車検が更新されないタカタ製エアバッグリコール対応メーカー（トヨタのみ）
販売店

栃木トヨタ

トヨタカローラ栃木

栃木トヨペット

店舗名
新町店
泉が丘店
岩曽店
駒生店
簗瀬店
横田店
くるめーとインターパーク店
くるめーとつるた店
鹿沼店
真岡店
足利店
朝倉店
くるめーと朝倉店
佐野店
くるめーと佐野店
粟宮店
喜沢店
くるめーと小山店
栃木店
壬生店
矢板店
那須烏山店
黒磯店
西那須野店
くるめーと西那須野店
日光店
宇都宮上横田店
宇都宮陽東店
宇都宮細谷店
宇都宮錦店
宇都宮岩曽店
真岡店
おもちゃのまち店
足利大久保店
足利鹿島店
佐野店
小山神鳥谷店
小山犬塚店
栃木店
鹿沼店
日光今市店
矢板店
西那須野店
黒磯店
烏山店
Ｕ－Ｃａｒ鶴田店
Ｕ－Ｃａｒ川田店
Ｕ－Ｃａｒ足利店
Ｕ－Ｃａｒ小山店
Ｕ－Ｃａｒ西那須野店
ＧＲ Gａｒａｇｅ 宇都宮つくるま工房
宇都宮不動前店
宇都宮平出店
宇都宮岩曽店
宇都宮宝木店
宇都宮岡本店
石橋店
真岡店
鹿沼店
高根沢店
今市店
小山駅南通り店
小山粟宮店
栃木店
佐野店
足利問屋団地店
足利トンネル通り店
西那須野店
大田原店
黒磯店
Ｕ－Ｃａｒセンター上横田店
Ｕ－Ｃａｒセンター佐野店
Ｕ－Ｃａｒセンター西那須野店

住所
宇都宮市新町1-2-2
宇都宮市泉が丘5-7-32
宇都宮市岩曽町1245-6
宇都宮市鶴田町2025
宇都宮市簗瀬町1285-5
宇都宮市横田新町3-47
宇都宮市インターパーク6-2-1
宇都宮市鶴田町1452-3
鹿沼市茂呂769-1
真岡市上高間木2-7-2
足利市山川町831-1
足利市朝倉町256-1
足利市朝倉町256-1
佐野市高萩町448-5
佐野市高萩町448-5
小山市粟宮1-14-23
小山市喜沢660-130
小山市喜沢660-127
栃木市川原田町281
下都賀郡壬生町落合1-15-4
矢板市中370-1
那須烏山市大桶973-1
那須塩原市共墾社96-9
那須塩原市三区町628-11
那須塩原市三区町628-11
日光市森友713
宇都宮市上横田町798
宇都宮市陽東5-8-14
宇都宮市宝木町2-2573-1
宇都宮市錦3-12-5
宇都宮市岩曽町1257-12
真岡市西高間木307-1
下都賀郡壬生町至宝3-7-31
足利市大久保町1101
足利市鹿島町375
佐野市奈良渕町316-1
小山市神鳥谷309
小山市犬塚32-14
栃木市野中町453-1
鹿沼市緑町3-9-21
日光市森友747-1
矢板市東町333-6
那須塩原市西三島3-183
那須塩原市下厚崎264-62
那須烏山市大桶1899-1
宇都宮市鶴田町151
宇都宮市川田町760
足利市大久保町1102-1
小山市犬塚32-49
那須塩原市南郷屋3-141-1
宇都宮市陽東5-8-24
宇都宮市不動前５－１－２６
宇都宮市陽東８－１－３
宇都宮市岩曽町１３５５
宇都宮市宝木町１－７２９－２
宇都宮市下岡本町４４４７－１
下野市下古山２９６５－７
真岡市西郷１９９－１
鹿沼市東町３－４－１７
塩谷郡高根沢町石末２２４１－１
日光市森友５８０－２
小山市駅南町４－２８－２１
小山市粟宮８１０－２
栃木市野中町４５８－１
佐野市大橋町１６３６
足利市問屋町１１８４－１０
足利市弥生町２６
那須塩原市三区町６３３
大田原市美原１－６－３
那須塩原市豊浦１０－１１
宇都宮市上横田町７６７－２
佐野市大橋町１６３２－１
那須塩原市北二ツ室３５０

