
加盟店名 住所 電話番号

八戸市・三戸郡

自動車・自転車・オートバイ

Ｒ企画 八戸市大字妙字大開　５－３ 0178-25-5679

あいさき自動車 八戸市大字鮫町　字山四郎蒔目　１７－７１ 0178-35-2972

青森県自動車整備商工組合　
八戸

青森市桔梗野工業団地２丁目　１２－６７ 0178-28-6791

青森スバル自動車　八戸長苗
代店

八戸市長苗代前田　５０－１ 0178-28-4091

青森スバル自動車　八戸類家
店

八戸市諏訪３丁目　１３－５ 0178-47-9228

青森トヨペット　三戸店 三戸郡南部町　大字沖田面字沖中　１６１ 0179-34-3567

青森トヨペット　Ｔ－ｕｐ八戸る
いけ店

八戸市青葉３丁目　３－１７ 0178-22-9001

青森トヨペット　八戸城下店 八戸市城下４丁目　２４－９ 0178-47-5671

青森トヨペット　八戸東店 八戸市大字大久保　字小久保尻　１７－１７ 0178-34-5671

青森トヨペット　八戸本店 八戸市　卸センター　１丁目　１７－２８ 0178-44-5671

青森日産自動車　根城店 八戸市根城７丁目　１－３３ 0178-47-6730

青森日産自動車　八戸店 八戸市城下４丁目　３－１８ 0178-43-7321

青森日産自動車　湊高台店 八戸市大字湊町　字新井田道　３５－１４ 0178-31-1691

青森マツダ自動車　八戸店 八戸市沼館１丁目　８－１８ 0178-44-2225

青森三菱自動車整備団地営
業所

八戸市大字長苗代　字化石　６９－２ 0178-27-1201

青森三菱自動車販売　八戸下
長店

八戸市下長３丁目　１９－５ 0178-28-5111

アクセル 八戸市小中野３丁目　２０－６ 0178-46-2334

浅坂モータース 三戸郡南部町　大字苫米地字蒼前　１１－１５ 0178-84-4141

Ａｓｓｉｓｔ 八戸市南類家４丁目　１－２０ 0178-45-3773

安達自動車整備工場 八戸市大字白銀町　字八森　３－１ 0178-33-3106
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加盟店名 住所 電話番号

八戸市・三戸郡

自動車・自転車・オートバイ

アップル八戸店 八戸市諏訪３丁目　１３－２６ 0178-24-4649

イエローハット八戸北店 八戸市日計４丁目　５－３１ 0178-20-2340

イエローハット八戸店 八戸市大字新井田　字塩入　４９－３２ 0178-35-5780

石田総合車輌 八戸市吹上２丁目　１１－８６ 0178-22-0069

石田モータース 八戸市大字大久保　字大塚　１７－１２１ 0178-34-3321

伊東自動車硝子販売　八戸営
業所

八戸市大字長苗代　字元木　１５－１ 0178-20-3877

ウィリングオート 八戸市　石堂　１丁目　１－１ 0178-32-0567

上田自動車 八戸市大字大久保　字大塚　１７－９０２ 0178-33-2840

ウエノ自販 八戸市日計１丁目　１－１０ 0178-29-0386

ＳＢＳ八戸 八戸市大字新井田　字寺沢　３０－６ 0178-25-3631

エムズオート 八戸市高洲２丁目　２３－２０ 0178-28-8532

大塚オート 八戸市大字大久保　字大塚　１７－４０２ 0178-35-6454

オートガード八戸 八戸市日計１丁目　４－２０ 0178-21-2341

オートガレージ　ハクエイ 八戸市湊高台６丁目　１１－５ 0178-33-6561

オートカンパニーサカウエ 八戸市大字市川町　字南尻引　８４－７ 0178-52-6893

オートクラブ　アーバン 八戸市下長８丁目　２－４１ 0178-20-5752

オートコレクションシーロード 八戸市南類家２丁目　１７－１８ 0178-73-2526

ＡＵＴＯ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＢＢ 八戸市八太郎３丁目　１－１ 0178-38-1832

オートサプライＭＳＣ 八戸市大字糠塚字平中　２７－６ 0178-38-9503

オートサミット 八戸市沼館１丁目　３－４５ 0178-47-9443
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八戸市・三戸郡

