
加盟店名 住所 電話番号

十和田市・三沢市・上北郡

自動車・自転車・オートバイ

ＲＳコジロー 十和田市東二十二番町　２３－１１ 0176-22-1879

青葉モーターサイクル 上北郡野辺地町　字助佐小路　５－５ 0175-64-6110

青森トヨタ自動車三沢店 三沢市東岡三沢１丁目　８０－３ 0176-53-2145

青森トヨペット　十和田店 十和田市東三番町　３８－２３ 0176-22-5671

青森トヨペット　野辺地店 上北郡野辺地町　字八ノ木谷地　４０－１３ 0175-64-5671

青森トヨペット　三沢店 三沢市鹿中４丁目　１４５－３５５ 0176-54-3567

青森日産自動車　三沢店 三沢市南町１丁目　３１－３６４８ 0176-53-3380

青森マツダ自動車　十和田店 十和田市　元町東　３丁目　７－１ 0176-22-5111

青森三菱自動車十和田営業
所

十和田市大字三本木　字北平　１９５ 0176-23-4121

亜細亜オートサービス 三沢市大字三沢　字上屋敷　１６３－５５ 0176-52-4665

イエローカンパニー 十和田市大字洞内　字井戸頭　１４４－７３８ 0176-22-8256

イエローハット十和田店 十和田市大字洞内　字井戸頭　１４４－３２２ 0176-20-7810

イエローハット　三沢店 三沢市松原町２丁目　３１－２０６ 0176-53-1680

泉自動車工房 十和田市大字洞内　字樋口　７８－１０４８ 0176-23-1696

伊東自動車硝子販売　十和田
営業所

十和田市大字三本木　字一本木沢　３２２－１ 0176-21-4580

ＡＭＢ 三沢市東岡三沢１丁目　１６３－４１ 0176-50-1156

エコカーショップ 十和田市東十四番町　３１－３ 0176-25-8116

ＥＮＥＯＳグローブエナジー十
和田営業所

十和田市大字相坂　字小林　１７－９ 0176-23-5685

オートコレクション 上北郡東北町　字保戸沢家ノ前　９５－２ 0175-63-4727

小野モータース 三沢市岡三沢１丁目　１－１１０ 0176-53-6645
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加盟店名 住所 電話番号

十和田市・三沢市・上北郡

自動車・自転車・オートバイ

カーサポートたかむら 上北郡東北町　大字大浦字南家裏　７１－１６ 0176-56-5342

カーショップ　カインド 十和田市大字三本木　字北平　１１０－４ 0176-24-2524

カーショップ市ノ渡 十和田市大字八斗沢　字八斗沢　６０－４ 0176-22-0700

カースタジオ・ワイツー 三沢市日の出２丁目　９４－１１２３ 0176-51-6979

ＣａｒドクターＳＢＰ 十和田市大字大沢田　字池ノ平　３５ 0176-27-2037

カーロード 十和田市大字三本木　字野崎　４０－１３５ 0176-23-5288

カワムラ自動車 三沢市大字三沢　字上屋敷　１６３－４５ 0176-52-5212

河村自動車販売 上北郡おいらせ町　鶉久保　２６ 0176-51-3007

クラフトエンジニアリング 上北郡おいらせ町向山３丁目　１８０－６ 0178-85-9482

坂本タイヤセンター 十和田市大字三本木　字野崎　４０－４１ 0176-23-3572

佐々木オート 十和田市大字洞内　字井戸頭　１５６－８ 0176-22-7007

サンケー自動車商会 十和田市大字洞内　字樋口　７８－１０３０ 0176-25-3020

ジェイボーイ三沢店 三沢市松原町２丁目　３１－２ 0176-50-1223

志田鈑金塗装工場 十和田市大字赤沼　字下平　２６３－２６２ 0176-23-8263

自動車工房 上北郡六戸町　大字犬落瀬字高見　８６－６ 0176-55-3684

柴田自動車整備工場 上北郡七戸町字大沢　５７－１０ 0176-62-6356

シラヤマ自動車販売 十和田市大字洞内　字井戸頭　１４４－５２８ 0176-27-3777

スズキサービスセンター十和
田

十和田市元町西３丁目　７－５ 0176-22-7897

スズキ自販ハマムラ 十和田市大字大沢田　字北野　２１４－３ 0176-27-2755

スマイルＡＵＴＯ 十和田市大字洞内　字後野　３３１－１３ 0176-25-7767
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加盟店名 住所 電話番号

