会員名簿
（ 令和 2年11月30日 現在 ）
会員名

住所

株式会社東和本社盛岡工場

紫波郡矢巾町大字広宮沢第4地割347番地

有限会社ヰノセ自動車整備工場

盛岡市北天昌寺町7番49号

株式会社ヤナセ札幌東北営業本部岩手支店

盛岡市みたけ二丁目4番1号

有限会社盛岡マツダ商会

盛岡市上田三丁目10番46号

有限会社小山田自動車

盛岡市本町通三丁目18番10号

有限会社つばめモータース

盛岡市仙北三丁目14番35号

有限会社盛岡自動車鈑金工業

盛岡市中太田新田25番地115

株式会社阿部モータース

盛岡市西仙北一丁目41番1号

有限会社小武自動車整備工場

盛岡市前九年三丁目2番5号

有限会社石川自動車整備工場

盛岡市西青山二丁目33番5号

有限会社三陽自動車工業

盛岡市みたけ四丁目4番5号

秋葉商会

盛岡市前九年三丁目13番20号

有限会社藤鉄モータース

盛岡市南大通二丁目6番22号

中央自動車整備有限会社

盛岡市中屋敷町9番45号

白石自動車工業株式会社

盛岡市南仙北一丁目6番38号

株式会社斎寅商店

盛岡市上堂四丁目2番5号

有限会社親和自動車整備工場

盛岡市神子田町21番10号

盛岡少年刑務所整備工場

盛岡市上田字松屋敷11番11号

有限会社田山自動車整備工場

盛岡市東仙北二丁目16番21号

斉正自動車整備工場

盛岡市東仙北一丁目11番4号

有限会社青山興業所

盛岡市みたけ三丁目13番5号

有限会社大和自動車工業所

盛岡市向中野一丁目12番3号

自整工東

盛岡市向中野四丁目21番35号

白沢自動車整備工場

盛岡市西仙北二丁目1番7号

マイタ自動車工業有限会社

盛岡市みたけ四丁目6番36号

有限会社盛南自動車整備工場

盛岡市南仙北一丁目23番11号

合同会社昭和モータース

盛岡市南仙北一丁目22番74号

有限会社日産ボデーサービス

盛岡市南仙北二丁目24番5号

株式会社城北自動車

盛岡市みたけ五丁目18番26号

株式会社スズキ自販岩手

盛岡市南仙北一丁目22番70号

有限会社須賀鈑金塗装

盛岡市上堂四丁目3番11号

Ｙ'ｓ

盛岡市上米内字道ノ下89番地131

ｃｒｅｗ

Ｆａｃｔｏｒｙ

有限会社共信オートサービス

盛岡市みたけ五丁目1番28号

菅原オート株式会社サービス工場

盛岡市上田二丁目9番地1

株式会社アルゴス

盛岡市大通三丁目9番6号

オートセンター山口

盛岡市上厨川字横長根52番地35

有限会社盛岡西オート

盛岡市上厨川字野子125番地

有限会社小川原自動車鈑金

盛岡市土淵字谷地道118番1号

有限会社自動車テクノサービス

盛岡市みたけ五丁目8番42

セキシンメカドック

盛岡市西仙北一丁目10番11号

エム・スリー有限会社

盛岡市三ツ割字更の沢87番地77

有限会社田中ホンダ

盛岡市長田町4番6号

有限会社小原サイクル

盛岡市本町通一丁目9番11号

ムラタ株式会社車検センター

盛岡市本宮一丁目2番12号

樋下建設株式会社車検整備工場

盛岡市上太田中関74番

盛岡石油株式会社新太田橋給油所

盛岡市下太田下川原22番地5

株式会社カーサービス岩手

盛岡市みたけ三丁目38番34号

モトスペースウィンディ

盛岡市前九年一丁目4番58号

サイクルセンター山口

盛岡市緑が丘三丁目9番3号

アルティメット

盛岡市みたけ五丁目106番地2

イエローハット盛岡インター店

盛岡市前潟三丁目2－20

サイエン車体工業株式会社

盛岡市西仙北一丁目15番18号

中川車検センター盛岡

盛岡市前潟一丁目1番16号

北日本石油株式会社盛岡販売支店みたけ北ＳＳ 盛岡市みたけ四丁目10番50号

タイヤワールド館ベスト盛岡店

盛岡市上堂四丁目9番1号

自動車販売オートエース

盛岡市東仙北二丁目6-45

有限会社Ｓ．Ｇａｒａｇｅ

盛岡市高松一丁目7番2号

佐藤電機工業株式会社

盛岡市南仙北二丁目24番10号

グランド・チューン・オートショップ

盛岡市みたけ四丁目3番5号

ＧＡＴＥＲＡ盛岡本宮店

盛岡市本宮五丁目16番53号

岩手マツダ販売株式会社

盛岡市南仙北二丁目24番15号

岩手三菱自動車販売株式会社

盛岡市南仙北一丁目24番8号

岩手トヨタ自動車株式会社

盛岡市上堂四丁目12番11号

盛岡日産モーター株式会社

盛岡市津志田町一丁目1番20号

トヨタカローラ岩手株式会社

盛岡市上堂四丁目6番5号

岩手トヨペット株式会社

盛岡市上田二丁目19番40号

ネッツトヨタ岩手株式会社

盛岡市東仙北二丁目13番35号

岩手スバル自動車株式会社

盛岡市上堂三丁目7番10号

ネッツトヨタ盛岡株式会社

盛岡市東仙北二丁目14番20号

南ホンダ自動車株式会社

盛岡市上堂四丁目11番16号

岩手県北自動車株式会社

盛岡市厨川一丁目17番18号

南部ボデー製作所

盛岡市名須川町22番1号

有限会社加藤ボデー

盛岡市みたけ六丁目4番8号

岩手県自動車電装品整備商工組合

盛岡市南仙北二丁目24－10

北映商事株式会社

盛岡市みたけ三丁目32番6号

株式会社ジェームス岩手

盛岡市上田二丁目19番40号

ジェイアールバス東北株式会社盛岡支店

盛岡市盛岡駅前通1番41号

株式会社ホンダ四輪販売北・東北

盛岡市北山二丁目27番11号

株式会社イースタンモータース

盛岡市上堂二丁目7番32号

岩手日産自動車株式会社

盛岡市乙部5地割125番地

日産プリンス岩手販売株式会社

盛岡市津志田町一丁目1番20号

岩手日野自動車株式会社

盛岡市東見前5地割31番地

ヒノヤ都南工場

盛岡市三本柳８地割６８番地１

盛岡いすゞモーター株式会社

盛岡市三本柳1地割24番地

日産チェリー岩手販売株式会社

盛岡市三本柳5地割25番地15

株式会社エヌズ・ステージ

盛岡市三本柳11地割8番地10

有限会社大石自動車

盛岡市東見前4地割3番地1

有限会社伊藤ボーリング

盛岡市東見前9地割字古舘26番地7

いすゞ自動車東北株式会社盛岡サービスセンター 盛岡市津志田中央二丁目1番23号

有限会社兼平自動車

盛岡市下飯岡14地割138番地1

有限会社光モータース

盛岡市東見前5地割86番地

株式会社東北マツダ都南店

盛岡市津志田町一丁目5番8号

有限会社湯沢興業

盛岡市湯沢4地割17番地3

盛岡スズキ自販株式会社

盛岡市津志田町二丁目1番23号

ホンダドリーム盛岡

盛岡市津志田15地割27番2

株式会社クボトラ

盛岡市津志田21地割19番地2

有限会社山地モーター

盛岡市津志田町一丁目15番23号

岩手自動車塗装株式会社

盛岡市津志田南三丁目7番40号

ウエストオートサービス

盛岡市乙部5地割220番地

乙部自動車整備工場

盛岡市乙部32地割22番地の2

宮城自動車工業株式会社盛岡工場

盛岡市乙部5地割303番地

有限会社鈴木自動車工業

盛岡市東見前8地割12番地1

モトモチ商事株式会社

盛岡市乙部5地割326番

スーパーオートバックス盛岡南

盛岡市三本柳23地割25番地1

有限会社昭和自動車工業

盛岡市永井20地割61番地2

日産岩手サービス株式会社

盛岡市乙部5地割75番地

西濃運輸株式会社盛岡支店整備工場

盛岡市永井15地割字長沼82番地

株式会社ホワイトボデーショップ

盛岡市乙部5地割258番地1

クイックワンダーランド三本柳店

盛岡市三本柳1地割28番地1

