
NEXCO東日本
ETC2.0購入サポートキャンペーン

取扱店一覧

2018年6月26日現在

住所 店舗名 電話番号NO

＜埼玉県＞

取扱

埼玉県さいたま市浦和区駒場１－２－１１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　浦和駒場店 048-887-81011 四輪

埼玉県さいたま市浦和区駒場１－２５－９ バイクハウスゼロ　パート２ 048-886-81142 二輪

埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１９－
３８

ＭＩＤさいたま浦和 048-831-77703 四輪

埼玉県さいたま市浦和区常盤６－２－１７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　浦和中央店 048-833-40004 四輪

埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－６－１ レクサス浦和 048-822-21115 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区加倉１－３３－１７ （株）関東マツダ岩槻店 048-757-19516 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区加倉２－８－６ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ岩槻 048-757-27117 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区加倉３－１１－１８ オートバックス・岩槻加倉店 048-749-01898 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区加倉３－３－４０ ウチダオート（株）岩槻 048-758-02119 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区加倉４－２５ ＭｏｔｏＵＰ岩槻本店 048-812-804010 二輪

埼玉県さいたま市岩槻区加倉５－８－６６ 埼玉ダイハツ販売（株）岩槻インター店 048-790-100111 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区上野２３１－７ 埼玉トヨペット（株）東岩槻支店 048-794-731112 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区城町２－１１－３７ トヨタカローラ埼玉（株）岩槻城町店 048-757-371113 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区城南２－６－６ 日本新車センター 048-798-556814 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区城南２－７－８ 埼玉トヨタ自動車（株）岩槻店 048-797-041115 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区谷下３７４－１ （有）サワダサービス岩槻工場 048-790-522216 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区東町２－３－２１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉中　岩槻店 048-756-722217 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区南平野２－１－１ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ東岩
槻

048-790-222218 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区南平野４－１５－１ （株）オートギャラリー 048-758-555519 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区馬込２５５－１ テックデンソー埼玉（株）岩槻営業所 048-756-396820 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区府内１－７－１７ 関東三菱自動車販売（株）岩槻大橋店 048-798-114421 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区府内４－１－５５ （有）キクチ自動車修理工場 048-798-230522 四輪

埼玉県さいたま市岩槻区浮谷２２６１－４ リバースオートさいたま 048-797-543423 二輪
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埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎１２０３ ジェームス大宮東バイパス店 048-680-702024 四輪

埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎２８８７－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉中　東大宮店 048-682-501125 四輪

埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎２８９０ ネッツトヨタ埼玉（株）東大宮バイパス
店

048-687-338826 四輪

埼玉県さいたま市見沼区深作２－８－１ タイヤ館東大宮バイパス 048-680-345027 四輪

埼玉県さいたま市見沼区大字中川１１０－１ ネッツトヨタ東埼玉マイネッツ見沼 048-683-851128 四輪

埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－８１０ 中村オートパーツ（株）大宮営業所 048-680-151129 四輪

埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－８６７
－１

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　見沼店 048-682-005530 四輪

埼玉県さいたま市見沼区中川字宮前２００ イエローハット大宮南店 048-684-168031 四輪

埼玉県さいたま市見沼区南中丸２６８－３ 日産プリンス埼玉販売（株）大宮南中
丸店

048-687-234132 四輪

埼玉県さいたま市見沼区南中丸３０７－６ ＹＳＰ東大宮 048-684-744933 二輪

埼玉県さいたま市見沼区南中丸３１０－１ （株）関東マツダ大宮南中丸店 048-689-987034 四輪

埼玉県さいたま市見沼区南中野１１４－３ ＤＵＣＡＴＩ　ＳＡＩＴＡＭＡ 048-878-910135 二輪

埼玉県さいたま市見沼区風渡野１６８－１ レッドバロン大宮 048-685-773736 二輪

埼玉県さいたま市見沼区蓮沼１４００ （有）島村オート 048-686-184237 四輪

埼玉県さいたま市見沼区蓮沼４８３ （株）高須自動車 048-683-751038 四輪

埼玉県さいたま市桜区下大久保１０５７ オートバックス北浦和店 048-858-821139 四輪

埼玉県さいたま市桜区上大久保１００２ バイクハウスゼロ　パート１ 048-854-643940 二輪

埼玉県さいたま市桜区上大久保１９６－１ 埼玉トヨタ自動車（株）浦和マイカーセ
ンター

048-855-251141 四輪

埼玉県さいたま市桜区上大久保７２１－８
コートヴィレッジA－２０２

埼玉オートバイ事業協同組合 048-858-790042 二輪

埼玉県さいたま市桜区西堀９－２４－３ Ａｕｄｉさいたまワークショップ 048-853-210443 四輪

埼玉県さいたま市桜区中島４－６－２８ ＳＯＸ浦和店 048-851-554644 二輪

埼玉県さいたま市桜区町谷１－２０－２０ （株）ファイブスター東都クライスラー
ジープ・ダッジ浦和

048-840-521145 四輪

埼玉県さいたま市桜区町谷４－２－５ トヨタカローラ埼玉（株）桜スクエア 048-711-242546 四輪

埼玉県さいたま市桜区田島５－１－１０ 日産プリンス埼玉販売（株）浦和田島
店

048-845-452347 四輪
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埼玉県さいたま市桜区田島７－１２－１９ スズキアリーナ浦和西 048-862-380148 四輪

埼玉県さいたま市西区宮前町１－１ イエローハット大宮１７号バイパス店 048-624-321149 四輪

埼玉県さいたま市西区宮前町１２５－１ スーパーオートバックス大宮バイパス 048-621-018950 四輪

埼玉県さいたま市西区高木１４００－１ リミテッドワン 048-871-979051 四輪

埼玉県さいたま市西区佐知川１３５３－１ トヨタカローラ新埼玉（株）指扇店 048-624-061152 四輪

埼玉県さいたま市西区三橋５－８９５－２ 関東三菱自動車販売（株）大宮西店 048-620-122153 四輪

埼玉県さいたま市西区三橋６－６８６ セントラル自動車技研（株）大宮営業
所

048-622-666654 四輪

埼玉県さいたま市西区指扇３７１４－１ Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ西大宮 048-871-589055 四輪

埼玉県さいたま市西区指扇３７３９ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　西大宮店 048-615-250056 四輪

埼玉県さいたま市西区指扇４２２－２ 埼玉トヨペット（株）大宮西支店 048-622-114457 四輪

埼玉県さいたま市西区西遊馬１３３８ （株）ホンダプリモ大宮西 048-624-317058 四輪

埼玉県さいたま市西区中釘１４９８－３ サイクルロードイトー指扇店 048-622-305559 二輪

埼玉県さいたま市西区中釘２０３０ 日産部品埼玉販売（株） 048-624-230060 四輪

埼玉県さいたま市西区中釘２０８４－２ （株）リクサン埼玉営業所 048-778-850061 四輪

埼玉県さいたま市西区内野本郷２７１－７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　新大宮バイパ
ス店

048-621-111162 四輪

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２１６ Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎさいたま新都心店 048-650-666363 四輪

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２４１－
１

レクサスさいたま新都心 048-650-360064 四輪

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－３５５ （株）関東マツダ大宮店サービス工場 048-641-373165 四輪

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－４２８ （有）安全電機商会 048-644-071166 四輪

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－４７６ 関東三菱自動車販売（株）大宮店 048-642-212167 四輪

埼玉県さいたま市大宮区三橋１－１１７９ 埼玉トヨペット（株）Ｕ－ｃａｒランド一平
大宮店

048-647-378168 四輪

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－７０１ 中嶋自動車工業（株）大宮店 048-644-502369 四輪

埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５２７ ネッツトヨタ埼玉（株）大成店 048-660-363070 四輪

埼玉県さいたま市大宮区大成町３－５２７ ネッツトヨタ埼玉（株）法人リース 048-660-365271 四輪
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埼玉県さいたま市大宮区大成町３－６９０ 森川部品（株）本社営業所 048-667-353572 四輪

埼玉県さいたま市大宮区天沼町２－２９０ トヨタカローラ埼玉（株）大宮天沼店 048-641-440473 四輪

埼玉県さいたま市大宮区天沼町２－４３８－
２

タイヤ館さいたま新都心 048-649-721174 四輪

埼玉県さいたま市大宮区天沼町２－６０１ 埼玉トヨタ自動車（株）大宮天沼店 048-645-341175 四輪

埼玉県さいたま市大宮区東町２－３８－１ ピットインハーレーダビッドソン 048-642-634576 二輪

埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－１５６－
２

埼玉ダイハツ販売（株）さいたま新都
心店

048-647-102377 四輪

埼玉県さいたま市大宮区北袋町２－２０２ ネッツトヨタ埼玉（株）新都心店 048-645-877178 四輪

埼玉県さいたま市大宮区北袋町２－４１５ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　大宮中央店 048-642-887779 四輪

