
収入

金額 入金処理日 銀行名

5月13日 現　　　金 ¥8,000 5月29日 沖銀 ㈱スズキ自販沖縄（8社分を持参）

5月26日 琉銀振込 ¥10,000 米浜自動車整備工場

5月27日 琉銀振込 ¥142,000 宮古支部（71社分を振込）

〃 現　　　金 ¥10,000 5月29日 沖銀 仲村工機

5月28日 琉銀振込 ¥5,000 西崎オートサービス

〃 沖銀振込 ¥3,000 ㈱西自動車商会

5月29日 琉銀振込 ¥10,000 上原自動車整備工場

〃 沖銀振込 ¥5,000 （有）フナコシ

6月1日 琉銀振込 ¥10,000 （有）兼城自動車整備工場

6月3日 現　　　金 ¥10,000 6月5日 沖銀 玉城オート

6月8日 琉銀振込 ¥10,000 崎本部自動車整備工場

〃 沖銀振込 ¥30,000 （株）東町自動車サービス

6月10日 沖銀振込 ¥20,000 朝日電機

〃 沖銀振込 ¥73,000 北部支部（73社分を振込）

6月12日 琉銀振込 ¥10,000 （株）中央ヂーゼル

6月16日 沖銀振込 ¥10,000 ライトモータース

6月17日 琉銀振込 ¥5,000 モーレくば

〃 現　　　金 ¥81,000 6月19日 沖銀 第一南部支部（81社分を持参）

6月19日 現　　　金 ¥5,000 6月26日 沖銀 寿自動車

〃 現　　　金 ¥10,000 6月26日 沖銀 八重山支部（10社分を理事会時に持参）

6月22日 現　　　金 ¥106,000 6月26日 沖銀 石川支部（28社分を持参）

6月24日 琉銀振込 ¥12,345 丸西自動車整備工場

6月25日 現　　　金 ¥76,000 6月26日 沖銀 沖自販支部（76社分を持参）

6月26日 現　　　金 ¥124,000 6月30日 沖銀 南部支部（124社分を持参）

6月30日 沖銀振込 ¥10,000 ガレージUSK

〃 琉銀振込 ¥48,000 読谷・嘉手納・北谷支部（48社分を振込）

〃 琉銀振込 ¥132,000 中部支部（127社分を振込）

〃 琉銀振込 ¥10,000 若松オート

7月7日 現　　　金 ¥5,000 7月10日 沖銀 松山　功

7月8日 現　　　金 ¥90,000 7月10日 沖銀 宜野湾支部（90社分を持参）

7月22日 沖銀振込 ¥62,000 浦添支部（62社分を振込）

7月27日 沖銀振込 ¥27,000 オアシスの会（職員一同）

8月26日 現　　　金 ¥33,000 8月27日 沖銀 2輪自動車支部（33社分を持参）

8月27日 現　　　金 ¥100,000 8月27日 （一社）沖縄県自動車整備振興会

〃 現　　　金 ¥100,000 8月27日 沖縄県自動車整備商工組合

¥758,000 ¥644,345

支出

年月日 項目

収入から支出を差し引いた金額 ￥１，４０２，３４５ - ￥0　＝　￥１４，０２３，３４５

残金　（募金額） ¥1,402,345

小計 ¥0

合計 ¥0

（一社）沖縄県自動車整備振興会
首里城再建に向けた支援（寄付）　収支報告書

年月日 種別
現金受け取り

振込受け取り 備考

小計

合計 ¥1,402,345

金額 備考



現在

全　体 認　証 指　定

81 44 37 73 ¥86,000

125 80 45 102 ¥124,000

39 25 14 35 ¥0

62 37 25 52 ¥114,345

90 66 24 81 ¥105,000

127 77 50 111 ¥160,000

49 34 15 42 ¥48,000

33 21 12 32 ¥106,000

73 35 38 62 ¥93,000

72 52 20 71 ¥152,000

49 32 17 28 ¥20,000

83 8 75 22 ¥84,000

23 20 3 18 ¥0

33 31 2 18 ¥33,000

148 131 17 92 ¥45,000

0 0 0 0 ¥232,000

1087 693 394 839 ¥1,402,345

2020/9/7

会　　員　　数
募金額

宮 古 支 部

八 重 山 支 部

組合員

第 一 南 部 支 部

南 部 支 部

那 覇 支 部

浦 添 支 部

合　　　　計

沖 縄 県 自 動 車 販 売 協 会 支 部

沖縄県ハイヤー ・ タ ク シー協会支部

直 轄

二 輪 自 動 車

そ の 他
（個人・団体・賛助からの寄附となります）

北 部 支 部

支　　　　　　　　　部

宜 野 湾 支 部

中 部 支 部

読 谷 ・ 嘉 手 納 ・ 北 谷 支 部

石 川 支 部











認証番 工場名 郵便番号 所在地 合計
1 沖縄トヨタ自動車㈱八重山支店 907-0004 石垣市字登野城1275-1 ¥1,000
6 ㈲ホンダ四輪大川モーター 907-0002 石垣市字真栄里330-1 ¥1,000
14 東バス車輌㈱ 907-0002 石垣市字真栄里862-1 ¥1,000
19 マルヒロ自動車商会 907-0003 石垣市字平得277 ¥1,000
24 川宏自動車整備工場 906-0013 宮古島市平良字下里1178-6 ¥2,000
31 （合同）バイパスオート 906-0014 宮古島市平良字松原1125-3 ¥2,000
33 宮良自動車整備工場 906-0202 宮古島市上野字新里511-16 ¥2,000
41 ㈱大米建設自動車整備工場 906-0008 宮古島市平良字荷川取580 ¥2,000
42 沖縄トヨタ自動車㈱宮古支店 906-0013 宮古島市平良字下里1158-1 ¥2,000
49 今帰仁自動車整備工場 905-0401 今帰仁村字仲宗根303 ¥1,000
51 本部ホンダ㈴ 905-0217 本部町字浦崎185 ¥1,000
52 ㈲本部自動車 905-0213 本部町字谷茶2 ¥1,000
55 カーライフ カネシ 905-1144 名護市字仲尾次616-1 ¥1,000
57 ㈾北日自動車整備工場 905-0007 名護市屋部1594-6 ¥1,000
61 沖縄バス㈱名護営業所整備課 905-0011 名護市字宮里444-2 ¥1,000
62 ㈱北部自動車工業 905-0006 名護市字宇茂佐1607 ¥1,000
64 照屋自動車整備工場 905-0021 名護市東江3-20-22 ¥1,000
72 ㈲仲オートサービス 904-1201 金武町字金武7965-2 ¥10,000
81 仲尾自動車整備工場 904-2307 うるま市与那城饒辺406 ¥1,000
83 徳昌モータース 904-2242 うるま市字高江洲1120 ¥1,000
84 名嘉真自動車整備工場 904-2221 うるま市字平良川106 ¥1,000
86 譜久山自動車整備工場 904-2223 うるま市字具志川2997-1 ¥1,000
89 ㈱中部自動車整備工場 904-0012 沖縄市安慶田1-1-24 ¥1,000
90 宮平自動車整備工場 904-0006 沖縄市八重島2-12-17 ¥1,000
94 勝連自動車整備工場 904-2163 沖縄市字大里80-3 ¥1,000
95 當真自動車整備工場 904-2163 沖縄市大里1-1-40 ¥1,000
100 琉球日産自動車㈱中部店 904-2155 沖縄市美原1-10-7 ¥1,000
107 ㈲上原自動車 904-2151 沖縄市松本7-1-8 ¥1,000
109 幸地自動車 904-2151 沖縄市松本6-10-6 ¥1,000
111 株式会社 三和自動車商会 904-2143 沖縄市知花2-15-5 ¥1,000
112 兼島自動車整備工場 904-2143 沖縄市知花3-1-8 ¥1,000
113 沖縄トヨタ自動車㈱コザ店　　　　　　　　　　　　　　　　 904-2163 沖縄市大里1-12-25 ¥1,000
115 （株）中央ヂーゼル 904-2143 沖縄市知花6-7-1 ¥11,000
117 ひがモータース 904-0304 読谷村字楚辺2250-1 ¥1,000
121 コーケンモータース 904-0205 嘉手納町字兼久84-2 ¥1,000
122 ＯＫモータース 904-0205 嘉手納町字兼久81 ¥1,000
126 田場自動車商会 904-0112 北谷町字浜川5 ¥1,000
128 ㈾具志川オート 904-2202 うるま市字天願135-2 ¥1,000
130 ゲイトワン整備工場 904-0111 北谷町字砂辺365 ¥1,000
131 米須自動車修理工場 901-2303 北中城村字仲順232-1 ¥1,000
132 新垣モータース 901-2413 中城村字津覇805-2 ¥1,000
137 河野モータース 901-2221 宜野湾市伊佐3-29-16 ¥1,000
138 森モータース 904-1107 うるま市石川曙2-4-30 ¥3,000
139 ㈲伊佐中古車センター 901-2221 宜野湾市伊佐3-1-17 ¥1,000
149 良栄モータース 901-2102 浦添市字前田1264-2 ¥1,000
150 丸西自動車整備工場 901-2102 浦添市字前田1302 ¥12,345
151 沖縄トヨタ自動車㈱本社勢理客店 901-2122 浦添市勢理客4-18-1 ¥1,000
153 松本自動車工業 901-2131 浦添市牧港2-43-5 ¥1,000
155 宮城自動車整備工場 901-2125 浦添市仲西1-3-26 ¥1,000
157 （資）仲西自動車サービスステーション 901-2126 浦添市宮城1-26-1-101 ¥1,000
160 琉球三菱自動車販売㈱名護店 905-0021 名護市東江3-22-14 ¥1,000
162 ㈲南栄自動車 901-1414 南城市佐敷字津波古1191-1 ¥1,000
163 琉球日産自動車㈱浦添第一サービス工場 901-2133 浦添市字城間2693 ¥1,000
164 沖縄マツダ浦添店サービス工場 901-2122 浦添市勢理客4-1-5 ¥1,000
166 ㈲上原自動車整備センター 901-0235 豊見城市字名嘉地259-7 ¥1,000
170 上江洲自動車整備工場 901-0156 那覇市田原98-1 ¥1,000
171 ㈲高良自動車 901-0152 那覇市小禄1-27-16 ¥1,000
179 琉球日産自動車㈱泊サービスセンター 900-0016 那覇市前島3-26-1 ¥1,000
183 日本キャタピラー(同） 903-0103 西原町字小那覇1281-1 ¥1,000
195 勇自動車整備工場 901-1301 与那原町字板良敷1360-1 ¥1,000
208 沖縄日野自動車㈱本社工場 901-0225 豊見城市字豊崎3-68 ¥1,000

