
引取業登録業者一覧
 令和５年４月１日現在

法人番号 事業者名 事業所名称 事業所所在地 事業所電話番号

2180001013948 愛知スズキ販売 株式会社 愛知スズキ販売 株式会社 岡崎店 愛知県岡崎市栄町３丁目４番地 0564-21-9141

2180001013948 愛知スズキ販売 株式会社 愛知スズキ販売 株式会社 岡崎南店 愛知県岡崎市牧御堂町字郷中６０番地 0564-55-1701

4180001039017 愛知ダイハツ 株式会社 愛知ダイハツ株式会社 岡崎店 愛知県岡崎市宇頭町字北家下５番地の１ 0564-31-5121

愛知ダイハツ 株式会社 愛知ダイハツ株式会社 光ヶ丘店 愛知県岡崎市大⻄町字南ヶ原１２番３８号 0564-57-8511

愛知ダイハツ 株式会社 愛知ダイハツ株式会社 法性寺店 愛知県岡崎市土井町字池田乙１０番地 0564-54-4111

愛知ダイハツ 株式会社 愛知ダイハツ株式会社 Ｕ−ＣＡＲ岩津店 愛知県岡崎市⻄蔵前町字五反田２６番地１ 0564-66-2011

6180001153963 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 岡崎井田店 愛知県岡崎市井田新町２−８ 0564-22-7331

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 大樹寺店 愛知県岡崎市大樹寺３−３−６ 0564-21-7511

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 岡崎城北店 愛知県岡崎市柿田町１−１０ 0564-64-6300

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 岡崎北店 愛知県岡崎市⻘⽊町２−７ 0564-55-3354

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 六名店 愛知県岡崎市上和田町字北天⽩８−１ 0564-54-5111

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 法性寺店 愛知県岡崎市法性寺町字猿待９１−１ 0564-54-8255

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 岡崎南店 愛知県岡崎市⼾崎町字沢田４１番地 0564-53-7117

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 岡崎中店 愛知県岡崎市南明大寺町４−１８ 0564-54-1011

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 岡崎インター店 愛知県岡崎市洞町鷹野７−１ 0564-21-4111

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 岡崎⽋町店 愛知県岡崎市⽋町広⾒⻄通１９番地１ 0564-26-2911

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 岡崎洞店 愛知県岡崎市洞町字下荒田１７−１ 0564-25-2311

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 大樹寺ＭＣ 愛知県岡崎市大樹寺３−３−６ 0564-21-7511

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 岡崎ＭＣ 愛知県岡崎市上六名１−１−２ 0564-55-3354

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 法性寺ＭＣ 愛知県岡崎市法性寺町字柳之内１９番地１ 0564-55-3354

愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 愛知トヨタＥＡＳＴ 株式会社 矢作店 愛知県岡崎市宇頭町字井ノ上２１番地１ 0564-32-3700

9180001059935 愛知トヨタ⾃動車 株式会社 岡崎店 愛知県岡崎市洞町字鷹野７番地１ 0564-21-4111

9180001059935 愛知トヨタ⾃動車 株式会社 大樹寺店 愛知県岡崎市大樹寺三丁目３番地６ 0564-21-7511

9180001059935 愛知トヨタ⾃動車 株式会社 大樹寺マイカーセンター 愛知県岡崎市大樹寺三丁目３番地６ 0564-21-9181

9180001059935 愛知トヨタ⾃動車 株式会社 六名店 愛知県岡崎市上和田町字北天白８番地１ 0564-54-5111

4180302000065 有限会社 アオイ⾃動車 有限会社 アオイ⾃動車 愛知県岡崎市大樹寺三丁目２番地５ 0564-21-9446

2180001061138 いすゞ⾃動車中部 株式会社 岡崎サービスセンター 愛知県岡崎市宇頭町字下堀所３０ 0564-31-7911

5180301000239 株式会社 ウィン 株式会社ウィン アルファロメオ三河 愛知県岡崎市六名南２丁目４番地２０ 0564-31-6464

江坂 良⼀ 江坂モータース 愛知県岡崎市柱４丁目７番地１５ 0564-51-5415

5180001149054 ＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社 ＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社 ⽋町店 愛知県岡崎市⽋町字金⾕１１−１ 0564-24-2811

ＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社 ＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社 法性寺店 愛知県岡崎市法性寺町字猿待４５−１ 0564-54-8411

ＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社 ＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社 上里店 愛知県岡崎市上里２丁⽬２−８ 0564-25-1011

ＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社 ＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社 矢作店 愛知県岡崎市矢作町字小河原２５ 0564-31-3111

ＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社 ＮＴＰ名古屋トヨペット株式会社 レクサス岡崎 愛知県岡崎市若松東１丁⽬９−１８ 0564-58-0968

9180301000466 株式会社 江山⾃動車 株式会社 江山⾃動車 愛知県岡崎市井田町字四丁目４１番地 0564-22-6784

5180302000584 有限会社 大浦鈑金工業所 有限会社 大浦鈑金工業所 愛知県岡崎市⻄大友町字天神６３番地２ 0564-32-5539

8180302000680 有限会社 岡本⾃動車販売 有限会社 岡本⾃動車販売 愛知県岡崎市下⻘野町字宮東４５番地１ 0564-43-5930

1180302000704 有限会社 小野田モータース 有限会社 小野田モータース 愛知県岡崎市葵町１番地１１ 0564-28-2772

1180302000852 有限会社 カーギャラリー中央 有限会社 カーギャラリー中央 愛知県岡崎市井田⻄町１８番地１１ 0564-21-2279

3180302004307 有限会社 カーサービスわっぱ 有限会社 カーサービスわっぱ 愛知県岡崎市薮田一丁目２番地３ 0564-24-5434
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1010001069520 株式会社 ＩＤＯＭ ガリバー２４８号岡崎店 愛知県岡崎市六名１丁目３番地１２ 0564-57-2722

