
加盟店名 住所 電話番号

その他（他県）

自動車・自転車・オートバイ

ＢＭＳ大館 大館市　御成町　４丁目　５－２０ 0186-49-2317

合川オートサービス 北秋田市　下杉　字狐森　４３－２ 0186-78-2655

暁商工 北秋田市　綴子　字糠沢上谷地　４１６ 0186-62-1562

秋田自動車興業 秋田市泉北４丁目　５－１０ 018-862-8500

秋田自動車興業泉中古車セン
ター

秋田市泉菅野　２丁目　９－１７ 018-862-8509

秋田自動車興業土崎中古車
センター

秋田市土崎港中央　１丁目　５－２ 018-857-5555

秋田スバル自動車 秋田市寺内字三千刈　３１５－１ 018-823-7111

秋田スバル自動車　秋田店 秋田市寺内字三千刈　３１５－１ 018-823-7116

秋田スバル自動車　秋田南店 秋田市仁井田字古川向　５－３ 018-839-0751

秋田スバル自動車　大館店 大館市根下戸新町　１８－７４ 0186-42-1511

秋田スバル自動車　大曲店 大仙市花館字常保寺　１２４－１ 0187-63-0218

秋田スバル自動車　能代店 能代市字昇平岱　４２－１６ 0185-52-1140

秋田スバル自動車　横手店 横手市横手町字下飛瀬　１７４ 0182-32-1241

秋田第一自動車 大館市長坂字坂地家後　７２－４ 0186-54-2500

秋田トヨペット鷹巣店 北秋田市　鷹巣　字東中岱　７４－１ 0186-62-2745

浅井自動車整備工場 鹿角市十和田大湯　字中田　１２－３ 0186-37-3344

アダムス 秋田市上北手大戸　字堀ノ内　２６－３ 018-835-2064

安部自動車整備工業 大館市　餅田　１丁目　１－９ 0186-49-2921

安保自動車 鹿角市花輪字下タ町　５８－２ 0186-23-2386

五十嵐輪業商会 北秋田市　松葉町　６－３ 0186-62-1665
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石川ボデーセンター 鹿角市十和田末広　字和田　１５ 0186-35-4824

伊藤オート 山本郡三種町鹿渡　字石田　８８－５ 0185-87-3058

伊藤自動車整備工場 山本郡三種町鵜川　字昼根下　１６－５ 0185-85-2145

エース自動車販売 能代市字臥竜山　１７－５ 0185-54-2227

Ｍ　ＨＯＵＳＥ 能代市浅内字赤沼　１４－１ 0185-53-2665

遠藤自動車板金塗装 大館市出川字上屋布岱　４３ 0186-42-6578

大高自動車販売 能代市竹生字竹生　１１４ 0185-55-3225

大館自動車鈑金塗装 大館市柄沢字柄沢　１１５－１ 0186-42-1129

大館自動車部品商会 大館市根下戸新町　１９－５９ 0186-42-1086

大館自動車部品商会十和田
南営業所

秋田県鹿角市十和田南錦木字冠田８２－５ 0186-35-2218

オート・エヴァ 鹿角市花輪字扇ノ間　２－３ 0186-22-4539

オートガレージ　オオツカ 能代市河戸川字南後田　８６－１ 0185-55-0518

Ａｕｔｏ　Ｃｌｕｂ　Ｃｌｏｖｅｒ 北秋田市綴子　字掛泥道下　６８－１ 0186-69-7020

オートクルーズ 大館市餌釣字前田　２９４－１ 0186-59-6222

オートサイクルセンター千葉 鹿角郡小坂町小坂　字上田表　３４－１３ 0186-29-2376

オートサイクルトダテ 鹿角市花輪字新田町　３９ 0186-23-2969

オートバックス大館中央 大館市餅田１丁目　７－２５ 0186-49-3101

オートプラザ鹿角 鹿角市　花輪　字鉄砲　２５－６ 0186-25-3633

ＡＵＴＯ－ＢＯＤＹ阿部 鹿角市十和田毛馬内　字下タ道　１９－１０ 0186-35-2120

大平自動車 能代市浅内字出戸谷地　３５－２ 0185-55-3131
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小笠原自動車 大館市　岩瀬　字谷地の平　４－３９ 0186-54-3724

