


ユーザー様へ

愛車を末永く快適に使うため、国の認証を受けた

工場による定期的な点検を実施され、安心・安全

なカーライフを送りましょう。

当会では、キャンペーン参加工場で定期点検整備

を実施された際にバッテリー・タイヤ等の交換時

に利用できる『自動車整備券１０，０００円分』

のプレゼントキャンペーンを実施しております。

この機会にぜひ定期点検整備の実施をお願いいた

します。

なお、キャンペーン参加工場の一覧は別添にて

ご覧ください。



認証
番号

支部2 事業場名１ 事業場名２ 事業場住所 ℡

2771 前橋 Honda Cars群馬中央 U-Select前橋 前橋市元総社町521番地3 027-251-3221

3343 前橋 Volkswagen前橋天川 前橋市天川大島町1-7-10 027-223-5411

2571 前橋 ガレージスターフィールド 前橋市新井町8-4 027-268-3611

1457 前橋 ネッツトヨタ群馬㈱ 前橋おおしま店 前橋市天川大島町111 027-261-5905

3143 前橋 ネッツトヨタ群馬㈱ 本社うつぼい店 前橋市笂井町456-13 027-290-4564

3664 前橋 ネッツトヨタ群馬㈱ 前橋みなみモール店 前橋市鶴光路町143番地8 027-290-3311

2665 前橋 ネッツトヨタ高崎㈱ 前橋はこだ店 前橋市箱田町580 027-253-1815

2842 前橋 ネッツトヨタ高崎㈱ 前橋かたかい店 前橋市西片貝町5-24-11 027-221-2211

3013 前橋 レクサスCPO前橋 前橋市上長磯町304-1 027-261-3337

3689 前橋 ㈱どう楽車 前橋市西善町708番地1 027-267-7099

1980 前橋 ㈱武藤自動車 前橋市小屋原町1631-2 027-266-5150

2813 前橋 吉澤自動車工業 前橋市横沢町17-3 027-283-2589

628 前橋 協和自動車㈲ 前橋市三俣町2丁目1-3 027-231-9008

1041 前橋 群馬トヨタ自動車㈱ 前橋天川大島店 前橋市天川大島町1034 027-263-1551

2155 前橋 群馬トヨタ自動車㈱ 前橋大友店 前橋市大友町3-1-6 027-252-3211

2379 前橋 群馬トヨタ自動車㈱ 前橋下小出店 前橋市下小出町二丁目34番1 027-234-1661

483 前橋 群馬トヨペット㈱ 前橋石倉店 前橋市石倉町2丁目6-5 027-251-5125

1301 前橋 群馬トヨペット㈱ 前橋天川大島店 前橋市天川大島町1-14-3 027-224-5811

2915 前橋 群馬トヨペット㈱ 前橋上小出店 前橋市上小出町3-13-11 027-232-1911

2608 前橋 群馬三菱自動車販売㈱ 前橋北店 前橋市荒牧町一丁目39番地10 027-234-5151

2972 前橋 群馬三菱自動車販売㈱ 前橋南店 前橋市公田町669-13 027-265-2880

633 前橋 群馬三菱自動車販売㈱ 前橋東店 前橋市野中町31-1 027-261-7272

478 前橋 群馬日産自動車㈱ 前橋総社店 前橋市総社町一丁目9番地20 027-251-0115

1430 前橋 群馬日産自動車㈱ 前橋城東店 前橋市城東町一丁目6番地の8 027-235-1523

1988 前橋 群馬日産自動車㈱ 前橋東部ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 前橋市西片貝町四丁目24番地1 027-243-7111

