
平成２０年度～  事故車等排除業務協定締結会社一覧

支社名 担当管理事務所等名 排除業務実施区間 区分 協定締結会社名

北海道支社 室蘭管理事務所 道央自動車道  国縫IC～登別室蘭IC 小型車 （社）日本自動車連盟
大型車 （有）高桑自動車サービスセンター

苫小牧管理事務所 道央自動車道  登別室蘭IC～千歳IC 小型車 （社）日本自動車連盟
日高自動車道  苫小牧東IC～沼ノ端西IC （有）古林ロードサービス

（株）伊尾自動車
（株）ロードサービス

大型車 （有）サンオート川上
（有）高桑自動車サービスセンター
（有）古林ロードサービス
（株）ロードサービス

札幌管理事務所 道央自動車道  千歳IC～札幌IC 小型車 （社）日本自動車連盟
札樽自動車道  小樽IC～札幌JCT （有）古林ロードサービス
道東自動車道  千歳恵庭JCT～夕張IC （株）ロードサービス

（株）協栄車輌
JHRネットワークサービス（株）

大型車 （株）協栄車輌
（有）古林ロードサービス
JHRネットワークサービス（株）
（株）ロードサービス

岩見沢管理事務所 道央自動車道  札幌IC～奈井江砂川IC 小型車 （社）日本自動車連盟
（株）ロードサービス
（株）協栄車輌
（有）古林ロードサービス
小谷産業（株）

大型車 （株）協栄車輌
（有）森タイヤー商会
（株）ロードサービス
（有）古林ロードサービス
小谷産業（株）

旭川管理事務所 道央自動車道  奈井江砂川IC～士別剣淵IC 小型車 （社）日本自動車連盟
大型車 （株）丸金金田商店

（有）森タイヤー商会
帯広工事事務所 道東自動車道  トマムIC～本別IC・足寄IC 小型車 （社）日本自動車連盟

（有）尾畑商会
大型車 （有）尾畑商会

（有）ランドマークスリースリー
東北支社 青森管理事務所 東北自動車道  碇ヶ関IC～青森IC 小型車 （社）日本自動車連盟

青森自動車道　青森IC～青森東IC （有）城北自動車
大型車 （有）協同重機

（有）城北自動車
（有）千葉自動車整備工場

十和田管理事務所 東北自動車道  安代IC～碇ヶ関IC 小型車 （有）ウィング
（社）日本自動車連盟
（有）千葉自動車整備工場
（有）サワダトラフィック
（有）城北自動車

大型車 （株）大更運送
（有）千葉自動車整備工場
（有）サワダトラフィック
（有）ウィング
（有）城北自動車

盛岡管理事務所 東北自動車道  花巻IC～安代IC 小型車 （株）大更運送
八戸自動車道  安代JCT～浄法寺IC （株）城北自動車

（社）日本自動車連盟
清水田興業
（有）サワダトラフィック
みちのくロードサービス
(有)親和自動車整備工場

大型車 （株）大更運送
（株）城北自動車
（有）水沢ボデー
（有）サワダトラフィック

北上管理事務所 東北自動車道  一関IC～花巻IC 小型車 東北ビルド（有）
秋田自動車道  北上JCT～湯田IC （社）日本自動車連盟
釜石自動車道  花巻JCT～東和IC （有）水沢ボデー

清水田興業
大型車 東北ビルド（有）

（有）水沢ボデー
古川管理事務所 東北自動車道  泉IC～一関IC 小型車 （株）西武オートパーツ

東北ビルド（有）
（社）日本自動車連盟
（有）狩野商事運輸
（有）サンリクロード車輌
（有）ウィッシュロードサービス仙台

大型車 （有）サンリクロード車輌
東北ビルド（有）
（有）水沢ボデー
三友レッカー（株）
（有）狩野商事運輸

仙台管理事務所 東北自動車道 白石IC～泉IC （社）日本自動車連盟
【高速】 山形自動車道 村田JCT～笹谷IC （有）世新運輸機工

（有）ピック・アップ
（株）ナルケ自動車
三友レッカー（株）
（有）ウィッシュロードサービス仙台
（株）ファースト

大型車 三友レッカー（株）
仙台管理事務所 仙台東部道路 亘理IC～仙台港北IC （社）日本自動車連盟
【一有】 三陸自動車道 仙台港北IC～利府中IC （有）サンリクロード車輌

