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札幌 札幌市中央区 第47号 札幌トヨタ自動車㈱南５条店 札幌市中央区南5条西10丁目1011番18 011-533-6311 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市中央区 第149号 ㈱高柳自動車サービスステーション 札幌市中央区南8条西1丁目13番地 011-511-0456 http://takayanagi-ss.jp/

札幌 札幌市中央区 第43号 札幌トヨタ自動車㈱中央店 札幌市中央区北1条西7丁目3番地8 011-231-9712 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市中央区 第113号 宮田自動車工業㈱ 札幌市中央区北1条東11丁目22番地 011-261-3451 http://www.mcmiyata.co.jp/about/arealist.html

札幌 札幌市中央区 第39号 札幌トヨタ自動車㈱札幌支店 札幌市中央区北5条東1丁目2番5 011-261-3211 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市中央区 第54号 札幌トヨタ自動車㈱琴似支店 札幌市中央区宮の森3条1丁目1番46号 011-621-1111 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市東区 第96号 車検のコバック札幌東店 札幌市東区北10条東16丁目1番24号 0120-177-589 http://www.ryutsu.or.jp/

札幌 札幌市東区 第135号 ㈱啓北自動車 札幌市東区北20条東6丁目2-32 011-711-8646

札幌 札幌市東区 第53号 札幌トヨタ自動車㈱北光支店 札幌市東区北25条東1丁目1番33号 011-711-7191 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市東区 第10号 ㈱カードック札幌 札幌市東区北30条東1丁目1番23号 011-721-7211 http://www.cd-sapporo.co.jp/tenpo.html

札幌 札幌市東区 第107号 ㈱近藤自動車整備工場 札幌市東区北31条東1丁目3番26号 011-741-1251

札幌 札幌市東区 第65号 札幌トヨタ自動車㈱新道店 札幌市東区北34条東19丁目1番1号 011-784-7211 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市東区 第146号
出光リテール販売㈱

北海道カンパニー札幌車検センター
札幌市東区北39条東8丁目1番1号 011-746-5611

札幌 札幌市東区 第12号 三愛自動車工業㈱ 札幌市東区北42条東19丁目1番1号  011-781-9111 http://www.san-ai-jikou.co.jp/index.php

札幌 札幌市東区 第32号 ㈱北日本自動車共販 札幌市東区北44条東7丁目2番15号 011-752-1313 http://www.kitanihon-car.co.jp/

札幌 札幌市東区 第157号 ベストモーター㈱ 札幌市東区北47条東16丁目1番1号 011-594-8740

札幌 札幌市東区 第37号 ㈱スタ－オ－ト 札幌市東区北48条東1丁目1番27号 011-751-2331

札幌 札幌市東区 第52号 札幌トヨタ自動車㈱レクサス東苗穂 札幌市東区本町2条9丁目3番22号 011-789-5000 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市東区 第213号 ㈱SDGメンテサービス苗穂整備センター 札幌市東区苗穂町3丁目4-40 050-3757-1008

札幌 札幌市東区 第145号 ベスト自動車㈱ 札幌市東区苗穂町12丁目13番地3 011-731-6511

札幌 札幌市東区 第177号 ダイワ整備機工㈱ 札幌市東区東苗穂2条3丁目3-55 011-783-7887

札幌 札幌市東区 第204号 美住自動車工業㈱ 札幌市東区東苗穂3条3丁目1番104号 011-781-2156

札幌 札幌市東区 第60号 札幌トヨタ自動車㈱東苗穂店 札幌市東区東苗穂5条3丁目1番1号 011-783-2811 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市東区 第156号 ㈱ナイス 札幌市東区東苗穂5条3丁目2番5号 011-783-7833 http://www.nicekk.co.jp/

札幌 札幌市東区 第98号 ガレージ シンシア 札幌市東区東苗穂5条3丁目3番33号 011-787-0044 http://sincere.ftw.jp/

札幌 札幌市東区 第183号 ㈲フロム 札幌市東区東雁来3条1丁目4-11 011-827-5122

札幌 札幌市東区 第182号 ㈱ライラック自工 札幌市東区東雁来5条1丁目2-22 011-789-2111

札幌 札幌市東区 第220号 日本郵便メンテナンス㈱北海道営業所 札幌市東区東雁来7条2丁目2-9 011-786-7601

札幌 札幌市東区 第165号 ㈲ビー・エス・ケー 札幌市東区東雁来8条2丁目8番20号 011-791-5915 http://www.bsk.ico.bz/index.html

札幌 札幌市東区 第217号 ㈱エクシード 札幌市東区伏古7条5丁目4番15号 011-783-8833
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札幌 札幌市東区 第223号 カーライフシステム㈱ 札幌市東区北44条東1丁目1-24 011-704-2070

札幌 札幌市西区 第102号 栄大自動車工業㈱ 札幌市西区発寒13条14丁目1080番地23 011-663-9616

札幌 札幌市西区 第137号 西陵自動車㈱ 札幌市西区発寒14条1丁目903番地14 011-664-4166 http://www.seiryo.net/

札幌 札幌市西区 第185号 ㈱栄自動車 札幌市西区発寒14条3丁目8-2 011-662-5188

札幌 札幌市西区 第134号 北海道エネルギー㈱発寒車検センター 札幌市西区発寒14条12丁目2番55号 011-665-6900

札幌 札幌市西区 第28号 大黒自工㈱札幌工場    札幌市西区発寒15条3丁目927番地16 011-668-3321 http://www.daikoku-web.com/group/jiko/index.html

札幌 札幌市西区 第13号 ㈱滝川自工西工場 札幌市西区発寒15条13丁目2番18号 011-661-2165 http://jikou.takikawa.co.jp/index.html

札幌 札幌市西区 第15号 東日本自工㈱ 札幌市西区発寒16条12丁目1番23号 011-661-2506

札幌 札幌市西区 第120号 ㈲丸八庄田商会 札幌市西区発寒17条14丁目1番45号 011-663-4320 http://www.shouda.jp/

札幌 札幌市西区 第46号 札幌トヨタ自動車㈱八軒店 札幌市西区八軒6条西10丁目1番7 011-641-6511 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市西区 第88号 ㈱伊藤モータース 札幌市西区八軒9条西11丁目1番61号 011-643-3961 http://www.aos.ne.jp/hkd/ito/

札幌 札幌市西区 第110号 ㈱デンソーセールス 西サービスセンター 札幌市西区八軒10条西11丁目1番51号 011-643-9221 http://www.denso-sales.co.jp/

札幌 札幌市西区 第51号 札幌トヨタ自動車㈱レクサス宮の森 札幌市西区二十四軒1条7丁目2番18号 011-611-5000 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市西区 第69号 札幌トヨタ自動車㈱西野店 札幌市西区西野3条2丁目1番11号 011-665-3111 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市西区 第27号 北海道産業㈱自動車整備札幌工場 札幌市西区西町北17丁目1番1号 011-661-1323

札幌 札幌市西区 第207号 ㈱安全モーター商会山の手ファクトリー 札幌市西区山の手4条10丁目2番20号 011-635-5600

札幌 札幌市西区 第227号 日本モータース㈱ 札幌市西区八軒10条西9丁目1番52号 011-611-0321

札幌 札幌市西区 第230号 ㈱ワイズソリューション 札幌市西区八軒６条西８丁目１番４号 011-590-1114

札幌 札幌市南区 第58号 札幌トヨタ自動車㈱藻岩支店 札幌市南区南32条西10丁目1番26号 011-581-3151 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市南区 第86号 ㈱幌南自動車整備工場 札幌市南区南35条西11丁目2番1号 011-581-4411

札幌 札幌市南区 第75号 高津自動車工業㈱ 札幌市南区南35条西11丁目2番3号 011-581-0618

札幌 札幌市南区 第133号 ㈱ボデーショップ前橋 札幌市南区石山2条9丁目14番24号 011-591-8468

札幌 札幌市南区 第163号 ㈲やまなか自動車 札幌市南区北ノ沢1744番地6 011-572-5785 http://yamanaka-car.com/

札幌 札幌市北区 第105号 合田自動車工業㈱ 札幌市北区北26条西17丁目4番7号 011-756-4311 http://www.gouda-car.com/Pages/default.aspx

札幌 札幌市北区 第31号 ㈱屯田モーター商会 札幌市北区屯田5条5丁目3-1 011-771-0395

札幌 札幌市北区 第233号 ホンダオートファクトリー 札幌市北区新川1条4丁目4番43号 011-763-1215

札幌 札幌市北区 第218号 ㈱マルタカコーポレーション 札幌市北区新川4条16丁目641番地 011-764-8338

札幌 札幌市北区 第11号 ㈱セイロモータース北海道支店 札幌市北区新川4条20丁目1番35号 011-765-4000 http://www.saeilo-hkd.jp/2010/index.php

札幌 札幌市北区 第68号 札幌トヨタ自動車㈱新琴似店 札幌市北区新琴似8条9丁目1番1号 011-763-8813 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市北区 第112号 日免オートシステム㈱ 札幌市北区東茨戸1条1丁目8番5号 011-772-1019 http://www.nichimen-g.co.jp/

札幌 札幌市北区 第121号 暁交通㈱車輌部整備工場 札幌市北区百合が原4丁目9番8号 011-774-3456

札幌 札幌市北区 第67号 札幌トヨタ自動車㈱篠路店 札幌市北区篠路1条5丁目5番1号 011-773-7111 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市北区 第192号 ㈱日栄車輌 札幌市北区篠路町拓北20番地199 011-774-0665

札幌 札幌市北区 第200号 プロテック 札幌市北区篠路町上篠路107番地２ 011-214-1110

札幌 札幌市北区 第229号 ㈱北大モータース 札幌市北区北１８条西５丁目１番３６号 011-726-1526
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札幌 札幌市北区 第231号 北雄自動車㈱ 札幌市北区百合が原６丁目１番４３号 011-771-5361

札幌 札幌市豊平区 第22号 ㈱ワシダ商会 札幌市豊平区豊平4条3丁目1番10号 011-811-4121 http://www.washida-s.co.jp/

札幌 札幌市豊平区 第24号 車検のコバック月寒店 札幌市豊平区月寒中央通3丁目4番16号 0120-236-589 http://www.ryutsu.or.jp/

札幌 札幌市豊平区 第44号 札幌トヨタ自動車㈱月寒支店 札幌市豊平区月寒中央通10丁目2番13号 011-851-6121 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市豊平区 第201号 ジェームス札幌ドーム前店 札幌市豊平区月寒東1条16丁目5番１号 011-853-3636

札幌 札幌市豊平区 第195号 ㈱日孝自動車整備工場 札幌市豊平区平岸7条14丁目1-1 011-811-0755

札幌 札幌市白石区 第23号 ㈱リューツー 札幌市白石区流通センター5丁目4番25号 0120-892-589 http://www.ryutsu.or.jp/

札幌 札幌市白石区 第77号 東幌整備工業㈱ 札幌市白石区流通センター5丁目3番80号 011-863-9011

札幌 札幌市白石区 第155号 白石自動車工業㈱ 札幌市白石区本通4丁目北6番20号 011-861-3359

札幌 札幌市白石区 第222号 ㈱阿部自動車工業 札幌市白石区本通9丁目北1-24 011-861-0286

札幌 札幌市白石区 第33号 北星電機㈱ 札幌市白石区本通16丁目北4番43号 011-861-6611 http://www.hokuseidenki.com/

札幌 札幌市白石区 第226号 互信自工㈱白石店 札幌市白石区本通19丁目北1番16号 011-864-4730

札幌 札幌市白石区 第171号 出光AIX'カーケアファクトリー 札幌市白石区本通20丁目北2番27号 011-861-1300

札幌 札幌市白石区 第56号 札幌トヨタ自動車㈱白石支店 札幌市白石区本通21丁目南1番23号 011-864-1171 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市白石区 第64号 札幌トヨタ自動車㈱北郷店 札幌市白石区北郷2条9丁目2番11号 011-875-3113 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市白石区 第221号 ㈱札幌第一モータース 札幌市白石区北郷2条12丁目4-24 011-879-3970

