
＜中古車【国産・外国車】・新車販売＞ 

株式会社ホクソンモータース 
 

〒101-0034 千代田区神田東紺屋町 30 
Tel.03-3254-3511             ○B  

株式会社宮島商会 
 

〒103-0007 中央区日本橋浜町 3-39-11 
Tel.03-3668-9071             ○B  

株式会社三和自動車 
 

〒104-0033 中央区新川 2-2-13 
Tel.03-3551-4706             ○B  

三光自動車有限会社 
 

〒112-0012 文京区大塚 3-6-8 
Tel.03-3946-3301             ○B  

アジュール株式会社 
 

〒112-0012 文京区本郷 4-1-1 玉屋ビル 5F 
Tel.03-5842-9772 

エー・エス自動車株式会社 
 

〒131-0041 墨田区八広 5-23-9 
Tel.03-3619-5151             ○B  

有限会社ティーアンドアイ 
 

〒131-0033 東京都墨田区向島 1-11-4 
Tel.03-3626-1755 

興栄自動車工業株式会社 
 

〒135-0004 江東区森下 1-10-5 
Tel.03-3633-3141             ○B  

有限会社セントラルオート 
 

〒136-0073 江東区北砂 1-15-8 
Tel.03-3640-1411             ○B  

有限会社荏原自動車          
 

〒142-0042 品川区豊町 2-15-9 
Tel.03-3781-2183 

Ｋ. ＦＡＣＴＯＲＹ(ｹｲ･ﾌｧｸﾄﾘｰ) 
 

〒152-0022 目黒区柿の木坂 2-4-3 
Tel.03-3718-9000 

株式会社フォートラン 
 

〒153-0051 目黒区上目黒 4-30-14 
Tel.03-5768-1345 

須賀自動車株式会社 
 

〒152-0011 目黒区原町 2-19-9 
Tel.03-3712-5809             ○B  

有限会社オー・アール・アイ 
 

〒152-0013 目黒区南 3-5-23 
Tel.03-5729-0734 

有限会社レイドテクニカルサービス      
 

〒145-0071 大田区田園調布 1-41-4-1F 
Tel.03-5483-8400 

株式会社ファーストモータース 
 

〒146-0081 大田区仲池上 2-10-11 
Tel.03-3751-1142                ○M  

有限会社美鈴自動車販売 
 

〒146-0082 大田区池上 2-4-6 
Tel.03-3752-3405             ○M  

ハートスタッフ           ＜本店＞ 
 
                    ＜支店＞ 

〒144-0035 大田区南蒲田 3-14-25-603 
Tel.03-5735-6271 
〒207-0005 東京都東大和市高木 3-294      ○M  

ガリバー京浜蒲田 (東洋油脂株式会社) 
 

〒144-0055 大田区仲六郷 3-28-11 
Tel.03-3738-4355             ○B  

有限会社ビーエスマネジメンツ (ベルスペース) 
 

〒158-0097  世田谷区用賀 3-11-9 
Tel.03-5717-6386 

株式会社イソムラオート 
 

〒154-0017 世田谷区世田谷 1-24-10 
Tel.03-3420-5444             ○B  

有限会社加藤自動車工業 
 

〒156-0055 世田谷区船橋 7-17-23 
Tel.03-3484-3535             ○B  

有限会社ミヤマオートサービス 
 

〒157-0067 世田谷区喜多見 5-14-21 
Tel.03-3749-2227             ○B  

野口オート 
 

〒157-0067 世田谷区喜多見 5-4-9 
Tel.03-3415-3190             ○B  

有限会社井上モータース 
 

〒154-0004 世田谷区太子堂 4-8-16 
Tel.03-3422-6471             ○B  

有限会社関口自動車塗装工業所 
 

〒157-0071 世田谷区千歳台 3-9-12 
Tel.03-3484-1346             ○B  

有限会社西南自動車販売 
 

〒157-0072 世田谷区祖師谷 6-33-15 
Tel.03-3300-6517             ○B  

株式会社リバティー 
 

〒157-0067 世田谷区喜多見 5-15-26 
Tel.03-5727-9515  Fax.03-5727-9516 

有限会社ジェイワークス 
 

〒158-0083 世田谷区奥沢 1-4-1 
Tel.03-5499-1811  Fax.03-5499-1813 

有限会社伊藤自動車商会 
 

〒158-0083 世田谷区上用賀 6-5-10 
Tel.03-3428-5261  Fax.03-3428-5264 

有限会社ヤブシタ エイジェンシー 
 

〒156-0054 世田谷区砧 2-5-19 
Tel.03-3415-9385 
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有限会社宮川自動車 
 

