
事業者名 地区 事業者名 地区

道北自動車工業㈱ 北 出光リテール販売㈱ 北

㈲カーメディア伊藤 北 ㈱モリタエレテック 北

㈱浅川車輌整備工場 北 ㈱ＭＩＳＳＯＮ 北

道北バス㈱ 北 ㈲山中車輌工業所 北

旭川日新商事㈱ 北 中和石油㈱ 北

㈲北成自動車工業 北 ㈲Ｏｎｅ’ｓ 北

東都自動車工業㈱ 北 中井 一義 北

旭新運輸㈱ 北 前木 直 北

末広モータース㈱ 北 ㈲北立 北

㈲田中モータース 北 ㈲蝦名デンソー 北

㈲北海道オートメンテナンスサービス 北 ㈲ランマーケット 北

北海道立正学園 北 合同会社六輪舎 北

東鷹栖自工㈲ 北 フジタ自動車㈱ 北

小林自工㈲ 北 平クリエイト㈱ 北

㈱鷹栖自工 北 ㈱北海車輌 北

燕 孝之 北

㈲煙山自動車工業 北

㈲山野モータース 北

日本キャタピラー合同会社 北

㈱三恵竹内モータース 北

㈱ヰセキ北海道 北

たいせつ農業協同組合 北

㈱丸金金田自動車 北

新菱重機サービス㈱ 北

㈱自動車検査場 北

タキグチ自動車工業㈱ 北

陸上自衛隊第２後方支援連隊 北

㈲木下自動車整備工場 北

道北機器サービス㈱ 北

㈲島田自動車工業 北

ＵＤトラックス北海道㈱ 北

道内建設㈱ 北

㈱末広ボデー 北

㈱トヨタレンタリース旭川 北

㈲丸真真栄自動車工業 北

㈲横山修理工場 北

高田商事㈱ 北

古田 和久 北

㈲ジップ 北

㈱モトショップ・ワークス 北

㈲ボーク 北

㈲旭川荷役輸送 北

㈲カシワボデー 北

㈲エッチ・エム・ケー 北

㈱北日本オートバックス 北

野口 俊昭 北

旭川ロテック㈱ 北

旭川石油㈱ 北

会員名簿

令和３年３月３１日現在   ５０７件
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事業者名 地区 事業者名 地区

