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滋賀（高） 小型 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟 阪奈（高） 小型 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟 神⼾(高） 大型 株式会社アリカタ
有限会社福永レッカーサービス 株式会社桝本レッカー 奥村モータース株式会社
株式会社桝本レッカー 株式会社阪奈レッカー 株式会社交通救護センタークサカ
⼭本⾃動⾞ロードサービス株式会社 株式会社ジャンクション田中 清起株式会社
株式会社KY　Racing 五味原⾃動⾞⼯業株式会社 株式会社酒井⾃動⾞
株式会社高島オート カーレスキュー貴島 株式会社杉原⾃動⾞
株式会社寺田⾃動⾞ 株式会社ＭＳＴアシスト 株式会社ホルムス
株式会社ハートサービス 宏元⾃動⾞株式会社 株式会社あかつき
東澤⾃動⾞⼯業株式会社 株式会社カーサービスいずみ 株式会社ナカムラオート
株式会社ナガハシ 株式会社カーディール タチバナ⾃動⾞株式会社
株式会社ＰＮＳ 尾浦⾃動⾞株式会社
有限会社ガレージライフ 株式会社ＣＳカワカミ 福崎（高） 小型 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟
株式会社ベルオート 有限会社光明池 イズモレッカー株式会社
株式会社グランドステージ 株式会社カーシューズ 株式会社アリカタ
株式会社ノーブル 橿原レッカーサービス 株式会社マエジマ⾃動⾞

髙原⾃動⾞⼯業株式会社 有限会社梶本鈑⾦塗装
大型 有限会社福永レッカーサービス 株式会社クイックレッカーＲＳ 株式会社交通救護センタークサカ

株式会社KY　Racing 株式会社ガラージュモリ 株式会社凛
株式会社寺田⾃動⾞ 株式会社ホルムス 株式会社酒井⾃動⾞
株式会社ハートサービス 有限会社今本モータース 株式会社横川⾃動⾞
株式会社ベルオート 株式会社あかつき 株式会社あかつき

株式会社world of star ⻯野板⾦塗装商会
京都（高） 小型 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟 三恵株式会社 株式会社ロードサービス

有限会社福永レッカーサービス 株式会社ヨシダオートサービス 有限会社寺尾モータース
株式会社桝本レッカー 株式会社芝⼭タクシー大阪 ハクロタイヤ商会
株式会社南重量部 丸福板⾦
⼭本⾃動⾞ロードサービス株式会社 大型 株式会社アリカタ
株式会社KY　Racing 大型 株式会社阪奈レッカー 株式会社マエジマ⾃動⾞
株式会社高島オート 株式会社ジャンクション田中 株式会社交通救護センタークサカ
有限会社岩鼻モータース 五味原⾃動⾞⼯業株式会社 株式会社酒井⾃動⾞
株式会社阪奈レッカー カーレスキュー貴島 株式会社横川⾃動⾞
株式会社エルムレッカーサービス 株式会社ＭＳＴアシスト 株式会社あかつき
株式会社ホルムス 宏元⾃動⾞株式会社 ⻯野板⾦塗装商会
株式会社あかつき 株式会社カーサービスいずみ 株式会社ロードサービス
有限会社エムズオート 株式会社カーディール
株式会社ベルオート 尾浦⾃動⾞株式会社 姫路（高） 小型 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟
株式会社グランドステージ 株式会社ＣＳカワカミ 株式会社アリカタ
株式会社トルク 有限会社光明池 株式会社マエジマ⾃動⾞
株式会社セルサスレッカー 株式会社カーシューズ 有限会社梶本鈑⾦塗装
近畿オート株式会社 株式会社ホルムス 奥村モータース株式会社

有限会社今本モータース 株式会社交通救護センタークサカ
大型 有限会社福永レッカーサービス 株式会社あかつき タチバナ⾃動⾞株式会社

株式会社南重量部 清起株式会社
株式会社KY　Racing 和歌⼭（高）小型 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟 株式会社凛
有限会社岩鼻モータース 宏元⾃動⾞株式会社 ⻯野板⾦塗装商会
株式会社阪奈レッカー 株式会社カーサービスいずみ 株式会社ロードサービス
株式会社エルムレッカーサービス 有限会社⾕⼝⾃動⾞ 有限会社時信レッカーセンター
株式会社ホルムス 株式会社救援 有限会社寺尾モータース
株式会社あかつき 株式会社ＫＴレッカー ハクロタイヤ商会
有限会社エムズオート 有限会社オートハウスヒロ 株式会社木原モータース
株式会社ベルオート 株式会社world of star 株式会社横川⾃動⾞
株式会社トルク 株式会社川井オート 株式会社あかつき
株式会社セルサスレッカー ワイズカーサービス イズモレッカー株式会社