十和田市・三沢市・上北郡

自動車・自転車・オートバイ

タイヤガーデンタケシン 上北郡七戸町　字笊田川久保　１９－２ 0176-62-6576

タイヤガーデン十和田 十和田市大字相坂　字小林　１８－８ 0176-22-5049

タイヤガーデンみさわ 三沢市三沢堀口　１７－１０１ 0176-58-0063

タイヤ館十和田 十和田市大字三本木　字千歳森　２２１ 0176-25-8867

タイヤセレクト下田 上北郡おいらせ町　菜飯　４５－１ 0178-56-5509

太陽物産　三沢営業所 上北郡おいらせ町　鶉久保　５０－９６ 0176-27-0025

舘自動車 上北郡おいらせ町　青葉　４丁目　５０－２２４６ 0176-53-6621

田中自動車商会 三沢市東岡三沢１丁目　１４２－２ 0176-53-3895

田中自動車整備工場 十和田市東三番町　６－５１ 0176-23-3841

Ｔａｍｕｒａ　Ｆａｃｔｏｒｙ 十和田市大字八斗沢　字八斗沢　２１－７９ 0176-58-5563

田村モータース 上北郡六ヶ所村　大字倉内字笹崎　３１８ 0175-74-2850

寺沢自動車 上北郡七戸町　字道ノ上　９６－２ 0176-68-2338

土岐商会 上北郡おいらせ町　向山東２丁目　４９８－１ 0178-56-4332

トヨタカローラ八戸　十和田店 十和田市大字洞内　字後野　２３６－１ 0176-25-2222

トヨタカローラ八戸　三沢店 三沢市東岡三沢２丁目　４１－７５ 0176-53-2178

トヨタカローラ八戸　Ｕ－ＭＡＸ
十和田

十和田市大字三本木　字一本木沢　２０６－１ 0176-25-2255

鳥越整備工場 上北郡六戸町　大字折茂字下田表　２－７ 0176-55-5226

十和田総合自動車 十和田市大字洞内　字後野　１８９－１１７ 0176-27-3437

十和田板金塗装整備工場 十和田市東二十二番町　１７－１８ 0176-23-4932

中野自動車整備工場 十和田市大字三本木　字北平　７５－３ 0176-23-5570
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加盟店名 住所 電話番号

十和田市・三沢市・上北郡

自動車・自転車・オートバイ

日産プリンス青森販売　十和
田北店

十和田市大字洞内　字井戸頭　１４４－１２５ 0176-27-2316

日産プリンス青森販売　十和
田店

十和田市大字三本木　字千歳森　３５７－２ 0176-23-6201

日産プリンス青森販売　三沢
店

三沢市大字三沢字堀口　１７－４４４ 0176-54-3723

日新モーター 上北郡東北町　字山添　３－２ 0175-64-9677

ネッツトヨタ青森十和田店 十和田市大字洞内　字井戸頭　１４４－１３１ 0176-27-2100

ネッツトヨタ青森三沢店 三沢市松原町２丁目　３１－２５７０ 0176-57-5151

Ｎｏｔｙ　ｆａｃｔｏｒｙ 十和田市大字三本木　字牛泊　５１－２ 0176-51-6327

晴海自動車整備工業 上北郡野辺地町　字古明前　３３ 0175-64-2132

ビビ・ザ・カーショップ 十和田市大字三本木　字野崎　４０－１０３ 0176-22-5572

富士車輌サービス 上北郡野辺地町　字田名部道　４２－５ 0175-64-1689

プラスオート 十和田市大字洞内　字井戸頭　１４４－４６６ 0176-27-3311

フレアオート 十和田市大字洞内　字後野　３３０－４ 0176-51-6670

プロスタッフ　スズキ 十和田市大字洞内　字後野　３３１－２３ 0176-51-4343

ボディーショップ町屋 上北郡東北町　大字上野字南谷地　１６３ 0176-56-3685

ボディクリニック石川原 十和田市大字相坂　字高清水　８８７－５ 0176-22-7572

穂並総合自動車 十和田市西二十三番町　１７－８ 0176-22-5858

三浦自動車 三沢市松園町３丁目　５－４ 0176-53-2909

三笠自動車 上北郡七戸町字寺裏　４８－１ 0176-62-2661

三沢オートグラスサービス 三沢市大字三沢字堀口　１６４－８１ 0176-51-6045

ミスタータイヤマン野辺地 上北郡野辺地町　字馬門道　２５－１０ 0175-64-3554
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加盟店名 住所 電話番号

十和田市・三沢市・上北郡

自動車・自転車・オートバイ

ミスタータイヤマン三沢 三沢市岡三沢１丁目　１－１５１ 0176-53-3570

みちのく自動車 十和田市大字三本木　字一本木沢　３２３－２ 0176-23-9861

青森三菱ふそう自動車販売　
十和田営業所

十和田市東三番町　３８－２７ 0176-23-4319

山崎モータース 十和田市大字法量　字前川原　３９－１ 0176-72-2345

山端輪店 十和田市大字大沢田　字長根　１６－６ 0176-27-2445

ユーズドカー４ 十和田市大字三本木　字北平　７５－３ 0176-23-5570

リペアカーショップ 上北郡六戸町　大字犬落瀬字後田　６２－１１ 0176-55-2555
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