「首里城再建に向けた支援金」 協力事業場一覧



認証番 工場名 郵便番号 所在地 合計
「首里城再建に向けた支援金」 協力事業場一覧

209 安謝自動車整備工場 901-2424 中城村字南上原1056 ¥1,000
235 若松自動車整備工場 901-2102 浦添市前田2-20-19 ¥1,000
246 丸弘自動車整備工場 901-0201 豊見城市字真玉橋520 ¥1,000
247 琉球日産自動車㈱豊崎店 901-0225 豊見城市字豊崎3-80 ¥1,000
257 津嘉山モータース 901-0325 糸満市字大里251-1 ¥1,000
258 ㈱南風原整備センター 901-1111 南風原町字兼城526 ¥1,000
259 金城モータース 901-0417 八重瀬町字外間187-2 ¥1,000
262 大協自動車サービス 901-1302 与那原町字上与那原359-1 ¥1,000
265 浜川モータース 901-1302 与那原町字上与那原358-1 ¥1,000
267 仲松自動車修理工場 901-1301 与那原町字板良敷1365 ¥1,000
272 親ヶ原モータース 901-0608 南城市玉城字親慶原261-2 ¥1,000
278 ㈱第一自動車 901-0301 糸満市字阿波根1014-1 ¥1,000
279 稲嶺自動車整備工場 901-0303 糸満市字兼城640 ¥1,000
280 南部モータース 901-0303 糸満市字兼城339-1 ¥1,000
281 中部重機修理工場 901-2224 宜野湾市真志喜1-11-9 ¥1,000
287 ㈱大謝名モータース 901-2225 宜野湾市大謝名3-1-5 ¥1,000
288 天久モータース 901-2225 宜野湾市大謝名3-3-3 ¥1,000
294 ファーイーストサービス㈱ 901-2221 宜野湾市伊佐3-7-26 ¥1,000
295 ＡＣＥサルベージ 901-2221 宜野湾市字伊佐3-1-16 ¥1,000
296 かりゆし車検センター 901-2221 宜野湾市伊佐3-1-15 ¥1,000
297 西崎自動車工業 901-1103 南風原町字与那覇540-1 ¥1,000
298 ㈱大山テクノセンター 901-2422 中城村字新垣337-1 ¥1,000
300 ㈲タワタ自動車とよみステージ 901-2212 宜野湾市長田1-10-1 ¥1,000
303 島自動車㈱ 901-2214 宜野湾市字我如古417 ¥1,000
311 カーサポート知念 901-2424 中城村字南上原375-1 ¥1,000
312 サンクスオートサービス 901-1105 南風原町字新川316-7 ¥1,000
313 日進モータース 901-2201 宜野湾市新城2-44-22 ¥1,000
319 比嘉自動車整備工場 901-2406 中城村字当間171 ¥1,000
321 喜舎場モータース 901-2317 北中城村字瑞慶覧630 ¥1,000
322 高自動車整備工場 904-2171 沖縄市高原2-2-30 ¥1,000
326 ㈾栄行モーター 904-2153 沖縄市美里3-5-11 ¥1,000
329 ㈲兼城自動車整備工場 904-2205 うるま市字栄野比715-1 ¥11,000
335 (有)Ｂ.Ｃ. ＵＳＥＤＣＡＲＳ 904-2143 沖縄市知花4-48-15 ¥1,000
339 Ｓ.Ｓ.モータース 904-0112 北谷町字浜川244 ¥1,000
344 セントラルモータース 904-0313 読谷村字大湾727 ¥1,000
348 ㈲読谷整備工場 904-0324 読谷村字長浜1741-3 ¥1,000
349 平良鈑金修理工場 904-2214 うるま市字安慶名110-2 ¥1,000
351 みどり町オート 904-2214 うるま市字安慶名3-5-22 ¥1,000
353 沖縄スバル㈱具志川店 904-2244 うるま市字江洲396 ¥1,000
355 トヨタカローラ沖縄㈱中部店 904-2244 うるま市字江洲550-1 ¥1,000
356 安ゲ名自動車学校整備工場 904-2224 うるま市字大田30 ¥1,000
359 ㈲フナコシ 904-2303 うるま市与那城125-2 ¥6,000
367 沖縄トヨタ自動車㈱　トヨタウン名護店　　　　　　　　　　　　　　　 905-0011 名護市字宮里875-20 ¥1,000
376 丸島自動車整備工場 900-0024 那覇市古波蔵4-13-6 ¥1,000
377 宝モータース 902-0075 那覇市字国場1003 ¥1,000
388 ㈱東町自動車サービス 900-0034 那覇市東町25-2 ¥30,000
399 高良自動車鈑金工場 900-0027 那覇市山下町1-11 ¥1,000
404 毎日モータース 902-0073 那覇市字上間560 ¥1,000
421 嘉手苅モータース 901-0231 豊見城市字我那覇434-1 ¥1,000
427 人情くるまや三和自動車株式会社 901-2101 浦添市西原1-3-3 ¥1,000
433 琉球ダイハツ販売㈱サービス工場 901-2133 浦添市字城間2135 ¥1,000
437 幸喜自動車商会 901-2113 浦添市大平2-3-9 ¥1,000
438 Honda Cars 沖縄大平店 901-2103 浦添市仲間1-3-1 ¥1,000
439 大丸自動車㈱ 901-2134 浦添市字港川423 ¥1,000
440 丸憲自動車修理工場 901-2131 浦添市牧港2-11-2 ¥1,000
441 ダイワ自動車整備センター 903-0103 西原町字小那覇894 ¥1,000
442 ㈲沖洲モータース 901-2131 浦添市牧港4-25-3 ¥1,000
449 沖縄スバル㈱浦添店 901-2122 浦添市勢理客4-19-7 ¥1,000
453 沖縄ふそう自動車㈱港川支店 901-2134 浦添市字港川495-5 ¥1,000
474 三友モータース 902-0075 那覇市字国場1015 ¥1,000
480 新垣鈑金工場 901-0305 糸満市西崎2-27-13 ¥1,000



