
引取業者（令和３年４月１日現在）
※電話番号欄中、市外局番の「０２２」は省略しています。

登録番号 登録事業者名 登録事業所名称 登録事業所所在地 電話番号

20541000002 有限会社　佐々木自動車 有限会社　佐々木自動車 仙台市宮城野区中野字柳原２５番地の１１ ２５８－０６３９

有限会社　佐々木自動車　第二工場
仙台市宮城野区仙台港北二丁目４番地の２
３

２５８－５７４９

20541000004 株式会社　三森コーポレーション 株式会社　三森コーポレーション 仙台市宮城野区岩切三丁目２－２４ ２５５－１８７８

20541000005 有限会社　渡辺自動車 有限会社　渡辺自動車 仙台市宮城野区中野五丁目６番地の２６ ２５８－８４５３

20541000011 有限会社　平地商会 有限会社　平地商会 仙台市宮城野区日の出町三丁目３番４号 ２３６－１１６０

20541000013 有限会社　永泉自動車 有限会社　永泉自動車 仙台市泉区野村字東河原２番地 ３７３－８７４４

20541000016 有限会社　日英自動車 有限会社　日英自動車 仙台市宮城野区中野五丁目３番地の２２ ２５８－５７３３

20541000017 有限会社　鶴岡自動車 有限会社　鶴岡自動車 仙台市宮城野区中野五丁目３番地の３６ ２５８－８０９９

20541000019 エスエスワールド株式会社 エスエスワールド株式会社 仙台市宮城野区岡田字砂山１７５番１号 ２５８－８５８５

20541000020 ネッツトヨタ仙台株式会社 ネッツトヨタ仙台株式会社　日の出店 仙台市宮城野区日の出町二丁目１－１ ２３６－００１０

ネッツトヨタ仙台株式会社　黒松店 仙台市青葉区藤松４－１８ ２７３－００１０

ネッツトヨタ仙台株式会社　泉店 仙台市泉区市名坂字寺下３４－１ ３７５－００１０

ネッツトヨタ仙台株式会社　遠見塚店 仙台市若林区古城三丁目１０－２７ ２８２－００１０

ネッツトヨタ仙台株式会社　太白２８６店 仙台市太白区鹿野三丁目１６－３６ ２４５－６４４０

ネッツトヨタ仙台株式会社　折立店 仙台市青葉区折立一丁目２３－１ ２２６－２２８８

ネッツトヨタ仙台株式会社　五橋店 仙台市青葉区五橋一丁目４-１６ ７２２－００１０

ネッツトヨタ仙台株式会社　中山店 仙台市青葉区川平五丁目１２－３ ３０３－０５０１
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ネッツトヨタ仙台株式会社　インターシティ泉店 仙台市泉区大沢二丁目４－２ ３７１－１２３１

20541000024 有限会社　ステージワン 有限会社　ステージワン 仙台市太白区東中田二丁目２番２５号 ７４１－０７１７

20541000026 有限会社　山田自動車商会 有限会社　山田自動車商会 仙台市若林区鶴代町３番６５－２ ２３６－９７３７

20541000032 有限会社　高久自動車商会 有限会社　高久自動車商会 仙台市泉区天神沢一丁目２－１０ ３７３－７６０３

20541000037 株式会社　スズキ自販宮城 株式会社　スズキ自販宮城 仙台市宮城野区扇町五丁目１１－３ ２８４－８１８１

株式会社　スズキ自販宮城　アリーナ太白 仙台市太白区山田新町１９ ２４５－２４８３

株式会社　スズキ自販宮城　アリーナ泉 仙台市泉区松森字太子堂１２－６ ３７３－７７４７

株式会社　スズキ自販宮城　アリーナ吉成 仙台市青葉区吉成三丁目１３－１ ２７９－２８１１

株式会社　スズキ自販宮城　アリーナ苦竹 仙台市宮城野区苦竹三丁目１－７ ２８４－３８８２

株式会社　スズキ自販宮城　アリーナあすと長町
仙台市太白区あすと長町三丁目１１－３０ ２４７－５９９７

株式会社　スズキ自販宮城　アリーナ泉インター
シティ

仙台市泉区大沢二丁目３－６ ７７２－７２８８

20541000038 株式会社　ホンダ四輪販売南・東北
株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　あすと長町
店

仙台市太白区あすと長町三丁目２－３９ ２４７－６１５１

株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　台原店 仙台市青葉区台原二丁目１１－９ ２７１－７４６１

株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　遠見塚店 仙台市若林区古城三丁目１０－２０ ２８６－５１５１

株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　高砂店 仙台市宮城野区出花一丁目１５２ ２５９－５７００

株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　Ｕ-Ｓｅｌｅｃｔ
長町

仙台市太白区砂押南町1-12 ２４７－２０２１

株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　東勝山店 仙台市青葉区東勝山三丁目４－１０ ２７６－５５２２

株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　太白山田店 仙台市太白区山田字田中前１８８ ２４３－７３０１
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株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　泉松森店 仙台市泉区松森字関場１０ー１ ３７４－０３２１

