダ自動車産業
株式会社ニットク
株式会社上越自工
・自動車販売

所在地
新潟市中央区美咲町１丁目２３番８号
新潟市中央区鐙１丁目１５番１２号
新発田市中田町１丁目２番５号
燕市物流センター１丁目４番地
胎内市下高田８２９番地１
新発田市小舟町１丁目１２番４号
新発田市荒町甲４７２番地
柏崎市北半田１丁目１０番２０号
柏崎市松美２丁目５番６８号
新潟市中央区関南町６番１３号
燕市蔵関字江東１６３番地５
柏崎市東本町３丁目１番３５号
柏崎市半田１丁目字大二百刈６２番１
柏崎市大字安田字野口１９１３番地
新発田市大字東塚ノ目字細田７５３番地１
阿賀野市天神堂字雪車町５６４番３
三条市三竹２丁目１４番１７号
三条市大島字下川原４６６１番地６
西蒲原郡弥彦村美山６５６３番地
魚沼市下倉字山ノ又５２６番地
上越市頸城区西福島字本田５７５番地３

１５事業場

表彰事業場名
トヨタカローラ北越株式会社十日町店
トヨタカローラ北越株式会社塩沢店
トヨタカローラ北越株式会社長岡要町店
トヨタカローラ北越株式会社長岡西店
トヨタカローラ北越株式会社柏崎店
新潟日産自動車株式会社宮内店
新潟トヨペット株式会社新潟亀田店
新潟トヨペット株式会社村上店
新潟トヨペット株式会社ＤＵＯ長岡川崎

所在地
十日町市中条甲６５３番地１
南魚沼市竹俣１１５番地７
長岡市要町３丁目２番３４号
長岡市喜多町字鎧潟４０５番地
柏崎市柳田町２番４５号
長岡市下条町字野々入８０５番地
新潟市江南区鵜ノ子２丁目２番２２号
村上市仲間町２４７番地２
長岡市川崎町字山崎５９０番
新潟トヨペット株式会社新潟本店サービス工場 新潟市中央区幸西２丁目６番１９号
新潟トヨペット株式会社新発田店
新発田市新栄町３丁目２番２１号
新潟トヨペット株式会社上越店
上越市春日野１丁目６番１０号
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
日産プリンス新潟販売株式会社新潟東店 新潟市東区浜谷町２丁目２番５６号
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ越後中央
見附市今町５丁目４１番２２号

・車体整備

２事業場

表彰事業場名
株式会社丸山車体製作所本社工場
協業組合太陽自動車工業

所在地
新潟市東区山木戸８丁目１１番５号
上越市大字福橋字前田６３４番地１

○長野運輸支局長表彰（全３０６事業場）表彰日：平成22年11月2日
・自動車分解整備

９０事業場

表彰事業場名
有限会社風間車輌販売
菅平トヨタ整備株式会社松代店
有限会社高府自動車
株式会社カーセンター長野
有限会社三光モータース
有限会社徳秀自動車商会
株式会社八光自動車
北産自工株式会社
株式会社マツシロモータース
有限会社丸富自工
有限会社森下商会
有限会社デュナミス・レーシング
長野南自動車株式会社
村田自動車株式会社
マルホン自動車株式会社
アルピコ自工株式会社 長野事業所
須高車輌販売株式会社
セントラル自動車販売株式会社
ニュー共和オート株式会社
株式会社中野車輌
株式会社山口自動車工場
有限会社昭和自動車
有限会社徳竹ホンダ
有限会社ダイイチ
中央自動車整備協業組合
有限会社カートップ
有限会社松山オート
須高自動車協業組合
有限会社駒津自動車工業
有限会社田中自動車販売
川西自動車整備協業組合
上燃自動車整備工場
上燃上田原整備工場
西部自動車株式会社
菅沼モーター工業株式会社
有限会社柳沢モータース
有限会社川島モータース
有限会社丸子自動車工場
柳沢商会
オートパル東部営業所
有限会社竹花車輌工場
有限会社市川自動車真田
有限会社コサト自動車
有限会社小林自動車
協業組合上田車検センター
オートパル中央営業所

