
認 定
番 号

事　業　場　名 住　　  所 認　定　日

1 ピットサークル新潟店 新潟市中央区鐙1丁目15番12号 平成25年7月12日

2 ピットサークル燕店 燕市物流センター1丁目4番地 平成25年7月12日

3 ㈱クルマヤ 阿賀野市天神堂字雪車町564番3 平成25年7月12日

4 ㈲星商会 燕市笹曲1番9号 平成25年7月12日

5 ㈲萱森自動車整備工場 加茂市柳町1丁目3番2号 平成25年7月22日

7 ㈲三根山商会 五泉市伊勢の川4番59号 平成25年8月6日

8 ㈱小林モータース 新潟市中央区稲荷町3439番地4 平成25年8月6日

9 ㈱久保モータース 新潟市江南区船戸山4丁目9番25号 平成25年8月6日

10 ㈲ナカムラ自動車整備工場 村上市上助渕字島田1201番1 平成25年8月7日

11 阿部精麦㈱自動車整備工場 加茂市大字下条字樋下甲477番4 平成25年8月7日

12 ㈱スワロー商事 新潟市中央区関新2丁目2番39号 平成25年8月7日

13 石山自動車㈱ 三条市上須頃字／中沢道下399番地 平成25年8月7日

14 島見自動車工業 新潟市北区島見町字山辺2741番1 平成25年8月7日

15 丸和自動車工業㈱ 新潟市東区柳ヶ丘1002番地1 平成25年8月7日

16 ㈱高千製作所 新潟市東区山木戸8丁目5番20号 平成25年8月7日

17 協業組合　新下越車検センター 阿賀野市南沖山字大坪115番地 平成25年8月7日

18 水原自動車㈱ 阿賀野市北本町10番10号 平成25年8月8日

19 ㈱渡倉商会 五泉市村松1400の1 平成25年8月8日

20 庄司自動車㈱ 阿賀野市金田町5番71号 平成25年8月8日

21 ㈲堀モータース 新潟市北区白新町3丁目5番35号 平成25年8月8日

22 ㈱中央モータース 燕市杣木字善九郎3020番1 平成25年8月8日

23 川崎自動車㈱ 燕市大曲字居付2443 平成25年8月9日

24 新東洋自動車㈱ 新潟市東区下木戸2丁目2番9号 平成25年8月9日

25 ㈱五十嵐モーター 新発田市東塚ノ目字榿外430番地5 平成25年8月9日

26 ㈲本宮自動車工場 三条市石上1丁目12番47号 平成25年8月9日

コンピュータ･システム診断認定店（スキャンツール活用事業場）一覧

　コンピュータ・システム診断認定店とは、スキャンツール(※)を活用
して、整備作業、診断作業の効率化を図ると共に、自動車の電子制御に
おける機能についてを診断できる事業場として認定された自動車整備工
場です。
(※)スキャンツール(外部診断器)とは、車両とコネクタで接続し、車両
内のコンピュータと通信を行い、解析及び整備するために使用するツー
ルです。