2369 前橋 群馬日産自動車㈱ 前橋光が丘店 前橋市小相木町564番地1 027-253-3723

2250 前橋 狩野自動車整備工場 前橋市富士見町石井1001 027-288-3665

2465 前橋 小野自動車㈲ 前橋市亀泉町330-5 027-269-2235

1437 前橋 城武自動車㈱ 前橋市富士見町原之郷745-1 027-288-4008

571 前橋 富士スバル㈱ 新前橋店 前橋市古市町218 027-251-3311

1524 前橋 富士スバル㈱ 前橋５０号店 前橋市天川大島町1-5-22 027-224-5184

2080 前橋 富士スバル㈱ 前橋かわはら店 前橋市川原町二丁目8番地12 027-233-1151

3212 前橋 富士スバル㈱ テクニカルセンター 前橋市泉沢町1156番地 027-268-2333

2939 前橋 ㈲オブチオート 前橋市上沖町253番地の1 027-235-5015

2131 前橋 ㈲船津自動車 前橋市富士見町原之郷1950-1 027-288-5544

2935 高崎 アヅマ自動車㈱ 高崎市箕郷町矢原1062-155 027-371-6974

3171 高崎 くるまクラブ 高崎市倉渕町岩永574-2 027-341-5299

2503 高崎 タカイチオート㈲ 高崎市島野町1126-1 027-352-1003

586 高崎 ﾃｸﾉｼｮｯﾌﾟ㈲ヴィーグラ 高崎市石原町502番地1 027-323-8253

1803 高崎 トヨタカローラ高崎㈱ 高崎駅西口店 高崎市新田町3-3 027-325-2866

2415 高崎 トヨタカローラ高崎㈱ 高崎インター京目店 高崎市京目町字殿田134-1 027-352-6811

2449 高崎 トヨタカローラ高崎㈱ 問屋町店 高崎市問屋町西1丁目2-9 027-363-2411

2450 高崎 トヨタカローラ高崎㈱ 群馬町すがや店 高崎市菅谷町210 027-373-6811

3123 高崎 トヨタカローラ高崎㈱ クルマックス高崎 高崎市上小塙町25-2 027-344-2311

1603 高崎 ネッツトヨタ群馬㈱ 高崎おおやぎ店 高崎市小八木町310-5 027-362-2211

2535 高崎 ネッツトヨタ群馬㈱ 高崎駅東口店 高崎市上中居町50番地1 027-310-1117

2627 高崎 ネッツトヨタ高崎㈱ 高崎とんやまち店 高崎市緑町4-1-1 027-363-1515

3066 高崎 ネッツトヨタ高崎㈱ 高崎かみなかい店 高崎市上中居町491-1 027-324-5151

1024 高崎 羽鳥モータース 高崎市沖町甲6 027-343-6071

1952 高崎 羽鳥自動車整備工場 高崎市宿大類町1371 027-352-4142

498 高崎 横塚自動車工業㈱ 高崎市上佐野町288 027-322-3093

1262 高崎 笠原モータース 高崎市石原町3357 027-323-0612

2841 高崎 ㈱トヨナガ 小八木工場 高崎市小八木町788 027-370-5011

119 高崎 ㈱清水自動車ボデー製作所 高崎市倉賀野町2458-3 027-347-3322

3052 高崎 群馬トヨタ自動車㈱ 高崎東町店 高崎市東町80番地 027-323-8567

114 高崎 群馬トヨタ自動車㈱ 高崎インター島野店 高崎市島野町890-22 027-353-2611

1438 高崎 群馬トヨタ自動車㈱ 高崎問屋町店 高崎市問屋町4-6-1 027-362-0211

2218 高崎 群馬トヨタ自動車㈱ 高前バイパス店 高崎市正観寺町240 027-362-5168

2536 高崎 群馬トヨタ自動車㈱ 高崎倉賀野店 高崎市倉賀野町3109-1 027-346-2811
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2953 高崎 群馬トヨタ自動車㈱ フォルクスワーゲン高前 高崎市正観寺町226番地2 027-370-5111