〒156-0052 世田谷区経堂 4-32-11 
Tel.03-3426-5555 

GARAGE Ｔ Ｉ Ａ（株式会社東京インテリジェンス） 
 

〒155-0032 世田谷区代沢 3-14-4 
Tel.03-5779-8600 

佐々木モータース 
 

〒157-0067 世田谷区喜多見 3-2-14 
Tel.03-3416-8081 

有限会社岸田自動車 
 

〒154-0011 世田谷区上馬 4-35-1 
Tel.03-3414-5747 

ガレージ リッキー  
 

〒165-0031 中野区上鷺宮 2-13-5 
Tel.03-3825-6993 

有限会社プロフェイス 
 

〒167-0023 杉並区上井草 2-32-9 
Tel.03-3390-1333 

有限会社永福自動車生瀬 
 

〒168-0064 杉並区永福 2-1-25 
Tel.03-3322-7873             ○B  

株式会社木田自動車 
 

〒167-0022 杉並区下井草 5-3-1 
Tel.03-3390-2781             ○B  

有限会社日忠自動車工業 
 

〒132-0021 杉並区高井戸東 3-6-5 
Tel.03-3334-6431             ○B  

有限会社小山自動車 
 

〒168-0062 杉並区方南 2-4-8 
Tel.03-3311-7602             ○B  

有限会社ファイブ・スターモータース 
 

〒168-0072 杉並区高井戸東 3-6-5 
Tel.03-5932-8554 

アイズカンパニー 
 

〒114-0023 北区滝野川 7-31-2 
Tel.03-3916-6499             ○B  

浅草モーター株式会社 
 

〒111-0032 台東区浅草 5-51-10 
Tel.03-3873-3187 

有限会社ネリマオートガーデン 
 

〒179-0076 練馬区土支田 3-20-13 
Tel.03-3978-1188 

オート・パシフィック販売 
 

〒177-0032 練馬区谷原 5-9-23 
Tel.03-3904-5302 

株式会社ジェイク 
 

〒177-0041 練馬区石神井町 5-3-21 
Tel.03-3904-3691 

太田自動車株式会社 
 

〒179-0084 練馬区氷川台 4-43-20 
Tel.03-3932-9241             ○B  

山口興業 
 

〒178-0063 練馬区東大泉 7-34-33 
Tel.03-3921-8177             ○B  

ガレージタニモト 
 

〒121-0062 足立区南花畑 1-9-6 
Tel.03-3858-3400 

ガレージ エムズ 
 

〒121-0814 足立区六月 2-27-3 
Tel.03-5851-5452 

首藤自動車株式会社 
 

〒121-0072 足立区保塚町 1-14 
Tel.03-3883-3516             ○B  

ＳＡＭ ＡＵＴＯ GARAGE(ｻﾑ ｵｰﾄ ｶﾞﾚｰｼﾞ) 
 

〒123-0864 足立区鹿浜 1-10-17 
Tel.03-5839-3200     

有限会社リバーサイドモータース＜オレンジ店＞ 
 

〒125-0035 葛飾区南水元 2-6-9 
Tel.03-3609-6154             ○B  

有限会社エスティーシー（ＳＴＣ） 
 

〒132-0024 江戸川区一之江 2-10-3 
Tel.03-3652-4141 

有限会社エンティーンオート 
 

〒133-0041 江戸川区松島 2-9-2 
Tel.03-5662-3700 

有限会社クラシック 
 

〒133-0055 江戸川区西篠崎 2-19-11 
Tel.03-5664-7700 

有限会社ビーオート 
 

〒132-0002 江戸川区谷河内 1-18-13 
Tel.03-5636-5233 

東京ビジネスモーター株式会社 
 

〒134-0083 江戸川区中葛西 2-1-23 
Tel.03-3688-4611 

株式会社フリースタイル 
 

〒132-0001 江戸川区新堀 1-28-1 
Tel.03-5666-1195             ○B  

鈴木自工株式会社 
 

〒134-0084 江戸川区東葛西 6-50-14 
Tel.03-3688-2411             ○B  

有限会社オートサロンオザワ 
 

〒134-0083 江戸川区中葛西 4-3-21 
Tel.03-3878-1313             ○B  

丸栄自動車株式会社 
 

〒132-0025 江戸川区松江 7-12-11 
Tel.03-3654-1286             ○B  
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有限会社京葉自工 
 