（一社）新潟県自動車整備振興会

令和5年5月1日現在〈計386工場〉



27 大野モータース 新潟市南区東笠巻1608番地 平成25年8月9日

28 ピットサークル新発田店 新発田市中田町1丁目2番5号 平成25年8月12日

29 ピットサークル美咲町店 新潟市中央区美咲町1丁目23番8号 平成25年8月12日

30 ㈲宮嶋自動車 燕市吉田3512番地3 平成25年8月12日

31 買取マウス　横越店 新潟市江南区横越川根町／3丁目1番43号 平成25年8月12日

32 石田自動車 燕市五千石4435番1 平成25年8月12日

33 ㈱五十嵐車体 胎内市羽黒字山越1782番1 平成25年8月12日

34 佐渡農業協同組合／中央車両センター 佐渡市上新穂663番地1 平成25年8月16日

35 富樫自動車整備 村上市早稲田字上野一1008番1 平成25年8月16日

36 エイブル・カー・ニイガタ 新潟市中央区紫竹山1丁目8番15号 平成25年8月16日

37 ㈱本多オート 新潟市中央区網川原1丁目15番13号 平成25年8月16日

38 中越自動車整備協業組合 三条市井栗1丁目36番3号 平成25年8月16日

39 朝日物流㈱　整備工場 北蒲原郡聖籠町大字蓮野字長峰山6068番地3 平成25年8月19日

40 ㈲亀倉自動車 燕市下粟生津字下川原108番2 平成25年8月20日

41 ㈲本多自動車 三条市大島字下川原4661番地6 平成25年8月20日

42 ㈱吉忠 五泉市論瀬字前田14番地 平成25年8月20日

43 しなの川オート 新潟市西区亀貝3370番地 平成25年8月20日

44 ㈲高橋モータース 新潟市南区大通1丁目8番14号 平成25年8月20日

45 ㈱本多自動車 燕市蔵関字江東163番地5 平成25年8月21日

46 ㈱イエストサービス 新潟市西蒲区津雲田字横上550番地 平成25年8月21日

47 ㈱月潟モータース 新潟市南区月潟字小種田889番 平成25年8月21日

48 オートサービス中村 新潟市南区中山字諏訪面316番1 平成25年8月21日

49 ㈱永井自動車 西蒲原郡弥彦村大字／弥彦1041番地1 平成25年8月21日

50 ㈲白井オート 新潟市西区小新1丁目6番4号 平成25年8月21日

51 ㈱佐藤モータース 阿賀野市飯山新字作場396番地28 平成25年8月21日

52 ㈲宮三スズキ中条販売 胎内市関沢字杉の脇5番3 平成25年8月21日

53 カーメイトＳｉＮ 新潟市西区高山字二重辻131番地3 平成25年8月21日

54 ㈱関屋モータース 新潟市中央区関南町6番13号 平成25年8月21日

55 伊藤自動車㈱ 新潟市東区上木戸1丁目5番40号 平成25年8月21日

56 小島自動車㈱ 新潟市秋葉区田家2丁目1番33号 平成25年8月22日

57 光輪ボデーサービス 胎内市高野820番地30 平成25年8月22日

58 ㈲安城自動車 胎内市東牧字田端726番地26 平成25年8月22日

59 ㈱タカラ自動車 阿賀野市保田4010番地1 平成25年8月23日

60 村上自動車整備㈱ 村上市本町992番地 平成25年8月23日

61 ㈲村松自動車 五泉市本田屋1374番地1 平成25年8月26日

62 ㈱中澤商会 新潟市東区豊2丁目3番12号 平成25年8月27日

63 ㈲築地自動車 胎内市堀口字用水372番地1 平成25年8月27日



64 ㈲渡部商事 新潟市西区小針2丁目42番2号 平成25年8月27日

65 日本ロードサービス㈱ 新潟市中央区上所中3丁目14番8号 平成25年8月27日

66 志田輪店整備工場 村上市塩町8番地3号 平成25年8月27日

67 ㈲サムズオート村上 村上市天神岡字庄作380番1 平成25年8月27日

68 とやの自動車工業㈱ 新潟市中央区上近江4丁目6番15号 平成25年8月28日

70 ㈲北越モーター 村上市大津字石橋1564番地4 平成25年8月30日

71 阿部自動車興業㈱ 新潟市秋葉区南町12番47号 平成25年8月30日

72 あがの車両センター 阿賀野市市野山字大野244番地1 平成25年8月30日

73 ㈲三栄オート工業 新潟市秋葉区北上1丁目16番20号 平成25年9月2日

74 ㈲南オート 新潟市中央区長潟字長潟824番地2 平成25年9月4日

75 ㈲渋谷モーター工業 阿賀野市村岡字二人打638番2 平成25年9月4日

76 ㈲博栄モータース 胎内市下高田829番地1 平成25年9月6日

77 ㈱豊栄自動車 新潟市北区嘉山3丁目1番1号 平成25年9月6日

78 ㈱セントラル自動車工業所 三条市塚野目4丁目13番2号 平成25年9月11日

79 土田商会 三条市上保内／字犬殺乙278番5 平成25年9月11日

81 ㈲三晴自動車 新潟市西蒲区栄町4番地 平成25年9月17日

82 ＯＮＥ＆ＰＥＡＣＥ㈱ 新潟市南区大通黄金3丁目1番地26 平成25年9月24日