札幌 札幌市白石区 第212号 ㈱協栄車両 札幌市白石区北郷2405番地25号 011-875-7977

札幌 札幌市白石区 第169号 マツダオートザム札幌共立 札幌市白石区米里1条2丁目1番7号 011-874-6111 http://www.maz-sp-kyoritsu.jp

札幌 札幌市白石区 第187号 ㈲中和興業 札幌市白石区米里1条3丁目2-28 011-874-4500

札幌 札幌市白石区 第7号 ㈲丸真真栄自動車整備工業 札幌市白石区米里2条2丁目3番33号 011-874-5533

札幌 札幌市白石区 第140号 ㈱拓北自動車 札幌市白石区平和通13丁目北2番18号 011-864-2533

札幌 札幌市白石区 第74号 ㈱平和車輌工場 札幌市白石区平和通14丁目北3番25号 011-861-9719

札幌 札幌市白石区 第100号 札東自工㈱ 札幌市白石区平和通14丁目南3番28号 011-863-3838

札幌 札幌市白石区 第73号 Ｕ－Ｃａｒ Ｔ－ＺＯＮＥ 南郷店 札幌市白石区南郷通17丁目南3番13号 011-864-4711 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市白石区 第111号 ㈱デンソーセールス 白石サービスセンター 札幌市白石区南郷通21丁目南4番15号 011-558-7860 http://www.denso-sales.co.jp/

札幌 札幌市白石区 第21号 ㈱滝川自工 札幌市白石区東札幌1条4丁目1番39号 011-811-2165 http://jikou.takikawa.co.jp/about/access/sapporo.html

札幌 札幌市白石区 第108号 札通自動車工業㈱ 札幌市白石区中央1条3丁目4番8号 011-821-2002 http://www.sattsu-jikou.co.jp/?page=shops

札幌 札幌市白石区 第196号 ㈲新整自動車工業 札幌市白石区中央3条4丁目5-24 011-841-0682

札幌 札幌市白石区 第205号 ㈲共和自動車 札幌市白石区中央3条5丁目5番5号 011-864-6396

札幌 札幌市白石区 第41号 札幌トヨタ自動車㈱東札幌店 札幌市白石区菊水6条4丁目3番21号 011-823-2311 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市白石区 第167号 紺野自動車工業㈱ 札幌市白石区菊水9条3丁目3番2号 011-841-1558

札幌 札幌市白石区 第6号 豊和自動車㈱菊水店 札幌市白石区菊水9条4丁目2番4号 011-821-0061 http://houwa.takikawa.co.jp/about/access/sapporo.html

札幌 札幌市白石区 第173号 ㈲翔北 札幌市白石区菊水元町4条3丁目2番1号 011-879-1566

札幌 札幌市白石区 第184号 ㈲オートショップ三雄 札幌市白石区川北2298 011-875-1746

札幌 札幌市白石区 第219号 ㈱札幌タック自動車 札幌市白石区川下2726番地45 011-876-3333
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札幌 札幌市清田区 第94号 スズキアリーナ平岡 札幌市清田区北野5条5丁目20番35号 011-885-4401

札幌 札幌市清田区 第30号 ㈱広川自動車工業 札幌市清田区平岡2条2丁目1番2号 011-882-1448 http://www.aos.ne.jp/hkd/0118821448/

札幌 札幌市清田区 第89号 ㈱林自工 札幌市清田区平岡3条1丁目1番10号 011-881-2111 http://www.hayashi-jiko.co.jp/

札幌 札幌市清田区 第109号 日北自動車工業㈱ 札幌市清田区美しが丘1条3丁目1番10号 011-881-1111

札幌 札幌市清田区 第34号 石上車輌㈱ 札幌市清田区美しが丘1条4丁目1番地13 011-881-6600 http://www.ishigami.co.jp/factory/

札幌 札幌市清田区 第143号 カートピアジャンボ 里塚工場 札幌市清田区里塚1条1丁目10番1号 011-885-0001 http://www.cartopianet.co.jp/

札幌 札幌市清田区 第181号 イエローハット札幌里塚店 札幌市清田区里塚2条7丁目1-1 011-883-3221

札幌 札幌市手稲区 第45号 札幌トヨタ自動車㈱手稲店 札幌市手稲区富丘3条5丁目1番1号 011-683-4111 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市手稲区 第49号 札幌トヨタ自動車㈱宮の沢店 札幌市手稲区西宮の沢2条1丁目1番39号 011-669-1111 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市手稲区 第215号 ㈱クレタ札幌本店 札幌市手稲区西宮の沢５条２丁目１１－５ 011-671-8383

札幌 札幌市手稲区 第136号 ㈱札晃技研 札幌市手稲区前田1条10丁目4番3号 011-694-3101

札幌 札幌市手稲区 第168号 ㈲丸八庄田商会手稲曙店 札幌市手稲区曙2条3丁目1番53号 0120-44-5892 http://www.skcs.net/ken/hokkaido/521.html

札幌 札幌市厚別区 第180号 ㈱テクニカルオート 札幌市厚別区大谷地東1丁目4番20号 011-891-0794

札幌 札幌市厚別区 第197号 ニューフレンドリーボディリペア 札幌市厚別区大谷地西1丁目3-12 011-892-7911

札幌 札幌市厚別区 第48号 札幌トヨタ自動車㈱厚別店 札幌市厚別区厚別東5条4丁目1番1号 011-898-1111 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 札幌市厚別区 第2号 サッポロ日昭自動車㈱ 札幌市厚別区厚別町小野幌2511番地１ 011-892-2484 http://www.sapporo-nissho.co.jp/

札幌 石狩市 第50号 Ｕ－Ｃａｒ Ｔ－ＺＯＮＥ いしかり店 石狩市樽川5条1丁目1番地 0133-76-1111 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 石狩市 第174号 トーウン流通サービス㈱ 石狩市新港中央2丁目755番地5 0133-64-5313

札幌 石狩市 第19号 ㈱サンライズ 石狩市新港西1丁目702番地22 0133-73-9902

札幌 石狩市 第191号 大黒自工㈱石狩工場 石狩市新港西1丁目765番地1 0133-74-3321

札幌 石狩市 第104号 ㈱干場自動車整備工場 石狩市花川南2条5丁目15番 0133-73-3611 http://www.hoshiba-car.jp/

札幌 石狩市 第63号 札幌トヨタ自動車㈱石狩店 石狩市花川東1条4丁目23-1 0133-74-3203 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 石狩市 第142号 Auto Shop Tpro 石狩市花川東2条2丁目3番地 0133-74-0005

札幌 石狩市 第150号 ㈲ブリッヂオート 石狩市花川東472番地542 0133-77-7510

札幌 石狩市 第225号 八潮運輸㈱札幌支店 石狩市新港西３丁目７０１－６ 0133-72-7570

札幌 小樽市 第40号 札幌トヨタ自動車㈱小樽支店 小樽市長橋4丁目6番6号 0134-23-5211 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 小樽市 第20号 ㈱タキカワ 小樽市若松2丁目3番13号 0134-25-8580 http://www.takikawamotor.co.jp/

札幌 小樽市 第103号 ㈲オートパーク弐参 小樽市信香町1番9号 0134-32-0125

札幌 小樽市 第84号 第一自動車工業㈱ 小樽市港町8番5号 0134-22-4779

札幌 小樽市 第154号 ㈱道通自工 小樽市築港7番13号 0134-23-0598

札幌 小樽市 第210号 スズキアリーナ小樽 小樽市塩谷1丁目25番15号 0134-26-0800

札幌 小樽市 第211号 スズキアリーナ小樽銭函インター店 小樽市桂岡町1番8号 0134-61-2800

札幌 江別市 第92号 金塚自動車㈱ 江別市野幌若葉町13番地20 011-384-0275

札幌 江別市 第208号 ㈲金田商会 江別市野幌若葉町94番地7 011-382-2461

札幌 江別市 第106号 ㈲大麻自動車 江別市大麻463番地3 011-387-0741 http://www.ooasa-j.co.jp/
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札幌 江別市 第122号 宮崎自動車工業㈱ 江別市大麻泉町50番地の16 011-384-1500

札幌 江別市 第70号 札幌トヨタ自動車㈱江別店 江別市幸町23番地 011-382-2114 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 江別市 第26号 ㈲江別工栄自動車 江別市工栄町7番地の5 011-384-8003 http://www6.ocn.ne.jp/~e-kouei/

札幌 江別市 第36号 江別協同自動車㈱ 江別市一番町1番地 011-382-1100

札幌 江別市 第139号 ㈲江別車検センター 江別市朝日町8番地の7 011-383-6083

札幌 江別市 第151号 井嶋自動車工業 江別市4条1丁目7番地 011-382-5563

札幌 江別市 第159号 ㈱北進自動車工業 江別市美原1441番地の8 011-383-4325 http://lotas.co.jp/shop/sapporo/1060.html

札幌 江別市 第199号 ㈲プロスペリティ 江別市東光町101番地10 011-389-3081

札幌 北広島市 第101号 ㈱クラーク自動車 北広島市中の沢171番地1 011-372-3232 http://clark-jidousya.jp/

札幌 北広島市 第66号 札幌トヨタ自動車㈱大曲店 北広島市大曲並木1丁目7番地1 011-377-5611 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 北広島市 第25号 ㈱滝川自工広島工場 北広島市大曲工業団地2丁目3番地17 011-376-3030 http://jikou.takikawa.co.jp/index.html

札幌 北広島市 第93号 ㈱三和整備 北広島市西の里322番地6 011-375-4477 http://www.sunwa-gp.co.jp/index.html

札幌 北広島市 第141号 札通自動車工業㈱北広島支店 北広島市共栄541番地 011-373-2201 http://www.sattsu-jikou.co.jp/

札幌 北広島市 第194号 北川自動車工業㈱ 北広島市大曲工業団地2丁目2-6 011-376-2825

札幌 千歳市 第61号 札幌トヨタ自動車㈱千歳店 千歳市本町2丁目1番地 0123-26-3345 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 千歳市 第78号 阿部興業㈱整備工場 千歳市中央901番地3 0123-29-2121

札幌 千歳市 第123号 ㈱ホシボデー 千歳市上長都1160番地42 0123-23-9912

札幌 千歳市 第126号 ㈲ローダーサービステール 千歳市幸福1丁目847番地34 0123-49-2107

札幌 千歳市 第138号 井坂自動車整備工場 千歳市北信濃776番地の10 0123-23-5457

札幌 千歳市 第160号 千歳自動車整備協同組合 千歳市新富3丁目746番地130 0123-23-1161

札幌 千歳市 第193号 千歳空港モーターサービス㈱ 千歳市美々新千歳空港内 0123-45-2323

札幌 千歳市 第198号 北田サービス 千歳市勇舞7丁目5番地18 0123-42-8150

札幌 千歳市 第224号 北興自動車工業㈱ 千歳市上長都１番地５ 0123-23-2320

札幌 恵庭市 第81号 太陽モーター㈱ 恵庭市島松寿町2丁目9番地3 0123-36-8143

札幌 恵庭市 第42号 札幌トヨタ自動車㈱恵庭店 恵庭市住吉町1丁目4番１号 0123-32-3171 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 恵庭市 第83号 ダイワ整備機工㈱恵庭工場 恵庭市戸磯573番地22 0123-32-3333 http://www.daiwaseibi.co.jp/

札幌 恵庭市 第127号 ㈲ローダーサービステール恵庭店 恵庭市恵央町20番地6 0123-25-3643

札幌 恵庭市 第178号 ㈱恵庭モータース 恵庭市柏陽3丁目1-9 0123-33-3157

札幌 夕張市 第124号 丸友自動車工業 夕張市清水沢清栄町85番地6 0123-59-7434

札幌 夕張市 第170号 新町モータース商会整備工場 夕張市鹿の谷1丁目6番地 0123-52-2470

札幌 岩見沢市 第29号 ㈲西田自動車 岩見沢市大和2条7丁目5番地3 0126-24-4638 http://nj2318.com/

札幌 岩見沢市 第175号 ㈲秋元自動車工業 岩見沢市大和3条7丁目34-1 0126-22-2635

札幌 岩見沢市 第35号 ㈱栗沢自動車 岩見沢市栗沢町北幸穂92番地6 0126-45-2642

札幌 岩見沢市 第97号 東洋自動車工業㈱ 岩見沢市4条東11丁目11番地 0126-22-2100

札幌 岩見沢市 第55号 札幌トヨタ自動車㈱岩見沢支店 岩見沢市4条東14丁目5番地 0126-22-3181 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php
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札幌 岩見沢市 第179号 ㈱佐川自動車販売 岩見沢市5条東5丁目5-2 0126-25-0200