埼玉県さいたま市中央区円阿弥３－１－１７ 埼玉トヨペット（株）Ｕ－Ｃａｒランド一平
与野店

048-853-312180 四輪

埼玉県さいたま市中央区下落合３－１７－７ テックデンソー埼玉（株） 048-853-454581 四輪

埼玉県さいたま市中央区下落合３－１８－８ 茂木電機（株） 048-853-131482 四輪

埼玉県さいたま市中央区下落合４－２４－
１７

トヨタカローラ埼玉（株）与野店 048-852-605183 四輪

埼玉県さいたま市中央区下落合６－１－１８ 埼玉トヨタ自動車（株）さいたま中央店 048-833-212184 四輪

埼玉県さいたま市中央区下落合６－１－１８ 埼玉トヨタ自動車（株）新車特販部 048-833-218185 四輪

埼玉県さいたま市中央区下落合７－２－１９ 埼玉トヨタ自動車（株）本社車検セン
ター

048-822-337186 四輪

埼玉県さいたま市中央区桜丘２－２－１４ レッドバロン与野 048-857-808087 二輪

埼玉県さいたま市中央区上峰２－９－１７ ホンダドリームさいたま中央 048-851-072088 二輪

埼玉県さいたま市中央区上峰３－１－４ （株）ヤナセさいたま支店 048-853-211089 四輪

埼玉県さいたま市中央区上落合１－１２－８ トヨタカローラ新埼玉（株）北与野店 048-858-288590 四輪

埼玉県さいたま市中央区上落合１－８－１０ （株）はとや与野店 048-854-158191 二輪

埼玉県さいたま市中央区上落合２－１－５ 日産プリンス埼玉販売（株）与野店 048-857-232392 四輪

埼玉県さいたま市中央区上落合２－２－１ 埼玉トヨペット（株）特販課 048-859-403193 四輪

埼玉県さいたま市中央区上落合２－２－１ 埼玉トヨペット（株）与野支店 048-859-410094 四輪

埼玉県さいたま市中央区上落合５－３－６ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　新都心店 048-854-880095 四輪
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埼玉県さいたま市中央区上落合６－１－１２ （株）日産サティオ埼玉与野店 048-853-322396 四輪

埼玉県さいたま市中央区上落合８－４－１１ 埼玉スバル自動車（株） 048-852-013597 四輪

埼玉県さいたま市中央区上落合９－１２－７ 日産プリンス埼玉販売（株）大宮西口
店

048-853-331198 四輪

埼玉県さいたま市中央区新中里３－１－１ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツさい
たま中央

048-825-191199 四輪

埼玉県さいたま市中央区新中里５－１０－
１３

（株）関東マツダ与野店 048-831-3671100 四輪

埼玉県さいたま市中央区新中里５－４－８ ＳＯＸさいたま中央店 048-830-1880101 二輪

埼玉県さいたま市中央区本町東３－１３－
２０

協同組合情報センター 048-753-9777102 四輪

埼玉県さいたま市中央区本町東３－１３－
２０　２Ｆ

企業支援事業協同組合 048-829-7730103 四輪

埼玉県さいたま市中央区本町東６－２－３ ネッツトヨタ埼玉（株）与野本町店 048-855-3811104 四輪

埼玉県さいたま市中央区本町東７－１－５ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　与野店 048-856-3711105 四輪

埼玉県さいたま市南区曲本１－１７－１９ 埼玉スバル自動車（株）浦和店 048-866-1061106 四輪

埼玉県さいたま市南区根岸５－１４－４ 埼玉ダイハツ販売（株）本社サービス
部

048-862-3322107 四輪

埼玉県さいたま市南区根岸５－１９－１０ レクサスさいたま南 048-836-3002108 四輪

埼玉県さいたま市南区根岸５－１９－１２ 埼玉トヨペット（株）さいたま南支店 048-710-4355109 四輪

埼玉県さいたま市南区沼影２－５－１ イエローハット武蔵浦和店 048-865-6631110 四輪

埼玉県さいたま市南区沼影２－５－２１ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツさい
たま南

048-710-9991111 四輪

埼玉県さいたま市南区神明２－３－３ （有）山見モータース 048-861-3514112 四輪

埼玉県さいたま市南区太田窪１９８８－１ 埼玉トヨペット（株）浦和支店 048-885-2711113 四輪

埼玉県さいたま市南区太田窪４－５－６ （株）関東マツダ浦和東店 048-882-9241114 四輪

埼玉県さいたま市南区大字太田窪３５１５－
６

タイヤ館川口 048-887-6833115 四輪

埼玉県さいたま市南区大谷口１２７６－３ トヨタカローラ埼玉（株）南浦和店 048-885-1271116 四輪

埼玉県さいたま市南区大谷口５６０２ ホンダドリーム東浦和 048-813-6077117 二輪

埼玉県さいたま市南区大谷口５６６７ モトラッドセントラルさいたま店 048-871-1212118 二輪

埼玉県さいたま市南区辻１－１８－４ （株）関東マツダ南浦和店 048-861-2401119 四輪
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埼玉県さいたま市南区辻２－３－２６ （株）スズキ自販埼玉スズキアリーナ
浦和南

048-866-3681120 四輪

埼玉県さいたま市南区辻２－８－２５ ポルシェセンター浦和 048-863-0911121 四輪

埼玉県さいたま市南区辻７－１－１６ （有）Ｃ．ＳＴＹＬＥ 048-836-3655122 四輪

埼玉県さいたま市南区辻７－６－２０ トヨタカローラ新埼玉（株）浦和店 048-862-2731123 四輪

埼玉県さいたま市南区内谷１－３－５ スズキワールド浦和 048-710-8198124 二輪

埼玉県さいたま市南区内谷１－４－８ Ａｕｄｉさいたまワークショップ２ 048-615-0250125 四輪

埼玉県さいたま市南区白幡３－６－５ 関東三菱自動車販売（株）浦和店 048-838-2000126 四輪

埼玉県さいたま市北区吉野町１－１１－６ （株）日産サティオ埼玉大宮店 048-664-2323127 四輪

埼玉県さいたま市北区吉野町１－２４－４ ＳＯＸ大宮店 048-661-1400128 二輪

埼玉県さいたま市北区吉野町１－３－６ 埼玉ダイハツ販売（株）大宮店 048-667-4041129 四輪

埼玉県さいたま市北区吉野町１－４００－
１８

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　桶川　大宮吉野町店 048-667-8611130 四輪

埼玉県さいたま市北区吉野町１－４１－７ ホンダドリーム大宮 048-651-0400131 二輪

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２００－
１５

（株）Ｋｍ’ｓ　Ｓｏｅｎｏ 048-660-5201132 四輪

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２２２－
１０

（株）スズキ自販埼玉スズキアリーナさ
いたま北

048-663-5918133 四輪

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２２２－
１０

（株）スズキ自販埼玉業販課 048-663-5911134 四輪

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２３０ 埼玉スバル自動車（株）大宮店 048-665-5060135 四輪

埼玉県さいたま市北区吉野町２－７－２７ （株）関東マツダリフレッシュセンター 048-666-6828136 四輪

埼玉県さいたま市北区吉野町２－９－５ （株）山岸自動車 048-652-1123137 四輪

埼玉県さいたま市北区宮原町１－８５３－１ イエローハット大宮宮原店 048-669-1311138 四輪

埼玉県さいたま市北区植竹町１－１１２ （有）小山自動車整備工場 048-667-2211139 四輪

埼玉県さいたま市北区大成町４－１５４ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　大宮北店 048-652-3450140 四輪

埼玉県さいたま市北区大成町４－２０８ スズキアリーナ大宮中央 048-666-3564141 四輪

埼玉県さいたま市北区土呂町１－６１－１３ トヨタカローラ新埼玉（株）土呂店 048-664-2111142 四輪

埼玉県さいたま市北区土呂町２－２０－５ （株）関東マツダ大宮土呂店 048-663-3995143 四輪
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埼玉県さいたま市北区東大成町２－２６９－
１

ネッツトヨタ東埼玉マイネッツさいたま
北

048-652-1311144 四輪

埼玉県さいたま市北区東大成町２－２９２－
３

（有）小沼ラジオハウス 048-662-2171145 四輪

埼玉県さいたま市北区東大成町２－６０１ バイクハウスゼロ　パート４ 048-662-1231146 二輪

埼玉県さいたま市北区日進町１－１０７ （株）ニシベ計器製造所埼玉営業所 048-666-1401147 四輪

埼玉県さいたま市北区日進町２－１９１７ シーケー販売（株）受注センター 048-660-4340148 四輪

埼玉県さいたま市北区日進町３－２７３－３ タイヤ館大宮西 048-652-7002149 四輪

埼玉県さいたま市北区日進町３－４０６－２ カーロッツ日進 048-662-7480150 四輪

埼玉県さいたま市北区本郷町１４７９ 埼玉トヨペット（株）大宮支店 048-666-7680151 四輪

埼玉県さいたま市北区本郷町９５５ （株）キャロット 048-782-8770152 四輪

埼玉県さいたま市緑区間宮６２３ （株）埼特車両 048-878-1705153 四輪

埼玉県さいたま市緑区原山２－７－１ 浦和東三菱自動車販売（株） 048-885-5121154 四輪

埼玉県さいたま市緑区原山３－１０－１０ 日産プリンス埼玉販売（株）浦和原山
店

048-886-9911155 四輪

埼玉県さいたま市緑区原山３－１３－１４ フィアット／アルファロメオむさし野 048-881-4400156 四輪

埼玉県さいたま市緑区三室１１９５－４ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　浦和緑店 048-876-0161157 四輪