北日本建機工業株式会社

盛岡市手代森5地割19番地8

有限会社アベモーターボデー・インプレス

盛岡市三本柳22地割5番地4

カメイオート株式会社盛岡支店

盛岡市北飯岡四丁目11番16号

株式会社東日本宇佐美盛岡南インターSS

盛岡市永井1地割66番地1

ケイエスモータース

盛岡市永井22地割46番地3

盛岡カーサポートセンター

盛岡市東見前9地割70番地1

成和自動車鈑金塗装工業有限会社

盛岡市津志田一丁目14番28号

有限会社カーランドヒロ

盛岡市黒川21地割103番地

Ａｕｄｉ岩手

盛岡市北飯岡三丁目14番40号

サンキ工業株式会社

盛岡市乙部5地割144番地

有限会社テクノガレージ

盛岡市津志田中央三丁目22番26号

日本高速運輸株式会社自動車整備工場

盛岡市乙部5地割112番地

モンタナモーターサイクルズ

盛岡市東見前4地割9番地4

株式会社黒川自動車

盛岡市黒川9地割20番地1

カーマックスサービス工場

盛岡市津志田町一丁目16番20号

株式会社トライ・ブイ フォルクスワーゲン盛岡南 盛岡市北飯岡三丁目14番42号

有限会社髙新建材整備工場

盛岡市黒川9地割25番4

ケーユー盛岡南店

盛岡市北飯岡三丁目4番30号

株式会社ゼアー

盛岡市流通センター北一丁目1番10

セルフ盛岡南インターＳＳ

盛岡市永井13地割25番地3

株式会社ＡＫＣ盛岡店

盛岡市三本柳12地割4番地3

有限会社渋民モーター

盛岡市渋民字岩鼻31の4

長山自動車工業有限会社

盛岡市渋民字岩鼻69－24

有限会社北日本自動車工業

盛岡市渋民字鶴飼36番地

住友建機販売株式会社北海道・東北統括部

盛岡支店 盛岡市渋民字岩鼻20番地21

有限会社三愛オートサービス

盛岡市上田字小野松86番地2

ナベオートサービス

盛岡市好摩字上山2番地38

株式会社流通センターオートサービス

紫波郡矢巾町流通センター南二丁目4番20号

有限会社菅原自動車工場

紫波郡矢巾町大字広宮沢第3地割410番地

日通商事株式会社盛岡工場

紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割316番地

佐々木自動車整備工場

紫波郡矢巾町大字西徳田6地割162番地

流通商事株式会社車検センター

紫波郡矢巾町流通センター南二丁目4番9号

岩手農蚕自動車整備工場

紫波郡矢巾町流通センター南二丁目6番13号

有限会社金沢モータース

紫波郡矢巾町大字土橋第10地割220番地

カーピットエム

紫波郡矢巾町大字間野々第10地割124番地

三八五テクニカルセンター盛岡

紫波郡矢巾町大字赤林第5地割50番地

有限会社角掛モータース

紫波郡矢巾町駅東一丁目11番36号

カーサービス久慈

紫波郡矢巾町大字高水寺第9地割45番地13

コマツカスタマーサポート株式会社
東北カンパニー盛岡支店

紫波郡矢巾町大字藤沢第10地割140番地

丸幸自動車工業株式会社盛岡店

紫波郡矢巾町大字西徳田第8地割26番地

有限会社田口カーサービスセンター

紫波郡矢巾町大字南矢幅第7地割441番地1

トヨタエルアンドエフ岩手株式会社

紫波郡矢巾町流通センター南二丁目6番12号

第一貨物株式会社盛岡整備工場

紫波郡矢巾町流通センター南二丁目4番16号

鈴木農機株式会社整備工場

紫波郡矢巾町流通センター南二丁目6番3号

オートサービス室岡

紫波郡矢巾町大字室岡第1地割字小泉158番地2

有限会社テクノオートサービス

紫波郡矢巾町大字広宮沢第10地割字関間501－9

丸運自動車工業株式会社盛岡工場

紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割字上山268番

コベルコ建機日本株式会社盛岡工場

紫波郡矢巾町流通センター南二丁目6番24号

有限会社カーランド盛岡

紫波郡矢巾町大字高田第15地割36番地

株式会社サンクス・エクスプレス

紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割字上山61番地4

ドクタードライブ矢巾店

紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割117番地1

テクノクラフト・シー・アンド・ヴィ株式会
社

紫波郡矢巾町大字藤沢第10地割182番地

岩手工場
トヨタ自動車株式会社北東北分室

紫波郡矢巾町大字藤沢第10地割145番地

ＤＤセルフ矢巾駅前店給油所

紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第8地割103番地3

日立建機日本株式会社北東北支店 盛岡営業所 紫波郡矢巾町流通センター南二丁目7番11号
有限会社振興自動車

紫波郡矢巾町大字高田第15地割101番地

株式会社多賀自工

紫波郡矢巾町大字広宮沢第5地割321番地

ＡＵＴＯＦＩＥＬＤ

ＡＸ´ＬＥ

紫波郡矢巾町大字高田第15地割34番地11

株式会社ＫＮ自動車

紫波郡矢巾町大字広宮沢第10地割85番1

株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ盛岡ＴＳ

紫波郡矢巾町大字間野々第10地割18番地

岩手ダイハツ販売株式会社

紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割7番

ＵＤトラックス岩手株式会社

紫波郡矢巾町大字高田第15地割101番地

コマツ岩手株式会社

紫波郡矢巾町流通センター南二丁目9番5号

岩手県自動車車体整備協同組合

紫波郡矢巾町流通センター南二丁目8番3号

有限会社戸塚自動車工業所

紫波郡紫波町日詰字西裏69の1

ヒノヤ自動車修理工場

紫波郡紫波町桜町字中屋敷73

有限会社嶋田自動車整備工場

紫波郡紫波町高水寺字大坊45

有限会社深澤自動車

紫波郡紫波町北日詰字下東ノ坊22番地

紫波ホンダモータース

紫波郡紫波町日詰字西裏78

紫波自動車整備工場

紫波郡紫波町北日詰字下東ノ坊60

株式会社紫波自動車整備工場

紫波郡紫波町上平沢字樋ノ口75番地の1

有限会社日詰バッテリー

紫波郡紫波町桜町字大坪74

有限会社新和自動車整備工場

紫波郡紫波町星山字間野村59の1

有限会社桜モータース

紫波郡紫波町北日詰字八反田75の1

日詰自動車整備工場

紫波郡紫波町二日町字北七久保244

岩見自動車

紫波郡紫波町高水寺字田中194番地

有限会社日詰自動車

紫波郡紫波町日詰字下丸森111番地9

有限会社カーショップ佐々木

紫波郡紫波町高水寺字稲村27番地1

千葉自動車工業

紫波郡紫波町西長岡字彼岸田7番4

岩手オートサービス

紫波郡紫波町江柄字福田20番地

M・M・F

紫波郡紫波町宮手字栃花34

ハーレーダビッドソン岩手

紫波郡紫波町南日詰字小路口1番地1

株式会社東洋陸送社紫波ＢＰセンター

紫波郡紫波町上平沢字馬場35番1

フルハーフサービス株式会社岩手工場

紫波郡紫波町犬渕字地田103番地3

岩手中央農業協同組合

紫波郡紫波町桜町字上野沢38番地1

岩手県警察本部自動車整備工場

滝沢市砂込390番地40

有限会社一本木自動車整備工場

滝沢市加賀内379の21

株式会社やまびこ盛岡事業所

滝沢市巣子10－2

有限会社山忠モータース

滝沢市大釜外館119番地1