札幌 岩見沢市 第190号 ㈱うさぎ商会 岩見沢市岡山町229-1 0126-22-5336

札幌 岩見沢市 第206号 ㈱君島商会車輌整備センター 岩見沢市南町9条2丁目7番22号 0126-22-6434

札幌 滝川市 第38号 札幌トヨタ自動車㈱滝川店 滝川市緑町1丁目4番30号 0125-22-2116 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 滝川市 第125号 ㈲井上自動車ボデー 滝川市東町4丁目94丁目94番地1 0125-24-3070

札幌 滝川市 第80号 ㈲タイガーモータース 滝川市北滝の川1318番地2 0125-22-5546

札幌 滝川市 第115号 新十津川ボデー工業㈱滝川 滝の川店 滝川市滝の川町西6丁目933番地3 0125-22-8111

札幌 滝川市 第172号 ㈲オートガレージサイダ 滝川市江部乙町3848番地13 0125-75-2874

札幌 砂川市 第90号 チキチキオートザムＶＩＡ１２ 砂川市空知太東1条5丁目1番15 0125-53-1212 http://www.chiki2.com/index.html

札幌 砂川市 第144号 北星自動車整備工業㈱ 砂川市空知太西1条3丁目3番55号 0125-53-3222 http://hokusei-jikou.com/

札幌 赤平市 第118号 ハヤサカ自動車工業㈱ 赤平市美園町1丁目56番地 0125-32-1221

札幌 赤平市 第209号 西出興業㈱ 自動車整備工場 赤平市東大町1丁目21番地 0125-32-3173

札幌 芦別市 第79号 ㈱芦別モータース整備工場 芦別市南3条東2丁目2番地 0124-22-3335 http://www.ashimo.ico.bz/

札幌 芦別市 第116号 空知自工 芦別市北6条西1丁目6番地4 0124-22-2151

札幌 美唄市 第202号 ㈱北野車輌商会 美唄市字峰延1942-8 0126-67-2656

札幌 美唄市 第152号 ㈱松岡自動車 美唄市字美唄1210番地9 0126-62-6262

札幌 余市町 第1号 ㈱越智自動車 余市郡余市町大川町10丁目28番地 0135-22-6121

札幌 余市町 第91号 ㈱余市自動車工業 余市郡余市町大川町16丁目5番地 0135-23-4123 http://www5.ocn.ne.jp/~lotas/

札幌 余市町 第71号 札幌トヨタ自動車㈱余市店 余市郡余市町黒川町1090番地1 0135-23-8581 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 余市町 第232号 ㈱プロファイル 余市郡余市町黒川町9丁目120番地3 0135-22-4293

札幌 長沼町 第17号 長沼自動車整備事業協同組合 夕張郡長沼町字馬追原野1544番93 0123-89-2036

札幌 長沼町 第148号 ㈱長沼車輌 夕張郡長沼町旭町南1丁目1番1号 0123-88-2528

札幌 長沼町 第214号 ㈱高田モータース 夕張郡長沼町東5線南6番地 01238-8-2685

札幌 栗山町 第9号 栗山自動車整備㈱ 夕張郡栗山町字湯地72番地3 0123-72-1331

札幌 栗山町 第57号 札幌トヨタ自動車㈱栗山店 夕張郡栗山町角田237番地 0123-72-1411 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 栗山町 第161号 ㈲朝倉自動車油圧 夕張郡栗山町字旭台23番地117 0123-72-2135

札幌 由仁町 第132号 金山機械㈱ 夕張郡由仁町北栄176番地 0123-83-2126

札幌 南幌町 第99号 ㈱さとう自動車整備工場 空知郡南幌町元町1丁目4番3号 011-378-2188

札幌 当別町 第131号 北成自動車㈱ 石狩郡当別町対雁22-3 0133-23-2647 http://hokusei-motor.com/

札幌 当別町 第164号 ㈲下段モータース 石狩郡当別町樺戸町1055番地22 0133-23-2630

札幌 当別町 第188号 木村自動車工業㈱ 石狩郡当別町太美町2343 0133-26-2728

札幌 奈井江町 第4号 ㈲ヤマト自動車整備センター 空知郡奈井江町字奈井江521番地１ 0125-65-5086 http://www.naie.jp/kam/yamato/yamato.html

札幌 奈井江町 第87号 ㈲オートサービス梅本 空知郡奈井江町字奈井江523番地4 0125-65-2763

札幌 奈井江町 第117号 新砂川農業協同組合 奈井江自動車整備工場 空知郡奈井江町字奈井江町59番地 0125-65-2803

札幌 共和町 第59号 札幌トヨタ自動車㈱岩内店 岩内郡共和町梨野舞納2番地40 0135-62-2626 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 共和町 第128号 ㈱北海農友社自動車整備工場 岩内郡共和町老古美83番地7 0135-62-0022
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札幌 共和町 第176号 四辻自動車工業㈱ 岩内郡共和町梨野舞納13-1 0135-62-2120

札幌 岩内町 第85号 木村自動車工業㈱ 岩内郡岩内町字東山51番地1 0135-62-1321

札幌 岩内町 第158号 ㈲高津自動車工業所 岩内郡岩内町字大浜13番地2 0135-62-1575

札幌 京極町 第186号 ㈱京極自工 虻田郡京極町字京極509 0136-42-2324

札幌 新十津川町 第3号 新十津川ボデー工業㈱ 樺戸郡新十津川町字中央49番地11 0125-76-3131

札幌 新十津川町 第82号 伊藤自動車整備工場 樺戸郡新十津川町字中央134番地 0125-76-2426

札幌 倶知安町 第18号 共栄自動車㈱ 虻田郡倶知安町北6条東1丁目14番地3 0136-22-0168

札幌 倶知安町 第62号 札幌トヨタ自動車㈱倶知安店 虻田郡倶知安町字比羅夫1番地15 0136-23-3113 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

札幌 倶知安町 第162号 ㈱後志くみあい機械センター 虻田郡倶知安町字比羅夫69番地 0136-22-1247

札幌 倶知安町 第216号 ㈱カーオフィス北海道 虻田郡倶知安町北4条東5丁目3番地5 0136-55-6286

札幌 古平町 第95号 ㈲和信自動車工業 古平郡古平町大字浜町39番地3 0135-42-4353

札幌 古平町 第228号 カーサポートOG㈱ 古平郡古平町大字浜町１０８９番地の３ 0135-42-3516

札幌 黒松内町 第153号 ㈲細田自動車商会 寿都郡黒松内町黒松内317番地6 0136-72-3338

最終認定日 令和4年9月13日 一般社団法人 札幌地方自動車整備振興会 http://www.sss.or.jp/

名簿 http://www.sss.or.jp/news/p0013.html
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函館 函館市 第18号 ㈲オートサンクス 函館市旭町5番15号 0138-23-6089

函館 函館市 第24号 ㈱オートモービルサービス 函館市桔梗1丁目16番7号 0138-47-4484

函館 函館市 第26号 ㈲モータース函館 函館市港町1丁目17番1号 0138-43-9038

函館 函館市 第6号 ネッツトヨタ道南㈱昭和店 函館市昭和1丁目28番12号 0138-45-1331 http://www.netz-donan.jp/

函館 函館市 第44号 ㈲池森モーターサービス 函館市昭和2丁目41番27号 0138-43-4555

函館 函館市 第27号 ㈲泉自動車工業 函館市昭和4丁目21番13号 0138-84-6555

函館 函館市 第19号 石川自動車工業㈱ 函館市西桔梗町854番地7 0138-49-8000

函館 函館市 第2号 ㈲能戸自動車整備工場 函館市川汲町1440番地 0138-25-3548

函館 函館市 第35号 ㈲ﾏﾙｺ小林自動車工業 函館市川原町3番13号 0138-51-6823

函館 函館市 第25号 函館自動車工業㈱ 函館市大手町3番15号 0138-22-1171 http://www.hotweb.or.jp/hakoji/

函館 函館市 第45号 ㈲佐々木自動車工場 函館市大森町10番3号 0138-22-7230

函館 函館市 第20号 ㈲函館カーサービス 函館市追分町4番7号 0138-43-3853

函館 函館市 第67号 ㈲カーナック整備工業 函館市高松町199 0138-67-4814

函館 函館市 第37号 ㈱サンライズモータース 函館市日乃出町22番25号 0138-51-6631 http://www.hotweb.or.jp/sunrise/index.html

函館 函館市 第15号 函館タクシー㈱車両部整備工場 函館市日の出町22番38号 0138-51-3101 http://www.hakotaxi.co.jp/index.shtml

函館 函館市 第34号 ㈲三上モーター商会 函館市万代町4番18号 0138-41-2052

函館 函館市 第38号 ピットインＳ 函館市千歳町26番10号 0138-26-1212

函館 函館市 第46号 ㈱石岡自動車工業所 函館市石川町90-2 0138-46-3311

函館 函館市 第47号 尻岸内自動車㈱ 函館市女那川町206 0138-84-2134

函館 函館市 第50号 ㈱カークリニックセキグチ 函館市亀田町5-31 0138-40-2000

函館 函館市 第51号 ㈲澤田兄弟商会 函館市高盛町26-17 0138-51-8765

函館 函館市 第52号 平和石油㈱フリーデン美原給油所 函館市美原2-7-19 0138-47-3155

函館 函館市 第53号 味戸モーターサービス㈱ 函館市千歳町21-6 0138-22-4837

函館 函館市 第54号 ㈲坂本オートサービス 函館市西桔梗町246番地97 0138-48-6110

函館 函館市 第55号 ㈲オートボデー古山 函館市西桔梗町213番地14 0138-49-3029

函館 函館市 第56号 鈴蘭自動車工業㈱ 函館市日乃出町3-29 0138-52-4778

函館 函館市 第58号 東和モーター㈱ 函館市浅野町4-8 0138-41-3737

函館 函館市 第60号 オートハウス秋山㈲ 函館市亀田中野町58-41 0138-47-6000

函館 函館市 第61号 ㈲イースタンモータース 函館市東山町179-90 0138-54-4161

函館 函館市 第62号 ㈲オートサービスクドウ 函館市石川町107-5 0138-34-5150
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函館 函館市 第64号 ㈲大興自動車整備工場 函館市日乃出町23-12 0138-51-4519

