
番号 電話番号 事業者名 事業場名 市町村 事業場住所

0155-67-2206 有限会社 桜井自動車整備工場 有限会社 桜井自動車整備工場 中札内 河西郡中札内村東1条南4丁目20番地

0155-42-2203 有限会社　藤自動車整備工場 有限会社　藤自動車整備工場 音更町 帯広市西4条南38丁目2番3号

1 0155-42-2203 音更町農業協同組合 音更町農業協同組合車輛整備工場 音更町 河東郡音更町新通北1丁目1番地

2 0155-22-4848 日昇車輌株式会社 日昇車輌株式会社 帯広市 帯広市東2条南5丁目1番地3

3 0155-59-2919 帯広市川西農業協同組合 帯広市川西農業協同組合農業機械管理センター 帯広市 帯広市川西町西2線61番地の16

4 01558-8-2231 忠類農業協同組合 忠類農協車輌農機具サービスセンター 幕別町 中川郡幕別町忠類本町94番地

5 0155-23-8195 道東自工 株式会社 道東自工 株式会社 帯広市 帯広市東11条南13丁目1番地

6 0155-24-1115 帯広三菱自動車販売 株式会社 帯広三菱自動車販売 株式会社 帯広本店 帯広市 帯広市大通南23丁目11番地

7 0155-36-6278 有限会社 道栄自動車工業 有限会社 道栄自動車工業 帯広市 帯広市西16条南1丁目44番地6号

8 0155-48-2501 株式会社 丸三三和 株式会社 丸三三和 帯広市 帯広市西4条南38丁目2番2号

9 0155-36-2210 株式会社 カーオート・ジーエム 株式会社 カーオート・ジーエム 帯広市 帯広市西15条南1丁目7番地

10 01564-2-2101 有限会社 樋渡自動車工業 有限会社 樋渡自動車工業 上士幌 河東郡上士幌町字上士幌東3線241番地の3

11 0156-62-2427 株式会社 松田自動車整備工場 株式会社 松田自動車整備工場 清水町 上川郡清水町本通5丁目1番地

12 0155-52-2231 有限会社 石村車輌整備工場 有限会社 石村車輌整備工場 更別村 河西郡更別村字更別南1線91番地

13 0155-52-2011 有限会社 林自動車整備工場 有限会社 林自動車整備工場 更別村 河西郡更別村字更別南2線92番地

14 01562-2-3002 有限会社 前田自動車工業 有限会社 前田自動車工業 本別町 中川郡本別町共栄43番地の10

15 0156-25-2578 有限会社 ムトウ自動車 有限会社 ムトウ自動車 足寄町 足寄郡足寄町南3条4丁目2番地

16 0155-22-3333 三洋興熱 株式会社 スーパーピット中央店 帯広市 帯広市西8条南9丁目10番地

17 0155-37-2888 株式会社 フジック 株式会社 フジック 帯広市 帯広市西23条北2丁目17番地41

18 0155-64-5458 帯広大正農業協同組合 帯広大正農協農業機械管理センター修理施設 帯広市 帯広市昭和町基線107番地の12

19 01564-7-4045 有限会社 中士幌自動車工業 有限会社 中士幌自動車工業 士幌町 河東郡士幌町字中士幌西2線73番地

20 0155-62-2959 有限会社 芽室自動車整備工場 有限会社 芽室自動車整備工場 芽室町 河西郡芽室町東3条10丁目1番地5

21 0155-62-3131 株式会社 谷口自動車工業 株式会社 谷口自動車工業 芽室町 河西郡芽室町東4条9丁目1番地

22 01558-5-2331 広尾町農業協同組合 広尾町農業協同組合車輌整備工場 広尾町 広尾郡広尾町字紋別18線50番地の1

23 0155-54-3127 幕別町農業協同組合 幕別町農協農業機械修理センター 幕別町 中川郡幕別町字軍岡558番地

24 0155-62-2014 有限会社 阿部自動車 有限会社 阿部自動車 芽室町 河西郡芽室町東6条10丁目7番地2