認証番 工場名 郵便番号 所在地 合計
「首里城再建に向けた支援金」 協力事業場一覧

483 （同）當山自動車販売 903-0129 西原町字千原58-1 ¥1,000
486 ㈱東日産自動車 901-2125 浦添市仲西1-7-1 ¥1,000
492 先嶋建設㈱ 906-0013 宮古島市平良字下里1041-1 ¥2,000
494 丸孝自動車整備工場 906-0012 宮古島市平良字西里1102-3 ¥2,000
495 ㈱砂川鉄工ヤンマー 906-0012 宮古島市平良字西里883 ¥2,000
508 ㈲新開自動車整備工場 901-1104 南風原町字宮平200 ¥1,000
511 富士自動車整備センター 906-0012 宮古島市平良字西里912-1 ¥2,000
512 宮国自動車整備工場 906-0506 宮古島市伊良部字長浜1381-4 ¥2,000
527 南部スバル自動車販売 901-1116 南風原町字照屋285-3 ¥1,000
532 トヨタカローラ沖縄㈱浦添店 901-2133 浦添市城間4-7-3 ¥1,000
533 宮城自動車整備工場 901-2207 宜野湾市神山1-2-7 ¥1,000
540 岸本自動車整備工場 905-0411 今帰仁村字天底200 ¥1,000
544 タローモータース 904-2151 沖縄市松本5-20-10 ¥1,000
545 丸宮自動車整備工場 904-2307 うるま市与那城饒辺269-2 ¥1,000
548 ㈱車輛館 903-0103 西原町字小那覇1303 ¥1,000
549 我謝自動車整備工場 903-0112 西原町字我謝237 ¥1,000
552 とよみ自動車 901-0201 豊見城市字真玉橋212 ¥1,000
554 呉屋自動車整備工場 901-0502 八重瀬町字大頓1397-1 ¥1,000
558 メーベルオートサービス 901-0302 糸満市字潮平767-1 ¥1,000
561 照屋モータース 901-0315 糸満市照屋591-2 ¥1,000
569 ㈲普天間マイカーセンター 901-2201 宜野湾市新城1-32-5 ¥1,000
570 ㈲ＫＭ自動車 901-2204 宜野湾市上原2-5-5 ¥1,000
571 ㈲当真自動車 904-0202 嘉手納町字屋良1002-2 ¥1,000
579 徳田自動車整備工場 904-2224 うるま市字大田449-1 ¥1,000
580 沖自動車整備工場 904-2245 うるま市字赤道358 ¥1,000
581 米浜自動車整備工場 907-1801 与那国町字与那国437-8 ¥10,000
583 ㈱国場自動車整備工場 902-0075 那覇市字国場221 ¥1,000
584 ㈲普天間自動車学校 901-2314 北中城村字大城480 ¥1,000
586 興産自動車整備工場 904-2143 沖縄市知花6-8-9 ¥1,000
587 ㈱ライトモータース 901-2122 浦添市勢理客4-1-2 ¥11,000
588 大平自動車修理工場 901-2103 浦添市仲間1471 ¥1,000
589 名護スバル自動車 905-0018 名護市大西3-20-20 ¥1,000
591 仲宗根自動車整備工場 905-0213 本部町字谷茶58 ¥1,000
593 太陽オートサービス 904-2166 沖縄市古謝津嘉山町15-1 ¥1,000
594 有限会社　照屋自動車 901-2417 中城村字伊集161 ¥1,000
596 知花自動車整備工場 904-2245 うるま市字赤道129-1 ¥1,000
599 アリエオートサービス 905-0017 名護市大中3-1-1 ¥1,000
600 フジレンオートサービス 901-2316 北中城村字安谷屋1358-2 ¥1,000
602 ㈲三石レンタル 906-0012 宮古島市平良字西里864-1 ¥2,000
605 赤嶺モータース 904-2306 うるま市与那城安勢理411 ¥1,000
606 喜瀬自動車整備工場 904-1107 うるま市石川曙3-1-7 ¥10,000
607 伊江島自動車販売㈱ 905-0503 伊江村字川平75 ¥1,000
619 ㈱ラシーマ 903-0103 西原町字小那覇550-1 ¥1,000
623 豊モータース 901-2121 浦添市内間3-20-5 ¥1,000
630 日進モータース第二 901-2222 宜野湾市字喜友名176 ¥1,000
631 ㈱沖縄ヤマハサービスセンター 900-0002 那覇市曙1-8-10 ¥1,000
634 中頭スズキ販売 904-2163 沖縄市大里1-18-47 ¥1,000
635 徳山自動車整備工場 905-0411 今帰仁村字天底264 ¥1,000
638 玉城自動車整備工場 901-0302 糸満市字潮平626-1 ¥1,000
639 神谷整備工場 901-0336 糸満市字真壁1001 ¥1,000
640 ㈲山城オート 901-0315 糸満市字照屋1227-1 ¥1,000
641 ㈲カードック糸満 901-0306 糸満市西崎町5-9 ¥1,000
644 東自動車整備工場 901-0606 南城市玉城字糸数460-1 ¥1,000
646 ㈲安全オートサービス 901-0221 豊見城市字座安286-5 ¥1,000
648 無限オートリペア 901-0214 豊見城市字保栄茂143-2 ¥1,000
649 嘉数モータース 901-0242 豊見城市字高安583 ¥1,000
650 ㈱スズキ自販沖縄 那覇国場営業所 902-0073 那覇市字上間531 ¥1,000
651 琉球ダイハツ販売㈱豊崎店 901-0225 豊見城市豊崎3-56 ¥1,000
656 ㈲ケイエヌ自動車整備工業 902-0074 那覇市字仲井真141 ¥1,000
660 ひめゆり分解整備工場 902-0075 那覇市字国場1018-1 ¥1,000
662 ㈾一日ばしモータース 901-0502 八重瀬町字大頓1161-1 ¥1,000
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663 神谷自動車整備工場 901-1117 南風原町字津嘉山1598 ¥1,000
665 ㈱東部自動車 901-0205 豊見城市字根差部724 ¥1,000
668 ㈲愛地モータース 901-0617 南城市玉城字愛地362-1 ¥1,000
669 ㈱平田自動車商会 901-1304 与那原町字東浜91-1 ¥1,000
670 城間自動車整備工場 901-2111 浦添市字経塚771-1 ¥1,000
672 大栄自動車整備工場 901-2416 中城村字和宇慶365-3 ¥1,000
674 照屋自動車整備工場 901-2304 北中城村字屋宜原226 ¥1,000
681 ネッツトヨタ沖縄㈱浦添店 901-2134 浦添市字港川247 ¥1,000
686 ㈱ヤナセ沖縄 901-2131 浦添市牧港1-11-24 ¥1,000
688 長浜モーター 901-2206 宜野湾市赤道2-98-1 ¥1,000
689 ㈲マーシーオートサービス 901-2224 宜野湾市真志喜1-12-8 ¥1,000
690 潮平モータース 901-0302 糸満市字潮平773-10 ¥1,000
692 ペイレスモータース 904-0205 嘉手納町字兼久90-1 ¥1,000
693 ブラザー自動車整備工場 904-0203 嘉手納町字嘉手納315-2 ¥1,000
694 ＫＡＢモータース 904-0205 嘉手納町字兼久85-69 ¥1,000
695 沖自動車販売 904-0303 読谷村字伊良皆665-1 ¥1,000
698 大城モータース 904-0322 読谷村字波平2423-1 ¥1,000
699 末吉モータース 904-0304 読谷村字楚辺2251-1 ¥1,000
700 神谷モータース 904-0304 読谷村字楚辺1313-1 ¥1,000
701 正自動車 904-0303 読谷村字伊良皆636 ¥1,000
703 ＭＫ自動車整備工場 901-2301 北中城村字島袋1255 ¥1,000
704 有銘自動車整備工場 904-0004 沖縄市中央4-7-11 ¥1,000
708 ㈲当真自動車整備工場 904-2142 沖縄市字登川2761 ¥1,000
710 桑江自動車整備工場 904-2171 沖縄市高原5-14-5 ¥1,000
711 前原モータース 904-2174 沖縄市字与儀1-28-1 ¥1,000
722 ㈱又吉自動車商会 904-2171 沖縄市高原4-22-5 ¥1,000
724 松本自動車整備工場 904-2151 沖縄市松本5-20-11 ¥1,000
726 金城モータース 904-2244 うるま市字江洲364 ¥1,000
728 宮城自動車整備工場 904-2205 うるま市字栄野比354 ¥6,000
734 ㈴東洋自動車整備工場 904-2302 うるま市与那城西原282-1 ¥1,000
738 前兼久自動車整備工場 904-0414 恩納村字前兼久896 ¥1,000
741 ㈲名護重機部品 905-0008 名護市字山入端155 ¥1,000
743 上原自動車整備工場 905-0015 名護市大南3-12-12 ¥11,000
744 まきや自動車整備工場 905-1143 名護市字真喜屋651 ¥1,000
745 沖縄日野自動車㈱北部営業所 905-1152 名護市字伊差川913 ¥1,000
745 沖縄日野自動車㈱北部営業所 905-1152 名護市字伊佐川913 ¥1,000
750 大城モータース 905-1152 名護市字伊差川491-1 ¥1,000
751 喜納自動車整備工場 905-1143 名護市字真喜屋687 ¥1,000
755 大北自動車整備工場 905-0019 名護市大北3-19-3 ¥1,000
759 宮里自動車整備工場 905-1411 国頭村字辺土名2173 ¥1,000
762 ㈱大平機械西原工場 903-0103 西原町字小那覇1288 ¥1,000
763 仲井真モータース 902-0074 那覇市字仲井真306 ¥1,000
764 ㈲喜納モータース 904-0324 読谷村字長浜1538-2 ¥1,000
766 宜野湾自動車学校 901-2206 宜野湾市愛知1-1-2 ¥1,000
776 ㈱ヒーロー 901-2101 浦添市西原6-1-6 ¥1,000
777 ㈾牧港オートサービス 901-2134 浦添市字港川424 ¥1,000
779 上間モータース 902-0073 那覇市字上間413-2 ¥1,000
780 ㈱川崎ディーゼル第二工場 904-2205 うるま市字栄野比842 ¥1,000