北野 雄司 西

㈱ヤナセ 西

日通機工㈱ 西

伊藤 賢一 西

田中 博志 西

トヨタカローラ旭川㈱ 西

馬場 豊治 西

旭川日産自動車㈱ 西

㈲リペアショップ吉野 西

大雪車輌工業㈱ 西

旭川トヨタ自動車㈱ 西

旭川トヨペット㈱ 西

北海道中央バス㈱ 西

㈱アルファ自動車 西

日䕃 浩司 西

㈲マルフジ近藤自動車 西

北海道スバル㈱ 西

今井自動車㈱ 西

旭川北交ハイヤー㈱ 西

旭神車輌工業㈱ 西

㈲西田モータース 西

㈱三光車体工業 西

アースオートガレージ㈱ 西

ネッツトヨタ旭川㈱ 西

㈲神居ボデー工業 西

トヨタエルアンドエフ旭川㈱ 西

㈱ＡＴＧコーポレーション 西

ダイニチ自動車㈱ 西

大和自動車工業㈱ 西

㈲武自動車工業 西

㈲アウトバーン 西

㈲サワダカオル 西

㈲日栄車体 西

古川 祐爾 西

中時 功貴 西

高橋 謙作 西

㈲ボデーショップサクライ 西

㈲アキヤマ自工 西

旭勇産業㈱ 西

㈲土田商会 西

㈱ホンダベルノ旭川 西

㈲スターモーターサイクル 西

㈱カーランドリー 西

㈱ホットスタッフ 西

㈱ＧＯＯＤ　ＵＰ 西

㈲増沢車輛工業所 西

㈱ノースマウンテン 西

鹿山 可人 西
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事業者名 地区 事業者名 地区

㈲旭川小型モータース 東 ㈲ガレージファスト 東

本間 敬子 東 五東石油㈱ 東

旭川オートサービス㈱ 東 田崎 信行 東

北海道立旭川高等技術専門学院 東 ブリヂストンリテールジャパン㈱ 東

北日本車輌㈱ 東 ライオンオートサービス㈱ 東

武田 知己 東 ㈲Ａ.Ｂ.Ｂ.Ｔ 東

㈲東豊自動車工業 東 ㈱東宝技研工業 東

㈱斎藤自動車整備工場 東 ㈲おおた自動車販売 東

北央自動車工業㈱ 東 ㈱オレンジ・オートサービス 東

㈱フィール 東 ㈲キクチ自動車 東

杉岡 定雄 東 笠井 康弘 東

㈲旭南自動車 東 田中 秀幸 東

大谷 秀樹 東 ㈱ビッグツリー 東

中央車輌工業㈱ 東 ㈲ＤＥＦＥＡＴエンタープライズ 東

旭川自動車整備事業協同組合 東 ㈱北海工芸 東

今井 義信 東 北海道ホンダ販売㈱ 東

道北マイカーセンター㈱ 東 金子 直樹 東

㈲マナベモータース 東 ㈱結 東

北陸自動車工業㈲ 東 ㈱デントリペアサービス旭川 東

千代田自動車工業㈱ 東 山口 淳輝 東

㈲旭ボデー工業所 東 日本ニューホランド㈱ 東

創星車輌㈱ 東 日東石油㈱ 東

㈱山田輪業 東

上田 將夫 東

東神楽農業協同組合 東

山中 貴満 東

㈲東光モーター 東

㈱堺井モータース 東

旭川三愛自動車工業㈲ 東

㈱大谷 東

㈲東旭川自動車整備工場 東

笹木 秋雄 東

㈱カーズファクトリー旭川 東

㈱伊藤モータース 東

㈲尾野ボデー工業 東

㈲旭正モータース 東

㈲山田商会 東

㈱能澤自動車 東

丹野 明夫 東

ヤンマーアグリジャパン㈱ 東

㈲ホンダウィングアルファ 東

藤ボデー工業㈲ 東

㈱サンプライズ 東

㈲愛宕自動車工業 東

㈱オートジョンブル 東

㈲ぼうけんしゃ 東

北海道自動車販売㈱ 東

北菱自動車販売㈱ 東
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事業者名 地区 事業者名 地区

旭川合同自動車㈱ 新永 ㈱インポート・プラス 新永

㈲旭川進和自動車工業 新永 ㈲北河自動車 新永

北海道マツダ販売㈱ 新永 ㈲ノースブロス 新永

㈲ナシオンオートファクトリー 新永 相馬 一仁 新永

㈱道央通商旭川 新永 光洋自動車㈱ 新永

北海道日野自動車㈱ 新永 ㈲Ｔ･Ｓ  ＲＥＶ ＬＩＭＩＴ 新永

コマツカスタマーサポート㈱ 新永 ㈲ＦＢＭ 新永

北北海道三菱自動車販売㈱ 新永 北海道エネルギー㈱ 新永

北海道いすゞ自動車㈱ 新永 ㈲関谷モータース 新永

㈱ホクレン油機サービス 新永 栗林石油㈱ 新永

旭川通運㈱ 新永 ㈲三栄車体興業 新永

北北海道ダイハツ販売㈱ 新永 ㈱オカモト 新永

 一般社団法人北海道クミアイ自動車学園 新永 ㈲ＰＲＩＺＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 新永