4180301004521 株式会社 ＡＬＬ・ＪＡＰＡＮ 株式会社 ＡＬＬ・ＪＡＰＡＮ 愛知県岡崎市錦町５番１４ 0564-28-9299

1180302000910 有限会社 川口商店 有限会社 川口商店 愛知県岡崎市美合町字坂下３５番地 0564-51-0362

7180001035541 キリックスリース 株式会社 オートプラザキリックス 岡崎大樹寺店 愛知県岡崎市鴨田町字広元２１２番地 0564-22-5111

1180301005506 株式会社 クライム オートバックス岡崎大樹寺店 愛知県岡崎市大樹寺３丁目７番地１２ 0564-26-3511

3180302001155 コーシン⾃動車 有限会社 コーシン⾃動車 有限会社 愛知県岡崎市城南町一丁目２番地６ 0564-53-7918

9180301030463 株式会社 小島⾃動車 株式会社 小島⾃動車 愛知県岡崎市久後崎町字宮下５番地 0564-51-0323

5180301018264 株式会社 コバック 車検のコバック 岡崎大樹寺店 愛知県岡崎市大樹寺１丁目５番地１６ 0564-26-5829

5180301018264 株式会社 コバック 車検のコバック 岡崎羽根店 愛知県岡崎市羽根町字鰻池１８９番 0564-58-0589

6180301009238 サーラカーズジャパン 株式会社 フォルクスワーゲン岡崎 愛知県岡崎市庄司田１丁目１番地１ 0564-58-2611

榊原 寛之 丸山自動車整備工場 愛知県岡崎市大平町字下り２７番地 0564-23-1028

4180301004315 株式会社 沢田塗装 株式会社 沢田塗装 愛知県岡崎市日名⻄町６番地１６ 0564-21-8144

8180001014560 株式会社 三洋商店 株式会社 三洋商店 カーリボン事業部 愛知県岡崎市高橋町字宇多利２４番１ 0564-43-0770

1180301000928 株式会社 シガ商会 株式会社 シガ商会 愛知県岡崎市下⻘野町字柳原１番地 0564-43-2261

6180302001474 有限会社 清水モータース 有限会社 清水モータース 愛知県岡崎市伊賀町三丁目４番地 0564-21-5583

新海 洋介 カーサービス シンカイ 愛知県岡崎市桜形町字中門１０番地５ 0564-84-2020

鈴⽊ 隆司 鈴木自動車 愛知県岡崎市秦梨町字奴田４９番地８ 0564-47-2370

鈴⽊ 十喜夫 鈴木総合サービス 愛知県岡崎市大門２丁目１４番地４ 0564-21-3702

9180001079578 株式会社 スズキ⾃販中部 株式会社 スズキ⾃販中部  岡崎営業所 愛知県岡崎市矢作町字中道７７番地３ 0564-31-2631

9180001079578 株式会社 スズキ⾃販中部 株式会社 スズキ⾃販中部  岡崎北店 愛知県岡崎市舳越町字朝倉４０番地１ 0564-33-3501

2180302001602 有限会社 鈴⽊モーターサービス 有限会社 鈴⽊モーターサービス 愛知県岡崎市藤川町字小坂１番地の１ 0564-54-1137

2180301001165 株式会社 スズマル 株式会社 スズマル 愛知県岡崎市舳越町字神道４２番地 0564-31-8939

7180303000012 合資会社 多々内モータース商会 合資会社 多々内モータース商会 愛知県岡崎市朝日町一丁目１３番地２ 0564-22-0009

7180301000550 株式会社 太手平⾃動車 株式会社 太手平⾃動車 愛知県岡崎市中田町２番地４ 0564-52-5841

3180302002129 大栄商事 有限会社 大栄商事 有限会社 愛知県岡崎市田口町字深田６５番地 0564-46-3210

辻村 昌明 辻村自動車整備工場 愛知県岡崎市久後崎町字宮下６番地 0564-51-2087

9180001049250 東海マツダ販売 株式会社 東海マツダ販売 株式会社  ⻯美ケ丘店 愛知県岡崎市⻯美南⼀丁⽬１番地２４ 0564-54-7211

東海マツダ販売 株式会社 東海マツダ販売 株式会社  岡崎店 愛知県岡崎市城北町５番地５ 0564-22-7311

1180301002701 株式会社 冨田⾃動車 株式会社 冨田⾃動車 愛知県岡崎市八帖北町３４番地２ 0564-21-3392

8180001017638 トヨタカローラ愛知 株式会社 トヨタカローラ愛知 株式会社  岡崎大樹寺店 愛知県岡崎市薮田一丁目２番地１３ 0564-21-9111

8180001017638 トヨタカローラ愛知 株式会社 トヨタカローラ愛知 株式会社  岡崎南店 愛知県岡崎市⼾崎町字沢田１番地 0564-51-0611

トヨタカローラ愛知 株式会社 トヨタカローラ愛知 株式会社  光ヶ丘店 愛知県岡崎市美合町字五本松４番地 0564-53-4080

1180001008949 トヨタカローラ愛豊 株式会社 トヨタカローラ愛豊 株式会社  岡崎マイカーセンター 愛知県岡崎市上六名一丁目１番地２ 0564-54-0911

トヨタカローラ愛豊 株式会社 トヨタカローラ愛豊 株式会社  法性寺店 愛知県岡崎市法性寺町字猿待９１番地１ 0564-54-8255

トヨタカローラ愛豊 株式会社 トヨタカローラ愛豊 株式会社  岡崎店 愛知県岡崎市柿田町１番地１０ 0564-64-6300

5180001038884 トヨタカローラ名古屋 株式会社 トヨタカローラ名古屋株式会社  岡崎上地店 愛知県岡崎市上地四丁目１８番地４ 0564-53-2371

9180001017637 トヨタモビリティ中京 株式会社 トヨタモビリティ中京 株式会社 岡崎メーンロード店 愛知県岡崎市小呂町字一丁目１６番地の１ 0564-22-4631

2180301002436 豊冨⾃動車 株式会社 豊冨⾃動車 株式会社 愛知県岡崎市牧平町字荒井野９１番地２ 0564-82-3107

5180301001484 株式会社 中川⾃動車 株式会社 中川⾃動車 愛知県岡崎市末広町３番地１ 0564-21-4815

1180001013049 名古屋スバル⾃動車 株式会社 名古屋スバル⾃動車 株式会社  岡崎南店 愛知県岡崎市法性寺町字猿待２８番地１ 0564-54-6223
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1180001013049 名古屋スバル⾃動車 株式会社 名古屋スバル⾃動車 株式会社  岡崎店 愛知県岡崎市鴨田南町９番地５ 0564-24-9501