函館 函館市 第66号 ㈲ボディーショップ友和 函館市北美原1－11－18 0138-46-0821

函館 函館市 第69号 日東自動車工業㈱ 函館市昭和3-23-11 0138-41-3261

函館 函館市 第71号 ㈲ボディーショップやまもと 函館市西桔梗町857-6 0138-48-6092

函館 函館市 第74号 ㈲能戸自動車整備工場 函館港店 函館市港町33-28 0138-83-8003

函館 函館市 第75号 K.V.S. 函館市西桔梗町824-19 0138-48-7755

函館 函館市 第76号 ㈲カーショップニシノ 函館市桔梗町418-121 0138-48-6092

函館 北斗市 第1号 ㈲カナマル自動車整備工場 北斗市久根別2丁目31番8号 0138-73-2765

函館 北斗市 第21号 三協自動車㈱ 北斗市久根別2丁目31番14号 0138-73-4341

函館 北斗市 第11号 三品自動車㈱ 北斗市七重浜4丁目21番4号 0138-49-1700

函館 北斗市 第3号 日通機工㈱函館整備工場 北斗市追分3丁目3番17号 0138-49-7041 http://www.nittsukicoh.co.jp/

函館 北斗市 第32号 ㈲武田自動車工業 北斗市清水川213番地の8 0138-77-8069

函館 北斗市 第57号 ㈲カードック 北斗市七重浜4-37-5 0138-49-1355

函館 北斗市 第59号 北斗興業㈱自動車整備工場 北斗市七重浜7-2-2 0138-49-2185

函館 北斗市 第72号 ㈲サハラ自動車 北斗市七重浜7-1-15 0138-49-7878

函館 北斗市 第79号 ㈱函館自動車整備センター 北斗市七重浜8-9-1 0138-49-5650

函館 七飯町 第23号 ㈲岩舘自動車商会 亀田郡七飯町中島4番17号 0138-65-6798

函館 七飯町 第5号 ㈱財津自工 亀田郡七飯町字大沼町694 0138-67-2115

函館 鹿部町 第4号 ㈲管野自動車工業 茅部郡鹿部町字本別377番地の2 01372-7-3900

函館 鹿部町 第70号 ㈲鹿部自動車工業 茅部郡鹿部町宮浜276-1 01372-7-2047

函館 森町 第22号 ㈲大島ホンダ 茅部郡森町字森川町292 01374-2-3509

函館 森町 第13号 ㈲長山車両整備工場 茅部郡森町字森川町303番地の86 01374-2-2608

函館 森町 第31号 ㈲兄弟共友自動車整備 茅部郡森町字港町144番地の3 01374-2-5150

函館 森町 第68号 ㈲内浦自工 茅部郡森町字砂原西4-234-5 01374-8-2247

函館 森町 第77号 ㈲ガレージサンディ 茅部郡森町字森川町116 01374-2-7700

函館 八雲町 第14号 徳田モーター 二海郡八雲町落部82番地 0137-67-2131

函館 八雲町 第7号 ニレ運輸㈱自動車整備工場 二海郡八雲町立岩54番地 0137-62-3142

函館 八雲町 第40号 ㈲ボデーショップ八雲 二海郡八雲町東雲町115番地の1 0137-63-4132 http://yakumode.net/bsy/

函館 八雲町 第48号 昭栄自動車 二海郡八雲町浜松196-7 0137-62-3326

函館 八雲町 第65号 ㈲玉山弘業 二海郡八雲町野田生273 0137-66－2217

函館 八雲町 第73号 ㈲足立電気自動車工業所 二海郡八雲町内浦町135 0137-63-3232

函館 八雲町 第78号 ㈲大栄自動車工業 二海郡八雲町東雲町21 0137-62-3210

函館 長万部町 第17号 ㈲石垣自動車商会 山越郡長万部町字大浜72の1 01377-2-2351

函館 長万部町 第8号 島牧自動車㈱長万部支店 山越郡長万部町字中ノ沢21番地の1 01377-2-3221

函館 長万部町 第10号 ㈲井下兄弟自動車 山越郡長万部町字平里13番地の2 01377-2-5678
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函館 長万部町 第42号 ㈲ボディーショップいのした 山越郡長万部町字栗岡19番地の8 01377-2-4022

函館 長万部町 第49号 ㈲長万部モータース 山越郡長万部町字旭浜84-4 01377-2-2303

函館 松前町 第39号 ㈱吉田自動車整備工場 松前郡松前町字弁天246番地の8 0139-42-2712

函館 福島町 第43号 ㈲上田自動車 松前郡福島町字三岳38番地の1 0139-47-2300

函館 江差町 第16号 ㈲山崎自動車商会 桧山郡江差町愛宕町235番地 0139-52-0038

函館 江差町 第63号 ㈲江差モーター商会 桧山郡江差町字中歌町79 0139-52-0534

函館 上ノ国町 第29号 小林自動車整備工場 桧山郡上ノ国町字大留151番地 0139-55-2038

函館 厚沢部町 第41号 ㈲澤出自動車整備工場 桧山郡厚沢部町本町51番地の1 0139-64-3326

函館 今金町 第12号 久ヶ澤自動車 瀬棚郡今金町字金原47番地 0137-82-0590

函館 今金町 第9号 ㈲今岡建機サービス 瀬棚郡今金町字田代233番地の10 0137-82-0676

函館 今金町 第30号 今金町農業協同組合車輌整備工場 瀬棚郡今金町字今金251-1 0137-82-0411

函館 せたな町 第28号 北桧山町農業協同組合 農機車輌整備工場 久遠郡せたな町北桧山区北桧山220 0137-84-5506

函館 せたな町 第33号 黒澤自動車㈱ 久遠郡せたな町北桧山区豊岡169番地2 0137-84-5214

最終認定日 令和2年3月23日 一般社団法人 函館地方自動車整備振興会 http://hakodate-oasis.com/
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室蘭 室蘭市 第28号 互進自動車工業㈱ 室蘭市寿町1丁目13番1号 0143-43-8855

室蘭 室蘭市 第36号 ㈲カードック 室蘭市寿町2丁目4番2号 0143-41-0900

室蘭 室蘭市 第8号 札幌トヨタ自動車㈱室蘭支店 室蘭市東町3丁目17番1号 0143-43-1111 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

室蘭 室蘭市 第42号 ㈲関野自動車整備工場 室蘭市母恋北町1丁目1番12号 0143-22-1851

室蘭 室蘭市 第56号 北海道エネルギー㈱室蘭店車検センター 室蘭市港北町1丁目5番3号 0143-58-2222

室蘭 登別市 第17号 ㈲グリーンベル 登別市大和町1丁目11番地2 0143-85-1592 http://www17.ocn.ne.jp/~grinbell/31.html

室蘭 登別市 第55号 ディー・リアライズ 登別市栄町3丁目16番地21 0143-82-1122

室蘭 伊達市 第45号 ㈲今藤自動車整備工場 伊達市山下町147番地 0142-23-2338

室蘭 伊達市 第7号 札幌トヨタ自動車㈱伊達店 伊達市梅本町38番地1 0142-23-4334 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

室蘭 伊達市 第16号 時田自工㈱第二工場 伊達市梅本町39番地の36 0142-23-3255 http://tokitajikou.web.fc2.com/

室蘭 伊達市 第33号 時田自工㈱ 伊達市梅本町4の24番地 0142-23-3255 http://tokitajikou.web.fc2.com/

室蘭 伊達市 第35号 ㈲柴田モータース 伊達市梅本町55番地の5 0142-23-2416

室蘭 伊達市 第34号 ㈱シンワ自動車 伊達市萩原町118番地の21 0142-25-5255

室蘭 伊達市 第37号 伊達市農業協同組合 農機燃料自動車課 伊達市末永町12番地の10 0142-23-3679 http://www.ja-dateshi.or.jp/index.html

室蘭 苫小牧市 第2号 ㈱篠田自工 苫小牧市あけぼの町1丁目1番6号 0144-55-5252 http://www.shinoda-jk.co.jp/

室蘭 苫小牧市 第9号 道央自工㈱ 苫小牧市一本松町8番地の3 0144-55-7218

室蘭 苫小牧市 第39号 札幌トヨタ自動車㈱糸井店 苫小牧市永福町1丁目5番8号 0144-74-7171 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

室蘭 苫小牧市 第48号 ㈲モリ自動車サービス 苫小牧市字糸井103番地39 0144-74-8085 http://www7.plala.or.jp/morijidousya/

室蘭 苫小牧市 第41号 ㈲甲陽自動車工業 苫小牧市小糸井町1丁目3番17号 0144-73-5161

室蘭 苫小牧市 第51号 ㈲フクモトボデー 苫小牧市新開町1丁目9番20号 0144-55-5747

室蘭 苫小牧市 第38号 札幌トヨタ自動車㈱苫小牧支店 苫小牧市新開町2丁目1番4号 0144-84-3333 http://www.sapporotoyota.co.jp/homepage.php

室蘭 苫小牧市 第40号 ㈲カツヤオート 苫小牧市新開町2丁目4番8号 0144-55-0204

室蘭 苫小牧市 第22号 内海自動車工業㈱ 苫小牧市新明町1丁目1番6号 0144-55-1515 http://www.tomajisei.gr.jp/k_utumi/index.html

室蘭 苫小牧市 第47号 稲葉自工㈱ 苫小牧市新明町1丁目1番9号 0144-55-6262

室蘭 苫小牧市 第31号 日軽北海道㈱ 苫小牧市晴海町43番地3 0144-55-5480 http://www2.nikkeikin.co.jp/nhk/index.html

室蘭 苫小牧市 第3号 スガノオート㈱ 苫小牧市柳町1丁目5番15号 0144-55-4188 http://www7.plala.or.jp/suganoat/

室蘭 苫小牧市 第12号 ㈱カワバタ 苫小牧市柳町1丁目7番8号 0144-57-7888 http://www.kbmf.co.jp/index.html

室蘭 洞爺湖町 第14号 ㈱セカンドタイムズ 虻田郡洞爺湖町泉7番地 0142-76-1778

室蘭 洞爺湖町 第43号 ㈲室田自動車整備工場 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉144番地60 0142-75-2034

室蘭 洞爺湖町 第10号 ㈲志賀商会 虻田郡洞爺湖町洞爺町118番地 0142-82-5452
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室蘭 豊浦町 第26号 ㈲本所自工 虻田郡豊浦町字大岸68番地の1 0142-84-1234

室蘭 豊浦町 第27号 ㈱川端自動車整備工場 虻田郡豊浦町字東雲町23番地 0142-83-2511

室蘭 豊浦町 第25号 ㈲豊浦電装サービス 虻田郡豊浦町字東雲町48番地の48 0142-83-3042

室蘭 壮瞥町 第32号 森下興産㈱車輌部 有珠郡壮瞥町字久保内58番地3 0142-65-2112

室蘭 壮瞥町 第23号 ㈲田渕自動車興業 有珠郡壮瞥町字滝之町417番地 0142-66-2154

室蘭 白老町 第44号 ㈲サンオート新田自工 白老郡白老町高砂町2丁目1番5号 0144-82-4805

室蘭 白老町 第54号 協栄自工㈲ 白老郡白老町字石山20番地の1 0144-83-2577

室蘭 むかわ町 第15号 ㈲佐藤自動車修理工場 勇払郡むかわ町花園2丁目90番地 0145-42-2129

室蘭 むかわ町 第30号 稲葉自動車工業㈱ 勇払郡むかわ町駒場223番地  0145-42-2453

室蘭 安平町 第1号 追分自動車工業㈱ 勇払郡安平町追分若草3丁目69番地 0145-25-3786

室蘭 厚真町 第5号 上厚真自動車整備工場 勇払郡厚真町字上厚真77番地 0145-28-2002

室蘭 浦河町 第50号 日交自動車工業㈱ 浦河郡浦河町堺町西2丁目1番13号 0146-22-3311

室蘭 浦河町 第6号 東栄澤谷オートサービス 浦河郡浦河町字東栄160番地 0146-25-2221

室蘭 浦河町 第18号 甲鈴オート㈱ 浦河郡浦河町東町かしわ1丁目1番39号 0146-22-3937

室蘭 日高町 第21号 ㈲藤井自工 沙流郡日高町字厚賀町191番地 01456-5-2152

室蘭 日高町 第46号 折原自工㈱ 沙流郡日高町新町2丁目424番地の19 01457-6-2238

室蘭 日高町 第52号 ㈲髙橋自動車整備工場 沙流郡日高町富川西5丁目2番14号 01456-2-0163

室蘭 日高町 第53号 ㈲矢光自動車 沙流郡日高町門別本町33番地 01456-2-5326

室蘭 平取町 第4号 ㈲スズランオート 沙流郡平取町字荷菜20番地13 01457-2-2625

室蘭 新冠町 第13号 ㈲武田自工 新冠郡新冠町字北星町5番地の30 0146-47-3034

室蘭 新冠町 第49号 ㈲桜田自動車整備工場 新冠郡新冠町字北星町8番地の88 0146-47-2182

室蘭 新ひだか町 第24号 ㈲橋本興業自動車部 日高郡新ひだか町三石本桐227番地5 0146-34-2001

室蘭 新ひだか町 第19号 澤谷自動車工業㈱ 日高郡新ひだか町三石本町141番地 0146-33-2331 http://www.sawaya-auto-body.co.jp/com/index.html

