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■公示第６４号 

 
 

一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の 
許可等に係る事前試験の合格者について 

 
令和３年３月３０日 

 
 

北陸信越運輸局長 野津 真生 
 
 

「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の許可等に係る法令及び地理の

試験について」（平成１４年７月１日付け公示第２３号）に基づき、令和３年３月２３日に実施した事

前試験合格者を下記のとおり発表する。 
 

記 
 

  【法令のみ】 
営業区域 合格者受験番号 

新潟交通圏 202103 新潟 01 
新潟交通圏 202103 新潟 02 
新潟交通圏 202103 新潟 03 
富山交通圏 202103 富山 01 
富山交通圏 202103 富山 02 
金沢交通圏 202103 金沢 01 

 
 
 
 

北陸信越運輸局報 
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 

 

令和 ３年 ４月１２日（月曜日）  第６４４号  

国土交通省 北陸信越運輸局                              毎月３回（1 日・11 日・21 日発行） 
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○ 公   示 
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試 験 結 果 の 公 表 
１．個人タクシー事前試験結果 

【試験実施日：令和３年３月２３日】 

 法令試験 

（４０点満点） 

申込者数 ６人 

合格者数 ６人 

最高点 ４０点 

最低点 ３８点 

平均点 ３８．８点 

２．個人タクシー譲渡譲受申請後試験結果 

【試験実施日：令和３年３月２３日】 

  

法令試験 

（４０点満点） 

申請者数 １人 

合格者数 １人 

最高点 ４０点 

最低点 ４０点 

平均点 ４０点 

 

 

 
■一般貨物自動車運送事業（一般）の許可（自動車交通部） 

事業者名(法人番号) 代表者 許可年月日 主たる事務所の位置 車両数 

はとタクシー株式会社 

（1110001004632） 

代表取締役 

齋藤 大 
R3.3.1 

新潟県新潟市中央区高志１

丁目８番７号 
４０ 

条件：タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。 

許可期限：令和４年９月３０日まで。 

大進建設株式会社 

（4100001024653） 

代表取締役 

黒澤 和之 
R3.3.2 

長野県佐久市中込３０８９

番地２ 
５ 

北日本モーター株式会社 

（5230001001548） 

代表取締役 

池田 治郎 
R3.3.5 

富山県富山市東町３丁目５

番１３号 
４２ 

条件：タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。 

許可期限：令和４年９月３０日まで。 

○ 許 認 可 等 
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株式会社ＳＴＳ 

（5100001029008） 

代表取締役 

土屋 宏聡 
R3.3.10 

長野県長野市松岡１丁目１

６番５４号 
５ 

松浜自動車株式会社 

（8110001005252） 

代表取締役 

安藤 公紀 
R3.3.12 

新潟県新潟市北区神谷内２

９２７番地６５ 
５ 

株式会社エムファクトリー 

（7230001017278） 

代表取締役 

松倉 和弥 R3.3.22 

富山県魚津市長引野字山越

５１７番地、５１８番地、

５２４番地２ 

５ 

 

 

■指定自動車整備事業の指定（自動車技術安全部） 

指定番号 北信指第１０２５６号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 株式会社ホンダオート新発田（法人番号 7110001012910） 

事業場の名称 Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 下越中央 村上岩船店 

事業場の所在地 新潟県村上市下助渕１５０６番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 軽油を燃料とする自動車を除く 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３４１号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット中野店 

事業場の所在地 長野県中野市大字吉田字片塩境２１－１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３４２号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット徳間店 

事業場の所在地 長野県長野市大字徳間字本堂原１０６７番２ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３４３号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社東和田店 

事業場の所在地 長野県長野市大字東和田字前田沖９４６番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

大型特殊自動車、小型四輪自動車、軽自動車 
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業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３４４号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット篠ノ井店 

事業場の所在地 長野県長野市川中島町原字権現堂沖７６２番地２ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３４５号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット更埴店 

事業場の所在地 長野県千曲市大字粟佐字諏訪宮１２３４ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、軽

自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

  

指定番号 北信指第２０３４６号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット上田西店 

事業場の所在地 長野県上田市中之条字宮方５７９番地５ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、軽

自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３４７号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット小諸店 