所在地
長野市大字南長池字屋敷670番地
長野市松代町東寺尾711番1
上水内郡小川村大字高府字舟平2909番地1
長野市中御所4丁目4番13号
長野市大字高田417番地
長野市早苗町37番地
長野市中越1丁目10番3号
長野市稲里町中氷鉋1117番地14
長野市篠ノ井布施高田292番地6
長野市西和田1丁目34番1号
長野市信州新町新町962番地2
長野市丹波島二丁目201番地11
長野市篠ノ井御幣川字北松島621番地10
長野市中御所4丁目10番3号
長野市若里7丁目7番16号
長野市稲里町田牧字内堤1300番地1
須坂市墨坂1丁目1番8号
須坂市墨坂南三丁目9番4号
須坂市墨坂2丁目7番1号
中野市大字新井624番地4
中野市大字新井字宮廻り611番地１
中野市大字新井字若宮境362番地4
中野市大字金井字道島537番地1
中野市大字江部1148番地の9
中野市大字西条字南西間333番地
下水内郡栄村大字豊栄字大門259番地2
飯山市大字常盤字飯山境1829番1
須坂市大字米持320番地の1
須坂市大字仁礼10番地10-1
上高井郡高山村大字高井653番地の1
上田市神畑156番地1
上田市大屋字扇田262番地2
上田市上田原字中原1175番地5
上田市上塩尻字扇田367番地1
上田市上塩尻222番地
埴科郡坂城町大字上五明字東川原1798番地1
埴科郡坂城町大字上五明字旅屋場692番地1
上田市下丸子290番地の1
東御市鞍掛字上河原48番地9
東御市鞍掛46番地1
東御市和字中砂川原4643番地5
上田市真田町長字山遠家6153番地3
上田市殿城字北裏1031番1
上田市古里字篠ノ井原741番地2
上田市古里字篠井原860番地1
上田市住吉字鶴巻22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

表彰事業場名
有限会社青木モータース
井出自動車整備工場
株式会社片山モータース
共栄自動車協業組合
草軽交通株式会社
佐藤自動車株式会社
合資会社武田モータース
有限会社富松自動車整備工場
東信自動車整備協同組合
有限会社中込自動車センター
株式会社田中自動車
カワサキモーター有限会社
有限会社信濃自動車
株式会社中信自動車整備工場
信和自動車工業有限会社
五光自動車センター有限会社
有限会社ムラカミ自動車
松本車輌株式会社
アルピコ自工株式会社松本事業所
株式会社丸山タイヤ
有限会社ウォーム・ハート
株式会社スズキアリーナ松本
株式会社スズキアリーナ松本豊科店
協業組合大町車検センター
有限会社斉藤自動車
有限会社田中自動車
ツカサ工業株式会社
Honda Cars 大町 大町店
有限会社 宮澤自動車
有限会社矢口自動車修理工場
アルピコ自工株式会社 諏訪事業所
株式会社マルエー・アダチ
有限会社丸中濱モータース
有限会社トモエ自動車商会
有限会社ギャランショップ伊北
三菱サテライトショップ駒ヶ根
アイ.ビイ自動車工業株式会社
飯田自動車株式会社
飯田車両整備協同組合
飯田車両整備協同組合高森工場
株式会社イイダサービス
松川サービス株式会社
有限会社木綿屋モーターサービス

所在地
上田市住吉306番地4
小諸市赤坂1丁目9番7号
北佐久郡軽井沢町大字長倉字佐倉2827番地1
小諸市大字柏木字東前畑501番地の11
北佐久郡軽井沢町軽井沢東16番地1
小諸市加増二丁目13番5号
北佐久郡軽井沢町大字追分字清水道上1114番9

佐久市中込3209の1番地
小諸市大字市字土橋916番地17
佐久市中込3226番6
松本市波田1909番地62
松本市庄内2丁目2番35号
安曇野市三郷温6098番地
塩尻市大門桔梗町10番15号
松本市野溝東1丁目14番17号
松本市村井町北1丁目9番72号
塩尻市大字広丘高出1569番地2
松本市島内1666番地604
松本市平田東2丁目1番2号
松本市大字島立字天神前886番地ロ
松本市野溝東1丁目17番3号
松本市大字島立454番地1
安曇野市豊科田沢6954番地1
大町市社字高瀬川原4682番198
大町市大町字五子裏1956番地3
北安曇郡白馬村大字神城字川原24195番9
大町市社字古町巾下5355番1
大町市大町1564番地の6
大町市大町5356番地5
大町市大町2917番地
諏訪市赤羽根1番14号
茅野市ちの字一本木2556番地1
岡谷市山下町1丁目14番27号
伊那市中央4509番地の1
上伊那郡南箕輪村字四十九道東4791番3
駒ヶ根市赤穂10492番地2
伊那市西町5093番地
飯田市上郷別府3330番地1
飯田市上郷飯沼3471番地1
下伊那郡高森町下市田3204番地3
飯田市上郷飯沼1530番地1
下伊那郡松川町上片桐4628番地
下伊那郡下条村睦澤9304番地の1

