
＜中古車【国産・外国車】・新車販売＞ 

株式会社ドマーニ 
 

〒350-0815 さいたま市桜区中島 2-20-2 
Tel.048-858-0072             ○B  

村瀬自動車興業株式会社 
 

〒336-0977 さいたま市緑区上野田 513 
Tel.048-878-1722             ○B  

ガレージシープ２                ＜東新井店＞ 
 

＜みくら店＞ 

〒337-0032 さいたま市見沼区東新井 1-1 
Tel.048-685-3286    
〒337-0033 さいたま市見沼区御蔵 225-9  ○B  

東京ビーグル 
 

〒338-0824 さいたま市上大久保 430-1 
Tel.048-853-8261 

有限会社バイパー 
 

〒350-0815 川越市大字鯨井 643-2 
Tel.049-239-1955             ○B  

エノモト自動車 
 

〒350-0022 川越市小中居 1316-1 
Tel.049-235-0807                ○B  

株式会社木田自動車       ＜川越工場＞ 
 

〒350-0022 川越市大塚新田永里街 30-1 
Tel.0492-49-3241              ○B  

Ｄａｙ-Ｂｒｅａｋ(ﾃﾞｲ ﾌﾞﾚｲｸ) 
 

〒360-0804 熊谷市代 1010-2 
Tel.048-528-6511              ○B  

サンＱモータース(ｻﾝｷｭｰﾓｰﾀｰｽ) 
 

〒360-0012 熊谷市上之 3979-5 
Tel.048-528-3000             ○B  

有限会社菅谷自動車販売 
 

〒360-0023 熊谷市佐谷田 3959 
Tel.048-525-6458    

株式会社トミイオート       ＜川口店＞ 
 

＜東本郷店＞ 
 

 ＜鳩ヶ谷店＞ 
 

〒334-0076 川口市本蓮 3-1-1 
Tel.048-281-0711    
〒334-0063 川口市東本郷 151-5 
Tel.048-282-5701 
〒334-0004 鳩ヶ谷市辻 1174-6 
Tel.048-284-9310       

カーキング 
 

〒361-0056 行田市持田 2-3-3 
Tel.048-564-5250             ○B  

ヒロ・プロモーション 
 

〒359-1164 所沢市三ヶ島 3-1161-3 
Tel.042-947-7567 

ＫＩＭＳ ＡＵＴＯ(ｷﾑｽｵｰﾄ) 
 

〒359-0014 所沢市亀が谷 23-5 
Tel.0429-45-4545                ○B  

有限会社松栄自動車 
 

〒359-0012 所沢市坂之下 19-1 
Tel.0429-44-5495                ○B  

有限会社アメイズメント 
 

〒359-0012 所沢市下安松 963-7 
Tel.042-951-4610             ○B  

有限会社アイエヌオー 
 

〒359-0013 所沢市城 498-8 
Tel.04-2945-9712 

株式会社モーター&ジャパン 
 

〒339-0051 さいたま市岩槻区南平野 442 
Tel.048-758-6888 

有限会社ファーストランナー 
 

〒339-0069 岩槻市箕輪 211-3 
Tel.048-749-6431             ○B  

有限会社イエローズ 
 

〒344-0007 春日部市小渕 60-2 
Tel.048-760-2164                ○B  

有限会社エストプラチナモータース 
 

〒350-1334 狭山市狭山 49-39 
Tel.042-968-2323             ○B  

カーショップ アニマル 
 

〒348-0052 羽生市東 8-7-6 
Tel.0485-63-0560             ○B  

Ｆ･Ｇａｒａｇｅ(ｴﾌｶﾞﾚｰｼﾞ) 
 

〒348-0037 羽生市小松 1025-1 
Tel.048-562-0530             ○B  

有限会社ガレージモンキー 
 

〒362-0046 上尾市壱丁目 402-20 
Tel.048-725-1184             ○B  

有限会社セイワ自動車販売 
 

〒362-0062 上尾市泉台 2-8-5 
Tel.048-776-4353             ○B  

BOOP MUSEUM 本店 
 

〒362-0007 上尾市久保 65-1 
Tel.048-777-6600 

 〒343-0827 越谷市川柳町 2-495-5 
Tel.048-990-3737             ○B  

オートステージ 
 

〒343-0836 越谷市蒲生寿町 10-4 
Tel.048-990-8140             ○B  

オート足立  
 

〒343-0838 越谷市蒲生 3-4-49 
Tel.048-989-0381 
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くるま屋さん 
 