83 トーヨーシステム㈱ 新発田市日渡字蟻の塔85番地4 平成25年9月25日

84 ㈲関根自動車 新潟市西蒲区漆山字沢田7694番1 平成25年9月25日

85 新湊自動車㈱ 佐渡市原黒327番地 平成25年9月26日

86 国仲自動車整備㈲ 佐渡市畑野字高野甲672番地1 平成25年9月26日

87 ㈲吉田自動車工業 佐渡市両津湊193番地 平成25年9月26日

88 ㈲高津商会 佐渡市羽茂大石1170番地1 平成25年9月26日

89 ㈲土田自動車整備工場 加茂市千刈1丁目7番23号 平成25年9月26日

90 五泉村松車検センター協業組合 五泉市本田屋字沓形3396番地1 平成25年9月26日

91 ㈱ツチダオート・サービス 五泉市本田屋字番丈免3154番1 平成25年9月26日

92 ㈱真保自動車 新潟市中央区大島字川前620番地1 平成25年9月30日

93 ㈲熊倉自動車 三条市西大崎3丁目20番35号 平成25年9月30日

94 ㈲小原自動車 新潟市南区新飯田2630番地1 平成25年10月1日

95 三新自動車㈱／大崎サービスセンター 三条市中新19番8号 平成25年10月1日

96 ㈱川内自動車 新潟市秋葉区朝日字二十苅70番1 平成25年10月1日

97 ㈱藤田自動車 三条市三竹2丁目14番17号 平成25年10月1日

98 ㈲太田自動車 阿賀野市笹岡字横町1186番 平成25年10月1日

99 ㈱坂詰商会　特殊・大型タイヤセンター 阿賀野市寺社字沢田甲495番1 平成25年10月2日

100 ㈱竹内電機工業所 新潟市東区臨港町三丁目4914番地26 平成25年10月2日

101 ㈲小林自動車 新潟市南区上新田字境畑甲577番地1 平成25年10月2日

103 ㈱セフテック　新潟工場 新潟市南区清水字拾参番割4440番1 平成25年10月4日



104 ㈱中山自動車修理工場 五泉市村松154番地 平成25年10月4日

105 玉木自動車整備工場㈲ 新潟市北区新崎5058番地1 平成25年10月8日

106 ㈱ライフサポート北越後車輌センター 新発田市石喜字村下641番1 平成25年10月9日

107 ＨＥＡＲＴ　ＦＡＣＴＯＲＹ 阿賀野市北本町596-3 平成25年10月10日

108 西蒲車両センター 新潟市西蒲区巻字飛落甲5504番地1 平成25年10月10日

109 ㈲カネヒオート販売 新潟市江南区早苗4丁目252番地5 平成25年10月15日

110 ㈱秋葉自動車 新潟市秋葉区中野3丁目10番8号 平成25年10月16日

112 ㈲パワーステーション 新潟市南区下塩俵1062番地 平成25年10月21日

113 チューリップライフ㈱／カービジョン 新潟市西区的場流通2丁目4番地2 平成25年10月21日

114 ㈲阿部車体 新潟市南区鯵潟字四反田638番地13 平成25年10月23日

115 ㈲小菅自動車販売 新潟市江南区嘉木字敷付226番1 平成25年10月23日

116 下田自動車㈱ 三条市高屋敷字中島59番地7 平成25年10月24日

117 丸山オートサービス
南蒲原郡田上町大字／吉田新田字小清水沢乙30番地
1 平成25年10月24日

118 坂詰自動車整備工場 阿賀野市保田字源四郎3860番1 平成25年10月24日

119 ㈱柳自動車 村上市岩沢字ヤナバ3127番地6 平成25年10月29日

120 ㈲平慶自動車工場 新潟市西蒲区赤鏥字大道上945番地1 平成25年11月1日

121 三新自動車㈱本社工場 三条市一ツ屋敷新田1291番地1 平成25年11月1日

122 ㈱アカツカ 燕市中川字中道下577番地1 平成25年11月8日

123 ㈲中央自動車商会 新潟市北区太田字法花鳥屋甲5635番2 平成25年11月21日

124 つるみ自動車 村上市北中字田中633番2 平成25年11月26日

125 ㈱坂正自動車商会 三条市塚野目4丁目658番1 平成25年12月12日

127 長島輪店 新潟市東区寺山1丁目7番7号 平成25年12月24日

128 ヤマヨシオート 新潟市江南区二本木4丁目22番地18号 平成25年12月25日

129 ㈲オートサービス・イトウ 新潟市西区鳥原832番地1 平成25年12月27日

130 カイツ自動車㈱ 新発田市中曽根町3丁目13番11号 平成26年1月10日

131 エスエスワークス 新潟市東区新川町361番地3 平成26年1月17日

132 小林自動車㈱ 燕市吉田春日町14番12号 平成26年1月24日

133 ㈲新穂自動車 佐渡市新穂大野1047番地1 平成26年1月31日

134 ㈲梨本自動車工業 新発田市真野原1732番地3 平成26年2月4日

135 ㈲中央自動車整備 佐渡市吉岡字広沢994番地1 平成26年2月7日

136 アメニティカーショップフジタ 三条市片口字白山2番地2 平成26年2月12日