TEL
028-633-5431
028-662-7411
028-662-8811
028-648-2221
028-639-5311
028-653-1212
028-657-8100
028-649-1300
0289-76-6530
0285-83-2311
0284-41-7331
0284-71-2525
0284-71-6100
0283-23-1671
0283-27-2213
0285-25-2515
0285-25-7788
0285-25-7833
0282-23-5200
0282-82-7811
0287-43-5511
0287-83-1181
0287-62-1606
0287-36-5111
0287-36-4666
0288-22-1031
028-658-2224
028-662-6815
028-627-3571
028-621-0931
028-613-4100
0285-83-3131
0282-82-9441
0284-91-0521
0284-62-9111
0283-24-1511
0285-25-4141
0285-23-8877
0282-24-5252
0289-64-7171
0288-21-2121
0287-44-2111
0287-36-1076
0287-62-2112
0287-84-1811
028-647-2225
028-636-1515
0284-91-3711
0285-21-3636
0287-36-5631
028-612-3055
028-633-2234
028-662-5151
028-662-5555
028-627-1234
028-673-8111
0285-53-3551
0285-82-4261
0289-62-8125
028-675-2401
0288-22-2125
0285-27-8008
0285-23-2433
0282-23-7121
0283-22-6220
0284-72-2511
0284-42-7636
0287-36-0727
0287-23-3666
0287-63-7911
028-645-1555
0283-21-5811
0287-36-3931

定休日

月曜定休
火曜不定休

月曜日
（祝日を除く）

月曜日
祝日の場合は翌日

車検が更新されないタカタ製エアバッグリコール対応メーカー（トヨタのみ）
販売店

ネッツトヨタ宇都宮

ネッツトヨタ栃木

店舗名
本社中央店
宇都宮西店
おもちゃのまち店
西那須野店
今市店
小山店
栃木店
佐野店
足利店
真岡店
宇都宮不動前店
宇都宮台新田店・Ｕ－Ｃａｒセンター
宇都宮競輪場通り店
宇都宮駅東店
宇都宮みゆきが原店
鹿沼店
今市店
矢板店
真岡店
小山店
栃木店
佐野店
足利田中橋通り店
足利トンネル通り店
西那須野店
黒磯店
カーロッツ小山

住所
宇都宮市不動前１ー２ー１８
宇都宮市駒生１－２４－３０
下都賀郡壬生町緑町３－１８－１１
那須塩原市下永田１ー９９１－３
日光市森友９８５ー１
小山市喜沢７４６
栃木市野中町１７４ー１
佐野市富岡町１７９ー１
足利市八椚町３９１ー３
真岡市長田１９６５
宇都宮市不動前４－２－４８
宇都宮市台新田町１２６－１
宇都宮市八幡台２－１２
宇都宮市泉ケ丘１－１５－３３
宇都宮市下川俣町２０６－２９
鹿沼市茂呂２４７５－５
日光市森友９３３－１
矢板市中９５３ー１
真岡市長田１９２－４
小山市神鳥谷３０９－１
栃木市平柳町３－２２－１８
佐野市北茂呂町３－１
足利市堀込町２５８６－３
足利市富士見町８４
那須塩原市二つ室１６－３７
那須塩原市共墾社１－７－２５
小山市喜沢６６７

TEL
028-635-6767
028-649-0222
0282-86-2600
0287-36-5255
0288-22-2332
0285-23-3100
0282-23-5521
0283-24-6711
0284-41-8111
0285-84-2332
028-633-2287
028-615-1102
028-623-0010
028-663-5522
028-660-3339
0289-65-2191
0288-22-5441
0287-40-1577
0285-84-1131
0285-23-3511
0282-28-0010
0283-24-3131
0284-73-1141
0284-43-0010
0287-36-4646
0287-62-2711
0285-22-8050