日本キャタピラー合同会社 盛岡営業所

滝沢市大釜大畑73番地1

土井尻自動車整備工場

滝沢市大釜竹鼻163番地4

北東北自動車

滝沢市鵜飼下高柳25－1

上野自動車整備工場

滝沢市外山376－3

有限会社みちのく自動車鈑金塗装

滝沢市土沢310番地15

有限会社ケイ・ティ

滝沢市土沢8番地10

佐藤自工

滝沢市鵜飼迫135－5

有限会社ささら自動車工業

滝沢市巣子115－1

有限会社角掛自動車

滝沢市後268番地1020

有限会社葉ノ木沢モータース

滝沢市葉ノ木沢山359－2

にさせ自動車整備

滝沢市大釜吉水66番地

株式会社富士モーターサービス

滝沢市大石渡373番地8

畑重車輛整備有限会社

滝沢市後268－1043

巧自動車整備工場

滝沢市大釜風林466番地1

有限会社カーメンテナンスサイトウ

滝沢市巣子822－1

皆川自動車

滝沢市湯舟沢10番地37

カワサキプラザ盛岡

滝沢市大釜竹鼻63番地4

カーアシスト山本

滝沢市柳沢1324番地2

株式会社みちのくオート

滝沢市後268番地236

有限会社山下自動車鈑金塗装

滝沢市鵜飼迫3番地6

有限会社沢口自動車鈑金塗装

滝沢市妻の神155の5

岩手三菱ふそう自動車販売株式会社

滝沢市大釜中道38番地2

新岩手農業協同組合

滝沢市鵜飼向新田7－76

木村モータース

岩手郡雫石町塩ケ森3番地1

石塚自動車整備工場

岩手郡雫石町万田渡46番地5

有限会社佐々木自動車商会

岩手郡雫石町西安庭第15地割77番地1

有限会社谷地モータース

岩手郡雫石町上野沢口30番地1

有限会社櫻田自工

岩手郡雫石町西根大宮103番地1

板橋自動車工業所

岩手郡雫石町七ツ森93番地1

天瀬自動車整備工場

岩手郡雫石町上野八幡50番地1

笹田自動車整備工場

岩手郡雫石町長山梍93番地1

ホンダギャラリー雫石

岩手郡雫石町上曽根田165番地2

有限会社ボデーショップササキ

岩手郡雫石町七ツ森79番地

有限会社松原自動車整備工場

岩手郡岩手町大字江刈内3の43の5

有限会社宮田自動車整備工場

岩手郡岩手町大字五日市第8地割97番地

瀬川モータース有限会社

岩手郡岩手町大字江刈内第9地割43番地

一方井自動車整備工場

岩手郡岩手町大字一方井12－82

有限会社岩手自動車工業

岩手郡岩手町大字土川第4地割6－4

平賀モーター

岩手郡岩手町大字川口第13地割字境田38－1

川口自動車整備工場

岩手郡岩手町大字川口第18地割字山下9番4

三浦自動車修理工場

岩手郡岩手町大字川口第48地割42番地2

丹内自動車整備工場

岩手郡岩手町大字川口第5地割50番地の2

松尾モータース

八幡平市柏台一丁目16番

有限会社松尾自動車整備工場

八幡平市松尾寄木第12地割字下台90番

伊藤輪業

八幡平市松尾寄木29の19の5

高橋重機株式会社整備工場

八幡平市松尾寄木第15地割431番地1

有限会社カークリニックタカハシ

八幡平市松尾寄木第29地割370番地2

ＢＬＴオートサービス

八幡平市松尾第27地割127番地

有限会社久保田モータース

八幡平市大更第18地割141番地5

八重樫自動車整備工場

八幡平市平舘24－46－1

有限会社伊東自動車整備工場

八幡平市大更24の20の2

株式会社西根自動車

八幡平市大更第26地割86番地1

双葉重車輛株式会社

八幡平市平笠第24地割1番地40

有限会社平舘自動車整備工場

八幡平市平舘第9地割180番地

吉田車体工業

八幡平市平笠第20地割29番地1

有限会社高橋自動車

八幡平市大更18地割10番地1

有限会社山本自動車

八幡平市大更第1地割35番地11

遠忠自動車整備工場

八幡平市大更第24地割9番地1－2

田村車輛整備

八幡平市平舘13－66

有限会社佐々木自動車

八幡平市大更第19地割1番地7

有限会社西根日産チェリー

八幡平市田頭第36地割4番地21

耕栄オート

八幡平市上関第4地割6番地5

株式会社西根日産

八幡平市大更第18地割88番地108

有限会社瀬川輪店

八幡平市大更第24地割7番地3

ステイ自動車整備センター

八幡平市大更第2地割266番地3

エム・エス・ケー農業機械株式会社 岩手営業所 八幡平市大更第1地割230番地1

川村自動車鈑金塗装工場

八幡平市野駄第18地割163番地4

八幡平自動車

八幡平市平舘第28地割203番

有限会社葛巻自動車整備工場

岩手郡葛巻町葛巻8の32の1

有限会社竹花モータース

岩手郡葛巻町葛巻5の178の34

村木自動車整備工場

岩手郡葛巻町葛巻第12地割21番地3

前野モータース

岩手郡葛巻町江刈第14地割100番地の13

遠藤自動車整備工場

岩手郡葛巻町葛巻第8地割6番地15

平庭自動車工業

岩手郡葛巻町葛巻第5地割53番地8

有限会社梅津自動車整備工場

花巻市大迫町大迫第14地割78番地の2

区界自動車整備工場

宮古市区界第1地割299－3

有限会社照井自動車商会

花巻市東町12番41号

株式会社花巻マツダ

花巻市下似内17の81の3

株式会社小村田自動車整備工場

花巻市材木町8番5号

花巻自動車整備協業組合

花巻市松園町270番地12

有限会社日新自動車整備工場

花巻市上小舟渡43の1

大栄商事株式会社

花巻市下似内第17地割80番地2

木村モータース

花巻市轟木第10地割158番地

株式会社佐藤商会

花巻市上小舟渡180番地

有限会社湯本自動車整備工場

花巻市小瀬川3の28の2

有限会社菅原自動車整備工場

花巻市南万丁目1180の2

有限会社共立モータース

花巻市二枚橋6－552－5

有限会社キヨト自動車

花巻市桜町四丁目252番地

有限会社太田自動車整備工場

花巻市太田第46地割274番地4

有限会社ミツワ自動車整備工場

花巻市東宮野目9の136

高木自動車整備工場

花巻市高木16地割92番地

花巻観光バス整備工場

花巻市西宮野目第5地割445番地

湯口自動車整備工場

花巻市上根子字中野60番地

高橋栄輪舎

花巻市椚ノ目3－27－7

伊藤自動車整備工場

花巻市豊沢町13番3号

有限会社フジ自動車整備工場

花巻市上小舟渡24番地1

株式会社花巻オート

花巻市桜町一丁目29－2

有限会社花巻マイカーセンター

花巻市山の神731番地1

佐藤車体

花巻市上小舟渡139番地4

北海道トナミ運輸株式会社東北支店

花巻市空港南一丁目15番

トヨタカローラ南岩手株式会社

花巻市二枚橋6地割408番地の1

日新スズキ販売株式会社

花巻市二枚橋第6地割262番地2

株式会社ＪＡグリーンサービス花巻

花巻市野田307番地1

株式会社みちのくクボタ

花巻市東宮野目第13地割9番地

有限会社矢川自動車整備工場

花巻市石鳥谷町好地第17地割24番地の2

高橋自動車修理工場

花巻市石鳥谷町好地第9地割126番地3

文化モータース

花巻市石鳥谷町好地8の15

有限会社八重畑自動車整備工場

花巻市石鳥谷町猪鼻6－20の1

石鳥谷自動車整備工場

花巻市石鳥谷町新堀30－28－1

好地自動車工業

花巻市石鳥谷町好地9の24の2

株式会社花巻空港日産

花巻市石鳥谷町江曽第5地割53番地3

有限会社マイカープラザ

花巻市石鳥谷町黒沼4地割23－1

株式会社パーセック

花巻市石鳥谷町八幡第5地割48番地2

