
＜中古車【国産・外国車】・新車販売＞ 

有限会社カズミックオート 
 

〒224-0036 横浜市都筑区勝田南 2-18-9 
Tel.045-594-3033 

有限会社オートボディタニ 
    

〒224-0053 横浜市都筑区池辺町 3508-2 
Tel.045-937-3326    

エーエス カーシステム 
    

〒224-0036 横浜市都筑区勝田南 2－18－9 
Tel.045-590-0013    

ＴＫオート(ﾃｨｹｵｰﾄ) 
    

〒224-0038 横浜市都筑区勝田南 2－18－9 
Tel.045-590-0977    

横浜レイ・フラット 
 

＜加賀原店＞    

〒224-0057 横浜市都筑区川和町 1542-2 
Tel.045-929-6698 
〒224-0055 横浜市都筑区加賀原 2-12-13 
Tel.045-948-1855    

有限会社ジーブレスオート          <本社> 
 

            <港北ニュータウン店>    

〒224-0034 横浜市都筑区勝田町 867-4 
Tel.045-591-8750 
〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-12 
Tel.045-948-5750    

大誠物産株式会社本社中古車センター 
 

＜東名横浜支店＞ 

〒224-0053 横浜市都筑区池辺町 4800 
Tel.045-933-5000 
〒226-0026 横浜市緑区長津田町 5302-1 
Tel.045-922-5000       

ワールド・モータース 
 

〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町 2256 
Tel.045-941-3192    

有限会社 ミナミオートセールス   ＜都筑店＞ 
 

＜本社＞ 
 

〒224-0036  横浜市都筑区勝田南 2-18-9 
Tel.045-590-4080 
〒146-0082  東京都大田区池上 3 丁目 2番 21 号 
Tel.03-3753-7766    

有限会社大央 YOKOHAMAAUTOTOWN(ﾖｺﾊﾏｵｰﾄﾀｳﾝ) 
 

〒224-0066 横浜市都筑区見花山 1-20 
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙ見花山 1F 

Tel.045-984-5556    
株式会社 ボディマジック 
 

〒224-0037  横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-19-3 
Tel.045-943-9966    

有限会社ポールポジション 
 

〒224-0053 横浜市都筑区池辺町 1820-3 
Tel.045-945-1331    

ミニ ハウス ヨール 
 

〒224-0027 横浜市都筑区大棚町 414 
Tel.045-592-0301 

関東ワーク有限会社 
 

〒224-0023 横浜市都筑区東山田 1393 
Tel.045-595-2038 

株式会社フレックスオート横浜      ＜本 社＞ 
 

         ＜湘南センター＞ 
 

〒224-0011 横浜市都筑区牛久保 3-3-3 
Tel.045-913-1451 
〒254-0012 平塚市大神 613-１ 
Tel.0463-54-8200 

有限会社アールエス・パドック 
 

〒224-0026 横浜市都筑区南山田町 3976-1 
Tel.045-592-7535 

有限会社フィールサイド 
 

〒224-0055 横浜市都筑区加賀原 1-9 
Tel.045-942-2919 

ＭＡＧＮＡＴＥ Ｉ.Ｎ.Ｃ（ﾏｸﾞﾈｲﾄｱｲｴﾝｼｰ） 
 

〒224-0026 横浜市都筑区南山田町 4329 
Tel.045-594-3633 

ガリバー港北ニュータウン店（有限会社シーエスイー） 
 

〒224-0021 横浜市都筑区北山田 1-1-35 
Tel.045-590-2111             ○B  

Ｄｉｒｅｃｔ(ﾀﾞｲﾚｸﾄ) 
 

〒224-0006 横浜市都筑区荏田東 2-17-15 
NT ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ A 

Tel.045-942-5380 
有限会社フレッズ 
 

＜有限会社ワークス＞ 

〒224-0025 横浜市都筑区早渕 2-1-16 
Tel.045-590-0230 
〒224-0025 横浜市都筑区早渕 2-1-16 
Tel.045-590-6231 

ガレージエムライン (有限会社エムライン) 
 

〒224-0045 横浜市都筑区東方町 269-1 
Tel.045-478-2888 

シルクロード有限会社 
 

〒224-0023 横浜市都筑区東山田 164 
Tel.045-591-5682 

 
 

 
 
 



 －1－ 

有限会社ネットギア 
 
           <ネットギアセンター南> 

〒224-0029 横浜市都筑区南山田 1-2-6 
Tel.045-594-1105 
〒224-0032 横浜市都築区長坂 2-3 
Tel.045-949-0807   

有限会社ジャスト 
 

〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾 1880-1 
Tel.045-973-0702 

有限会社ガレージイーエム 
 

〒227-0041 横浜市青葉区上谷本町 90-1 
Tel.045-971-7939 

有限会社キューズ (オートキューズ) 
 

〒227-0042  横浜市青葉区下谷本町 58-1 
Tel.045-978-0020 

エビネモータース 
 

〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町 1905 
Tel.045-971-9771 

有限会社フリーダムオート 
 

〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南 3-6-8 
Tel.045-910-3711 

株式会社アライブ・コーポレーション （ガリバー
青葉台店） 

〒227-0063 横浜市青葉区榎が丘 8-6 
Tel.045-986-4111             ○B  

株式会社テック      ＜青葉インター店＞ 
 

〒225-0025 横浜市青葉区鉄町 5-1 
Tel.045-979-2778             ○B  

有限会社マークス 
 

〒225-0003 横浜市青葉区新石川 1-38-1 
Tel.045-913-8756 

オートマイティー  (株式会社ドリームサプライ) 

 
〒225-0002 横浜市青葉区美しが丘 4-7-1 
Tel.045-903-3251 

ＫＭオート(ｹｴﾑｵｰﾄ) (有限会社むらた) 
 

〒222-0036 横浜市港北区小机町 1894 
Tel.045-473-7351 

ｵｰﾄｼｮｯﾌﾟ アーデン 
 

〒223-0053 横浜市港北区綱島西 5-23-24 
Tel.045-533-0601 

ティーズガレージ有限会社 
 

〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 956 
Tel.045-476-4560 

シンコー自動車株式会社            ＜鳥山店＞ 
 

＜六角橋店＞ 

〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 1263 
Tel.045-472-1100 
〒221-0802 横浜市神奈川区六角橋 6-30-25 
Tel.045-491-8964 

オートブリーズ 
 

〒223-0057 横浜市港北区新羽町 4074 
Tel.045-534-1020 

株式会社ショーエイ     ＜本社新横浜店＞ 
 
                 ＜大倉山店＞ 

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-7-13 
Tel.045-473-2174 
〒222-0002 横浜市港北区師岡町 430-1 
Tel.045-543-6080 

 

◇ 鈑金 ・ 塗装業 

緑川自動車                        
 

〒223-0052  横浜市港北区綱島東 6-8-20 
Tel.045-532-0788 

トーア自動車  
 

〒224-0034  横浜市都筑区勝田町 867-2 
Tel.045-591-1871 

有限会社オートボディタニ               
 

〒224-0053  横浜市都筑区池辺町 3508-2 
Tel.045-937-3326 

有限会社ウツドエジック 
 

〒223-0056 横浜市港北区新吉田町 11 
Tel.045-592-3677 

 

◇カーショップ・タイヤショップ 
有限会社ターボ (スピードショップ ターボ) 
 

〒225-0014 横浜市青葉区荏田西 1-15-22 
Tel.045-972-3303 

 

◇メーカー・卸売り 

ゼネラル電装株式会社 
 

〒224-0006  横浜市都筑区荏田東 2-9-11 
Tel.045-943-4191 

 