仙台北部道路 利府JCT～利府しらかし台IC （株）ナルケ自動車
三友レッカー（株）
（株）ファースト
三友レッカー（株）
（有）サンリクロード車輌

小型車

小型車

大型車
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平成２０年度～  事故車等排除業務協定締結会社一覧

支社名 担当管理事務所等名 排除業務実施区間 区分 協定締結会社名

東北支社 福島管理事務所 東北自動車道  本宮IC～白石IC 小型車 （有）カーサービスこんの
（社）日本自動車連盟
（有）的場
阿部自動車工業（株）
（有）福島クリーン搬送センター
（有）影山モータース

大型車 阿部自動車工業（株）
（有）高浪ボデー製作所
（有）福島クリーン搬送センター
（株）星自動車
（有）影山モータース

郡山管理事務所 東北自動車道  白河IC～本宮IC 小型車 （有）影山モータース
磐越自動車道  小野IC～猪苗代磐梯高原IC （社）日本自動車連盟

（株）星自動車
（有）喜久田自動車商会
（株）エル・アンド・エ－
阿部自動車工業（株）
三瓶自動車工業（株）
（有）福島クリーン搬送センター
（有）鈴木自動車商会
（有）ボディーショップイサオ

大型車 （有）福島クリーン搬送センター
（株）星自動車
（有）影山モータース
（有）喜久田自動車商会
三瓶自動車工業（株）
阿部自動車工業（株）
（有）ボディーショップイサオ

八戸管理事務所 八戸自動車道  浄法寺IC～八戸北IC 小型車 東北車輌サービス（株）
                     八戸JCT～八戸IC （社）日本自動車連盟
百石道路  八戸北IC～下田百石IC 大型車 東北車輌サービス（株）

横手管理事務所 秋田自動車道　湯田IC～協和ＩＣ 小型車 （株）秋田自動車興業
湯沢横手道路　湯沢IC～横手IC （社）日本自動車連盟

（有）三立自動車整備工場
（有）全建

大型車 （有）小野寺商事
（有）三立自動車整備工場
（有）全建

秋田管理事務所 秋田自動車道  協和IC～能代南IC 小型車 （株）秋田自動車興業
日本海東北自動車道  岩城IC～河辺JCT （社）日本自動車連盟

（有）三立自動車整備工場
（有）全建
（有）清水自動車

大型車 （有）小野寺商事
（有）三立自動車整備工場
（有）全建

山形管理事務所 山形自動車道  笹谷IC～月山IC 小型車 （社）日本自動車連盟
東北中央自動車道  山形上山IC～東根IC 奥山修一（カーレスキュー山形）
米沢南陽道路  米沢北IC～南陽高畠IC 山形レッカー

（株）エフ・シー・エス
大型車 （株）いそのボデー

いわき管理事務所 常磐自動車道  いわき勿来IC～広野IC 小型車 高萩自動車工業（株）
磐越自動車道  いわきJCT～小野IC （社）日本自動車連盟

（有）福島クリーン搬送センター
（有）影山モータース

大型車 高萩自動車工業（株）
（有）福島クリーン搬送センター
（有）影山モータース

会津若松管理事務所 磐越自動車道  猪苗代磐梯高原IC～津川IC 小型車 （社）日本自動車連盟
（株）星自動車
会津自動車工業（株）

大型車 会津自動車工業（株）
（株）星自動車

鶴岡工事事務所 山形自動車道  湯殿山IC～酒田みなとIC 小型車 （有）池商車体
（社）日本自動車連盟
（株）日本海運輸

大型車 （有）池商車体
（株）日本海運輸

関東支社 那須管理事務所 東北自動車道  宇都宮IC～白河IC 小型車 （社）日本自動車連盟
野崎運送（有）
（有）櫻井板金塗装
（有）大金商事
（有）セキヤレッカー
（有）ボディショップイサオ
キミジマ車輌
（株）塩那自動車販売
（有）喜連川村上自動車
（有）緑レッカーサービス

大型車 野崎運送（有）
（有）大金商事
（有）櫻井板金塗装
（有）セキヤレッカー
（有）ボディショップイサオ
キミジマ車輌
（株）塩那自動車販売
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平成２０年度～  事故車等排除業務協定締結会社一覧