中野自動車整備工場

花巻市石鳥谷町東中島第8地割70番5

キングオート

花巻市石鳥谷町好地第3地割301番地1

有限会社セイブモータース

花巻市大迫町外川目第28地割19番1

有限会社大畑自動車整備工場

花巻市東和町安俵10区140番地

小原自動車整備工場

花巻市東和町東晴山8区221番地

菊池自動車

花巻市東和町土沢7区95番地4

ＳＵＮ

花巻市東和町土沢7区101番地1

サンオート

澤田モータース

遠野市宮守町下宮守30の42の1

幸栄商会

遠野市宮守町達曽部17－94－2

ＣＱカードック

遠野市宮守町下宮守26の114の20

東北自動車整備工場

北上市鍛冶町三丁目6番16号

北上自動車株式会社

北上市堤ケ丘一丁目8－33

澤藤自動車整備工場

北上市大通り二丁目6番22号

株式会社丸片石油車検センター

北上市相去町平林21－202

株式会社阿部マイカーセンター

北上市藤沢18地割102番地23

株式会社花北日産

北上市村崎野19地割127番地1

二子スズキ及川商会サービス工場

北上市二子町字上岡島171の3

北上ホンダ

北上市常盤台一丁目1の30

有限会社丸福自動車

北上市口内町新町70番地

鬼柳オートサービス

北上市堤ケ丘一丁目10番27

有限会社北上車輛整備工場

北上市鬼柳町荒堰34番地1

学園自動車整備工場

北上市鍛冶町一丁目4番66号

岳間沢モータース

北上市黒岩19地割21番地5

佐藤自動車工業株式会社

北上市流通センター5番22号

高昌モーター株式会社

北上市大通り四丁目9番3号

岩手興産株式会社自動車整備工場

北上市北工業団地5番12号

有限会社オリエンタル自動車

北上市大通り三丁目10番1号

富士自動車工業

北上市村崎野14地割470の10

有限会社及川自工

北上市二子町鳥喰前33番地3

口内自動車整備工場

北上市口内町堰根67の2

船橋自動車

北上市立花3地割31番地3

株式会社北栄機工

北上市相去町平林21番地33

斎藤ボデー

北上市黒沢尻三丁目16番3号

株式会社北上日産

北上市鬼柳町荒高180番地

株式会社リコーオートサービス

北上市村崎野14地割20番地3

シナネン石油株式会社オートサービス

北上市村崎野15地割428番1

有限会社フジオート

北上市更木町字更木第21地割108番地17

株式会社カントリーロードＭＣ

北上市藤沢16地割197番地14

ブルグジャパン

北上市鬼柳町荒高26番地1

有限会社北上車体

北上市村崎野16地割279番地2

きたかみ自販

北上市村崎野19地割118番地16

有限会社テクノオート北上

北上市相去町西裏1番地39

トヨタ輸送東北センター株式会社

北上市相去町大松沢1番地10

ボデーサービスＫＥＮ

北上市鬼柳町膝口64番地1

株式会社ツールボックス

北上市村崎野22地割161番1

株式会社ほくとう北上営業所

北上市相去町平林21ー89

ハイブリッチ車体

北上市鍛冶町二丁目2番17号

小原ボデー

北上市鬼柳町都鳥51番地1

かしわサービス

北上市鬼柳町鼠川原169番地

株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 オートメンテ北上

北上市相去町大松沢1番地53

大虎運輸整備株式会社岩手工場

北上市流通センター13番18号

有限会社梅野自動車

北上市飯豊23地割129番地2

有限会社佐藤車体工業

北上市相去町七里1番地72

ヤマトオートワークス岩手株式会社

北上市流通センター17番3号

江釣子自動車整備工場

北上市上江釣子17－60－2

有限会社大和自動車整備工場

北上市北鬼柳19地割120番地2

有限会社児玉ホンダ

北上市北鬼柳33地割59番地2

有限会社丸畑モータース

北上市上江釣子1の172の3

菅原自動車整備工場

北上市北鬼柳22地割63番地1

伊藤輪業

北上市上江釣子6－121－1

有限会社浅井自動車販売

北上市北鬼柳18地割62番地1

有限会社チェッカーモータース

北上市北鬼柳10－36－1

ヴォルテックス

北上市相去町松の木38番1

亀田自動車工業

北上市上江釣子6地割40番地1

高松自動車整備工場

北上市和賀町長沼6の29

和賀自動車整備工場

北上市和賀町横川目11地割131

有限会社和賀中央サービスセンター

北上市和賀町岩崎28地割5番地

有限会社武田自動車

北上市和賀町長沼5地割245番地

和賀自動車整備協業組合

北上市和賀町竪川目1地割59－3

折居自動車整備工場

北上市和賀町岩崎22地割43

株式会社高征車輛

北上市和賀町岩崎新田旭ケ丘491番地3

和賀タイヤ自動車整備センター

北上市和賀町藤根17地割66の1

西部自動車工業

北上市和賀町煤孫9地割54番地の6

有限会社高橋自動車電装

北上市和賀町横川目11－153－1

オサムモータース

和賀郡西和賀町川尻40地割40番地91

有限会社佐藤自動車

和賀郡西和賀町大沓36地割54番地2

有限会社サカエ自動車整備工場

和賀郡西和賀町湯田20地割93番地4

カーメンテナンス小田島

和賀郡西和賀町細内68地割259番地51

佐々木モータース

和賀郡西和賀町沢内字太田第10地割198番地1

有限会社御明神自動車工業

和賀郡西和賀町沢内字川舟第38地割2番地25

有限会社ぐみのや安全自工

和賀郡西和賀町沢内字前郷1地割16番地

伊勢ボデー

和賀郡西和賀町沢内字新町第13地割80番地2

ＤＯＷＡ通運株式会社水沢整備工場

奥州市水沢佐倉河字中田69番地1

有限会社第一相互自動車整備工場

奥州市水沢佐倉河字車堂66

株式会社水沢日産

奥州市水沢字多賀6番地2

有限会社千葉東自動車修理工場

奥州市水沢字多賀14の2

小原自動車工業株式会社整備工場

奥州市水沢佐倉河字前田99番地1

有限会社岩手安全自動車

奥州市水沢太日通り一丁目10番15号

有限会社駒形商会

奥州市水沢佐倉河字車堂71

有限会社小沢商会

奥州市水沢佐倉河字杉本125番地

東京自動車株式会社

奥州市水沢佐倉河字後樋46番地

有限会社水沢ボデー

奥州市水沢太日通り二丁目5番15号

有限会社丸善自動車整備工場

奥州市水沢佐倉河字道下51－1

有限会社共栄車輛工業

奥州市水沢佐倉河字十文字23番地

有限会社小野自動車

奥州市水沢不断町36

有限会社丸谷自動車センター

奥州市水沢真城字大檀1番地

有限会社羽田自動車整備工場

奥州市水沢羽田町駅前二丁目56番地

県南自工

奥州市水沢東中通り一丁目3番3号

ユーエスモーター有限会社

奥州市水沢真城字土手根100の1

株式会社姉体自動車工業

奥州市水沢姉体町字山居前10番地2

中野車輛サービス

奥州市水沢真城字谷地田113番地

有限会社金山自動車

奥州市水沢羽田町字明正240番地1

株式会社北商機械サービス

奥州市水沢中田町5番1号

イワセキ株式会社オートセンター

奥州市水沢佐倉河字沼田49－1

株式会社菅原自工

奥州市水沢姉体町桧田3番地2

北都交通整備工場

奥州市水沢字三本木4番地42

有限会社及新

奥州市水沢真城字畑ケ田67番地

佐藤自動車

奥州市水沢姉体町字南白山30番地の1

モトショップＳＡＫＯー

奥州市水沢字立町49番地1

有限会社中央車体

奥州市水沢佐倉河字車堂64

オートセンターベル