小貫自動車整備工場 大館市比内町扇田　字山崎　２８－２ 0186-55-0417

カーサービスハラ 能代市落合字上大野　１６１ 0185-53-2624

ＣＡＲＳｈｏｐ　Ａｓｔｙｌｅ 大館市　釈迦内　字山神台　１９－１ 0186-45-2231

カードック木村 鹿角市花輪字小又　４－７ 0186-25-2709

カーパーク能代 能代市　字一本木　３－１ 0185-58-2214

カープランナー鈴木 能代市落合字落合　１１６ 0185-74-5787

カーライズ 大館市清水５丁目　８－４５ 0186-59-8205

鹿角自動車整備 鹿角市八幡平字坂元　２９８－１ 0186-30-5151

加藤自動車整備工場 北秋田市　綴子　字田中表　２７ 0186-62-3456

金岡自動車 山本郡三種町　豊岡金田字金光寺　６８－１１ 0185-83-2020

亀田カーボディー 鹿角郡小坂町　荒谷　字横欠　２－３ 0186-29-3625

川上自動車 山本郡三種町鵜川　字西本田　２４４ 0185-85-3247

キャンディモータース 山本郡藤里町　矢坂　字上野蟹子沢　８５－７ 0185-74-5605

グッドラック 大館市常盤木町　１３－１ 0186-42-8155

工藤モータース 能代市字轟　３７８ 0185-59-2012

グループテクノロジー　レベル 鹿角市花輪字鉄砲平　４５－１ 0186-30-2223

車やＪＵＮ 北秋田市米内沢　字大野岱　１１５－３ 0186-72-5590

車屋ひぬま 能代市落合字下谷地　１－１ 0185-89-1750

黒澤義得商店 鹿角市花輪字下花輪　８４－１ 0186-23-2569
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小嶋自動車 能代市浅内字押出　１４９－１ 0185-53-4705

小林自動車工業 北秋田市　脇神　字塚ノ岱　１７－６ 0186-63-2120

湖北自動車 山本郡三種町鵜川　字大曲東家の下　４４ 0185-85-2315

近藤オート販売 能代市浅内字中山　１３３－１５ 0185-52-1109

近藤自動車整備工業 山本郡三種町　外岡　字丸内　６４－３ 0185-83-3850

サイクル　ハセベ 大館市比内町笹館　字水無　１０７－１ 0186-55-1410

サイクルサガワ 大館市御成町２丁目　１５－３２ 0186-42-1096

サイクルショップ虻徳 大館市　常盤木町　２－１５ 0186-42-0848

さいとう自動車機械整備工場 大館市十二所字中野　９６ 0186-52-3330

桜庭自動車 山本郡三種町外岡　字外岡南　１３６ 0185-83-3034

佐藤自動車整備工場 鹿角市十和田大湯　字中田　２－６ 0186-37-2161

沢田自動車整備工場 鹿角市花輪字福士　８６－３ 0186-23-3034

サンオートＳＳ 大館市字観音堂　２８７－１ 0186-42-5330

Ｇ－ＰＡＲＫ秋田 秋田市寺内字三千刈　３１５－１ 018-866-7711

ＪＰコーポレーション 大館市比内町片貝字　伊勢堂東　２１－１７２ 0186-50-7117

柴田自動車整備工場 北秋田市阿仁前田　字下山根　２００－１ 0186-75-2202

清水自動車 能代市浅内字鵜川堺　１－３ 0185-54-3461

釈迦内の車屋さん 大館市釈迦内字二ツ森　８６－２ 0186-48-5865

車検ショップ・サトウ 大館市川口字大人沢　２ 0186-43-9227

ジャンキーパニック 北秋田市　米代町　１－８ 0186-62-5101
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秋北電装サービス 大館市釈迦内　字稲荷山下　４３－２ 0186-48-5518

