
クロネコファミリー

引取・納車が
無料

代車を
無料提供

修理箇所は
6ヶ月保証

優先修理で
お待たせ
しません！

特典❶ 特典❷ 特典❸ 特典❹特典❶ 特典❷ 特典❸ 特典❹特典❶ 特典❷ 特典❸ 特典❹

ヤマトグループの
福利厚生制度に、

自動車保険
団体扱割引  が

あるのをご存知ですか？
お客さまの自動車保険がさらに
お安くなるかもしれません！

ご自宅でも、勤務先でも、
路上でもOK

※修理期間内

【ご注意】ヤマトオートワークスの工場では、上記サービスをご提供しておりません。ご了承ください。

※不具合は無料で再修理
※経年劣化は除きます

※片道30kmまで

※工場ごとに、サービスが異なりますので、
　ご了承ください。

※クロネコ自動車保険ご加入車両の場合は、
　保険証券をご提示ください。

ヤマトオートワークスは、「あんしんピット」として、
BSサミット事業協同組合の加盟工場をご紹介します。

ＢＳとは、ビーエスと読み、ＢｅｓｔＳｈｏｐの意味です。
国内損保１９社の指定工場となっている車体整備・板金塗装の全国ネットです。

勤務地エリア 支　　店 T E L

011-831-8501

022-254-9701

03-5735-4151

025-370-7380

052-778-8630

06-4801-3211

082-850-2217

092-627-2237

北 海 道 地 区 北 海 道 支 店

東 北 地 区 東 北 支 店

東京･関東地区 関 東 支 店

北 信 越 地 区 北 陸 信 越 支 店

中 部 地 区 中 部 支 店

関 西 地 区 関 西 支 店

中国 ･四国地区 中 四 国 支 店

九州・沖縄地区 九 州 支 店

03-5117-8908 03-5117-8929

〒104-0041  東京都中央区新富1-18-8

受付時間 :  平日 AM9：00～PM6：00 

https://www.yaw.co.jp/insurance/index.html

【取扱代理店】

2021年2月改訂
【引受保険会社】

あんしんインシュアランスカンパニー 検 索ヤマトグループ保険の窓口

お車のお手入れや車検、修理の依頼先としてご利用ください。

ご利用
方法
ご利用
方法

◎お客さまサービス◎

クロネコ自動車保険ご加入車両の
事故に関するご相談は、

団体扱ご契約のご相談はお近くの
ヤマトオートワークス各支店まで

TEL：0120-130-080
FAX：03-5117-8929

※2021年団体扱割引25%割引は、2021年1月1日～2021年12月
　31日の間に保険期間の始期日を有するご契約に適用されます。
　ヤマトグループ団体扱自動車保険の団体扱割増引率は、ご契約台数と損
　害率をもとに毎年1月1日に見直されます。なお割引率は、団体扱割引が
　適用されない一般契約と比べた割引率です。

※団体扱の対象となる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や団
　体扱特約失効時のお取り扱いについては、取扱代理店までお問い合わせ
　ください。
※このチラシは概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず各社
　商品パンフレットおよび「重要事項のご説明」をご覧ください。
　ご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受保険会社までお問
　い合わせください。
※クロネコ自動車保険はヤマトグループ団体扱自動車保険のペットネームです。

※割引名称等は、引受保険会社により異なる場合があります。

※クロネコ自動車保険はヤマトグループ団体扱自動車保険のペットネームです。

団体扱割引

25％
割引

2021年

＝Step6＝＝Step5＝＝Step4＝
修理費用を工場へお支
払いください。

＝Step1＝
最寄のあんしんピット
までお電話いただき、
「ヤマトオートワークス
からの紹介」とお伝え
ください。

修理予算、修理方法、支
払方法（保険請求・自己
負担）をお伝えください。

＝Step3＝
社員の方は健康保険証
の提示、「勤務先」と「個人
番号」をお伝えください。
OBの方はヤマトオート
ワークスに加入の自動
車保険証券をご提示く
ださい。