自動車・自転車・オートバイ

オートショップ　ミウラ 八戸市日計１丁目　１－２７ 0178-28-7091

オートショップアヴァンテイ 八戸市　根城　３丁目　２－１２ 0178-38-8237

オートスクエア 八戸市八太郎２丁目　２－５ 0178-51-2055

オートバックス 八戸市沼館４丁目　７－９６ 0178-45-0331

オートファン　マワタリ 八戸市大字尻内町　字馬場　８－７ 0178-23-4411

オートプロ　ジャスト 八戸市下長８丁目　２－１８ 0178-20-8958

オートボディー 八戸市大字十日市　字松ケ崎　１５－１ 0178-96-3825

オートボディトシ 八戸市大字白銀町　字三島下　２４－１６０ 0178-31-4087

奥寺自動車工業 八戸市城下１丁目　２０－２０ 0178-43-8007

奥村自動車工場 八戸市江陽２丁目　４－２７ 0178-24-3074

小田桐自動車販売 八戸市湊高台２丁目　１－９ 0178-35-0022

ＯＲＡＮＧＥ　ＳＰＥＥＤ　ＳＨＯＰ 八戸市大字市川町　字和野前山　１７－６１３ 0178-29-3909

カークリニック八戸 八戸市大字河原木　字北沼　２２－１３ 0178-28-8127

カーコレクトルック 八戸市八太郎４丁目　３－４１ 0178-20-3821

カーコンビニ倶楽部ハピネス 八戸市大字新井田　字寺沢　３４－８ 0178-30-2656

カーショップくるまや 八戸市大字長苗代　字下亀子谷地　２７－８ 0178-20-1468

カーショップ江陽 八戸市　江陽　１丁目　１７－２ 0178-32-7414

カーショップ日向 八戸市小田１丁目　５－１３ 0178-28-0075

カーショップワタナベ 八戸市下長８丁目　１－２８ 0178-28-1540

カースポット八戸類家店 八戸市諏訪３丁目　１３－５ 0178-20-9500
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加盟店名 住所 電話番号

八戸市・三戸郡

自動車・自転車・オートバイ

Ｃａｒ　Ｔｏｙ’ｓ 八戸市大字根城　字西ノ沢　３６－７５ 0178-45-6941

カーネッツ八戸 八戸市城下３丁目　６－１ 0178-71-1656

カーピット 八戸市大字長苗代　字下亀子谷地　１８－８ 0178-28-0053

カーブティック八戸 八戸市青葉２丁目　１１－１１ 0178-44-6111

カーペイント　田村屋 八戸市沼館２丁目　３２－２６ 0178-45-1657

ＣＡＲ　ＢＡＳＥ　八戸 八戸市大字豊崎町　字境沢　１２ 0178-23-2306

カーベース八戸 八戸市　大字豊崎町　字境沢　１２ 0178-38-9711

カーポイント 八戸市　大字根城　字西ノ沢　３６－１ 0178-45-0012

カーマジックサトウ 八戸市沼館４丁目　２－４ 0178-73-3577

カーライフフォーティファイブ 八戸市大字市川町　字南尻引　８３－１ 0178-52-3120

葛西自動車修理工場 三戸郡階上町　大字道仏字耳ケ吠　６－２５４ 0178-88-3431

カスタムセレクト青森 三戸郡階上町　大字道仏字笹畑　５３－１５ 0178-88-3944

椛沢モーター商会 三戸郡南部町　大字下名久井字前田　３４－１ 0178-76-2404

ガレージロード 八戸市大字河原木　字神才　１１－１１ 0178-20-8181

カワサキ車体 八戸市　大字妙　字花生　８－１０１ 0178-38-0377

北川サイクル 八戸市長苗代２丁目　６－４ 0178-28-6829

共立自動車工業 八戸市大字長苗代　字化石　４７－２ 0178-27-2252

グレートカー・ルーツ 八戸市大字長苗代　字二分谷地　２６－８ 0178-29-0101

黒坂自工 八戸市大字十日市　字黒坂　３８－１ 0178-96-6700

黒坂自工　湊高台店 八戸市湊高台２丁目　１９－１ 0178-20-8196
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加盟店名 住所 電話番号