3316 高崎 群馬トヨタ自動車㈱ レクサス高崎 高崎市飯塚町365番１ 027-370-1313

1426 高崎 群馬トヨペット㈱ ヴィーパーク高崎店 高崎市引間町1069 027-372-8211

1051 高崎 群馬トヨペット㈱ 高崎並榎店 高崎市並榎町31-1 027-362-1511

2207 高崎 群馬トヨペット㈱ 高崎上大類店 高崎市上大類町901 027-352-3211

2434 高崎 群馬トヨペット㈱ 群馬町テクノセンター 高崎市引間町1010-1 027-373-8421

2516 高崎 群馬トヨペット㈱ 高崎佐野店 高崎市和田多中町10-18 027-323-0111

523 高崎 群馬三菱自動車販売㈱ 高崎市小八木町1660 027-361-2222

1418 高崎 群馬日産自動車㈱ Ｋｉｔ－Ｒ高前 高崎市中尾町467番地 027-361-7311

2366 高崎 群馬日産自動車㈱ 高崎倉賀野店 高崎市倉賀野町570番地1 027-346-5523

1495 高崎 後閑商店㈲ 高崎市十文字町164 027-374-2302

1900 高崎 高橋自動車商会 高崎市中里見町猪の毛1749-8 027-344-0879

2173 高崎 高崎自動車整備協同組合 高崎市菊地町469-1 027-343-5136

1229 高崎 高崎菱和自動車販売㈱ 高崎市南大類町598-3 027-352-5522

1486 高崎 三山整備㈱ 高崎市塚田町182 027-373-1324

1660 高崎 松沢モータース 高崎市箕郷町矢原8-3 027-371-2205

1679 高崎 石川モータース 高崎市下大島町475番地1 027-343-2057

1929 高崎 川浦自動車整備工場 高崎市箕郷町東明屋429-3 027-371-2703

994 高崎 善如寺自動車㈱ 高崎市下之城町936番地14 027-323-9336

1866 高崎 相原自動車工業 高崎市下滝町828 027-352-1305

538 高崎 富士スバル㈱ 高崎倉賀野店 高崎市倉賀野町418 027-346-1361

1800 高崎 富士スバル㈱ 高崎問屋町店 高崎市緑町4-5-3 027-361-2301

1028 高崎 福島モータース 高崎市箕郷町金敷平332 027-371-2222

1441 高崎 ㈲アオヤマ自動車 高崎市箕郷町柏木沢409-1 027-371-2704

1891 高崎 ㈲ウイングハギワラ 高崎市三ツ寺町1185番地1 027-373-0162

3610 高崎 ㈲エスジーオート 高崎市下小塙町1579番1 027-343-2352

1401 高崎 ㈲カサハラ自動車販売 高崎市箕郷町下芝756-5 027-371-2121

1734 高崎 ㈲井出商事 高崎市井出町1652-2 027-373-1024

1408 高崎 ㈲関口自動車 高崎市箕郷町上芝852-4 027-371-2001

1228 高崎 ㈲松村自動車整備工場 高崎市上佐野町647-1 027-323-7533

504 高崎 ㈲双葉自動車 高崎市並榎町359 027-322-1348

1539 高崎 ㈲太陽自動車整備工場 高崎市棟高町1868番地の99 027-373-0239

1867 高崎 ㈲長谷川モータース 高崎市菊地町298-2 027-343-0825

996 高崎 ㈲田島自動車 高崎市下室田町1888-1 027-374-1045

1574 高崎 ㈲八高自動車 高崎市八幡町694 027-343-0051

2495 高崎 ㈲木戸原モータース 高崎市中室田町1875-3 027-374-2307

995 高崎 陽光自動車㈲ 高崎市上並榎町393 027-362-2288

3288 桐生 Garage藤掛屋 みどり市笠懸町西鹿田709-45 0277-76-8060

2858 桐生 Honda Cars群馬中央 桐生バイパス店 桐生市広沢町5-1397-1 0277-54-5981

3443 桐生 Honda Cars群馬中央 みどり笠懸店 みどり市笠懸町久宮42-1 0277-40-5050

3624 桐生 Volkswagen桐生 桐生市宮前町二丁目1913番地4 0277-40-1511

3135 桐生 オートウェイ 大間々店車検整備センター みどり市大間々町大間々1756-2 0277-70-1411

1948 桐生 カーコンビニ倶楽部 Ｐit桐生 桐生市新里町新川638番2 0277-74-3288

1893 桐生 ネッツトヨタ群馬㈱ 桐生店 桐生市宮前町2-3-15 0277-44-7001

2662 桐生 ネッツトヨタ高崎㈱ 桐生ひろさわ店 桐生市広沢町3-3781-1 0277-53-1515

2303 桐生 ㈱キャニオンモーター 桐生市菱町3丁目1973 0277-47-2344

1498 桐生 ㈱峰岸自動車 桐生市新里町武井514-1 0277-74-8244

1664 桐生 群馬トヨタ自動車㈱ 桐生バイパス店 桐生市広沢町五丁目1520番地 0277-52-5212

2916 桐生 群馬トヨタ自動車㈱ 笠懸５０号店 みどり市笠懸町鹿3108 0277-76-1160

596 桐生 群馬トヨペット㈱ 桐生駅前店 桐生市宮前町2-4-17 0277-22-0511

646 桐生 群馬三菱自動車販売㈱ 桐生店 桐生市境野町2-776 0277-44-5812

597 桐生 群馬日産自動車㈱ 桐生店 桐生市堤町三丁目7番3号 0277-22-7111

131 桐生 春山自動車工業㈱ 桐生市新宿3丁目2-10 0277-44-8082

956 桐生 倉澤モータース 桐生市新里町山上521 0277-74-8056

395 桐生 富士スバル㈱ 桐生店 桐生市広沢町1-2512 0277-52-0175

2993 桐生 ㈲オートサービス・セヤ 桐生市新里町鶴ケ谷494-8 0277-74-0555

1462 桐生 ㈲オートフジヤマ 桐生市新里町新川749-9 0277-70-2117

3346 桐生 ㈲リミックス みどり市笠懸町阿左美2843-21 0277-40-5023

2233 桐生 ㈲桐栄オートサービス みどり市笠懸町阿左美3299番1 0277-76-5266

919 桐生 ㈲大川モータース 桐生市境野町7丁目1722-7 0277-44-1278

2661 桐生 ㈲竹内自動車 桐生市広沢町六丁目887番地1 0277-52-3201

2866 伊勢崎 Honda Cars群馬中央 伊勢崎南店 伊勢崎市連取町3312番地6 0270-23-2526



3179 伊勢崎 セキチュー伊勢崎茂呂店 ピットサービス車検センター 伊勢崎市南千木町2386-3 0270-50-8313

1651 伊勢崎 トヨタカローラ高崎㈱ 伊勢崎つなとり店 伊勢崎市連取町3077-26 0270-25-7655

