
認定番号 認証番号 認定店 地区

1 5423 有限会社岩井自販 加茂郡

2 5487 市井モータ ース 海津市

3 5705 有限会社島光自動車 高山市

4 146 アルプス自動車株式会社 飛騨市

5 6511 有限会社三富鈑金 岐阜市

6 5775 フ ジワカ ーサービス 安八郡

7 6221 堀自動車 岐阜市

8 5571 有限会社オート フ レンズ 下呂市

9 6167 有限会社カ ーラ イ フ サポート イ ワ 岐阜市

10 6300 ガレージマッ ク 羽島郡

11 5426 有限会社サイ ト ウ自動車 瑞穂市

12 5485 高山ダイ ハツ株式会社西之一色店 高山市

13 6510 ESSOエク スプレス高山サービスステーショ ン 高山市

14 6404 株式会社増田カ ーサービス 大垣市

15 5871 有限会社く るまの河田 恵那市

16 6189 有限会社大建産業 恵那市

17 494 株式会社長屋自動車 岐阜市

18 5585 辻モータ ース 岐阜市

19 404 有限会社大宮自動車整備工場 高山市

20 43 新興自動車株式会社 高山市

21 919 水野モータ ース 瑞穂市

22 5500 有限会社宇野モータ ース 山県市

23 5625 野田モータ ース 大垣市

24 6005 サク ラ カ ーサービス 高山市

25 6528 三興電通株式会社 岐阜市

26 5131 オート ラ ンド 岐阜東 岐阜市

27 5917 青木自動車有限会社高山営業所 高山市

28 6360 株式会社中井自動車 高山市

29 5851 安心オート サービス 瑞穂市

30 559 株式会社大西自動車 養老郡

31 893 株式会社ロータ スナンノ ー 海津市

32 6472 まんさ く 自動車 各務原市

33 5680 カ ーポート 立川 揖斐郡

34 5784 岩崎自動車 本巣市

35 447 有限会社下町自動車工業 下呂市

36 703 藤倉自動車株式会社 本巣郡

37 5060 藤倉自動車株式会社本巣店 本巣市

岐阜県 コ ンピュ ータ システム診断認定店 一覧
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38 5253 清水オート 岐阜市

39 112 有限会社服部自動車 中津川市

40 5550 有限会社 たかぎ自動車 養老郡

41 5646 ト ッ プオート 株式会社 大垣市

42 619 株式会社国府モータ ース 高山市

43 133 西田自動車 飛騨市

44 5492 協和自動車工業株式会社 多治見市

45 6195 有限会社カ ープラ ザワカ サ 岐阜市

46 605 株式会社古田オート 加茂郡

47 5911 曽我自動車 加茂郡

48 5288 松浦自動車 加茂郡

49 5269 有限会社川上自動車 加茂郡

50 525 渡辺モータ ース 加茂郡

51 302 有限会社足立自動車 加茂郡

52 5105 有限会社石丸自動車 加茂郡

53 5931 有限会社黒川モータ ース 加茂郡

54 5406 三品自動車工業 関市

55 922 有限会社成木自動車 中津川市

56 5548 有限会社萬侑自動車 羽島郡

57 367 株式会社揖斐自動車修理工場 揖斐郡

58 6246 株式会社オート ビーク ル土屋 瑞浪市

59 5054 東美濃農協自動車センタ ー 中津川市

60 6663 フ ルタ 自動車鈑金 岐阜市

61 148 有限会社中濃自動車 関市

62 521 東濃自動車工業株式会社本社工場 多治見市

63 5171 全国農業協同組合連合会 岐阜県本部自動車整備センタ ー 岐阜市

64 218 可児自動車整備協業組合 可児郡

65 5511 オート ラ ンド 岐阜南 岐阜市

66 205 国枝自動車工業株式会社 岐阜市

67 5535 株式会社ユタ カ オート 羽島郡

68 90 有限会社河村サービス 中津川市

69 5298 株式会社ササダエスアール 多治見市

70 5586 深戸自動車株式会社 郡上市

71 488 今井自動車サービス 加茂郡

72 5098 政田自動車 本巣市

73 5037 桂モータ ース 大垣市

74 6265 オート プラ ザク イ ッ ク 岐阜市
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75 6617 有限会社オート ショ ッ プ福谷 各務原市