八戸市・三戸郡

自動車・自転車・オートバイ

軽ｐｌａｚａ　サンライズ　八戸本
店

八戸市城下３丁目　８－６ 0178-51-8627

ケーエス電装サービス 八戸市高州２丁目　８－３ 0178-28-8750

県南スズキ販売 八戸市大字大久保　字小久保平　４２－１ 0178-25-2855

県南タイヤ販売 八戸市類家５丁目　２６－１ 0178-43-4441

コクピット根城 八戸市根城２丁目　２６－３０ 0178-45-3005

コサカモーター 八戸市城下１丁目　１８－８ 0178-46-0013

小沢商会 三戸郡新郷村　大字戸来字小沢平　５３ 0178-78-2747

小柴自動車工業 八戸市　下長　７丁目　７－３ 0178-28-2429

コシバ自動車販売 三戸郡階上町蒼前西　２丁目　９－１５１ 0178-80-1665

サイクルショップ　コアカザワ 八戸市小中野８丁目　２－２２ 0178-22-5300

坂自動車整備 八戸市長苗代２丁目　１６－２５ 0178-28-2614

佐々木自販 八戸市江陽１丁目　５－１４ 0178-73-5123

佐々木自販　新井田店 八戸市大字新井田　字丑鞍森　３３－９ 0178-30-1670

ささもり自販 八戸市大字河原木　字高館前　４１ 0178-21-2008

澤田自動車 三戸郡南部町　大字沖田面字久保　１３９ 0179-34-3145

サンキョウ企画 八戸市石堂４丁目　３－４ 0178-20-5515

サンモーター小原 八戸市大字大久保　字大塚　１７－４５９ 0178-35-6511

ジェームス城下店 八戸市沼館１丁目　２－１ 0178-24-7711

自動車修理屋 八戸市大字長苗代　字前田　２７－５ 0178-32-7580

じどうしゃ屋エス・イー・エヌ 三戸郡階上町蒼前東　１丁目　９－１３６ 0178-88-5003
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八戸市・三戸郡

自動車・自転車・オートバイ

自販コイズミ 三戸郡五戸町　大字扇田字長下タ　２－１７５ 0178-62-6611

車検のコバック　八戸類家店 八戸市類家５丁目　１０－１３ 0178-43-7740

オートセレクション　シャドー 八戸市　城下　３丁目　１－２３ 0178-45-7651

しょうモータース 八戸市大字豊崎町　字浜坂脇　２８－１ 0178-32-7670

親和自動車工業 八戸市大字河原木　字蓮沼　１－１ 0178-20-0801

スズキアリーナ　八戸駅通 八戸市大字長苗代　字前田　２９－２ 0178-27-0111

スズキアリーナ八戸 八戸市下長３丁目　１９－１３ 0178-28-3387

スズキ自販青森　八戸営業所 八戸市類家３丁目　２－１ 0178-43-7215

スバルショップ　三戸沖田面店 三戸郡南部町　大字沖田面字千刈　５０ 0179-34-3416

セイブオート 八戸市類家５丁目　２６－４ 0178-44-5434

ダイキペイント 八戸市小中野８丁目　１６－８ 0178-47-0271

タイヤ市場　倉庫館 八戸市城下４丁目　２２－１７ 0178-46-1757

タイヤガーデン八戸 八戸市大字尻内町　字嶋田　８－２ 0178-70-1333

タイヤ館　八戸 八戸市大字長苗代　字前田　５２－１ 0178-20-5222

タイヤ館　類家 八戸市類家４丁目　１０－２ 0178-72-3367

タイヤプラザ八戸 八戸市大字尻内町　字島田　８－２ 0178-70-1333

タイヤ屋 八戸市石堂４丁目　１－６ 0178-20-5282

太洋自動車工業 三戸郡階上町蒼前西　７－９－１５０ 0178-88-2121

ダックス 八戸市大字新井田　字松山下野場７－１　佐藤工務店ビ
ル１Ｆ

0178-30-2050

タックス八戸 八戸市大字新井田　字塩入　５０－１ 0178-33-4455
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八戸市・三戸郡