2880 伊勢崎 トヨタカローラ高崎㈱ 伊勢崎とようけ店 伊勢崎市山王町1563-1 0270-32-3993

2559 伊勢崎 ネッツトヨタ群馬㈱ 伊勢崎ひので店 伊勢崎市日乃出町378-2 0270-25-8534

2745 伊勢崎 ネッツトヨタ高崎㈱ 伊勢崎つなとり店 伊勢崎市連取町921-1 0270-23-1919

2897 伊勢崎 ネッツトヨタ高崎㈱ 玉村かみのて店 佐波郡玉村町大字上之手1525-1 0270-65-1515

476 伊勢崎 ハヤブサ自動車㈲ 伊勢崎市境女塚87-1 0270-74-1011

2871 伊勢崎 一場自動車㈱ 伊勢崎市堀下町1343 0270-62-7283

1608 伊勢崎 岡田自動車 伊勢崎市富塚町2379-12 0270-32-0342

3214 伊勢崎 ㈱トヨナガ 伊勢崎工場 伊勢崎市韮塚町1200-2 0270-40-5581

3497 伊勢崎 ㈱マツムラ自動車販売 伊勢崎市田部井町三丁目2118番地2 0270-63-0805

1543 伊勢崎 ㈱松島自動車 伊勢崎市宮子町943番地1 0270-30-1385

1859 伊勢崎 群馬トヨタ自動車㈱ 伊勢崎日乃出店 伊勢崎市日乃出町553-2 0270-26-3511

2901 伊勢崎 群馬トヨタ自動車㈱ 伊勢崎つなとり店 伊勢崎市連取町3062番地 0270-26-5451

3476 伊勢崎 群馬トヨタ自動車㈱ Volkswagen伊勢崎 伊勢崎市韮塚町1179番5 0270-30-8000

1487 伊勢崎 群馬トヨペット㈱ 伊勢崎日乃出店 伊勢崎市日乃出町1038-28 0270-24-8611

3026 伊勢崎 群馬トヨペット㈱ 伊勢崎宮子店 伊勢崎市宮子町3427-13 0270-26-5411

2333 伊勢崎 群馬三菱自動車販売㈱ 伊勢崎店 伊勢崎市日乃出町424番地 0270-24-0963

1850 伊勢崎 群馬日産自動車㈱ 伊勢崎連取店 伊勢崎市連取町3314番地2 0270-25-8523

2831 伊勢崎 群馬日産自動車㈱ 伊勢崎あずま店 伊勢崎市三室町6230番地 0270-63-1723

1128 伊勢崎 富士スバル㈱ 伊勢崎つなとり店 伊勢崎市連取本町9番地2 0270-26-5445

2739 伊勢崎 富士スバル㈱ 伊勢崎日乃出店 伊勢崎市日乃出町481番地1 0270-24-3422

1517 伊勢崎 ㈲三上オート工業 伊勢崎市喜多町35-3 0270-25-5641

2202 伊勢崎 ㈲新清自動車工業 伊勢崎市波志江町396-1 0270-24-0327

1831 伊勢崎 ㈲北原自動車 伊勢崎市連取町1914-1 0270-25-0336

3460 太田 ＦＫエンジニアリング㈱ 太田市東金井町1142番1 0276-20-2072

3181 太田 GNホールディングス㈱ アウディ太田 太田市南矢島町916番地1 0276-38-8888

3115 太田 Honda Cars伊勢崎 新田店 太田市新田市野井町770-1 0276-40-9102

2118 太田 Honda Cars群馬中央 太田新島店 太田市新島町649番地1 0276-45-7616

3680 太田 Honda Cars群馬中央 太田高林店 太田市高林東町1386番地 0276-55-3373

2800 太田 Honda Cars前橋 太田西矢島店 太田市西矢島町177-3 0276-47-0151

2325 太田 Honda Cars大泉 大泉店 邑楽郡大泉町東小泉二丁目19番19号 0276-62-2451

3311 太田 イエローハット 太田店 太田市西矢島町162-2 0276-60-2900

2573 太田 いずみオートピア 邑楽郡大泉町仙石二丁目26番20号 0276-63-6626

2037 太田 オートセールス龍 太田営業所 太田市末広町1227-4 0276-38-2031

3116 太田 オートバックス １２２太田 太田市内ヶ島町933 0276-47-0189

3076 太田 オ－トサ－ビス川田 太田市東金井町905-1 0276-25-2755

3234 太田 コバック太田 小舞木店 太田市小舞木町380番地 0276-60-3611

3766 太田 ジョイフル車検・タイヤセンター 新田店 太田市新田市野井町592番地13 0276-40-9990

2974 太田 トヨタカローラ群馬㈱ 大泉店 邑楽郡大泉町西小泉四丁目23番25号 0276-20-0088

1405 太田 トヨタカローラ群馬㈱ 太田西本町店 太田市西本町40-30 0276-32-2522

2267 太田 トヨタカローラ群馬㈱ 太田西新町店 太田市西新町94-2 0276-31-6111

1779 太田 ネッツトヨタ群馬㈱ 太田りゅうまい店 太田市龍舞町1570 0276-45-3521

2752 太田 ネッツトヨタ群馬㈱ 大泉店 邑楽郡大泉町東小泉2-18-27 0276-63-7616

2938 太田 ネッツトヨタ群馬㈱ 新田店 太田市新田市野井415-1 0276-57-3555

3322 太田 ネッツトヨタ群馬㈱ 太田50号店 太田市東新町67 0276-25-2550

2955 太田 ネッツトヨタ高崎㈱ 大泉さかた店 邑楽郡大泉町大字古氷214 0276-62-1504

2668 太田 ネッツトヨタ高崎㈱ 太田やじま店 太田市西矢島町704-1 0276-46-4433

1222 太田 ホンダ四輪販売太田西店 太田市新道町101 0276-32-0351

3203 太田 マツダオートザム太田 太田市小舞木町286番地 0276-46-6460

2203 太田 ミツワモータース 邑楽郡大泉町大字古海2252 0276-62-3507

2235 太田 みやま自動車 太田市新田中江田町1431 0276-56-3359

3733 太田 モータースポーツショップターゲット 太田市台之郷町347番3 0276-46-6705

2150 太田 ワシントンモーターズ㈱ 太田市新田小金井町321-18 0276-57-5511

2461 太田 井上商店 太田市西新町9-7 0276-31-0265

168 太田 羽鳥モータース 邑楽郡大泉町東小泉二丁目8-30 0276-62-2010

2135 太田 沖自動車工業所 太田市沖之郷町550-3 0276-46-3706

1134 太田 ㈱エフティビィ 太田市西矢島町160-1 0276-47-1311

1879 太田 ㈱スズキ自販群馬 スズキアリーナ太田南矢島 太田市南矢島町458-4 0276-38-1100

3391 太田 ㈱トヨナガ 太田店 太田市龍舞町5020 0276-30-1711

2909 太田 ㈱ナイス 太田市新田金井町220-1 0276-57-4300