協同車輌整備工業㈲ 新永 ㈱苫小牧イエローハット 新永

北海道川崎建機㈱ 新永 日立建機日本㈱ 新永

伊原 照雅 新永 片岡 隆文 新永

㈱車楽自工 新永 ㈲日の丸自動車ボデー 新永

山崎産業㈱ 新永 ㈱新生ボデー 新永

㈲小野自動車整備工場 新永 ㈱北星ボデー工場 新永

旭川スズキ販売㈱ 新永 ㈲マルヨシ車体工業 新永

㈲車体工業 新永 ㈱輝運輸 新永

日興自動車工業㈱ 新永 ㈱タイヤランド旭川 新永

㈱小鳩自動車工業 新永 ㈱しまざき機工 新永

㈱ホンダ四輪販売北海道 新永 千代田電装工業㈱ 新永

トヨタカローラ道北㈱ 新永 市川 裕司 新永

古川 稔 新永 ㈲みつばちタクシー 新永

三菱ふそうトラック・バス㈱ 新永 ㈱Ｍプランニング 新永

㈲旭産運輸 新永 ㈱錏己有画 新永

㈱北海道クボタ 新永 ㈱モトーレングローバル 新永

㈲旭永自動車工業 新永 小野 浩 新永

㈱ニヤクコーポレーション 新永 ㈱クラフト 新永

栗林 健二 新永 ㈱リアリティ 新永

上田ボデー㈱ 新永 ㈲カーライフフリーダム 新永

安東産業㈱ 新永 ㈱北海道ＢＰセンター 新永

ネッツトヨタたいせつ㈱ 新永 ㈲ゼニット 新永

㈲斉藤モータース 新永 ㈱ケーユー 新永

田中 敏 新永 森川 健二 新永

佐々木 孝英 新永 ㈱ＫＫＡ 新永

中家 律子 新永 ㈱ドーホク 新永

㈱千葉自工 新永 旭川自動車工業㈱ 新永

㈲市成ボデー 新永

カメイオート北海道㈱ 新永

㈲大成車体工業 新永

早瀬 唯 新永

㈱北海小型運輸 新永

㈲バイクガレージ・アーム 新永

津田石油商事㈱ 新永

㈱ジェイオーエヌ 新永
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事業者名 地区 事業者名 地区

士別軌道㈱ 士別

㈱サンキョウ重機 士別

㈲剣淵モータース 士別

㈲士別モータース 士別

㈱士別ハイヤー 士別

士別自工㈱ 士別

㈲佐藤自動車整備工場 士別

㈲小林自動車整備工場 士別

㈲和寒自動車工業 士別

北ひびき農業協同組合 士別

エム・エス・ケー農業機械㈱ 士別

北海アサノロックラー㈱ 士別

㈲酒向自動車工業 士別

村上 貴康 士別

士別カードック㈱ 士別

共立自動車工業㈲ 士別

㈲サカモトボデー工業 士別

高橋 静夫 士別

㈲日進ボデー工業 士別

高橋 章光 士別

㈲佐々木自動車 士別

小倉 弘顕 士別

岡 敏二 士別

㈲ラビット 士別

藤原 信也 士別

㈲オートクラフト 士別

斉藤ゆう子 士別

㈲まるふく八田商会 士別

神山 優輝 士別
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事業者名 地区 事業者名 地区

三浦自動車㈲ 名寄

㈲田中モータース 名寄

㈲風連モータース 名寄

㈱坂井モータース 名寄

紺野 大輔 名寄

㈲北美自工 名寄

名士バス㈱ 名寄

道北中央貨物自動車㈱ 名寄

㈲坂井モータース 名寄

㈲小谷自動車整備工場 名寄

道北なよろ農業協同組合 名寄

下山 勝司 名寄

㈲ホンダ名寄販売 名寄

五十嵐運輸㈱ 名寄

柳瀬 道雄 名寄

㈲美深自工 名寄

㈲共栄モータース 名寄

北はるか農業協同組合 名寄

㈱土井二輪商会 名寄

松井 圭太 名寄

㈲クロスオート 名寄

㈱三樹ボデー工業 名寄

木下 隆雄 名寄

㈱ひまわり自動車 名寄

㈲カーショップ大雪 名寄

渡邊 浩 名寄

村上 浩治 名寄
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事業者名 地区 事業者名 地区

横田モータース㈱ 稚内

吉川自動車工業㈱ 稚内

宗谷バス㈱ 稚内

稚内モーター㈱ 稚内

北海自工㈱ 稚内

利尻自工㈱ 稚内

㈲シ・エム・モーター 稚内

稚内三菱自動車販売㈱ 稚内

㈲タケシゲ自動車整備工場 稚内

稚内スズキ販売㈱ 稚内

㈱難波自動車整備工場 稚内

㈱久弥自工 稚内

稚内港湾施設㈱ 稚内

㈱礼文自動車整備工場 稚内

㈲ワイ・エス・エス勇知整備センター 稚内

柳 秀幸 稚内

公益財団法人北海道農業公社 稚内

㈱村里自動車工業 稚内

稚内整備センター㈱ 稚内

釜産業㈲ 稚内

㈲高瀬自動車 稚内

㈱オールオート稚内 稚内

㈱三和重機稚内 稚内

㈲大竹ボデー工業 稚内

㈲大野ボデー工業 稚内

㈲オートボデーサービス 稚内

㈱カユカワ 稚内

㈱カーサービス稚内 稚内

㈱桜井電業所 稚内

澤田タイヤ㈱ 稚内

富士ハイヤー㈱ 稚内

㈲抜海運送 稚内

㈱カーショップ稚内 稚内
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事業者名 地区 事業者名 地区

道北自動車販売㈱ 南宗谷

天北運送㈱ 南宗谷

安田自動車㈱ 南宗谷

工藤 良和 南宗谷

北村 貞二 南宗谷

㈱住友モータース 南宗谷

㈲エイテック 南宗谷

樋口 一視 南宗谷

- 8 -



事業者名 地区 事業者名 地区

㈲萩谷自動車整備工場 天塩

㈱天塩モータース 天塩

北宗谷農業協同組合 天塩

幌延自動車工業㈱ 天塩

㈱豊富重機車輌整備工場 天塩

㈲オートサービス天塩 天塩

天塩自動車整備事業協同組合 天塩

豊富自工㈱ 天塩

幌延町農業協同組合 天塩

㈱横山自動車 天塩

㈱岩崎自動車整備工場 天塩

北宗自動車整備事業協同組合 天塩

㈱光生自動車整備工場 天塩

豊富工機㈱ 天塩

㈱中川自工サービス 天塩

佐藤 敏経 天塩

髙橋 慶 天塩

㈲道北機械サービス 天塩
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事業者名 地区 事業者名 地区