埼玉県さいたま市緑区三室３２３－２ トヨタカローラ新埼玉（株）浦和三室店 048-873-5911158 四輪

埼玉県さいたま市緑区三室５０－５ レッドバロン浦和東 048-874-0517159 二輪

埼玉県さいたま市緑区山崎１－１２－１５ コサカ自動車販売（株） 048-874-5001160 四輪

埼玉県さいたま市緑区太田窪３－１０－２３ ネッツトヨタ埼玉（株）浦和店 048-882-2101161 四輪

埼玉県さいたま市緑区大間木１－１ セントラル自動車技研（株）さいたま東
営業所

048-712-3301162 四輪

埼玉県さいたま市緑区大間木５１６－４ （株）日産サティオ埼玉浦和大間木店 048-874-9032163 四輪

埼玉県さいたま市緑区大間木５４４ オートバックス・東浦和店 048-875-1551164 四輪

埼玉県さいたま市緑区中尾１１４０－１ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツさい
たま中尾

048-875-3300165 四輪

埼玉県さいたま市緑区中尾１５４０－１ （株）スズキ自販埼玉スズキアリーナ
浦和中尾

048-810-1477166 四輪

埼玉県さいたま市緑区東浦和１－１１－９ ＥＸ－ＷＯＲＫＳ 048-810-1444167 四輪
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埼玉県さいたま市緑区道祖土２－１３－１ 埼玉トヨペット（株）浦和東支店 048-883-4111168 四輪

埼玉県さいたま市緑区道祖土２－１７－２０ 埼玉トヨタ自動車（株）浦和東店 048-881-5111169 四輪

埼玉県さいたま市緑区美園３－１０－６ レクサスＣＰＯ浦和美園 048-812-1701170 四輪

埼玉県さいたま市緑区美園３－８－５ 埼玉ダイハツ販売（株）浦和美園店 048-878-4681171 四輪

埼玉県さいたま市緑区美園５－４６－１ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ浦和
美園

048-812-1155172 四輪

埼玉県さいたま市緑区美園５－４９－１１ （株）関東マツダ浦和美園店 048-812-6221173 四輪

埼玉県さいたま市緑区美園５－４９－１７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　浦和美園店 048-740-5600174 四輪

埼玉県さいたま市緑区美園５－４９－６ トヨタカローラ埼玉（株）浦和美園店 048-812-2200175 四輪

埼玉県さいたま市緑区美園６－５－８ （株）サンユーさいたま 048-878-3631176 四輪

埼玉県さいたま市緑区美園６－８－１５ タイヤ館浦和美園 048-812-2021177 四輪

埼玉県さいたま市緑区美園６－９－２２ イエローハット浦和美園店 048-812-1401178 四輪

埼玉県越谷市レイクタウン１－１－２ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　越谷レイクタウ
ン店

048-961-7100179 四輪

埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１イオン
レイクタウンｍｏｒｉ１Ｆ

ネッツトヨタ埼玉（株）イオンレイクタウ
ン店

048-990-1166180 四輪

埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１イオン
レイクタウンｍｏｒｉ１Ｆ

ネッツトヨタ東埼玉（株）イオンレイクタ
ウン店

048-990-1122181 四輪

埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１イオン
レイクタウンｍｏｒｉ１Ｆ

埼玉トヨペット（株）イオンレイクタウン
店

048-990-1222182 四輪

埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１イオン
レイクタウンｍｏｒｉ１Ｆ

埼玉トヨタ自動車（株）イオンレイクタウ
ン店

048-990-1211183 四輪

埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１イオン
レイクタウンｍｏｒｉ１Ｆ

トヨタカローラ埼玉（株）イオンレイクタ
ウン店

048-990-1188184 四輪

埼玉県越谷市越ケ谷本町１１－２４ （株）原サイクル 048-962-3411185 二輪

埼玉県越谷市恩間新田４２７－１ ハラダサイクル 048-975-0216186 二輪

埼玉県越谷市花田１－３５－２８ クローバーランドカーズ越谷本店 048-951-3931187 四輪

埼玉県越谷市花田６－４－１４ クローバーランドカーズ越谷店 048-971-8235188 四輪

埼玉県越谷市蒲生寿町６－６０ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　南越谷店 048-987-2211189 四輪

埼玉県越谷市瓦曽根２－８－７１ 埼玉スバル自動車（株）越谷店 048-962-5171190 四輪

埼玉県越谷市宮前１ー５－２７ クローバーランドカーズ宮前店 048-971-7922191 四輪
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埼玉県越谷市宮本町５－２５６－１ 埼玉トヨペット（株）越谷支店 0489-65-3211192 四輪

埼玉県越谷市砂原７２１ （有）ケーズアップ 048-972-6661193 四輪

埼玉県越谷市七左町５－８２－２ （有）大場電機工業 0489-88-3528194 四輪

埼玉県越谷市七左町８－４６ カープロジェクト弐番館 048-951-5401195 四輪

埼玉県越谷市新越谷２－１８５－１ イエローハット越谷店 048-987-1680196 四輪

埼玉県越谷市新川町１－２０３ （株）Ｌｅｔ’ｓ 048-940-1702197 四輪

埼玉県越谷市神明町１－２００－１ 埼玉ダイハツ販売（株）越谷店 048-971-7143198 四輪

埼玉県越谷市神明町１－２５２－１ 埼玉トヨタ自動車（株）越谷マイカーセ
ンター

048-969-5211199 四輪

埼玉県越谷市神明町２－１４０ 中嶋自動車工業（株）越谷店 048-965-0008200 四輪

埼玉県越谷市神明町２－３６０－１ レクサス越谷 048-978-3300201 四輪

埼玉県越谷市神明町２－３７４ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　越谷バイパス
店

048-979-3211202 四輪

埼玉県越谷市西方２－２２－２ 山一自販（株） 048-960-5422203 四輪

埼玉県越谷市船渡５６６－１ 新島自動車（株） 048-970-3115204 四輪/二輪

埼玉県越谷市相模町２－４９ （有）澤田自動車 048-986-1044205 四輪

埼玉県越谷市増林３６００－１ （株）オートボーイネットワン越谷店 048-960-6666206 四輪

埼玉県越谷市袋山１７８８－４ レッドバロン越谷 048-974-3577207 二輪

埼玉県越谷市袋山１９０６ （株）ヤナセ越谷支店 048-968-1008208 四輪

埼玉県越谷市大間野町２－２１７－１ ホクエツ自動車販売（株）越谷サービ
スセンター

048-986-2211209 四輪

埼玉県越谷市大間野町３－６－１ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ越谷 0489-88-0711210 四輪

埼玉県越谷市大間野町４－２００ （有）上田電機工業所 0489-89-2115211 四輪

埼玉県越谷市大字大里４７４－１ オートバックス北越谷 048-977-8335212 四輪

埼玉県越谷市大泊４３５－１ フォルクスワーゲン越谷 048-974-0111213 四輪

埼玉県越谷市大房７１２－１ トヨタカローラ埼玉（株）北越谷店 048-970-8151214 四輪

埼玉県越谷市大房８００－２ （株）日産サティオ埼玉越谷店 0489-78-8777215 四輪

9/27 ページ



NEXCO東日本
ETC2.0購入サポートキャンペーン

取扱店一覧

住所 店舗名 電話番号NO

2018年6月26日現在

取扱

埼玉県越谷市大房９２９ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　越谷中央店 048-977-1100216 四輪

埼玉県越谷市大房９３２－１ （株）関東マツダ越谷店 0489-78-3413217 四輪

埼玉県越谷市大房９４９－２ ホンダオートテラス新越谷 048-975-2131218 四輪

埼玉県越谷市大里１４１－１ 埼玉トヨペット（株）Ｕ－ｃａｒランド一平
北越谷店

048-974-1551219 四輪

埼玉県越谷市大里５１５－１ ネッツトヨタ埼玉（株）越谷北店 0489-77-1941220 四輪

埼玉県越谷市大里６１７ 日産プリンス埼玉販売（株）越谷大袋
店

048-975-8121221 四輪

埼玉県越谷市大澤３２６５ （株）カーズシンエイ 048-962-4154222 四輪

埼玉県越谷市大澤４－７－１９ 関東三菱自動車販売（株）越谷大沢店 048-974-8821223 四輪

埼玉県越谷市谷中町１－１１１ 埼玉トヨタ自動車（株）越谷店 0489-64-2251224 四輪

埼玉県越谷市谷中町１－１４２ オートバックス越谷店 0489-66-3330225 四輪

埼玉県越谷市谷中町２－２９０ ＳＯＸ越谷店 050-3532-7105226 二輪

埼玉県越谷市東越谷３－６－１２ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ東越
谷

0489-66-1211227 四輪

埼玉県越谷市東越谷４－２９－１６ ネッツトヨタ埼玉（株）越谷花田店 0489-63-1511228 四輪

埼玉県越谷市東大沢２－２４－１６ 埼玉トヨペット（株）北越谷支店 0489-79-5511229 四輪

埼玉県越谷市東大沢２－３３－８ タイヤ館こしがや 048-979-9935230 四輪

埼玉県越谷市東大沢３－１２－１１ 埼玉トヨタ自動車（株）越谷東店 0489-79-3311231 四輪

埼玉県越谷市南越谷１－２８７４－１ トヨタカローラ埼玉（株）南越谷店 048-986-8171232 四輪

埼玉県越谷市南荻島１１９７－１ （有）アスピレーション 048-973-2250233 四輪

埼玉県越谷市南荻島１２９－１ Ａｕｄｉ越谷 048-970-0100234 四輪

埼玉県越谷市南荻島１３５－１ 日産プリンス埼玉販売（株）越谷南荻
島店

0489-76-8823235 四輪

埼玉県越谷市南荻島２３７ （株）スズキ自販埼玉スズキアリーナ
越谷

048-974-9331236 四輪

埼玉県越谷市南荻島７０８－１ （株）スカイオート 048-976-1235237 四輪

埼玉県越谷市南町３－１－８ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉中　越谷南店 048-985-7801238 四輪