2820 太田 ㈱モトーレン群馬 太田店 太田市龍舞町2791-1 0276-46-6611



2520 太田 ㈱ヤナセ 太田支店 太田市龍舞町1618-1 0276-45-2440

2507 太田 ㈱関東マツダ 太田店 太田市飯塚町1630-1 0276-46-4594

2178 太田 ㈱金谷自動車工業 太田市西新町103-4 0276-31-0290

1069 太田 ㈱金谷商会 太田市福沢町168-1 0276-38-1715

822 太田 ㈱栗原モータース 太田市本町40番18号 0276-25-2766

2878 太田 ㈱三栄自動車 太田市スバル町1-1 0276-26-2629

1520 太田 ㈱大竜自動車 太田市龍舞町2010-1 0276-45-8448

1470 太田 ㈱日産サティオ群馬 太田店 太田市藤阿久町919 0276-31-4111

2746 太田 ㈱日産サティオ群馬 大泉店 邑楽郡大泉町朝日2-31-9 0276-62-3241

454 太田 ㈱鈴木モータース 邑楽郡大泉町富士1丁目8番10号 0276-62-2212

1354 太田 関東いすゞ自動車㈱ 太田・大泉支店 邑楽郡大泉町仙石三丁目25番2号 0276-61-0800

1580 太田 久保田自動車整備工場 太田市龍舞町209-1 0276-45-4170

620 太田 栗原自動車 太田市尾島町187番地3 0276-52-0351

1772 太田 群馬ダイハツ自動車㈱ 太田店 太田市西矢島町613-1 0276-45-8267

3699 太田 群馬ダイハツ自動車㈱ 太田50号店 太田市東新町376番地 0276-57-6680

530 太田 群馬トヨタ自動車㈱ 太田竜舞店 太田市龍舞町1560 0276-45-2150

3201 太田 群馬トヨタ自動車㈱ 太田４０７号店 太田市西矢島町619-1 0276-60-1822

3317 太田 群馬トヨタ自動車㈱ レクサス太田 太田市西矢島町689-1 0276-40-1211

574 太田 群馬トヨペット㈱ 太田内ヶ島店 太田市内ヶ島町904 0276-45-4181

2919 太田 群馬トヨペット㈱ 大泉店 邑楽郡大泉町大字寄木戸字東原938-1 0276-62-1151

3187 太田 群馬トヨペット㈱ ヴィーパーク太田店 太田市飯塚町980番地3 0276-30-3211

3675 太田 群馬トヨペット㈱ 太田テクノセンター 太田市西新町4番2号 0276-31-1221

2498 太田 群馬三菱自動車販売㈱ 太田店 太田市石原町246-1 0276-45-1187

833 太田 群馬日産自動車㈱ Ｋit－Ｒ太田 太田市飯田町143番地5 0276-46-1151

2918 太田 群馬日野自動車㈱ 太田流通センター支店 太田市清原町4-8 0276-37-8211

1673 太田 三菱ふそうトラック・バス㈱北関東ふそう 太田支店 太田市龍舞町510 0276-45-2181

1519 太田 車検センターアカオ 太田市東本町38-1 0276-25-8359

2313 太田 赤澤自動車整備工場 太田市新田木崎町951-1 0276-56-2705

1472 太田 村岡自動車修理工場 太田市東金井町417-8 0276-22-1934

2543 太田 太陽自動車㈱ 太田市東長岡町1786-4 0276-46-4171

1974 太田 渡辺自動車 太田市大島町1016-6 0276-25-3621

2677 太田 東毛三菱自動車販売㈱ 太田店 太田市内ケ島町2000 0276-46-7700

629 太田 日産プリンス群馬販売㈱ 太田店 太田市内ヶ島町208番地6 0276-46-1131

175 太田 富士スバル㈱ 太田店 太田市飯塚町1620-1 0276-45-3986

1718 太田 富士スバル㈱ 大泉店 邑楽郡大泉町西小泉5-2-16 0276-62-4521

2480 太田 富士スバル㈱ 太田西店 太田市西新町44番地4 0276-31-7001

2865 太田 富士スバル㈱ 太田５０号店 太田市東新町368-2 0276-37-3222

2257 太田 宝寿自動車 太田市西新町111-24 0276-31-4764

1613 太田 茂木自動車 太田市岩松町134-6 0276-52-1466

3086 太田 ㈲ケーエム自動車 太田市新田金井町474-1 0276-57-3569

2504 太田 ㈲ボディーショップ岡﨑 サービス工場 太田市龍舞町2243番1 0276-30-2620

3509 太田 ㈲ボディーショップ岡﨑 太田市龍舞町2258番地1 0276-30-2620

2508 太田 ㈲広瀬総合自動車 太田市新田市野井町530-1 0276-57-3380

3345 太田 ㈲高山石油 車検センター 太田市熊野町36-5 0276-40-2539

455 太田 ㈲山鹿自動車整備工場 太田市世良田町1066 0276-52-1040

2180 太田 ㈲寺内自動車工場 太田市八重笠町465-2 0276-45-7506

1801 太田 ㈲赤石重機 太田市新田市野井町387-2 0276-57-4334

1863 太田 ㈲早川自動車 太田市下浜田町1252 0276-45-3698

2227 太田 ㈲中川自動車販売 太田市西本町13-4 0276-31-7300

1853 太田 ㈲塚越自動車商会 太田市飯塚町1367 0276-45-8327

1198 太田 ㈲飯田モータース 太田市鳥山上町1547-15 0276-37-2121

1701 太田 ㈲富士協栄 太田市庄屋町1-1 0276-45-5733

2847 太田 ㈲富士協栄 大泉整備工場 邑楽郡大泉町いずみ1-1-1 0276-48-3428

2265 太田 ㈲木村自動車 太田市新島町337-3 0276-46-1525

1634 館林 Honda Cars群馬中央 館林富士見町店 館林市富士見町6-1 0276-74-2234

2905 館林 Honda Cars群馬中央 館林つつじが岡店 館林市上赤生田町4395 0276-75-1213

2653 館林 イナバ・オート・サービス 邑楽郡千代田町萱野1183-3 0276-86-2665

1789 館林 オートパル西邑楽 邑楽郡邑楽町大字狸塚377番地の6 0276-88-5509

2443 館林 オバナ自動車 館林市大街道1-7-37 0276-74-3307

3631 館林 ジョイフル車検・タイヤセンター 千代田店 邑楽郡千代田町大字萱野813番地1 0276-55-8666

2023 館林 セントラル自動車 館林市新宿2丁目6番2号 0276-73-4565



2447 館林 ネッツトヨタ群馬㈱ 館林店 館林市美園町8-16 0276-74-7401

2810 館林 ネッツトヨタ高崎㈱ 館林あこうだ店 館林市上赤生田町4398番地 0276-75-1919

