
自動車保管場所証明申請業務（車庫証明）　取扱者名簿
令和　３　年　４　月　１　日現在

ﾌﾘｶﾞﾅ 電話番号
氏　　名 ＦＡＸ番号

ｲｲﾂﾞｶ ｴｲｼﾞ 川崎市川崎区大師町15番13号 044-266-4966

飯塚　家司 044-266-4966

ｼﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 川崎市川崎区小田6丁目16番7-607号 044-366-2203

白川　正広 ｵｶﾞｰﾙ川崎弐番館 044-366-2203

ﾏｴﾆｼﾊﾗ ｾｲｼﾞｮｳ 川崎市川崎区宮本町6-12 044-245-0261

前西原　清城 GS川崎ﾋﾞﾙ206 044-245-0262

ﾓﾓｾ ｾｲｺ 川崎市中原区上平間1161-12 044-750-8255

百瀬　聖子 新川崎ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ202 044-750-8434

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｼ 川崎市中原区小杉町二丁目294番地6 080-3152-9627

髙橋　和士 南部ﾒｿﾞﾝ103

ｳﾜﾉ ﾉﾌﾞ 川崎市高津区梶ケ谷6丁目3番地2 080-8039-4477

上野　信 ｼﾄﾗｽｺｰﾄ102 044-767-3450

ｲｹｶﾞﾐ ｱﾂｼ 川崎市宮前区宮前平3丁目7番地3 090-8643-5425

池上　敦 ﾌﾟﾚｼｽ宮崎台602

ﾐﾔﾉ ｼﾝｼﾞ 川崎市宮前区土橋3丁目21番地8 044-866-4024

宮野　伸二

ｱｻｸﾗ ﾄｼﾌﾐ 川崎市宮前区犬蔵1丁目18番11号 044-977-0512

朝倉　敏文

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｵ 川崎市麻生区上麻生5丁目11番70-402号 044-986-7115

近藤　章夫 044-986-7115

ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 川崎市麻生区白鳥3丁目9番3-5号 044-281-8118

高橋　良規 044-281-8303

ﾀｶﾉ ﾏｻﾖｼ 横浜市鶴見区梶山１丁目２番１６号 045-571-2727

高野 正芳 045-581-1823

ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 横浜市鶴見区鶴見中央4-5-9-204号 045-716-9500

佐藤　浩史 045-716-9501

ﾅﾒｷ ﾋｻﾊﾙ 横浜市鶴見区獅子ケ谷一丁目14番10-802号 045-575-7043

行木　久晴 045-575-7043

ｶﾜｻｷ ﾏｻﾄｼ 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目14番28 045-717-5476

川崎　将利 東急ﾄﾞｴﾙｱﾙｽ鶴見203号 045-717-5494

ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 横浜市神奈川区鶴屋町3丁目30番地1 045-312-7377

木村　健人 農機会館ﾋﾞﾙ　3-1A 045-314-2982

ﾖﾈﾑﾗ ﾌｼﾞｺ 横浜市神奈川区亀住町13番地の9 045-441-8756

米村　婦司子 045-345-7520

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 横浜市神奈川区反町二丁目16番1号 090-9962-8830

中村　由利加 ﾄｰｱﾋﾞﾙ702

ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ 横浜市神奈川区六角橋1-32-3 045-642-5154

髙島　良太 國武ﾋﾞﾙ202号室 045-345-0579

横浜市
神奈川区

221-0825

221-0802

215-0021

215-0024

230-0072

230-0051

川崎市
麻生区

230-0073

230-0051

221-0835

221-0041

211-0013

211-0063

213-0015

川崎市
宮前区

216-0006

216-0005

216-0011

川崎市
高津区

川崎市
中原区

郵便番号 事務所住所

川崎市
川崎区

210-0816

210-0846

210-0004

地　区

横浜市
鶴見区
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ｶｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 横浜市港北区日吉本町一丁目9番12号 045-564-9103

加賀　雅典 020-4667-5974

ﾀｸﾉ ｻﾅｴ 横浜市港北区仲手原二丁目21番2号 045-433-4485

宅野　さなえ 045-433-4485

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｼ 横浜市港北区大曽根二丁目43番11号 045-947-2295

山﨑　雅史 045-947-2296

ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 横浜市港北区大倉山六丁目26番1号 045-541-6418

北嶋　広志 045-541-6418

ﾅｶﾞﾊｼ ﾕﾘ 横浜市港北区仲手原一丁目18番46号 045-423-6549

長橋　由理 045-423-6549

ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾂｼ 横浜市港北区綱島西二丁目25番18-403号 045-531-6326