埼玉県越谷市平方１２３４－１ （有）モトファクトリーコーポレーション 048-972-1556239 二輪
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埼玉県越谷市平方１９３１－１ （株）ロイヤルコーポレーション 048-970-8833240 四輪

埼玉県越谷市北越谷２－１１－９ 越谷丸八電機（有） 0489-76-0806241 四輪

埼玉県越谷市弥十郎字圦前４４８ 埼玉ダイハツ販売（株）越谷北店 048-970-0155242 四輪

埼玉県吉川市栄町１４０３ 埼玉トヨタ自動車（株）吉川店 0489-82-9611243 四輪

埼玉県吉川市栄町１５２５－１ イエローハット吉川店 0489-81-5311244 四輪

埼玉県吉川市栄町７３４－１ トヨタカローラ埼玉（株）吉川店 048-981-3531245 四輪

埼玉県吉川市美南４－６－５ タイヤ館吉川 048-984-1251246 四輪

埼玉県戸田市下戸田２－３２－１３ ナップスメンテナンスショップ戸田店 048-447-7770247 二輪

埼玉県戸田市喜沢１－１９－８ タイヤ館西川口 048-431-0608248 四輪

埼玉県戸田市喜沢１－４６－１２ （株）関東マツダ川口店 048-442-6151249 四輪

埼玉県戸田市笹目１－３６－６ トヨタカローラ新埼玉（株）戸田店 048-449-5200250 四輪

埼玉県戸田市笹目４－１９－２１ モトフィールドドッカーズ埼玉 048-449-0502251 二輪

埼玉県戸田市笹目６－１－２ （有）アールエス 048-424-0260252 四輪

埼玉県戸田市笹目６－２３－２ スーパーオートバックスＴＯＤＡ 048-424-0189253 四輪

埼玉県戸田市上戸田５－１－１４ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　戸田店 048-447-1811254 四輪

埼玉県戸田市新曽１７４３ （株）日産サティオ埼玉戸田新曽店 048-445-6500255 四輪

埼玉県戸田市新曽１７９５－１ （株）関東マツダ戸田店 048-446-1484256 四輪

埼玉県戸田市新曽２２７１ 埼玉トヨペット（株）戸田支店 048-442-5691257 四輪

埼玉県戸田市早瀬１－１５－９ （株）ビーステージ早瀬店 048-458-0995258 四輪

埼玉県戸田市中町２－３－７ （有）荻原自動車 048-442-3833259 四輪

埼玉県戸田市美女木　３－９－１ 埼玉トヨタ自動車（株）戸田店 048-421-3911260 四輪

埼玉県戸田市美女木１－３０－６ ウイザムカーズファクトリー 048-423-2404261 四輪

埼玉県戸田市美女木１３２３－６ （株）イエローハット商品部カーエレクト
ロニクス課

048-449-7720262 四輪

埼玉県戸田市美女木１３２３－６ イエローハット美女木店 048-424-1111263 四輪
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埼玉県戸田市美女木１３２３－６ ライダーズスタンド美女木２りんかん 048-449-6321264 二輪

埼玉県戸田市美女木２－１７－１１ （有）内田電機工業 048-421-4223265 四輪

埼玉県戸田市美女木２－２７－３４ （株）ビーステージ 048-449-7033266 四輪

埼玉県戸田市美女木３－２１－９ プジョー美女木 048-421-0406267 四輪

埼玉県戸田市美女木３－２３－３ 中村オートパーツ（株）戸田営業所 048-449-8555268 四輪

埼玉県戸田市美女木３－４－１１ ネッツトヨタ埼玉（株）戸田美女木店 048-422-7611269 四輪

埼玉県戸田市美女木４－１０－１ 大東実業（株）戸田出張所 048-422-7708270 四輪

埼玉県戸田市美女木４－１１－１６ アイテル（株）北関東ＣＳＢ 048-449-5311271 四輪

埼玉県戸田市美女木４－１９－９ （株）スカーラサポート埼玉工場 048-423-2110272 四輪

埼玉県戸田市美女木４－２－９ 代田橋自動車（有）戸田工場 048-421-4791273 四輪

埼玉県戸田市美女木５－１－５ 飯村自動車興業（株）戸田サービスセ
ンター

048-421-7321274 四輪

埼玉県戸田市美女木６－９－６ （有）アールシーエス 048-422-9567275 四輪

埼玉県戸田市氷川町２－１４－５ セントラル自動車技研（株）戸田サー
ビスセンター

048-420-6006276 四輪

埼玉県戸田市氷川町２－１７－３０ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　戸田南店 048-431-6511277 四輪

埼玉県戸田市氷川町３－１－３０ Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ戸田公園 048-420-3200278 四輪

埼玉県戸田市本町５－４－１７ 首都圏物流事業協同組合 048-444-5108279 四輪

埼玉県三郷市ピアラシティ２－１１－２ オートバックス三郷店 048-949-7788280 四輪

埼玉県三郷市栄３－１８６ （有）鈴木自動車整備工場 048-952-0365281 四輪

埼玉県三郷市駒形１４５ オニキス三郷店 0489-53-7121282 四輪

埼玉県三郷市戸ケ崎３－１０５－１ 埼玉トヨタ自動車（株）三郷店 0489-56-2111283 四輪

埼玉県三郷市戸ケ崎３－７１０－２ （有）吉野自動車三郷営業所 048-955-8888284 四輪/二輪

埼玉県三郷市戸ケ崎５－９１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉中　三郷店 048-955-2525285 四輪

埼玉県三郷市幸房１６３－１ （株）ＶＩＲＫＩＮ 048-971-9550286 四輪

埼玉県三郷市上彦名１３３ 日産プリンス埼玉販売（株）三郷八条
橋店

0489-58-8321287 四輪
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埼玉県三郷市上彦名２３５－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　三郷西店 048-949-7000288 四輪

埼玉県三郷市上彦名２５７－５ イエローハット三郷店 0489-52-5301289 四輪

埼玉県三郷市上彦名２７８ レッドバロン三郷 048-959-2657290 二輪

埼玉県三郷市上彦名２８７－４ 埼玉ダイハツ販売（株）三郷店 048-952-3120291 四輪

埼玉県三郷市上彦名３２２－５ ネッツトヨタ埼玉（株）新三郷店 0489-59-0511292 四輪

埼玉県三郷市上彦名４２０ 中村オートパーツ（株）三郷営業所 048-949-5582293 四輪

埼玉県三郷市上彦名４３２－１ 埼玉トヨペット（株）三郷支店 0489-52-8381294 四輪

埼玉県三郷市上彦名５３０－１ トヨタカローラ埼玉（株）三郷上彦名店 048-957-5151295 四輪

埼玉県三郷市上彦名５３１－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　三郷中央店 048-957-8212296 四輪

埼玉県三郷市新和５－３０７－１ （株）ジャンプ 048-953-1936297 四輪

埼玉県三郷市中央３－４６－８ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ三郷 048-949-4911298 四輪

埼玉県三郷市中央５－３０－２ フェローズインターナショナル（株） 048-999-5396299 四輪

埼玉県三郷市天神２－７７ （株）スズキ自販埼玉スズキアリーナ
三郷インター

048-953-3522300 四輪

埼玉県三郷市南蓮沼２４３－１ 埼玉スバル自動車（株）三郷店 048-958-6500301 四輪

埼玉県三郷市番匠免１－１５ 岩田自動車工業（株） 048-953-2421302 四輪

埼玉県三郷市番匠免１－３２４ （有）カーリバイバルショップイワタ 048-959-9944303 四輪

埼玉県志木市上宗岡２－１３－２２ 埼玉トヨペット（株）志木支店 048-474-3001304 四輪

埼玉県志木市中宗岡１－１５－４ トヨタカローラ新埼玉（株）志木店 048-474-6060305 四輪

埼玉県志木市中宗岡１－６－１３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　志木　志木店 048-473-0532306 四輪

埼玉県志木市中宗岡３－８－１３ （株）グロスピット志木サービスセン
ター

048-470-0611307 四輪

埼玉県志木市本町１－１１－４１ （株）ホンダ二輪・新宿Ｂ！志木店 048-474-7500308 二輪

埼玉県春日部市下大増新田８５－３ 白光電機（有）春日部営業所 048-731-0853309 四輪

埼玉県春日部市下柳３７５－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　春日部東店　 048-718-0155310 四輪