784 金武ブラザーモータース 904-1201 金武町字金武10753-1 ¥1,000
786 外間モータース 901-0205 豊見城市字根差部591 ¥1,000
787 ㈾富士モータース 904-2151 沖縄市字松本1208 ¥1,000
791 東洋自動車サービス 901-1205 南城市大里字高平93-1 ¥1,000
792 カーメンテＫ２ 901-0223 豊見城市字翁長浜原838-7 ¥1,000
799 當間自動車整備工場 901-0213 豊見城市字高嶺374-1 ¥1,000
802 ㈲オートサロン長田 901-2211 宜野湾市宜野湾3-2-14 ¥1,000
809 ㈾丸栄整備工場 902-0073 那覇市字上間293-2 ¥1,000
812 ㈲マルキ自動車 904-2205 うるま市字栄野比784-12 ¥1,000
813 上地自動車整備工場 904-0305 読谷村字都屋255-1 ¥1,000
814 ㈱次郎工業 901-1304 与那原町字東浜88-1 ¥1,000
818 ㈲海邦整備センター 903-0116 西原町幸地958-1 ¥1,000
823 西原自動車販売㈱ 903-0103 西原町字小那覇269 ¥1,000
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824 崎本部自動車整備工場 905-0225 本部町字崎本部1009-1 ¥11,000
830 和　Factory 901-2111 浦添市経塚419 ¥1,000
831 大里自動車商会 901-1204 南城市大里字稲嶺2039-6 ¥1,000
832 大城自動車整備工場 901-0244 豊見城市字宜保257 ¥1,000
835 ㈲与那原自動車整備センター 901-1302 与那原町字上与那原493-2 ¥1,000
836 ㈱くみき 901-1302 与那原町字上与那原463 ¥1,000
838 旭自動車整備工場 904-2213 うるま市字田場255 ¥1,000
839 ㈱宮里自動車 901-0243 豊見城市字上田425 ¥1,000
840 ㈱ＯＴＭ浦添工場 901-2122 浦添市勢理客2-13-1 ¥1,000
842 砂川オート 906-0303 宮古島市下地字洲鎌495 ¥2,000
843 今帰仁オートサービス 905-0414 今帰仁村字謝名613 ¥1,000
846 赤嶺自動車鈑金工場 901-0223 豊見城市字翁長724 ¥1,000
847 ㈾屋宜原自動車整備工場 901-2317 北中城村字瑞慶覧679-2 ¥1,000
849 ㈲仲村自動車整備工場 901-0231 豊見城市字我那覇506 ¥1,000
850 ㈲開邦自動車 901-2313 北中城村字熱田2024-4 ¥1,000
852 ㈲広栄モータース 901-2101 浦添市西原6-1-3 ¥1,000
853 ㈲与座モータース 904-0404 恩納村字瀬良垣512-1 ¥10,000
860 ㈱上原自動車 901-0306 糸満市西崎町5-9-7 ¥1,000
861 ㈱川崎ディーゼル整備工場 904-2203 うるま市字川崎350 ¥1,000
863 ㈾大進自動車整備センター 901-1301 与那原町字板良敷1370 ¥1,000
865 大栄自動車 901-2113 浦添市字大平396-1 ¥1,000
866 照屋自動車整備工場 904-2224 うるま市字大田798 ¥1,000
867 ＴＹ自動車整備センター 901-0405 八重瀬町字伊覇280-5 ¥1,000
869 浦添自動車㈱ 901-2114 浦添市安波茶3-5-5 ¥1,000
872 コザ自動車㈱ 904-2151 沖縄市松本5-13-15 ¥1,000
875 友寄オートサービス 903-0122 西原町字小橋川90-2 ¥1,000
876 （同)ライフ自動車 901-0325 糸満市字大里957 ¥1,000
877 ㈱スズキ自販沖縄サービスセンター 901-2101 浦添市西原5-1-7 ¥1,000
878 ㈲日南自動車サービス 901-2132 浦添市伊祖1-7-1 ¥1,000
879 儀部モータース 905-0007 名護市字屋部606 ¥1,000
880 ＵＤトラックス㈱沖縄工場 901-2122 浦添市勢理客4-10-2 ¥1,000
882 座安モータース 901-0242 豊見城市字高安1170 ¥1,000
883 當間自動車整備工場 901-2112 浦添市沢岻2-10-1 ¥1,000
884 松永自動車 901-1303 与那原町字与那原1063 ¥1,000
889 曽根自動車整備工場 904-2153 沖縄市美里5-21-12 ¥1,000
892 沖縄スズキ㈱サービス工場 901-0203 豊見城市字長堂114-1 ¥1,000
893 光モータース 901-0601 南城市玉城字垣花255 ¥1,000
894 比嘉自動車整備工場 904-2224 うるま市字大田500 ¥1,000
895 柳モータース 901-1414 南城市佐敷字津波古256 ¥1,000
897 与座自動車整備工場 905-0006 名護市字宇茂佐157 ¥1,000
900 与那原総合整備㈱ 901-1207 南城市大里字古堅1199-1 ¥1,000
902 比嘉自動車整備工場 904-1203 金武町字屋嘉2537 ¥3,000
904 ㈱はごろも車検センター 901-2206 宜野湾市愛知2-3-10 ¥1,000
905 ㈲伊禮自動車工業 904-2311 うるま市勝連南風原4131 ¥1,000
906 ㈱海邦物産 海邦オートサービス 901-0231 豊見城市字我那覇666 ¥1,000
909 オートガレージ西原 903-0121 西原町字内間401-5 ¥1,000
910 神山自動車整備工場 905-1411 国頭村字辺土名1734 ¥1,000
912 コマツカスタマーサポート㈱九州沖縄カンパニー那覇支店 901-1111 南風原町字兼城250 ¥1,000
916 ㈱ライトモータース中部工場 904-2142 沖縄市登川1-2865 ¥1,000
919 ㈲城間自動車整備工場 901-2212 宜野湾市長田1-10-6 ¥1,000
925 灘オートサービス 901-0315 糸満市字照屋770 ¥1,000
926 長嶺自動車㈱ 904-0411 恩納村字恩納6351-3 ¥2,000
928 中山自動車工業 904-2201 うるま市字昆布1223 ¥1,000
933 ㈲豊見城整備センター 901-0241 豊見城市字豊見城597 ¥1,000
934 ㈱サンヒルズ自動車 904-1115 うるま市石川字伊波1512-3 ¥20,000
939 ㈲新垣自動車整備工場 901-0611 南城市玉城字富里184-1 ¥1,000
940 中部自動車サービス 901-2312 北中城村字和仁屋193 ¥1,000
941 （有）瑞慶山自動車工業 904-0011 沖縄市照屋3-25-16 ¥1,000
945 ㈱三久自動車整備センター 901-0213 豊見城市字高嶺362-2 ¥1,000
946 琉球日産自動車㈱那覇国場店 902-0074 那覇市字仲井真153 ¥1,000
947 豊橋サービスセンター 901-1104 南風原町字宮平656-1 ¥1,000
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948 宮良自動車整備工場 907-0004 石垣市字登野城869-5 ¥1,000
951 大阪自店 906-0012 宮古島市平良字西里825 ¥2,000
952 ㈲与儀モータース 902-0073 那覇市字上間563-1 ¥1,000
954 ㈱宮古自動車商会 906-0012 宮古島市平良字西里882 ¥2,000
957 JALスカイエアポート沖縄株式会社 901-0142 那覇市字鏡水306-2 ¥1,000
958 沖電企業㈱業務サービス部・車両課 901-2131 浦添市牧港4-6-11 ¥1,000
959 ＡＮＡ沖縄空港株式会社 901-0142 那覇市字鏡水306-2 ¥1,000
960 開成自動車工業 901-0362 糸満市字真栄里373-1 ¥1,000
961 ㈴丸正自動車整備工場 901-1414 南城市佐敷字津波古1225 ¥1,000
963 ㈲伊良波モータース 901-0224 豊見城市字与根118 ¥1,000
964 屋部自動車整備工場 905-0007 名護市字屋部1703 ¥1,000
965 航空自衛隊第9航空団整備補給群車両器材隊 901-0144 那覇市字当間252 ¥1,000
966 Ｏ.Ａ.メンテナンスサービス 904-2153 沖縄市字美里1159-2 ¥1,000
969 仲村自動車整備工場 905-1152 名護市字伊差川895-3 ¥1,000
970 北中自動車整備工場 901-2312 北中城村字和仁屋261-38 ¥1,000
971 知花モータース 905-1411 国頭村字辺土名1271 ¥1,000
975 東武サービス 904-1303 宜野座村字惣慶1824 ¥5,000
981 津波モータース 901-0611 南城市玉城字富里659-1 ¥1,000
983 ㈴寿車輌 906-0012 宮古島市平良字西里1437-2 ¥2,000
986 Honda Cars 沖縄池原店 904-2141 沖縄市字池原5-1-27 ¥1,000
987 ゆうな自動車整備工場 901-2304 北中城村字屋宜原689 ¥1,000
988 東洋自動車工業㈱ 906-0504 宮古島市伊良部字仲地216 ¥2,000
990 Honda Cars 沖縄名護店 905-0021 名護市東江5-11-11 ¥1,000
991 ㈱西自動車商会 904-2142 沖縄市字登川2398 ¥4,000
993 沖縄自動車整備協業組合 904-2142 沖縄市字登川2727 ¥1,000
994 いすゞ自動車九州㈱沖縄サービスセンター 901-0225 豊見城市豊崎3-88 ¥1,000
997 東和オートサービス 906-0012 宮古島市平良字西里894-2 ¥2,000
998 Honda Cars 沖縄一日橋店 902-0073 那覇市字上間272-24 ¥1,000
999 共同整備 901-2131 浦添市牧港5-4-19 ¥1,000
1001 新里自動車整備工場 906-0506 宮古島市伊良部字長浜1587 ¥2,000
1003 共栄自動車サービス 905-0503 伊江村字川平413-2 ¥1,000
1007 玉自動車整備工場 904-2143 沖縄市字知花1178-1 ¥1,000
1008 琉球ダイハツ販売㈱中部店 904-2161 沖縄市古謝2-17-11 ¥1,000