＝Step2＝
お車は、ご来店にて持ち
込むか、ご指定の場所か
ら引取をご依頼ください。

ガイドブック
ピット

『お得に利用できる』自動車修理工場のご案内『お得に利用できる』自動車修理工場のご案内

「ヤマトグループ社員」および「クロネコ自動車保険ご加入のOB」の皆様

「クロネコ自動車保険」に
ご加入のお車は、

プレゼントが
あります。

修理費用に応じて

あいおいニッセイ
同和

損害保険ジャパン
株式会社 東京海上日動 共栄火災三井住友海上 楽天損保

B20-200453
2020年10月承認

SJ20-09016
（2020年10月29日作成）

20-TC05773
作成年月：2020年11月

B20-1474-202110152020.10/AGF64/D C20-11-040

（現在、ご契約中の保険会社が弊社団体扱取扱保険会社に該当する場合）

以下の理由で新たに自動車保険をご契約する場合も、ご契約中の保険会社を推奨いたします。
①複数台所有新規、②中断証明書をもとに等級（等級別割引・割増制度）継承

（初めて自動車保険にご加入する場合、および現在、上記団体扱取扱保険会社以外でご契約の場合）

損害保険ジャパン(株)／東京海上日動火災保険(株)／あいおいニッセイ同和損害保険(株)／三井住友海上火災保険(株)
楽天損害保険(株)／共栄火災海上保険（株）／大同火災海上保険（株） （沖縄地区のみ)

損害保険ジャパン(株)／東京海上日動火災保険(株)／あいおいニッセイ同和損害保険(株)／三井住友海上火災保険(株)