金澤　諄 045-531-6326

ｼｵｻﾞｷ ｷｮｳｽｹ 横浜市緑区東本郷6丁目11番20-3号 045-471-1990

汐﨑　恭介 045-471-1990

ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ 横浜市青葉区あざみ野南二丁目5番地27 045-912-7551

吉田　喜一

ﾀﾞﾃ ﾖｼﾋﾛ 横浜市都筑区池辺町３６６６番地２ 045-932-3107

伊達　佳弘 045-932-3238

ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾁｺ 横浜市中区吉浜町１番地９ 045-222-4567

長谷川　幸子 エトｱｰﾙ吉浜704 045-222-4568

ｵｵｶﾞﾐ ｶｽﾞﾐ 横浜市中区海岸通四丁目23番地 045-900-9205

大神　和己 ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ802 045-222-8566

ﾄﾓﾓﾄ ｺｳｼﾞ 横浜市中区日本大通52番地 045-227-5710

友本　晃二 ﾛｲﾔｰｽﾞﾋﾞﾙ7階 045-662-6907

ﾀｹﾅｶ ﾏｻﾉﾌﾞ 横浜市中区常盤町1丁目2番地 045-315-5724

竹中　正信 関内電子ﾋﾞﾙ10階 045-306-5755

ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 横浜市西区赤門町二丁目26番地 045-325-7115

飯田　寛之 ｱﾍﾟｯｸｽ赤門町302号 020-4669-5919

ﾄﾘｳﾐ ｹｲｼﾞ 横浜市保土ケ谷区上菅田町56-5 045-383-0035

鳥海　啓治 045-383-2580

ｲｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 横浜市南区宿町１丁目１６番地１ 045-742-9410

井川　恭弘 ルモン横浜蒔田公園１０５ 045-211-9260

ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 横浜市南区六ツ川一丁目717番地4 045-568-2350

沢田　裕司

ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 横浜市港南区港南台四丁目36番9-201号 045-832-0234

小島　髙志

ｱｻｶﾜ ｼﾝｲﾁ 横浜市磯子区上中里町1028番地 045-776-1108

浅川　眞一 6棟621号 045-776-2589

ｺﾞﾄｳ ｸﾆﾋﾛ 横浜市磯子区栗木一丁目30番12-103号 070-5595-2734

後藤　国博 045-771-2104

ﾔﾁ ﾄｸｱｷ 横浜市磯子区岡村五丁目14番4号 045-370-7115

谷知　徳明 045-370-7114

ｼﾓﾔﾏ ｻﾄｼ 横浜市金沢区釜利谷南2-52-13 090-4832-7776

下山　聡 045-701-6739

ｱﾗｲ ｺｳﾀ 横浜市金沢区六浦5-41-1-C111 045-782-7776

荒井　孝太 045-782-7776

236-0045

236-0031

234-0054

横浜市
磯子区

235-0042

235-0041

235-0021

220-0034

240-0051

横浜市
南区

232-0017

232-0066

横浜市
西区

横浜市
保土ヶ谷区

224-0053

横浜市
中区

231-0024

231-0002

231-0021

231-0014

横浜市
都筑区

226-0002

225-0012

横浜市
緑区

横浜市
青葉区

223-0062

222-0023

222-0003

222-0037

横浜市
港北区

222-0023

223-0053

横浜市
金沢市

横浜市
港南区
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ﾋﾙｶﾜ ﾅﾐ 横浜市戸塚区原宿三丁目14番14-A号 045-852-8527

蛭川　奈美 045-852-8536

ｶﾜｺﾞｴ ﾏｻﾙ 横浜市戸塚区川上町361番地 045-827-3701

川越　勝 045-827-3702

ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾃﾞﾐ 横浜市戸塚区品濃町525番地1 045-821-7082

長岩　日出美 東の街4-1010号 045-821-7082

ﾆｲﾂ ｼｹﾞﾙ 横浜市戸塚区鳥が丘20番地7 045-864-6564

新津　茂

ｶﾘﾀ ﾏﾐ 横浜市栄区長沼町789番地15 045-865-0613

苅田　磨己 045-865-0613

ﾋﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 横浜市泉区和泉中央南五丁目1番14号2階 045-806-2166

日野　秀明 045-806-2167

ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞ 横浜市泉区和泉中央南一丁目8番56号 045-804-2331

藤村　宏二 045-410-9710

ｷﾀﾑﾗ ﾓﾄｼ 鎌倉市七里ｶﾞ浜東３丁目１０番１３号 0467-39-1857

北村　元志 0467-39-1858

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾖ 鎌倉市材木座三丁目10番15号 0467-67-3772