秋北バス　能代整備工場 能代市浜通町　３－１０ 0185-52-5331

秋北バス整備工場 大館市　有浦　３丁目　３－６９ 0186-42-3528

上等自動車整備工場 大館市比内町達子　字相善廻　１２０－３ 0186-55-0815

新栄自動車販売 山本郡三種町鵜川　字西家の下　９－４ 0185-85-2755

新光電機工業所 北秋田市綴子字前野　２６１ 0186-62-1764

ダイハツショップ武石 山本郡三種町鵜川　字昼根下　１１４－１ 0185-85-2611

ダイハツ田代　小笠原自動車 大館市岩瀬字上軽石野　３８－２ 0186-54-3032

太平興業　秋田支店 秋田市寺内字大小路　２０７－３７ 018-846-1111

太平興業　大館営業所 大館市餅田字向田　１２３－１ 0186-42-1874

太平興業　能代営業所 能代市浅内字浅内堤下　２１ 0185-53-3555

タイヤガーデンかづの 鹿角市十和田毛馬内　字南陣場　８８－１ 0186-35-3152

タイヤサービス大館店 大館市根下戸新町　５－１２９ 0186-42-0521

タイヤショップＣＱ 大館市　川口　字大人沢　１２２－１ 0186-49-4900

ＴＩＲＥ　ＷＯＲＫ’Ｓ　きたあきた 北秋田市鷹巣字東中岱　５６－４ 0186-84-8018

高橋自動車鈑金塗装 大館市比内町達子　字ハヌカ　４－４ 0186-55-3260

高森モーター 山本郡三種町鹿渡　字中沢新田　１７６－２ 0185-87-2766

立石自動車鈑金塗装 大館市根下戸　字下袋家後　６２－２ 0186-43-0803

田中自動車整備工場 大館市根下戸新町　９－３０ 0186-42-0662

千葉自動車 大館市　二井田　字小石台　１３－１０ 0186-49-5003
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千葉電機工業 能代市　二ツ井町　字山根　３－１０ 0185-73-2127

チャップリン 大館市　池内　字大出　４４６－１ 0186-49-0019

塚本板金 大館市山館字八幡下　２３６－１ 0186-42-5345

トータル　ステージ 鹿角市　花輪　字八正寺　２２－８ 0186-25-8475

夏井オート 山本郡藤里町矢坂　字上野蟹子沢　３－１ 0185-79-2017

七尾オート 能代市二ツ井町飛根　字高清水　４６４ 0185-75-2830

ネッツトヨタ秋田鷹巣店 北秋田市　綴子　字前野　１６１－１ 0186-63-0265

野呂自動車整備工場 大館市比内町笹館　字水無　１０６－２ 0186-55-2095

畠山自動車整備工場 大館市道目木字天当　２６－３ 0186-52-2560

畠山モータース 能代市二ツ井町　字稗川原　１０４－５ 0185-73-5839

八郎潟自動車整備工場 山本郡三種町鹿渡　字西小瀬川　２１３－１ 0185-87-2674

花輪タイヤ 鹿角市花輪字上中島　７５ 0186-23-3461

ピースオート 山本郡三種町鹿渡　字西小瀬川　１５９－３ 0185-87-3238

平塚自動車商会 北秋田市　綴子　字田中下モ　１６ 0186-63-0051

フレンド　村木ボデー 鹿角市　十和田末広　字上ミ谷地　３８－１ 0186-25-8706

フレンドビスタ 能代市字高塙　１２３－２ 0185-54-2266

プロジェクト豊和コーポレーショ
ン

大館市川口字隼人台　５３－３ 0186-49-0563

北栄整備 能代市河戸川　字下長沼布　１４ 0185-54-7514

北部自動車整備工場 大館市根下戸新町　１－４５ 0186-49-4256

北部板金塗装工場 大館市根下戸新町　１７－２７ 0186-42-7244
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ＢＯＤＹクラフト 大館市中神明町　１－２０ 0186-42-1605

ＢＯＤＹ　ＳＨＯＰ海沼オート 鹿角市花輪字小坂　２３－２ 0186-23-7473

ボデーショップ伊藤 潟上市昭和大久保　字北野細谷道添　７３－５５２ 018-877-4953

ホンダウイングトダテ 鹿角市花輪字蒼前平　７５－２ 0186-23-3837

ホンダハ－ト 大館市　清水　２丁目　２－１０ 0186-49-0819

丸山自動車整備工場 能代市　二ツ井町　字太田面　１０－１ 0185-73-4220

Ｍｉｎｉ　Ｓｔｏｐ！！ 大館市花岡町字土目内　４０９－４ 0186-46-2677

武藤自動車整備工場 北秋田市　鷹巣　字西中岱　６１－１ 0186-62-2621

ＭＯＤＥＬ－Ｔ 鹿角市十和田毛馬内　字前舘　５－３ 0186-35-2536

山一興業 能代市二ツ井町字上野　８７－２ 0185-73-2515

山口自動車 北秋田市　阿仁荒瀬　字向岱　１１－１３ 0186-82-3735

山崎自転車商会 鹿角市花輪字下タ町　１１７－６ 0186-23-3686

山崎自動車工業 鹿角市花輪字蒼前平　２－１ 0186-23-2253

ヤマダオートサービス 山本郡三種町志戸橋　字狐沢　１－２ 0185-83-3838

ヨコハマタイヤジャパン秋田カ
ンパニー大館

大館市根下戸新町　３－７５ 0186-42-6085

2022年12月28日 7/7 ページ