奥州市水沢佐倉河字前田13番地

有限会社相互車体工業

奥州市水沢字西光田2番地1

東北西濃運輸株式会社整備工場

奥州市水沢卸町2番地16

コスモ石油販売株式会社東北カンパニー

奥州市水沢倉河字東沖ノ目83番2

セルフステーションあてるい

ホンダカーズ岩手南株式会社

奥州市水沢佐倉河字沼田69番地

イワセキ商事株式会社

奥州市水沢佐倉河字横枕4番地1

有限会社鈴木モータース商会

奥州市江刺豊田町一丁目1番24号

有限会社江刺自動車整備工場

奥州市江刺八日町二丁目4番5号

株式会社Eーポート自動車課

奥州市江刺大通り6番8号

江刺タイヤ商会自動車整備工場

奥州市江刺大通1番13号

達下モータース

奥州市江刺愛宕字小畑77

及川自動車整備工場

奥州市江刺大通1－16

藤里自動車工業

奥州市江刺藤里字向畑53の5

浅沼モータース

奥州市江刺梁川字舘下78番地

有限会社高橋自動車工業

奥州市江刺愛宕字力石243番2

有限会社大興自動車

奥州市江刺愛宕字観音堂沖17番地1

三陽自動車整備工場

奥州市江刺西大通り2－15

有限会社キクセイ自動車工業

奥州市江刺玉里字新田前488番地の2

金谷自動車工業

奥州市江刺愛宕字金谷72の3

高金自動車整備工場

奥州市江刺愛宕字金谷51－1

有限会社江刺ボデー

奥州市江刺八日町一丁目4番10号

株式会社アスクラフト

奥州市江刺愛宕字金谷72番地4

白金運輸株式会社

奥州市江刺稲瀬字沼舘69番地

株式会社野口自動車整備工場

奥州市江刺愛宕字力石590番地4

マッカーズ

奥州市江刺愛宕字後中野38番地1

協同組合胆江自動車検査場

奥州市江刺愛宕桜の木93

株式会社船橋商事

奥州市前沢字株樹95の1

有限会社日新中央自動車

奥州市前沢字新町裏116の6

有限会社三浦自動車整備工場

奥州市前沢字七日町裏120の1

舞鶴自動車整備工場

奥州市前沢字新城64－6

有限会社パイオニア自動車

奥州市前沢字三日町新裏45の1

有限会社大和自動車工業

奥州市前沢古城字上ノ台80の1

有限会社暁自動車

奥州市前沢字沖田93番地1

有限会社本城運輸

奥州市前沢字南陣場54番地2

有限会社パッション

奥州市前沢古城字水尻6番地

すずらん自工

奥州市胆沢小山字峠101

佐々木自動車整備工場

奥州市胆沢小山字下野中2の2

胆沢自動車センター

奥州市胆沢南都田字谷地中343の2

誠和自動車工業

奥州市胆沢南都田字森下122の4

有限会社ナガネ自動車工業

奥州市胆沢小山字道場130

有限会社松平自動車工業

奥州市胆沢若柳字大町5の2

千田幸モータース

奥州市胆沢南都田字塚田81番地

ＬａＬａＡｕｔｏオノデラ

奥州市胆沢小山字中の森106番地

有限会社高陽自動車工業

奥州市胆沢南都田字午房谷地120－3

渡辺自動車整備工場

奥州市胆沢小山字菅谷地273の7

有限会社なめしだや給油所

奥州市胆沢若柳字広表92番地

蘇力自動車

奥州市胆沢若柳字明神下16－1

有限会社胆沢自動車工業

奥州市胆沢南都田字鶴田374番1

株式会社カーオートモリタ

奥州市胆沢若柳字下田中366番地2

株式会社広岡組整備工場

奥州市胆沢南都田字濁川33番地4

安倍モータース

奥州市胆沢若柳字堰袋74番地3

チバオートシステム

奥州市胆沢小山字尼沼28番地21

株式会社ＪＡ岩手ふるさと協同サービス

奥州市胆沢小山字舘37番地

有限会社胆江ホンダ

胆沢郡金ケ崎町西根字餅田21－2

株式会社小山田オートサービス

胆沢郡金ヶ崎町西根下荒巻5－3

富士車輌整備

胆沢郡金ヶ崎町六原七里3番地３

岩手支店

有限会社エスケーモーター

胆沢郡金ケ崎町西根高谷野原898番地2

共栄自動車工業株式会社

胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢52番地の3

滝口自動車工業

胆沢郡金ケ崎町西根御免西33の6

オートセンタークルマドー

胆沢郡金ケ崎町西根古寺96－1

有限会社ボデーショップ金ヶ崎

胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢77番地12

株式会社トーサイ

胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻上渋川83番地2

北上・金ヶ崎工場

株式会社ミズボエンジニアリング

胆沢郡金ケ崎町西根大沢21番地3

マルマサ自販

胆沢郡金ケ崎町西根上餅田2－6

一関自動車工業有限会社

一関市中央町一丁目10番17号

旭自動車工業株式会社

一関市南町4番9号

有限会社ティーエムアイ

一関市竹山町5番8号

有限会社長尾自動車整備工場

一関市山目字寺前54番地

遠藤自動車整備工場

一関市真柴字矢ノ目沢41の5

セイバン自動車有限会社

一関市赤荻字月町222－2

日乃出自動車株式会社

一関市赤荻字堺85－2

有限会社イワイ自動車工業

一関市萩荘字下モ下釜33番地1

菊地自動車整備工場

一関市千代田町5－41

有限会社一関観光整備工場

一関市山目字寺前53番地の1

有限会社小野寺ホンダ

一関市青葉二丁目9の10

有限会社マトバ自動車整備工場

一関市真柴字岩の沢74

有限会社共輪自動車

一関市赤荻字堺92番地4

株式会社一関平泉タクシー整備工場

一関市山目字三反田242番地

有限会社桜町自動車整備工場

一関市三関字仲田11－1

有限会社南光オートサービス

一関市真柴字矢ノ目沢47－37

有限会社伊藤自動車整備工場

一関市東五代14番23号

佐藤自動車工業

一関市真柴字中田55－42

有限会社三共車体

一関市字散田37番地

トップオートサービス

一関市赤荻字雲南180－1

舞川自動車工業

一関市舞川字外大久保54番地10

テクニカルピットユー・エイ

一関市字散田1番地1

有限会社平成自動車工業

一関市萩荘字白山田101番地1

吉川モータース

一関市字広街2－6

菊地輪業

一関市中央町二丁目5番12-1号

千忠輪店

一関市萩荘字小萩19番地2

トップラン・クラブ

一関市萩荘字金ヶ崎25番地1

有限会社ボデーショップサトー

一関市赤荻字上袋185番地1

株式会社リペアショップ共輪

一関厳美町字滝ノ上262番地1

有限会社なのはな観光タクシー整備工場

一関市竹山町22番15

大東貨物自動車整備工場

一関市赤荻字上台12番地1

タイヤ館一関

一関市中里字神明1番地1

カープランニングＫＷＳ

一関市中里字在家13番地2

株式会社ホンダベルノ南岩手

一関市山目字中野140番地5

有限会社花泉モータース

一関市花泉町涌津字一の町63

有限会社菅徳自動車整備工場

一関市花泉町花泉字天神前6の14

有限会社花泉自動車整備工場

一関市花泉町涌津字一の町14番地

有限会社大丸モータース

一関市花泉町花泉字天神前8－1

有限会社花泉カー装美

一関市花泉町涌津字下原286番地の4

カーウィングジャパン

一関市花泉町金沢字寺沖70番地

株式会社平泉日産

西磐井郡平泉町平泉字高田88番2

有限会社関東自動車

西磐井郡平泉町平泉字樋の沢10番地1

有限会社梅森自動車整備工場

一関市千厩町千厩字下駒場181番地の1

千厩モータース

一関市千厩町千厩字東小田70番地1

白石モータース