事業場の所在地 長野県小諸市大字加増字東豆口５０４番地３ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３４８号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット佐久店 
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事業場の所在地 長野県佐久市中込字西妻神３２２６番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３４９号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット穂高店 

事業場の所在地 長野県安曇野市穂高１３７６番地６ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３５０号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット松本北店 

事業場の所在地 長野県松本市宮渕本村１番５号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３５１号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット松本店 

事業場の所在地 長野県松本市平田東２丁目２番７号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３５２号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット塩尻店 

事業場の所在地 長野県塩尻市大字広丘高出字渋沢１７８２番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 
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指定番号 北信指第２０３５３号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット岡谷店 

事業場の所在地 長野県岡谷市長地片間町二丁目５番２５号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３５４号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット茅野店 

事業場の所在地 長野県茅野市ちの字渋沢５５５の６番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３５５号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット伊那店 

事業場の所在地 長野県上伊那郡南箕輪村字家際６４５１番地１０ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３５６号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野トヨペット飯田店 

事業場の所在地 長野県飯田市上郷飯沼２１６４番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３５７号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社トヨタカローラ長野中野店 

事業場の所在地 長野県中野市大字吉田字片塩境９番地８ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 
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業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３５８号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社トヨタカローラ長野川中島店 

事業場の所在地 長野県長野市川中島町原字薬師堂沖１４０６番３ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３５９号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社トヨタカローラ長野更埴店 

事業場の所在地 長野県千曲市大字粟佐字南沖１５４４番２ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二

輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３６０号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社トヨタカローラ長野上田店 

事業場の所在地 長野県上田市常入１丁目１番５９号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３６１号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社トヨタカローラ長野上田川西店 

事業場の所在地 長野県上田市福田字新屋５３番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３６２号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社トヨタカローラ長野東御店 
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事業場の所在地 長野県東御市本海野字長縄手１７８４番地２ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３６３号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社トヨタカローラ長野佐久店 

事業場の所在地 長野県佐久市猿久保字前原７９３の１番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３６４号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社トヨタカローラ長野松本店 

事業場の所在地 長野県松本市宮田５番３号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３６５号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野中野店 

事業場の所在地 長野県中野市大字草間字坂下１１６６番地６ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３６６号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社柳原店 

事業場の所在地 長野県長野市大字小島字八幡堰南１１１番１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 
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指定番号 北信指第２０３６７号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社テクニカルサービスセンター 

事業場の所在地 長野県長野市早苗町６８番１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３６８号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野川中島店 

事業場の所在地 長野県長野市里島６５番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３６９号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野更埴店 

事業場の所在地 長野県千曲市大字内川字東久保１２８８番２ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３７０号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野上田店 

事業場の所在地 長野県上田市踏入２丁目１９番２０号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３７１号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野小諸店 

事業場の所在地 長野県小諸市丙字青木４４２番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 
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業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３７２号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野佐久中央店 

事業場の所在地 長野県佐久市中込字根々井道中原３５０６番１６ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３７３号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野大町店 

事業場の所在地 長野県大町市大町字糸芝２９００番２ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３７４号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野安曇店 

事業場の所在地 長野県安曇野市豊科田沢７０３９番地１５ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３７５号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野松本店 

事業場の所在地 長野県松本市平田東２丁目２番６号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、軽

自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３７６号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野塩尻店 
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事業場の所在地 長野県塩尻市大字広丘野村字六九１６５１番地２ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３７７号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野下諏訪店 

事業場の所在地 長野県諏訪郡下諏訪町字湖浜６１７２番１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３７８号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野諏訪店 

事業場の所在地 長野県諏訪市大字中洲字深田１７５番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３７９号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野伊那店 

事業場の所在地 長野県伊那市西春近字上ノ島２４５８番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３８０号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社ネッツトヨタ長野飯田店 

事業場の所在地 長野県飯田市大通２丁目２０９番５号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、軽

自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 
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指定番号 北信指第４０１５９号 

指定年月日 令和３年４月１日 

事業者名 株式会社ホンダ販売スギフジ（法人番号 6220001015507） 

事業場の名称 ホンダカーズ七尾中央 大津店 

事業場の所在地 石川県七尾市大津町１８部８６番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

大型特殊自動車、小型四輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

以上 