723 館林 ネモト自動車㈱ 邑楽郡板倉町大字岩田878 0276-82-1231

2458 館林 ミリーズガレージ 邑楽郡邑楽町大字篠塚1642番1 0276-88-1142

2145 館林 越沢自動車 館林市当郷町242 0276-73-5757

2497 館林 横山自動車整備工場 館林市上赤生田町4431 0276-74-7052

2889 館林 ㈱カンノ自動車 館林市千代田町2-36 0276-73-5503

3508 館林 ㈱サークルコーポレーション 館林市富士原町1241番地189 0276-55-2211

3090 館林 ㈱スズキ自販群馬 スズキアリーナ館林松原 館林市松原3-21-14 0276-70-7123

1723 館林 ㈱高野自動車 館林市近藤町557番地の2 0276-73-0624

209 館林 ㈱山陽自動車 館林市青柳町1583 0276-74-1611

716 館林 ㈱小浦商店 館林市緑町1丁目31-5 0276-74-2341

725 館林 間仲モータース 邑楽郡千代田町大字赤岩200-4 0276-86-2043

1838 館林 関東自修 邑楽郡千代田町赤岩3241-7 0276-86-2457

2463 館林 群馬トヨタ自動車㈱ 館林インター店 館林市羽附町666-1 0276-74-7555

1209 館林 群馬トヨペット㈱ 館林青柳店 館林市青柳町1061 0276-73-0131

1463 館林 群馬三菱自動車販売㈱ 館林店 館林市富士原町1097 0276-72-0192

1911 館林 群馬日産自動車㈱ 館林店 館林市赤土町58番地の1 0276-73-1123

2824 館林 群馬日産自動車㈱ 邑楽大泉店 邑楽郡邑楽町大字篠塚3351番地21 0276-89-0276

2048 館林 小曽根自動車整備工場 館林市千塚町161 0276-77-1663

1068 館林 成島自動車整備工場 館林市成島町1165-115 0276-72-2705

1359 館林 増田モーターサイクル 邑楽郡板倉町大字岩田2376-4 0276-82-0280

1721 館林 大谷自動車整備工場 邑楽郡千代田町大字下中森197-2 0276-86-2949

1959 館林 中島自動車 邑楽郡千代田町赤岩谷中2503 0276-86-2705

1393 館林 長谷川自動車 館林市赤生田本町1512-3 0276-72-4134

2528 館林 内田自動車整備工場 邑楽郡千代田町下中森261-2番地 0276-86-2196

2904 館林 富士スバル㈱ 館林店 館林市松原3-14-8 0276-75-1441

480 館林 ㈲エハラモータース 館林市松原3丁目10-10 0276-72-1409

1473 館林 ㈲サイトウ 館林市羽附町1743 0276-72-2077

1403 館林 ㈲館林オート 館林市大谷町986-1 0276-72-1620

2281 館林 ㈲宮自動車 館林市赤生田本町1485-3 0276-74-3389

732 館林 ㈲栗原モータース 邑楽郡邑楽町狸塚310番地の5 0276-88-0670

1120 館林 ㈲今泉自動車整備工場 邑楽郡千代田町新福寺738-1 0276-86-3263

711 館林 ㈲小林自動車商会 邑楽郡板倉町大字飯野1493 0276-82-0168

2017 館林 ㈲松本自動車 邑楽郡千代田町大字舞木121 0276-86-3279

1704 館林 ㈲新栄自動車 邑楽郡邑楽町大字中野1438-4 0276-88-7081

2740 館林 ㈲白石オートプロダクト 邑楽郡千代田町上五箇813-7 0276-86-2623

216 館林 ㈲木村モータース 邑楽郡明和町田島594 0276-84-2323

1013 館林 ㈲落合自動車 邑楽郡明和町大輪1743-1 0276-84-2029

282 館林 落合モータース㈱ 館林市新宿1丁目2-16 0276-74-0887

1181 安中 トヨタカローラ高崎㈱ 国道18号やわた店 安中市板鼻13-1 027-381-1300

1528 安中 トヨタカローラ高崎㈱ 安中バイパス店 安中市安中2363 027-382-1335

2444 安中 ネッツトヨタ群馬㈱ 安中いたはな店 安中市板鼻173-2 027-382-5211

2196 安中 群馬トヨタ自動車㈱ 安中杉並木店 安中市原市下原623 027-382-0411

2053 安中 群馬トヨペット㈱ 安中板鼻店 安中市岩井2460-2 027-381-3411

2888 安中 群馬日産自動車㈱ 安中高崎西店 安中市板鼻176番地1 027-380-1523

2968 安中 佐藤自動車サービス 安中市上間仁田399-1 027-381-4284

1157 安中 塚田自動車整備工場 安中市原市411番地1 027-381-0157

3759 安中 ㈲有坂自動車整備工場 安中市高別当349番地1 027-381-1714

2907 甘楽 Honda Cars富岡 富岡店 富岡市七日市157-1 0274-62-1721

3148 甘楽 オートウェイ 富岡バイパス店車検センター 富岡市富岡2318 0274-64-5620

3372 甘楽 カーサービス ヨシダ 甘楽郡甘楽町大字上野218-1 0274-74-3440

1532 甘楽 トヨタカローラ高崎㈱ 富岡七日市店 富岡市七日市370番1 0274-62-0181

2822 甘楽 ネッツトヨタ群馬㈱ 富岡いちのみや店 富岡市一ノ宮1713-1 0274-63-1411

3350 甘楽 ネッツトヨタ高崎㈱ 富岡バイパス店 富岡市黒川704-1 0274-64-5151

2386 甘楽 モテキオート 富岡市君川169-1 0274-63-7621

130 甘楽 ㈱中山自動車整備工場 富岡市下黒岩628-1 0274-62-0537

1858 甘楽 群馬トヨタ自動車㈱ 富岡バイパス店 富岡市黒川705-1 0274-62-4105

1762 甘楽 群馬トヨペット㈱ とみおか店 富岡市富岡2755番地 0274-63-1491

2445 甘楽 群馬三菱自動車販売㈱ 富岡店 富岡市下黒岩600-4 0274-64-0711

1699 甘楽 群馬日産自動車㈱ 富岡店 富岡市七日市253番地1 0274-63-1141

1442 甘楽 富士スバル㈱ 富岡店 富岡市曽木105 0274-62-3535



2228 甘楽 ㈲阿久津自動車整備工場 富岡市桑原756 0274-63-2200

2224 甘楽 ㈲丸山自動車 富岡市相野田479-1 0274-62-4211

1678 甘楽 ㈲金田自動車 甘楽郡甘楽町善慶寺1078 0274-74-2533

339 甘楽 ㈲池田自動車工業 富岡市富岡2409-2 0274-62-0665