支社名 担当管理事務所等名 排除業務実施区間 区分 協定締結会社名

関東支社 宇都宮管理事務所 東北自動車道  佐野藤岡IC～宇都宮IC 小型車 （社）日本自動車連盟
北関東自動車道　栃木都賀JCT～真岡ＩＣ （有）ロイヤルサービス

（有）ロードサービスミロク
野崎運送（有）
（有）大金商事
（有）櫻井鈑金塗装
（有）セキヤレッカー
（株）岩澤レッカー２４
(有)斉藤自動車工場

大型車 野崎運送（有）
（有）ミロク自動車
（有）ロイヤルサービス
（有）大金商事
（有）櫻井鈑金塗装
（有）セキヤレッカー

加須管理事務所 東北自動車道  川口JCT～佐野藤岡IC 小型車 （社）日本自動車連盟
（有）ホットスタッフ
（有）松尾車輌工業
（株）レッカープラザ
（有）小島レッカー
（有）ミロク自動車
（株）東京自動車整備工場
（有）クリエイティブ２１
（株）岩澤レッカー２４
（有）関根車輌
㈱ダイエー自動車販売
（有）レッカーオートルック

大型車 （有）関根車輌
（有）ミロク自動車
（株）レッカープラザ
（有）はたや自動車
（有）小島レッカー
（株）東京自動車整備工場
（有）ホットスタッフ
（有）レッカーオートルック

水戸管理事務所 常磐自動車道  岩間IC～いわき勿来IC 小型車 （株）茨城警運
北関東自動車道  笠間西IC～水戸南IC （社）日本自動車連盟
東水戸道路  水戸南IC～ひたちなかIC （有）鈴木自動車鈑金工場

大型車 （株）茨城警運
（有）鈴木自動車鈑金工場
高萩自動車工業（株）

谷和原管理事務所 常磐自動車道  三郷IC～岩間IC 小型車 （有）あきば商事
首都圏中央連絡自動車道　つくばJCT～阿見東IC （社）日本自動車連盟

（有）鈴木自動車鈑金工場
（有）ホットスタッフ
（株）スズキ自動車
（有）寄巻自動車
（株）東京自動車整備工場
（有）関根車輌
(有)松尾車両工業
(有)サカイレッカーサービス

大型車 （有）鈴木自動車鈑金工場
（有）関根車輌
（有）あきば商事
（有）寄巻自動車
（株）東京自動車整備工場
(有)サカイレッカーサービス

三郷管理事務所 東京外環自動車道  大泉IC～三郷南IC 小型車 （有）オートレッカー・イケダ
（株）東京自動車整備工場
（有）松尾車輌工業
（有）小島レッカー
（有）レッカーオートルック
（有）ホットスタッフ
（社）日本自動車連盟
（株）レッカープラザ
（有）寄巻自動車
（有）安全レッカー
（有）四葉オートサービス
（有）関根車輌

大型車 （有）小島レッカー
（有）関根車輌
（有）レッカーオートルック
（有）寄巻自動車
（株）レッカープラザ
（有）オートレッカー・イケダ
（有）四葉オートサービス
（株）東京自動車整備工場
（有）ホットスタッフ

千葉管理事務所 東関東自動車道  市川JCT～潮来IC 小型車 ケイズ京葉（株）
新空港自動車道  成田JCT～新空港IC （社）日本自動車連盟
京葉道路  起点～穴川IC （有）ロードワークス

（有）木川忠商事
（株）東関東レッカーサービス
（有）石田レッカーサービス

大型車 ケイズ京葉（株）
（有）ロードワークス
（有）木川忠商事

市原管理事務所 館山自動車道  起点～木更津北IC 小型車 ケイズ京葉（株）
京葉道路  穴川IC～終点 （社）日本自動車連盟
千葉東金道路  千葉東JCT～松尾横芝IC 大型車 ケイズ京葉（株）

（有）小林自動車
東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ管理事務所 館山自動車道  木更津北IC～木更津南IC 小型車 （株）中央鈑金

　　　　　　　　　　木更津南JCT～富津竹岡IC （社）日本自動車連盟
東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ  浮島IC～木更津金田IC ㈲東洋運送店
東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ連絡道  木更津金田IC～木更津JCT 大型車 （株）中央鈑金
富津館山道路　富津竹岡ＩＣ～富浦ＩＣ （有）矢向自動車工業
首都圏中央連絡自動車道　木更津JCT～木更津東IC