1011 寿自動車 905-0008 名護市字山入端74 ¥5,000
1012 沖縄トヨタ自動車㈱那覇店 900-0026 那覇市字奥武山町16 ¥1,000
1013 北部タフコート 905-1147 名護市字田井等403 ¥1,000
1015 喜友名自動車サービス 904-0322 読谷村字波平1628 ¥1,000
1016 ㈲小禄サービスセンター 901-0152 那覇市字小禄693 ¥1,000
1017 盛英自動車整備工場 904-0001 沖縄市字越来938-1 ¥1,000
1019 勝連オートサービス 904-2311 うるま市勝連字南風原4537 ¥1,000
1021 ㈲てるきな 901-0303 糸満市字兼城451-1 ¥1,000
1024 （株）松川オート 901-2125 浦添市仲西3-12-2 ¥1,000
1025 ㈲友信自動車工業 903-0103 西原町字小那覇1496-1 ¥1,000
1026 ㈱嘉数重工 901-1104 南風原町字宮平568 ¥1,000
1027 平田鈑金整備工場 904-2142 沖縄市字登川1586 ¥1,000
1028 北谷自動車整備工場 904-0103 北谷町字桑江369-2 ¥1,000
1029 ㈱漲水整備 906-0006 宮古島市平良字西仲宗根449-1 ¥2,000
1030 ㈱いさむ自動車 906-0012 宮古島市平良字西里836 ¥2,000
1032 （株）松宮オートサービス 901-0224 豊見城市与根8-14 ¥1,000
1033 ㈲宇根自動車 905-0211 本部町字東456-1 ¥1,000
1035 株式会社　稲嶺整備センター 901-0901 糸満市字阿波根1093-1-1 ¥1,000
1036 ㈾栄整備工場 901-1111 南風原町字兼城606-6 ¥1,000
1038 第15後方支援隊整備中隊整備工場 901-0142 那覇市字鏡水679 ¥1,000
1039 東自動車整備工場 905-1203 東村字川田457-2 ¥1,000
1041 ㈲古堅自動車 905-0228 本部町字伊野波340-1 ¥1,000
1042 オートセンターアルファ 904-2143 沖縄市知花5-16-14 ¥1,000
1044 豊見山車輌 906-0012 宮古島市平良字西里860-1 ¥2,000
1049 ㈲協同自動車工業 904-2141 沖縄市池原5-1-47 ¥1,000
1050 ＯＫモータース 906-0012 宮古島市平良字西里850-3 ¥2,000
1051 沖縄トヨペット㈱港川店 901-2134 浦添市字港川244 ¥1,000
1053 鏡原自動車整備工場 906-0013 宮古島市平良字下里3107-53 ¥2,000
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1054 ガレージ・オート・島絆 906-0013 宮古島市平良字下里1559-8 ¥2,000
1055 塩川自動車 905-0225 本部町字崎本部3200-1 ¥1,000
1058 ㈲北谷オートサービス 904-0105 北谷町字吉原745-18 ¥1,000
1060 Honda Cars 沖縄牧港店 901-2134 浦添市字港川266 ¥1,000
1061 琉球三菱自動車販売㈱中部店 904-0031 沖縄市上地1-12-1 ¥1,000
1062 米須モータース 901-0335 糸満市字米須93 ¥1,000
1063 玉木自動車整備工場 904-2174 沖縄市字与儀3-1-5 ¥1,000
1065 新垣自動車工業 905-0502 伊江村字東江前770-2 ¥1,000
1066 ㈲エス自動車 906-0006 宮古島市平良字西仲宗根553 ¥2,000
1068 富士自動車 901-0211 豊見城市字饒波530 ¥1,000
1070 五光自動車工業合同会社 906-0105 宮古島市城辺字長間705-2 ¥2,000
1071 翁長自動車整備工場 901-0223 豊見城市字翁長751-1 ¥1,000
1073 平良自動車整備工場 901-0305 糸満市西崎1-13-10 ¥1,000
1075 糸村自動車㈱ 904-2224 うるま市字大田628-1 ¥1,000
1076 東洋自動車整備センター 901-1302 与那原町字上与那原472-1 ¥1,000
1078 沖縄トヨタ自動車㈱南風原店 901-1111 南風原町字兼城207-2 ¥1,000
1079 ㈲ＪOHNNY’S　USED　CAR 904-0117 北谷町北前882-1 ¥1,000
1080 波平自動車整備工場 906-0602 多良間村字仲筋391 ¥2,000
1081 丸聖自動車サｰビス工場 906-0103 宮古島市城辺字福里197-3 ¥2,000
1082 大進自動車整備工場 906-0013 宮古島市平良字下里3107-237 ¥2,000
1083 蔵王自動車整備工場 906-0012 宮古島市平良字西里1883 ¥2,000
1084 ㈱オカノ整備工場 904-2143 沖縄市知花4-1482-3 ¥1,000
1086 赤嶺自動車 902-0073 那覇市字上間164 ¥1,000
1087 伊江農機整備工場 905-0501 伊江村字東江上6 ¥1,000
1088 平安座自動車整備工場 904-2213 うるま市字田場250-1 ¥1,000
1090 ㈲北部スズキ 905-0019 名護市大北3-32-15 ¥1,000
1091 松田自動車整備工場 905-1631 名護市字屋我31-1 ¥1,000
1092 石川自動車商会 904-1106 うるま市石川1325-1 ¥5,000
1093 （有）中央自動車工業 901-2131 浦添市牧港4-7-7 ¥1,000
1096 新孝自動車 906-0202 宮古島市上野字新里87-4 ¥2,000
1103 ㈱八重自動車 905-0005 名護市字為又479-8 ¥1,000
1106 ㈱禅自動車サービス 901-1117 南風原町字津嘉山1162-1 ¥1,000
1107 （有）仲モータース 901-2112 浦添市字沢岻1336-1 ¥1,000
1108 安里自動車整備工場 906-0601 多良間村字塩川498 ¥2,000
1110 (同) ＮＫ自動車 906-0012 宮古島市平良字西里1306-3 ¥2,000
1111 成宏自動車工業 906-0006 宮古島市平良字西仲宗根739-1 ¥2,000
1112 中休オート 906-0012 宮古島市平良字西里1949-5 ¥2,000
1113 津波整備 901-0612 南城市玉城字当山31-1 ¥1,000
1115 古堅モータース(株) 904-0314 読谷村字古堅722-2 ¥1,000
1116 平安山自動車サービス 906-0103 宮古島市城辺字福里942-10 ¥2,000
1117 やまなか自動車工業 906-0013 宮古島市平良字下里2665-1 ¥2,000
1120 花城自動車整備工場 906-0012 宮古島市平良字西里1280-3 ¥2,000
1121 光オートサービス 905-0501 伊江村字東江上681 ¥1,000
1122 琉球三菱自動車販売㈱浦添店 901-2125 浦添市仲西3-12-1 ¥1,000
1123 名護オートサービス 905-1143 名護市字真喜屋690-1 ¥1,000
1125 ㈲大和オート 904-1106 うるま市石川2490-15 ¥1,000
1128 ㈲セイブオート 901-0232 豊見城市字伊良波558-4 ¥1,000
1129 ワールドモーター 906-0105 宮古島市城辺字長間1306 ¥2,000
1130 Honda Cars 沖縄仲西店 901-2125 浦添市仲西3-16-2 ¥1,000
1131 琉球ダイハツ販売㈱東浜店 901-1304 与那原町字東浜88-2 ¥1,000
1132 安和自動車整備工場 905-0001 名護市字安和118 ¥1,000
1133 大城モータース㈾ 901-0603 南城市玉城字百名874-1 ¥1,000
1134 前里オート 906-0013 宮古島市平良字下里2054-3 ¥2,000
1135 ㈲宮大産業 901-1208 南城市大里字平良2574-1 ¥1,000
1140 友利自動車工業 906-0105 宮古島市城辺字長間1146-16 ¥2,000
1141 新星オートサービス 904-0034 沖縄市字山内1017 ¥1,000
1144 ㈱海邦自動車整備センター 904-2311 うるま市勝連南風原4637 ¥1,000
1145 ㈱西自動車商会　泡瀬店 904-2174 沖縄市与儀2-2-5 ¥1,000
1146 新和機工 901-0413 八重瀬町字志多伯399-4 ¥1,000
1147 東峰自動車 901-1502 南城市知念字安座真127 ¥1,000
1148 ㈲久志オートサービス 905-2173 名護市字久志1340 ¥1,000
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1149 漢那自動車商会 904-1304 宜野座村字漢那1250-2 ¥1,000
1150 （株）国際重機サービス工場 901-0225 豊見城市豊崎3-29 ¥1,000
1151 鉢嶺自動車整備工場 904-1203 金武町字屋嘉2864 ¥1,000
1153 富オートサービス 904-0034 沖縄市山内4-81-1 ¥1,000
1156 当真自動車サービス 901-1117 南風原町字津嘉山1726 ¥1,000
1157 株式会社ウネ・プロ 904-2151 沖縄市松本5-20-30 ¥1,000
1158 沖縄マツダ知花店サービス工場 904-2143 沖縄市知花6-39-3 ¥1,000
1159 具志堅自動車 905-0222 本部町字並里602-1 ¥1,000
1160 オートサービス中山 905-0004 名護市字中山329-3 ¥1,000
1162 前里ホンダ 903-0117 西原町字翁長556-2 ¥1,000
1163 沖縄ふそう自動車㈱北部営業所 905-1152 名護市字伊差川23-1 ¥1,000
1164 トヨタカローラ沖縄㈱糸満店 901-0302 糸満市字潮平797-7 ¥1,000
1166 成城自動車 901-0334 糸満市字大度255-120 ¥1,000
1167 崎原オートサービス 903-0103 西原町字小那覇1487 ¥1,000
1168 (有)北谷オートサービス第２工場 904-2171 沖縄市高原4-25-15 ¥1,000
1169 モトーレン沖縄㈱ 901-2133 浦添市字城間2693 ¥1,000