2260 多野 ＴＦＫ車検センター㈱ 藤岡市本郷1529 0274-23-3821

1459 多野 トヨタカローラ高崎㈱ 新町バイパス店 藤岡市立石1220番地 0274-42-0964

2862 多野 トヨタカローラ高崎㈱ 藤岡254バイパス店 藤岡市藤岡2118-1 0274-23-6811

2107 多野 ネッツトヨタ群馬㈱ 藤岡店 藤岡市篠塚107番地 0274-23-1171

2741 多野 ネッツトヨタ高崎㈱ 藤岡おおづか店 藤岡市下大塚827-1 0274-24-1515

3253 多野 ネッツトヨタ高崎㈱ カーサイト藤岡 藤岡市藤岡772-1 0274-24-1856

162 多野 ㈱コーエイ・オートサービス 高崎市新町1220-1 0274-42-1604

1626 多野 ㈱ジーエム 藤岡市篠塚98 0274-22-1798

1331 多野 ㈱堀越モータース 高崎市吉井町長根1746-1 027-387-3176

2328 多野 群馬トヨタ自動車㈱ 藤岡みやもと店 藤岡市藤岡1054番地1 0274-23-6611

1768 多野 群馬トヨペット㈱ ふじおか店 藤岡市藤岡913番地5 0274-22-3131

1444 多野 群馬三菱自動車販売㈱ 藤岡店 藤岡市本郷字田中703 0274-22-2227

2106 多野 群馬日産自動車㈱ 藤岡店 藤岡市中栗須243番地 0274-23-2333

1907 多野 柴﨑自動車整備工場 高崎市新町1325-22 0274-42-2286

755 多野 斉藤自動車修理工場 藤岡市藤岡878-1 0274-22-0154

1995 多野 富士スバル㈱ 藤岡店 藤岡市篠塚72-1 0274-22-4198

573 多野 ㈲髙山自動車整備工場 高崎市新町438 0274-42-0278

3009 渋川 ＪＳ車検センター 渋川市赤城町長井小川田1491 0279-56-4004

2182 渋川 ネッツトヨタ群馬㈱ 渋川店 渋川市八木原1375 0279-23-7321

2709 渋川 ネッツトヨタ群馬㈱ 前橋よしおか店 北群馬郡吉岡町大久保1455-5 0279-30-5585

2649 渋川 ネッツトヨタ高崎㈱ オートモール渋川店 渋川市有馬142-2 0279-23-1311

3356 渋川 ネッツトヨタ高崎㈱ カーサイト渋川 渋川市有馬198-1 0279-60-8310

2168 渋川 ミシロオート㈲ 渋川市八木原436-8 0279-24-1293

1659 渋川 ㈱SS清水モータース 北群馬郡榛東村広馬場1670番地1 0279-54-3121

2398 渋川 ㈱小林自動車整備 渋川市北橘町真壁237-3 0279-52-2371

603 渋川 群馬トヨタ自動車㈱ オートモール渋川店 渋川市有馬140-1 0279-24-3366

1129 渋川 群馬トヨペット㈱ 渋川金井店 渋川市金井785 0279-23-3131

2494 渋川 群馬三菱自動車販売㈱ 渋川店 渋川市半田1943-1 0279-25-0202

644 渋川 群馬三菱自動車販売㈱ 渋川店 渋川市半田1943番地1 0279-25-0202

1415 渋川 群馬日産自動車㈱ 渋川店 渋川市金井783番地の1 0279-23-1423

1533 渋川 三菱ふそうトラック・バス㈱北関東ふそう 渋川サービスセンター 渋川市阿久津字北原13 0279-23-7511

2585 渋川 渋川自動車㈱ 渋川市有馬128-1 0279-23-3234

1751 渋川 須田輪業 北群馬郡吉岡町大字大久保駒寄2344-4 0279-54-2876

2834 渋川 石関モータース 渋川市北橘町真壁544-4 0279-52-2627

2629 渋川 折原自動車工業㈲ 渋川市渋川4109-1 0279-23-5096

2261 渋川 池沢自動車 渋川市金井1536-3 0279-22-1961

1064 渋川 池田モータース 渋川市中郷1224-1 0279-53-2221

1114 渋川 藤岡自動車整備工場 渋川市半田字沼田3198-1 0279-22-4125

1112 渋川 富士スバル㈱ 渋川店 渋川市半田3176番地3 0279-22-3251

2931 渋川 ㈲メンテナンス サイトウ 渋川市北橘町真壁1636-7 0279-52-4146

1305 渋川 ㈲加藤モータース 北群馬郡榛東村広馬場1524-1 0279-54-3923

2440 渋川 ㈲栗原自動車 渋川市祖母島976-1 0279-24-1048

475 渋川 ㈲渋川マツダ 渋川市渋川1617-2 0279-22-0812

1735 渋川 ㈲小林輪業 渋川市北橘町真壁1787-2 0279-52-3160

220 渋川 ㈲大内自動車整備工場 渋川市長塚町1751 0279-22-1019

2560 渋川 ㈲八木原自動車 渋川市八木原946 0279-24-3066

1975 渋川 ㈲飯塚自動車工業 渋川市八木原327-5 0279-23-6315

2468 渋川 ㈲富士自動車 渋川市金井777-7 0279-22-0822

1886 渋川 ㈲敷島自動車 渋川市金井868番地4 0279-24-3939

1191 渋川 ㈲北栄自動車整備工場 渋川市吹屋403 0279-22-1235

3785 沼田 Factry-F 利根郡みなかみ町後閑1551番地 080-1335-7131

3741 沼田 garage A 利根郡片品村戸倉70番1 0278-25-8980

703 沼田 Honda Carsみなかみ 月夜野店 利根郡みなかみ町月夜野412番1 0278-62-2519

1747 沼田 Honda Cars沼田南 沼田市戸鹿野町400-2 0278-23-1521

2883 沼田 ＪＡ利根沼田 オートパル中部 沼田市桜町4744-6 0278-24-2155

2322 沼田 おおたけサイクル 沼田市上沼須町822 0278-23-3320



2742 沼田 オートサービス和田 利根郡みなかみ町上津948-3 0278-62-3110

3011 沼田 オートセンター河野 沼田市下久屋町551番地3 0278-22-3185

2681 沼田 スズキ販売沼田 ㈲江口オート 沼田市薄根町3678-2 0278-24-8801

3194 沼田 セキチュー 沼田恩田店 沼田市恩田町254番地 0278-24-5222

2696 沼田 タナベ自動車 利根郡片品村大字下平14番地 0278-58-3608

1963 沼田 ネッツトヨタ群馬㈱ 沼田店 沼田市恩田町388-3 0278-23-3311

468 沼田 ミシマ自動車整備工場 沼田市西原新町1867番地3 0278-22-2431

2056 沼田 角田自動車 沼田市上久屋町899 0278-23-2165