なお、お客さまが現在ご契約の保険会社以外をご希望する場合は、希望保険会社を優先いたします。

お客さまの声を
反映しました！現在、ご契約中の保険会社を推奨いたします。現在、ご契約中の保険会社を推奨いたします。

★以下の保険会社を推奨いたします。

販
売
方
針

団体扱取扱保険会社



－1－ －2－

埼
玉
県

東
京
都

工場名 住　所 電話番号
011-772-1020

011-781-9111

011-852-2425

011-721-1521

011-892-2484

0123-23-5457

011-382-1100

0166-63-1588

0166-57-3352

0166-74-2414

0166-26-6333

0166-24-5380

0166-47-9917

0155-33-5818

0155-31-4437

0155-62-5934

0154-52-1181

0153-73-2547

0153-23-2384

011-376-5231

0172-27-1122

018-868-0284

018-823-8228

018-828-3037

018-880-5657

0184-65-3021

0186-49-5003

0236-87-3620

0237-22-0463

019-688-1977

019-651-5488

0197-66-2495

0193-62-0420

0195-46-2119

0191-64-3330

札幌市北区東茨戸１条 1-8-5

札幌市東区北 42 条東 19-1-1

札幌市豊平区月寒東 2条 19-2-24

札幌市東区北 21 条東 1-2-1

札幌市厚別区厚別町小野幌 2511-1

千歳市北信濃 776-10

江別市一番町 1

旭川市神居 5条 2丁目 466-29

旭川市東鷹栖東 1条 1-119-92

旭川市西神楽 1線 24 号 465-20

旭川市永山九条１-1-27

旭川市永山 12 条 2-9-5

旭川市永山北 1条 8-41-8

帯広市西 18 条北１-7-6

河東郡音更町木野大通東 12-4-6

河西郡芽室町東芽室北 1線 8

釧路市星が浦南 1-1-18

標津郡中標津町東 34 条北１-1

根室市穂香 94-2

札幌市東区東雁来 6-2-1-10

弘前市福田 1-3-4

秋田市外旭川八柳 3-14-54

秋田市新屋天秤野 1-29

秋田市新屋大川町 19-81

秋田市飯島字砂田 104-3

由利本荘市岩谷町字松山 99

大館市二井田字小石台 13-10

山形市立谷川 2-1207-2

尾花沢市新町 5-7-16

滝沢市巣子 822-3

盛岡市神子田町 21-10

北上市村崎野 16-279-2

宮古市宮町 4-5-29

九戸郡軽米町軽米 13-115-2

一関市室根町折壁字月山下 6-50

日免オートシステム

三愛自動車工業

小林兄弟自動車工業

北日本整備

サッポロ日昭自動車

井坂商会

江別協同自動車

日栄車体

横山修理工場

マルフジ近藤自動車

上田ボデー

市成ボデー

車体工業

アルスボデー

まきのボデー

後藤商会

田中自動車工業

(株 ) カードックエスピー

半田ボデー工場

PAS（株）FIX  MAN

城北自動車

長谷部鈑金

平和自動車塗装

石和田自動車

ローキー

佐々木自動車

千葉自動車

高楯自動車

奥田自動車

カーメンテナンスサイトウ

親和自動車整備工場

北上車体

宮澤自動車塗装

高常自動車工業

山本自動車

北
海
道

青
森
県

秋
田
県

岩
手
県

山
形
県

工場名 住　所 電話番号
0224-78-1324

022-232-5505

0225-75-2811

0223-37-0631

0228-22-3646

0229-23-8180

0229-56-3253

0243-33-2656

0242-27-3178

0241-67-2143

0246-63-4470

0244-24-6301

0258-22-1041

025-521-1515

025-794-2508

025-241-1120

0256-66-5240

076-432-4561

076-468-2288

0766-67-2503

0763-82-1259

0766-44-5718

0765-54-0166

0766-55-2233

伊具郡丸森町金山字狢討 1-1

仙台市宮城野区扇町 3-8-28

石巻市鹿又字谷地中裏 183

亘理郡山元町高瀬字南下高瀬 98

栗原市志波姫堀口宮中 55-4

大崎市古川稲葉字新堀 71-1

大崎市鹿島台広長字権七前 11

本宮市本宮千代田 117-1

会津若松市門田町工業団地 8-2

南会津郡下郷町豊成字上ミ 5766

いわき市岩間町天神前 3-10

南相馬市原町区牛来出口 147-6

長岡市下条町野々入 790

上越市土橋 1751-1

魚沼市堀之内 103

新潟市中央区米山 6-10-8

燕市横田 11195

富山市四つ葉町 6-6

富山市下大久保 3576

小矢部市石王丸 1

南砺市岩屋 312

高岡市伏木一宮 2-1-6

黒部市三日市 946

射水市三ケ 1500

ホシバン

丸幸自動車工業

ファースト

ナルケ自動車

星自動車工業

ボディーショップ西村

小茄子川鈑金塗装工業

船生商会

今美愛塗装工業

東洋車体

西田オートファクトリー

クルマのわかつき

伊丹自動車

第一自動車販売

宮本モータース

栄モーター

丸山自動車

新光モータース

宮田自動車工業

多田自動車工業

石黒自動車工業

ヤマ自動車

北辰自動車工業

小杉自動車

宮
城
県

福
島
県