埼玉県春日部市金崎３９５－１ （有）相馬モータース春日部東支店 048-797-6321311 四輪
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埼玉県春日部市金崎６５６－１ ファントム 048-745-4446312 四輪

埼玉県春日部市小渕２２０－１ （株）はとや春日部店 048-753-5533313 二輪

埼玉県春日部市小渕３１ 東武スズキ販売（株） 048-754-2040314 四輪

埼玉県春日部市小渕５４３－１ 中村オートパーツ（株）春日部営業所 048-754-1221315 四輪

埼玉県春日部市小渕５８８ 埼玉スバル自動車（株）春日部店 048-761-1311316 四輪

埼玉県春日部市小渕７５８－１ トヨタカローラ埼玉（株）春日部小渕店 048-752-4101317 四輪

埼玉県春日部市小渕８１１－１ オートスタイル春日部本店 048-753-1101318 四輪

埼玉県春日部市上大増新田２４４－２ ページワン 048-738-9200319 二輪

埼玉県春日部市増戸７３８－３ （株）リクサン春日部営業所 048-812-5310320 四輪

埼玉県春日部市増戸８１０ イエローハット春日部１６号バイパス店 048-763-3101321 四輪

埼玉県春日部市増富３１０－１ フォルクスワーゲン春日部 048-753-7733322 四輪

埼玉県春日部市増富７３３－１ レッドバロン春日部 048-755-2901323 二輪

埼玉県春日部市大字八丁目５５１－１ 埼玉トヨペット（株）春日部支店 048-761-3501324 四輪

埼玉県春日部市谷原２－１－５ 埼玉トヨペット（株）春日部谷原支店 048-761-6131325 四輪

埼玉県春日部市南栄町１８－１５ 埼玉トヨペット（株）Ｕ－ｃａｒランド一平
春日部店

048-754-2311326 四輪

埼玉県春日部市南栄町１８－２２ 日産プリンス埼玉販売（株）春日部Ｒ
１６号店

048-761-7771327 四輪

埼玉県春日部市南中曽根８４９－６ （株）アリム 048-761-5555328 四輪

埼玉県春日部市梅田１－５－２０ （株）フリーウェイ 048-755-2200329 四輪

埼玉県春日部市梅田２－６－１１ スズキアリーナ春日部中央 048-761-3648330 四輪

埼玉県春日部市粕壁東５－１４－２７ トヨタカローラ埼玉（株）春日部東店 048-754-6408331 四輪

埼玉県春日部市粕壁東５－１５－３３ （株）日産サティオ埼玉春日部店 048-752-4466332 四輪

埼玉県春日部市八丁目４５１―１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　春日部店 048-754-7831333 四輪

埼玉県春日部市備後東５－１４－１ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ春日
部

048-736-3711334 四輪

埼玉県春日部市浜川戸１－８－１０ 埼玉ダイハツ販売（株）春日部店 048-752-6361335 四輪
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埼玉県春日部市不動院野１６５６－１ オートバックス春日部店 048-760-1171336 四輪

埼玉県春日部市豊町３－１－４ ネッツトヨタ埼玉（株）春日部店 048-734-0611337 四輪

埼玉県春日部市豊町５－２２－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　春日部南店 048-753-1122338 四輪

埼玉県春日部市緑町１－８－１０ （株）関東マツダ春日部店 048-735-5201339 四輪

埼玉県春日部市緑町１－８－１３ 日産プリンス埼玉販売（株）春日部緑
町店

048-735-6241340 四輪

埼玉県春日部市緑町４－１－２６ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉中　春日部中央
店

048-738-1781341 四輪

埼玉県春日部市緑町４－１－２８ （株）スズキ自販埼玉スズキアリーナ
春日部

048-733-5151342 四輪

埼玉県春日部市緑町４－１－３２ タイヤ館春日部 048-739-5022343 四輪

埼玉県春日部市緑町４－６－３２ 埼玉トヨタ自動車（株）春日部店 048-737-1131344 四輪

埼玉県上尾市壱丁目１４１－２ 愛車広場カーリンク上尾店 048-725-9448345 四輪

埼玉県上尾市原市２－１３ トヨタカローラ新埼玉（株）東大宮店 048-722-1811346 四輪

埼玉県上尾市原市２４７－１ ライコランド埼玉店 048-723-8211347 二輪

埼玉県上尾市原市３９１２－１ プジョー上尾 048-720-2206348 四輪

埼玉県上尾市向山１－１３－１３ オニキス上尾店 048-780-3311349 四輪

埼玉県上尾市向山１－５６－１ トヨタカローラ新埼玉（株）上尾向山店 048-725-8881350 四輪

埼玉県上尾市向山２５８－２ 埼玉トヨペット（株）上尾支店 048-781-5161351 四輪

埼玉県上尾市向山３－５７－１３ 埼玉トヨタ自動車（株）上尾西店 048-726-3001352 四輪

埼玉県上尾市小泉１２２－１ ＡＧＴオートサービス 048-793-7723353 四輪

埼玉県上尾市小敷谷７２４ 上尾自動車工業（株） 048-725-2222354 四輪

埼玉県上尾市上１３１７－３ニューハイツ熊
野１０１

（株）オームテクニカ関東営業所 048-782-4917355 四輪

埼玉県上尾市上２３７ 中村オートパーツ（株）上尾営業所 048-779-7221356 四輪

埼玉県上尾市上２４６－３ （株）ヤナセ上尾支店 048-772-0660357 四輪

埼玉県上尾市上２５１－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉中　上尾中央店 048-775-9171358 四輪

埼玉県上尾市上２７７－１ （株）はとや上尾店 048-775-2861359 二輪
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埼玉県上尾市上平中央１－１１－９ 埼玉トヨタ自動車（株）上尾店 048-774-3311360 四輪

埼玉県上尾市大字壱丁目４０２－１７ タイヤ館上尾 048-726-7870361 四輪

埼玉県上尾市大字上１７７８ 上尾三菱自動車販売（株）上尾店 048-774-6050362 四輪

埼玉県上尾市大字上２８５－１ ネッツトヨタ東埼玉マイネッツ上尾 048-771-3575363 四輪

埼玉県上尾市中妻２－２－６ トヨタカローラ埼玉（株）上尾中妻店 048-771-2011364 四輪

埼玉県上尾市中妻５－１１－２ ネッツトヨタ埼玉（株）北上尾店 048-774-6241365 四輪

埼玉県上尾市東町１－１－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　桶川　上尾南店 048-770-0011366 四輪

埼玉県上尾市東町１－３－２７ ライダーズスタンド上尾２りんかん 048-778-5512367 二輪

埼玉県上尾市二ツ宮１１２６ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　上尾東　上尾東店 048-771-1591368 四輪

埼玉県上尾市二ツ宮７６０－１ ネッツトヨタ埼玉（株）上尾店 048-774-1471369 四輪

埼玉県上尾市日の出２－３－１７ （有）スズヤオート 048-777-0611370 二輪

埼玉県上尾市日の出３－２－２８ トヨタカローラ埼玉（株）上尾本店 048-775-8811371 四輪

埼玉県上尾市日の出３－３－１１ アルファロメオ大宮 048-778-2633372 四輪

埼玉県上尾市日の出３－３－３３ 千葉トヨペット（株）レクサス上尾店 048-776-5222373 四輪

埼玉県上尾市日の出３－６－１ レッドバロン上尾 048-772-5800374 二輪

埼玉県上尾市柏座２－７－１８ （株）日産サティオ埼玉上尾店 048-779-9023375 四輪

埼玉県上尾市平塚２１６７ タイヤ館上尾平塚 048-778-1121376 四輪

埼玉県上尾市平塚８５８－４ 日産プリンス埼玉販売（株）上尾平塚
店

048-770-6323377 四輪

埼玉県上尾市弁財２－４－４ 中発販売（株）埼玉営業所 048-778-6710378 四輪

埼玉県上尾市緑ヶ丘３－５－４７ イエローハット北上尾店 048-774-6363379 四輪

埼玉県上尾市緑丘４－３－６ 埼玉トヨペット（株）Ｕ－ｃａｒランド一平
上尾店

048-773-8051380 四輪

埼玉県上尾市緑丘４－４－７ フォルクスワーゲン上尾 048-778-7777381 四輪

埼玉県上尾市緑丘４－７－７ スズキアリーナ上尾 048-775-1371382 四輪

埼玉県新座市あたご１－３－４３ （株）キリン自動車 0424-93-2415383 四輪
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埼玉県新座市栗原６－３－６ （有）常岡自動車 042-421-2053384 四輪