室蘭 新ひだか町 第20号 ㈲井上自動車整備工場 日高郡新ひだか町三石本町213番地 0146-33-2236

室蘭 新ひだか町 第11号 ㈱福原商会 日高郡新ひだか町静内緑町2丁目6番1号 0146-42-2650

最終認定日 平成26年11月19日 一般社団法人 室蘭地方自動車整備振興会 http://www.maspa.or.jp/
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旭川 旭川市 第1号 ㈱丸金金田自動車 第二工場 旭川市末広東1条6丁目1番8号 0166-51-9911 http://www.kanetagroup.jp/

旭川 旭川市 第3号 旭川トヨタ自動車㈱旭川店 旭川市4条2丁目左1号 0166-22-6111 http://toyota-dealers.jp/01102/

旭川 旭川市 第2号 旭川トヨタ自動車㈱永山店 旭川市永山2条14丁目2番17号 0166-48-1971 http://toyota-dealers.jp/01101/

旭川 旭川市 第13号 ㈲大成車体工業 環状店 旭川市永山9条4丁目7番5号 0166-49-4933

旭川 旭川市 第6号 タキグチ自動車工業㈱ 旭川市東鷹栖4線10号7の6 0166-58-5678 http://kobac-takiguchi.com/

旭川 旭川市 第12号 ㈱伊藤モータース 旭川工業団地1条1丁目1番21号 0166-36-1830

旭川 旭川市 第18号 ㈱丸金金田自動車 旭川市末広東1条12丁目1番3号 0166-57-7007 http://www.kanetagroup.jp/

旭川 旭川市 第29号 ㈲日栄車体 旭川市神居5条2丁目466番地の29 0166-63-1588 http://www.nichiei-syatai.com/

旭川 旭川市 第30号 ㈲Ｔ･Ｓ  ＲＥＶ ＬＩＭＩＴ 旭川市新星町1009番地 0166-21-4530

旭川 旭川市 第31号 ㈱モリタエレテック 旭川市花咲町6丁目3843番14 0166-51-0514

旭川 旭川市 第34号 ㈲市成ボデー 旭川市永山12条2丁目9番5号 0166-24-5380

旭川 旭川市 第35号 ㈱大谷 旭川市東旭川町共栄225番地5 0166-31-2550

旭川 旭川市 第39号 上田ボデー㈱ 旭川市永山9条1丁目1番27号 0166-26-6333 http://www.uedabody.com/

旭川 旭川市 第41号 ㈱小鳩自動車工業 旭川市新星町1044番地 0166-25-2820 http://kobato.ftw.jp/gaiyo.html

旭川 旭川市 第42号 旭神車輌工業㈱ 旭川市神楽5条12丁目1番8号 0166-61-2641

旭川 旭川市 第47号 杉岡自動車整備工場 旭川市旭神2条1丁目1-13 0166-65-9278

旭川 旭川市 第48号 ㈱浅川車輌整備工場 旭川市旭町2条2丁目 0166-51-5105

旭川 旭川市 第50号 ダイニチ自動車㈱ 旭川市緑が丘南5条1丁目1-2 0166-66-2525

旭川 旭川市 第51号 ㈱ホクレン油機サービス旭川支店 旭川市永山2条13丁目1-28 0166-48-1811

旭川 旭川市 第57号 末広モータース㈱ 旭川市末広東1条3丁目1-3 0166-51-3822 http://www.suehiro-motors.com/index.html

旭川 旭川市 第67号 ㈱末広ボデー 旭川市末広1条9丁目1-29 0166-57-2114 http://www.suehiro-body.com/

旭川 旭川市 第80号 光和自動車工業㈱ 旭川市忠和5条5丁目7-27 0166-61-1410

旭川 旭川市 第81号 千代田自動車工業㈱ 旭川市東光7条3丁目3-9 0166-31-7860

旭川 旭川市 第82号 ㈲マルフジ近藤自動車 旭川市西神楽1線24号465番地20 0166-74-2414

旭川 旭川市 第83号 ㈲横山修理工場 旭川市東鷹栖東1条1丁目119-92 0166-57-3352

旭川 旭川市 第84号 ㈱斉藤自動車整備工場 旭川市東旭川北3条5丁目3-25 0166-36-3611

旭川 旭川市 第85号 アウトバーン 太陽店 旭川市永山3条3丁目1-7 0166-48-2863 http://www.autobahn-grp.com/

旭川 深川市 第4号 旭川トヨタ自動車㈱深川店 深川市北光町3丁目4番17号 0164-23-4311 http://toyota-dealers.jp/01103/

旭川 深川市 第66号 ㈱清水モーター商会 深川市深川町字メム8号線本通5095 0164-23-2305

旭川 富良野市 第5号 クイックふらの店 富良野市西扇山の1 0167-39-2511 http://www.nanpu-area.co.jp/
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旭川 富良野市 第20号 カレッツァ 富良野市字西扇山の1 0167-23-6639

旭川 富良野市 第21号 星央自興㈱ 富良野市字山部東16線 0167-42-2447

旭川 富良野市 第28号 ㈲ワークス・テクノ 富良野市字西扇山1 0167-39-0270

旭川 富良野市 第56号 三共自興㈱ 富良野市字学田三区 0167-23-1188

旭川 留萌市 第9号 ㈲元町ボデー工業 留萌市潮静2丁目4番地の10 0164-42-6677

旭川 留萌市 第68号 フジオート販売㈱ 留萌市末広町1丁目7-3 0164-43-1911

旭川 留萌市 第79号 ㈱サナダ自工 留萌市住之江1丁目58番地 0164-43-2131

旭川 稚内市 第26号 吉川自動車工業㈱ 稚内市はまなす3丁目3番11号 0162-32-1111

旭川 稚内市 第27号 稚内モーター㈱ 稚内市朝日1丁目4番11号 0162-32-1158

旭川 稚内市 第36号 ㈲大竹ボデー工業 稚内市朝日1丁目4番5号 0162-33-7236 http://bsohtake.com/

旭川 稚内市 第37号 横田モータース㈱ 稚内市潮見3丁目6番26号 0162-33-2419

旭川 稚内市 第40号 稚内整備センター㈱ 稚内市末広2丁目3番18号 0162-22-3646

旭川 稚内市 第59号 北海自工㈱ 稚内市末広4丁目4-21 0120-33-4760

旭川 稚内市 第60号 ㈲シ・エム・モーター 稚内市声問4丁目30-9 0162-26-2191

旭川 名寄市 第23号 ㈲村上自動車工業 名寄市字徳田51番地41 01654-2-3141 http://murakamijikou.com/index2.html

旭川 名寄市 第44号 ㈲小谷自動車整備工場 名寄市字徳田361番地2 01654-2-2471

旭川 名寄市 第25号 ＪＡ道北なよろ メカニックセンター 名寄市風連町仲町9番地15 01655-3-2168

旭川 士別市 第19号 旭川トヨタ自動車㈱士別店 士別市大通西18丁目463番地 0165-23-3591 http://toyota-dealers.jp/01101/

旭川 士別市 第70号 士別自工㈱ 士別市大通北1丁目 0165-23-4217

旭川 愛別町 第54号 共栄自動車工業㈱ 上川郡愛別町字南町468-4 0165-86-5139

旭川 愛別町 第65号 愛別モータース㈱ 上川郡愛別町字南町2番地 0165-86-5331

旭川 鷹栖町 第10号 ㈱鷹栖自工 上川郡鷹栖町北1条1丁目1番16 0166-87-2141

旭川 鷹栖町 第49号 ㈲木下自動車整備工場 上川郡鷹栖町北野西2条1丁目 0166-87-2065

旭川 剣淵町 第8号 ㈲佐々木自動車サービス工場 上川郡剣淵町東町2184番地 0165-34-3088

旭川 剣淵町 第33号 ㈲まるふく八田商会 上川郡剣淵町元町1番地2 0165-34-2457

旭川 美瑛町 第7号  美瑛町農業協同組合オートサービスセンター 上川郡美瑛町中町1丁目2番31号 0166-92-2156 http://www.ja-biei.or.jp/

旭川 下川町 第24号 ㈲坂井モータース 上川郡下川町西町370番地2 01655-4-2361

旭川 当麻町 第45号 愛別自動車整備工業㈱当麻工場 上川郡当麻町3条西2丁目6番10号 0166-84-3313

旭川 当麻町 第73号 ㈲当麻モータース 上川郡当麻町4条西3丁目1-55 0166-84-2005

旭川 比布町 第69号 愛別モータース㈱比布工場 上川郡比布町新町5丁目1-1 0166-85-3023

旭川 東川町 第74号 ㈲山田商会 上川郡東川町東町1丁目1-7 0166-82-2131

旭川 剣淵町 第64号 ㈲剣淵モータース 上川郡剣淵町緑町8-2 0165-34-2540

旭川 東神楽町 第77号 旭川自動車整備事業協同組合 上川郡東神楽町北2条西3丁目1-13 0166-83-2650

旭川 枝幸町 第58号 安田自動車㈱ 枝幸郡枝幸町南浜町636番地9 0163-62-1175
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旭川 中頓別町 第62号 ㈱住友モータース 枝幸郡中頓別町字中頓別54番地 0163-46-1014

旭川 上富良野町 第16号 ㈲立松自動車工業 空知郡上富良野町錦町3丁目3番52号 0167-45-2061

旭川 上富良野町 第22号 ㈲中澤自動車整備工場 空知郡上富良野町南町1丁目1番34号 0167-45-2452

旭川 上富良野町 第72号 ㈱マルエム守田商会 空知郡上富良野町中町3丁目1-21 0167-45-2659

旭川 中富良野町 第17号 クリーンオート（有） 空知郡中富良野町丘町5番4号 0167-44-2800

旭川 南富良野町 第46号 ㈱幾寅自工総合センター 空知郡南富良野町字幾寅市街地789 0167-52-3111

旭川 妹背牛町 第11号 北空知自動車整備事業協同組合 雨竜郡妹背牛町字妹背牛380 0164-32-2669

旭川 沼田町 第76号 ㈲沼田オート 雨竜郡沼田町南1条1丁目9-37 0164-35-2233

旭川 小平町 第14号 ㈱小平車輌整備工場 留萌郡小平町字小平町455番地の1 0164-56-2131

旭川 増毛町 第71号 ガレージ・ストリート 増毛郡増毛町栄町64番地の6 0164-53-2565

旭川 美深町 第15号 ㈲共栄モータース 中川郡美深町字敷島65番地1 01656-2-2134

旭川 美深町 第43号 ㈲北美自工 中川郡美深町字南町30番地30 01656-2-1435

旭川 美深町 第78号 ㈱坂井モータース 中川郡美深町字西1条南1丁目1-2 01656-2-1678

旭川 羽幌町 第32号 羽幌自動車整備協業組合 苫前郡羽幌町北町105番地3 0164-62-1093

旭川 羽幌町 第63号 ㈲羽幌自動車工業 苫前郡羽幌町北3条1丁目16 0164-62-1119

旭川 羽幌町 第75号 ㈲武田車輌工業 羽幌店 苫前郡羽幌町栄町112番地3 0164-62-3666

旭川 遠別町 第38号 ㈲萩谷自動車整備工場 天塩郡遠別町字本町1丁目6 01632-7-2611

旭川 猿払村 第53号 ㈲エイテック 宗谷郡猿払村鬼志別北町71番地 0163-52-3935

旭川 利尻町 第55号 ㈱難波自動車整備工場 利尻郡利尻町沓形字神居170番地 0163-84-2575

旭川 利尻富士町 第61号 利尻自工㈱ 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町 0163-82-1222

最終認定日 平成30年2月28日 一般社団法人 旭川地方自動車整備振興会 http://www.h4.dion.ne.jp/~ashikaw/

名簿 http://www.h4.dion.ne.jp/~ashikaw/STnintei_ichiran.pdf
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帯広 帯広市 第7号 日昇車輌㈱ 帯広市東2条南5丁目5番地 0155-22-4848

帯広 帯広市 第10号 ㈲ランドマ－ク・スリ－・スリ－ 帯広市西2条南33丁目20番地 0155-48-4616 http://www6.ocn.ne.jp/~landmark/index.html