株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　扇町東店 仙台市宮城野区扇町一丁目６－３６ ２３７－７７７７

株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　向陽店 仙台市泉区市名坂字新門前１３－１ ３７５－８４４０

株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　幸町店 仙台市宮城野区幸町五丁目１１－１５ ２０７－４２００

株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　泉インター
店

仙台市泉区大沢二丁目3-4 ７７１－７７３０

株式会社　ホンダ四輪販売南・東北　Ｕ-Ｓｅｌｅｃｔ
仙台

仙台市若林区遠見塚三丁目１４－２２ ２８６－０１３１

20541000039 宮城三菱自動車販売株式会社
宮城三菱自動車販売株式会社　テクニカルサー
ビスセンター

仙台市宮城野区日の出町一丁目６－７ ２３７－５１１５

宮城三菱自動車販売株式会社　泉インター店 仙台市泉区大沢一丁目２－４ ３７３－５４６１

宮城三菱自動車販売株式会社　中山店 仙台市泉区南中山一丁目３８－１ ２７７－５７１１

宮城三菱自動車販売株式会社　折立店 仙台市青葉区折立一丁目１７－１ ２２６－２２２１

20541000040 宮城スバル自動車株式会社
宮城スバル自動車株式会社　日の出店サ－ビス
工場

仙台市宮城野区日の出町一丁目５－２６ ２３５－９１１４

宮城スバル自動車株式会社　太白山田店 仙台市太白区山田新町８８ ７３８－９９０８

宮城スバル自動車株式会社　泉店 仙台市泉区天神沢一丁目３－２４ ３７３－６１１３

宮城スバル自動車株式会社　長命ヶ丘店 仙台市泉区長命ケ丘三丁目３２－１１ ３７８－８３２１

宮城スバル自動車株式会社　ＢＥＳＴ ＳＨＯＰ栗
生

仙台市青葉区栗生六丁目１－２ ３９１－０８３３

宮城スバル自動車株式会社　Ｇ－ＰＡＲＫ栗生 仙台市青葉区栗生六丁目２－６ ３９１－０３３７

20541000053 株式会社　大町モータース 株式会社　大町モータース 仙台市宮城野区仙台港北二丁目１３番１３号 ３５２－３５２８

20541000054 有限会社　セブン電機 有限会社　セブン電機 仙台市若林区卸町東五丁目３－２０ ２８８－７８５７
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20541000056 三共自動車販売株式会社 三共自動車販売株式会社　仙台六丁の目店 仙台市若林区六丁の目東町７－３３ ２８８－４１９０

三共自動車販売株式会社　仙台東インター夢創
庫

仙台市若林区卸町東五丁目７－６８ ２８７－１１９０

三共自動車販売株式会社　仙台CarTop店 仙台市若林区六丁目字細谷３６－３ ２８７－４１９０

三共自動車販売株式会社　仙台夢ひろば店 仙台市宮城野区岡田西町１－２１ ７９４－７７３０

20541000061 宮城ホンダ販売株式会社 宮城ホンダ販売株式会社　扇町店 仙台市宮城野区扇町三丁目４－４６ ２８４－２１８５

宮城ホンダ販売株式会社　中山店 仙台市泉区南中山一丁目３８－７ ２７７－２２２１

宮城ホンダ販売株式会社　太白店 仙台市太白区砂押南町６－６ ２４８－３５１１

宮城ホンダ販売株式会社　オートテラス六丁の目
バイパス

仙台市若林区六丁の目西町１－１２ ３９０－１７７１

20541000064 宮城日産自動車株式会社 宮城日産自動車株式会社　五橋店 仙台市青葉区五橋二丁目６－５ ２６４－２３２３

宮城日産自動車株式会社　長町バイパス店 仙台市太白区郡山五丁目７－１７ ２４７－７１１７

宮城日産自動車株式会社　泉店 仙台市泉区市名坂字鳥井原５番３号 ３７２－９５１１

宮城日産自動車株式会社　西多賀店 仙台市太白区砂押町２１－１２ ２４６－５３２１

宮城日産自動車株式会社　吉成店 仙台市青葉区吉成二丁目４－３３ ３０３－１１５１

宮城日産自動車株式会社　本社店 仙台市宮城野区扇町二丁目２－５ ２３６－２３２３

宮城日産自動車株式会社  長町南店 仙台市太白区長町八丁目２１－１４ ２４７－３１６１

宮城日産自動車株式会社　木町通店 仙台市青葉区木町通二丁目３－１２ ２７４－４１２３

宮城日産自動車株式会社　国見ヶ丘店 仙台市青葉区国見ケ丘一丁目３－１ ３０３－３９２３

20541000065 仙台トヨペット株式会社 仙台トヨペット株式会社　本社 仙台市宮城野区苦竹二丁目８－１ ２３２－１１１６
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仙台トヨペット株式会社　仙台中央店 仙台市青葉区木町通二丁目３－１ ２７２－１０００