新
潟
県

富
山
県

工場名 住　所 電話番号
0776-55-3232

0778-29-3955

0778-23-3556

076-263-2222

076-280-4455

076-248-5040

0761-24-1446

076-233-2318

076-260-0048

076-240-9100

026-221-6680

026-278-6508

0267-45-3300

0263-26-8565

0263-47-0090

0263-47-0532

0263-25-5569

0266-23-2937

0265-25-5151

0265-48-5578

0265-83-1550

055-224-4681

055-221-2288

055-277-2266

0555-73-4008

055-282-8919

0554-43-5588

0551-22-1155

0297-82-3391

0297-71-5111

029-847-2114

029-857-6928

029-855-7842

0297-39-2458

0296-28-0701

0296-72-1278

029-251-1056

0299-63-2311

0299-82-3054

0299-49-1021

028-645-7088

0288-22-6771

0285-84-2808

0285-53-8887

027-344-2121

027-251-9109

027-261-6630

027-224-1571

0276-73-1231

0270-62-0740

福井市川合鷲塚町 13-4

鯖江市中野町 9-22

越前市東千福町 21-29

金沢市駅西新町 2-1-15

金沢市西泉 3-2-1

野々市市押野 4-88

小松市城南町 53-1

金沢市駅西新町 2-15-33

白山市米永町 219-9

金沢市松島 1-32-4

長野市稲葉 1772

長野市松代町東寺尾 3178-1

北佐久郡軽井沢町追分 1126-1

松本市並柳 2-1-18

松本市島内 1666-604

松本市島立 288-2

松本市笹賀 5912-9

岡谷市郷田 2-1-37

飯田市中村 75

飯田市上川路 107-3

駒ヶ根市下平 673-3

甲府市高畑 2-8-8

甲府市貢川 1-6-23

甲斐市大下条 1584-1

南都留郡富士河口湖町船津 1330-5

南アルプス市上今諏訪 779-1

都留市つる 1-3-29

韮崎市本町 4-5-11

取手市宮和田 1793

取手市桑原 680-1

つくば市高野 1219-4

つくば市吉瀬 748-1

つくば市妻木 2103-4

坂東市大口 2237-4

筑西市女方 944-8

笠間市石井 653

水戸市河和田町 551-1

潮来市辻 313

鹿嶋市宮中 4933-1

小美玉市竹原 1727-3

宇都宮市上欠町 505-2

日光市森友 80-1

真岡市田島 817-5

下野市下古山 2454-1

高崎市町屋町 708

前橋市池端町 600

前橋市江木町 762-2

前橋市西片貝町 2-105

館林市日向町 1043

伊勢崎市東小保方町 3388-3

松本自動車工業

( 株 ) 吉﨑鈑金

河坂自動車

カナザワ鈑金

キスモ

千房自動車

タケモト車体

(株 )TMコーポレーション石川

ECOステージ

(株 ) 金沢丸善

車屋　Ｈｉｚｕｍｅ

小田切車体

渡辺自動車板金工業

アルガオートサービス

ジン・コーポレーション 松本車輌

泉カーサービス

平田自動車鈑金

郷田鈑金

相互車体

橋本自動車工業

ボディーショップキガサワ

大進自動車工業

羽中田自動車工業

雨宮オートボディーサービス

パドック

(株 ) イチムラボディーショップ

カネキ自動車

山寺自動車工業

寺田自動車工業

ナオイオート

皆葉自動車

潮自動車

オートボディーカスタム

石塚自動車工業所

神戸自動車商会

本間商事

新和自動車工業

オートサービスイタコ

ボデーショップ宮本

ワークスヤグチ

敬友自動車

栃木菱和自動車販売

マイスターオート

奥田車体

小林自動車ボデー

榛名ボデー工場

金子自動車鈑金塗装

アミックカーライフ

大久保モータース

カーヴェルク

石
川
県

福
井
県

長
野
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

山
梨
県

工場名 住　所 電話番号
043-250-4116

043-234-6111

043-291-5464

04-7153-2747

0476-97-0703

0476-85-0553

047-392-3757

047-368-6103

047-339-3155

047-472-6279

047-450-6907

04-7132-7154

04-7125-2890

0476-22-1860

0475-84-3166

0479-73-1441

0436-95-0158

0436-74-1515

0438-37-3211

0436-22-1571

048-667-5986

048-682-0005

048-250-0650

048-281-4048

048-997-1771

048-992-2707

0480-52-8093

049-284-2115

049-224-8471

048-480-5040

0493-56-2828

042-973-3445

04-2946-4182

04-2922-9917

048-556-1865

0494-23-8989

03-3916-6141

03-3895-8121