埼玉県新座市菅沢２－１２－３３ 中村オートパーツ（株）新座営業所 048-479-7921385 四輪

埼玉県新座市西堀３－２－２１ （株）パティオ新座店 0424-91-0660386 四輪

埼玉県新座市大和田１－７－４０ 関東三菱自動車販売（株）新座店 048-479-5411387 四輪

埼玉県新座市道場２－１４－９ ネッツトヨタ埼玉（株）新座店 048-481-6288388 四輪

埼玉県新座市馬場４－１０－６ （有）ジェーイー自動車販売 048-479-6021389 四輪

埼玉県新座市畑中３－１－１ （株）弁慶サービスセンター 048-482-1227390 二輪

埼玉県新座市北野１－１－１７ （株）関東マツダ新座店 048-479-3911391 四輪

埼玉県新座市野火止１－１０－３０ ホンダドリーム新座 048-483-7733392 二輪

埼玉県新座市野火止１－１２－２９ （株）関東マツダ朝霞店 048-477-4155393 四輪

埼玉県新座市野火止１－１２－３１ トヨタカローラ新埼玉（株）新座店 048-478-1040394 四輪

埼玉県新座市野火止４－２－７ （株）スターワークス 048-483-8588395 二輪

埼玉県新座市野火止４－４－３７ 埼玉ダイハツ販売（株）新座店 048-478-8203396 四輪

埼玉県新座市野火止４－５－１０ （有）並木自動車整備工業 048-478-3006397 四輪

埼玉県新座市野火止４－５－４３ レッドバロン新座 048-481-0600398 二輪

埼玉県新座市野火止５－６－８ ホンダオートテラス志木 048-479-5585399 四輪

埼玉県新座市野火止６－４－１２ ＬＥＸ 048-424-4334400 二輪

埼玉県新座市野火止７－１０－５０ 埼玉トヨペット（株）新座支店 048-480-3717401 四輪

埼玉県新座市野火止７－２－４ イエローハット新座店 048-478-4211402 四輪

埼玉県新座市野火止７－４－６ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　坂戸　新座店 048-482-7111403 四輪

埼玉県新座市野火止８－１－９ 新座自動車（株） 048-478-3571404 四輪

埼玉県新座市野火止８－３－１ タイヤ館あさか 048-482-0492405 四輪

埼玉県川越市かし野台２－１８－２６ 日産プリンス埼玉販売（株）川越店 049-243-1166406 四輪

埼玉県川越市下赤坂４２ カーフレーム 049-257-5511407 四輪
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埼玉県川越市下赤坂７３４－１ 中台モータース 049-261-4797408 四輪

埼玉県川越市笠幡６９－５９ ネッツトヨタ埼玉（株）霞ヶ関店 0492-32-3811409 四輪

埼玉県川越市岸町２－１２－１ 埼玉トヨペット（株）川越支店 049-242-2618410 四輪

埼玉県川越市岸町２－９－３ レッドバロン川越 049-246-6225411 二輪

埼玉県川越市岸町２－９－５ 埼玉トヨペット（株）Ｕ－ｃａｒランド一平
川越店

049-238-6200412 四輪

埼玉県川越市吉田１００ （有）小嶋自動車工業 049-232-1200413 四輪/二輪

埼玉県川越市宮元町６２－３ フォルクスワーゲン川越 049-227-5537414 四輪

埼玉県川越市広栄町１０－８ ライダーズスタンド川越２りんかん 0492-43-7442415 二輪

埼玉県川越市広栄町２３－７ （株）日産サティオ埼玉川越店 0492-46-2332416 四輪

埼玉県川越市広栄町５－１ Ａｕｄｉ川越 048-249-0011417 四輪

埼玉県川越市広栄町８－７ （有）大沢蓄電池工業所 0492-43-3838418 四輪

埼玉県川越市今福１３４０－８ （有）三喜コーポレーション 049-244-0597419 四輪

埼玉県川越市砂６４－６ （株）スズキトラストスズキアリーナ川
越南店

049-249-3131420 四輪

埼玉県川越市砂新田１２９ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　川越　川越中央店 049-242-4591421 四輪

埼玉県川越市山田１５８８－２ （株）スズキ自販西埼玉スズキアリー
ナ川越山田

049-223-0909422 四輪

埼玉県川越市山田３６３ 埼玉スバル自動車（株）川越店 049-222-4535423 四輪

埼玉県川越市山田字東町１６６０－１ 中村オートパーツ（株）川越営業所 049-223-0182424 四輪

埼玉県川越市小ケ谷４４７－８ トヨタカローラ新埼玉（株）西川越店 0492-44-0990425 四輪

埼玉県川越市小仙波６２０－２ オートバックス・川越店 049-226-0189426 四輪

埼玉県川越市小仙波６８８ タイヤ館かわごえ 049-227-5570427 四輪

埼玉県川越市小仙波８９８－１ ウチダオート（株）川越 049-225-6161428 四輪

埼玉県川越市松郷８５８－２ レクサス川越 049-229-2600429 四輪

埼玉県川越市松郷８６２－１ （株）関東マツダ川越店 049-223-1410430 四輪

埼玉県川越市松郷８９０－５ セントラル自動車技研（株）ＭＩＮＩ川越 049-223-3932431 四輪
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埼玉県川越市上野田町２３－１ ホンダオートテラス川越 049-246-4415432 四輪

埼玉県川越市上野田町２３－３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　川越　川越西店 049-247-5911433 四輪

埼玉県川越市上野田町３２－１２ （株）小髙自動車 049-243-3648434 四輪

埼玉県川越市新宿町１－１４－４ ＳＯＸ川越店 049-238-8088435 二輪

埼玉県川越市新宿町２－１９－１０ Ｍｏｔｏｒｒａｄ川越 049-257-5158436 二輪

埼玉県川越市新宿町２－１９－１０ （株）テクノコシダ埼玉支店 049-243-1703437 四輪

埼玉県川越市神明町１２ 関東三菱自動車販売（株）川越店 049-224-7121438 四輪

埼玉県川越市神明町３７－１ ネッツトヨタ埼玉（株）川越店 0492-25-6061439 四輪

埼玉県川越市諏訪町１５－３６ バリューサイト 049-249-5007440 四輪

埼玉県川越市大字砂新田１１４ トヨタカローラ新埼玉（株）川越店 0492-43-1965441 四輪

埼玉県川越市大字山田９３２－１ 埼玉トヨペット（株）川越北支店 0492-22-9611442 四輪

埼玉県川越市大字大仙波３７１－１ （株）ＩＤＫ 0492-25-4001443 四輪

埼玉県川越市大字大袋新田９６４ 関東三菱自動車販売（株）川越南店 0492-41-8711444 四輪

埼玉県川越市大字的場２６３５－１ 埼玉トヨペット（株）川越西支店 0492-33-6200445 四輪

埼玉県川越市大仙波３５９－１ （株）はとや川越店 049-226-1110446 二輪

埼玉県川越市大仙波３７３－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　川越東店 049-225-8321447 四輪

埼玉県川越市大仙波３９０－１ セントラル自動車技研（株）川越営業
所

0492-24-0050448 四輪

埼玉県川越市大仙波３９５－１ 埼玉トヨタ自動車（株）川越店 049-225-2411449 四輪

埼玉県川越市大仙波９５１－１ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ川越 049-228-1166450 四輪

埼玉県川越市大仙波９５７－１ （株）ヤナセ川越支店サービス課 049-227-5551451 四輪

埼玉県川越市大仙波９６９－１ 日産プリンス埼玉販売（株）川越仙波
店

049-226-5123452 四輪

埼玉県川越市大塚１－２５－１ （株）関東マツダ川越西店 0492-48-2811453 四輪

埼玉県川越市大塚１－３２－１１ 埼玉トヨタ自動車（株）川越マイカーセ
ンター

049-245-5671454 四輪

埼玉県川越市的場８０２－１ 埼玉トヨタ自動車（株）川越西店 049-234-3411455 四輪

19/27 ページ



NEXCO東日本
ETC2.0購入サポートキャンペーン

取扱店一覧

住所 店舗名 電話番号NO

2018年6月26日現在

取扱

埼玉県川越市的場８０５－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉県央　川越的場
店

049-237-5800456 四輪

埼玉県川越市的場８２８－１ イエローハット川越的場店 0492-34-1680457 四輪

埼玉県川越市藤間２０９－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉南　川越南店 049-241-3500458 四輪

埼玉県川越市藤間５０３－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉南　スモールスト
ア

049-238-7155459 四輪

埼玉県川越市藤間５６３－３ （株）関東マツダ上福岡店 0492-45-7411460 四輪

埼玉県川越市藤間７３７－１ スウマガゼンドゥモト 049-242-8810461 二輪

埼玉県川越市南台２－３－１７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　川越インター店 049-244-3030462 四輪

埼玉県川越市南台２－３－１９ ハーレーダビッドソンシティ川越店 049-249-2280463 二輪

埼玉県川越市府川１５－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　川越北　川越北店 049-225-2251464 四輪

埼玉県川越市府川２３－４ （株）ワークス 049-226-6099465 四輪

埼玉県川越市府川３７－１ 埼玉ダイハツ販売（株）川越山田店 049-226-1070466 四輪

埼玉県川越市府川４６－１ 秋谷自動車工業（株） 049-223-1914467 四輪

埼玉県川越市福田９７５－２ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　川越２５４店 049-224-3003468 四輪

埼玉県川越市豊田町３－１２－７ イエローハット川越インター店 0492-43-8911469 四輪

埼玉県川越市問屋町１５－１ （有）雲然自動車工場 049-226-2222470 四輪

埼玉県川口市栄町１－１６－１２ 埼玉トヨタ自動車（株）川口店 048-253-1531471 四輪

埼玉県川口市栄町１－１－９ 日産プリンス埼玉販売（株）川口栄町
店

048-252-7758472 四輪

埼玉県川口市栄町１－１９－１０ トヨタカローラ埼玉（株）川口栄町店 048-253-6551473 四輪

埼玉県川口市戸塚２－１１－１４ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　東川口駅前店 048-291-5566474 四輪