・自動車販売

２１５事業場

表彰事業場名
長野トヨタ自動車株式会社中野店
長野トヨタ自動車株式会社須坂店
長野トヨタ自動車株式会社若槻店
長野トヨタ自動車株式会社長野店
長野トヨタ自動車株式会社サービスセンター

長野トヨタ自動車株式会社ＤＵＯ川中島店
長野トヨタ自動車株式会社更埴店
長野トヨタ自動車株式会社上田店
長野トヨタ自動車株式会社上田川西店
長野トヨタ自動車株式会社小諸店
長野トヨタ自動車株式会社佐久店
長野トヨタ自動車株式会社大町店
長野トヨタ自動車株式会社安曇店
長野トヨタ自動車株式会社松本店
長野トヨタ自動車株式会社松本南店
長野トヨタ自動車株式会社塩尻店
長野トヨタ自動車株式会社木曽店
長野トヨタ自動車株式会社岡谷店
長野トヨタ自動車株式会社諏訪店
長野トヨタ自動車株式会社伊那店
長野トヨタ自動車株式会社飯田店
長野トヨペット株式会社本社工場
長野トヨペット株式会社中野店
長野トヨペット株式会社須坂店
長野トヨペット株式会社篠ノ井店
長野トヨペット株式会社更埴店
長野トヨペット株式会社上田西店
長野トヨペット株式会社上田店
長野トヨペット株式会社小諸店
長野トヨペット株式会社佐久店
長野トヨペット株式会社松本店
長野トヨペット株式会社松本北店
長野トヨペット株式会社大町店
長野トヨペット株式会社穂高店
長野トヨペット株式会社塩尻店
長野トヨペット株式会社木曽店
長野トヨペット株式会社岡谷店
長野トヨペット株式会社茅野店
長野トヨペット株式会社伊那店
長野トヨペット株式会社駒ヶ根店
長野トヨペット株式会社飯田店
株式会社長野トヨペットサービスセンター
株式会社長野トヨペットサービスセンター徳間店

トヨタカローラ長野株式会社長野店
トヨタカローラ長野株式会社川中島店
トヨタカローラ長野株式会社裾花店
トヨタカローラ長野株式会社三輪店
トヨタカローラ長野株式会社須坂店

所在地
中野市江部字田中１３２０
須坂市大字米持字大道下南之割４５４
長野市徳間１－２３－１１
長野市稲葉字北村沖２５５８－３
長野市中御所１－１８－１
長野市川中島今井薬師堂１８２３－１
千曲市寂蒔西王子１０５５
上田市踏入２－１９－２９
上田市大字小泉６００－１
小諸市市町５－２－８
佐久市大字中込字宮久保２４６９－１
大町市社区下花見５８８８
安曇野市穂高１００９－１
松本市本庄２－２－２０
松本市芳川村井町街道西７２１－１
塩尻市大字広丘高出９０－２
木曽郡木曽福島町新開１８７２－５
岡谷市天龍町３－１６－２３
諏訪市四賀宮下４５２
伊那市伊那山寺２９０
飯田市上郷別符３３０９
長野市中御所１丁目１８番地２号
中野市大字吉田字片塩境２１－１
須坂市墨坂二丁目１０番１５号
長野市川中島町原字権現堂沖７６２番地２
千曲市大字粟佐字諏訪宮１２３４
上田市中之条字宮方５７９番地５号
上田市常入１丁目１番47号
小諸市大字加増字東豆口５０４番地３
佐久市中込字西妻神３２２６番地１
松本市平田東２丁目２番７号
松本市宮渕本村１番５号
大町市大町２９１７番地５
安曇野市穂高１３７６番地６
塩尻市大字広丘高出字渋沢１７８２
木曽郡木曽町日義４７７２番地１１
岡谷市長地片間町二丁目５番２５号
茅野市ちの字渋沢５５５の６番地
上伊那郡南箕輪村字家際６４５１番地１０
駒ヶ根市赤穂１４６１６番地２６
飯田市上郷飯沼２１６４番地１
長野市大字東和田字前田沖９４６番地
長野市大字徳間字本堂原１０６７番２
長野市大字稲葉字北村前沖２５５８番地３
長野市川中島町原字薬師堂沖１４０６番３
長野市中御所５丁目５番１３号
長野市三輪８丁目５１番３９号
須坂市小河原字六川道西沖３３４０番地１

