〔発表記者会：山形県政記者会〕
東北運輸局山形運輸支局プレスリリース

令和３年５月３１日
国土交通省東北運輸局
山形運輸支局

県内の優秀な自動車整備工場を表彰します
～令和３年度 優良自動車特定整備事業場表彰～

東北運輸局山形運輸支局では、整備技術が優秀で公益活動に貢献され、特に優良と認めら
れる県内の自動車整備工場を東北運輸局長及び山形運輸支局長が表彰しています。

本年度は、４０の工場を優良自動車特定整備事業場として表彰します。

◇日

時：令和３年６月２２日（火）

１０：３０～１１：３０

◇場

所：一般社団法人 山形県自動車整備振興会
（山形市大字漆山字行段１９６１番地）

◇表彰者：別紙のとおり

（表彰を受ける整備事業者）

（表彰式の様子）

東北運輸局マスコット
“がんばろう！ろっ犬”

※写真はいずれも過去のものです。

【お問い合わせ先】
東北運輸局山形運輸支局検査整備保安部門 加藤、吉見
TEL : 023-686-4711 FAX : 023-686-4601

別紙

事 業 者
氏名又は名称
県南自動車整備事業協同組合
代表理事 伊澤 二男

事 業 者
氏名又は名称
有限会社土岐車輛
代表取締役 土岐 与一郎
株式会社バイパスホンダ
代表取締役 狩野 慎一郎

事 業 者
氏名又は名称
県北自動車整備協業組合
代表理事 堀 一恵

優良自動車特定整備事業場 局長表彰 (指定工場の部）
事 業 場
名 称
県南自動車整備事業協同組合

所 在 地

米沢市窪田町窪田325番地の5

優良自動車特定整備事業場 局長表彰 (認証工場の部）
事 業 場
名 称

所 在 地

有限会社土岐車輛

鶴岡市みずほ18番地2

株式会社バイパスホンダ

山形市高原町字七ツ森410番地4

優良自動車特定整備事業場 支局長表彰 (指定工場の部）
事 業 場
名 称

所 在 地

県北自動車整備協業組合

新庄市大字鳥越字玉ノ木986-1番地

ネッツトヨタ山形株式会社
代表取締役 髙橋 修

ネッツトヨタ山形株式会社 ネッツタワー本店

山形市東青田五丁目1番1号

白鷹自動車車検協業組合
代表理事 清野 俊之

白鷹自動車車検協業組合

西置賜郡白鷹町大字鮎貝5820番2

トヨタカローラ山形株式会社
代表取締役 鈴木 肇子

トヨタカローラ山形株式会社 米沢店

米沢市中田町字上川窪弐320番地1

トヨタカローラ山形株式会社
代表取締役 鈴木 肇子

トヨタカローラ山形株式会社 山居町店

酒田市山居町二丁目2番5号

山形トヨペット株式会社
代表取締役 鈴木 壽昭

山形トヨペット株式会社 本社

山形市飯田西五丁目5番2号

山形スバル株式会社
代表取締役 伊藤 信介

山形スバル株式会社 荒楯店

山形市荒楯町二丁目1番88号

山形トヨペット株式会社
代表取締役 鈴木 壽昭

山形トヨペット株式会社 鶴岡店

鶴岡市宝田二丁目3番40号

株式会社ジェイエイライフ
代表取締役 安孫子 常哉

株式会社ジェイエイライフ車両センター

寒河江市中央工業団地1055番1

事 業 者
氏名又は名称

優良自動車特定整備事業場 支局長表彰 (認証工場の部）
事 業 場
名 称
所 在 地

井澤 孝男

井沢自動車整備工場

村山市大字稲下132番地

安孫子 博文

アビコチューンナップセンター

東根市板垣大通り10号

細矢 金一

天童細矢モータース

天童市大字大清水字熊野堂559番1

有限会社酒田スバル自動車
代表取締役 狩野 良治

有限会社酒田スバル自動車

酒田市亀ヶ崎四丁目20番26号

司ボデー株式会社
代表取締役 佐藤 紀晃

司ボデー株式会社

酒田市東町一丁目14番地の5

情野 拓男

情野自動車

米沢市大字李山10221番地の41

株式会社深澤モータース
代表取締役 深澤 実

株式会社深澤モータース

長井市九野本字石橋2401番1

山戸車輌株式会社
代表取締役 佐藤 俊男

山戸車輌株式会社

鶴岡市山五十川乙225番地の10

有限会社スズキ販売寒河江
代表取締役 加藤 秀寿

有限会社スズキ販売寒河江

寒河江市大字寒河江字横道75番地1

株式会社スズキ自販山形
代表取締役 鮎澤 秀典

株式会社スズキ自販山形 南陽営業所

南陽市俎柳字柳田924番1

株式会社山正自動車
代表取締役 斉藤 真紀

株式会社山正自動車

山形市山家本町一丁目1番27号

有限会社後藤自動車整備工場
代表取締役 岡﨑 光雄

有限会社後藤自動車整備工場

山形市桧町四丁目1番1

有限会社ヤワタオートサービス
代表取締役 冨樫 良治

有限会社ヤワタオートサービス

酒田市法連寺芽針谷地13番地の5

前田自動車工業有限会社
代表取締役 前田 和正

前田自動車工業有限会社

酒田市東町一丁目8番地1

佐藤 圭一

佐藤自動車

天童市乱川三丁目7番33号

安達 幹雄

車両センター紅花

村山市大字土生田2999番地の1

山形ダイハツ販売株式会社
代表取締役 鈴木 肇子

山形ダイハツ販売株式会社 鶴岡店

鶴岡市宝田三丁目13番3号

車のみどり有限会社
代表取締役 小林 健

車のみどり有限会社

酒田市堀野内字南田12番1

渡辺 順一

渡辺サービス

山形市大字漆山字伊達城4109番地2

有限会社丸幸モータース
代表取締役 粕谷 茂

有限会社丸幸モータース

鶴岡市温海己329番地の16

後藤 晟則

ゴトウ自動車

山形市飯塚町字石関1838番4

有限会社高畠オート
代表取締役 金子 晃

有限会社高畠オート

東置賜郡高畠町大字夏茂27番地の3

大成整備有限会社
代表取締役 阿部 博

大成整備有限会社

酒田市北浜町2番62号

有限会社ホンダ井田モータース
有限会社ホンダ井田モータース
代表取締役 井田 進一郎

寒河江市大字寒河江字横道46の4

安孫子 利一

安孫子自動車

西村山郡西川町大字睦合字滝ノ前甲405
番2

有限会社木村モータース
代表取締役 木村 秀夫

有限会社木村モータース

東置賜郡高畠町大字高畠1181番地5

奥山 隆志

木川電装自動車サービス

酒田市木川字堰中瀬1番

株式会社丸吉奥山組
代表取締役 奥山 浩明

株式会社丸吉奥山組
マルキチオートサービス

天童市大字蔵増乙1420番地