137 岩井自動車整備工場 佐渡市名古屋字谷ち74番4 平成26年2月17日

138 東自動車整備工場㈱ 村上市加賀町4番37号 平成26年2月18日

139 ㈲モーターテックサクライ 燕市次新字道下1143番地 平成26年4月11日

140 江口自動車㈲ 新潟市江南区平賀字酒座川原965番 平成26年4月11日

141 ㈲市村自動車 阿賀野市笹岡字西浦410 平成26年4月18日

142 恵比須自動車 村上市小川字大川端1223番地1 平成26年4月22日



143 第一タクシー㈱整備工場 新潟市中央区上近江1丁目8番11号 平成26年4月23日

144 ㈲松田車輌部 佐渡市赤泊668番地1 平成26年4月23日

145 新津自動車整備協業組合 新潟市秋葉区七日町字内野1551番地1 平成26年5月1日

146 ㈲小湊自動車 新潟市西区新中浜4丁目5-2 平成26年5月12日

147 ㈱古保自動車 佐渡市下久知字腰沖2228番地1 平成26年5月12日

148 ＪＡ胎内市車輌センター 胎内市本郷町489番1 平成26年5月12日

150 ㈲新栄自動車整備工場 新潟市東区下場本町10番16号 平成26年6月25日

151 ㈲ＭＲオート 燕市佐善字提外3399番地1 平成26年7月15日

152 オオスミ車体㈱ 新潟市東区榎町77番地 平成26年8月6日

153 ㈱坂井自動車 新潟市秋葉区新保字東腰付63番地6 平成26年8月6日

155 ㈲中山自動車商会 新潟市中央区出来島1丁目5番37号 平成26年8月8日

156 小野自動車㈲ 新潟市江南区花ノ牧／字屋敷付318番地1 平成26年8月8日

157 下村車輌工業㈱ 新発田市荒町甲472番地 平成26年8月8日

158 姉崎自動車 新発田市池ノ端字島屋敷1189番地3 平成26年8月8日

159 ㈲巣本自動車 五泉市論瀬6485番地 平成26年8月11日

160 ㈱モーターパル 三条市直江町4丁目2176番地2 平成26年8月20日

161 ㈱エヌ・エイ・エス／水原オートフォーラム 阿賀野市市野山字大坪185番地1 平成26年8月28日

162 ㈱松田輪業 岩船郡関川村大字／下関字宮之越43番地2 平成26年9月12日

163 ㈲木村自動車整備 村上市仲間町字／一枚下り624番地10 平成26年10月22日

165 ㈲イナダオートサービス 新潟市西区亀貝字前田71番地3 平成26年10月29日

166 ㈲オートサービス渡庄 新潟市西区五十嵐一の町6319番3 平成26年10月31日

167 ㈲伊藤自動車整備工場 村上市坂町字笹谷3591 平成26年12月19日

168 ㈱モータードック陸王 新潟市中央区網川原1丁目4番12号 平成26年12月22日

169 塚野自動車㈱ 新潟市東区逢谷内6丁目79番地1 平成27年2月20日

170 千原モータース 新潟市中央区長潟818番地1 平成27年3月2日

171 旭自動車工業㈱ 新潟市秋葉区新津本町4丁目27番18号 平成27年3月2日

172 ㈲エビス自動車 佐渡市秋津字境44番地1 平成27年3月27日

173 三条自動車整備協業組合 三条市福島新田／字浦島丙2070番 平成27年5月28日

174 ㈲笹山モータース 新潟市北区笹山1578番地1 平成27年6月26日

175 伊藤運輸産業㈱ 新潟市江南区江口字乗兼3205番地 平成27年11月12日

176 ㈲青池オート販売 新潟市西区曽和395番地2 平成27年11月17日

177 佐渡汽船運輸㈱ 佐渡市吾潟183番地1 平成27年11月20日

178 ㈲三自動車 新発田市富塚町3丁目3番21号 平成27年12月25日

179 中山自動車整備 村上市早稲田字前村54-1 平成28年6月9日

180 ㈱新潟クボタ車輌整備工場 新潟市中央区鳥屋野字中沼336番地 平成28年6月29日

181 ㈱しばた車輌工業 新発田市小舟町1丁目486番1 平成28年10月21日

182 ㈱青又商店 燕市燕字小屋場1229番地3 平成28年10月25日



183 ㈲山崎自動車 燕市秋葉町3丁目827番 平成28年11月2日

184 エービーエス新潟㈱ 新潟市西区山田字堤付2307番地394 平成28年11月2日

185 ㈱ノミズ自動車 三条市下須頃字八枚田298番2 平成28年11月2日

186 ㈲野島自動車商会 燕市燕字深田3678番地1 平成28年11月9日

187 ㈲安沢自動車 新潟市西区神山字屋敷添7番地2 平成29年4月20日

188 パシフィックモーター㈱ 燕市大曲字曽根660番 平成29年6月27日

189 旭日自動車工業㈱船江工場 新潟市東区船江町1丁目47番21号 平成29年7月5日

190 ㈲津川自動車整備工場 東蒲原郡阿賀町津川／字滑沢792番6 平成29年7月14日

191 旭自動車㈱ 新潟市中央区南笹口1丁目8番1号 平成29年7月14日