仙台トヨペット株式会社　長命ケ丘店 仙台市泉区長命ケ丘三丁目３０－１ ３７８－６６６６

仙台トヨペット株式会社　長町インター店 仙台市太白区郡山四丁目１２－１５ ２４７－１１００

仙台トヨペット株式会社　西多賀店 仙台市太白区鈎取字向原前１－５ ２４４－１０００

仙台トヨペット株式会社　八乙女店 仙台市泉区八乙女中央一丁目２－１ ３７３－８１６５

仙台トヨペット株式会社　泉インター店 仙台市泉区泉ケ丘二丁目１－１ ３４６－７２７７

20541000069 トヨタカローラ宮城株式会社 トヨタカローラ宮城株式会社　中山店 仙台市青葉区荒巻本沢二丁目４－３ ３０３－３２６１

トヨタカローラ宮城株式会社　アムシス泉中央店 仙台市泉区上谷刈三丁目１－６０ ３７５－３３３３

トヨタカローラ宮城株式会社　泉バイパス店 仙台市泉区松森字斉兵衛８－１ ３７３－１１０１

トヨタカローラ宮城株式会社　黒松店 仙台市泉区虹の丘一丁目１－１ ３７５－０２１１

トヨタカローラ宮城株式会社　アムシス広瀬通り
店

仙台市青葉区大町二丁目１４－１ ２２５－６６４１

トヨタカローラ宮城株式会社　名取店 仙台市太白区中田七丁目２９－１ ３０６－６６５５

トヨタカローラ宮城株式会社　西多賀店 仙台市太白区鈎取一丁目７－８ ２４５－４８３８

トヨタカローラ宮城株式会社　遠見塚店 仙台市若林区遠見塚東７－３ ２８６－９５８１

トヨタカローラ宮城株式会社　アムシス苦竹テクノ
センター

仙台市宮城野区苦竹二丁目６－１０ ２３２－２１２１

20541000071 株式会社　栄自動車工業 株式会社　栄自動車工業 仙台市宮城野区港四丁目１５－１ ２５８－１１４１

20541000073 株式会社　菅野商店 株式会社　菅野商店 仙台市若林区卸町二丁目１ー１２ ２３７－４４４１

20541000078 東北三菱自動車販売株式会社 東北三菱自動車販売株式会社　西多賀店 仙台市太白区鈎取本町一丁目３－１ ２４４－５５１１
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東北三菱自動車販売株式会社　泉店 仙台市泉区山の寺二丁目１－８ ３７３－３１１１

20541000082 宮城第一メタル株式会社 宮城第一メタル株式会社 仙台市宮城野区扇町三丁目１－４１ ２３２－３５９５

20541000084 宮城トヨタ自動車株式会社 宮城トヨタ自動車株式会社　サービスセンター 仙台市宮城野区日の出町二丁目３－７ ２８４－２１１５

宮城トヨタ自動車株式会社　仙台中央店 仙台市青葉区本町二丁目１１－３３ ２６１－５１０１

宮城トヨタ自動車株式会社　黒松店 仙台市青葉区双葉ケ丘一丁目４６－８ ２３４－１２１１

宮城トヨタ自動車株式会社　南中山店 仙台市泉区南中山一丁目２７－２２８ ３４８－２５２５

宮城トヨタ自動車株式会社　若林店 仙台市若林区若林五丁目６－１７ ２８６－８３１７

宮城トヨタ自動車株式会社　ＶＷ仙台太白 仙台市太白区郡山一丁目８－１ ７４６－８７６５

宮城トヨタ自動車株式会社　西多賀店 仙台市太白区西多賀五丁目２３－７ ２４３－２１６１

宮城トヨタ自動車株式会社　泉店 仙台市泉区大沢二丁目３－１３ ３７３－８１０１

宮城トヨタ自動車株式会社　ハイブリットプラザ日
の出町

仙台市宮城野区日の出町二丁目３－７ ２８４－２１２０

宮城トヨタ自動車株式会社　レクサス泉 仙台市泉区大沢二丁目３－１２ ３７１－１３２１

宮城トヨタ自動車株式会社　レクサス太白 仙台市太白区八本松二丁目１－１０ ７４６－１５４１

宮城トヨタ自動車株式会社　ハイブリットプラザ扇
町

仙台市宮城野区扇町三丁目６－２５ ７８８－１０６１

20541000085 株式会社　日産サティオ宮城 株式会社　日産サティオ宮城　本社店 仙台市宮城野区扇町五丁目１０－６ ２３５－１１１５

株式会社　日産サティオ宮城　中央店 仙台市青葉区大町二丁目１５－３５ ２２１－６３５１

株式会社　日産サティオ宮城　卸町店 仙台市若林区大和町四丁目１８－２６ ２８４－７６５４

株式会社　日産サティオ宮城　長町店 仙台市太白区鹿野二丁目１０－３ ２４７－２１１７
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株式会社　日産サティオ宮城　泉店 仙台市泉区市名坂字原田５４ ３７２－２３３２