表彰事業場名
トヨタカローラ長野株式会社中野店
トヨタカローラ長野株式会社更埴店
トヨタカローラ長野株式会社上田川西店
トヨタカローラ長野株式会社上田店
トヨタカローラ長野株式会社東御店
トヨタカローラ長野株式会社佐久店
トヨタカローラ長野株式会社松本店
トヨタカローラ長野株式会社大町店

所在地
中野市大字吉田字片塩境９番地８
千曲市大字粟佐字南沖１５４３番１
上田市大字福田字新屋５３番地１
上田市常入１丁目１番５９号
東御市大字本海野字長繩手１７８４番地２
佐久市大字猿久保字前原７９３の１番地
松本市宮田５番３号
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裏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番地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
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松本店
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飯山店
飯山市大字飯山字大道西５２６７番地
長野日産自動車株式会社中野店
中野市大字江部字田中１３０５番地１
長野日産自動車株式会社柳原工場
長野市大字小島八幡堰南140番地
長野日産自動車株式会社東和田工場
長野市大字東和田字大堰西沖889番地
長野日産自動車株式会社若槻店
長野市大字若槻字川原1160番地1
長野日産自動車株式会社三輪店
長野市三輪9丁目313番地５
長野日産自動車株式会社中御所店
長野市中後所町４丁目11番地
長野市大字川合新田字古屋敷北３６１６番地１
長野日産自動車株式会社長野大橋店
長野日産自動車株式会社青木島工場
長野市青木島4丁目4番地1
長野日産自動車株式会社篠ノ井店
長野市川中島町大字原宮浦沖424番地１

表彰事業場名
長野日産自動車株式会社千曲店
長野日産自動車株式会社上田原店
長野日産自動車株式会社上田工場
長野日産自動車株式会社上田国分店
長野日産自動車株式会社東御店
長野日産自動車株式会社小諸店
長野日産自動車株式会社佐久店
長野日産自動車株式会社南佐久店
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本大町店
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本穂高店
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本渚店
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本松本工場
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本塩尻店
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本木曽店
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本茅野店
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本諏訪店
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本岡谷工場
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本伊那店
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本駒ヶ根店
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本飯田店
長野日産自動車株式会社日産サティオ松本羽場店

関東三菱自動車販売株式会社伊那店
関東三菱自動車販売株式会社諏訪店
関東三菱自動車販売株式会社岡谷店
関東三菱自動車販売株式会社穂高店
関東三菱自動車販売株式会社松本店
長野ダイハツモータース株式会社飯山店
長野ダイハツモータース株式会社中野七瀬店
長野ダイハツモータース株式会社須坂小山店

長野ダイハツモータース株式会社三輪店
長野ダイハツモータース株式会社本社サービスセンター

長野ダイハツモータース株式会社川中島原店
長野ダイハツモータース株式会社千曲寂蒔店
長野ダイハツモータース株式会社上田サービスセンター

長野ダイハツモータース株式会社上田原店
長野ダイハツモータース株式会社小諸インター店
長野ダイハツモータース株式会社佐久岩村田店

ファーレン長野株式会社
ファーレン長野株式会社上田営業所
ファーレン長野株式会社松本営業所
ファーレン長野株式会社諏訪営業所
株式会社甲信マツダ長野本店
株式会社甲信マツダ長野中央店
株式会社甲信マツダ中野店
株式会社甲信マツダ須坂店
株式会社甲信マツダＳＢＣ通り店
株式会社甲信マツダ古牧ユーカーランド
株式会社甲信マツダ篠ノ井店
株式会社甲信マツダ更埴店
株式会社甲信マツダ上田店

