
加盟店名 住所 電話番号

青森市・東津軽郡

自動車・自転車・オートバイ

ＮＳオート 青森市幸畑１丁目　３６－３７ 017-728-4222

ＲＳハリヤマ 東津軽郡今別町　大字今別字中沢　２９０－５ 0174-35-4055

相坂自動車商会 青森市栄町１丁目　３－１２ 017-742-4377

青森オイルサービス　三内店 青森市大字三内字玉作　２－８ 017-781-0560

青森オイルサービス　西バイ
パス店

青森市大字石江字三好　１２０ 017-781-0242

青森オイルサービス　安方店 青森市安方１丁目　９－９ 017-722-3344

青森オートテクニカ 青森市油川字岡田　８０－２ 017-787-1220

青森カスタマーセンター 青森市大字石江字三好　１１６ 017-781-2311

青森合浦日産 青森市合浦１丁目　１４－３ 017-743-1401

青森技研 青森市大字合子沢　字松森　１００－４ 017-738-7370

青森県自動車整備商工組合　
青森

青森市大字浜田字豊田　１２９－１２ 017-739-0555

青森車検センター・板金工房 青森市　大字石江　字三好　１６８－５ 017-752-6420

青森スバル自動車　青森三内
店

青森市大字三内字稲元　７９－６ 017-781-6081

青森スバル自動車　青森原別
店

青森市原別６丁目　１０－１ 017-736-3121

青森トヨタ自動車　青森店 青森市合浦２丁目　１９－２３ 017-742-2111

青森トヨタ自動車　西店 青森市新城福田　２６５－１２ 017-788-5314

青森トヨタ自動車　南店 青森市大字荒川字藤戸　１３６－１１ 017-739-2351

青森トヨペット 青森市篠田３丁目　１４－９ 017-782-5671

青森トヨペット　青森西店 青森市大字石江字三好　１４４－２ 017-781-5671

青森トヨペット　青森東店 青森市大字矢田前　字弥生田　２０－８ 017-726-5671
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青森トヨペット　青森南店 青森市第２問屋町　１丁目　３－１０ 017-739-5671

青森日産自動車青森店本店 青森市　大字三内　字稲元　８６ 017-781-0112

青森日産自動車　流通団地店 青森市大字野木字野尻　４３－４ 017-773-8255

青森農機 青森市大字高田字川瀬　４４７－６２ 017-739-3913

あおもり鈑金塗装センター 青森市大字野内字鈴森　１３１－１ 017-726-1144

青森マツダ自動車　青森店 青森市　大字石江　字岡部　８６－１ 017-782-1111

青森三菱自動車　問屋町店 青森市第二問屋町　３丁目　２－８ 017-739-4361

青森三菱自動車販売　青森西
バイパス店

青森市石江４丁目　１－２ 017-781-3311

赤坂自動車整備工場 青森市　大字西田沢　字沖津　４－３ 017-788-5056

秋元鈑金塗装 青森市大字野木　字山口　１６４－５１ 017-739-7364

浅井自動車商会 青森市茶屋町　３１－４ 017-741-6167

浅虫自動車 青森市大字浅虫字山下　３５５－２ 017-752-4235

油川自動車工業 青森市大字油川字実法　１１０－９ 017-788-0053

アロンモータース 青森市大字新城字山田　１０９－３ 017-788-3470

安全工業 青森市奥野１丁目　１－５ 017-734-5454

イエローハット　青森佃店 青森市中佃３丁目　５－１０ 017-742-8888

イエローハット　青森筒井店 青森市大字筒井　字八ツ橋　５０－１ 017-728-3339

イエローハット　青森西店 青森市　大字石江　字高間　３６－３ 017-761-4400

伊東自動車硝子販売 青森市大字石江字江渡　９－１１１ 017-781-3821

稲葉ボデー 東津軽郡蓬田村　大字広瀬字高根　３２－４ 0174-27-3310
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ウィングショップ　青豊 青森市茶屋町　３１－１ 017-743-3916