03-3693-5105

03-3655-9508

03-3474-0161

03-3332-2728

03-3921-3511

03-3990-8541

03-3994-8622

042-487-0478

042-396-0211

042-597-6311

042-586-2219

042-691-2411

042-654-1566

042-670-1491

千葉市花見川区三角町 617-4

千葉市若葉区加曽利町 1838-14

千葉市緑区平山町 993-1

流山市東初石 2-204

印西市小林 2008

印旛郡栄町安食 3362-10

松戸市紙敷 510

松戸市南花島 2-22-2

市川市東菅野 4-31-1

習志野市東習志野 6-15-21

八千代市島田台 1287-3

柏市松ヶ崎 973

野田市山崎 1048

成田市飯仲 11-14

山武市井之内 265

匝瑳市上谷中 2153

市原市馬立 418-2

市原市草刈 251-1

木更津市潮見 8-6

市原市青柳北 2-6-13

さいたま市北区吉野町 2-271-3

さいたま市見沼区宮ｹ谷塔 1225-3

川口市上青木 1-20-25

川口市南鳩ヶ谷 1-7-12

八潮市木曽根 694-1

北葛飾郡松伏町金杉 144-17

久喜市高柳 2202-5

坂戸市沢木 382-1

川越市上寺山 524-1

新座市道場 2-9-7

比企郡滑川町福田 582-2

飯能市平松 633

所沢市南永井 1044-1

所沢市小手指南 5-13-7

行田市若小玉 1589-1

秩父市黒谷 1302

北区滝野川 6-46-14

荒川区町屋 8-8-9

葛飾区堀切 4-6-16

江戸川区大杉 3-9-2

品川区北品川 3-7-22

杉並区高井戸東 3-35-15

練馬区東大泉 2-14-8

練馬区田柄 5-22-20

練馬区氷川台 3-39-5

調布市飛田給 1-3-58

東村山市秋津町 3-55-15

西多摩郡日の出町平井 25-3

日野市日野 1543-1

八王子市左入町 751

八王子市上川町 3822-5

八王子市鑓水 2073-3

みすみ鈑金塗装工業

光陽オート

栄鈑工業

初石鈑金

和幸工業

芝野オートサービス

センチュリーオート

ミック

林自動車工業

柳澤自動車工業所

久土地自動車工業

ＡＳＫ  オートサービス柏

スズキ自動車

成田自動車

メカニック銚洋

石毛モータース

カーリフォームハヤシ

草刈自動車

中央鈑金

山市自動車

秀和自動車興業

アクセス

スマイルカンパニー

誠自動車

大勝

ファミリーモータース

ガレーヂマツザキ

小峰自動車鈑金塗装

カーディレクターメフ

ボデーショップ佐野

鈴木自動車整備工場

岩渕ボデーショップ

アイ･ティー･オー

椿峰オートサービス

ダイエー自動車販売

サンブライト

飯村自動車興業

潮自動車本店

堀切自動車工場

京葉オートライフ

ファースト東京

杉並モータース

東京カーサービス

服部自動車鈑金工業

春日自動車

廣瀬自動車

ＢＲＳ北多摩

吉沢自動車

中央自動車工業

カーライフハギワラ

オートボディーニシムラ

Ｃ.Ｓ.ＦＡＣＴＯＲＹ

千
葉
県

サービス工場一覧サービス工場一覧
「クロネコファミリーあんしんピット」としてご紹介する

BSサミット事業協同組合の加盟工場の一覧表です。
修理工場の最新情報は

WEB（http://www.bs-summit.jp）にてご確認ください。

クロネコファミリー

ピット



－3－ －4－

車検証と一緒に保管してください

万が一の時

負傷者の救護が第一 ☎

☎

現場の安全確保を最優先しましょう。

警察への届出
小さな事故でも、警察への連絡が大切です。

2次災害を防ぐ
クルマを安全な場所に移動したり、三角表示板を立てましょう。

移動前には、互いのタイヤ位置をマーキングしましょう。

相手と事故状況の確認
相手の運転者・免許証・車種ナンバー・保険会社の情報を聞き取り、

右のあんしんメモに控えましょう。

目撃者の確認
氏名と連絡先を伺っておくと安心です。

保険会社へ連絡

1
2
3
4
5
6
「移動先に希望はありますか？」と聞かれたら…

「BSサミットの工場にお願いします」
とお伝えください。

右のあんしんメモに従って、保険会社の連絡先に事故状況を伝えましょう。

BSサミット工場名

電話番号

住所

1ページからの、サービス工場一覧をご覧になり、お近くの工場をご記入ください。

安全で安心なカーライフは、
ヤマトオートワークスの切実な願いです。

それでも、万が一、事故にあってしまったら…

1 1 9

1 1 0

まず、自動車保険証券の緊急連絡先を下の欄に転記しておきましょう。

※運転免許証や車検証で確認しましょう。

証 券 番 号

保険会社の緊急連絡先
事故受付コールセンター

▶

▶

事故対応のあんしんメモ事故対応のあんしんメモ

損保コールセンターに電話して伝えること

① 時　刻

② 場　所

③ 車両ナンバー

④ 氏名（連絡者）

⑤ 氏名（運転者）

⑥ 相手方氏名

⑦ 相手方免許証ナンバー

⑧ 相手方車種・車両ナンバー

⑨ 相手方住所

⑩ 相手方連絡先

⑪ 相手方保険会社

⑫ お互いの車の状況

⑬ お互いのケガの状況

⑭ 立会いの警察署・担当者

⑮ 目撃者の氏名・住所・連絡先

年 月 日 時 分AM・PM

☎
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この自動車修理工場一覧は変更になっている場合が
ございます。あらかじめご了承ください。
最新情報は http://www.bs-summit.jpにてご確認ください。