所在地
千曲市大字打沢字大圦6番地１
上田市神畑字宮下174番地1
上田市常入1丁目１番63号
上田市国分1丁目８番２号
東御市本海野字長繩手1785番地３
小諸市大字平原字四ツ谷原998番地の１
佐久市中込字宮久保2483番地２
佐久市臼田字新屋敷1237番地５
大町市大町2888番地１
安曇野市穂高985番地１
松本市渚1丁目7番70号
松本市大字村井町北1丁目9番66号
塩尻市大字広丘高出字下桔梗ヶ原2179番地２
木曽郡木曽町福島2408番１
茅野市中沖1740番地３
諏訪郡下諏訪町字汐ノ内4658番地２
岡谷市田中町3丁目6番7号
伊那市御園81番１
駒ヶ根市赤穂字豆打４８８９の4番地
飯田市上郷別符3304番地１
飯田市羽場坂町2367番地１８
伊那市西春近字下小出前5833番地
諏訪市大字四賀字六反田344番３
岡谷市大字権現町四丁目4番5号
安曇野市穂高2501番地
松本市鎌田一丁目3番18号
飯山市飯山５２９０－３
中野市七瀬５５－１
須坂氏小山１２６１－２
長野市三輪３－１－１
長野市稲葉中千２１４２－１１
長野市川中島町原１２８３－１
千曲市寂蒔９６３－１
上田市常入１－１４－６１
上田市神畑１７０－１
小諸市丙青木４３３－４
佐久市岩村田４４９５－１
長野市栗田６９７－１
上田市常入１－１４－６１
松本市平田東３－１５－３
諏訪郡下諏訪町８８８０番地1
長野市中御所1丁目２7番22号
長野市中御所５丁目１番２３号
中野市大字吉田字七瀬境67番地5
須坂市大字小山字蒔田2529番地５
長野市吉田2丁目148番地１
長野市大字高田字五分一沖676番地１
長野市合戦場2丁目100番地
千曲市大字粟佐字子新田1086番地
上田市常入1丁目1番55号

表彰事業場名
株式会社甲信マツダ小諸店
株式会社甲信マツダ佐久平店
株式会社甲信マツダ佐久中込店
株式会社甲信マツダ佐久野沢店
株式会社甲信マツダ松本店
株式会社甲信マツダ南松本店
株式会社甲信マツダ大町店
株式会社甲信マツダ穂高店
株式会社甲信マツダ松本村井店
株式会社甲信マツダ諏訪店
株式会社甲信マツダ岡谷店
株式会社甲信マツダ伊那店
株式会社甲信マツダ飯田店
株式会社ホンダカーズしなの尾張部店
株式会社ホンダカーズしなの大塚店
株式会社ホンダカーズしなの上田中央店
株式会社ホンダカーズしなの小諸東店
株式会社ホンダカーズしなの東和田店
株式会社ホンダカーズしなの稲田店
株式会社ホンダカーズしなの中野店
株式会社ホンダカーズしなの篠ノ井店
株式会社ホンダカーズしなの上田染谷店
株式会社ホンダカーズしなの塩田店
株式会社ホンダカーズしなの佐久中込店
日産プリンス長野販売株式会社上田店
日産プリンス松本販売株式会社本社整備工場

日産プリンス松本販売株式会社大町営業所
日産プリンス松本販売株式会社諏訪営業所
日産プリンス松本販売株式会社伊那営業所
ネッツトヨタ信州株式会社松本店
ネッツトヨタ信州株式会社穂高店
ネッツトヨタ信州株式会社村井店
ネッツトヨタ信州株式会社諏訪店
ネッツトヨタ信州株式会社箕輪店
ネッツトヨタ信州株式会社駒ヶ根店
ネッツトヨタ信州株式会社飯田店
ネッツトヨタ信州株式会社テクノセンター
株式会社ホンダカーズ信州松本芳川店
株式会社ホンダカーズ信州松本村井店
株式会社ホンダカーズ信州松本インター店
株式会社ホンダカーズ信州安曇野店
株式会社ホンダカーズ信州諏訪湖店
株式会社ホンダカーズ信州諏訪インター店
株式会社ホンダカーズ信州伊那東店
株式会社ホンダカーズ信州飯田中央店
株式会社ホンダカーズ信州ホンダクロス長野松本センター

株式会社ホンダカーズ長野中央上高田店
株式会社ホンダカーズ長野中央運動公園店
株式会社ホンダカーズ長野中央南長野店
株式会社ホンダカーズ長野中央オートテラス長野中央店