Ａ・Ｋオートリペア 青森市大字金浜字稲田　８６－７ 017-762-7160

越膳モーターサービス　青森
営業所

青森市大字東大野　２丁目　１１－１ 017-762-3331

ＮＭ．ｆａｃｔｏｒｙ 青森市　千刈　４丁目　２１－８ 017-763-5086

ＥＮＥＯＳグローブエナジー青
森支店

青森市問屋町２丁目　１－１１ 017-738-2211

ＥＮＥＯＳフロンティア青森支店 青森市第二問屋町　３丁目８－１７ 017-762-5050

ＦＹ商会 青森市浪岡大字吉野田字平野　２２－２２ 0172-62-6307

Ｍ・Ｂ・ワークス 青森市駒込字桐ノ沢　１０８－１ 017-744-4897

遠藤自動車整備工場 青森市港町１丁目　４－２ 017-741-0837

太田整備工場 東津軽郡平内町　大字沼館字家岸　１－１ 017-755-3269

車工房　ＯＴＤ．ＳＥＲＶＩＣＥ 青森市大字金浜字伊吹　８４ 017-729-4888

オートアライブ 青森市大字八幡林　字熊谷　１９ 017-726-3939

オートガーデン．Ｔ 青森市大字三内字丸山　３８１－２８ 017-766-6212

オートクラット１２ 青森市浪岡　大字女鹿沢字西花岡　１４－１ 0172-69-1288

オートショップ　クラウチ 青森市大字大野字玉島　２９－７ 017-739-9393

オートステーション青森 青森市大字古館字大柳　４２－１ 017-742-4855

オートステップ 青森市大字新城字福田　２６５－６ 017-763-2040

オートバックス青森中央店 青森市第二問屋町　１丁目　１－１ 017-729-2130

オート・ファクトリー船橋 青森市大字平新田　字池上　１１－５８ 017-726-7195

オートプロ藤井 青森市けやき１丁目　１－５８ 017-762-0123
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オートマン 青森市大字石江字岡部　５９－９ 017-783-3515

オートモーリス 青森市大字石江字江渡　１０５－５７ 017-782-0040

オオノ・トレーディングサービス 青森市西大野４丁目　１９－１０ 017-729-1296

小笠原自動車商会 青森市勝田２丁目　２４－８ 017-723-3020

小倉自動車鈑金 青森市浪岡大字女鹿沢字西増田　２２５－１ 0172-26-5005

尾坂自動車整備工場 青森市浅虫字内野　２３ 017-752-3225

小山内バッテリー社　青森店 青森市大字石江　字江渡　９７－３ 017-782-5530

小山自動車 青森市　浪岡大字北中野　字天王　４－２ 0172-62-9822

小山農機 東津軽郡平内町　大字小湊字家の下　２５－４ 017-755-2334

カーショップ　ＺＥＲＯ 青森市大字岡町字藤戸　６－１ 017-763-1118

カーショップ　ドリームファクト
リー

青森市　問屋町　１丁目　１－１ 017-762-0840

カーショップ　Ｆｉｎｅ 青森市大字駒込　字桐ノ沢　３－１３２ 017-715-9165

カースーパー　中央店　パンダ
レンタカー

青森市　大字大野　字若宮　１５２－６ 017-729-2626

カースーパー西バイパス店 青森市大字石江字三好　４３－３ 017-761-2552

カースーパー東バイパス店 青森市大字八幡林　字品川　４－７ 017-726-2888

カースーパー流通団地店 青森市　大字新町野　字菅谷　７３－１ 017-728-8585

カースタジアム　ネオ 青森市はまなす１丁目　１－５ 017-726-6222

カーステーションＭ＆Ｉ 青森市大字荒川　字松尾　６７－１ 017-739-8583

カースポット青森石江店 青森市大字石江字三好　４３－６ 017-766-7901

ＣａｒＤｏｃｋ　Ｂｕ２ 青森市　大字八ツ役　字芦谷　１７２－３３ 017-757-9035
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カードック米谷オート 青森市柳川２丁目　１－２０ 017-782-1135