帯広 帯広市 第4号 スーパーピット中央店 帯広市西8条南9丁目10番地 0155-22-3333

帯広 帯広市 第2号 ㈱カ－オ－ト・ジ－エム 帯広市西15条南1丁目7番地 0155-36-2210 http://www.cgm-arena.jp/office.htm

帯広 帯広市 第1号 ㈱オートラボミズキ 帯広市西17条南1丁目17番7号 0155-67-6730

帯広 帯広市 第5号 ㈲松村自動車 帯広市西18条北1丁目14番地24 0155-33-8055

帯広 帯広市 第11号 日丸自動車工業㈲ 帯広市西18条北1丁目14番地44 0155-33-2349 http://www.nichimaru.com/

帯広 帯広市 第12号 ㈲オガワボデ－工業 帯広市西19条北2丁目9番地5 0155-33-3353

帯広 帯広市 第24号 ㈲大澤自動車商会 帯広市西20条北1丁目5番4号  0155-33-2255 

帯広 帯広市 第8号 ㈱上嶋自動車 帯広市西24条北1丁目3番30号  0155-37-6300 http://www.kamishima.co.jp/

帯広 帯広市 第6号 ㈱オカモト ピットオフ大通店 帯広市大通南27丁目14番地 0155-20-7180 http://www.okamoto-shaken.jp/06pitoff.html

帯広 帯広市 第28号 ㈲セブンオート坪坂 帯広市西23条北2丁目17-35 0155-37-1150

帯広 帯広市 第29号 大正整備工場 帯広市大正本町本通り３丁目５ 0155-64-5353

帯広 帯広市 第37号 ㈱メカネット道東 帯広市西24条北２丁目5-26 0155-38-8668

帯広 帯広市 第38号 ㈲西村自動車工業 帯広市西15条南16丁目2 0155-22-3888

帯広 芽室町 第16号 ㈲芽室自動車整備工場 河西郡芽室町東3条10丁目1番地5  0155-62-2959 http://www.memuro-ms.com/index.html

帯広 芽室町 第17号 ㈲阿部自動車 河西郡芽室町東6条10丁目7番地2 0155-62-2014 http://www2u.biglobe.ne.jp/~ajs/index.html

帯広 芽室町 第9号 ㈲カーテックオオノ 河西郡芽室町東芽室北1線14番地27  0155-62-7800 

帯広 芽室町 第31号 ㈱谷口自動車工業 河西郡芽室町東４条９丁目1 0155-62-3131

帯広 芽室町 第40号 オートガレージゴトウ 河西郡芽室町東芽室北１線8 0155-62-8381

帯広 更別村 第18号 ㈲加藤自動車 河西郡更別村字更別南1線96番地 0155-52-2175

帯広 音更町 第13号 音更町農業協同組合車輌整備工場 河東郡音更町新通北1丁目1番地  0155-42-2203 

帯広 音更町 第14号 クボタ自動車販売㈱ 河東郡音更町木野大通西2丁目1番地21 0155-31-2150 http://www.kubota-car.co.jp/

帯広 音更町 第39号 ㈲トミイ自動車整備工場 河東郡音更町万年基線55-21 0155-45-2002

帯広 鹿追町 第15号 ㈲佐々木自動車 河東郡鹿追町西町3丁目10番地33 0156-66-2547

帯広 鹿追町 第36号 ㈲日吉鐵工車輛 河東郡鹿追町西町3丁目1 01566-6-2666

帯広 士幌町 第3号 ㈲士幌自動車  河東郡士幌町字士幌西１線166番地 01564-5-2125

帯広 士幌町 第33号 ㈲今木トラクターサービス 河東郡士幌町字士幌西2線170 01564-5-2763

帯広 上士幌町 第35号 上士幌自動車工業㈱ 河東郡上士幌町字上士幌東３線242 01564-2-2356
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帯広 幕別町 第21号 ㈲カミヤマオートセブン 中川郡幕別町字千住367番地56  0155-56-5117 http://www.kamiyamaauto7.com/

帯広 幕別町 第20号 ㈲桑原自動車 中川郡幕別町字相川576番地25 0155-54-2326 http://www.ezonavi.jp/tkc/0155-54-2326/index.html

帯広 幕別町 第26号 忠類村農協車輌農機具サービスセンター 中川郡幕別町忠類本町94番地  01558-8-2231

帯広 幕別町 第30号 ㈲足利モータース 中川郡幕別町札内共栄町163-19 0155-24-5145

帯広 足寄町 第22号 ㈲ムトウ自動車 足寄郡足寄町南3条4丁目2番地 0156-25-2578

帯広 足寄町 第34号 ㈲ボディーショップクニイ 足寄郡足寄町西町９丁目1－２ 0156-25-4607

帯広 陸別町 第23号 ㈲新藤モ－タ－ス 足寄郡陸別町字陸別東１条1丁目12番地 0156-27-4141

帯広 広尾町 第19号 ㈲道東車輌工業 広尾郡広尾町並木通西3丁目15番地 01558-2-4484

帯広 大樹町 第25号 大樹町農業協同組合 広尾郡大樹町字下大樹186番地3 01558-6-2064

帯広 清水町 第27号 ㈱松田自動車整備工場 上川郡清水町本通5丁目1番地  0156-62-2427

帯広 清水町 第32号 清水自動車工業㈱ 上川郡清水町南４条９丁目15 0156-62-2211

帯広 浦幌町 第41号 ㈱松井商会自動車整備工場 十勝郡浦幌町住吉町６４ 015-576-2153

最終認定日 平成29年10月1日 一般社団法人 帯広地方自動車整備振興会 http://www.obihiro-js.or.jp/
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釧路 釧路市 第1号 ネッツトヨタ釧路㈱新橋店 釧路市新橋大通7丁目2番15号 0154-24-4111 http://toyota-dealers.jp/41401/index.html

釧路 釧路市 第52号 ㈱ルート 釧路市星が浦大通１丁目１番２４号 0154－55－5511

釧路 釧路市 第13号 ㈲富士車体興業 釧路市星が浦大通1丁目9番4号 0154-55-5777

釧路 釧路市 第10号 ㈲田中自動車工業 釧路市星が浦南1丁目1番18号 0154-52-1181 http://www.apple946.com/

釧路 釧路市 第6号 ㈲佐藤自動車工業 釧路市星が浦南3丁目2番2号 0154-53-2952

釧路 釧路市 第36号 ㈲フルヤオート サービス工場 釧路市星が浦北3丁目3番15の3 0154-51-7181 http://www.aos.ne.jp/hkd/furuyaauto/

釧路 釧路市 第15号 ㈲北山自動車工業 釧路市大楽毛1丁目1番17号 0154-57-5358

釧路 釧路市 第16号 釧路農協連機械センター 釧路市大楽毛西1丁目32番1号 0154-57-8331

釧路 釧路市 第2号 阿寒バス㈱釧路整備工場 釧路市愛国191番地208 0154-37-2231

釧路 釧路市 第38号 セルフ愛国サービスステーション 釧路市愛国西2丁目5番1 0154-68-5201 http://www.aix-group.co.jp/ss/self-aikoku/index.html

釧路 釧路市 第5号 小松車輌興業㈱ 釧路市入江町13番6号 0154-23-7201

釧路 釧路市 第34号 丸進自動車整備工場 釧路市大川町3番15号 0154-41-3248

釧路 釧路市 第35号 ㈲井戸向自動車工業 釧路市川端町3番16号 0154-24-1222

釧路 釧路市 第37号 阿寒自動車工業㈱ 釧路市阿寒町仲町2丁目5番29号 0154-66-3912 http://www1.ocn.ne.jp/~aknjikoo/

釧路 釧路市 第50号 ㈲大和田自動車工業 釧路市阿寒町徹別中央34線42番地 0154-68-7025

釧路 釧路市 第41号 植本自動車整備工場 釧路市鳥取大通7丁目9番1号 0154-51-1223

釧路 釧路市 第56号 ㈲渡辺商会 釧路市春採５丁目９番２３号 0154-41-5319

釧路 釧路市 第57号 丸井産業㈱新釧路店 釧路市新釧路町１４番１号 0154-64-1755

釧路 釧路市 第60号 ㈱オートプラザ髙橋 釧路市大楽毛１丁目１１番地１ 0154-57-4110

釧路 釧路市 第61号 明高自動車㈲ 釧路市星が浦南１丁目２番２１ 0154-55-1277

釧路 根室市 第19号 ㈲中山自動車整備工場 根室市歯舞4丁目13番地6 0153-28-2065

釧路 根室市 第18号 ホクト車輌整備工場 根室市常盤町1丁目7番地 0153-23-2461

釧路 根室市 第53号 ㈲三戸自動車工業 根室市昭和町4丁目395番地 0153-23-4401

釧路 根室市 第17号 ホンダカーズ西釧路根室店 根室市穂香1番2 0153-23-5422 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-nemuro/

釧路 根室市 第23号 半田ボディー工場 根室市穂香94番2 0153-23-2384 http://www.handa-body.jp/

釧路 根室市 第20号 根室自動車整備事業協同組合 根室市穂香98番地 0153-23-6430

釧路 根室市 第21号 ㈱ダイエー自動車工業 根室市宝林町5丁目15 0153-24-1564

釧路 釧路町 第12号 ㈲北原商会 東陽工場 釧路郡釧路町字別保原野南25線45番1の3 0154-40-2600 http://www.kitahara-car.com/

釧路 釧路町 第14号 ㈱髙橋商会 整備工場 釧路郡釧路町若葉1丁目7番地1 0154-38-2800

釧路 釧路町 第11号 ㈱国原産業 釧路郡釧路町中央6丁目19番地 0154-40-4881 http://www14.plala.or.jp/kunihara/index1.html
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釧路 釧路町 第45号 曙自動車整備工場 釧路郡釧路町木場1丁目7番5 0154－37－3421