一関市千厩町千厩字前田9番地3

小野寺自動車整備工場

一関市千厩町千厩字神ノ田1の12

カードック

一関市千厩町千厩字上駒場110番地1

有限会社東磐自動車整備工場

一関市千厩町千厩字舘山17番地3

有限会社千厩自動車整備工場

一関市千厩町千厩字舘山7

株式会社千厩日産

一関市千厩町千厩字舘山5番地の3

東磐井中央自動車協業組合

一関市千厩町千厩字西小田8－1

有限会社日昇

一関市千厩町千厩字東小田284の1

前田自動車整備工場

一関市千厩町千厩字前田46番地4

有限会社スズキオート千厩

一関市千厩町千厩字摩王100－1

有限会社伊藤自動車工業

一関市千厩町千厩字西小田3番地20

SEIBIC千厩車検センター（千厩自動車整備事業協同組合）

一関市千厩町千厩字新山107－2

オートショップキクリン

一関市千厩町千厩字古ケ口92番地2

八ツ星運輸株式会社自動車整備工場

一関市千厩町千厩字西中沢267番地4

オートリペアショップナフ

一関市千厩町奥玉字登戸68番地12

千厩ボデー

一関市千厩町千厩字上駒場310番地

千厩ホンダバイパス営業所

一関市千厩町千厩字構井田83番地1

スタイルオート

一関市千厩町千厩字久保田1番地1

Ｃａｒｄｄｙ'ｓ

一関市千厩町奥玉字中日向94番地1

東山自動車整備工場

一関市東山町松川字滝の沢平173番地1

長坂自動車工業有限会社

一関市東山町長坂字羽根堀182－1

有限会社長坂ホンダ

一関市東山町長坂字町210

株式会社ヨコサワ自動車工業

一関市東山町長坂字柴宿108の5

有限会社鈴木ガレージ

一関市東山町松川字三室7の1

株式会社村上自動車整備工場

一関市大東町摺沢字八幡前44番地1

大東モーター

一関市大東町摺沢字沼田8－9

大原自動車整備工場

一関市大東町大原字中島7番地12

有限会社小島オート

一関市大東町大原字台99の2

有限会社千田輪業整備部沖田自工

一関市大東町鳥海字古戸前26－20

有限会社サカエ自動車

一関市大東町渋民字横張15の1

有限会社ＪＡラポート

一関市大東町鳥海字古戸前30番地1

株式会社ヤハタ自動車販売

一関市大東町摺沢字羽山前96－1

那須野ボデー

一関市大東町摺沢字礼田104番地2

株式会社山友建設

一関市大東町大原字有南田36番地の1

猿沢自動車工業有限会社

一関市大東町猿沢字小森39－1

有限会社首藤自動車整備工場

一関市大東町猿沢字小森43番地1

株式会社 ＡＵＴＯ ＣＯＬＯＲＳ

一関市大東町大原字町裏76番地

株式会社前村車体

一関市大東町沖田字堀合10番地3

株式会社カーオール村上

一関市大東町猿沢字板倉44番地2

川崎自動車整備工場

一関市川崎町薄衣字須崎77－1

丸伊自動車整備工場

一関市川崎町薄衣字法道地21番地6

有限会社静自動車整備工場

一関市川崎町薄衣字久伝67番地

有限会社東磐自動車整備工場室根営業所

一関市室根町折壁字大里86

芳賀自動車整備工場

一関市室根町矢越字大畑139番地の3

有限会社山本自動車

一関市室根町折壁字月山下6番地5

有限会社只野自動車

一関市室根町折壁字愛宕下79番地9

株式会社太気商会

一関市室根町矢越字高沢226番地

有限会社オイルランドスガワラ

一関市室根町折壁字梅木3番地3

藤沢モータース

一関市藤沢町藤沢字町裏1の11

武藤自動車整備工場

一関市藤沢町藤沢字西風79番地4

有限会社黄海自動車工業

一関市藤沢町黄海字本沢80の2

県南オート

一関市藤沢町黄海字辻山178の3

有限会社八沢自動車整備工場

一関市藤沢町砂子田字火ノ田40番2

株式会社フジテック岩手

一関市藤沢町藤沢字大母223番地

伊勢田自動車工業

一関市藤沢町藤沢字石合57番地1

合同会社Gｓ’サポート

一関市藤沢町保呂羽字二本柳５番地

千葉自動車工業株式会社

大船渡市盛町字下舘下39の8

株式会社大船渡自動車

大船渡市大船渡町字新田37－6

株式会社橋爪自動車商会

大船渡市大船渡町字地ノ森30番地5

衆栄商事サン・アンドレスサービス工場

大船渡市大船渡町字茶屋前162番地2

三栄自動車整備工場

大船渡市赤崎町字沢田98番地

ダイハツ大船渡・丸越

大船渡市盛町字下舘下50番地5

気仙郡建設業協同組合

大船渡市大船渡町字堀川1番地20

株式会社大船渡日産

大船渡市立根町字前谷地12番地1

正栄自動車整備工場

大船渡市大船渡町字下平8－3

東光モータース

大船渡市大船渡町字台15の14

株式会社コンノ

大船渡市盛町字下舘下2番地6

有限会社杉山自動車工業

大船渡市猪川町藤沢口1の1

株式会社備品レンタルセンター エムテックサービス大船渡店

大船渡市立根町字前谷地13番7

有限会社美野自動車整備工場

大船渡市盛町字内の目12の22

有限会社新沼自動車整備工場

大船渡市猪川町字藤沢口37－5

株式会社大船渡ホンダ

大船渡市大船渡町字下平12－4

高田オート販売

大船渡市大船渡町字下平8番地18

菅生自動車整備工場

大船渡市立根町字桑原15の1

有限会社メカ・ドック

大船渡市立根町字萱中79の5

有限会社城山サービス

大船渡市大船渡町字地ノ森33番地7

岩手県南運輸株式会社自動車整備工場

大船渡市赤崎町字石橋前4番地3

ＳＥＩＢＩＣ大船渡(協業組合大船渡車検センター) 大船渡市赤崎町字石橋前5－15

村上モータース

大船渡市日頃市町字川内130番地の8

光自動車整備工場

大船渡市猪川町字久名畑21番地7

荒川自動車整備工場

大船渡市大船渡町字地ノ森32番地6

オートランド

大船渡市盛町字権現堂1番地16

リッキー

三条モーター商会

大船渡市盛町字木町2番地24

株式会社大船渡ボデー

大船渡市猪川町字久名畑28番地9

株式会社まるかオートリペアサンライズ

大船渡市大船渡町字中港3番地76

有限会社タカタジハン

大船渡市立根町字桑原26番地2

有限会社千葉車体

大船渡市盛町字下舘下3番地15

有限会社セットアップ

大船渡市猪川町字久名畑4番地30

Ｋ－ｗｏｒｋｓ

大船渡市末崎町字石浜35番1

イーストワンガレージ

大船渡市大船渡町字山馬越100番地1

株式会社大船渡自動車学校整備工場

大船渡市立根町字田谷10番地

橋本自動車整備工場

大船渡市三陸町越喜来字仲崎浜209番地の2

有限会社綾里自動車工業

大船渡市三陸町綾里字黒土田11番地5

株式会社佐々木モータース

大船渡市三陸町綾里字清水222番地1

西村自動車整備工場

大船渡市三陸町吉浜字上野18の1

株式会社中央

大船渡市三陸町越喜来字小出46番地1

有限会社森鈑

大船渡市三陸町越喜来字小出22番地の1

株式会社高田自工

陸前高田市高田町字大隅18番地3

有限会社神原自工

陸前高田市竹駒町字仲の沢15番地1

有限会社新沼自動車工業

陸前高田市米崎町字沼田55

三日市自動車整備工場

陸前高田市小友町字上新田20番地6

有限会社ヒカミ自動車

陸前高田市竹駒町字舘115番地1

有限会社かんの商会

陸前高田市高田町字裏田66番地2

有限会社戸羽自動車整備工場

陸前高田市小友町字財当52番地1

有限会社高田車検センター

陸前高田市米崎町字神田64番地4

広田自工

陸前高田市広田町字前花貝172番地1

西部自動車整備工場

陸前高田市竹駒町字相川169番地2

有限会社高田マイカーセンター