定休日

月曜日
（祝日の場合には、翌日)
祝日

月曜日
（祝日の場合は翌日）
一部火曜日

車検が更新されないタカタ製エアバッグリコール対応メーカー（トヨタ以外）
販売店

いすゞ

栃木スバル

栃木ダイハツ

日産プリンス

栃木日産

Tochigi BMW

店舗名
宇都宮営業所
宇都宮南営業所
外国車事業部
小山営業所
佐野営業所
那須営業所
烏山営業所
真岡営業所
本社／宇都宮店
宇都宮インターパーク店
カースポット宇都宮インターパーク
宝木店
那須店
小山店
カースポット小山南
佐野店
日光店
真岡店
さくら店
栃木店
鹿沼店
足利店／カースポット足利
上横田店
宇都宮北店
駒生店
インターパーク店
鹿沼店
西那須野店
今市店
さくら店
小山店
栃木店
真岡店
佐野店
足利店
インターパーク店／U-Car ショップ
宇都宮細谷店／U-Car ショップ
宇都宮店
宇都宮平出店
足利店
栃木店
佐野店
鹿沼店
今市店
小山店
真岡店
真岡店 Ｕ－Ｃａｒ ショップ
西那須店
黒磯店
黒磯店 Ｕ－Ｃａｒ ショップ
宇都宮西原店
宇都宮御幸ヶ原店
宇都宮不動前店
カーミナル宇都宮
日産カーパレス宇都宮
足利八椚店
足利福居店
日産アプリーテ栃木
佐野高萩店
佐野店
鹿沼店
今市倉ヶ崎店
今市店
小山店
真岡店
矢板店
那須塩原店
西那須野店
さくら店
烏山店
自治医大店
上三川店
壬生店
おもちゃのまち店
宇都宮本店
小山店
西那須野店
総合サービスセンター

住所
栃木県宇都宮市陽南2-1-21
栃木県宇都宮市屋板町1023-10
栃木県宇都宮市屋板町1023-10
栃木県小山市神鳥谷4-1-49
栃木県佐野市大橋町1391-1
栃木県那須塩原市二区町354-2
栃木県那須烏山市大桶648-1
栃木県真岡市亀山1579-50
宇都宮市陽南1-1-17
宇都宮市インターパーク4-8-2
栃木県小山市神鳥谷4-13-35
那須塩原市三区町633-13
小山市喜沢667-11
小山市神鳥谷303-1
佐野市免鳥町862-1
日光市倉ヶ崎松原120-5
真岡市高勢町1-5
さくら市松山字上野1030
栃木市薗部町1-17-13
鹿沼市茂呂2611-3
足利市花園町62
栃木県宇都宮市上横田町755-2
栃木県宇都宮市平出町3683-1
栃木県宇都宮市駒生町812-2
栃木県宇都宮市インターパーク4-2-6
栃木県鹿沼市茂呂769-6
栃木県那須塩原市東三島1-104-21
栃木県日光市森友936-1
栃木県さくら市馬場1215-4
栃木県小山市神鳥谷4-109-13
栃木県栃木市箱森町39-50
栃木県真岡市長田234-26
栃木県佐野市伊勢山町1407
栃木県足利市山川町970-1
栃木県宇都宮市インターパーク4丁目5-12
栃木県宇都宮市細谷町317-2
栃木県宇都宮市西原町530
栃木県宇都宮市平出町字上野3686-4
栃木県足利市助戸1-635
栃木県栃木市平柳町3-24-22
栃木県佐野市鐙塚町180－1
栃木県鹿沼市茂呂2521-7
日光市豊田447-1
小山市神鳥谷1-17-32
真岡市長田186
真岡市長田186
大田原市上石上1882-19
那須塩原市豊住町８０－８
那須塩原市豊住町８０－８
栃木県宇都宮市西原町575番地
栃木県宇都宮市御幸ヶ原町14-35
栃木県宇都宮市不動前5-1-29
栃木県宇都宮市簗瀬町1987
栃木県宇都宮市西原町600－56
栃木県足利市八椚町5番地
栃木県足利市福居町2201-1
栃木県栃木市箱森町19-24
栃木県佐野市高萩町438－3
栃木県佐野市大橋町2071-6
鹿沼市緑町1-1-23
日光市倉ヶ崎82-1
日光市森友663
小山市喜沢713
真岡市長田615-1
矢板市中944-1
那須塩原市西富山54番地
那須塩原市西三島2-173
さくら市卯の里２－１８－３
那須烏山市興野９１７ー１
下野市笹原30-1
河内郡上三川町上蒲生2524
下都賀郡壬生町安塚843-1
下都賀郡壬生町緑町4-1-1
栃木県宇都宮市中今泉3-17-1
栃木県小山市神鳥谷303-3
栃木県那須塩原市西富山4-1
栃木県鹿沼市深津775-10