ＣＡＲ　ＰＡＩＮＴ　颯 青森市大字合子沢　字山崎　８０－３ 017-738-2761

カーメイク青森 青森市　大字野木　字野尻　４３－４ 017-739-6050

柿崎自転車商会 青森市沖館５丁目　１－２１ 017-766-0908

角田自動車整備 青森市南佃２丁目　１６－４ 017-741-3158

風晴モーター商会 青森市　安方　２丁目　２－１８ 017-722-6691

加藤急便　整備工業 青森市大字野内字鈴森　１３１－１ 017-726-1155

カネエダ　中古車販売部 青森市大字幸畑字唐崎　４５－１３ 017-738-5112

カネトミ自動車工業 青森市浪岡大字浪岡　字平野　１２－７ 0172-62-6705

ガレージ　魂 青森市浪岡大字大釈迦字沢田　５５－１９ 0172-26-5401

ガレージディー 青森市大字戸門　字土筆山　６０－４ 017-718-4844

かわうち自動車鈑金塗装工場 青森市油川字岡田　１７２－４ 017-763-1330

川村自動車整備工場 青森市大字荒川字筒井　４４ 017-739-2515

カンキョー青森 青森市　大字石江　字岡部　６９ 017-766-5357

木村自動車 青森市港町２丁目　８－１４ 017-741-6962

櫛引自動車 青森市大字浜館４丁目　１３－７ 017-742-7084

久保田商会 青森市大字三内字玉作　２－５ 017-766-2096

グランドオート 青森市　大字石江　字高間　２４－４ 017-781-7133

グランドモータース 青森市南佃２丁目　１１－５ 017-743-4043

クルマ工房 青森市大字三内字沢部　３００－５ 017-718-0167
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くるま屋 青森市大字石江字高間　２４－２ 017-782-5471

軽ｐｌａｚａ　サンライズ青森本店 青森市第二問屋町　２丁目　５－１３ 017-757-9191

Ｋ　ＡＵＴＯ 青森市浪岡大字女鹿沢字東富田　１５ 0172-26-6081

幸畑自工 青森市大字幸畑　字阿部野　１６３－１７ 017-728-0717

ゴーゴーカーズ 青森市大字八ツ役　字矢作　７４－７ 017-752-9741

今自動車 青森市大字石江字三好　１１４－７ 017-781-5121

サイクル館　たてやま 青森市大字大野字片岡　３８－３１ 017-734-7537

サイクルショップ西野 青森市千富町１丁目　４－１４ 017-776-2977

斎藤自動車工業所 青森市港町３丁目　７－１０ 017-742-4988

櫻田自動車整備工場 青森市奥野２丁目　２－５ 017-777-2841

佐々木タイヤ 青森市合浦１丁目　１０－６ 017-741-0321

さつきモータース 青森市大字高田字川瀬　１３５－１５ 017-729-0613

さとう自動車 青森市港町３丁目　４－３９ 0177-43-6692

サトウモーター 青森市大字幸畑　字阿部野　１６３－１８３ 017-738-4131

サンイチマル 青森市大字諏訪沢　字桜川　６５－１ 017-726-6419

三協自動車工業 青森市大字細越字栄山　５９０－１２ 017-739-2361

サンライズモータース 青森市大字平新田　字池上　５６－１ 017-726-3694

ＧＭＮ 青森市三本木字川崎　１２３－４ 017-726-3376

ジーファクトリー 青森市大字安田字稲森　２５３－１ 017-728-7927

鹿内自動車 青森市大字戸崎字宮井　１３７－３ 017-726-3339
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自動車工房　長内 青森市大字石江字岡部　９４－２ 017-781-1461