0985-39-3728

0985-56-4097

0982-33-4847

0982-52-7205

0986-38-4437

099-201-6666

099-266-0666

0996-25-2270

0996-32-5124

0995-45-2121

098-945-2000

098-937-3388

宮崎市芳士 591

宮崎市田吉 4977-363

延岡市別府町 4279

日向市日知屋 16475

都城市高木町 7030-1

鹿児島市山田町 2942

鹿児島市小松原 1-18-1

薩摩川内市永利町 2602-1

いちき串木野市西薩町 17-11

霧島市国分広瀬 1-18-7

島尻郡与那原町東浜 88-1

沖縄市安慶田 1-1-24

藤元自動車工場

山﨑工業

小田自動車

八興自動車整備

江夏石油

カーガレージ鹿児島

ワカマツ自動車

湯浦石油

神薗自動車

隼人自動車工業

次郎工業

中部自動車整備工場

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

工場名 住　所 電話番号
044-777-2288

046-247-0131

0467-31-2201

046-252-1775

042-762-6622

0550-82-2854

0545-63-7381

055-945-0150

054-271-5939

054-263-7153

054-637-0007

053-465-6262

053-439-0120

0537-24-6015

0539-63-5225

0532-57-5877

0564-74-7773

0564-21-8144

0563-57-2458

052-352-4401

052-432-2822

052-793-9406

0561-32-2582

0569-22-7233

0569-22-3131

0568-26-3637

0586-62-9881

058-271-6207

058-323-1251

0575-22-1362

0584-81-0008

0577-32-2329

0573-67-2226

0572-59-2161

058-246-1629

059-387-1131

059-378-2328

059-346-5161

059-337-0800

0594-23-0920

059-227-0505

0598-26-3521

059-293-0229

0595-36-2339

0597-22-4797

0598-21-3980

川崎市中原区下小田中 1-1-3

厚木市長谷 27

鎌倉市笛田 4-2-39

座間市広野台 1-38-11

相模原市中央区上溝 2233-1

御殿場市かまど 717-6

富士市松岡 337-1

田方郡函南町丹那 1191-7

静岡市葵区水道町 124

静岡市葵区沓谷 6-26-6

藤枝市青南町 5-10-29

浜松市東区天王町 1993-1

浜松市北区豊岡町 402-3

掛川市下垂木 2328-2

磐田市上野部 1658-3

豊橋市牛川町道下 127-1

岡崎市滝町字山籠 135-8

岡崎市日名西町 6-16

西尾市矢曽根町下前田 29-1

名古屋市中川区中郷 4-15

名古屋市中川区吉津 1-1909

名古屋市守山区瀬古 2-523

みよし市園原 5-3-16

半田市住吉町 4-90

半田市岩滑南浜町 8

北名古屋市法成寺西出 88

一宮市三条字郷西 20-2

岐阜市西明見町 22

本巣市上保 753-3

関市小瀬 2846-7

大垣市千鳥町 1-8

高山市下岡本町 968-1

中津川市苗木 4639-5

土岐市駄知町 325-1

岐阜市岩栄町 1-10-2

鈴鹿市寺家町 1570

鈴鹿市庄野東 2-11-25

四日市市日永東 3-13-5

四日市市山城町 690-14

桑名市大福 670-2

津市中河原 2049

松阪市駅部田町 71-1

津市一志町田尻 69

伊賀市上林 849-19

尾鷲市中川 27-14

松阪市丹生寺町 1069-109

内藤自動車

オートラヴィ

中西自動車

小倉自動車

キタジマ自動車

カマド

深沢鈑金塗装

岩田自動車鈑金工業

フジオイル

中川自動車鈑金塗装

ビーエスエム

伊藤車輌

萩丘整備工場

桑髙工業所

坂井モーター

睦自動車

リペアガレージ ( 株 )

沢田塗装

渡辺鈑金塗装

輪栄自動車

伊藤自動車工業

加藤鈑金整備

エムエム

旭自動車( 株 )