自動車・自転車・オートバイ

タニカワカーサービス 八戸市大字尻内町　字尻内河原　１０１－２ 0178-70-2376

谷川自動車 八戸市高州１丁目　５－１０ 0178-28-7437

中販センター 八戸市長苗代１丁目　２－１３ 0178-28-0766

Ｔ・Ｒ・Ｃ 八戸市沼館１丁目　１５－３６ 0178-22-8250

ティーマックス 八戸市大字新井田　字小久保尻　１－３９０ 0178-30-1334

照井自転車店 八戸市城下３丁目　３－２ 0178-22-3003

東北車輌サービス 八戸市大字河原木　字蓮沼　４１－３９ 0178-28-7188

ＴＯＴＡＬ　ＣＡＲ　ＳＨＯＰ　ＬＵＣ
ＫＹ

八戸市大字新井田　字四本松　１４－５ 0178-80-7150

トータルボディー寺澤 八戸市高州１丁目　９－１２ 0178-28-3834

トヨタカローラ八戸旭ヶ丘店 八戸市大字新井田　字寺沢　１５－６ 0178-25-2223

トヨタカローラ八戸　石堂店 八戸市長苗代２丁目　２６－１７ 0178-28-6131

トヨタカローラ八戸　城下店 八戸市城下４丁目　２２－２３ 0178-22-9255

トヨタカローラ八戸根城店 八戸市根城３丁目　４－１０ 0178-43-1174

トヨタカローラ八戸　Ｕ－ＭＡＸ
八戸

八戸市青葉３丁目　１４－２５ 0178-45-9555

中村自動車 八戸市　南郷区大字中野　字大久保　１７－３ 0178-82-3104

中村自動車　江陽店 八戸市江陽１丁目　３－８ 0178-45-3767

七洋　車両部門 八戸市新湊３丁目　７－６ 0178-33-7740

南部タイヤ 八戸市柏崎６丁目　２４－１９ 0178-45-5533

南部電機 八戸市　沼館　１丁目　２０－５ 0178-43-9911

南部電機ＳＴＴセンター 八戸市大字長苗代　字化石　８５－５ 0178-70-1221
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八戸市・三戸郡

自動車・自転車・オートバイ

南部電機桔梗野サービスセン
ター

八戸市桔梗野工業団地２丁目　８－３２ 0178-28-5433

日産プリンス青森販売　旭ヶ丘
店

八戸市大字新井田　字小久保尻　１６－１２ 0178-25-1331

日産プリンス青森販売　城下
店

八戸市沼館１丁目　９－２２ 0178-24-4131

日産プリンス青森販売　八戸
店

八戸市大字長苗代　字二日市　６－１ 0178-27-4321

日産プリンス青森販売　類家
店

八戸市類家４丁目　１０－７ 0178-24-2386

沼本自動車整備工場 八戸市八太郎１丁目　１－１２ 0178-28-2828

ネッツトヨタ青森 八戸市根城５丁目　１３－１９ 0178-22-6316

ネッツトヨタ青森桜ヶ丘店 八戸市大字大久保　字小久保尻　１７－１６ 0178-31-2266

ネッツトヨタ青森　城下店 八戸市沼館２丁目　３－１４ 0178-47-2080

ネッツトヨタ青森根城店 八戸市根城５丁目　１３－１９ 0178-22-6310

ネッツトヨタみちのく 八戸市小中野１丁目　３－１５ 0178-22-2207

ＢＡＫＵ自動車 八戸市城下４丁目　６－１７ 0178-46-5535

八戸自工 八戸市大字長苗代　字二日市　９－２ 0178-27-1476

八戸自動車販売 八戸市類家５丁目　１４－１４ 0178-22-6668

八戸ホンダ販売 八戸市大字十八日町　５１ 0178-43-4539

鈑金のモドーリー八戸沼館店 八戸市沼館４丁目　１－４７ 0178-46-1300

パンプキンズ 八戸市大字河原木　字高森　４－１５ 0178-28-0262

Ｂ・Ｐハウス 八戸市江陽５丁目　１６－１３ 0178-73-5889

東自動車商会 三戸郡三戸町　大字同心町字古間木平２４－８ 0179-22-3121

光オートプラザ 八戸市下長８丁目　１１－１２ 0178-20-3478
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八戸市・三戸郡