TEL
028-658-1255
028-656-6211
028-656-8700
0285-22-3335
0283-22-5231
0287-36-4111
0287-83-2011
0285-83-6111
028-658-2133
028-657-7701
028-657-8011
0285-23-7555
0287-36-1170
0285-22-2575
0285-39-7700
0283-22-6207
0288-22-3361
0285-84-2121
028-682-3003
0282-25-0112
0289-64-2121
0284-40-3131
028-658-1315
028-662-1237
028-600-7791
028-611-3377
0289-76-1588
0287-36-1257
0288-22-9680
028-682-1598
0285-22-4125
0282-24-4551
0285-84-1618
0283-23-1131
0284-41-2265
028-612-6123
028-625-5115
028-658-2428
028-663-0333
0284-41-0106
0282-27-7861
0283-24-8181
0289-76-1323
0288-22-6151
0285-22-3331
0285-82-7121
0285-82-7123
0287-29-1161
0287-73-2315
0287-73-2315
028-645-3260
028-664-0677
028-634-2231
028-634-1177
028-658-2211
0284-91-0231
0284-72-8123
0282-23-7731
0283-24-7332
0283-22-5211
0289-64-6215
0288-88-0201
0288-21-1037
0285-22-1459
0285-83-2231
0287-43-6723
0287-36-1241
0287-36-0646
028-682-0832
0287-83-0281
0285-44-5532
0285-56-7723
0282-86-2223
0282-86-6523
028-634-3411
0285-23-3111
0287-36-9188
0289-72-0234

定休日
日曜日
祝祭日
第２土曜日
不定休有

月曜日
(祝日の場合は翌火曜日)
第２火曜日

月曜日

火曜、第1，3月曜

火曜、第1月曜

月曜日
(祝日の場合火曜日）

車検が更新されないタカタ製エアバッグリコール対応メーカー（トヨタ以外）
販売店

店舗名
塙田店
Honda Cars 宇都宮中央 日光店
駅東店
海道店
Honda Cars 宇都宮北
高根沢店
ゆいの杜店
田島店
Honda Cars 佐野
山辺駅前店
Honda Cars 足利
助戸店
紫塚店
Honda Cars 大田原
三島店
越戸店
不動前店
真岡中央店
鶴田店
Honda Cars 栃木
インターパーク店
おもちゃのまち店
オートテラス宇都宮
オートテラス新宇都宮
陽南店
陽東店
Honda Cars 栃木中
鹿沼茂呂店
競輪場通り店
西那須野店
上三川店
細谷店
簗瀬店
真岡工業団地店
Honda Cars 栃木東
宮の内店
オートテラス宇都宮東
城南店
喜沢店
矢板店
Honda Cars 那須
那須塩原店
鹿沼インター店
小山店
羽川店
佐野伊勢山店
Honda Cars 南栃木
足利南店
神鳥谷店
オートテラス小山
オートテラス小山北
栃木バイパス店
Honda Cars 野崎
野崎店
真岡長田店
足利山川店
Honda Cars 両毛
栃木インター店
佐野富岡店
宇都宮駅東店
宇都宮インターパーク店
宇都宮西川田店
西那須野店
黒磯店
鹿沼店
栃木店
北関東マツダ
小山店
佐野店
真岡店
宮環細谷店
小山ひととのや店
今市店
矢板店
小山喜沢ユーカーランド
マツアダンフィニ両毛
足利本店
マツダオートザム
マツダオートザム宇都宮南
宇都宮簗瀬店
宇都宮今泉町店
宇都宮総合グラウンド店
西那須野店
日光森友店・クリーンカー日光森友
東日本三菱自動車販売
栃木店・クリーンカー栃木
小山喜沢店
佐野店・クリーンカー佐野
足利今福店
真岡店・クリーンカー真岡
那須野三菱自動車販売 大田原店