76 5092 株式会社竹腰モータ ース 加茂郡

77 711 株式会社ホンダオート 海津市

78 6380 付知ボデー工業 中津川市

79 872 有限会社敷島モータ ース 岐阜市

80 6704 有限会社百万ド ル恵那店 恵那市

81 659 陶マツダ 瑞浪市

82 6645 有限会社大蔵自動車工業所 中津川市

83 6125 オート サービスレッ ド ポイ ント 各務原市

84 5981 岐阜車検センタ ー株式会社 岐阜市

85 5043 株式会社米田モータ ース 多治見市

86 5474 あおい自動車株式会社 関市

87 6010 有限会社木股自動車商会 土岐市

88 5541 有限会社坂本自動車 飛騨市

89 6477 株式会社マルイ ケ 下呂市

90 6144 株式会社上野カ ーズ 揖斐郡

91 601 イ ビデン産業株式会社整備センタ ー 大垣市

92 5471 清水モ－タ －ス株式会社 郡上市

93 350 有限会社竹腰商会 下呂市

94 5421 有限会社伊東モータ ース 中津川市

95 6636 CARDOCKマサミ 有限会社 恵那市

96 5530 有限会社磯村モータ ース 土岐市

97 6672 株式会社タ カ バン 高山市

98 6059 加茂川自動車 加茂郡

99 900 川崎モータ ース 加茂郡

100 6444 有限会社チーフ ・ カ ーズ 加茂郡

101 5488 株式会社塩谷自動車 岐阜市

102 889 須原自動車株式会社 揖斐郡

103 798 坂本自動車興業株式会社 山県市

104 5800 イ ビデン産業株式会社整備センタ ー大垣イ ンタ ー工場 大垣市

105 5544 有限会社瑞浪サービス 瑞浪市

106 6555 有限会社ボディ ーショ ッ プ和 羽島郡

107 5396 白鳥自動車整備協業組合 郡上市

108 880 みやち自動車 恵那市

109 6436 イ ビデン産業株式会社アルフ ァ ンオート 大垣 大垣市

110 6261 イ ビデン産業株式会社整備センタ ー岐南工場 羽島郡

111 5640 山竹自動車 関市
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112 5616 奥村自動車工業 岐阜市