自動車・自転車・オートバイ

日向自動車整備工場 三戸郡新郷村　大字戸来字高畑下　１－３ 0178-78-3003

ヒロ企画 八戸市新井田西３丁目　８－２３ 0178-25-7640

ＦＡＶＯＲＩＴＥ－１ 八戸市大字尻内町　字平中後　８－１９ 0178-27-6170

フォルクスワーゲン青森東 八戸市江陽２丁目　９－４０ 0178-22-4181

プラスオートサービス 八戸市城下２丁目　１７－７ 0178-46-0004

古里自動車 八戸市大字是川　字外野場　１９ 0178-96-1878

平成自動車 八戸市大字美保野　１３－１７５２ 0178-25-0466

ホンダウィング　八戸 八戸市下長２丁目　２－２５ 0178-20-2100

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ八戸東　湊高台
店

八戸市　大字湊町　字上田屋前　２２－１ 0178-31-3371

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ八戸東　類家店 八戸市類家５丁目　１１－７ 0178-43-7639

ホンダカーズ八戸西　オートテ
ラス長苗代店

八戸市大字長苗代　字元木　１９－１ 0178-20-4700

ホンダカーズ八戸西　長苗代
店

八戸市大字長苗代　字上中坪　１２－１ 0178-27-1500

ホンダカーズ八戸西　南部店 三戸郡南部町　大字虎渡字白石　３８－１ 0178-75-0366

ホンダカーズ八戸西　工大前
店

八戸市大字妙字大開　５－２３３ 0178-25-1101

マイカーサービス 八戸市大字河原木　字蓮沼　２９－４ 0178-28-6859

マイロード 八戸市城下４丁目　２５－４ 0178-46-2704

前田車装 八戸市　沼館　１丁目　１５－３３ 0178-43-2280

マツダアンフィニ八戸 八戸市大字売市字杉山　３－３ 0178-24-5231

マツダオートザム八戸西 八戸市　大字長苗代　字前田　７５－３ 0178-28-2923

マツダオートザムヤマモト青葉
店

八戸市青葉３丁目　３－１２ 0178-45-5101
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マルコウ吉田自動車工業 八戸市城下３丁目　２－２８ 0178-43-7530

ミウラオート 三戸郡五戸町　大字扇田字長下　２－１６５ 0178-62-5884

ミウラオート展示場 三戸郡五戸町　字下長下タ　７８－１０ 0178-51-8966

ミシマ自動車整備工場 八戸市白銀１丁目　６－１ 0178-33-4018

水野自動車鈑金工業 八戸市城下３丁目　２－７１ 0178-43-8541

青森三菱ふそう自動車販売　
八戸営業所

八戸市大字河原木　字蓮沼　１－１６ 0178-28-2121

宮木タイヤ商会 三戸郡南部町　大字高瀬字上宮野　６－３ 0178-76-2028

宮沢自動車 八戸市長苗代３丁目　６－１９ 0178-28-9417

三代川 八戸市大字新井田　字出口平　２３－３ 0178-25-4721

ミリオンオートタテオケ 八戸市城下４丁目　４－１４ 0178-45-0434

村越自動車商会 八戸市大字河原木　字見立山　５－５ 0178-28-1556

メカステージ 八戸市新湊１丁目　１１－１８ 0178-33-1025

モトーレン青森　八戸店 八戸市大字長苗代　字化石　２４－１ 0178-70-5036

モトショップやまもと 八戸市大字市川町　字尻引前山　３１－１８ 0178-28-7746

ヤサカ 八戸市沼館４丁目　７－１３０ 0178-43-4628

ヤマト自動車販売 八戸市大字新井田　字塩入　５０－１ 0178-33-4455

ヤマト自動車販売 八戸市大字新井田　字塩入　５０－１ 0178-33-4455

ユーアップ 八戸市大字長苗代　字前田　４３－６ 0178-27-8300

Ｕ－ＭＡＸ八戸 八戸市青葉３丁目　１４－２５ 0178-45-9555

ＲＩＳＡＳ 八戸市　城下　３丁目　１５－３１ 0178-20-0105
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自動車・自転車・オートバイ

リカバリー 八戸市　大字河原木　字千刈田　１１－１ 0178-29-1940

リペアサービス 八戸市八太郎６丁目　１０－３２ 0178-38-8128

和幸自動車 八戸市大字河原木　字高館前　１００－２ 0178-21-3220

Ｏｎｅ－Ｓｔｙｌｅ 八戸市長根４丁目　８－５ 0178-32-7647
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