＜カーコンビニ京葉自工＞ 

〒132-0021 江戸川区中央 1-16-16 
Tel.03-3654-3351 
〒132-0025 江戸川区松江 1-9-7 
Tel.03-3651-8196             ○B  

株式会社江戸川自動車 
 

〒132-0021 江戸川区中央 1-3-1 
Tel.03-3654-4141             ○B  

ビートニク 
 

〒134-0015 江戸川区西瑞江 5-5-9 
Tel.03-5675-7639             ○B  

丸中自動車株式会社 
 

〒132-0025 江戸川区松江 1-12-20 
Tel.03-3652-4994             ○B  

 

＜オートバイ販売＞ 
有限会社ミスティ                       
 

〒158-0097 世田谷区用賀 1-27-18 
Tel.03-5491-8246 

 

◇車検 ・ 整備 

野城モータース 
 

〒131-0043 墨田区立花 4-40-19 
Tel.03-3619-1461     

有限会社高市自動車工場 
 

〒135-0001 江東区毛利 2-8-5 
Tel.03-3631-2088     

有限会社クラモチオートサービス 
 

〒136-0082 江東区新木場 4-12-31 
Tel.03-3521-6621 

有限会社ケイエイチエス 
 

〒152-0004 目黒区鷹番 3-24-14 
Tel.03-5768-1012              ○B  

有限会社佐野自動車 
 

〒158-0083 世田谷区奥沢 5-8-7 
Tel.03-3723-7462 

株式会社ジュンインターナショナル 
 

〒156-0053 世田谷区桜ヶ丘 4-24-23 
Tel.03-5426-0077 

有限会社ガレージワークス 
 

〒158-0098 世田谷区上用賀 3-7-16 
Tel.03-3700-1204 

有限会社山田モータース 
 

〒156-0054 世田谷区桜丘 3-10-20 
Tel.03-3428-2201 

有限会社向井自動車工業 
 

〒167-0022 杉並区下井草 2-3-4 
Tel.03-3396-5291              ○B  

株式会社杉並モータース 
 

〒168-0072 杉並区高井戸東 3-35-15 
Tel.03-3332-2728              ○B  

株式会社イノバ自動車 
 

〒167-0053 杉並区西荻南 1-1-6 
Tel.03-3334-0700              ○B  

有限会社トクナガホンダ販売 
 

〒167-0051 杉並区荻窪 4-20-8 
Tel.03-3392-2986              ○B  

株式会社青山自動車工業所 
 

〒166-0016 杉並区成田西 3-12-2 
Tel.03-3398-0974              ○B  

協栄自動車株式会 
 

〒166-0003 杉並区高円寺南 2-23-3 
Tel.03-3312-6565              ○B  

有限会社保坂自動車整備工場 
 

〒120-0041 足立区千住元町 7-8 
Tel.03-3888-8741              ○B  

アシバ自動車工業所 
 

〒123-0842 足立区栗原 4-21-9 
Tel.03-3899-3014              ○B  

 

◇ 鈑金 ・ 塗装業 

有限会社平山自動車工業 
 

〒158-0087 世田谷区玉堤 1-17-14 
Tel.03-5707-1441 

ミドリ自動車 
 

〒143-0003  大田区京浜島 3-3-10 
Tel.03-3790-4014 

 

 

◇カーショップ・タイヤショップ 
有限会社ピレリー・ワールド(カープラザ ワールド) 

 
〒146-0083 大田区千鳥 2-1-10 
Tel.03-3757-3533 
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◇メーカー・卸売り 

株式会社とらの門                    
                                        

〒158-0097 世田谷区用賀 2-36-19 
Tel.03-3708-1291 

株式会社信越電装           <本社>    
 

        <横浜営業所> 

〒143-0025  大田区南馬込 5-30-6 ２Ｆ 
Tel.03-3775-4911 
〒222-0002  横浜市港北区師岡 502 
Tel.045-542-8961 

株式会社スピードクリエイト          
 
※メーカーの為、エアロの出荷は出来ません。 

〒146-0093   大田区矢口 3-1-11 
Tel.03-3759-6251 
 

 