渋谷自動車鈑金塗装工業所 青森市中央１丁目　２－６ 017-734-4008

嶋中自動車 東津軽郡外ヶ浜町　字三厩東町　１－１ 0174-37-3139

車検のコバック青森東バイパ
ス店

青森市大字平新田　字池上　５６－１ 017-726-3130

ジャストボディー 青森市合子沢字山崎　８０－９ 0177-38-8317

松竹自動車整備工業 青森市南佃１丁目　４－２０ 017-742-0081

城北自動車　青森営業所 青森市大字野木字野尻　４９－７ 017-762-2233

新青森自工 青森市大字金浜字稲田　７－１０ 017-739-2966

しんわモーター 青森市大字野内字菊川　３７８－１ 017-726-8789

スーパーアップル青森店 青森市石江５丁目　１ 017-761-5590

スーパーウィング　イノマタ 青森市　富田　４丁目　２１－３ 017-782-9436

鈴川板金塗装 青森市大字飛鳥字塩越　５９－２ 017-788-5720

スズキアリーナ　合浦公園 青森市浪打２丁目　１１－１７ 017-763-5015

スズキアリーナ青森東 青森市はまなす２丁目　１－３５ 017-726-6321

スズキオート青森 青森市　大字大野　字金沢　２８－６ 017-739-9105

鈴木自動車工業 青森市大字浜田字玉川　２６５－１ 017-739-2294

スズキ自販青森 青森市石江１丁目　２１－３ 017-781-5114

スズキ自販青森　中古 青森市大字三内字稲元　７９－８ 017-782-7261

ＳＴＲＡＩＧＨＴ　ＢＯＤＹ 青森市幸畑阿部野　１６３－５６３ 017-738-5082

西部オート 青森市大字新城字平岡　２５９－１０４ 017-788-0057
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西部タイヤサービスセンター 青森市大字新城字平岡　２３０－１１ 017-788-3548

青北車体工業 青森市大字油川字柳川　１８－３ 017-788-1780

総合車輌　青森工場 青森市大字新城字山田　１４６－１ 017-788-0479

相互車体 青森市大字石江字三好　１１９－１５ 017-782-3304

Ｓｏｕｌ　Ｃｏｍｅ　Ｂａｃｋ 青森市岡造道３丁目　１１－６－２ 017-741-8836

タイヤガーデン石江 青森市　大字石江　字江渡　９－７８ 017-782-5613

タイヤ館　青森 青森市佃１丁目　６－１８ 017-744-0022

タイヤ館　青森中央 青森市大字浜田字豊田　２００－８ 017-762-3601

タイヤ館　青森西 青森市大字新城字平岡　３９７－５ 017-761-1788

タイヤサービス　ナルミ 青森市合浦１丁目　１－１２ 017-742-3084

タイヤサービス青森店 青森市　問屋町　１丁目　７－１１ 017-738-6600

タイヤセレクト青森 青森市港町２丁目　２７－２１ 017-744-2711

タイヤセンター泉谷青森中央
店

青森市妙見３丁目　１－４６ 017-738-2600

タイヤハウス青森 青森市港町２丁目　１８－１０ 0177-44-5678

高橋自動車 青森市大字幸畑字唐崎　４４－２ 017-762-7371

高橋鈑金 青森市大字新町野　字薄井　１８－５ 017-738-4800

瀧本自動車工業 青森市大字飛鳥字岸田　２１ 017-754-2523

匠モータース 青森市大字石江字江渡　１６－２ 017-782-1019

武田自動車整備工場 東津軽郡外ヶ浜町　字平舘後田　３６ 0174-25-2301

タケナカ 青森市大字野木字野尻　３７－７３４ 017-773-8171
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加盟店名 住所 電話番号