株式会社　日産サティオ宮城　加茂店 仙台市泉区加茂一丁目８－１ ３７８－２１３０

20541000092 株式会社　ＩＤＯＭ ガリバー　仙台バイパス店 仙台市若林区遠見塚三丁目１４－８ ２８５－３３５３

ガリバー　４５号宮城野店 仙台市宮城野区扇町一丁目８－３６ ７８２－１０５０

ガリバー　仙台泉店 仙台市泉区市名坂字御釜田１４２－２－３ ７７２－３５０１

ガリバー　北環状吉成店 仙台市青葉区吉成二丁目４－２５ ３０３－５１６３

ガリバー　２８６西多賀店 仙台市太白区西多賀二丁目１５－５ ３０７－５６３５

ガリバー　アウトレット仙台港店 仙台市宮城野区中野二丁目２－１ ３８７－２７０１

ＬＩＢＥＲＡＬＡ仙台 仙台市太白区太子堂１－１８ ３０４－１５０１

20541000099 株式会社　ニューホンダ 株式会社　ニューホンダ 仙台市青葉区荒巻本沢二丁目７－５ ２７８－３１５７

20541000102 株式会社　青南商事 株式会社　青南商事　仙台支店　仙台工場 仙台市宮城野区蒲生二丁目２－１３ ２５９－６６２１

20541000108 宮城ダイハツ販売株式会社 宮城ダイハツ販売株式会社　六丁の目店 仙台市若林区六丁の目西町１－５１ ２８８－５８５１

宮城ダイハツ販売株式会社　仙台栗生店 仙台市青葉区栗生六丁目１３－１ ３９１－０２４０

宮城ダイハツ販売株式会社　仙台黒松店 仙台市青葉区双葉ケ丘一丁目２２－１５ ２７５－１１４１

宮城ダイハツ販売株式会社　中田店 仙台市太白区中田二丁目２５－２２ ２４２－３１２１

宮城ダイハツ販売株式会社　仙台泉店 仙台市泉区七北田字新田２０ー１ ３７１－３８１１

宮城ダイハツ販売株式会社　法人営業部
仙台市宮城野区蒲生二丁目１４－２３(39B6-
2L)

７７８－４９０１

宮城ダイハツ販売株式会社　仙台業販部
仙台市宮城野区蒲生二丁目１４－２３(39B6-
2L)

７７８－４９０７
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宮城ダイハツ販売株式会社　仙台港北インター
店

仙台市宮城野区出花三丁目２７－１ ３８８－６８３１

宮城ダイハツ販売株式会社　長町店 仙台市太白区鹿野三丁目４－８ ３０４－３７７３

20541000113 ネッツトヨタ宮城株式会社 ネッツトヨタ宮城株式会社　扇町店 仙台市宮城野区扇町三丁目６－２５ ２３６－６６０１

ネッツトヨタ宮城株式会社　長町店 仙台市太白区鹿野二丁目１２－１５ ２４９－３５５１

ネッツトヨタ宮城株式会社　ＭＴＧ泉 仙台市泉区大沢二丁目３－１３ ３７４－１２２１

ネッツトヨタ宮城株式会社　ＭＴＧ吉成 仙台市青葉区吉成二丁目２－２０ ３０３－１１８１

20541000115 日通商事株式会社 日通商事株式会社仙台支店仙台工場
仙台市宮城野区蒲生字町３－１（４０Ｂ-１-４
Ｌ）

３８５－６９９６

20541000118 丸幸自動車工業株式会社 丸幸自動車工業株式会社　扇町店 仙台市宮城野区扇町三丁目８－２８ ２３２－５５０５

丸幸自動車工業株式会社 第二工場 仙台市宮城野区扇町三丁目８－２５ ２３２－９０３３

丸幸自動車工業株式会社　新港店 仙台市宮城野区仙台港北一丁目１－５ ２５９－８０８０

20541000122 宮城日野自動車株式会社 宮城日野自動車株式会社 仙台市宮城野区扇町一丁目７－３６ ２３５－３１１２

20541000150 学校法人　赤門学院 ビークルコクブン４８ 仙台市青葉区上愛子字堀切１ー１ ３０２－８１７７

20541000152 株式会社　宮城衛生環境公社 株式会社　宮城衛生環境公社 仙台市青葉区熊ケ根字野川２６番地の６ ３９３－２２１６

20541000174 株式会社　イデアル 株式会社　イデアル 仙台市若林区六丁の目西町８－６１ ３９０－５６５５

株式会社　イデアル泉 仙台市泉区七北田字笹４２－１ ７７２－６３１１

20541000188 サンキュー・オートサービス株式会社 サンキュー・オートサービス株式会社 仙台市若林区六丁の目中町１７ー１３ ２８７－２６３９

20541000191 有限会社　佐栄自動車整備工場 有限会社　佐栄自動車整備工場 仙台市太白区中田二丁目１３ー３１ ２４１－８４６８

20541000195 株式会社　ジェミニオート勝美 株式会社　ジェミニオート勝美整備工場 仙台市泉区上谷刈字古堤７－２ ３７３－９９２２
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20541000203 新和自動車整備工業株式会社 新和自動車整備工業株式会社 仙台市宮城野区苦竹一丁目２－３８ ２３５－０７１１