成田 茂夫 成田自動車 愛知県岡崎市井ノ口新町３番地１１ 090-1725-5598

4180301001691 株式会社 ナルセ⾃動車 株式会社 ナルセ⾃動車 愛知県岡崎市大平町字沢添２２番地１ 0564-23-2962

2120001054915 ⻄日本三菱⾃動車販売 株式会社 岡崎矢作店 愛知県岡崎市宇頭町字稲荷１９番地 0564-31-3211

⻄日本三菱⾃動車販売 株式会社 岡崎上和田店 愛知県岡崎市上和田町字サジ２１番地１ 0564-53-3311

⻄日本三菱⾃動車販売 株式会社 岡崎城北店 愛知県岡崎市城北町６番地５ 0564-21-7711

⻄日本三菱⾃動車販売 株式会社 岡崎大樹寺店 愛知県岡崎市鴨田町字広元１３８番地 0564-22-8111

⻄日本三菱⾃動車販売 株式会社 岡崎光ヶ丘店 愛知県岡崎市大⻄町字南ケ原１２番地１００ 0564-55-3311

⻄日本三菱⾃動車販売 株式会社 中部車両センター 愛知県岡崎市宇頭町字稲荷１９番地 0564-32-4341

4180001028580 ネッツトヨタ愛知 株式会社 ネッツトヨタ愛知株式会社  岡崎東店 愛知県岡崎市⽋町広⾒⻄通１９番地１ 0564-26-2911

ネッツトヨタ愛知 株式会社 ネッツトヨタ愛知株式会社  岡崎⻄店 愛知県岡崎市宇頭町字井ノ上２１番地１ 0564-32-3700

ネッツトヨタ愛知 株式会社 ネッツトヨタ愛知株式会社  Ｕ−Ｃａｒ法性寺 愛知県岡崎市法性寺町字柳之内１９番地１ 0564-55-3354

ネッツトヨタ愛知 株式会社 ネッツトヨタ愛知株式会社  プラザ岡崎 愛知県岡崎市井田新町２番地８ 0564-22-7331

ネッツトヨタ愛知 株式会社 ネッツトヨタ愛知株式会社  プラザ岡崎南 愛知県岡崎市⼾崎町字沢田４１番地 0564-53-7117

1180001015094 ネッツトヨタ東海 株式会社 ネッツトヨタ東海 株式会社 岡崎北店 愛知県岡崎市⻘⽊町２番地７ 0564-24-7311

ネッツトヨタ東海 株式会社 ネッツトヨタ東海 株式会社 岡崎中店 愛知県岡崎市南明大寺町４番地１８ 0564-54-1011

ネッツトヨタ東海 株式会社 ネッツトヨタ東海 株式会社 岡崎東店 愛知県岡崎市洞町字下荒田１７番地１ 0564-25-2311

野元 義治 都けん引 愛知県岡崎市田口町字⻘⽊１０番１ 0564-45-7314

9180302002412 ⻑⾕部⾃動車解体 有限会社 ⻑⾕部⾃動車解体 有限会社 愛知県岡崎市米河内町字三本樹１１番地８ 0564-46-3007

早川 勇 早川モータース 愛知県岡崎市中島町字本町５番地 0564-43-2066

平松 忠 平松サービス 愛知県岡崎市石原町字帝口向２９番地 0564-83-2315

平松 勝 平松自動車 愛知県岡崎市上地２丁目４３番地１６ 0564-54-0008

9250001011590 株式会社 ビッグモーター 株式会社ビッグモーター 岡崎店 愛知県岡崎市矢作町字加護畑６５番地６ 0564-47-8170

1180303002352 合同会社 ビークルフィールド 合同会社 ビークルフィールド 愛知県岡崎市赤渋町字北浦１３番地１ 0564-83-6340

2180301004614 株式会社 フカツ⾃動車 株式会社 フカツ⾃動車 愛知県岡崎市大樹寺三丁目１３番地１２ 0564-24-5078

ブリス 有限会社 ブリス 有限会社 愛知県岡崎市藤川町字⿊⼟４３番地１ 0564-58-7444

8180301002645 北部⾃動車 株式会社 北部⾃動車 株式会社 愛知県岡崎市東大友町字松花６８番地 0564-31-5281

3180001068099 株式会社 ホンダカーズ愛知 株式会社 ホンダカーズ愛知 岡崎羽根店 愛知県岡崎市羽根東町３丁目２番地１ 0564-54-7771

2180301002196 株式会社 ホンダカーズ愛知県央 ホンダカーズ愛知県央 六名店 愛知県岡崎市六名本町２番地１ 0564-54-0248

株式会社 ホンダカーズ愛知県央 ホンダカーズ愛知県央 大樹寺店 愛知県岡崎市大樹寺３丁目２番地１６ 0564-21-0111