青森市・東津軽郡

自動車・自転車・オートバイ

田中美装 青森市第二問屋町　２丁目　８－１０ 017-739-4414

中央オート販売 青森市浪岡大字浪岡　字平野　２１－２ 0172-62-7125

中央自動車工業 青森市大字三内字里見　４８－１ 017-781-7184

中央スバルオート 青森市大字石江字岡部　５９－９ 017-781-5389

中央マツダ自動車 青森市大字浜田字玉川　１８７－３ 017-776-1431

中央モーター青森販売 青森市大字新町野　字菅谷　１００－１ 017-738-7211

津島自動車整備工場 青森市　大字新町野　字菅谷　１００－３ 017-738-8400

筒井自動車 青森市　大字筒井　字八ツ橋　２２６ 017-738-4777

ＴＭ・ＡＵＴＯ 青森市富田４丁目　２８－１０ 017-761-6833

天坂ボディ 青森市大字合子沢　字松森　１１３－４ 017-764-1355

トゥウインズ 青森市　浪岡大字浪岡字佐野　３７－３ 0172-88-6366

東奥ヂーゼル 青森市大字高田字日野　１６７－８ 017-739-1556

ＴＯＴＡＬ　ＰＲＯＪＥＣＴ 青森市浪岡大字浪岡　字岡田　８－３ 0172-69-1525

戸山オートセンター 青森市大字戸山字荒井　１６－１１ 0177-43-5136

トヨタカローラ青森 青森市大字野木字野尻６１－４ 017-773-8341

トヨタカローラ青森　佃店 青森市南佃２丁目　２７－２１ 017-742-2125

トヨタカローラ青森　西滝店 青森市大字三内字稲元　９０－１ 017-766-0111

トヨタカローラ青森　ベイブリッ
ジ店

青森市沖館３丁目　１－６５ 017-782-8881

トヨタカローラ青森　流通団地
店

青森市大字野木字野尻　６１－４ 017-773-8338

長尾自動車 青森市大字野木字野尻　３７－７２３ 0177-73-8470
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加盟店名 住所 電話番号

青森市・東津軽郡

自動車・自転車・オートバイ

永沢整備　中古車部 青森市妙見１丁目　１４－１１ 017-738-7633

永沢整備工業 青森市妙見１丁目　１４－１２ 0177-38-7633

中畑自動車商会　原別工場 青森市原別３丁目　７－２３ 090-8789-5539

中村自動車整備工場 青森市　大字新城　字福田　２６５－１ 017-788-4139

成長自動車工業 青森市大字新城字山田　６８１－１ 017-763-2225

日産プリンス青森販売　三内
店

青森市大字三内字稲元　７５－５ 017-782-3532

日産プリンス青森販売　つくだ
店

青森市南佃２丁目　３－２ 017-742-6135

日産プリンス青森販売　本店 青森市大字新城字福田　２７１－１ 017-788-5523

日産プリンス青森販売　港町
店

青森市港町３丁目　６－２０ 017-741-7232

新田自動車工業 青森市南佃１丁目　１８－２０ 017-742-2120

ニューホンダ青森 青森市浪館前田　１丁目　２３－２ 017-766-6154

ネッツトヨタ青森 青森市合浦２丁目　１９－３０ 017-741-1700

ネッツトヨタ青森　青森店 青森市東大野２丁目　４－１ 017-762-2234

ネッツトヨタ青森　青森西店 青森市大字新城字福田　２６５－１１ 017-788-3501

ハッピーオート 青森市西大野５丁目　２４－９ 017-729-1855

ハロー商会 青森市大字駒込　字月見野　２６３ 017-744-3306

ビックサポート 青森市浪岡大字浪岡字稲村　１８４－８ 0172-55-8833

ビックスワンプ 青森市大字筒井字桜川　３６－２ 017-764-0939

ヒライ自動車 青森市浪岡大字浪岡　字平野　６９ 0172-62-2626

ＦＡＴ　ＨＯＰ 青森市金浜字伊吹　１２８－３ 017-729-0262
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加盟店名 住所 電話番号

青森市・東津軽郡

自動車・自転車・オートバイ

フクシボディー 青森市大字新城字平岡　２２５－６１ 017-763-5893

フジオートサイクル 青森市大字羽白字池上　１９５－１７ 017-788-5671

藤オートセンター 青森市大字小橋字田川　５６－２ 017-754-2305

富士工業 青森市大字野木字野尻　３７ 017-773-8020

フジタオート 青森市大字八ツ役　字芦谷　２３８－３ 017-739-0500

冨士見総業　リベルタ青森車
検センター

青森市東大野２丁目　４－２６ 017-729-0066

フジモーターズ青森営業所 青森市第二問屋町　４丁目　３－９ 017-739-0151

ブルーフォーレスト 青森市問屋町１丁目　４－１０ 017-764-5511

プロスオートサービス 青森市大字滝沢　字下川原　９８－１０ 017-737-3122

ヘルシーサイクル　アブ川 青森市松原２丁目　９－１８ 017-722-3491

ボディーショップ　魚魚 青森市富田４丁目　２８－１１ 017-781-5354

ボディショップ白取 青森市富田２丁目　１２－２５ 017-782-7031

ボディショップ　Ｒ－２ 青森市大字幸畑字唐崎　３６－１ 017-728-3002

ホリデー車検　青森西 青森市新田３丁目　１１－１ 017-766-9011

ホリデー車検　合浦 青森市岡造道１丁目　１－１ 017-765-5090

ホンダオートセンター青森 青森市青葉３丁目　８－７ 017-739-8255

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ青森中央　石江
店

青森市大字石江字江渡　５２ 017-766-2311

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ青森中央　観光
通り店

青森市大字浜田字玉川　２０４－１ 017-739-5501

ＨｏｎｄａＣａｒｓ青森中央　東バ
イパス店

青森市岡造道２丁目　９－４ 017-765-1551

前田自動車整備 青森市大字瀬戸子　字神田　１８ 017-754-3443
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加盟店名 住所 電話番号