釧路 釧路町 第48号 ㈱カーサービス釧路 桂木店 釧路郡釧路町桂木6丁目2番地2 0154－39－5777

釧路 釧路町 第46号 ㈱カーサービス釧路 釧路店 釧路郡釧路町桂木６丁目２番地２ 0154－39－5777

釧路 釧路町 第49号 土井自動車整備工場 釧路郡釧路町光和1丁目1番地 0154－37－0862

釧路 浜中町 第7号 一井自動車整備工場 厚岸郡浜中町仲の浜36番地 0153-62-3308

釧路 浜中町 第59号 浜中町農協車輌整備センター 厚岸郡浜中町茶内橋北東９番地 0153-65-2234

釧路 標茶町 第3号 木下自工㈱ 川上郡標茶町開運1丁目36番地1 015-485-2145

釧路 標茶町 第4号 太陽自動車工業㈱ 川上郡標茶町麻生7丁目35番地 015-485-2458

釧路 標茶町 第54号 東部カーサービス 川上郡標茶町常磐3丁目12番地 015-485-1516

釧路 標茶町 第58号 標茶町農協車輌整備工場 川上郡標茶町字虹別原野６７線１０８－１６ 015-488-2134

釧路 弟子屈町 第43号 ㈱原田自動車工業 川湯支店 川上郡弟子屈町川湯温泉5丁目21番27号 015-483-2731

釧路 弟子屈町 第55号 中屋商店車輌整備工場 川上郡弟子屈町中央３丁目３番１２号 015-482-2583

釧路 白糠町 第8号 ㈲カーポート・シラヌカ 白糠郡白糠町茶路基線15番4 01547-2-5683

釧路 中標津町 第30号 ㈲青山自動車整備工場 標津郡中標津町東19 条北3丁目1番地 0153-73-2501

釧路 中標津町 第47号 ㈲菱友自動車 標津郡中標津町東11条南11丁目2番地3 0153－72－4920 http://muramoto-cs.com/

釧路 中標津町 第9号 ㈲村元カーサービス 標津郡中標津町東40条南1丁目9番の１ 0153-72-3590

釧路 中標津町 第27号 ㈲オートファクトリーラッシュ 標津郡中標津町緑町南2丁目8番の7 0153-79-1266

釧路 中標津町 第29号 ㈱根室機械センター 標津郡中標津町南中19番地1 0153-72-3164

釧路 中標津町 第31号 ㈲佐々木自工 標津郡中標津町緑町北1丁目7番地2 0153-73-2739

釧路 中標津町 第32号 ㈲岡田オート商会 標津郡中標津町並美ヶ丘1丁目25番地2 0153-72-3088

釧路 中標津町 第40号 ㈲松崎自動車工業 標津郡中標津町計根別本通西3丁目5番地1 0153-78-2463

釧路 中標津町 第51号 ㈲カードックエスピー 標津郡中標津町東33条北1丁目1番地2 0153-73-2547

釧路 標津町 第28号 大津自動車興業㈱ 標津郡標津町南5条東1丁目2番1号 0153-82-2049

釧路 別海町 第22号 ㈲菅野整備工場 野付郡別海町別海寿町4番地 0153-75-2169

釧路 別海町 第25号 八木商会 野付郡別海町別海宮舞町47番 0153-75-2095

釧路 別海町 第26号 カーサービスのイシダ 野付郡別海町別海118番地の5 0153-75-2807

釧路 別海町 第24号 ㈲柿本自動車工業 野付郡別海町西春別駅前錦町230番地 0153-77-2622

釧路 別海町 第33号 ㈲幸田自動車整備工場 野付郡別海町西春別駅前錦町206番地 0153-77-2435

釧路 別海町 第42号 ㈲木下モーター商会 野付郡別海町西春別駅前栄町37番地 0154-77-2472

釧路 厚岸町 第39号 ㈱厚岸自動車整備センター 厚岸郡厚岸町白浜3丁目63番地 0153-52-3611

釧路 厚岸町 第44号 三浦自動車㈱ 厚岸郡厚岸町白浜３丁目５３番地 0153－52－6635 http://946-seishin.or.jp/

釧路 厚岸町 第62号 ㈲オートショップなかがわ 厚岸郡厚岸町港町４丁目２１番地 0153-52-5161

最終認定日 令和3年11月18日 一般社団法人 釧路地方自動車整備振興会 http://946-seishin.or.jp/?p=1484
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北見 北見市 第5号 北見トヨペット㈱サービスセンター 北見市とん田東町616番地 0157-24-6194 http://www.kitami-toyopet.co.jp/

北見 北見市 第10号 大谷ボデー工業㈲ 北見市ひかり野4丁目3番地7 0157-24-0177

北見 北見市 第14号 旭川トヨタ自動車㈱北見店 北見市栄町2丁目1番地6 0157-24-2191 http://toyota-dealers.jp/01101/store/store_10_10.html

北見 北見市 第13号 ㈱堀内企画 南岸通店 北見市花園町46番地 0157-33-4040 http://horiuchikikaku.web.fc2.com/#

北見 北見市 第3号 大栄自動車㈱ 北見市広明町203番地3 0157-24-5227

北見 北見市 第12号 上田車輌 北見市住吉3番地7 0157-35-3522

北見 北見市 第89号 オホーツク整備㈱ 北見市小泉394番地3 0157-24-6659

北見 北見市 第17号 Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ北見 小泉店 北見市小泉411番地4 0157-24-8921 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-kitami/

北見 北見市 第43号 マークス 北見市小泉419番地14 0157-61-0919

北見 北見市 第60号 相互車輌工業 北見市小泉430番地16 0157-24-2920

北見 北見市 第120号 ㈱上ヶ島自動車 北見市大正138番地34 0157-36-7323

北見 北見市 第92号 ㈲ズーム 北見市大正140番地10 0157-66-5033

北見 北見市 第35号 ビークルガレージ夕陽ケ丘店 北見市桂町1丁目209番地20 0157-61-7200 https://www.ishizaki-oil.co.jp/vg/

北見 北見市 第46号 ㈱藤井フレーム工業 北見市西三輪3丁目741番地2 0157-36-3334

北見 北見市 第34号 北北海道ダイハツ販売㈱北見店 北見市中央三輪4丁目513番地1 0157-36-3311 http://dd.daihatsu.co.jp/kitahokkaidoD/

北見 北見市 第36号 北網ダイハツ販売㈱ 北見市東三輪1丁目28番地1 0157-24-6255 http://denshobato.com/tokusen/daihatsu/top.tks

北見 北見市 第18号 ネッツトヨタ北見㈱本社工場 北見市東三輪3丁目22番地 0157-24-0010 http://www.netz-kitami.jp/

北見 北見市 第63号 ㈲長尾車輌 北見市西富町2丁目6番6号 0157-61-1800

北見 北見市 第96号 トヨタカローラ北見㈱サービス工場 北見市西富町2丁目19番7号 0157-24-6166 http://www.corolla-kitami.co.jp/index.html

北見 北見市 第44号 マツダオートザム北見 北見市緑ヶ丘5丁目6番15 0157-25-1444 http://mazda-autozam.biz/

北見 北見市 第52号 ㈱ウィルオート 北見市端野町三区58番地9 0157-56-4433

北見 北見市 第4号 ㈱佐藤自工 北見市端野町二区438番地2 0157-56-2234

北見 北見市 第122号 テクニカルプロショップイデア 北見市相内町50番地7 0157-35-3321 

北見 北見市 第65号 ㈲相内自工 北見市相内町50番地9 0157-37-2932

北見 北見市 第56号 ㈲加藤ボデー工業 北見市相内町60番地 0157-37-2116 http://www.katobody.jp/

北見 北見市 第48号 モイワ車輌㈱ 北見市相内町60番地13 0157-37-2111 http://www.moiwa.co.jp/

北見 北見市 第22号 カーショップドリーム 北見市東相内町9番地7 0157-36-8129

北見 北見市 第1号 アールタイプ 北見市東相内町17番地122 0157-33-5270 http://www.r-type-car.com/

北見 北見市 第50号 GARAGE110 北見市東相内町17番地181 0157-66-1101

北見 北見市 第58号 ㈲カーサービスむとう 北見市東相内町30番地9 0157-36-3838
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北見 北見市 第85号 北見コウベ電池㈱ 北見市東相内町165番地 0157-36-3655

北見 北見市 第95号 ㈲フォーポイント 北見市東相内町165番地8 0157-36-9333

北見 北見市 第7号 ㈲高橋総合車輌 北見市東相内町327番地28 0157-36-2069

北見 北見市 第91号 ㈲マサキモーター 北見市東相内町991番地8 0157-66-1588

北見 北見市 第93号 ㈱シートレード 北見市並木町180番地1 0157-57-4700 http://www.c-trade.jp/

北見 北見市 第47号 桑原電装㈱ 北見市豊地1番地12 0157-36-8555 http://www.kuwabara-net.com/

北見 北見市 第9号 ㈱ゴトー車輌サービス 北見市豊地1番地26 0157-36-0031 http://www.gotosyaryo.co.jp/

北見 北見市 第30号 ㈱勝山車輌整備工場 北見市豊地12番地5 0157-36-6655

北見 北見市 第69号 ジプロス 北見市豊地22番地23 0157-36-8208

北見 北見市 第45号 ㈲東自動車工業 北見市豊地266番地1 0157-36-3578

北見 北見市 第53号 ㈲滝本自動車 北見市北3条東4丁目16番地 0157-23-2757

北見 北見市 第38号 ㈱キタミ 北見市本町4丁目6番4 0157-24-6266

北見 北見市 第105号 ㈲パートナーカーセンター 北見市川東38番地19 0157-25-6778

北見 北見市 第51号 温根湯自動車整備工場 北見市留辺蘂温根湯温泉97番地7 0157-45-2641

北見 北見市 第54号 ㈲常呂自動車整備工場 北見市常呂町字常呂557番地 0152-54-2577

北見 北見市 第90号 三興自動車工業 北見市常呂町字常呂560番地2 0152-54-2175

北見 北見市 第11号 北見日産自動車㈱常盤店サービス工場 北見市常盤町6丁目2番地10 0157-24-2165 http://www.kitami-nissan.co.jp/

北見 北見市 第16号 長岡車輌㈱ 北見市上ところ97番地1 0157-38-2207

北見 北見市 第129号 ㈱エコーヂーゼル北見営業所   北見市端野町三区472番地  0157-56-3822 http://www.echo-diesel.co.jp/

北見 北見市 第132号 有限会社ボデーショップ共進 北見市東相内町132番地15  0157-36-1525 http://www.aba-kitami.or.jp/Frame_Btm/Introduction/member/117/01.html##

北見 北見市 第143号 有限会社オートショップかとう 北見市美園309番地４  0157-35-3818

北見 北見市 第145号 ㈲北光自動車整備工場 北見市北光２９３番１５ 0157-24-4094

北見 北見市 第146号 Free Factory㈱ 北見市留辺蘂町旭一区225番地5 0157-57-1789

北見 北見市 第147号 Honda Cars北見 若葉店 北見市若葉町3丁目1番1号 0157-36-5500 http://shopsearch.honda.co.jp/auto/6652017103/op_auto/

北見 北見市 第151号 加藤モーター㈱ 北見市相内町５０番地１３ 0157-35-3121

北見 網走市 第20号 ㈲綜合自動車 網走市字潮見61番地37 0152-43-6641 http://www.jaspa-kitami.or.jp/kyoukumi/kaiin/7_485/sogo1.htm

北見 網走市 第24号 ＡＵＴＯ ＨＯＵＳＥ Ｎａｐｓ 網走市字潮見177番地2 0152-45-3318

北見 網走市 第157号 CAR SUPPORT FACTORY ZERO 網走市字潮見177番地25 0152-67-4753

北見 網走市 第154号 カーショップＢｒａｖｅ 網走市字汐見169番地1 0152-44-5701

北見 網走市 第79号 スバルショップ網走 網走市字三眺13番地14 0152-44-3818

北見 網走市 第67号 桑原電装㈱網走支店 網走市字藻琴35番地8 0152-46-2222 http://www.kuwabara-net.com/

北見 網走市 第83号 Honda Cars 北見網走店 網走市新町1丁目9番12号 0152-44-1119 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-kitami/

北見 網走市 第23号 湊自動車工業㈱ 網走市新町1丁目9番16号 0152-43-4341 http://minato-jidosha.east-hokkaido.co.jp/

北見 網走市 第111号 ㈲道東自動車整備工場 網走市新町1丁目10番11号 0152-44-7377

北見  2 / 5 



北見 網走市 第68号 ㈱ダイハツ販売網走 網走市新町2丁目8番2号 0152-44-5221

北見 網走市 第124号 トヨタカローラ北見㈱網走店 網走市新町２丁目８番地９ 0152-43-3175 http://www.corolla-kitami.co.jp/

北見 網走市 第155号 オートガレージ網走 網走市新町２丁目２２番地の２ 0152-67-6006

北見 網走市 第28号 ㈱白井自動車整備工場 網走市南8条東3丁目6番地 0152-43-4361

北見 網走市 第27号 ㈲アマノ車輌機械 網走市字呼人512番地の12 0152-48-2019

北見 網走市 第101号 旭川トヨタ自動車㈱網走店 網走市大曲1丁目14番地9号 0152-43-4331 http://toyota-dealers.jp/01101/store/store_14_14.html

北見 網走市 第108号 ㈲渡辺自動車整備工場 網走市卯原内48番地13 0152-47-2509

北見 網走市 第130号 スズキプラザ網走 網走市字三眺13番地15 0152-43-5181 http://s01211034.suzuki-dealers.jp/

北見 紋別市 第76号 ㈲鈴木自動車工業 紋別市元紋別9番地18 0158-23-3928

北見 紋別市 第73号 ㈱ホンダプリモ紋別 紋別市渚滑町1丁目6番地149 0158-24-5194 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-monbetsu/

北見 紋別市 第15号 旭川トヨタ自動車㈱紋別店 紋別市渚滑町1丁目24 0158-24-3161 http://toyota-dealers.jp/01101/store/store_11_11.html

北見 紋別市 第71号 共栄重機㈱ 紋別市南ヶ丘町1丁目9番5号 0158-23-4131

北見 紋別市 第74号 紋別車輌工業㈱整備工場 紋別市南ヶ丘町1丁目10番地 0158-23-4171 http://www.mon-sya.com/

北見 紋別市 第8号 菅井自動車工業 紋別市北浜町3丁目5番9号 0158-26-2525

北見 紋別市 第125号 トヨタカローラ北見㈱紋別店 紋別市渚滑町１丁目24番地３  0158-23-5261 http://www.corolla-kitami.co.jp/