20541000204 共済自動車工業株式会社 共済自動車工業株式会社 仙台市若林区六丁の目北町１４－７５ ２８８－７３３０

20541000216 二壽商事株式会社 二壽商事株式会社 仙台市宮城野区扇町四丁目１番１６号 ２３５－１３６６

20541000238 株式会社　羽田電機工業所 株式会社　羽田電機工業所 仙台市若林区遠見塚東１０番７号 ２８６－５０７７

20541000244 有限会社　カーパーツマルサ 有限会社　カーパーツマルサ 仙台市若林区荒井字藤田８３－２ ２８７－３４０１

20541000251 株式会社　髙橋榮司自動車 株式会社　髙橋榮司自動車 仙台市青葉区上杉一丁目１６－２０ ２６５－２３５５

20541000257 有限会社　成澤商会 有限会社　成澤商会 仙台市宮城野区白鳥二丁目３０－２５ ２５４－８６９９

20541000266 カメイ株式会社 カメイ株式会社西中田整備工場 仙台市太白区西中田三丁目６－１４ ７４１－７２３１

20541000318 有限会社　シティオートスズキ 有限会社　シティオートスズキ 仙台市太白区柳生二丁目１－３ ２４１－９８８５

20541000319 株式会社　仙台ゴトウ解体 株式会社　仙台ゴトウ解体 仙台市宮城野区岡田字砂山１６４－２ ２５４－３１０１

20541000377 アツミ自動車株式会社 アツミ自動車株式会社 仙台市宮城野区中野字神明１３６－１ ２５８－０３０４

20541000383 株式会社　タウ 株式会社　タウ　仙台支店
仙台市宮城野区名掛丁205番地の1　広瀬通
ＳＥビル９階

７９１－７０７１

20541000417 堀籠正弘 ＭＣＳ 仙台市宮城野区蒲生二丁目３０－１４ ２５４－０６７３

20541000419 有限会社　興和商会 有限会社　興和商会 仙台市青葉区小田原八丁目６－２ ２６５－６２３１

20541000424 渡邉良雄 レッカーアンドリサーチ 仙台市青葉区川平三丁目２番３２号 ２７９－２６５６

20541000489 有限会社　泉自動車解体 有限会社　泉自動車解体 仙台市宮城野区鶴ケ谷字大谷３ ２５５－９８５５

20541000497 株式会社　東日本プラシス 株式会社　東日本プラシス 仙台市宮城野区扇町一丁目６－１６ ２８４－５３５３

20541000501 三菱ふそうトラック・バス株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社　東北ふそう
仙台支店

仙台市宮城野区日の出町三丁目７－４５ ２８４－８８１５
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20541000503 日産プリンス宮城販売株式会社 日産プリンス宮城販売株式会社　本社営業所 仙台市宮城野区苦竹二丁目２－１ ２３５－２１１１

日産プリンス宮城販売株式会社　　卸町営業所 仙台市若林区大和町五丁目２４－５ ２８４－６６２５

日産プリンス宮城販売株式会社　長町営業所 仙台市太白区長町七丁目１９－４３ ２４６－３１９５

日産プリンス宮城販売株式会社　愛子バイパス
店

仙台市青葉区上愛子字北内３３－１ ３９１－６６８０

日産プリンス宮城販売株式会社　堤町店 仙台市青葉区堤町三丁目１８－８ ２７５－３３２１

日産プリンス宮城販売株式会社　泉バイパス店 仙台市泉区市名坂字鳥井原２－２ ３７３－８１２３

日産プリンス宮城販売株式会社　中山営業所 仙台市泉区南中山一丁目３８－４ ２７７－１９９０

日産プリンス宮城販売株式会社　法人営業室 仙台市若林区卸町二丁目２－１０ ７８２－３８７７

日産プリンス宮城販売株式会社　苦竹中古車セ
ンター

仙台市宮城野区苦竹二丁目２－１ ２３５－２１１８

日産プリンス宮城販売株式会社　卸町中古車セ
ンター

仙台市若林区卸町二丁目２－１０ ２３２－５８５１

20541000510 杜の都商会株式会社 杜の都商会株式会社 仙台市泉区長命ケ丘三丁目２６ー４３ ７７７－０５７１

20541000513 合資会社　東部商会 合資会社　東部商会 仙台市若林区三本塚字北中谷地８７ ３５３－７１１８

20541000514 有限会社　鈴和商会 有限会社　鈴和商会 仙台市宮城野区鶴ケ谷字大谷３番 ２５５－８８９１

20541000519 三井環境株式会社 三井環境株式会社 仙台市宮城野区福田町南一丁目３番５０号 ２５９－７０５４

20541000522 日産仙台北販売株式会社 日産仙台北販売株式会社　泉パークタウン店 仙台市泉区高森一丁目１－２９２ ３７７－１３１１

20541000527 株式会社　東北マツダ 株式会社　東北マツダ　小田原店 仙台市宮城野区小田原一丁目３ー２３ ２９７－２１１１

株式会社　東北マツダ　日の出店 仙台市宮城野区日の出町一丁目１ー３１ ２３６－３２１１

株式会社　東北マツダ　泉店 仙台市泉区市名坂字御釜田１２１ー１ ３７２－１３１１
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株式会社　東北マツダ　六丁目店 仙台市若林区六丁の目東町７ー２１ ２８７－３１５１