25 0155-62-2281 澤田自動車 有限会社 澤田自動車 有限会社 芽室町 河西郡芽室町西8条5丁目1番地8

26 0156-66-2635 鹿追町農業協同組合 鹿追町農業協同組合車輌整備工場 鹿追町 河東郡鹿追町緑町4丁目6番地7

27 0155-37-2271 ＵＤトラックス道東 株式会社 ＵＤトラックス道東 株式会社 帯広支店 帯広市 帯広市西21条北1丁目3番12号 

指定点検整備事業事業者台帳
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28 0155-37-3060 株式会社 安岡自動車工業 株式会社 安岡自動車工業 帯広市 帯広市西23条北1丁目4番6号 

29 0155-37-1150 有限会社 セブンオート坪坂 有限会社 セブンオート坪坂 帯広市 帯広市西23条北2丁目17番地37 

30 0156-26-2043 有限会社 斉藤観光芽登工場 有限会社 斉藤観光芽登工場 足寄町 足寄郡足寄町芽登本町59番地  

31 0156-65-2256 有限会社 屈足自動車整備工場 有限会社 屈足自動車整備工場 新得町 上川郡新得町屈足緑町3丁目6番地     

32 01558-6-2064 大樹町農業協同組合 大樹町農業協同組合 大樹町 広尾郡大樹町下大樹186番地の3

33 0155-76-3962 浦幌町農業協同組合 浦幌町農業協同組合車輌整備工場 浦幌町 十勝郡浦幌町字新町15番地の16

34 0155-25-2153 株式会社 光南車輌 株式会社 光南車輌 足寄町 足寄郡足寄町郊南１丁目６番地７

35 0155-24-1858 株式会社 まりもハイヤー まりも自動車工業 帯広市 帯広市大通南29丁目15

36 0155-64-5115 上田自動車工業 株式会社 上田自動車工業 株式会社 帯広市 帯広市大正本町本通2丁目新4番地

37 0155-33-8881 帯広三菱自動車販売 株式会社 帯広三菱自動車販売 株式会社 西帯広店 帯広市 帯広市西19条北1丁目19番地の3.20番地の22

38 01564-2-2356 上士幌自動車工業 株式会社 上士幌自動車工業 株式会社 上士幌 河東郡上士幌町字上士幌東3線242番地

39 0155-68-3920 中札内村農業協同組合 中札内村農業協同組合自動車整備工場 中札内 河西郡中札内村東2条南2丁目 

40 0155-52-2175 有限会社 加藤自動車 有限会社 加藤自動車 更別村 河東郡更別村字更別南1線96番地

41 0155-54-2016 興農産業株式会社 自動車整備工場 興農産業株式会社 自動車整備工場 幕別町 中川郡幕別町字相川 801

42 01557-2-2270 株式会社 広部鉄工場 株式会社 広部鉄工場 自動車整備工場 池田町 中川郡池田町西1条4丁目7番地

43 015-574-2432 豊頃町農業協同組合 豊頃農協農業機械修理工場 豊頃町 中川郡豊頃町中央若葉町14番地

44 01562-2-2696 東北海道いすゞ自動車 株式会社 東北海道いすゞ自動車 株式会社 本別営業所 本別町 中川郡本別町上本別21番地9  

45 01562-5-3259 有限会社 大西自動車工業 有限会社 大西自動車工業 足寄町 足寄郡足寄町郊南1丁目23番地の9

46 01562-5-4607 有限会社 ボデーショップクニイ 有限会社 ボデーショップクニイ 足寄町 足寄郡足寄町西町9丁目1番地の2

47 0156-25-2670 足寄町農業協同組合 足寄農協車輌整備工場 足寄町 足寄郡足寄町南７条１丁目５２番地

48 0156-64-5339 新得町農業協同組合 新得町農業協同組合車輌整備工場 新得町 上川郡新得町4条南6丁目1番地

49 0155-33-3135 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 北海道ふそう 帯広支店 帯広市 帯広市西19条北1丁目1番10号