山田自動車工業

近藤自動車

オートサービス中北

日の丸興業

糸貫自動車

ワールドボディー

豊田モータース

一木自動車

伊東モータース

中根モータース

太田自動車興業

鈴鹿自動車工業

カトウ自動車

リョウシン

黒田モーター商会

桑陽自動車

高森自動車整備工業

ウッドベル

一志鈑金塗装

長谷川鈑金

中平鈑金

岡崎鈑金

神
奈
川
県

静
岡
県

愛
知
県

岐
阜
県

三
重
県

工場名 住　所 電話番号
077-523-1700

077-578-0473

0748-75-2222

0749-24-7989

0748-33-1300

077-583-3370

075-312-0551

075-801-8151

075-501-0451

075-311-3918

0774-20-4133

0774-43-6348

0773-22-1200

0772-22-8588

0742-62-4226

0742-34-0811

073-444-8419

073-477-3949  

0735-31-6250

0736-32-1649

06-6702-3044

06-6704-9284

06-6474-5960

072-723-1100

072-646-0111

06-6900-0321

072-827-9251

072-255-3339

072-258-6996

072-277-1325

0725-56-0818

0725-99-0825

078-951-0001

078-975-2120

0799-42-2171

078-841-1337

078-927-0354

0790-62-0505

06-6415-7227

072-793-7525

0795-74-2071

0796-42-1032

079-288-7640

079-253-3838

079-253-1616

079-424-8285

0794-62-5888

0790-43-0233

0790-32-1515

0791-63-0745

大津市朝日ヶ丘 1-9-8

大津市比叡辻 2-2-7

湖南市下田 3369-5

彦根市野瀬町 178-1

近江八幡市出町 861

守山市播磨田町 1391-5

京都市南区吉祥院向田西町 8

京都市上京区千本通丸太町主税町 1187

京都市山科区勧修寺西北出町 55

京都市右京区西院月双町 76

宇治市槇島町一町田 40-1

久世郡久御山町佐山美ノヶ薮 31-1

福知山市字堀 2378-1

宮津市獅子崎 121-7

奈良市東九条町打田 25

奈良市八条町 362-1

和歌山市毛見 104

和歌山市下和佐 57-4

新宮市三輪崎 1973-4

橋本市隅田町下兵庫 736

大阪市東住吉区今川 8-1-26

大阪市平野区瓜破西 2-1-39

大阪市西淀川区大野 1-12-20

箕面市桜井 2-16-17

茨木市奈良町 13-28

門真市桑才新町 9-11

寝屋川市点野 2-11-12

堺市北区南花田町 394-4

堺市北区八下北 5-35

堺市北区百舌鳥陵南町 3-168

和泉市室堂町 1208-3

和泉市大野町 1011-3

神戸市北区八多町上小名田 1444

神戸市西区伊川谷町有瀬 27

南あわじ市八木養宜上 1024-1

神戸市東灘区住吉南町 3-4-6

神戸市西区森友 2-13

宍粟市山崎町中井 20-1

尼崎市久々知西町 2-6-23

川西市矢問東町 1-16

丹波市春日町長王 583

豊岡市日高町鶴岡 333-2

姫路市延末 1-9

姫路市花田町加納原田 108-4

姫路市花田町一本松 116-3

加古川市加古川町西河原 78-1

小野市久保木町 472

加西市北条町黒駒 281-2

神崎郡神河町柏尾 765-2

たつの市龍野町大道 136

村田自動車工業所

アサヒ自工

湖南鈑金

エムランド

ヤサカ自動車

明和自動車

近畿オート

日工自動車

ボディーショップオクムラ

今北自動車工業

山本自動車工業

近藤自動車工業 ( 株 )

大嶋カーサービス

堀川オート工業 ( 株 )