陸前高田市米崎町字西風道232番地1

株式会社サカモト自動車

陸前高田市高田町字中和野5番地8

オートモービルタツ

陸前高田市高田町字西和野55番地1

高田工場

有限会社山城運輸自動車整備工場

陸前高田市竹駒町字館117番地2

高田自動車学校整備工場

陸前高田市竹駒町字相川158番10

有限会社高橋自動車整備工場

気仙郡住田町世田米字赤畑49の1

有限会社遠藤モータース

気仙郡住田町世田米字大崎25－10

ササキ自動車工業有限会社

気仙郡住田町世田米字赤畑57－1

キクチ自動車整備工場

気仙郡住田町下有住字高瀬65番地3

株式会社石田モーター

釜石市松原町三丁目130番地

日東自動車工業株式会社

釜石市両石町第4地割18番地7

有限会社三陸綜合自動車工業

ロータス倉本釜石店 釜石市野田町2丁目21番10号

有限会社関ホンダ商会

釜石市野田町二丁目2番27号

株式会社マルショウ

釜石市甲子町第9地割259番地の2

旭モーターサービス株式会社

釜石市鈴子町11番7号

有限会社三陸自動車学校

釜石市桜木町一丁目4番1号

有限会社吉永モータース

釜石市鵜住居町第26地割1番地1

有限会社幸和自動車工業

釜石市片岸町第4地割104番地

有限会社松橋自動車整備工場

上閉伊郡大槌町吉里吉里一丁目140番2号

総合自動車整備株式会社

上閉伊郡大槌町大槌第13地割58番地1

有限会社サトウ商会

上閉伊郡大槌町大槌第22地割18－1

株式会社ロータス倉本

上閉伊郡大槌町大槌第15地割95番地179

有限会社遠野自動車整備工場

遠野市松崎町白岩第20地割33－3

有限会社小井口自動車工業

遠野市鴬崎町1番10号

有限会社共栄自工・精工

遠野市東上組町9番20号

有限会社遠野車輛工業

遠野市松崎町白岩字地森40の2

有限会社キンダイチ自動車

遠野市青笹町青笹18地割21番地1

株式会社オールライトエンジニア

遠野市下組町7番29号

有限会社北星自動車工業

遠野市上郷町板沢15地割4番地5

有限会社遠野カーセンター

遠野市松崎町白岩18地割35番地22

株式会社遠野日産

遠野市松崎町白岩19地割41番地1

北日本自動車工業

遠野市上郷町板沢第4地割字長根下66番地の10

小友自動車整備工場

遠野市小友町第13地割198番地3

ホンダギャラリー岩手本店

遠野市松崎町白岩19地割60番地1

有限会社東北自動車工業

遠野市土渕町土渕第16地割字上高橋36番

有限会社アウトバーン遠野

遠野市土渕町土渕16地割132番地

有限会社翼モーター

遠野市松崎町白岩第8地割4番地25

株式会社さかきばらオート

遠野市上組町80番地1

株式会社カークリニック

遠野市青笹町青笹4地割105番地3

株式会社アイアン車体

遠野市青笹町糠前5地割35番地1

誠モータース

遠野市綾織町新里12地割35番1

鱒沢自工

遠野市宮守町下宮守29の85の3

Ｋ’２モータース

遠野市宮守町達曽部16の9の3

サンオートサービス

宮古市津軽石第13地割401番地1

工藤ディーゼル自動車工業株式会社

宮古市太田一丁目1番1号

澤田自動車工業株式会社

宮古市和見町6番25号

東海自動車工業株式会社

宮古市大通3丁目1番17号

株式会社宮古自動車修理工場

宮古市宮町三丁目10の13

和山自動車販売株式会社

宮古市大通三丁目1番13号

株式会社宮古日産

宮古市実田一丁目8番12号

有限会社宮古スバル

宮古市長根二丁目6番14号

株式会社小野寺商会

宮古市宮町4丁目2番15号

有限会社舘京自動車整備工場

宮古市津軽石第9地割86番地

有限会社宮古ホンダ

宮古市宮町四丁目2番8号

金子誠輪社

宮古市長町一丁目9番10号

有限会社千徳自動車整備工場

宮古市上鼻二丁目4番1号

有限会社丸正カーサービス

宮古市田鎖第13地割26番地1

スカイオートギャラリー

宮古市田鎖第9地割2番地1

アスク（ＡＳＫ）

宮古市実田一丁目5番5号

有限会社細越自動車販売

宮古市崎鍬ヶ崎第4地割50番地

宮古オートバイ会館

宮古市長町二丁目7番2号

有限会社オートセンター梅沢 サービス工場

宮古市崎山第1地割1番地2

宮沢自動車塗装有限会社

宮古市宮町4丁目5番29号

株式会社オートサービス

宮古市津軽石第10地割348番地1

ライトニングサービス工場

宮古市根市第2地割35番地9

有限会社カースペースキクチ

宮古市崎山第2地割21番地3

舘下輪店

宮古市津軽石第5地割101番地1

小山田電業株式会社松山整備工場

宮古市松山第7地割17番

崎尾自動車整備工場

宮古市田老字西向山9番地

有限会社東豊自動車整備工場

下閉伊郡山田町大沢第1地割12番地3

有限会社山田自動車整備工場

下閉伊郡山田町豊間根第6地割99番地9

三陸自動車商会有限会社

下閉伊郡山田町織笠第12地割2番地71

内舘自動車整備工場

下閉伊郡山田町長崎二丁目11番29号

後藤自動車整備工場

下閉伊郡山田町船越第10地割32番地7

千代川自動車工業

下閉伊郡山田町大沢第4地割55番地10

マルヨ産業運送株式会社整備工場

下閉伊郡山田町船越第6地割51番地6

東洋自動車修理工場有限会社

下閉伊郡岩泉町岩泉字森の越4の8

有限会社新生自動車整備工場

下閉伊郡岩泉町岩泉字中家20

似内自動車整備工場

下閉伊郡岩泉町岩泉字中家27番地1

有限会社岩泉モータース

下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松41の5

武田モーター

下閉伊郡岩泉町岩泉字中野40番地88

株式会社ミナカワオートサービス

下閉伊郡岩泉町門字名目入35番地1

工藤建設株式会社陸中サービスセンター

下閉伊郡岩泉町小本字大牛内67の5

有限会社工藤自工

下閉伊郡岩泉町尼額字下坪29の3

有限会社竹花自工

下閉伊郡岩泉町穴沢字大宮内43－5

安家自動車整備工場

下閉伊郡岩泉町安家字松林118番地2

小野新重車輛

下閉伊郡岩泉町門字名目入18番地の1

関真モータース

下閉伊郡岩泉町袰綿字稲荷42－7

田野畑自動車工業株式会社

下閉伊郡田野畑村菅窪51番地5

株式会社畠山自動車

下閉伊郡田野畑村松前沢9番地

丸奥自動車工業株式会社

下閉伊郡田野畑村菅窪223番地75

久慈モーター工業株式会社

久慈市中央一丁目62番地

株式会社金子デーゼル商会

久慈市大川目町第1地割20番

有限会社嵯峨自動車商会整備工場

久慈市新中の橋第37地割101番地3

有限会社西モータース

久慈市長内町27－12－1

有限会社下川原自動車整備工場

久慈市田屋町1－28－3

東亜モータース商会

久慈市長内町18－132－26

中田自動車整備工場

久慈市大沢9地割31番地の2

有限会社五林モータース

久慈市長内町22－12－2

有限会社田高自動車整備工場

久慈市長内町8の31の4

昭和自動車整備工場

久慈市宇部町6の35

株式会社中央自工

久慈市山形町川井第7地割22番地

有限会社西野モーター整備工場

久慈市田屋町2地割1番7

久慈ダイハツ販売株式会社サービス工場

久慈市大沢8－2－1

湊自動車整備工場

久慈市湊町第19地割20番地5

ＳＥＩＢＩＣ久慈（久慈自動車整備協業組合） 久慈市畑田26－25－11
サービス工場 久慈市小久慈町27地割60番地