埼玉県川口市戸塚３－１９－１９ 日産プリンス埼玉販売（株）川口戸塚
店

048-296-5023475 四輪

埼玉県川口市戸塚４－２６－２３ 埼玉トヨタ自動車（株）東川口店 048-297-6611476 四輪

埼玉県川口市戸塚４－５－１９ （株）スズキ自販埼玉スズキアリーナ
東川口

048-290-5700477 四輪

埼玉県川口市戸塚４－９－８ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ東川
口

048-291-1211478 四輪

埼玉県川口市戸塚５－１５－３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　東川口店 048-291-3131479 四輪
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埼玉県川口市戸塚東３－３－２２ 埼玉トヨペット（株）東川口支店 048-297-1155480 四輪

埼玉県川口市幸町１－４－１５ レクサス川口 048-258-9100481 四輪

埼玉県川口市江戸袋１－１２－８ 日産プリンス埼玉販売（株）川口新郷
店

048-283-9500482 四輪

埼玉県川口市差間１２４－１ （株）フジミオート 048-294-3353483 四輪

埼玉県川口市坂下町１－１４－１４ タイヤ館１２２鳩ヶ谷 048-288-7344484 四輪

埼玉県川口市坂下町４－５－２２ ネッツトヨタ埼玉（株）川口坂下店 048-284-6321485 四輪

埼玉県川口市桜町１－６－１１ （株）キズキ鳩ヶ谷店 048-288-8108486 二輪

埼玉県川口市芝４４０６－１ ホクエツ自動車販売（株）本社サービ
スセンター

048-261-3331487 四輪

埼玉県川口市芝４４１８ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　川口北店 048-263-0005488 四輪

埼玉県川口市芝４４３４ 埼玉スバル自動車（株）川口店 048-266-2344489 四輪

埼玉県川口市芝７２０７ （株）日産サティオ埼玉川口芝店 048-261-2332490 四輪

埼玉県川口市芝７２０９－１ ＧＴＮＥＴ埼玉 048-499-3300491 四輪

埼玉県川口市芝下１－１－２２ オニキス川口中央店 048-269-7723492 四輪

埼玉県川口市芝下１－１－３ （株）スズキ自販埼玉スズキアリーナ
川口芝

048-265-4311493 四輪

埼玉県川口市芝中田２－２２－２２ トヨタカローラ埼玉（株）川口店 048-261-8755494 四輪

埼玉県川口市芝中田２－３３－３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　川口西店 048-265-7111495 四輪

埼玉県川口市芝中田２－４４－７ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ川口 048-268-1415496 四輪

埼玉県川口市上青木４－２０－８ 埼玉ダイハツ販売（株）川口上青木店 048-269-7770497 四輪

埼玉県川口市上青木５－８－６ 関東三菱自動車販売（株）川口境橋店 048-269-2811498 四輪

埼玉県川口市上青木６－２９－２３ （株）タカノオート 048-267-2351499 四輪

埼玉県川口市西新井宿１１７ ウチダオート（株） 048-284-0321500 四輪

埼玉県川口市西青木２－１－３１ ネッツトヨタ埼玉（株）川口青木店 048-253-8585501 四輪

埼玉県川口市西青木４－６－２７ （株）関東マツダ川口青木店 048-251-1063502 四輪

埼玉県川口市青木１－２２－２２ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ青木
橋

048-257-1611503 四輪
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埼玉県川口市川口６－３－２５ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　川口中央店 048-256-0505504 四輪

埼玉県川口市大字峯９０３－１ （株）和幸自動車 048-296-4822505 四輪

埼玉県川口市中青木３－５－１５ セントラル自動車技研（株）川口サー
ビス

048-259-4400506 四輪

埼玉県川口市朝日１－１－３０ ＹＳＰ川口 048-225-0111507 二輪

埼玉県川口市朝日１－５－２０ セントラル自動車技研（株）川口支店 048-223-4415508 四輪

埼玉県川口市朝日１－７－１７ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　川口１２２店 048-223-7103509 四輪

埼玉県川口市朝日２－２８－１２ レッドバロン川口南 048-227-3610510 二輪

埼玉県川口市東領家２－３３－１ イエローハット川口領家店 048-228-5555511 四輪

埼玉県川口市道合９７８－８ パシフィックジャパン 048-242-3993512 四輪

埼玉県川口市南鳩ヶ谷１－３－１４ （株）千代田技工ホンダカーズ鳩ヶ谷 048-281-3575513 四輪

埼玉県川口市南鳩ヶ谷２－２４－２ 中村オートパーツ（株）川口営業所 048-291-9990514 四輪

埼玉県川口市南鳩ヶ谷３－２２－２３ ソックス川口店 048-281-1666515 二輪

埼玉県川口市並木１－２５－２６ オートバックス川口店 048-251-1776516 四輪

埼玉県川口市並木２－６－２０ （有）横山輪業 048-252-2775517 二輪

埼玉県川口市峯５２１－１ オートバックス草加店 0482-92-4811518 四輪

埼玉県川口市峯９８１－４ スズキオート新郷 048-298-0001519 四輪

埼玉県川口市北原台２－２０－２４ ライダーズスタンド東川口２りんかん 048-297-1301520 二輪

埼玉県川口市本町１－１８－１５ ジェームス１２２川口本町店 048-227-8122521 四輪

埼玉県川口市本町１－９－１７ 丸八電機工業（株） 048-222-4030522 四輪

埼玉県川口市本蓮４－２－３９ 川口トラック協同組合輸送センター 048-285-1422523 四輪

埼玉県川口市本蓮４－７－３８ いすゞライネックス（株）川口輸送課 048-282-9121524 四輪

埼玉県川口市本蓮４－７－３８ いすゞ自動車首都圏（株）東京北サー
ビスセンター

048-282-9100525 四輪

埼玉県川口市末広１－１９－５ （株）スズキアリーナ川口 048-223-1911526 四輪

埼玉県川口市末広１－２６－７ 埼玉ダイハツ販売（株）川口店 048-222-5513527 四輪
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埼玉県川口市末広１－３－１２ （株）関東マツダ川口末広店 048-223-5191528 四輪

埼玉県川口市末広１－４－２２ 埼玉トヨペット（株）川口支店 048-222-6026529 四輪

埼玉県川口市末広１－４－２３ ハーレーダビッドソンセントラル川口 048-222-2828530 二輪

埼玉県川口市柳根町１８－１０ 埼玉トヨタ自動車（株）川口北店 048-261-8411531 四輪

埼玉県川口市柳根町５－１０ ホンダオートテラス川口 048-262-1100532 四輪

埼玉県草加市旭町４－７－１８ （株）ホリエオート草加店 048-943-1500533 四輪

埼玉県草加市栄町１－８－１７ （有）オートショップ大野商会 048-931-4563534 二輪

埼玉県草加市栄町２－１－４３ 埼玉ダイハツ販売（株）草加店 048-935-2171535 四輪

埼玉県草加市栄町２－８－３１ 埼玉トヨペット（株）草加支店 0489-35-3121536 四輪

埼玉県草加市花栗２－１０－２６ （株）はとや草加店 0489-42-3121537 二輪

埼玉県草加市花栗２－１－２５ （株）日産サティオ埼玉草加店 048-923-2332538 四輪

埼玉県草加市柿木町１１２６－３ （有）埼玉電装技研 048-932-1030539 四輪

埼玉県草加市松江２－３－４６ 埼玉トヨタ自動車（株）草加店 048-936-7011540 四輪

埼玉県草加市松江３－１－７ （株）スズキ自販埼玉スズキアリーナ
草加

048-931-3071541 四輪

埼玉県草加市松江３－４－２ 関東三菱自動車販売（株）草加店 048-935-4321542 四輪

埼玉県草加市新善町１３６ （株）スズキ自販埼玉スズキアリーナ
草加新善

048-941-8811543 四輪

埼玉県草加市新善町４４６－１ （株）関東マツダ草加店 048-946-1222544 四輪

埼玉県草加市新善町４５４－９ セントラル自動車技研（株）ＭＩＮＩ草加 048-946-3298545 四輪

埼玉県草加市新里町７２４ 三洲自動車工業（株） 048-927-0901546 四輪

埼玉県草加市神明２－３－１０ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ草加 048-933-0511547 四輪

埼玉県草加市清門３－１－２ タイヤ館草加インター 048-942-1010548 四輪

埼玉県草加市西町１１０－１ ネッツトヨタ埼玉（株）草加店 048-922-7100549 四輪

埼玉県草加市西町１２１２－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　草加南店 048-927-2631550 四輪

埼玉県草加市西町１２２５－１ イエローハット草加店 048-921-1680551 四輪
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埼玉県草加市西町２５５－１ ホンダオートテラス草加中央 048-912-1520552 四輪