192 ㈲ロータスオオノ 新潟市西区鳥原新田字大割447番地1 平成29年7月19日

193 ㈲戸枝自動車工業 新潟市南区大通1丁目807番地1 平成29年9月20日

194 ㈱長井自動車販売 新潟市北区新崎5039番地2 平成30年2月21日

195 ㈲クサカベモータース 新発田市五十公野字櫓下4836番地1 平成30年3月9日

196 ㈲プロモート 新潟市南区東萱場字土居下2188番地3 平成30年8月8日

197 ㈱ロビンソンサービス 新潟市秋葉区北上字長沼2008番地 平成30年8月21日

198 朝日自動車 村上市塩野町字奥野136番1 平成30年9月27日

199 オオタ自動車㈱ 燕市小高字大筒下1084番地 平成30年10月3日

200 ㈲コウシンオート 新潟市西区山崎字屋敷浦986番地1 平成30年10月4日

201 ㈱三条モーターステーション 三条市直江町3丁目5番8号 平成30年10月11日

202 箱田モータース 新潟市西区黒鳥字深潟4017番地5 平成30年10月15日

203 ㈲坂井自動車新潟 新潟市東区津島屋2丁目80番地 平成30年10月18日

204 ㈱岩室車体 新潟市西蒲区津雲田字横上545番1 平成30年10月24日

205 東和自動車㈱ 新発田市月岡字大宮751番地 平成30年11月7日

206 ㈱皆川自動車販売 佐渡市東大通1290番地3 平成30年12月3日

207 ㈲中林自動車整備工場 五泉市城下2丁目691番地1 令和1年9月30日

208 燕モータース㈱ 燕市桜町253番地 令和2年6月15日

209 オートガレージサイトウ 三条市金子新田字五十ノ南乙1712番17 令和2年7月17日

210 ㈱ひまわりオート 村上市新町1154番地2 令和2年7月17日

211 ㈲春川商会 佐渡市小木木野浦167番地4 令和2年7月20日

212 渡辺自動車整備㈱ 胎内市大川町3397番地1 令和2年7月21日

213 ㈱クラウン電装 新潟市江南区亀田大月3丁目1934番地1 令和2年7月27日

214 ㈱マルイチ風間自動車 新潟市江南区北山字屋敷付285番地7 令和2年7月29日

215 マルソー㈱ 三条市月岡字綾ノ前2783番地1 令和2年7月30日

216 ㈱安田車輌サービス 阿賀野市寺社甲3856番地20 令和2年8月4日

217 ㈱山口オート 東蒲原郡阿賀町石間／字上西ノ沢3724番地 令和2年8月26日

218 北新自動車㈱ 新潟市東区中木戸65番地1 令和3年7月13日

219 タケダ自動車㈱ 西蒲原郡弥彦村美山6563番地 令和4年1月20日



1001 ㈲大和自動車整備工場 南魚沼市寺尾1310番1 平成25年7月9日

1002 ㈲布川自動車 長岡市宮本町3丁目甲2606番地3 平成25年7月19日

1003 ㈱大島自動車整備工場 魚沼市四日町字金島401の5 平成25年7月23日

1004 ㈲小出自動車工業 魚沼市井口新田／字佐梨川端1013番地1 平成25年8月2日

1005 ㈱ホンダワークス 長岡市平島1丁目65番地 平成25年8月20日

1006 ㈱フォーラムムラタ 柏崎市岩上23番12号 平成25年8月20日

1007 風間工業㈱ 長岡市東神田1丁目甲1389番地1 平成25年8月21日

1008 カーフォート 魚沼市山田字下ノ原1103番1 平成25年8月21日

1009 ㈲丸山自動車整備工場 長岡市与板町本与板字塩の入2444番1 平成25年8月21日

1010 ㈱前沢自動車 柏崎市大字上田尻字中沢1316番1 平成25年8月21日

1011 北魚沼農協小出車輌センター 魚沼市中原字土井下257番 平成25年8月21日

1012 ㈱コーヨーオート 長岡市新組町字筒場2246番地 平成25年8月21日

1013 ㈲イケダオート 南魚沼市北田中字沢田369番地1 平成25年8月22日

1014 サンワーズ㈱ 柏崎市田中1番24号 平成25年8月22日

1015 三光電機㈱ 長岡市平島町字下新田7番地4 平成25年8月22日

1016 河野自動車 南魚沼市中字樋ノ口51番 平成25年8月23日

1017 長岡車検センター協業組合 長岡市下条町字西荒田650-1 平成25年8月23日

1018 ㈲山田自動車工業 長岡市川口牛ケ島字貝の沢163番1 平成25年8月23日

1019 ㈲マルヨシ自動車整備工場 長岡市高畑町字下表916番地1 平成25年8月23日

1020 ㈱ナカノオート 長岡市藤橋1丁目576番地1 平成25年8月23日

1021 ㈲品田商会　整備センター 柏崎市松波4丁目1番63号 平成25年8月23日

1022 ㈱ピットワン 魚沼市下倉字山ノ又527番地6 平成25年8月23日

1023 加藤自動車 長岡市下条町字大石1761番3 平成25年8月23日

1024 ㈲山崎自動車 長岡市下下条4丁目7番 平成25年8月23日

1025 カーショップ宮内 長岡市鷺巣町字武の宮303番1 平成25年8月27日