青森市・東津軽郡

自動車・自転車・オートバイ

マツウラオート 青森市大字石江字岡部　６８－１９ 017-766-7724

マックス　オート 青森市大字馬屋尻　字清水流　６０３－１ 017-726-0231

マツダアンフィニ問屋町 青森市問屋町１丁目　３－１７ 0177-38-7731

松村自動車整備工場 青森市大字清水字浜元　１４２－９ 017-754-2101

マルエイオートハウス 青森市大字羽白字沢田　３０９－２ 017-788-8751

マルエスオート 青森市西大野２丁目　９－４ 090-7798-6849

マルキ青森オート 青森市松森２丁目　１２－１６ 017-765-1210

マルヨシ商會 青森市　はまなす　１丁目　２－１ 017-737-0404

丸和自動車サービスセンター 青森市南佃１丁目　１８－２ 017-741-0670

三貴自動車工業 青森市　大字新城　字山田　６７－１２ 017-788-7540

青森三菱ふそう自動車販売　
青森営業所

青森市大字石江字江渡　８３－１ 017-766-3114

湊商事　青森支店 青森市新町野字薄井　１８－３ 017-718-1400

棟方自動車整備工場 青森市堤町２丁目　７－１ 017-734-2441

村上自動車整備工場 青森市大字三内字玉作　３－２ 017-782-1365

モーターサイクル　ワンド 青森市勝田１丁目　２－１３ 017-735-0053

モクユー 青森市大字石江字三好　１１９－２７ 017-766-6869

モクユー自動車整備工場 青森市大字石江字三好　１１９－２７ 017-766-6869

モトーレン青森 青森市大字大野字前田　２４－１ 017-729-0155

元木輪店 青森市奥野３丁目　１１－２７ 017-734-2648

モトハウス　ビーネスト 青森市東大野１丁目　４－２８ 017-739-5415
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青森市・東津軽郡
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森山 青森市大字油川字岡田　１２４－５ 017-787-0272

森山ディーゼル 青森市新田３丁目　１１－１ 017-766-1344

森山ディーゼル妙見工場 青森市妙見２丁目　６－８ 017-738-5631

山上自動車整備工場 青森市大字新町野　字薄井　５８－４ 017-738-5896

山田自動車整備工場 青森市浪岡　大字五本松字平野　７－１ 0172-62-5003

山田整備 青森市大字野木字野尻　３７－７２２ 017-773-8120

ヤマチュウホンダ 青森市北金沢１丁目　１３－１２ 017-734-2361

山本モータース 青森市松森１丁目　１２－１４ 017-743-6282

山谷オートサービス 青森市大字新町野　字菅谷　５２－２ 017-764-1116

ユーザー車検代行須藤 東津軽郡平内町　大字小湊字下槻　２１－１ 017-755-5687

横山自動車工業 青森市妙見３丁目　１－８ 017-738-0447

吉田自動車整備工場 青森市大字三内字里見　１－９ 017-781-8264

蓬田整備 東津軽郡蓬田村　大字広瀬字高根　２１－５ 0174-27-2720

ラジアルショップ　ハタイ 東津軽郡平内町　大字小湊字新道　７９－３ 017-755-4080

ラビット青森西バイパス店 青森市三好２丁目　３－１３ 017-761-5551

力自動車 青森市大字上野字山辺　１０９－３ 017-739-8933

力自動車　駒込工場 青森市大字駒込字蛍沢　１２－９ 017-744-8208

リペアガレージ 青森市　大字新城　字山田　６７－１０ 017-718-8896

ＹＳＰ青森 青森市　堤町　１丁目　５－９ 017-735-2904
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