株式会社　東北マツダ　南吉成店 仙台市青葉区南吉成二丁目１７ー６ ３０３－２９３０

株式会社　東北マツダ　長町店 仙台市太白区鹿野三丁目１５ー４３ ３０４－４５３３

株式会社　東北マツダ　黒松サービスセンター 仙台市青葉区北根二丁目８－２０ ７２５－３９１１

20541000537 株式会社　中鉢工作所 株式会社　中鉢工作所 仙台市青葉区折立三丁目６－１ ２２６－２５６１

20541000539 株式会社　はなまる 株式会社　はなまる　仙台車両管理センター 仙台市青葉区芋沢字大竹原１１０－１ ３９９－６６００

20541000542 株式会社　スズキ自販関東 株式会社　スズキ自販関東　仙台中央営業所 仙台市宮城野区岡田西町１－３２ ２８７－３３８３

20541000545 ＮＳ商事株式会社 ＮＳ商事株式会社　フォルクスワーゲン定禅寺 仙台市青葉区春日町３－８ ２２２－２０２０

ＮＳ商事株式会社　フォルクスワーゲン定禅寺 折
立

仙台市青葉区折立一丁目２３－１ ３０２－１５１１

ＮＳ商事株式会社　フォルクスワーゲン仙台日の
出

仙台市宮城野日の出町二丁目１－４５ ７８２－７０１０

20541000546 有限会社　国際メタル 有限会社　国際メタル 仙台市宮城野区中野字柳原２５番地の１１ ３８８－８７２１

20541000561 株式会社　カーチス カーチスメガ仙台 仙台市泉区七北田字新道３－１ ７７１－２６４４

ガチアウトレットカーチス広瀬通り 仙台市青葉区立町５－７ ２１６－５２０２

20541000562 株式会社　ＣＲＳ埼玉 株式会社　ＣＲＳ埼玉　仙台営業所 仙台市宮城野区苦竹三丁目１－１６ ３５３－５０７５

20541000566 株式会社　双見商会 株式会社　双見商会 仙台市若林区卸町三丁目６－１０ ２３２－４１５６

20541000567 株式会社　ソウイング 株式会社ソウイング　仙台支店 仙台市宮城野区扇町七丁目１－４ ３８５－７５６０

20541000569 株式会社　ケーユー
株式会社　ケーユー
仙台泉店

仙台市泉区七北田字大沢境２６ ７７１－７９５０

株式会社　ケーユー
仙台若林店

仙台市若林区六丁の目北町１４番７０号 ３９０－５１５５
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20541000573 （株）OCA （株）OCA 仙台市太白区茂庭字大堤２１番地 ７９７－１１５２

20541000574 （株）YK　TRADING （株）YK　TRADING 仙台市泉区市名坂字万吉前３０番地の１２ ３７１－７６４０

20541000576 （株）ホットマン カーセブン仙台柳生店 仙台市太白区柳生一丁目５－２ ３０６－２１５０

20541000577 いすゞ自動車東北㈱ いすゞ自動車東北株式会社　宮城支社 仙台支店 仙台市宮城野区中野四丁目１０－１４ ７８６－６３１１

いすゞ自動車東北株式会社　宮城支社 日の出
サービスセンター

仙台市宮城野区日の出一丁目４－３５ ７９４－８１０１

20541000578 （株）オートウェイズ （株）オートウェイズ
仙台市太白区茂庭字人来田東３８番３号
Ｂー１０２

７４８－５９２１

20541000579 株式会社　タックス宮城野 株式会社　タックス宮城野 仙台市宮城野区中野一丁目４番地の４ ２５４－２６７１

20541000581 （株）オーエス （株）オーエス 仙台市若林区新寺四丁目９番４１号 ２９７－０６９６

20541000582 （株）JCM （株）JCM 仙台支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目６－１ ２９６－３３０３

20541000583 （株）北整備 （株）北整備 仙台市若林区鶴代町３番３５－７号 ２３６－６９５１

20541000585 有限会社　ユーコー 有限会社　ユーコー六丁目店 仙台市若林区荒井五丁目１８番地の８ ３９０－７６８０

20541000588 有限会社　Ａ．Ｉ．ＪＡＰＡＮ 有限会社　Ａ．Ｉ．ＪＡＰＡＮ 仙台市青葉区荒巻本沢一丁目１４番１５号 ２７７－２３５５

20541000589 株式会社　光和自動車 株式会社　光和自動車 仙台市青葉区北根黒松２－２２ ２７２－８７９２

20541000591 株式会社　太陽自動車工業所 株式会社　太陽自動車工業所 仙台市宮城野区扇町三丁目８－１５ ２３５－０１０１

20541000592 有限会社　マルカン産業 有限会社　マルカン産業 仙台市泉区福岡字板橋２６－４ ３７９－７０４０

20541000593 有限会社　遠藤自動車塗装 有限会社　遠藤自動車塗装 仙台市若林区卸町三丁目５ー８ ２３６－６３１１

20541000594 雄記技工株式会社 雄記技工株式会社 仙台市宮城野区扇町六丁目１番６号 ２５９－５２２２

20541000595 東北オートメカニック株式会社 東北オートメカニック株式会社 仙台市泉区明通四丁目５―８ ３７７－３７７７
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登録番号 登録事業者名 登録事業所名称 登録事業所所在地 電話番号