1026 さんとう車輌センター 長岡市大野字東川339番地9 平成25年8月27日

1027 ㈲金盛自動車工業 十日町市水口沢97番地 平成25年8月28日

1028 ㈲中沢自動車工業 長岡市鉢伏町376番地2 平成25年8月28日

1029 オートザム湯沢 南魚沼郡湯沢町大字神立／字原1261番地1 平成25年8月28日

1030 ㈱サンシー 長岡市高見町字畑直642番1 平成25年8月29日

1031 越後交通整備㈱　長岡工場 長岡市西新町2丁目5番1号 平成25年8月29日

1031 越後交通整備㈱　長岡工場 長岡市西新町2丁目5番1号 平成25年8月29日

1032 ㈱カーステージ 柏崎市大字安田字野口1913番地 平成25年8月29日

1033 ㈱荒木自動車整備工場 長岡市摂田屋町2853番地1 平成25年8月29日

1035 苗場自動車㈱ 中魚沼郡津南町大字／下船渡丁1623番地1 平成25年8月29日

1036 雪野自動車整備工場 魚沼市今泉字川添1551番地1 平成25年8月29日

1037 ビースカイ㈱ 柏崎市大字上田尻字谷地田1834番地3 平成25年8月30日



1039 越後交通整備㈱　柏崎工場 柏崎市扇町4番75号 平成25年8月30日

1040 三越タクシー　自動車整備工場 長岡市柏町1丁目3番1 平成25年9月2日

1041 三洋自動車㈱ 十日町市南新田町1丁目1番1 平成25年9月2日

1042 ㈲阿部自工 長岡市下下条2丁目1368番4 平成25年9月3日

1043 ㈲大桃自動車 魚沼市七日市字石動188番地2 平成25年9月9日

1044 タイセイ自動車㈱ 十日町市北新田775番1 平成25年9月10日

1045 北刈自動車工業㈱ 刈羽郡刈羽村大字／刈羽字前田681番地1 平成25年9月11日

1046 十日町車検センター協業組合 十日町市高山3丁目137番地4 平成25年9月12日

1047 真星自動車 長岡市東川口字前島1979番111 平成25年9月13日

1048 ㈱モーターズ坂井 燕市柳山字前畑790番 平成25年9月13日

1049 ㈱岡村自動車 十日町市高田町6丁目681番地1 平成25年9月13日

1050 ㈱シーエス川西 十日町市中屋敷139番地 平成25年9月18日

1051 ㈱ナカサト共和 十日町市上山イ283番地 平成25年9月18日

1052 ㈱共和自動車 十日町市高田町6丁目750番地 平成25年9月18日

1052 ㈱共和自動車 十日町市高田町6丁目750番地 平成25年9月18日

1053 ㈲渡辺自動車整備工場 小千谷市大字ひ生甲2203の1 平成25年9月26日

1054 ㈱大島自動車修理工場 長岡市大島本町3丁目11番地9 平成25年10月8日

1055 ㈱テッコ横山 魚沼市小出島74番地 平成25年10月17日

1056 ㈱くるまやカワカミ 燕市長辰字長崎5977番地 平成25年10月17日

1057 ㈲内藤モータース 長岡市与板町与板字柳之町乙1406番1 平成25年10月25日

1058 ㈱宮内自動車整備工場 長岡市平島町字下新田17番地1 平成25年10月25日

1059 ㈲山理自動車商会 小千谷市片貝町字町裏5058番2 平成25年10月25日

1060 ㈱中川商店　車輌整備事業部 長岡市左近町1020番地 平成25年10月25日

1061 田中自動車事業部 長岡市東蔵王2丁目3番40号 平成25年10月25日

1062 ㈲片貝自動車商会 小千谷市片貝山屋町字南田1番地1 平成25年10月25日

1063 ㈱信和自動車 長岡市島崎字浦反甫343 平成25年10月25日

1064 ㈱南魚自動車 南魚沼市竹俣字一里塚98番1 平成25年10月28日

1065 ㈱小千谷モータース 小千谷市大字土川字山崎711番地 平成25年10月28日

1065 ㈱小千谷モータース 小千谷市大字土川字山崎711番地 平成25年10月28日

1066 ㈲中野自動車商会 燕市笈ヶ島1259番1 平成25年10月29日

1067 ㈲オートショップウインズ 南魚沼郡湯沢町大字湯沢字中島川原1659番地1 平成25年10月29日

1068 ㈱吉川車体製作所 長岡市石内1丁目7番27号 平成25年11月1日

1069 ㈱ウエッジ 長岡市深沢町字屋敷田847番地 平成25年11月5日

1071 エイジー 魚沼市小平尾字片貝澤7202番 平成25年12月4日

1072 小川自動車㈱ 十日町市西本町1丁目450番地11 平成25年12月5日

1073 ㈲六日市自動車 長岡市中潟町字外新田10番地 平成25年12月12日

1074 ㈲イバラメオート 柏崎市大字茨目字巻山1322番地 平成25年12月24日



1075 ㈲渡辺自動車 長岡市寺泊北曽根字大溜2197番1 平成26年1月9日

1076 ㈲中川モータース 長岡市下下条町2814番地9 平成26年1月23日