1170 伊芸自動車整備工場 901-1101 南風原町字大名236 ¥1,000
1171 ファミリー自動車整備工場 904-2311 うるま市勝連南風原805 ¥1,000
1173 宮平自動車サービス 904-0202 嘉手納町字屋良1062-1 ¥1,000
1175 琉球ダイハツ販売㈱糸満サービスセンター 901-0303 糸満市字兼城508-6 ¥1,000
1176 天久テクニカル自動車商会 904-0322 読谷村字波平908 ¥1,000
1177 琉球日産自動車㈱浦添第二サービス工場 901-2134 浦添市港川2-1-1 ¥1,000
1178 伊佐モータース 904-2142 沖縄市字登川2135-1 ¥1,000
1179 福里自動車整備工場 904-2143 沖縄市知花3-1-6 ¥1,000
1180 東英自動車整備工場 901-0205 豊見城市字根差部80-1 ¥1,000
1181 丸貴（株） 901-2133 浦添市城間1-12-6 ¥1,000
1182 丸安自動車整備工場 907-0001 石垣市字大浜418-4 ¥1,000
1183 座安自動車整備工場 901-2402 中城村字泊562 ¥1,000
1184 隆広モータース 904-2161 沖縄市字古謝1014 ¥1,000
1185 カーショップ前田 904-2166 沖縄市古謝津嘉山町35-10 ¥1,000
1186 美東モータース 904-2164 沖縄市字桃原200-17 ¥1,000
1188 カーケアーセンター上間 904-2171 沖縄市高原4-23-3 ¥1,000
1189 丸浜オート 901-0306 糸満市西崎町5-12-12 ¥1,000
1191 沖縄トヨペット㈱中部店 904-2151 沖縄市松本7-1-3 ¥1,000
1194 具志堅整備工場 901-1516 南城市知念字志喜屋476-1 ¥1,000
1196 比嘉オートサービス 904-2225 うるま市字喜屋武106-9 ¥1,000
1197 野嵩オートサービス 901-2423 中城村字北上原834 ¥1,000
1198 ㈲ナカダ自動車商会 904-0205 嘉手納町字兼久370-1 ¥1,000
1199 西平自動車整備工場 901-0341 糸満市字小波蔵150-1 ¥1,000
1202 澤オートサービス 904-0315 読谷村字渡具知18-3 ¥1,000
1203 ネッツトヨタ沖縄㈱登川店 904-2142 沖縄市字登川2441-1 ¥1,000
1204 有限会社　カーショップエム 904-2143 沖縄市知花5-35-23 ¥1,000
1206 吉文自動車 905-1146 名護市字親川103 ¥1,000
1207 當山自動車商会 901-2112 浦添市字沢岻1429-1 ¥1,000
1208 ㈲仲オートサービス 904-2224 うるま市字大田627-1 ¥1,000
1210 ㈲サキハマ 900-0022 那覇市古波蔵2-25-37 ¥1,000
1211 ㈲仲座オートサービス 901-0415 八重瀬町字小城175-5 ¥1,000
1212 仲本自動車整備工場 904-2307 うるま市与那城饒辺317-1 ¥1,000
1213 ラッキー交通車輌センター 901-0306 糸満市西崎町5-9-8 ¥1,000
1214 丸勇自動車 901-0322 糸満市字与座539 ¥1,000
1215 石川自動車 904-2205 うるま市字栄野比151 ¥1,000
1216 沖縄産機㈱ 901-2223 宜野湾市大山7-1400-55 ¥1,000
1219 イエローハット南風原店 901-1111 南風原町字兼城632 ¥1,000
1220 ㈱ラッキー自動車商会Clear25おきなわ 901-0417 八重瀬町字外間89-1 ¥1,000
1222 タマキオート 901-2314 北中城村字大城130 ¥1,000
1223 ㈱新里自動車商会 906-0012 宮古島市平良字西里1322 ¥2,000
1224 丸良オートサービス 901-2104 浦添市当山3-7-1 ¥1,000
1225 ピットインボデー 901-1202 南城市大里字大里2490-1 ¥1,000
1228 ニッシン自動車工業沖縄 904-0302 読谷村字喜名219 ¥1,000
1229 オートメカニック 901-2223 宜野湾市大山1-8-7 ¥1,000
1230 中部観光バス整備工場 904-0006 沖縄市八重島2-12-2 ¥1,000
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1232 池村自動車整備工場 906-0007 宮古島市平良字東仲宗根912-3 ¥2,000
1233 トヨタカローラ沖縄㈱那覇店 901-0146 那覇市具志1-14-18 ¥1,000
1234 ザキミオートサービス 904-0301 読谷村字座喜味627 ¥1,000
1236 オートワーク 901-1203 南城市大里字大城2321-8 ¥1,000
1237 奥間自動車整備 901-2412 中城村字奥間217 ¥1,000
1240 株式会社メカドック 903-0128 西原町字森川59-1 ¥1,000
1241 ㈱シンワ自動車 906-0011 宮古島市平良字東仲宗根添1646-7 ¥2,000
1242 ライダーズショップステック 901-2223 宜野湾市大山2-10-11 ¥1,000
1243 日政車検センター 901-2423 中城村字北上原287-6 ¥1,000
1245 大幸整備 905-1318 大宜味村字津波1937 ¥1,000
1246 智オートサービス 904-0322 読谷村字波平1626-1 ¥1,000
1247 興モータース 904-1106 うるま市石川2280-1 ¥1,000
1249 サン・ガレージ 904-0416 恩納村字山田2827-1 ¥1,000
1250 南オートサービス 904-2203 うるま市字川崎292-6 ¥1,000
1251 若松オート 901-2316 北中城村字安谷屋1429-1 ¥11,000
1252 那覇ホンダ販売 902-0065 那覇市壷屋2-1-27 ¥1,000
1253 マチダオートサービス㈱ 904-2142 沖縄市字登川3458 ¥1,000
1254 ㈲四季島モータース 901-1114 南風原町字神里293-1 ¥1,000
1256 セブンオート 901-0203 豊見城市字長堂66-4 ¥1,000
1257 ビセオート 903-0101 西原町字掛保久221-1 ¥1,000
1258 三社自動車 905-0703 伊平屋村字我喜屋2363 ¥1,000
1260 松本オートサービス 901-0313 糸満市字賀数386-1 ¥1,000
1261 金ちゃん整備 901-1117 南風原町字津嘉山1708-2 ¥1,000
1262 パシフィックオートサービス 907-0002 石垣市字真栄里581-1 ¥1,000
1263 城辺オートサービス 906-0103 宮古島市城辺字福里375-7 ¥2,000
1264 ＪＡオート伊是名 905-0603 伊是名村字仲田296-1 ¥1,000
1265 ㈲琉朝自動車商会 904-0322 読谷村字波平1157-1 ¥1,000
1268 オートプラザ池田 901-2101 浦添市西原3-20-5 ¥1,000
1271 大輪モーターサービス 901-1206 南城市大里字仲間1206-1 ¥1,000
1272 琉球ダイハツ販売㈱名護店 905-0019 名護市大北3-31-3 ¥1,000
1273 丸真整備工場 901-2212 宜野湾市長田4-17-30 ¥1,000
1277 太平タクシー㈴整備工場 906-0007 宮古島市平良字東仲宗根564-8 ¥2,000
1278 一オートサービス 906-0303 宮古島市下地字洲鎌426-1 ¥2,000
1279 ㈲大宮建機リース 901-0401 八重瀬町字東風平1386-1 ¥1,000
1280 ㈱池田オートサービス 903-0115 西原町字池田733 ¥1,000
1281 石川オートサービス 904-1106 うるま市石川2366-1 ¥5,000
1284 西崎オートサービス 901-0306 糸満市西崎町5-15-4 ¥6,000
1285 前田工業 901-2101 浦添市西原2-2-17 ¥1,000
1287 カナキオートサービス 901-2223 宜野湾市大山2-28-6 ¥1,000
1288 ㈱スズキ自販沖縄安謝営業所 900-0003 那覇市字安謝630-22 ¥1,000
1289 モーターサロングリーンロード 901-0146 那覇市具志3-24-21 ¥1,000
1290 オートバックスあわせモール店 904-2161 沖縄市古謝2-17-3 ¥1,000
1291 未来リペア 901-1303 与那原町字与那原1132 ¥1,000
1293 ヤマトオートワークス沖縄㈱糸満工場 901-0306 糸満市西崎町4-21-3 ¥1,000
1295 ㈱スズキ自販沖縄北谷営業所 904-0115 北谷町美浜2-1-7 ¥1,000
1296 双ばオートサービス 901-2421 中城村字登又267-1 ¥1,000
1298 平良自動車整備工場 906-0503 宮古島市伊良部字伊良部1390-1 ¥2,000
1301 沖縄トヨタ自動車㈱北谷店 904-0115 北谷町美浜1-3-1 ¥1,000
1302 ㈲与根オートサービス 901-0224 豊見城市字与根315-1 ¥1,000
1304 琉球ﾀﾞｲﾊﾂ販売㈱うるま総合センター 904-2311 うるま市勝連南風原5099-1 ¥1,000
1308 ハローエンジェル 905-1152 名護市字伊差川16 ¥1,000
1310 アネックス㈱ 901-0306 糸満市西崎町5-3 ¥1,000
1313 ハーレーダビットソン沖縄 901-2223 宜野湾市大山1-10-18 ¥1,000
1314 ㈲沖縄機工 904-2151 沖縄市松本5-19-30 ¥1,000
1315 カーボディ登川 904-2153 沖縄市美里5-16-3 ¥1,000
1316 純オート 904-2142 沖縄市登川2-3-3 ¥1,000
1317 アシストオートサービス 903-0116 西原町字幸地649 ¥1,000
1318 トヨタカローラ沖縄㈱南風原店 901-1104 南風原町字宮平665 ¥1,000
1320 ㈲千代田車輌 906-0201 宮古島市上野字野原148-6 ¥2,000
1321 高原自動車 903-0127 西原町字徳佐田5-7 ¥1,000
1324 オートバックス・ニュー北谷 904-0115 北谷町美浜1-5-8 ¥1,000