有限会社久慈スズキ自動車販売

三陸ホンダ

久慈市侍浜町北野第10地割83番地

久慈日産チェリー株式会社サービス工場

久慈市夏井町大崎第12地割9番地の4

株式会社カーオートニコー

久慈市大川目町第1地割4番地5

船渡整備工場有限会社

久慈市侍浜町字桑畑第3地割5番地53

ユタカオートサービス

久慈市新中の橋第4地割15番地1

株式会社ケイ・シー・ティー

車検センター 久慈市小久慈町第61地割8番地1

ムラタ自動車整備工場

久慈市小久慈町15地割20番地8

株式会社下幸屋商店

久慈市大川目町第3地割7番地6

オートサービス八木沢

久慈市長内町第37地割19番地14

有限会社大畑建機整備工場

久慈市畑田第26地割231番地

カープラザ久慈

久慈市湊町第21地割28番地2

イッコー有限会社

久慈市長内町第17地割89番地1

有限会社久慈中古車センター

久慈市湊町第16地割15番地2

大沢産業

久慈市長内町第37地割18番地14

株式会社ヒカリ総合交通整備工場

久慈市長内町第17地割13番地9

ＮＳＡ

久慈市大川目町第2地割3番地13

中田自動車鈑金塗装工場

久慈市夏井町鳥谷8－27

南浜モータース

九戸郡野田村大字野田第17地割字小田川157番地

有限会社岩岡自動車工業

九戸郡野田村大字野田第27地割142番地2

有限会社柴田モータース

九戸郡洋野町種市23地割27番地187

有限会社水上自動車整備工場

九戸郡洋野町種市第18地割6の1

種市オートサービスセンター

九戸郡洋野町種市23－118－8

岡本自動車整備工場

九戸郡洋野町種市第7地割35番地2

有限会社ナカノハマ自動車整備工場

九戸郡洋野町中野第6地割47の1

土畑自動車工業

九戸郡洋野町種市第23地割82番地1

八木自動車サービス工場

九戸郡洋野町種市第24地割159番地7

小砂子自動車株式会社

九戸郡洋野町小子内第3地割19番地1

大野自動車整備工場

九戸郡洋野町大野62地割38番地

柏木自動車工業

九戸郡洋野町大野70地割9番地1

有限会社ノダオートサービス

九戸郡洋野町大野第6地割字外山40の2

ダイハツ大野販売サービス工場

九戸郡洋野町大野第61地割字下谷地14番地12

菖蒲澤オートサービス

九戸郡洋野町大野第32地割12番地

舘市整備工場

九戸郡洋野町大野第34地割36番地1

筑波重工株式会社

九戸郡洋野町阿子木第18地割35番地29

大粒来自工

九戸郡洋野町中野第13地割10番地1

有限会社ナガサワ自動車整備工場

下閉伊郡普代村第14地割字宇留部27の3

普代自動車整備工場

下閉伊郡普代村第10地割字羅賀36番地

有限会社ガレージナカタ

下閉伊郡普代村第23地割字小谷地22番地2

有限会社佐々木自動車整備工場

下閉伊郡田野畑村和野15番地24

二戸ボデー

二戸市金田一字馬場47の3

馬渕川整備工場

二戸市金田一字下山井54番地1

有限会社柴田自工

二戸市石切所字船場13の6

有限会社桐明自動車整備工場

二戸市福岡字八幡下59の1

有限会社平賀自動車整備工場

二戸市福岡字長嶺24の14

玉川自動車整備工場

二戸市金田一字駒焼場35の7

有限会社山善自動車工業

二戸市金田一字八ツ長182の1

佐藤車輌株式会社

二戸市仁左平字北井沢41番地

株式会社二戸日産

二戸市堀野字長地8番地1

奥羽ホンダ販売株式会社

二戸市石切所字下平15番地4

大信自動車工業

二戸市似鳥字大向上平55番地9

田村自動車整備工場

二戸市仁左平字横手48番地1

二戸自動車整備協業組合

二戸市福岡字大明神平18番地2

有限会社菅原自動車整備工場

二戸市石切所字諏訪前56番地1

マエサワモータース

二戸市大字米沢字家ノ上52番地7

尻口自動車整備工場

二戸市堀野字小清水4番9号

田畑自動車整備工場

二戸市福田字川袋20の1

有限会社カーサービス山本

二戸市金田一字上田面80番地

アラキダ自動車整備工場

二戸市下斗米字八日市101の3

平野自動車整備工場

二戸市福岡字尻子内下平24－5

有限会社二戸スズキ自動車

二戸市金田一字上田面183番地2

有限会社カーネットワークバイパス店

二戸市米沢字長瀬70番地1

有限会社工藤車体第二工場

二戸市金田一字上平93番地

株式会社ヤマモト

二戸市堀野字長地31番地2

小林自動車整備工場

二戸市上斗米字小平40－2

トウボリモータース

二戸市米沢字荒谷36の1

村上モータース

二戸市福岡字下町33番地

株式会社オートプランナー

二戸市米沢字下村133番地2

株式会社菅文かんぶんスーパーステーション金田一工場

二戸市金田一字上田面78番地

サンライズサービス工場

二戸市堀野字上東92番地4

有限会社カーメイク二戸

二戸市堀野字大川原毛127番地2

カーファクトリーイズミ有限会社

二戸市堀野字道ノ上21番地1

ダイハツ福岡販売

二戸市福岡字八幡下44

株式会社オートウェーブ

二戸市米沢字下村109番地2

有限会社田口自動車整備工場

二戸市浄法寺町岩渕4番地8

株式会社山末モータース

二戸市浄法寺町サイカツ田5番地21

畑山オートボデー

二戸市浄法寺町漆沢上平10番地1

漆田自動車整備工場

二戸市浄法寺町漆沢28番地

堀内自動車

二戸市浄法寺町岡本前田28－8

有限会社安代自動車整備工場

八幡平市寺志田86番地の3

株式会社小山田商店自動車整備部

八幡平市清水67－4

金沢自動車工業

八幡平市石名坂57の1

サンキューオート

八幡平市殿坂下夕46－5

有限会社カーランド

二戸郡一戸町一戸字蒔前16の1

有限会社高山自動車整備工場

二戸郡一戸町一戸字向町60－2

有限会社一戸自動車整備工場

二戸郡一戸町一戸字越田橋26の2

小鳥谷自動車整備工場

二戸郡一戸町西法寺字舘越37番9

株式会社奥中山オートサービス

二戸郡一戸町中山字大塚261番の3

中山自動車整備工場

二戸郡一戸町中山字大塚248の1

奥羽ホンダ販売一戸

二戸郡一戸町西法寺字稲荷25番地の19

有限会社一戸商事

二戸郡一戸町一戸字上野162番地5

株式会社カーランドヒロ

二戸郡一戸町一戸字北舘117番地22

万栄自工

二戸郡一戸町女鹿字新田39番地1

有限会社中山運送整備工場

二戸郡一戸町中山字軽井沢116番地1

工藤自動車整備工場

九戸郡軽米町大字軽米第7地割43番地

下又輪業

九戸郡軽米町大字軽米3の72の1

有限会社ヨロズ自動車整備工場

九戸郡軽米町大字軽米第4地割78番地1

高常自動車工業株式会社

九戸郡軽米町大字軽米13－115の2

岩手ホンダ北販売

九戸郡軽米町大字軽米13地割17番地1

軽米店

田端自動車整備工場

九戸郡軽米町大字晴山5－84－3

羽柴自動車

九戸郡軽米町大字上舘第30地割上増子内3－2

有限会社柴藤自動車

九戸郡九戸村大字伊保内11－31－2

有限会社九戸自動車整備工場

九戸郡九戸村大字伊保内第23地割字五の八景53番地1

谷地モータース

九戸郡九戸村大字戸田21－143

下斗米自動車

九戸郡九戸村大字長興寺第3地割12番地14

高崎自動車整備工場

九戸郡九戸村大字小倉第4地割字沢口20番地

九戸オートサービス

九戸郡九戸村大字長興寺10地割43番地1

カーヴィレッジ保大木

九戸郡九戸村大字伊保内第6地割51番地2