埼玉県草加市谷塚仲町２４９－４ レッドバロン草加 048-921-0051553 二輪

埼玉県草加市谷塚仲町４１３ 日産プリンス埼玉販売（株）草加谷塚
店

0489-27-8484554 四輪

埼玉県草加市谷塚仲町４６５－１ ＯＮＩＸ草加バイパス店（株）ユニティー 048-925-5693555 四輪

埼玉県草加市谷塚町１９９８ ロングＥＴＣ事業部 048-920-6235556 四輪

埼玉県草加市八幡町１３２３－３ クリアランス本店 048-932-2222557 二輪

埼玉県草加市氷川町２１７６－１２ （株）バイクプラザガイア 048-925-4582558 二輪

埼玉県草加市苗塚町５６２ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　草加店 048-927-1050559 四輪

埼玉県草加市弁天町４－１１－３ トヨタカローラ埼玉（株）草加店 048-931-3591560 四輪

埼玉県草加市北谷１－２－２１ ホンダドリーム草加 048-946-7788561 二輪

埼玉県草加市北谷１－２６－３６ オートサービスＵ－ＮＥＯ 048-941-0864562 四輪

埼玉県草加市両新田西町２２２－１ （有）ケー・ディーカーサービス 048-925-0534563 四輪

埼玉県朝霞市栄町４－１－１６ ＭＳネット（株） 050-3733-1375564 四輪

埼玉県朝霞市栄町４－２－１６ （株）フラット 048-464-0017565 四輪

埼玉県朝霞市栄町４－４－２３ （株）スズキ自販西埼玉スズキアリー
ナ朝霞

048-468-5711566 四輪

埼玉県朝霞市栄町４－７－２１ 埼玉トヨペット（株）朝霞支店 048-462-1273567 四輪

埼玉県朝霞市幸町３－１１－２４ 埼玉電装サービス（株） 048-461-5549568 四輪

埼玉県朝霞市上内間木４２８－３　ＮＴオート
サービス内２F

日産自動車販売（株）販売部朝霞事務
所

048-456-0260569 四輪

埼玉県朝霞市泉水２－４－４ 日産プリンス埼玉販売（株）新朝霞泉
水店

048-498-8823570 四輪

埼玉県朝霞市泉水２－８－２ ネッツトヨタ埼玉（株）朝霞泉水店 048-465-0811571 四輪

埼玉県朝霞市朝志ヶ丘４－１－３１ （有）モトハウスタカハシ 048-476-0155572 二輪

埼玉県朝霞市膝折町２－１２－５０ 埼玉トヨタ自動車（株）朝霞店 048-463-2211573 四輪

埼玉県朝霞市膝折町２－１３－５５ オートバックス２５４朝霞店 048-468-0671574 四輪

埼玉県朝霞市膝折町２－１３－６８ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉南　朝霞店 048-460-4500575 四輪
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埼玉県朝霞市膝折町４－２０－１０ 埼玉スバル自動車（株）朝霞店 048-463-1151576 四輪

埼玉県朝霞市膝折町４－２０－８ （株）日産サティオ埼玉朝霞膝折町店 048-463-1616577 四輪

埼玉県朝霞市膝折町４－２２－５２ 埼玉自動車（株） 048-461-6925578 四輪

埼玉県白岡市西１－６－３ 久喜三菱自動車販売（株）白岡店 0480-92-8401579 四輪

埼玉県白岡市西５－１４－１ トヨタカローラ埼玉（株）白岡店 0480-93-1177580 四輪

埼玉県白岡市西５－１４－９ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉中　白岡店 0480-93-1601581 四輪

埼玉県白岡市西８－５－７ （株）日産サティオ埼玉白岡店 0480-92-6622582 四輪

埼玉県白岡市太田新井９３０－４ エス・ネット物流事業協同組合事務局 0480-90-3300583 四輪

埼玉県白岡市野牛３５－１ ネッツトヨタ東埼玉（株）白岡センター 0480-90-3955584 四輪

埼玉県八潮市西袋１３５２－１ イエローハット八潮中央店 048-999-4801585 四輪

埼玉県八潮市西袋７００－１ 東都無線（株）八潮センター 048-922-8553586 四輪

埼玉県八潮市大瀬５０６－１ （株）ＬＥＶＥＬ４　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｆａｃｔｏｒｙ 048-999-7830587 四輪

埼玉県八潮市中央１－１４－５ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　八潮店　 048-912-1511588 四輪

埼玉県八潮市中央１－２９－１ ネッツトヨタ埼玉（株）八潮店 048-998-9700589 四輪

埼玉県八潮市中央２－５－６ トヨタカローラ埼玉八潮中央店 048-994-5850590 四輪

埼玉県八潮市中央３－２３－６ （有）森井商会 048-996-3489591 二輪

埼玉県八潮市南後谷４７７ オートバックスやしお店 0489-35-7221592 四輪

埼玉県八潮市南川崎８１７－１ （株）関東マツダ八潮店 048-997-7181593 四輪

埼玉県八潮市八條１４９５－１ （株）オートボーイネットワン八潮店 048-930-6666594 四輪

埼玉県八潮市木曽根６９４－１ （株）大勝八潮工場 048-997-1771595 四輪

埼玉県八潮市柳之宮３１５－４ 埼玉トヨペット（株）八潮支店 048-994-5445596 四輪

埼玉県八潮市柳之宮３７２－１ （株）スズキオート八潮 048-996-5488597 四輪

埼玉県富士見市ふじみ野西４－１９－１ ネッツトヨタ埼玉（株）富士見店 0492-63-5111598 四輪

埼玉県富士見市下南畑３４４０－１ （株）ホンダカーズ坂戸アップル車検富
士見

049-268-0300599 四輪
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埼玉県富士見市針ケ谷２－３７－１ 埼玉トヨペット（株）Ｕ－ｃａｒランド一平
富士見店

049-253-2211600 四輪

埼玉県富士見市水子４２２０－１ 埼玉トヨタ自動車（株）志木富士見店 0492-53-2111601 四輪

埼玉県富士見市東みずほ台３－７－１ ネッツトヨタ埼玉（株）みずほ台店 0492-54-2611602 四輪

埼玉県富士見市東大久保１８８０－１ （有）サイトーモーター 0492-51-2916603 四輪

埼玉県蓮田市西城３－１６９－２ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　蓮田店 048-769-5100604 四輪

埼玉県蓮田市西城３－１８７ バイクショップ風輪 048-764-1921605 二輪

埼玉県蓮田市西新宿２－１１３－１ （株）スズキ自販埼玉スズキアリーナ
蓮田

048-764-1888606 四輪

埼玉県蓮田市西新宿５－１３９ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ蓮田 048-769-5111607 四輪

埼玉県蓮田市西新宿５－１４７ フォルクスワーゲン蓮田　 048-765-8811608 四輪

埼玉県蓮田市西新宿５－１５２ イエローハット蓮田店 048-769-8555609 四輪

埼玉県蓮田市西新宿６－３９ （株）サンワード 048-768-0534610 四輪

埼玉県和光市下新倉５－１１－１ ライダーズスタンド和光２りんかん 048-452-6290611 二輪

埼玉県和光市下新倉５－２７－１ オートテラス城北 048-463-3535612 四輪

埼玉県和光市白子１－３－４０ ジェームス光が丘店 048-458-5000613 四輪

埼玉県和光市白子１－３－４０ アライ電機産業（株）ビジネスセンター 048-458-7013614 四輪

埼玉県和光市白子２－１６－２０ （株）関東マツダ和光アルカ店 048-468-1331615 四輪

埼玉県和光市白子２－２－１ イエローハット和光白子店 048-469-4330616 四輪

埼玉県和光市白子３－１－１５ レッドバロン和光 048-462-9955617 二輪

埼玉県和光市本町１８－１ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　和光中央店 048-461-5550618 四輪

埼玉県和光市本町１９－１２ フォルクスワーゲン和光 048-461-9999619 四輪

埼玉県和光市本町２４－２２ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　川越　和光２５４店 048-463-3715620 四輪

埼玉県蕨市錦町１－１０－５ 関東三菱自動車販売（株）蕨店 048-445-4560621 四輪

埼玉県蕨市錦町１－９－３ 埼玉トヨタ自動車（株）蕨店 048-443-1171622 四輪

埼玉県蕨市錦町１－９－４ ネッツトヨタ東埼玉（株）マイネッツ戸田 048-446-1600623 四輪
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埼玉県蕨市錦町１－９－８ 日産プリンス埼玉販売（株）蕨店 048-445-9051624 四輪

埼玉県蕨市錦町２－１－３７ セントラル自動車技研（株）浦和支店 048-443-8861625 四輪

埼玉県蕨市錦町４－８－６ （有）東光自動車 048-444-2009626 四輪

埼玉県蕨市錦町５－１３－４６ レッドバロンわらび 048-441-8820627 二輪

埼玉県蕨市中央２－１０－１ ＹＯＵ　ＳＨＯＰ　Ｔ’ｚ 048-432-3255628 二輪

埼玉県蕨市中央６－１２－２２ トヨタカローラ埼玉（株）わらび店 048-443-4601629 四輪

埼玉県蕨市南町２－１７－１４ （株）村岡自動車 048-442-6391630 四輪

埼玉県蕨市北町３－４－２２ ＳＯＸ蕨店 048-447-8100631 二輪

埼玉県蕨市北町５－９－３ Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　埼玉　わらび店 048-441-7000632 四輪
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