住所
栃木県宇都宮市塙田4-1-31
栃木県日光市森友935-8
栃木県宇都宮市中今泉1-21-17
栃木県宇都宮市海道町29-7
栃木県塩谷郡高根沢町光陽台3-15-1
栃木県宇都宮市ゆいの杜8-1-15
栃木県佐野市田島町49-1
栃木県足利市八幡町508-1
栃木県足利市助戸仲町489
栃木県大田原市紫塚4-3944-121
栃木県那須塩原市西三島3-183-28
栃木県宇都宮市越戸町151-1
栃木県宇都宮市不動前5-1-16
栃木県真岡市並木町2-19-2
栃木県宇都宮市鶴田3-13-10
栃木県河内郡上三川町大字磯岡601
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-1-32
栃木県宇都宮市雀の宮2-1-14
栃木県宇都宮市御幸ヶ原町14-17
栃木県宇都宮市台新田1-1-37
栃木県宇都宮市陽東5-30-5
栃木県鹿沼市茂呂772-1
栃木県宇都宮市戸祭町2093-1
栃木県那須塩原市西三島2-174-1
栃木県河内郡上三川町上三川4425
栃木県宇都宮市細谷町698-6
栃木県宇都宮市東簗瀬1-2-6
栃木県真岡市長田604-3
栃木県宇都宮市宮の内2-184
栃木県宇都宮市東簗瀬1-1-1
栃木県小山市東城南1-3-13
栃木県小山市喜沢708-1
栃木県矢板市中463
栃木県那須塩原市豊浦11-8
栃木県鹿沼市茂呂782-2
栃木県小山市粟宮1-14-49
栃木県小山市羽川488-1
栃木県佐野市伊勢山町11-1
栃木県足利市上渋垂町1188-1
栃木県小山市神鳥谷296-1
栃木県小山市神鳥谷4-1-38
栃木県小山市羽川499-1
栃木県栃木市平柳町3-22-25
栃木県大田原市薄葉2702-2
栃木県真岡市長田443
栃木県足利市山川町830-4
栃木県栃木市野中町199-1
栃木県佐野市富岡町1400
栃木県宇都宮市東今泉1-1-60
栃木県宇都宮市インターパーク4丁目2-2
栃木県宇都宮市西川田町248-1
栃木県那須塩原市東三島3-63-5
栃木県那須塩原市共墾社1-6-21
栃木県鹿沼市緑町1-2-37
栃木県栃木市平柳町3-22-3
栃木県小山市駅南町4-29-24
栃木県佐野市大橋町1377
栃木県真岡市並木町3-5-5
栃木県宇都宮市細谷735-1
栃木県小山市神鳥谷309-43
栃木県日光市森友582-2
栃木県矢板市中380-100
栃木県小山市喜沢647-3
栃木県足利市助戸1-644
栃木県宇都宮市宮の内1-172-10
栃木県宇都宮市簗瀬町２１１
栃木県宇都宮市今泉町５３８‐１
栃木県宇都宮市西川田南２‐２‐１
栃木県那須塩原市東三島２‐８３‐４
栃木県日光市森友５７５
栃木県栃木市野中町１３５２番６
栃木県小山市喜沢１３８１
栃木県佐野市免鳥町３０３
栃木県足利市今福町１２１‐２
栃木県真岡市長田１６６０‐１
栃木県大田原市末広１‐４‐３０

レクサス

宇都宮北

栃木県宇都宮市御幸町84

レクサス

宇都宮南

栃木県宇都宮市宮の内1-174-1

レクサス

小山

栃木県小山市神鳥谷4-13-35

TEL
028-622-6229
0288-30-3088
028-610-7755
028-662-3933
028-675-5331
028-667-8700
0283-20-6070
0284-72-8090
0284-41-3234
0287-24-0711
0287-39-6533
028-662-2211
028-633-2411
0285-84-7755
028-649-1155
0285-55-2711
0282-86-2215
028-688-1016
028-613-1515
028-645-2621
028-661-9811
0289-76-1861
028-625-7211
0287-36-1526
0285-55-1155
028-600-3500
028-634-6171
0285-83-3036
028-655-0078
028-633-8333
0285-27-1331
0285-25-4111
0287-43-0431
0287-74-2930
0289-76-2861
0285-23-0388
0285-25-1471
0283-22-8600
0284-73-5800
0285-25-1625
0285-25-6228
0285-22-1700
0282-27-7600
0287-29-0107
0285-82-8556
0284-42-9511
0282-24-3811
0283-24-4811
028-633-2161
028-657-8585
028-658-8888
0287-36-4751
0287-64-2145
0289-64-2635
0282-27-1500
0285-27-3355
0283-22-6136
0285-84-2111
028-622-5432
0285-22-3251
0288-22-1181
0287-43-6271
0285-24-9155
0284-42-5115
028-655-2831
028-633-1282
028-623-0077
028-659-2000
0287-36-1281
0288-22-1281
0282-20-8861
0285-25-2222
0283-22-3306
0284-21-4171
0285-82-9131
0287-23-5551

定休日

水曜日

月曜日
火曜日
水曜日
火曜日
水曜日
火曜日

水曜日

火曜日

水曜日

火曜日

水曜日

火曜日

水曜日
火曜日

火曜日
第２水曜日

不明
月曜日
028-613-2335
その他不定休有
月曜日
028-688-3755
(祝日の場合、翌火曜日)
月曜日
0285-23-7555
(祝日の場合、翌火曜日)