所在地
小諸市大字水押丙400番１
佐久市岩村田字中長塚1753番地１
佐久市大字中込字東大堰手前3170番２
佐久市大字取出町字橋詰635番地１３
松本市白板2丁目27番22号
松本市野溝木工1丁目２番2号
大町市社字下花見5887番地1
安曇野市穂高1822番地１
松本市村井町北１丁目１５番１８号
諏訪市沖田町3丁目８４
岡谷市長地権現町2丁目7番30号
伊那市御園77番地１
飯田市上郷飯沼1420番地1
長野市大字北尾張部字北三丁目732番地
長野市青木島町大塚字宿403番地２
上田市中央6丁目18番18号
小諸市大字平原字四ツ谷原972番地の１
長野市大字東和田字諏訪宮南沖803番地1
長野市稲田一丁目15番17号
中野市大字江部字砂山390番地１
長野市川中島町原字権現堂沖639番地１８
上田市中央6丁目15番27号
上田市大字古子安曽字三ヶ沖2324番地
佐久市大字中込字大日3713番地１７
上田市材木町一丁目16番17号
松本市鎌田1丁目16番1号
大町市常盤字貝原６９０６
諏訪市大字四賀３４８－３
上伊那郡南箕輪村字水添７４０２－１
松本市宮田5番5号
安曇野市穂高1481番地１
松本市大字芳川村井町字東浦1039番地３
諏訪市大字中洲字砂田2918番地１
上伊那郡南箕輪村字久保45番地1
上伊那郡宮田村5197番地１
飯田市育良町2丁目1番地２
東筑摩郡山形村字東原1579番地４
松本市芳川村井町７２１－２１
松本市芳川村井町1090－1
松本市島立４５３
安曇野市穂高２４７２－１
岡谷市長地権現町3－1－1
諏訪市四賀２４０２
上伊那郡南箕輪村324－1
飯田市上郷飯沼１８４７－１
松本市笹賀７１９１
長野市上高田１２９６
長野市吉田5丁目１０－３０
長野市金井田１６８
長野市高田１７２１－１

表彰事業場名
所在地
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
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ松本東塩尻店
塩尻市大字広丘野村1824番地２
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ松本東諏訪店
諏訪市沖田町五丁目66番地
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ松本東伊那春近店 伊那市西春近２７１７番地１
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ松本東江戸浜店
飯田市江戸浜町3687番地１
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ松本東飯田橋店
飯田市鼎東鼎50番地１
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ松本竜丘店
飯田市駄科1310番地１
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 須坂市大字日滝虫送3500番地５
・車体整備

１事業場

表彰事業場名
橋本自動車工業株式会社

所在地
飯田市上川路107番地3

○富山運輸支局長表彰（全１４事業場）表彰日：平成22年11月2日
・自動車分解整備

１０事業場

表彰事業場名
有限会社杉本モータース
新光モータース株式会社呉羽本郷営業所
西元自動車有限会社
協立自動車株式会社
株式会社協栄モータース
株式会社ビックモーター石崎
株式会社松電舎
朝日モーター株式会社
勇晃内燃機工業有限会社
株式会社カーフィールド
・自動車販売

所在地
富山市石坂新７６０番地
富山市本郷中部９８－２
射水市小島３５０番地
砺波市千代１８３番地
南砺市吉江中１１６３番地
南砺市二日町２０８５番地の２
富山市奥井町９番地１
南砺市高堀３４１番地の１
黒部市前沢２２１２番地
黒部市堀切１６７８番地１

４事業場

表彰事業場名
富山トヨペット株式会社富山東店
ネッツトヨタ富山株式会社魚津店

所在地
富山市針原中町字遊蓮免４１８－１
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

○石川運輸支局長表彰（全７６事業場）表彰日：平成22年11月5日

・自動車分解整備

３６事業場

表彰事業場名
谷内自動車工業株式会社 本社工場
株式会社加賀オート
株式会社イノクチモータース
株式会社野町ホンダ坂井商会
株式会社港南自動車サービス
株式会社太田モータース
株式会社中越自動車商会
八交自動車工業株式会社
株式会社水口モータース
有限会社平島商会サービスセンター
辰口自動車販売株式会社サービス工場