113 6559 株式会社大原自動車工業 岐阜市

114 461 東松自動車株式会社 羽島市

115 5197 神明モータ ース有限会社 土岐市

116 6256 株式会社カ ート ッ プ 美濃加茂市

117 5326 有限会社カ ーオート モリ モト 揖斐郡

118 6270 カ ーサービス滝本 土岐市

119 5980 竹中オート 揖斐郡

120 5 加茂オート 株式会社 美濃加茂市

121 563 合名会社大坪自動車商会 飛騨市

122 6225 有限会社吉城自動車 飛騨市

123 6649 株式会社東濃デンソ ーサービス 恵那市

124 6737 有限会社丸泰自動車工業 岐阜市

125 6784 株式会社AVARTH 羽島郡

126 141 高山ﾀﾞ ｲﾊﾂ株式会社本社 高山市

127 6401 有限会社シモガタ 高山市

128 582 株式会社第一モータ ース 大垣市

129 267 有限会社清水自動車整備工場 飛騨市

130 793 野村モータ ース 加茂郡

131 6187 有限会社岩田自動車 高山市

132 796 有限会社棚橋モータ ース 岐阜市

133 5693 株式会社カ ガシマ自動車センタ ー 岐阜市

134 6214 有限会社安田輪業 岐阜市

135 5172 西美濃農協オート 垂井 不破郡

136 5370 明石モータ ース 飛騨市

137 5141 株式会社西濃ガレージ 大垣市

138 5959 西美濃農業協同組合オート 大垣 大垣市

139 5276 西美濃農業協同組合オート 養老 養老郡

140 523 株式会社桑原モータ ース 不破郡

141 6651 有限会社大光塗装 羽島郡

142 881 高須モータ ース 海津市

143 6516 有限会社 カ ーメ ンテナンスオート プロ瑞穂工場 瑞穂市

144 5386 坪井自動車鈑金有限会社 大垣市

145 458 有限会社中畑自動車 飛騨市

146 5975 株式会社仙石ホンダ 土岐市

147 6215 有限会社テッ ク オート サービス 多治見市

148 5389 株式会社オート リ ペアカ ワシマ 岐阜市
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149 361 有限会社原モータ ース 恵那市

150 621 有限会社藤本商会 高山市

151 6791 SKY． J． ワールド 株式会社 安八郡

152 5613 有限会社廣瀬自動車 瑞穂市

153 5036 有限会社畑中自動車工業 大垣市

154 549 株式会社杉本商会 本巣郡

155 953 株式会社豊田モータ ース 大垣市

156 33 有限会社一木自動車整備工場 高山市

157 652 株式会社光モータ ース 大垣市

158 5273 大信自動車株式会社 羽島市

159 15 株式会社蘇原モータ ース 各務原市

160 832 広和自動車株式会社 可児市

161 818 吉田整備株式会社 可児市

162 6447 ミ ユキ自動車株式会社 岐阜市

163 606 株式会社ケイ ズワーク ス 加茂郡

164 723 有限会社丸正モータ ース 岐阜市

165 6279 KSオート 岐阜市

166 5997 有限会社ヤスエオート 加茂郡

167 5268 有限会社御幸自動車 加茂郡

168 6331 株式会社ベンチャ ー 山県市

169 5468 株式会社桑原自動車 岐阜市

170 35 共栄自動車興業株式会社 大垣市

171 5402 有限会社藤井モータ ース 加茂郡

172 5010 フ ォ ード 岐阜中央店 岐阜市

173 5191 有限会社ウィ ズド ラ イ ブ 加茂郡

174 5598 日清自動車工業有限会社 郡上市

175 5476 白川自動車整備協業組合 加茂郡

176 753 株式会社川並自動車 大垣市

177 6618 豊通石油販売株式会社セルフ 岐阜福寿町給油所 羽島市

178 6647 八高オート 中津川市

179 6497 カ ーフ ロンティ ア岐阜 海津市

180 6365 まり やオート 商会 関市

181 42 飛騨コ ルト 株式会社 高山市

182 5795 株式会社松車 揖斐郡

183 5361 株式会社山崎自動車 各務原市

184 5518 株式会社ロータ ス松井 岐阜市

185 6311 株式会社協伸オート サービス 美濃加茂市
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186 6169 AUTO HOUSE 2010 関市

187 6765 株式会社 水野モータ ース　 築捨工場 大垣市

188 5090 有限会社神戸自動車 安八郡

189 5097 飛騨吉城自動車整備工場 飛騨市

190 5308 オ－ト パル南益田 下呂市

191 5407 オート パル飛騨高山 高山市

192 5633 オ－ト パル益田 下呂市

193 6904 有限会社可児自動車 関店 関市

194 6655 美濃タ ク シー整備工場 美濃市

195 5302 有限会社 西濃自動車工業 揖斐郡

196 5558 伊藤自動車 養老郡

199 6105 大和カ ーサービス 揖斐郡

200 5869 まるさ 自動車 養老郡

201 5962 有限会社 赤保木自動車 高山市

202 103 足立自動車工業 株式会社 岐阜市

203 560 株式会社 三田自動車工業 大垣市

204 6049 株式会社 丸三 郡上市

205 6322 株式会社 オート ボデーショ ッ プ篠田 大垣市

206 799 カ ーキッ ズウェ スト ポイ ント 中津川市

207 6490 ひおき サービス 美濃加茂市

208 125 合資会社 永井モータ ース 羽島郡
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