〒343-0838 越谷市神明町 2-57 
Tel.048-969-6598 

有限会社ヤマハルオート 
 

〒343-0844 越谷市大間野町 2-1-2 
Tel.048-985-4190 

戸部自動車株式会社 
 

〒335-0015 戸田市川岸 2-3-2 
Tel.048-442-4846             ○B  

森田自動車板金 
 

〒358-0045 入間市寺竹 530 
Tel.042-936-0580             ○B  

有限会社ジェムオート 
 

〒358-0054 入間市野田 880-1 
Tel.042-932-5495             ○B  

有限会社丸森モータース 
 

〒358-0045 入間市寺竹 538-2 
Tel.042-936-0417             ○B  

有限会社三ツ木自動車 
 

〒358-0045 入間市大字西三ツ木 88 
Tel.04-2936-0017             ○B  

ジーピース入間店（（有）レアルトレーディング） 
 

〒358-0011 入間市下藤沢 1045-4 
Tel.0429-60-6405             ○B  

株式会社トータルオート和光    ＜和光店＞ 
 

＜狭山店＞ 
 

〒351-0114 和光市本町 19-8 
Tel.048-465-2378 
〒350-1322 狭山市下広瀬 755-13 
Tel.042-955-1166 

株式会社イーキャット        ＜本社＞ 
 

  ＜新座展示場＞ 

〒352-0021 新座市あたご 2-3-43 
Tel.048-482-3828 
〒352-0021 新座市あたご 2-3-43 
Tel.048-480-8300 

有限会社高橋自動車 
 

〒352-0021 新座市あたご 2-3-35 
Tel.048-479-5815             ○B  

さくら自動車株式会社 
 

〒352-0021 新座市あたご 2-2-15 
Tel.048-478-3955    ○B  

アクティブオート（株式会社並木産業）  
 

〒352-0023 新座市堀ノ内 3-8-31 
Tel.048-481-2265   ○B  

有限会社日本トレーディングシステム 
 

〒352-0012 新座市畑中 3-5-14 
Tel.048-479-5577   

有限会社カータウン 
 

〒363-0008 桶川市坂田 503-1 
Tel.048-728-2225   ○B  

有限会社平松自動車商会 
 

〒354-0011 富士見市水子 4213-3 
Tel.0492-51-5377      ○B  

有限会社室町モーターズ 
 

〒364-0001 北本市深井 4-101 
Tel.048-541-2403 

ガレージ・マリブ 
 

〒341-0043 三郷市栄 5-247 
Tel.048-949-1325      

有限会社オートストーン 
 

〒341-0043 三郷市栄 4-66-1 
Tel.0489-52-0108             ○B  

セサミ 
 

〒340-0162 幸手市下川崎 19-1 
Tel.0480-40-3031             ○B  

有限会社ウィズ 
 
 

＜秩父店＞ 
 

＜直売所＞ 

〒350-2211 鶴ケ島市脚折町 5-21-13-303 
パークヒルズ 

Tel.049-287-7455     
〒368-0024 秩父市上宮地町 28-23 
Tel.0494-25-2595 
〒350-2223 鶴ヶ島市高倉三角原 1242-9 
Tel.049-287-3319             ○B  

有限会社オートサロンイイダ 
 

〒350-0434 入間郡毛呂山町大字市場 940-2 
Tel.049-276-6123             ○B  

ＦＡＲＭ ジャックインザファーム 
 

〒369-0311 児玉郡上里町勅使河原 1590-1 
Tel.0495-33-0573             ○B  

有限会社柿沼自動車 
 

〒345-0833 南埼玉郡宮代町西粂原 666-3 
Tel.0480-34-4051             ○B  

有限会社オートスタイル 
 

〒344-0122 北葛飾郡庄和町下柳 677-1 
Tel.048-718-0270 
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◇車検 ・ 整備  （4） 

有限会社ときわ自動車整備工場 
代表取締役 山元 道夫 

〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷 3-2-24 
Tel.048-853-3835             ○B  

株式会社あんりつ 
代表取締役 岡村 蔵廣 

〒332-0001 川口市朝日 1-1-31 
Tel.048-224-2472             ○B  

有限会社セルフィー 
代表取締役 山田 隆満 

〒349-0141 蓮田市西新宿 6-62 
Tel.048-765-6555                   ○B  

有限会社石田自動車整備工場 
代表取締役 石田 好信 

〒350-0229 坂戸市薬師町 27-3 
Tel.049-281-2336             ○B  

 

◇メーカー・卸売り  （1） 

イレブン商会    
代表    佐藤 純一           

〒355-0213 比企郡嵐山町大字川島 1885-12 
Tel.0493-62-0281  携帯.090-8507-9184 

 