所在地
鳳珠郡能登町字藤波１５字７番地１
小松市新町８９番地２
金沢市中村町２８番２９号
金沢市泉本町１丁目２番地
金沢市金石本町ニ１３番地２
小松市幸町２丁目７２番地
七尾市府中町員外１番地の２
金沢市浅野本町２丁目１１番１５号
金沢市神宮寺1丁目14番18号
小松市園町ホ１３４番地１
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
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
竹雄自動車株式会社
金沢市菊川２丁目３２番２３号
株式会社中川自動車
金沢市大豆田本町甲２１１番地
小林自動車株式会社
鳳珠郡穴水町字乙ケ崎リの２８番地
日産ヨネミツ自動車販売株式会社サービスセンター 金沢市若宮1丁目63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
株式会社髙蔵自動車
白山市宮永市町１１０番地１
株式会社田中兄弟自動車商会
加賀市幸町２丁目１０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
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
株式会社丹羽自動車工業
白山市福留町６０３番地
株式会社第一自動車
小松市白江町ハ１０６番地
有限会社友星自動車
加賀市桑原町ト６２番地１
有限会社ロイヤル商会
能美市道林町ハ１５番地
石川車輌販売株式会社
金沢市間明町２丁目９番地
イサムオートサービス
金沢市長田本町ト９０番地１
エイテックジャパン
金沢市北寺町ヘ２６番地
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
・自動車販売

３０事業場

表彰事業場名
石川日産自動車販売株式会社増泉店
石川日産自動車販売株式会社羽咋店
石川日産自動車販売株式会社松任店
石川トヨペット株式会社レクサス金沢駅西
石川トヨペット株式会社羽咋店
石川トヨペット株式会社加賀店
石川トヨタ自動車株式会社八日市店
表彰事業場名

所在地
金沢市増泉２－２２－１５
羽咋市兵庫町申１１－１３
白山市田中町２０１
金沢市西念３－２－５
羽咋市兵庫町午部７－６
加賀市箱宮町カ４－２
金沢市八日市４－３２８
所在地

石川トヨタ自動車株式会社松任店

白山市倉光１０－５０
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
石川ヤナセ株式会社
金沢市間明町１丁目２６０番地
石川ヤナセ株式会社野々市営業所
石川郡野々市町蓮花寺１６５番地１
北陸スバル自動車株式会社金沢西店
金沢市鞍月東１丁目６０番地
北陸スバル自動車株式会社松任店
白山市村井町１６２４番地１
トヨタカローラ石川株式会社津幡店
河北郡津幡町字太田へ４２－１
トヨタカローラ石川株式会社寺井店
能美市大長野町ト２３－１
中部三菱自動車販売株式会社金沢店
金沢市神宮寺３丁目１番５号
中部三菱自動車販売株式会社石川サービスセンター 石川郡野々市町稲荷３丁目５０番地
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ石川南神谷内店
金沢市神谷内町ニ10－4
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ石川南ボディサービス 金沢市赤土町ト８０番地
株式会社ビックホンダ石川
金沢市浅野本町ホ２３６
株式会社ビックホンダ石川駅西店
金沢市西念４丁目１９番４５号
株式会社スズキ自販北陸金沢中央
金沢市松村４丁目４０１番地
株式会社スズキ自販北陸羽咋営業所
羽咋市兵庫町申２０番地３
ネッツトヨタ石川株式会社松村店
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
ＵＤトラックスジャパン株式会社金沢工場 金沢市湊３丁目５番地３
ＵＤトラックスジャパン株式会社小松工場 小松市島田町チ８４番地
石川トヨタ自動車株式会社金沢マイカーセンター

・車体整備

４事業場

表彰事業場名
有限会社 ボデーショップ福久
有限会社 小中自動車工業
株式会社 兼六鈑金塗装工場
なりた自動車
・電装

所在地
石川郡野々市町堀内4丁目165番地
金沢市出雲町イ35番地
金沢市若宮1丁目106番地
白山市森島町ウ１３２番地１

６事業場

表彰事業場名
中川電機株式会社
株式会社 米野電機
株式会社 中川デンソー
株式会社 清水電機商会
株式会社 北国電装
筒井電機株式会社

所在地
金沢市神田１丁目１１番２０号
小松市園町ハ１２３－１
小松市大領町ロ６７番地
七尾市府中町員外２６番地
石川郡野々市町若松町９－８
小松市沖町ナ24番地