バイクショップマサキ
大阪（高） 小型 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟 株式会社芝⼭タクシー大阪 大型 株式会社アリカタ

有限会社福永レッカーサービス 伸光 株式会社マエジマ⾃動⾞
株式会社桝本レッカー 奥村モータース株式会社
スーパーレスキュー 大型 宏元⾃動⾞株式会社 株式会社交通救護センタークサカ
友栄⾃動⾞株式会社 株式会社カーサービスいずみ 清起株式会社
有限会社丸三レッカー 有限会社⾕⼝⾃動⾞ ⻯野板⾦塗装商会
ロードサービス・イコマ 株式会社救援 株式会社ロードサービス
株式会社ミツイオートサービス 株式会社ＫＴレッカー 有限会社時信レッカーセンター
株式会社UEST SERVICE 有限会社オートハウスヒロ 株式会社横川⾃動⾞
Car Techno Japan Assist株式会社 有限会社中筋オートボデー 株式会社あかつき
株式会社阪奈レッカー タチバナ⾃動⾞株式会社
株式会社ジャンクション田中 福知⼭（高）小型 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟
五味原⾃動⾞⼯業株式会社 株式会社交通救護センタークサカ 第二神明 小型 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟
カーレスキュー貴島 株式会社酒井⾃動⾞ 道路事務所 株式会社近畿
株式会社ＭＳＴアシスト ⾜⽴⾃動⾞鈑⾦株式会社 奥村モータース株式会社
有限会社旭モータース 岩クレーン株式会社 株式会社交通救護センタークサカ
株式会社エルムレッカーサービス 株式会社大嶋カーサービス タチバナ⾃動⾞株式会社
株式会社杉原⾃動⾞ 三浦モータース 清起株式会社
株式会社ホルムス 昭和⾃動⾞株式会社 株式会社凛
有限会社今本モータース 株式会社 オート舞鶴販売 株式会社あかつき
株式会社あかつき 株式会社あかつき 三和油業株式会社
有限会社オートサービス𡈽井 株式会社トルク 有限会社河合⾃動⾞⼯業所

大型 有限会社福永レッカーサービス 大型 株式会社交通救護センタークサカ 大型 三幸⾃動⾞株式会社
Car Techno Japan Assist株式会社 株式会社酒井⾃動⾞ 奥村モータース株式会社
株式会社阪奈レッカー 岩クレーン株式会社 株式会社交通救護センタークサカ
株式会社ジャンクション田中 株式会社大嶋カーサービス 清起株式会社
五味原⾃動⾞⼯業株式会社 株式会社舞鶴クレーン 株式会社あかつき
カーレスキュー貴島 株式会社あかつき タチバナ⾃動⾞株式会社
株式会社ＭＳＴアシスト 株式会社トルク
株式会社エルムレッカーサービス
株式会社杉原⾃動⾞ 神⼾(高） 小型 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟
株式会社ホルムス スーパーレスキュー
有限会社今本モータース 株式会社アリカタ
株式会社あかつき 有限会社梶本鈑⾦塗装

奥村モータース株式会社
株式会社交通救護センタークサカ
タチバナ⾃動⾞株式会社
清起株式会社
株式会社凛
株式会社酒井⾃動⾞
三田ダイハツトヨタ販売株式会社
株式会社サンセブン商事 ※１　協定締結会社等名は順不同
有限会社旭モータース ※２　（高）・・・高速道路事務所
株式会社杉原⾃動⾞ ※３　「小型」とは⾞両総重量が概ね３ｔ未満の⾞両に対
株式会社ホルムス 　　　する排除業務を⾏うもの
株式会社あかつき ※４　「大型」とは⾞両総重量が概ね３ｔ以上の⾞両に対
株式会社ナカムラオート 　　　する排除業務を⾏うもの
三和油業株式会社
有限会社河合⾃動⾞⼯業所

事故⾞等排除業務に係る協定締結会社等⼀覧（関⻄⽀社）

事務所等 区分 協定締結会社等名 事務所等 区分 協定締結会社等名 事務所等 区分 協定締結会社等名