1078 ㈲大島鉄工所 長岡市脇野町2268番地2 平成26年1月27日

1079 ㈲柏崎商会 柏崎市半田1丁目字大二百刈62番1 平成26年2月6日

1080 ㈱内山自動車 小千谷市大字横渡字砂田1009番1 平成26年2月6日

1081 ㈲外山自動車商会 魚沼市井口新田65番地 平成26年3月31日

1082 ナカヤモータース㈱ 南魚沼市大杉新田字中原1123番 平成26年4月7日

1083 ㈲小出自動車工業　湯沢営業所 南魚沼郡湯沢町大字神立／字薬師堂1443番地1 平成25年8月30日

1084 協業組合　柏崎車検センター 柏崎市大字平井字稲穂3009番地 平成26年4月15日

1085 ㈲カーサービスマーチ 長岡市下下条町2814番地4 平成26年4月15日

1086 ㈱佐藤修理工場 魚沼市堀之内字百代3345番1 平成26年5月14日

1087 ㈱渋海自動車 長岡市小国町千谷沢／字上ノ原105番2 平成26年5月15日

1088 ㈲新井自動車 柏崎市西山町礼拝字前田395番地3 平成26年5月16日

1089 ㈱魚沼自工 小千谷市城内1丁目5番23号 平成26年5月19日

1090 ㈱浅野商会／栃尾店 長岡市栃尾山田町8番31号 平成26年6月10日

1091 ㈲目黒自動車整備工場 見附市本所1丁目2番68号 平成26年7月2日

1092 くるまの楽々車㈱ 長岡市宝4丁目2番地15 平成26年7月18日

1093 大平自動車 南魚沼市津久野字堀外1037番2 平成26年8月13日

1094 ㈱大﨑自動車 長岡市栃尾宮沢1509番地6 平成26年8月8日

1096 経済部　Ｃａｒエル川西 十日町市上野251番1 平成27年2月20日

1097 あさひ車両㈱ 魚沼市吉田49番地 平成27年3月3日

1098 ㈲岩田自動車 十日町市中条甲587番地7 平成27年3月26日

1099 ㈲カーセンターセキヤ 中魚沼郡津南町大字／下船渡甲1687番地 平成27年6月29日

1100 ㈲エニシ自動車 長岡市与板町与板字／江西乙1693番地5 平成27年6月30日

1101 ㈱伊丹自動車 長岡市下条町字野々入790番地 平成27年9月4日

1102 協栄自動車工場 魚沼市葎沢字池田115番3 平成27年9月17日

1103 ㈲桜井モータース 長岡市大島本町5丁目118番地15 平成27年10月14日

1104 Ｋａｚ　ｍｏｔｏｒ　ｓｅｒｖｉｃｅ 柏崎市春日1丁目3番30号 平成28年2月25日

1106 宮本モータース／六日町店 南魚沼市四十日字此田2471番3 平成28年10月3日

1107 ㈱北陸モーターサービス 長岡市船江町2番地21 平成28年10月20日

1108 ㈱岡村商店　自動車整備工場 小千谷市大字千谷字下夕原甲／1837番4 平成28年11月25日

1109 ㈲大和自動車 十日町市伊勢平治400番1 平成29年9月6日

1110 ㈱宮本モータース 魚沼市堀之内103番地 平成29年9月6日

1111 ㈲御前商会 魚沼市穴沢字木ノ下1393番2 平成29年10月5日

1112 ㈱大川自動車整備工場 長岡市摂田屋町2856番地 平成30年10月10日

1113 ㈱長谷川自動車 柏崎市北半田1丁目10番20号 平成30年10月17日

1114 山崎工業㈱ 柏崎市大字上田尻字山向3576番7 平成30年11月20日



1115 ㈱えちごホールディングス 三条市善久寺字螻田3007番地1 令和1年8月1日

1116 ㈱オートパーク 長岡市下条町字野々入803番地 令和1年10月4日

1117 みなみ魚沼農協車両センターしおざわ 南魚沼市目来田137番地 令和2年1月28日

1118 富士屋モータース 長岡市島崎字清水5270 令和2年8月7日

1119 津南スズキ 中魚沼郡津南町大字／下船渡戊666番地 令和2年8月7日

1120 ㈱塩沢車輌 南魚沼市南田中／字新左ヱ門田15番地1 令和2年8月12日

1121 佐藤サービス 三島郡出雲崎町大字大門字下原683番16 令和2年8月20日

1122 曽地自動車整備工場 柏崎市大字曽地字五百刈363番 令和2年8月25日

1123 ㈲岩塚自動車整備工場 長岡市飯塚字中之島2721番2 令和3年6月17日

2001 綱島モータース㈱ 糸魚川市寺島2丁目5番15号 平成25年7月16日

2002 糸魚川自動車整備協業組合 糸魚川市大字岩木字平田1580番地 平成25年8月19日

2003 大和電建㈱自動車部／上越整備工場 上越市大字下吉野字追田1756番地20 平成25年8月21日

2004 明星自動車工業㈱ 糸魚川市上刈5丁目4番45号 平成25年8月23日

2005 妙高モータース 妙高市大字田口1199番地の1 平成25年8月23日

2006 頸城自動車㈱　整備工場 上越市石橋二丁目2番50号 平成25年8月27日

2007 ㈱橋詰商会 上越市中郷区板橋473番地20 平成25年8月28日