株式会社 ホンダカーズ愛知県央 ホンダカーズ愛知県央 岡崎東店 愛知県岡崎市洞町字上荒田１９番地１ 0564-26-0333

8180301002199 株式会社 ホンダカーズ三河 Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 三河 岡崎六名南店 愛知県岡崎市六名南二丁目４番地１３ 0564-53-1238

株式会社 ホンダカーズ三河 Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 三河 岡崎緑ヶ丘店 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂１２１番地 0564-52-3651

株式会社 ホンダカーズ三河 Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 三河 岡崎福岡店 愛知県岡崎市福岡町字上高須１１番地 0564-55-1055

株式会社 ホンダカーズ三河 Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 三河 Ｕ‐Ｓｅｌｅｃｔ岡崎南 愛知県岡崎市福岡町字下高須８７番地 0564-64-6400

株式会社 ホンダカーズ三河 Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 三河 岡崎矢作店 愛知県岡崎市矢作町字桜海道３７番地 0564-32-0011

4180301013373 三河日産⾃動車 株式会社 三河日産⾃動車 株式会社 日産ギャラリー岡崎宇頭 愛知県岡崎市宇頭町字井ノ上３０番地 0564-31-2311

三河日産⾃動車 株式会社 三河日産⾃動車 株式会社 日産ギャラリー岡崎法性寺 愛知県岡崎市牧御堂町字花辺５２番地 0564-58-2355

三河日産⾃動車 株式会社 三河日産⾃動車 株式会社 岡崎光ヶ丘店 愛知県岡崎市美合町字三田３５番地１ 0564-53-2251

三河日産⾃動車 株式会社 三河日産⾃動車 株式会社 日産カーパレス岡崎２４８ 愛知県岡崎市井田⻄町５番地８ 0564-24-3141
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4180301013373 三河日産⾃動車 株式会社 三河日産⾃動車 株式会社 日産ギャラリー岡崎大樹寺 愛知県岡崎市大樹寺二丁目１番地５ 0564-23-4123

7020001078696 三菱ふそうトラック・バス株式会社 三菱ふそうトラック・バス株式会社東海ふそう岡崎整備工場 愛知県岡崎市大平町字石丸１０２ 0564-23-2781

7180302003057 メリネ鈑金塗装 有限会社 メリネ鈑金塗装 有限会社 愛知県岡崎市欠町字札木３１番地１ 0564-21-3304

3180001137911 株式会社 モトーレン三河 株式会社モトーレン三河 岡崎店 愛知県岡崎市上地三丁目５２番地６ 0564-54-5041

2180302003672 有限会社 山口鉄工所 山口モータース 愛知県岡崎市中金町字森⻄下２４番地１ 0564-83-2746

山下 正純 山下モータース 愛知県岡崎市若松町字大廻４３番地１ 0564-51-1710

山本 弘⼀ 山本商店 愛知県岡崎市大門４丁目１６番地１０アーバンライフ大門 ５０４ 0564-25-6843

8180301003718 株式会社 ヤマモト⾃販 株式会社 ヤマモト⾃販 愛知県岡崎市美合町字力石４８番地８ 0564-53-7879

8030001043599 ＵＤトラックス 株式会社 ＵＤトラックス株式会社 岡崎工場 愛知県岡崎市宇頭町字小薮４０番地 0564-32-5001

4180302003794 有限会社 ラジャコーポレーション 有限会社 ラジャコーポレーション 愛知県岡崎市田口町字口田４６番地３ 0564-46-2933

9180301024465 リペアガレージ 株式会社 リペアガレージ 株式会社 愛知県岡崎市滝町字山籠１３５番地８ 0564-74-7773

3180302003977 株式会社 ワープ 株式会社 ワープ 愛知県岡崎市滝町字⻑坂９２番地５ 0564-27-7022