ガラージュモリ

新英自動車

亀岡

服部鈑金塗装

下原自動車

上東車輌

髙原自動車工業

三栄自動車鈑金工作所

エム・シー・アイ

北摂オート

中央自動車

ミツイオートサービス

友栄自動車

西宮

松栄自動車

だいにち自動車

光明池

三国自動車

高田自動車

あかつき

ミハラオートサービス

兵神サービス

辻本自動車工業所

神戸鈑金

英貴自動車

真鍋自動車

足立自動車鈑金

丸西モータース

ナカムラ

中谷自動車

川口自動車塗装工場

小林自動車塗装

梶本鈑金塗装

サーフ

マエジマ自動車

竜野鈑金塗装

滋
賀
県

京
都
府

奈
良
県

和
歌
山
県

大
阪
府

兵
庫
県

工場名 住　所 電話番号
0858-26-2211

0852-24-7886

086-243-3647

086-296-9770

086-271-0037

086-526-0280

084-962-3515

084-941-2417

084-941-6001

0847-22-0842

0846-22-0019

0848-46-4941

082-233-2255

082-277-1811

082-823-4111

082-433-2181

0833-41-4024

0835-23-8011

083-252-1411

083-248-3300

083-233-7461

083-922-6633

0838-25-9355

0835-29-4500

087-861-5644

087-835-3447

087-881-1284

0879-62-6600

0877-48-2855

0877-63-4600

087-552-4062

0877-49-3433

0879-25-8816

088-662-0310

088-663-1593

0883-42-2177

089-973-5171

089-993-7171

089-956-2088

0897-34-5430

0894-36-2137

0895-25-8570

0898-47-3633

088-882-8730

0880-35-4320

倉吉市清谷 336-1

松江市矢田町 250-104

岡山市南区西市 507-6

岡山市南区藤田 1790

岡山市中区藤原 36-2

倉敷市玉島長尾 26-7

福山市神辺町川南 1564-1

福山市東手城町 2-14-29

福山市東手城町 1-29-3

世羅郡世羅町本郷 906-2

竹原市下野町 3011-1

尾道市高須町 5642-7

広島市西区福島町 2-10-22

広島市西区商工ｾﾝﾀ- 8-9-68

安芸郡海田町南幸町 9-39

東広島市志和町七条椛坂 933-1

下松市潮音町 5-11-1

防府市新田 914-4

下関市幡生宮の下町 9-15

下関市長府扇町 6-46

下関市前田 422

山口市葵 1-2-27

萩市土原 608-52

防府市西浦 1306-1

高松市中央町 11-1

高松市木太町 2849-7

高松市香西東町 359-1

小豆郡土庄町上庄 1638-1

坂出市加茂町 1197-1

善通寺市金蔵寺町 1116-1

観音寺市豊浜町和田甲 554-5

綾歌郡宇多津町 640-3

東かがわ市落合１－１

徳島市津田町 4-4-20

徳島市論田町新開 66-106

吉野川市山川町前川 172-6

松山市東垣生町 73-1

松山市平井町甲 2820-1

松山市今在家町 1-8-23

新居浜市新須賀町 2-10-37

八幡浜市保内町宮内 1-279-1

宇和島市坂下津甲 407-205

今治市旦甲 298-7

高知市北本町 2-3-22

四万十市古津賀 1578-1

イワセ自動車工業

吉岡自動車

石川塗装鈑金工業所

ボデーショップ林

フルノ自工

中島鈑金塗装

備後鈑金

ミシマ自動車鈑金塗装

岡田自動車工業

原田自動車鈑金塗装

丸菱自動車

くるまの永井

キカワ・カーサービス

中元自動車

タオダ自動車工業

中神自動車工業

マルミ自動車

福本自動車工業

関門自工

ボディーショップ下関

ササナガボディー

山口鈑金自動車工業

山陰ボデー

( 株 ) ボディークラフト

野崎自動車

鈴木自動車鈑金

香川テストセンター

美島自動車

三和ボデー

浪越自動車

三野ボデー

フクダ自動車

ナンバラ自動車

マスダ自動車

浦車体整備工場

山川自動車

瀬戸内自動車

毘沙門坂

中川自動車商会

ボデーショップ三浦

ササキボデー

南一自動車

月原自動車

池田自動車工業

浜村自動車

鳥
取
県
島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

香
川
県

徳
島
県

高
知
県

愛
媛
県

工場名 住　所 電話番号
093-571-0881

092-715-1388

092-504-7277

092-411-7261

092-891-4414

092-947-0487

092-501-5678

0930-56-0678

0942-35-3502

0942-43-4641

0943-72-2744

0944-73-9393

0942-52-2147

0944-56-1700

0952-31-1150

0954-23-4138

0955-77-2312

097-536-5522

097-551-7200

0977-21-5550

0973-23-2016

0978-32-6811

097-583-2780

096-357-7141
096-357-0116
096-245-4411
096-248-8686
096-286-7433
0968-75-9070
0965-33-4830
0966-22-3454

北九州市小倉北区大手町 2-23

福岡市中央区港 3-1-81

福岡市博多区西月隈 4-6-7

福岡市博多区板付 1-10-35

福岡市西区福重 3-1-11

粕屋郡篠栗町尾仲 440

大野城市山田 2-13-1

築上郡築上町有安 367-1

久留米市諏訪野町 2767-1

久留米市高良内町 3798-4

久留米市田主丸町秋成 874-3

柳川市間 110

筑後市熊野 146-2

大牟田市上白川町 1-125

佐賀市鍋島町森田 899-1

武雄市朝日町甘久 3638

唐津市原 1389-3

大分市王子中町 11-11

大分市西新地 2-6-28

別府市石垣東 10-5-47

日田市高瀬 525-3

宇佐市芝原 160-1

由布市挾間町三船 727-1

熊本市南区近見７-8-45

熊本市南区富合町田尻 2-3

熊本市北区明徳町 205

合志市幾久富 1909-466

上益城郡益城町古閑 129-7

玉名市天水町部田見 356-1

八代市松江町 534-9

人吉市宝来町 1335-1

トータルカーサービスジャパン

大濠オートサービス

朝日自動車

松岡モータース

西南自動車工業

福岡篠栗モーター

山田自動車

辻自動車工業

トータルカーサービスジャパン久留米店

エザキ

立山自動車工業

相浦自動車販売

オートプロニーズちくご

井形

研栄鈑金

有明鈑金塗装

明徳自動車

王子車輌

カーポートタナカ

小野自動車工場

大東自動車

古間地自動車

小野信自動車

清田自動車

西村鈑金塗装

熊本カーハイテクセンター協同組合

アクティー

Ｃ・Ｌ・Ｓ（シーエルエス）

堀口自動車

嶋田車体

人吉ボデー工業

佐
賀
県

大
分
県

熊
本
県

福
岡
県