東北オートメカニック株式会社仙台中央工場 仙台市青葉区木町通一丁目５ー１２ ２６６－３９９３

東北オートメカニック株式会社長命ヶ丘店 仙台市泉区長命ケ丘二丁目２２―８ ７７２－１３２０

東北オートメカニック株式会社宮城野工場 仙台市宮城野区鶴ケ谷字京原１５１ ３８８－３００８

20541000596 株式会社　豊和 株式会社　豊和　仙台支店 仙台市青葉区花京院一丁目１－６ ７２２－６０６０

20541000597 ＵＤトラックス株式会社 ＵＤトラックス株式会社　仙台工場 仙台市宮城野区扇町一丁目８－４１ ２３２－３１３５

20541000598 株式会社　光岡自動車 株式会社　光岡自動車　仙台ショールーム 仙台市泉区長命ケ丘三丁目３２－２ ３４２－５５３３

20541000600 ＳＧモータース株式会社 SGモータース株式会社　仙台店 仙台市宮城野区福田町南一丁目９－３ ２５８－５５９５

20541000602 有限会社　永浦自動車販売 有限会社　永浦自動車販売 仙台市泉区長命ケ丘三丁目２－３９ ３７８－４６５３

20541000606 ヤマリョー株式会社 ヤマリョー株式会社　卸町給油所 仙台市若林区卸町四丁目６－４ ２８４－３７３６

ヤマリョー株式会社　愛子給油所 仙台市青葉区上愛子字街道４５－１ ３９２－３５２４

20541000607 東北三八五流通株式会社
東北三八五流通株式会社　三八五テクニカルセ
ンター仙台

仙台市宮城野区岡田西町１番１０号 ２８８－８５２５

20541000608 株式会社　JARA 株式会社　JARA　仙台支店
仙台市若林区六丁の目西町８－１ー５１５
（斎喜センタービル）

３９０－９５８５

20541000609 ささき商店株式会社 ささき商店株式会社 仙台市泉区泉ケ丘一丁目１５ー１０ ３７２－６６１７

20541000610 有限会社　鶴ケ谷ボデーサービス 有限会社　鶴ケ谷ボデーサービス 仙台市宮城野区鶴ケ谷字京原２０３ ２５１－３２３５

20541000611 株式会社 リプロワールド 株式会社　リプロワールド　仙台支店 仙台市泉区八乙女中央三丁目１ー６ ７７１－７７１１

20541000612 株式会社　サトー工機 株式会社　サトー工機 仙台市泉区泉ケ丘三丁目１３ー６ ３７３－５６７０

20541000614 株式会社　但野鈑金塗装工業 株式会社　但野鈑金塗装工業 仙台市宮城野区仙台港北二丁目７番地の４ ２５９－１４７１

20541000615 株式会社　グリーンキャブ 株式会社　グリーンキャブ仙台工場 仙台市太白区東中田一丁目１－１１ ２４１－４０６６
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登録番号 登録事業者名 登録事業所名称 登録事業所所在地 電話番号

20541000616 有限会社　共和オート 有限会社　共和オート 仙台市若林区六丁の目元町１２－１２ ３９０－６９７７

20541000617 有限会社　晃陽 オートラウズ 仙台市宮城野区苦竹二丁目７ー３ ３５３－５８６０

20541000619 株式会社　千代田商事
株式会社　千代田商事　昭和シェル石油セルフ
八木山給油所

仙台市太白区八木山本町一丁目２７－８ ２２９－１１３３

株式会社　千代田商事　昭和シェル石油小松島
給油所

仙台市青葉区小松島四丁目１４－１８ ２３３－５７２１

株式会社　千代田商事　昭和シェル石油愛子バ
イパス給油所

仙台市青葉区栗生六丁目１３－４ ３９１－５５３２

20541000621 (株)　山二機械銅鉄商 (株)　山二機械銅鉄商 仙台市若林区大和町二丁目１－３２ ２３１－２３５５

20541000622 (株)湊自動車 (株)湊自動車 仙台市宮城野区扇町四丁目４－８ ２３６－３０１１

20541000624 (株)メカオート斎藤 (株)メカオート斎藤 仙台市宮城野区扇町七丁目８ー２７ ２５９－５３８６
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登録番号 登録事業者名 登録事業所名称 登録事業所所在地 電話番号