小林　三千世 NO.8 0467-67-9063

ﾂﾈｷ ｶｽﾞﾉﾘ 鎌倉市小町1-9-3 0467-39-5274

常木　一典 島森ﾋﾞﾙ3階 0467-53-9706

ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｺ 鎌倉市台二丁目9番19号 0467-95-1980

髙橋　秀子 0467-95-1980

ｻｸﾗｲ ｷﾐｺ 鎌倉市梶原三丁目32番13号 0467-50-0634

櫻井　貴美子 0467-45-4506

ｾｷ ｶｽﾞﾉﾘ 逗子市小坪2丁目9番34号 0467-25-5777

関　和範 0467-25-5777

ﾆｼﾜｷ ﾋﾛｺ 逗子市逗子5丁目1-12 046-876-5895

西脇　裕子 ｶｻﾊﾗﾋﾞﾙ逗子A棟405号室 046-890-0477

ｱﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 横須賀市大矢部3丁目16番3号 046-833-6282

阿部　敏博 浅葉ﾋﾞﾙ2階 046-833-6281

ｻﾄｳ ｸﾆｵ 横須賀市二葉１丁目１２番１３号 046-842-1676

佐藤 邦朗 046-842-1674

ｶﾅｻﾞﾜ ｴｲｲﾁ 横須賀市公郷町2-7-14 046-854-4913

金澤　栄一 橋本ﾋﾞﾙ3階301号室 046-854-4914

ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅｺ 藤沢市湘南台7-51-27 0466-65-1982

大久保　美奈子 020-4625-5214

ｵｵﾀ ｹﾞﾝｲﾁ 藤沢市高倉668番地5 0466-47-6136

太田　玄一 青木ﾋﾞﾙ304 0466-47-6137

ｸﾛｶﾜ ｱｷﾋﾛ 藤沢市西富487番地の7 0466-77-8106

黒河　明広 045-345-0967

ｶｻﾏ ﾉﾌﾞﾀｶ 藤沢市湘南台二丁目22番13号 080-5411-6910

笠間　伸高 ﾙﾐｴｰﾙ湘南201号室 0466-45-8120

252-0804

252-0804

252-0802

251-0001

249-0008

249-0006

横須賀市

238-0024

239-0814

238-0022

244-0841

横浜市
泉区

245-0023

245-0023

鎌倉市

248-0025

248-0013

248-0006

247-0061

247-0063

横浜市
戸塚区

245-0063

244-0805

244-0801

244-0001

逗子市

横浜市
栄区

藤沢市
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ﾐﾔﾜｷ ﾃﾙｷ 相模原市南区南台1-9-10-208 042-765-0504

宮脇　照樹 050-8885-3483

ﾔｽﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 相模原市緑区若柳1523番地30 042-684-9173

安田　伸生 042-684-9174

ﾏﾙﾔﾏ ｼｽﾞﾖ 相模原市中央区千代田1-1-1 042-730-6535

丸山　静世 千代田ﾋﾞﾙ505 042-730-6628

ﾀｶﾐ ｺｳｷ 相模原市南区相武台1丁目11番3号 046-244-6039

高見　光輝 046-244-6059

ﾁﾖｶﾜ ﾋﾛｺ 厚木市飯山2180番地33 046-281-8112

千代川　浩子 046-281-8113

ｵｵｻﾜ ﾏｻﾕｷ 厚木市山際509番地14 046-258-6940

大澤　正幸 046-258-6985

ｱﾝｻﾞｲ ﾉﾘｺ 厚木市幸町2-9 046-281-9147

安齋　紀子 井上ﾋﾞﾙ207 050-3588-2606

ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼｵ 厚木市飯山2180番地41 046-241-4649

馬場　芳夫 古松台26-6 046-241-4649

ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｺ 中郡二宮町百合が丘一丁目102番地の2 0463-71-7333

松村　綾子 0463-71-7334

ﾌｶｻﾜ ｱﾂｼ 平塚市黒部丘6番19-211号 0463-35-6276

深澤　敦 0463-35-6276

ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 小田原市荻窪299番14 070-2640-3178

上田　和良 2階B室

ﾖｺﾔﾏ ｻｷ 大和市上草柳一丁目5番8-2号 090-7832-6953

横山　沙紀

ﾀｹﾓﾝ ﾋﾛｷ 座間市相模が丘4-27-17 090-1655-7693

竹門　宏樹 ﾚﾓﾝﾊｳｽ101号室

243-0803

243-0012

252-0314

252-0175

252-0237

242-0029

243-0213

259-0133

254-0821

250-0042

252-0324

243-0213

相模原市

厚木市

平塚市
・中郡

小田原市

大和市

座間市 252-0001
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