認証番 工場名 郵便番号 所在地 合計
「首里城再建に向けた支援金」 協力事業場一覧

1325 ㈲フロンティア宮古営業所 906-0013 宮古島市平良字下里109-22 ¥2,000
1326 宮城オート 905-1411 国頭村字辺土名1506-2 ¥1,000
1327 ㈲大城自動車クリニック 901-0311 糸満市字武富231 ¥1,000
1328 ステップオート 901-0301 糸満市字阿波根993-1 ¥1,000
1329 糸満整備 901-0306 糸満市西崎町5-12-2 ¥1,000
1330 嶺井鈑金 901-2405 中城村字屋宜314番地 ¥1,000
1331 ㈱スズキ自販沖縄スズキアリーナコザ 904-2153 うるま市前原320 ¥1,000
1333 正自動車サービス工場 901-2205 宜野湾市赤道1-173-1 ¥1,000
1336 ガレージフォーユー 905-1152 名護市字伊差川217-1 ¥1,000
1338 ㈱りゅうせきエネルギー南インター店 904-0031 沖縄市上地4-23-22 ¥1,000
1339 ㈲一善オートボディ 904-2171 沖縄市高原4-8-7 ¥1,000
1340 當間総合機械 907-0002 石垣市字真栄里435-6 ¥1,000
1341 栄自動車 901-1207 南城市大里字古堅1206-1 ¥1,000
1342 オートステーションＡ，カーズ 904-2143 沖縄市知花3-4-20 ¥1,000
1343 カーファクトリー勝 904-2213 うるま市字田場1361 ¥1,000
1344 沖縄ふそう自動車㈱中部営業所 904-2234 うるま市字州崎13-29 ¥1,000
1346 オートサービスＺＥＲＯ 901-2421 中城村字登又299 ¥1,000
1349 クラシックガレージ　ル・マン 901-2225 宜野湾市大謝名2-3-3 ¥1,000
1350 株式会社ＴＡＫＡ 904-2163 沖縄市大里59-14 ¥1,000
1351 ダイマルオートメカニック 904-2143 沖縄市知花5-13-11 ¥1,000
1353 一真自動車整備工場 904-2153 沖縄市美里5-21-25 ¥1,000
1354 モトサウンド 900-0003 那覇市安謝2-6-16 ¥1,000
1356 ヤマト自動車整備工場 901-0416 八重瀬町字宜次363-1 ¥1,000
1357 ネッツトヨタ沖縄㈱南風原店 901-1104 南風原町字宮平670 ¥1,000
1358 和オートサービス 901-2206 宜野湾市字愛知1-6-12 ¥1,000
1360 ㈱日政石油サンルート我如古SS 901-2214 宜野湾市我如古1-8-18 ¥1,000
1362 合同会社ひかり自動車 906-0012 宮古島市平良字西里1888-6 ¥2,000
1363 ぐしかみ・オート・サービス 901-0512 八重瀬町字具志頭242-1 ¥1,000
1364 アイユー自動車 904-0323 読谷村字高志保1423-1 ¥1,000
1367 カレッジ車検サービスセンター 901-2214 宜野湾市我如古2-35-6 ¥1,000
1368 島オートサービス 901-1204 南城市大里字稲嶺1986-4 ¥1,000
1372 ㈱中部自動車整備工場具志川店 904-2235 うるま市字前原287-1 ¥1,000
1373 タモツモータースＪｒ 903-0116 西原町字幸地195 ¥1,000
1376 翼オート 904-2242 うるま市字高江洲351-1 ¥1,000
1377 車検屋さん 北谷 904-0112 北谷町字浜川8-10 ¥1,000
1378 モトファッション元気 901-2225 宜野湾市大謝名1-19-30 ¥1,000
1380 赤道オートサービス 904-2245 うるま市赤道1-22 ¥1,000
1382 ㈱普天間石油 901-2204 宜野湾市上原1-3-1 ¥1,000
1384 オートバックスニューマチナト店 901-2131 浦添市牧港2-48-7 ¥1,000
1385 ポイント・ワン 901-0153 那覇市宇栄原3-23-28 ¥1,000
1387 カードック澄友タイヤ 907-0024 石垣市字新川439-2 ¥1,000
1388 ＱＵＥＳＴ 901-2203 宜野湾市野嵩2-26-16 ¥1,000
1392 トカシキオート 905-0005 名護市字為又1220-142 ¥1,000
1393 ぴた車検センター与那覇店 901-1103 南風原町字与那覇527-1 ¥1,000
1394 ㈲中部三共電機 904-2244 うるま市字江洲370-1 ¥1,000
1395 大石原整備 904-0324 読谷村字長浜2128-1 ¥1,000
1397 大城モータース 904-1201 金武町字金武10423-4 ¥1,000
1398 ㈲大城オートサービス 901-0301 糸満市字阿波根576-1 ¥1,000
1399 ㈲ジーワン 901-2204 宜野湾市上原1-1-16 ¥1,000
1401 （株）砂辺レッカー 904-0111 北谷町字砂辺239 ¥1,000
1402 Ａｋｉモーターサイクル 901-2114 浦添市安波茶2-6-8 ¥1,000
1403 沖縄トヨタ自動車㈱Ｌ＆Ｆ部 900-0001 那覇市港町2-19-2 ¥1,000
1404 平安モータース 904-0311 読谷村字比謝493-1 ¥1,000
1407 福原自動車整備工場㈱ 904-2161 沖縄市古謝2-3-21 ¥1,000
1408 オートバックスニュー具志川店 904-2245 うるま市字赤道247-4 ¥1,000
1409 ㈱オフィスMIYA 901-2424 中城村字南上原1053 ¥1,000
1410 スカイ倶楽部 901-0225 豊見城市字豊崎3-60 ¥1,000
1411 グリット 901-2131 浦添市牧港1-11-18 ¥1,000
1413 ㈱スズキ自販沖縄南部営業所 901-0224 豊見城市字与根512-4 ¥1,000
1415 ガレージプリンス 903-0116 西原町字幸地745-1 ¥1,000
1416 琉球ダイハツ販売(株)北谷ハンビー店 904-0116 北谷町北谷1-7-1 ¥1,000
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1417 オートガレージＺ 904-2242 うるま市高江洲1231-3 ¥1,000
1418 沖縄マツダ国場店サービス工場 902-0075 那覇市国場1066 ¥1,000
1419 大志モータース 901-1206 南城市大里字仲間1034-4 ¥1,000
1420 ゆうきオート 904-1113 うるま市石川字山城199 ¥1,000
1421 喜納モータース第二工場 904-0314 読谷村字古堅西原482 ¥1,000
1425 カーメイク原 901-2101 浦添市西原2-9-17 ¥1,000
1427 ㈱アクティブ 907-0024 石垣市字新川380-1 ¥1,000
1428 バイクショップＫ’S 901-2125 浦添市仲西1-4-1 ¥1,000
1429 カーヘルスガッツ 906-0012 宮古島市平良字西里1306-15 ¥2,000
1433 ＫＥＮ'Ｓ　ＰＬＡＣＥ 904-0303 読谷村字伊良皆180-2 ¥1,000
1434 （株）デンソーサービス沖縄 901-2134 浦添市港川409 ¥1,000
1435 ㈲アウトバン 901-2223 宜野湾市大山2-9-5 ¥1,000
1436 （株）浦添自動車サービス 901-0306 糸満市西崎町5-6-16 ¥1,000
1437 (株)東町自動車サービス中部工場 904-2143 沖縄市知花6-9-25 ¥1,000
1438 （有）ウィリー 901-0201 豊見城市字真玉橋131-3 ¥1,000
1440 ＧＯＹＡ株式会社 901-2203 宜野湾市野嵩541-3 ¥1,000
1441 琉球日産自動車㈱南風原店 901-1111 南風原町字兼城261 ¥1,000
1442 さつき自動車整備工場 904-2173 沖縄市比屋根4-31-9 ¥1,000
1444 琉球日産自動車㈱名護店 905-0019 名護市大北4-23-17 ¥1,000
1446 ホンダｓｐｏｒｔｓ池原 900-0002 那覇市曙2-22-1 ¥1,000
1448 ㈱日産カーメイク沖縄 901-2131 浦添市牧港1-60-7 ¥1,000
1450 Honda Cars 沖縄北谷店 904-0115 北谷町美浜1-5-2 ¥1,000
1451 レクサス那覇 900-0005 那覇市天久2-31-1 ¥1,000
1456 沖縄トヨペット㈱小禄サザン店 901-0146 那覇市具志876-1 ¥1,000
1459 マリン＆オートサービス　Ｈasshe 904-1111 うるま市石川東恩納1495-5 ¥1,000
1460 健電モータース 901-0231 豊見城市字我那覇210-2 ¥1,000
1461 琉球ダイハツ販売(株)中部うるま店 904-2236 うるま市喜仲1-1-1 ¥1,000
1463 イエローハット具志川店 904-2235 うるま市字前原169-4 ¥1,000
1464 城間自動車 903-0116 西原町字幸地654-2 ¥1,000
1465 セルフ浦添SS 901-2113 浦添市大平1-36-2 ¥1,000
1466 サン・オート沖縄 901-2202 宜野湾市普天間1-29-11 ¥1,000
1467 ＧＭオート 905-0019 名護市大北3-2-65 ¥1,000
1468 ㈲カープロショップ 901-0242 豊見城市字高安374 ¥1,000
1469 カーメイクＮＡＫＡＺＡＴＯ 903-0123 西原町字津花波121-10 ¥1,000
1471 （有）琉成自動車 901-2113 浦添市大平3-13-19 ¥1,000
1472 ㈲ブルーアイボディー 904-0113 北谷町字宮城1-96 ¥1,000
1473 宮國モータース 906-0015 宮古島市平良字久貝66 ¥2,000
1476 朝日電機 901-0223 豊見城市字翁長843-23 ¥20,000
1477 ㈱次郎工業西原センター 903-0112 西原町字我謝831 ¥1,000
1480 カスタム首里 903-0803 那覇市首里平良町1-18 ¥1,000
1481 ㈱中部自動車整備工場北谷店 904-0116 北谷町北谷2-7-5 ¥1,000
1485 KAWASAKI Jr 900-0003 那覇市安謝630-3 ¥1,000
1486 我那覇修理所 901-2224 宜野湾市真志喜1-11-5 ¥1,000
1488 Ｖolkswagen沖縄中央 900-0005 那覇市天久2-7-8 ¥1,000
1491 ㈱スズキ自販沖縄　スズキアリーナマリンタウン東浜 901-1304 与那原町字東浜23-6 ¥1,000
1493 大幸自動車商会 906-0108 宮古島市城辺字砂川688-8 ¥2,000
1494 ㈲ダイエイ重販 901-0315 糸満市字照屋1299-1 ¥1,000
1497 ㈱松川オート中部店 904-2143 沖縄市知花3-15-1 ¥1,000
1498 又吉鈑金 903-0103 西原町字小那覇1484-1 ¥1,000
1499 ㈲末松モービル 905-1152 名護市伊差川249-2 ¥1,000
1500 オレンジオートサービス 901-2222 宜野湾市喜友名1-10-3 ¥1,000
1503 エム商会　　　 901-2131 浦添市牧港5-16-5-1 ¥1,000
1506 高安オートサービス 904-2245 うるま市字赤道158-4 ¥1,000
1507 KANEHIDEオートサービスサンプラザいとまん店 901-0303 糸満市字兼城400 ¥1,000
1508 Honda Cars 沖縄豊崎店 901-0225 豊見城市豊崎3-36 ¥1,000
1509 ㈲ナカダ自動車商会 904-2241 うるま市兼箇段1339-1 ¥1,000
1513 三ツ星自販 906-0013 宮古島市平良字下里3107-102 ¥2,000
1514 白川自動車 901-0413 八重瀬町字志多伯722-3 ¥1,000
1515 加治工オート 901-2214 宜野湾市我如古4-14-15 ¥1,000
1518 テクノ産業 906-0012 宮古島市平良字西里1723-3 ¥2,000
1520 豊見観光整備センター 901-0202 豊見城市字嘉数539-2 ¥1,000
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1521 オートガレージ滝 904-1111 うるま市石川東恩納60-2 ¥1,000
1526 ピカ１オートサービス 901-0306 糸満市西崎町5-9-14 ¥1,000
1527 諸見スズキオート 902-0061 那覇市古島1-23-6 ¥1,000
1529 ㈲真栄田自動車 903-0103 西原町字小那覇1371-1 ¥1,000
1530 沖縄スバル㈱豊崎店 901-0225 豊見城市豊崎3-72 ¥1,000
1531 のり自動車 906-0109 宮古島市城辺字下里添119-1 ¥2,000
1532 Ｓオートサービス 906-0104 宮古島市城辺字比嘉177-6 ¥2,000
1533 ヒデトランスポート 901-2101 浦添市西原2-17-1 ¥1,000
1534 ネッツトヨタ沖縄㈱とよさき店 901-0225 豊見城市豊崎3-55 ¥1,000
1535 （有）ＯＩＣＨＥＬ 901-2102 浦添市前田3-14-2 ¥1,000
1539 サイクルグッズ　スピード 903-0117 西原町字翁長558 ¥1,000
1540 光オートサービス 903-0117 西原町字翁長547 ¥1,000
1541 シートメタル並里 905-0501 伊江村字東江前788 ¥1,000
1545 ㈲名護電機 905-1152 名護市字伊差川301 ¥1,000
1546 ㈲ヒサシ自動車 905-1152 名護市字伊差川461-1 ¥1,000
1547 ガレージＲ＆Ｄ 906-0012 宮古島市平良字西里1672-4 ¥2,000
1549 カーメイクＹＯＵ 901-2131 浦添市牧港5-15-13 ¥1,000
1550 カーメンテナンス Best one 901-2211 宜野湾市宜野湾3-13-37 ¥1,000
1551 日立建機日本株式会社 904-2234 うるま市字州崎12-34 ¥1,000
1553 琉球ダイハツ販売(株)与那原店 901-1302 与那原町字上与那原348-1 ¥1,000
1555 わじゃさ～ 901-2121 浦添市内間2-23-22 ¥1,000
1557 スィート　オート 901-2101 浦添市西原1-2-5 ¥1,000
1559 沖縄日野自動車㈱中部営業所 904-2142 沖縄市字登川1453-1 ¥1,000
1560 新垣鈑金 904-0324 読谷村字長浜1444-5 ¥1,000
1561 宮里車輌 905-1145 名護市川上57 ¥1,000
1562 礎機工 906-0006 宮古島市平良字西仲宗根971-1 ¥2,000
1565 KANEHIDEオートサービスあがり浜店 901-1304 与那原町字東浜68-1-2 ¥1,000
1566 Ｍ'Sサポート 901-2421 中城村字登又233 ¥1,000
1569 ㈲多和田ボディーサービス 901-2423 中城村字北上原360-1 ¥1,000
1575 ガレージＳ.Ｐ.Ｃ 901-2406 中城村字当間788 ¥1,000
1576 オートパレス 904-2245 うるま市字赤道345-2 ¥1,000
1577 ウェストオートサービス 903-0103 西原町字小那覇333-1 ¥1,000
1578 (同)新里板金塗装工場 906-0003 宮古島市平良字島尻300 ¥2,000
1581 ㈲ナカダ自動車商会 901-2225 宜野湾市大謝名5-17-8 ¥1,000
1582 カーボディー知花 904-0322 読谷村字波平2093 ¥1,000
1583 オート・ガレージ南 904-0116 北谷町北谷1-13-14 ¥1,000
1586 シュターク 901-2133 浦添市城間3-5-1 ¥1,000
1588 マチダオートサービス㈱南部営業所 901-1207 南城市大里古堅1102 ¥1,000
1591 共和自動車 901-1301 与那原町字板良敷1317-1 ¥1,000
1592 嶺井自動車 901-0612 南城市玉城字當山111-4 ¥1,000
1594 赤崎サービスステーション 904-1101 うるま市石川東山本町2-4-1 ¥1,000
1596 ワークショップ　ピースパイン 902-0065 那覇市壺屋2-5-21 ¥1,000
1600 シロマッハＣars 901-0617 南城市玉城字愛地227-1 ¥1,000
1603 Honda Cars 沖縄与那原店 901-1302 与那原町字上与那原369 ¥1,000
1604 協伸オートサービス 904-2172 沖縄市泡瀬2-52-17 ¥1,000
1605 拓自動車商会 901-0344 糸満市伊原152 ¥1,000
1606 ＣＡＲ－ＢＵＣＨＩ 904-0035 沖縄市南桃原2-692-1 ¥1,000
1609 ㈱エコ・ピット 906-0015 宮古島市平良字久貝686-7 ¥2,000
1611 上原鈑金塗装 905-0007 名護市字屋部1707-1 ¥1,000
1613 伊芸オートサービス 904-1203 金武町字屋嘉2428 ¥5,000
1615 宮里小前給油所 904-2165 沖縄市宮里2-19-25 ¥1,000
1617 CAR CARE CENTER (りゅうせきｴﾈﾙｷﾞｰ） 901-2223 キャンプフォスター 5644 ¥1,000
1619 浦西オート 901-2101 浦添市西原4-26-1 ¥1,000
1620 名護オートガススタンド整備工場 905-0017 名護市大中4-1-21 ¥1,000
1623 ライコランド沖縄店 901-0201 豊見城市字真玉橋178-1 ¥1,000
1624 エイムオートサービス 901-0211 豊見城市字饒波800-7 ¥1,000
1627 ガナハ電装 905-0414 今帰仁村字謝名260 ¥1,000
1628 株式会社　モーターズナカザト 901-2423 中城村字北上原944-1 ¥1,000
1629 オートテック美 906-0304 宮古島市下地字上地672 ¥2,000
1630 岸本ボディーサービス 905-0005 名護市為又248-1 ¥1,000
1634 エムズオートメディックス 901-2131 浦添市牧港2-33-1-102 ¥1,000