50 0155-33-3141 株式会社 中島自工 株式会社 中島自工 帯広市 帯広市西20条北1丁目3番32号

51 0155-33-3171 東北海道いすゞ自動車　株式会社 東北海道いすゞ自動車　株式会社　帯広支店 帯広市 帯広市西20条北1丁目3番2号

52 01562-2-2690 有限会社　西部自動車整備工場 有限会社　西部自動車整備工場 士幌町 河東郡士幌町字士幌西2線163番地  

53 0156-62-2318 有限会社　本別自動車工業 有限会社　本別自動車工業 清水町 中川郡本別町上本別14番地5

54 0155-33-8055 北海道マツダ販売　株式会社 北海道マツダ販売　株式会社　清水店 帯広市 上川郡清水町南2条11丁目12番地

55 0155-24-4167 有限会社　松村自動車 有限会社　松村自動車 帯広市 帯広市西18条北1丁目14番地24

56 01562-2-2166 帯広トヨペット　株式会社 帯広トヨペット　株式会社　本店 本別町 帯広市大通南6丁目17番地
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57 0155-23-7181 帯広トヨペット　株式会社 帯広トヨペット　株式会社　本別店 帯広市 中川郡本別町北5丁目7番地16

58 0155-37-3355 帯広トヨペット　株式会社 帯広トヨペット　株式会社　南店 帯広市 帯広市大通南20丁目10番地

59 01562-7-2537 帯広トヨペット　株式会社 帯広トヨペット　株式会社　西店 陸別町 帯広市西22条南1丁目1番地2

60 0155-36-9216 有限会社　陸別自工 有限会社　陸別自工 帯広市 足寄郡陸別町字陸別原野分線7番地の26

61 0155-24-4379 北海道マツダ販売　株式会社 北海道マツダ販売　株式会社　帯広店 幕別町 帯広市西19条南1丁目5番の8

62 0155-76-2206 北海道マツダ販売　株式会社 北海道マツダ販売　株式会社　帯広幕別店 浦幌町 中川郡幕別町札内共栄町164番地

63 0155-48-2383 浦幌自動車工業　株式会社 浦幌自動車工業　株式会社 帯広市 十勝郡浦幌町字帯富108番地

64 0155-38-5252 辻菱帯広自動車販売　有限会社 マツダオートザム帯広稲田 帯広市 帯広市西4条南38丁目3番7号

65 01562-4-2627 北海道エネルギー　株式会社 北海道エネルギー　株式会社　帯広車検センター 本別町 帯広市西20条南1丁目14番地31

66 0155-31-1112 株式会社　カーサービス本別 株式会社　カーサービス本別 音更町 中川郡本別町仙美里153番地2,7

67 01558-6-4037 株式会社　オカモト 株式会社　オカモト　ピットオフ音更店 大樹町 河東郡音更町木野大通西13丁目1番地26

68 0155-33-9991 有限会社　三浦自動車工業 有限会社　三浦自動車工業 帯広市 広尾郡大樹町鏡町1番地42

69 01562-7-4141 東北海道日野自動車　株式会社 東北海道日野自動車　株式会社　帯広支店 陸別町 帯広市西20条北1丁目2番4号

70 0155-62-4567 有限会社　新藤モータース 有限会社　新藤モータース 芽室町 足寄郡陸別町字陸別東1条1丁目12番地

71 0155-48-2145 有限会社　川野自動車工業 有限会社　川野自動車工業 帯広市 河西郡芽室町西8条6丁目2番地7

72 0155-32-2227 有限会社　加納自動車 有限会社　加納自動車 音更町 河東郡音更町木野大通東17丁目1番地2

73 0155-31-2817 菊地　慶恒 宝来自動車工業 音更町 河東郡音更町宝来北1条4丁目1番地

