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■ 自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

 

認証番号 長認証第４２４号 

認証年月日 平成２８年７月２８日 

事業者名 株式会社車援隊（法人番号 3100001029174） 

事業場の名称 株式会社車援隊 

事業場の所在地 長野県長野市若穂綿内３６４番地２ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普通自動車（小型）にあっては、動力伝達、走行、操縦、制

動、緩衝 

普通自動車（乗用）、小型四輪自動車及び小型三輪自動車にあ

っては、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

その他の自動車にあっては、原動機、動力伝達、走行、操

縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 

 

 

■ 指定自動車整備事業の指定（自動車技術安全部） 

 

指定番号 北信指第１０１９１号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 新潟店 

事業場の所在地 新潟県新潟市東区榎町７５番地１ 

○ 許 認 可 等 
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対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０１９２号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 県庁前店 

事業場の所在地 新潟県新潟市中央区新光町１番７ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

大型特殊自動車、小型四輪自動車、小型三輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０１９３号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 黒埼店 

事業場の所在地 新潟県新潟市西区善久字川中７７２番地７ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０１９４号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 長岡店 

事業場の所在地 新潟県長岡市下下条３丁目１４４１番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０１９５号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 
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事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 長岡新産店 

事業場の所在地 新潟県長岡市新産１丁目１番地１１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０１９６号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 六日町店 

事業場の所在地 新潟県南魚沼市四十日字南原２７５１番の１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

大型特殊自動車、小型四輪自動車、小型三輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０１９７号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 十日町店 

事業場の所在地 新潟県十日町市中条丙７９３番地３ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０１９８号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 上越店 

事業場の所在地 新潟県上越市新光町１丁目２番２号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

 

 



-4- 
 

指定番号 北信指第１０１９９号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 上越南店 

事業場の所在地 新潟県上越市大字寺町字江加町７９３番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０２００号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 柏崎店 

事業場の所在地 新潟県柏崎市幸町字作り道２０１９番１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０２０１号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 糸魚川店 

事業場の所在地 新潟県糸魚川市大字梶屋敷字向川原１１３７番 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０２０２号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 三条店 

事業場の所在地 新潟県三条市上須頃字古川４８４７番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 
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指定番号 北信指第１０２０３号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 新発田店 

事業場の所在地 新潟県新発田市富塚字三賀境１９１３番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０２０４号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 村上店 

事業場の所在地 新潟県村上市本町字田口９８５番地４ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０２０５号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 五泉店 

事業場の所在地 新潟県五泉市三本木３丁目４番５号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

大型特殊自動車、小型四輪自動車、小型三輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０２０６号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 新潟日産自動車株式会社（法人番号 3110001031724） 

事業場の名称 新潟日産自動車株式会社 巻店 

事業場の所在地 新潟県新潟市西蒲区赤鏥字大道上９９３番地８ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 
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指定番号 北信指第１０２０７号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 株式会社日産サティオ新潟（法人番号 2110001031725） 

事業場の名称 株式会社日産サティオ新潟 大形店 

事業場の所在地 新潟県新潟市東区寺山２丁目１番１１号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型二輪自動車、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０２０８号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 株式会社日産サティオ新潟（法人番号 2110001031725） 

事業場の名称 株式会社日産サティオ新潟 鵜ノ子インター店 

事業場の所在地 新潟県新潟市江南区東早通２丁目２番２号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０２０９号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 株式会社日産サティオ新潟（法人番号 2110001031725） 

事業場の名称 株式会社日産サティオ新潟 新発田店 

事業場の所在地 新潟県新発田市新栄町３丁目３番１９号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、

普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型三輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０２１０号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 株式会社日産サティオ新潟（法人番号 2110001031725） 

事業場の名称 株式会社日産サティオ新潟 三条店 

事業場の所在地 新潟県三条市下須頃字八枚田２５９番１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 
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指定番号 北信指第１０２１１号 

指定年月日 平成２８年８月１日 

事業者名 株式会社日産サティオ新潟（法人番号 2110001031725） 

事業場の名称 株式会社日産サティオ新潟 流通センター店 

事業場の所在地 新潟県新潟市西区流通センター２丁目１番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

以上 