1175 沼田 ㈱カードック大利根 利根郡昭和村大字森下438 0278-23-2168

2884 沼田 ㈱トヨナガ 沼田店 沼田市井土上町7 0278-23-2222

3641 沼田 ㈱ホンダカーズ群馬 沼田120号店 沼田市久屋原町23番地3 0278-25-4600

1347 沼田 ㈱遠藤モータース 利根郡川場村大字川場湯原2713番地3 0278-52-2151

1740 沼田 ㈱金子自動車 沼田市利根町大原1028-3 0278-56-2264

1276 沼田 ㈱大栄自動車 沼田市利根町大原1523 0278-56-2218

1754 沼田 ㈱笛木モータース 沼田市薄根町3404番地10 0278-23-4635

1875 沼田 牛口自動車整備工場 沼田市利根町多那2505番地 0278-53-2237

1413 沼田 金子自動車整備工場 沼田市上原町1573-13 0278-22-5056

1738 沼田 群馬トヨタ自動車㈱ 沼田インター店 沼田市上原町1679-3 0278-23-0160

1588 沼田 群馬トヨペット㈱ 沼田店 沼田市薄根町3679-6 0278-23-1371

1787 沼田 群馬日産自動車㈱ 沼田店ｻｰﾋﾞｽ工場 沼田市新町572番地1 0278-23-1318

2851 沼田 群馬日産自動車㈱ 沼田店 沼田市戸鹿野町331番地1 0278-23-1323

3377 沼田 高橋モータークリニック 利根郡昭和村大字糸井7492-2 0278-24-7250

2697 沼田 高原オート 利根郡昭和村糸井6441-39 0278-24-7211

1382 沼田 三光自動車工業㈱ 沼田市東原新町1925-1 0278-23-4886

2805 沼田 三峰自動車 沼田市宇楚井町253 0278-24-3317

2341 沼田 小林オート 利根郡川場村大字立岩375 0278-52-2553

1381 沼田 小林モータース 沼田市栄町232番地3 0278-22-2311

2961 沼田 小林自転車店 沼田市東原新町1840番地16 0278-24-4169

2099 沼田 松井自動車整備工場 沼田市善桂寺町116-4 0278-24-9163

2558 沼田 松永自動車 沼田市久屋原町239番地5 0278-24-3709

3551 沼田 新栄産業運送㈲ 川額整備工場 利根郡昭和村大字川額424番地 0278-22-2123

1916 沼田 星野自動車サービス 沼田市白沢町高平25番地1 0278-53-2248

1349 沼田 西澤自動車 利根郡昭和村大字森下1294-3 0278-24-6136

2998 沼田 千明オ－ト 沼田市下久屋町82番地の1 0278-23-4651

2911 沼田 大島オートサービス 利根郡みなかみ町月夜野22-5 0278-62-1700

155 沼田 日本自動車整備工業㈱ 沼田市戸神町318-9 0278-22-3151

1920 沼田 八田自動車㈱ 沼田市町田町2014-3 0278-24-1571

1087 沼田 富士スバル㈱ 沼田店 沼田市薄根町3689-4 0278-24-1133

1176 沼田 北村モータース㈲ 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉1133-2 0278-66-0646

2140 沼田 綿貫自動車 沼田市下久屋町909 0278-22-2036

1873 沼田 ㈲一本松オート 沼田市白沢町上古語父259-3 0278-53-2341

1395 沼田 ㈲月夜野自動車整備工場 利根郡みなかみ町後閑596 0278-62-2744

2583 沼田 ㈲三国自動車 沼田市井土上町745-1 0278-24-5722

1097 沼田 ㈲山崎オート商会 利根郡みなかみ町鹿野沢167 0278-72-3323

1629 沼田 ㈲山本自動車工業 利根郡みなかみ町湯宿温泉589-1 0278-64-0614

1627 沼田 ㈲沼田ホンダ 沼田市硯田町58-2 0278-24-3323

2268 沼田 ㈲沼北自動車 沼田市岡谷町642-1 0278-60-1133

2455 沼田 ㈲新治オート 利根郡みなかみ町布施106-4 0278-64-1243

2446 沼田 ㈲新治自動車販売 利根郡みなかみ町羽場939番地3 0278-64-1233

549 沼田 ㈲清水自動車整備工場 沼田市西原新町96-1 0278-22-3519

1098 沼田 ㈲太陽自動車 沼田市東原新町1927 0278-22-3664

1383 沼田 ㈲大英自動車整備工場 利根郡川場村大字門前732 0278-52-2416

1271 沼田 ㈲大竹自動車整備工場 沼田市西原新町1344-4 0278-22-4681

1424 沼田 ㈲片品自動車 利根郡片品村大字鎌田4280 0278-58-3168

1921 沼田 ㈲本多自動車鈑金 沼田市桜町1965-11 0278-23-0527

1628 沼田 鈴木モータース 利根郡みなかみ町月夜野562番地1 0278-62-2829

2670 沼田 桒原オート 利根郡川場村萩室126-1 0278-52-2146

1372 吾妻 Honda Cars東吾妻 原町店 吾妻郡東吾妻町大字原町978-7 0279-68-2241

2761 吾妻 イチバモーターサービス㈱ 吾妻郡嬬恋村袋倉337-1 0279-97-3808

1835 吾妻 ネッツトヨタ群馬㈱ 中之条店 吾妻郡中之条町中之条406 0279-75-2291

1033 吾妻 ㈱小嶋商会 吾妻郡嬬恋村大字大笹509 0279-96-0731

1545 吾妻 群馬トヨタ自動車㈱ 嬬恋三原店 吾妻郡嬬恋村大字三原890 0279-97-2311



2249 吾妻 群馬トヨペット㈱ 中之条バイパス店 吾妻郡中之条町大字伊勢町6-1 0279-75-5111

1511 吾妻 群馬トヨペット㈱ 長野原羽根尾店 吾妻郡長野原町大字羽根尾378番地の7 0279-82-2266

1428 吾妻 群馬三菱自動車販売㈱ 中之条店 吾妻郡中之条町大字伊勢町7-1 0279-75-5001

1940 吾妻 群馬日産自動車㈱ 中之条店 吾妻郡中之条町大字中之条1873番地1 0279-75-3833

2101 吾妻 吾妻自動車整備協業組合 吾妻郡中之条町大字西中之条542 0279-75-2344

2954 吾妻 ㈲黒岩自動車整備工場 吾妻郡嬬恋村大字大笹1870-3 0279-96-0952

1394 吾妻 ㈲山崎自動車 吾妻郡東吾妻町大字郷原348-1 0279-67-2136

595 吾妻 ㈲長谷部自動車整備工場 吾妻郡嬬恋村大字西窪97 0279-97-2123

205 吾妻 ㈲鈴木自動車 吾妻郡東吾妻町大字原町404 0279-68-2687