沿岸バス㈱ 羽幌

㈲共栄自動車整備工業 羽幌

㈲高田モータース商会 羽幌

㈲羽幌自動車工業 羽幌

羽幌自動車整備協業組合 羽幌

㈲苫前自動車整備工業 羽幌

㈲大輪自動車整備工業 羽幌

㈲北王自動車整備工業 羽幌

㈲北栄自動車整備工業 羽幌

㈲武田車輌工業 羽幌

るもい農業協同組合 羽幌

三栄ボデー工業㈱ 羽幌
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事業者名 地区 事業者名 地区

㈱東光自動車整備工場 留萌

佐々木建設運輸㈱ 留萌

㈱サナダ自工 留萌

関 鈴子 留萌

てんてつバス㈱ 留萌

鈴木 功 留萌

留萌ヰゲタ港運㈱ 留萌

㈱小平車輌整備工場 留萌

堀口運輸㈱ 留萌

㈱光和自動車整備工場 留萌

大同産業㈱ 留萌

㈲オートプロデュース・アオヤマ 留萌

久保田興機工業㈱ 留萌

㈲元町ボデー工業 留萌

留萌自動車整備㈱ 留萌

㈱森田自動車工業 留萌

㈱堀川自動車工業 留萌

㈱北交産業 留萌

㈲ムラカミ整備工業 留萌

光栄運輸㈱ 留萌

フジオート販売㈱ 留萌

ハラダ工業㈱ 留萌

㈲カーメンテ ミノル 留萌

澤井石油商事㈱ 留萌

佐藤 俊輝 留萌

㈲協同ボデー工業 留萌

浮田 稔美 留萌
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事業者名 地区 事業者名 地区

㈲森脇モータース 深川

㈱清水モーター商会 深川

㈱笠松自動車整備工場 深川

北いぶき農業協同組合 深川

㈲堀自動車整備工場 深川

資源サービス㈱ 深川

石川 繁恭 深川

増永自動車工業㈲ 深川

㈲カートップ 深川

深川ホンダモーター㈱ 深川

中江運輸㈱ 深川

㈱中島自動車 深川

㈱深川自動車センター 深川

㈲竹ケ原ミート 深川

北空知自動車整備事業協同組合 深川

㈲菊地自動車工業 深川

きたそらち農業協同組合 深川

㈲沼田オート 深川

㈱宮本運輸 深川

空知中央バス㈱ 深川

㈱ひがし北海道イエローハット 深川

㈲雨竜ボデー 深川

㈲佐野商会 深川

㈲秩父別ホンダ 深川

㈲三輪燃料店 深川

㈲オサナイ 深川

馬場 勇二 深川
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事業者名 地区 事業者名 地区

美瑛自動車工業㈱ 美瑛

美瑛町農業協同組合 美瑛

㈲旭モータース 美瑛

㈲寺島商会 美瑛

㈱丸良車輌整備工場 美瑛

㈱十勝自動車修理工場 美瑛

㈲松尾モータース 美瑛

宮田 源四郎 美瑛

川喜田 努 美瑛
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事業者名 地区 事業者名 地区

㈱マルエム守田商会 富良野

㈲斉藤自動車整備工場 富良野

㈲英和 富良野

㈲山内モータース 富良野

㈲立松自動車工業 富良野

㈲中澤自動車整備工場 富良野

㈱興和自動車 富良野

㈲昭栄自動車 富良野

三共自興㈱ 富良野

平和工業㈱ 富良野

ふらの農業協同組合 富良野

山本 正雄 富良野

佐藤 裕信 富良野

㈱幾寅自工総合センター 富良野

㈲占冠車輌 富良野

星央自興㈱ 富良野

㈱南富自動車サービスエリア 富良野

中富良野自動車整備事業協同組合 富良野

ふらの自動車㈱ 富良野

㈲ふらの建機 富良野

北央貨物運輸㈱ 富良野

㈲オートショップ阿部 富良野

長船 和敏 富良野

クリーンオート㈲ 富良野

安齋 久藏 富良野

㈲藤田サイクル 富良野

㈲ワークス・テクノ 富良野

竹内 隆 富良野

㈱富良野農機販売 富良野

ライトスタイル㈱ 富良野

㈱プラッツ 富良野

㈱亀屋斉藤商店 富良野

- 14 -



事業者名 地区 事業者名 地区

植山モータース㈱ 石北

愛別モータース㈱ 石北

㈲当麻モータース 石北

㈲梶沼商会 石北

愛別自動車整備工業㈱ 石北

三愛自動車工業㈱ 石北

㈲マスモ自動車工業 石北

共栄自動車工業㈱ 石北

上川中央農業協同組合 石北

太田 保弘 石北

㈲蜂谷商事 石北

ウイッシュ㈱ 石北

㈲シティライン 石北

住友建機販売㈱ 石北

片桐 敬二 石北

㈱ホッケン 石北
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