北見 紋別市 第148号 ㈲丸子自動車 紋別市渚滑町元新3丁目178番地6 0158-23-3047 http://www.maruko.biz/

北見 紋別市 第153号 カーフレンド㈱ 紋別市幸町１丁目４番２号 0158-28-8030

北見 紋別市 第158号 ＪＡオホーツクはまなす紋別整備工場 紋別市元紋別46番地1 0158-23-6370

北見 斜里町 第33号 ㈱小成田自動車整備工場 斜里郡斜里町港町9番地6 0152-23-2521

北見 斜里町 第37号 ㈱原田自動車工業 斜里店 斜里郡斜里町青葉町7番地2 0152-23-0701 http://locoplace.jp/t000094464/

北見 斜里町 第59号 ㈲ダイハツ販売斜里 斜里郡斜里町青葉町32番地2 0152-23-3105

北見 斜里町 第26号 ㈲コンドー自動車工業 斜里郡斜里町文光町37番地4 0152-23-3183 http://www.jaspa-kitami.or.jp/kyoukumi/kaiin/7_114/kon1.htm

北見 斜里町 第110号 斜里町農業協同組合整備工場 斜里郡斜里町光陽町45番地25 0152-23-6379

北見 斜里町 第98号 旭川トヨタ自動車㈱斜里店 斜里郡斜里町光陽町69番地1 0152-23-3191 http://toyota-dealers.jp/01101/store/store_15_15.html

北見 斜里町 第116号 ㈲松本自動車工業 斜里郡斜里町本町25番地10 0152-23-2285

北見 斜里町 第127号 トヨタカローラ北見㈱斜里店 斜里郡斜里町字豊倉47番５ 0152-23-3175 http://www.corolla-kitami.co.jp/

北見 斜里町 第134号 糸川自工 斜里郡清里町札弦町10番地８  0152-26-2652

北見 斜里町 第141号 沢田モータース 斜里郡斜里町本町17番地１５  0152-23-2689

北見 小清水町 第66号 ㈲小清水農機車輌工業 斜里郡小清水町字小清水131番地16 0152-62-2014

北見 小清水町 第123号 office ＪＵＫＥ 斜里郡小清水町字美和144番地 0152-63-3119 http://officejuke.web.fc2.com/

北見 小清水町 第136号 片丸工業株式会社 斜里郡小清水町字小清水509番地  0152-62-2204 http://www.jaspa-kitami.or.jp/kyoukumi/kaiin/7_060/kata1.htm

北見 小清水町 第150号 斜網ホンダモーター 斜里郡小清水町字小清水５４４番地 0152-62-2908

北見 清里町 第88号 古屋自動車工業 斜里郡清里町羽衣町30番地5 0152-25-2046

北見 清里町 第86号 ㈲清里自動車工業 斜里郡清里町羽衣町44番地 0152-25-2331

北見 清里町 第81号 清里町農協農業機械センター 斜里郡清里町羽衣町47番地 0152-25-2144
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北見 清里町 第39号 ㈱原田自動車工業 清里店 斜里郡清里町水元町29番地39 0152-26-7321

北見 訓子府町 第41号 ㈲村運送訓子府工場 常呂郡訓子府町末広町142番地の3 0157-47-4765

北見 訓子府町 第103号 宮前車輌工業㈱ 常呂郡訓子府町栄町8番地 0157-47-2107

北見 訓子府町 第114号 訓子府機械工業㈱自動車整備工場 常呂郡訓子府町東町13番地 0157-47-2133 http://www.kunneppukikai.com/index.html

北見 訓子府町 第144号 ＪＡきたみらい車輌整備工場 常呂郡訓子府町大町103番地  0157-47-4820

北見 津別町 第137号 有限会社中島自動車整備工場 網走郡津別町字本町86番地 0152-76-2057

北見 津別町 第142号 有限会社上山整備工場 網走郡津別町字豊永47番地  0152-76-2225

北見 佐呂間町 第29号 ㈱サロマ農機車輌センター 常呂郡佐呂間町字宮前町97番地の3 01587-2-3705

北見 佐呂間町 第2号 ㈲宇野自動車整備工場 常呂郡佐呂間町字西富94番地6 01587-2-3535

北見 置戸町 第109号 北進工業㈱ 常呂郡置戸町字置戸22番地3 0157-52-3241

北見 置戸町 第78号 ㈱佐藤車輌工業 常呂郡置戸町字置戸216番地3 0157-52-3429

北見 置戸町 第49号 北光自動車整備工場 常呂郡置戸町字北光45番地120 0157-52-3233

北見 置戸町 第149号 ㈲熱海自動車整備工場 常呂郡置戸町字置戸１１番地 0157-52-3600

北見 大空町 第62号 菊地自動車整備工場 網走郡大空町女満別西2条3丁目1番7号 0152-74-2225

北見 大空町 第97号 中央自動車工業㈱ 網走郡大空町女満別西7条4丁目3番9号 0152-74-3855

北見 大空町 第87号 ㈱オートカラー南部 網走郡大空町女満別中央8番地の5 0152-74-2046

北見 大空町 第117号 ㈲秋岡自動車工業 網走郡大空町女満別湖畔4丁目1番9号 0152-74-3455

北見 大空町 第119号 網走交通㈱整備工場 網走郡大空町東藻琴67番地の4 0152-66-2111 http://www.abashiri-kotsu.co.jp/seibi.htm

北見 大空町 第64号 ㈲東藻琴車輌センター 網走郡大空町東藻琴79番地の1 0152-66-2938

北見 大空町 第133号 五輪自動車サービスセンター 網走郡大空町女満別西３条1丁目1番7号  0152-74-2144 http://www.jaric.jp/map/find2factory.php?f_id=1802&fnm=&x=519002317&y=158086218&xorg=517897706&yorg=157204338&type=n&map=&zm=8

北見 美幌町 第106号 ㈲ボデーショップビホロ 網走郡美幌町字稲美212番地の46 0152-72-3918

北見 美幌町 第19号 Ｋ・オート㈲ 網走郡美幌町字稲美224番地7 0152-72-5088

北見 美幌町 第6号 北見トヨペット㈱美幌店 網走郡美幌町字栄町4丁目 0152-73-4131 http://www.kitami-toyopet.co.jp/show_bihoro.html

北見 美幌町 第55号 寿自動車サービスセンター 網走郡美幌町字栄町4丁目1番地 0152-73-3128

北見 美幌町 第84号 阿寒バス㈱美幌整備工場 網走郡美幌町字栄町4丁目8番地4 0152-73-3223

北見 美幌町 第156号 ㈱カーエージェント・ナカムラ 網走郡美幌町字栄町４丁目５番地２ 0152-77-3880

北見 美幌町 第21号 トヨタカローラ北見㈱美幌店 網走郡美幌町字東町2丁目6番1 0152-73-5351 http://www.corolla-kitami.co.jp/

北見 美幌町 第82号 ㈱ビホロ車輌 網走郡美幌町字日の出1丁目4番地の1 0152-73-3716

北見 美幌町 第102号 美幌自動車工業㈱ 網走郡美幌町字美禽167番地4 0152-72-1212

北見 美幌町 第25号 ㈱勝本車輌 網走郡美幌町字美禽328番地4 0152-73-4816 http://nttbj.itp.ne.jp/0152734816/index.html

北見 美幌町 第100号 旭川トヨタ自動車㈱美幌店 網走郡美幌町字美芳18番地2 0152-73-4151 http://toyota-dealers.jp/01101/store/store_13_13.html

北見 美幌町 第107号 中村自動車 網走郡美幌町字報徳92番地124 0152-72-4722

北見 美幌町 第139号 長尾カーメンテナンス 網走郡美幌町字栄町4丁目5番地15  0152-77-3920

北見 遠軽町 第42号 ㈱佐渡自動車整備工場 紋別郡遠軽町学田2丁目8番20 0158-42-3193
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北見 遠軽町 第61号 共栄自動車工業㈱ 紋別郡遠軽町大通南1丁目8番地 0158-42-4111

北見 遠軽町 第99号 旭川トヨタ自動車㈱遠軽店 紋別郡遠軽町南町3丁目 0158-42-3195 http://toyota-dealers.jp/01101/store/store_12_12.html

北見 遠軽町 第32号 ㈲遠藤モータース 紋別郡遠軽町白滝719番地1 0158-48-2620

北見 遠軽町 第115号 ㈲国枝モータース 紋別郡遠軽町丸瀬布中町76番地2 0158-47-3021

北見 遠軽町 第104号 田中車輌 紋別郡遠軽町生田原564番地1 0158-45-2204

北見 遠軽町 第126号 トヨタカローラ北見㈱遠軽店 紋別郡遠軽町大通北９丁目１番地39  0158-42-4131 http://www.corolla-kitami.co.jp/

北見 留辺蘂町 第138号 有限会社天野自動車工業 北見市留辺蘂町旭東５番地７  0157-42-3951

北見 興部町 第72号 ㈲下村自動車整備工場 紋別郡興部町字興部196番地2 0158-82-3611

北見 興部町 第75号 ㈱桑辺自動車整備工場 紋別郡興部町字興部869番地12 0158-82-2171

北見 滝上町 第77号 ㈲中津自動車整備工場 紋別郡滝上町字滝の上市街地2条1丁目15 0158-29-2345

北見 滝上町 第121号 ㈲滝上自動車工業 紋別郡滝上町字サクルー原野基線12番地 0158-29-2444

北見 滝上町 第112号 ㈱トヨペット滝上サービスセンター 紋別郡滝上町字オシラネップ原野2907番地8 0158-29-3709

北見 滝上町 第152号 ＪＡオホーツクはまなす滝上整備工場 紋別郡滝上町字サクルー原野1953番地 0158-29-3524

北見 湧別町 第94号 湧別町農業協同組合車輌整備工場 紋別郡湧別町錦町281番地 01586-5-2219

北見 湧別町 第57号 ㈱大槻自動車整備工場 紋別郡湧別町錦町357番地 01586-5-2131

北見 湧別町 第31号 中原自動車整備工場 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地340番地 01586-2-4118

北見 湧別町 第40号 ㈱横山サービスセンター 紋別郡湧別町中湧別南町924番地 01586-2-2153

北見 湧別町 第131号 株式会社えんゆう機械センター 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地275番地の２ 01586-4-2100 http://www.ja-enyu.com/?page_id=39

北見 雄武町 第128号 トヨタカローラ北見㈱トヨタビークル雄武店 紋別郡雄武町字北雄武298番地１  0158-84-4141 http://www.corolla-kitami.co.jp/

北見 雄武町 第140号 有限会社田中自動車整備工場 紋別郡雄武町字雄武89番地１  0158-84-2615

北見 雄武町 第70号 ㈲雄武モータース 紋別郡雄武町字雄武1181番地 0158-84-2353
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○自動車の「スキャンツール」とは 

・スキャンツールとは、自動車の装置が正常に作動しているかどうかを自動車に接続して診断する「外部

参考資料 

スキャンツ ルとは、自動車の装置が正常に作動しているかどうかを自動車に接続して診断する 外部
故障診断装置」のこと。この装置を用いて故障を発見し、必要な整備を行うことができる。 

自動車の電子制御の例 
少機能 

スキ ンツ ルスキャンツール

３～８万円程度

７０～１００万円程度 

２０～５０万円程度 

H21年度販売 8 149台

自動車にスキャンツールをつなぐと、
様々な情報が「見える」ようになる。

３ ８万円程度

故障箇所のデータ 
（センサー断線等） 

各種装置の作動状況データ 
（エンジン回転数等） 

H21年度販売 8,149台 

（平均価格：178,000円） 

様々な情報が 見える」ようになる。

（出典：（社）日本自動車機械工具協会） 

※（社）日本自動車機械器具工業会では、市場に 
 約5.2万台あると推計（保有店舗数は約4.3万店）。

スキャンツール用コネクタの位置の例 