3 / 4 ページ



平成２０年度～  事故車等排除業務協定締結会社一覧

支社名 担当管理事務所等名 排除業務実施区間 区分 協定締結会社名

関東支社 京浜管理事務所 第三京浜道路  全線 小型車 （有）相模レッカーサービス
横浜新道　全線 （有）ハマレッカーアンドライン
横浜横須賀道路　全線 （株）坂牧モータースレッカー

（株）ヤマグチレッカー
神奈川レッカーサービス（株）
（株）トータスカーアシスタンス
（株）エフ・ユー
（有）ヨコハマレッカー
（社）日本自動車連盟
（株）ハーベスト
（株）湘南ロードサービス
（有）ロードレスキューサービス
㈲東洋運送店
(有)青葉ロードサービス

大型車 （有）相模レッカーサービス
（株）ヤマグチレッカー
（株）坂牧モータースレッカー
神奈川レッカーサービス（株）
（有）矢向自動車工業
（株）ハーベスト

所沢管理事務所 関越自動車道  練馬IC～本庄児玉IC 小型車 （有）オートレッカー・イケダ
首都圏中央連絡自動車道  川島ＩＣ～あきる野IC （株）ネットワーク

（有）レッカーオートルック
（有）松尾車輌工業
（社）日本自動車連盟
（株）レッカープラザ
（有）渡辺自動車商会
（有）小島レッカー
（有）成新カーサービス
（株）東京自動車整備工場
（有）双葉レッカーサービス
（株）四葉オートサービス
（有）長瀞自動車工業
山崎（有）
㈲オートレッカー田嶋
㈲西東京ハーベスト

大型車 （株）ネットワーク
（有）双葉レッカーサービス
（有）レッカーオートルック
（株）レッカープラザ
（有）小島レッカー
（有）オートレッカー・イケダ
（株）東京自動車整備工場
（株）四葉オートサービス
㈲オートレッカー田嶋
㈲西東京ハーベスト

高崎管理事務所 関越自動車道  本庄児玉IC～水上IC 小型車 中一陸運（株）
上信越自動車道  藤岡JCT～富岡IC （社）日本自動車連盟
北関東自動車道  高崎JCT～太田桐生IC （有）双葉レッカーサービス

（有）レッカーサービス１１０
（有）藍光トーイング

大型車 中一陸運（株）
（有）双葉レッカーサービス
（有）レッカーサービス１１０

佐久管理事務所 上信越自動車道  富岡IC～坂城IC 小型車 （株）小田切車体
（社）日本自動車連盟
（有）レッカーサービス１１０
長門運輸（有）

大型車 （株）小田切車体
長門運輸（有）
（有）レッカーサービス１１０

長野管理事務所 長野自動車道  豊科IC～更埴JCT 小型車 （株）小田切車体
上信越自動車道  坂城IC～信濃町IC （社）日本自動車連盟

（有）レッカーサービス１１０
（株）モモセボデー
長門運輸（有）

大型車 （株）小田切車体
（株）モモセボデー
（有）レッカーサービス１１０
長門運輸（有）

新潟支社 湯沢管理事務所 関越自動車道  水上IC～小千谷IC 小型車 （有）魚沼ロードサービス
（社）日本自動車連盟

大型車 （株）上原自動車工業
（有）魚沼ロードサービス

新潟管理事務所 北陸自動車道  三条燕IC～新潟中央JCT 小型車 （株）栄モーター
磐越自動車道  新潟中央IC～津川IC （社）日本自動車連盟
日本海東北自動車道  新潟中央JCT～中条IC 大型車 （株）栄モーター

（株）北越整備
長岡管理事務所 北陸自動車道  柿崎IC～三条燕IC 小型車 （社）日本自動車連盟

竹内建設
大型車 田中産業（株）

（有）マルヨシ自動車整備工場
（株）北越整備
竹内建設

上越管理事務所 北陸自動車道  朝日IC～柿崎IC 小型車 中島自動車鈑金塗装
上信越自動車道  上越JCT～信濃町IC （社）日本自動車連盟

竹内建設
大型車 田中産業（株）

竹内建設
勇晃内燃機工業（有）

4 / 4 ページ