20541000625 (有)サイトーオート (有)サイトーオート
仙台市宮城野区中野字牛小舎２３番地３８
（９Ｂ－１４Ｌ）

２５４－６２３４

20541000626 (株)アールシービー (株)アールシービー 仙台市宮城野区高砂一丁目１４ー７ ２５９－８１９１

20541000628 ㈲サンエー商会 ㈲サンエー商会 仙台市宮城野区原町五丁目６番１５号 ２５７－３６６８

20541000629 ＯＧＡＴＡトラストトレーディング㈱ ＢＥＬＬＹ　ＣＡＲＳ
仙台市太白区茂庭字合ノ沢南３９ー１　仙台
ＯＣビル１階

２８１－５６６５

20541000630 ㈲松森自動車商会 ㈲松森自動車商会 仙台市泉区古内字宮下１ー１ ３７７－１３４８

20541000631 合同会社　健翔 合同会社　健翔 仙台市宮城野区蒲生字南城道田４９ー２ ３５５－９５２１

20541000632 株式会社　ビッグモーター 株式会社　ビッグモーター　仙台若林店 仙台市若林区若林五丁目１１－８ ７８１－１３１１

株式会社　ビッグモーター　仙台泉店 仙台市泉区野村字桂島２０－３ ７７２－２８７７

株式会社　ビッグモーター　仙台宮城野店 仙台市宮城野区苦竹三丁目１－３２ ７８３－１３３０

株式会社　ビッグモーター　仙台青葉店 仙台市青葉区双葉ケ丘一丁目２２－１０ ７２７－１２０１

株式会社　ビッグモーター　仙台遠見塚店 仙台市若林区遠見塚東４－３ ２８２－９１７０

20541000633 庄子りつ子 庄子自動車商会(屋号) 仙台市若林区六丁の目元町１５番２０号 ２８８－５０４０

20541000634 庄子直樹 庄子自動車商会(屋号) 仙台市若林区六丁の目元町１５番２０号 ２８８－５０４０

20541000635 ㈲パール自動車 ㈲パール自動車 仙台市宮城野区蒲生一丁目１２番地 ２５８－５１０６

20541000636 ㈱港金属 ㈱港金属 仙台市宮城野区仙台港北一丁目６－１９ ２５４－３６０８

20541000637 株式会社　ヤナセ
株式会社　ヤナセ　札幌東北営業本部
仙台支店

仙台市太白区あすと長町一丁目５－２５ ２４７－０６６０

株式会社　ヤナセ　札幌東北営業本部
泉支店

仙台市泉区七北田字大沢境２０ ３７３－４１７１

20541000638 成澤正勝 田園商会 仙台市宮城野区田子一丁目８－７０ ２５９－５２７５
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登録番号 登録事業者名 登録事業所名称 登録事業所所在地 電話番号

20541000639 株式会社　山城外装工業所 株式会社　山城外装工業所 仙台市宮城野区扇町三丁目８－３１ ２３７－７３２６

20541000640 有限会社　村山自動車 有限会社　村山自動車 仙台市泉区松森字中道３２－１ ３７３－２１５１

20541000641 株式会社　アイエーオートバックス スーパーオートバックス仙台泉加茂 仙台市泉区上谷刈四丁目１０－２６ ３７４－１１３１

スーパーオートバックス仙台ルート４５ 仙台市宮城野区日の出町二丁目３－４５ ２３２－２３４５

オートバックス２８６根岸 仙台市太白区根岸町６－４０ ３０８－３２３１

オートバックス　仙台吉成店 仙台市青葉区吉成台二丁目１－１７ ２７７－４７２６

20541000642 おおいずみ自動車株式会社 おおいずみ自動車株式会社 仙台市若林区六丁の目東町６番５８号 ２８８－９０００

20541000643 株式会社　ダイニチ東日本 株式会社　ダイニチ東日本　宮城店 仙台市宮城野区扇町五丁目７－１ ２３１－１６６６

20541000644 ウイルプラスアインス株式会社 ポルシェセンター仙台 仙台市泉区山の寺二丁目１－１３ ３７５－０９１１

20541000645 株式会社　さとう総業 株式会社　さとう総業 仙台市泉区七北田字朴木沢９３－１ ３７４－１１８１

20541000646 トラウム株式会社 トラウム株式会社 仙台市泉区市名坂字原田１７０ ２１８－６９９６

20541000648 平　雄二 エフズワークス（屋号） 仙台市太白区四郎丸字吹上３３－１５ ７９６－１４１３

20541000649 東京マイカー販売株式会社 Ｂｒａｔ仙台 仙台市若林区かすみ町７－５ ２９４－８０３０

20541000651 株式会社　ハイブテック 株式会社　ハイブテック 仙台市宮城野区福室二丁目５番３－３０３号 ０９０－８９２８－０２８０

20541000652 永岡　高広 ＧＲＡＮＴＳ　ＭＯＴＯＲＳ（屋号） 仙台市太白区羽黒台２０－２５－２０２ ３９８－３６６０
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