認証番 工場名 郵便番号 所在地 合計
「首里城再建に向けた支援金」 協力事業場一覧

1636 もろみ電機 903-0801 那覇市首里末吉町3-44-9 ¥1,000
1637 白石サービスステーション北谷美浜店 904-0115 北谷町美浜3-1-2 ¥1,000
1639 オートガレージＹ'ｓ 901-2201 宜野湾市新城2-36-10 ¥1,000
1642 ㈲パブリックレッカー 904-2143 沖縄市知花5-19-47 ¥1,000
1643 ㈲永井電機 901-1103 南風原町字与那覇196-1 ¥1,000
1645 ㈲新垣電機 904-2174 沖縄市与儀1-1-40 ¥1,000
1649 ガレージ００７ 906-0202 宮古島市上野字新里703-12 ¥2,000
1650 カーレックス 906-0203 宮古島市上野字宮国652 ¥2,000
1651 ボディーショップＲＩＮ 901-1204 南城市大里字稲嶺704-16 ¥1,000
1652 YELLOW  STONE 902-0074 那覇市上間363-1 ¥1,000
1653 ちゅらカーズジャパン 901-0305 糸満市西崎2-25-1 ¥1,000
1654 ＮＳオートサービス 901-1202 南城市大里字大里2570-1 ¥1,000
1655 ベイエリア　シュターク 904-0115 北谷町美浜3-5-4 ¥1,000
1658 モーレくば 904-2401 中城村字久場前浜原1984 ¥6,000
1659 BIKE SHOP O.M.C. 901-2122 浦添市勢理客2-18-9-101 ¥1,000
1661 ユーポス登川工場 904-2142 沖縄市字登川2791-1 ¥1,000
1662 武自動車商店 906-0006 宮古島市平良字西仲宗根1479-5 ¥2,000
1665 岸本モータース 901-2131 浦添市牧港2-33-5 ¥1,000
1667 玉城オート 905-0012 名護市字名護4605-33 ¥10,000
1668 ウィングオートサービス 901-0231 豊見城市字我那覇523-1 ¥1,000
1669 ㈱松川オート浦添メイクマン店 901-2133 浦添市字城間2670 ¥1,000
1672 セルフ北谷役場前給油所 901-0102 北谷町伊平236-1 ¥1,000
1677 ビッグ自動車 901-0315 糸満市字照屋1406-1 ¥1,000
1679 ＴＫオート 901-0313 糸満市字賀数438-2 ¥1,000
1680 オートクラフト眞 905-1154 名護市字呉我565-1 ¥1,000
1681 ガレージＵ 906-0012 宮古島市平良字西里1018-3 ¥2,000
1684 政オート 901-2421 中城村字登又1391 ¥1,000
1685 カーショップチャンス 901-2102 浦添市前田2-20-12 ¥1,000
1689 Honda Cars 沖縄泡瀬店 904-2173 沖縄市比屋根6-36-12 ¥1,000
1692 AUTOREPAIRSHOP　ＴＯＭＡ 904-2143 沖縄市字知花5-38-3 ¥1,000
1693 ㈲許田電装 901-2214 宜野湾市我如古2-26-8 ¥1,000
1696 ＧＡＲＥＧＥ城 901-0403 八重瀬町字世名城73-5 ¥1,000
1702 マツダオートザム中部 904-2235 うるま市前原290-4 ¥1,000
1704 湧川オートサービス 901-2102 浦添市前田2-19-12 ¥1,000
1707 ㈱りゅうせきエネルギー兼城店 901-1111 南風原町字兼城265 ¥1,000
1712 ネッツトヨタ沖縄(株)北谷店 904-0102 北谷町字伊平160-1 ¥1,000
1713 西平オート 904-2245 うるま市字赤道733-2 ¥1,000
1714 かねし自動車 905-1142 名護市字稲嶺46 ¥1,000
1717 旭自動車 903-0121 西原町字内間278-1 ¥1,000
1720 ヂーゼル機器沖縄株式会社 901-2122 浦添市勢理客3-10-1 ¥1,000
1721 （有）琉朝自動車商会　第二工場 904-0304 読谷村字楚辺1509-2 ¥1,000
1722 トヨタカローラ沖縄株式会社　池原店 904-2141 沖縄市池原2-14-3 ¥1,000
1724 イエローハット北谷桑江店 904-0102 北谷町字伊平211 ¥1,000
1725 GARAGE RANA 901-2223 宜野湾市大山6-1-16 ¥1,000
1726 豊橋南城営業所 901-1406 南城市佐敷字屋比久140 ¥1,000
1728 ㈱琉推三和自動車 901-2101 浦添市西原1-3-3 ¥1,000
1732 ㈲仲座オートサービス　新車館 901-0415 八重瀬町字小城420-1 ¥1,000
1734 NAOKI AUTO SERVICE 904-1102 うるま市石川東山1-9-3 ¥1,000
1736 新垣オートサービス 903-0103 西原町字小那覇76-1 ¥1,000
1739 沖縄マツダ北谷店サービス工場 904-0115 北谷町美浜2-1-5 ¥1,000
1740 石川鈑金塗装 904-1115 うるま市石川伊波806-1 ¥3,000
1744 テクニカルセンター沖縄 902-0073 那覇市上間196-1 ¥1,000
1746 ㈱りゅうせきエネルギー平良川店 904-2225 うるま市喜屋武278-1 ¥1,000
1748 ㈱ＭＩＣオートサービス宜野湾 901-2223 宜野湾市大山1-14-2 ¥1,000
1749 ガレージサクシード 906-0011 宮古島市平良字東仲宗根添1753-133 ¥2,000
1754 琉球日産㈱北谷店 904-0102 北谷町字伊平288 ¥1,000
1758 沖縄トヨペット㈱国場店 902-0075 那覇市国場350 ¥1,000
1760 ㈱スズキ自販沖縄スズキアリーナ牧港 901-2134 浦添市港川252-7 ¥1,000
1761 AUTORESERCHER カワタケ 904-0314 読谷村字古堅292 ¥1,000
1763 琉球自工 904-1301 宜野座村松田2440 ¥10,000
1765 モータリゼーション 901-2424 中城村南上原113 ¥1,000



認証番 工場名 郵便番号 所在地 合計
「首里城再建に向けた支援金」 協力事業場一覧

1766 ダイヤオートワークス 903-0127 西原町字徳佐田131-1 ¥1,000
1776 カーファクトリー南風原 904-2143 沖縄市知花4-24-2　１号室 ¥1,000
1778 ㈱西自動車商会鈑金塗装工場 904-2142 沖縄市登川平田原2862 ¥1,000
1779 ㈱日産カーメイク沖縄とよみ工場 901-0221 豊見城市字座安155-1 ¥1,000
1781 TMC 901-0204 豊見城市金良68-1　1F ¥1,000
1783 オートモービル沖縄 901-0362 糸満市字真栄里2244-1 ¥1,000
1785 沖縄トヨタ自動車(株)部品共販部 901-0306 糸満市西崎町4-22-1 ¥1,000
1786 トヨタカローラ沖縄(株)トヨタウン読谷店 904-0313 読谷村字大湾353-1 ¥1,000
1787 Ｂ．Ｃ　ＭＯＴＯＲＳ 904-2143 沖縄市知花4-49-15 ¥1,000
1790 スターフィッシュガレージ 904-1107 うるま市石川曙3-2-31 ¥1,000
1792 エクセル・レンタカー沖縄 901-0232 豊見城市字伊良波518-1 ¥1,000
1793 ㈱りゅうせきエネルギー真栄原店 901-2101 浦添市西原2-4-9 ¥1,000
1798 株式会社　ドドンパ車店 901-0235 豊見城市字名嘉地218-3　　 ¥1,000
1801 花城モータース 903-0111 西原町字与那城321-1F ¥1,000
1802 ガレージUSK 906-0202 宮古島市上野字新里746-5 ¥12,000
1807 ミカタモータース 906-0013 宮古島市平良字下里2139 ¥2,000
1809 カークリニック光 906-0103 宮古島市城辺字福里622-3 ¥2,000
1811 (有)宇根自動車　名護店 905-0011 名護市宮里4-15-44 ¥1,000
1812 (有)ナカダ自動車商会 904-0205 嘉手納町字兼久88-1 ¥1,000
1814 ﾊﾟｰﾃｨﾌｪｲｽｶﾞﾚｰｼﾞ南風原店 901-1103 南風原町与那覇200 ¥1,000
1816 てぃーだ観光(株)整備工場 901-0306 糸満市西崎町5-14-11 ¥1,000
1817 いすゞ自動車九州㈱浦添サービスセンター 901-2131 浦添市牧港5-4-7 ¥1,000
1819 宝モータース第二工場 901-0413 八重瀬町志多伯402-3 ¥1,000
1820 ボディーランＫ 901-0301 糸満市阿波根443-2 ¥1,000
1821 ㈱ラッキー自動車商会 901-0417 八重瀬町字外間169-1 ¥1,000
1822 沖縄トヨタ自動車(株)北谷ランド店 904-0113 北谷町字宮城1-37 ¥1,000
1823 ガレージハウス㈱ 901-1207 南城市大里古堅1260-4 ¥1,000
1825 徳自動車工業 901-0315 糸満市字照屋728-1 ¥1,000
1828 大北サービスステーション 905-0019 名護市大北3-1-76 ¥1,000
1829 カーメンテナンス玉機 901-0616 南城市玉城字前川548-1 ¥1,000
1830 オートメイクZ 904-2174 沖縄市与儀2-3-1 ¥1,000
1832 宮城オートサービス 901-2114 浦添市安波茶1-32-1　102号 ¥1,000
1837 大仲モータース 901-2214 宜野湾市我如古1-43-10 ¥1,000
1839 幸建サービス株式会社 901-0223 豊見城市与根300-3 ¥1,000
1844 ガレージ　ボンズ 901-2421 中城村字登又1107-2 ¥1,000
1846 BIKE SHOP DOC 901-2225 宜野湾市大謝名1-4-2 ¥1,000
1847 車のガレリア　名護店 905-0005 名護市為又525-1 ¥1,000
1848 和オートテック 904-0403 恩納村喜瀬武原458-44 ¥1,000
1851 black　cats 901-1102 南風原町宮城83 ¥1,000
1855 南海Pit-Service 900-0005 那覇市天久794-5 ¥1,000
1857 モンキー自動車工業 904-2163 沖縄市大里1丁目19番35号 ¥1,000
1858 GON'Sバイクショップ 900-0031 那覇市若狭2-20-5 ¥1,000
1863 沖縄産機㈱　那覇営業所 901-0001 那覇市港町2-14-10 ¥1,000

その他 仲村工機 901-2134 浦添市字港川512-29 ¥10,000
1864 沖縄産機㈱　名護営業所 905-0005 名護市為又257 ¥1,000

その他 松山　功 901-2207 宜野湾市神山1-12-12 ¥5,000
その他 職員一同（オアシスの会） 901-0406 浦添市字港川512-16 ¥27,000
その他 （一社）沖縄県自動車整備振興会 901-2134 浦添市字港川512-16 ¥100,000
その他 沖縄県自動車整備商工組合　 901-2134 浦添市字港川512-16 ¥100,000

¥1,402,345合計金額