2008 ㈱上越自工 上越市頸城区西福島字本田575番地3 平成25年8月29日

2009 ㈱椿自動車 上越市中郷区二本木字東金山838番地1 平成25年8月29日

2010 ㈱高田モータース 上越市西城町1丁目12番33号 平成25年8月29日

2011 ㈱山崎サービス 上越市大字上源入字野畔338番地 平成25年8月29日

2012 ㈲双葉自動車 上越市木田2丁目10番13号 平成25年8月30日

2013 アットワーク 上越市新光町3丁目14番24号 平成25年9月2日

2014 田辺運輸㈱ 糸魚川市大字田海字八久保12番1 平成25年9月3日

2016 ㈲ミウラオート 上越市三和区野字川田323番地2 平成25年9月5日

2017 徳永自動車整備工場 上越市幸町14番8 平成25年9月5日

2019 ㈱ホンダシーエス 糸魚川市大字平牛2120番地 平成25年9月13日

2020 ㈲サトーオート 上越市藤新田二丁目9番3号 平成25年9月19日

2021 北陸自動車㈱ 糸魚川市寺島3丁目1番8号 平成25年9月20日

2022 ㈲武田商会 上越市栄町7番20号 平成25年9月27日

2023 笠原商事㈱ 糸魚川市大字能生字古道852番地2 平成25年9月27日

2024 ひすい農業協同組合／能生自動車センター 糸魚川市大字桂字大夫田144番地1 平成25年10月1日

2025 ㈲濁川商会 妙高市大字上堀之内字前田325番地 平成25年10月1日

2026 ㈱古川商会 妙高市美守2丁目9番20号 平成25年10月2日

2027 ㈲上新オート 上越市大字戸野目字南田328番4 平成25年10月3日

2028 ㈲東自動車商会 上越市浦川原区横川字上段396の1 平成25年10月3日

2029 ㈱ファミリーオート 上越市大字下源入／字東新田332番地1 平成25年10月3日

2030 協業組合　太陽自動車工業 上越市大字福橋字前田634番1 平成25年10月3日



2031 第一自動車販売㈱ 上越市高土町3丁目28番地 平成25年10月7日

2032 ㈲竹越自動車工業 上越市柿崎区柿崎字小河向1193番1 平成25年10月10日

2033 ㈱オーミオート 糸魚川市大字須沢字大坪3436番地 平成25年10月15日

2034 ㈲中央モータース 上越市大字茨沢字向上割156番地2 平成25年10月16日

2035 くさまモータース 上越市北本町3丁目2番84号 平成25年10月23日

2036 ㈱中央自動車 糸魚川市大字平牛字半ノ田293番地 平成25年11月8日

2037 ㈲田中輪業 上越市吉川区原之町字小菅2535番の1 平成25年11月28日

2038 ㈲アイビーオート 上越市大字寺町字三正町32番地1 平成25年11月28日

2039 ＯＪ　ＷＯＲＫ 上越市高土町3丁目10番5号 平成25年11月29日

2040 ㈲三栄オートサービス 上越市大字安江字太田287番地 平成25年12月17日

2041 ㈱北島車輌 上越市浦川原区釜渕字沖261番1 平成26年1月10日

2042 ㈲三和モータース 上越市三和区三村新田字大官免11番地4 平成26年1月30日

2043 ㈲布施車体工業 上越市柿崎区馬正面字中砂原1278番地26 平成26年2月19日

2044 ㈲新井自動車整備工場 妙高市柳井田町4丁目6番26号 平成26年2月19日

2045 ㈲原田オート 上越市柿崎区柿崎字大久保7030番9 平成26年2月28日

2046 オートサービス勝栄㈱ 上越市大島区大平字渕ノ上508番地3 平成26年5月8日

2047 ㈲朝日自動車 糸魚川市上刈6丁目2番8号 平成26年5月19日

2048 渡辺エンジン工業㈱ 糸魚川市押上2丁目8番16号 平成26年6月27日

2049 ㈱名立モーター商会 上越市名立区名立小泊字浜端449番地2 平成26年7月15日

2050 (資）武田自動車商会 上越市東本町2丁目4番35号 平成27年8月5日

2051 牧絵輪店 上越市稲田1丁目428番地1 平成27年10月14日

2052 河野自動車販売㈱ 上越市頸城区西福島字本田620番地1 平成27年11月4日

2053 ㈲日和自動車 上越市大字上源入字大城153番地30 平成28年8月4日

2054 ㈲山本自動車 上越市大和6丁目1番6号 平成29年8月8日

2055 ㈱井部商会 上越市大字夷浜新田字釜ノ口419番地2 平成29年8月18日

2056 大島自動車販売㈱ 上越市高土町1丁目8番8号 平成29年8月24日

2057 鈑金のモドーリー　上越店 上越市大字土橋字内川原1751番地1 令和1年11月29日

2058 岡田自動車 糸魚川市南寺島2丁目3番22号 令和2年7月20日

●認定番号０００１～０９９９は新潟・佐渡及びその他地域、１００１～１９９９は長岡・魚沼・柏崎地域、
   ２００１～２９９９は上越・糸魚川地域です。