74 0155-62-2403 有限会社　江﨑自動車整備工場 有限会社　江﨑自動車整備工場 芽室町 河西郡芽室町東3条2丁目8番地

75 01564-5-2125 有限会社　士幌自動車 有限会社　士幌自動車 士幌町 河東郡士幌町字士幌西1線166番地7

76 0155-31-5533 有限会社　鷲見モータース 有限会社　鷲見モータース 音更町 河東郡音更町木野大通東3丁目2番地6

77 01562-2-2196 北海道マツダ販売　株式会社 北海道マツダ販売　株式会社　本別店 本別町 中川郡本別町南4丁目17番地4号

78 0155-33-2255 有限会社　大澤自動車商会 有限会社　大澤自動車商会 帯広市 帯広市西20条北1丁目5番4号

79 0155-33-2579 浅川　正治 啓北自工所 帯広市 帯広市西20条北1丁目18番4

80 0155-64-5335 有限会社　中世古商會 大正整備工場 帯広市 帯広市大正本町本通3丁目5番地

81 0155-64-4002 有限会社　愛国自動車整備工場 有限会社　愛国自動車整備工場 帯広市 帯広市愛国町基線43番地15

82 0155-48-3773 ネッツトヨタ帯広　株式会社 ネッツトヨタ帯広　株式会社　ミルト店 帯広市 帯広市西4条南38丁目3番3号

83 0155-55-5522 ネッツトヨタ帯広　株式会社 ネッツトヨタ帯広　株式会社　アムズ店 幕別町 中川郡幕別町札内暁町6番3

84 0155-24-5145 有限会社　足利モータース 有限会社　足利モータース 幕別町 中川郡幕別町札内共栄町163番地の15

85 0156-62-2211 清水自動車工業　株式会社 清水自動車工業　株式会社 清水町 上川郡清水町南4条9丁目15番地
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86 0156-64-5216 有限会社　狩勝自動車工業 有限会社　狩勝自動車工業 新得町 上川郡新得町字新得東1線32番7

87 0155-37-4521 株式会社　ケイセイ運輸 株式会社　ケイセイ運輸整備工場 帯広市 帯広市西24条北1丁目3番2号

88 01564-5-2763 有限会社　今木トラクターサービス 有限会社　今木トラクターサービス 士幌町 河東郡士幌町字士幌西2線170番地

89 0155-34-9047 ネッツトヨタ帯広　株式会社 ネッツトヨタ帯広　株式会社　ウエストワード店 帯広市 帯広市西17条北1丁目18番4

90 0155-31-8111 ネッツトヨタ帯広　株式会社 ネッツトヨタ帯広　株式会社　リーフ店 音更町 河東郡音更町木野大通西13丁目1番地7

91 0155-22-2315 帯広日産自動車　株式会社 帯広日産自動車　株式会社　南29丁目店 帯広市 帯広市大通南29丁目2番地

92 0155-24-2205 有限会社　本庄モータース 有限会社　本庄モータース 幕別町 中川郡幕別町札内桜町112番地の8

93 0155-33-4171 釧路トヨタ自動車　株式会社 釧路トヨタ自動車　株式会社　西帯広支店 帯広市 帯広市西19条北1丁目6番9号

94 01562-2-2105 釧路トヨタ自動車　株式会社 釧路トヨタ自動車　株式会社　本別店 本別町 中川郡本別町南4丁目8番地

95 0155-24-4171 釧路トヨタ自動車　株式会社 釧路トヨタ自動車　株式会社　帯広支店 帯広市 帯広市東2条南10丁目20番地

96 01558-2-2161 釧路トヨタ自動車　株式会社 釧路トヨタ自動車　株式会社　広尾店 広尾町 広尾郡広尾町並木通西3丁目30番地

97 01564-9-7700 中川自動車　有限会社 中川自動車　有限会社 士幌町 河東郡士幌町字中士幌西2線75番地


