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ＡＩＧ損害保険(株)
〒105-8602
東京都港区⻁ノ⾨4-3-20 神⾕町ＭＴビル
TEL︓03-5400-6458

(株)ＮＩＰＰＯ
〒104-8380
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https://www.aig.co.jp/sonpo
http://www.nippo-c.co.jp/
https://www.aba-j.or.jp/
https://www.aba-j.or.jp/members/


東京都中央区京橋1-19-11
TEL︓03-3563-6751

ＮＯＫ(株）
〒105-8585
東京都港区芝⼤⾨1-12-15
TEL︓03-3432-4211

(株)ＳＵＢＡＲＵ
〒150-8554
東京都渋⾕区恵⽐寿1-20-8 エビススバルビル
TEL︓03-6447-8000

TOYO TIRE(株)
〒664-0847
兵庫県伊丹市藤ノ⽊2-2-13
TEL︓072-789-9100

ＵＤトラックス(株)
〒362-8523
埼⽟県上尾市⼤字1-1
TEL︓048-781-2310

あいおいニッセイ同和損害保険(株)
〒150-8488
東京都渋⾕区恵⽐寿1-28-1
TEL︓03-5424-0101

愛三⼯業(株)
〒474-8588
愛知県⼤府市共和町1-1-1
TEL︓0562-47-1131

http://www.nok.co.jp/
http://www.fhi.co.jp/
http://www.toyo-rubber.co.jp/
https://www.udtrucks.com/japan/
http://www.aioinissaydowa.co.jp/
http://www.aisan-ind.co.jp/
https://www.aisin.com/jp/


(株)アイシン
〒448-8650
愛知県刈⾕市朝⽇町2-1
TEL︓0566-24-8441

愛知機械⼯業(株)
〒456-8601
愛知県名古屋市熱⽥区川並町2-12
TEL︓052-681-1111

曙ブレーキ⼯業(株)
〒103-8534
東京都中央区⽇本橋⼩網町19-5
TEL︓03-3668-5171

いすゞ⾃動⾞(株)
〒220-8720
神奈川県横浜市⻄区⾼島1-2-5 横濱ゲートタワー
TEL︓045-299-9111

神奈川トヨタ⾃動⾞(株)
〒221-0052
神奈川県横浜市神奈川区栄町7-1 myＸビル
TEL︓045-459-2000

カヤバ(株)
〒105-5128
東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング 南館28階
TEL︓03-3435-3511

川崎汽船(株)
〒100-8540
東京都千代⽥区内幸町2-1-1 飯野ビルディング
TEL︓03-3595-5000

https://www.aisin.com/jp/
http://www.aichikikai.co.jp/
http://www.akebono-brake.com/
http://www.isuzu.co.jp/
https://www.toyota-mobility-kanagawa.jp/
http://www.kyb.co.jp/
http://www.kline.co.jp/


⻤怒川ゴム⼯業(株)
〒263-0005
千葉県千葉市稲⽑区⻑沼町330
TEL︓043-259-3111

(株)グリーンキャブ
〒162-0052
東京都新宿区⼾⼭3-15-1
TEL︓03-3202-5381

(株)⼩⽷製作所
〒108-8711
東京都港区⾼輪4-8-3
TEL︓03-3443-7111

ジェイ・バス(株)
〒923-8575
⽯川県⼩松市串町⼯業団地30
TEL︓0761-44-8610

⾸都⾼速道路(株)
〒100-8930
東京都千代⽥区霞が関1-4-1 ⽇⼟地ビル
TEL︓03-3502-7311

スズキ(株)
〒432-8611
静岡県浜松市南区⾼塚町300
TEL︓053-440-2061

住友ゴム⼯業(株)
〒651-0072

http://www.kinugawa-rubber.co.jp/
http://greencab.co.jp/
http://www.koito.co.jp/
http://www.jbus.co.jp/
https://www.shutoko.co.jp/
http://www.suzuki.co.jp/
http://www.srigroup.co.jp/


兵庫県神⼾市中央区脇浜町3-6-9
TEL︓078-265-3000

住江織物(株)
〒542-8504
⼤阪府⼤阪市中央区南船場3-11-20
TEL︓06-6251-6801

⻄濃運輸(株)
〒503-8501
岐⾩県⼤垣市⽥⼝町1
TEL︓0584-81-1111

損害保険ジャパン(株)
〒160-8338
東京都新宿区⻄新宿1-26-1
TEL︓03-3349-3111

ダイハツ⼯業(株)
〒563-0044
⼤阪府池⽥市ダイハツ町1-1
TEL︓072-751-8811

太平洋⼯業(株)
〒503-8603
岐⾩県⼤垣市久徳町100
TEL︓0584-91-1111

⼤和⾃動⾞交通(株)
〒135-0003
東京都江東区猿江2-16-31
TEL︓03-6757-7164

https://suminoe.co.jp/
http://www.seino.co.jp/seino/
https://www.sompo-japan.co.jp/
http://www.daihatsu.co.jp/
http://www.pacific-ind.co.jp/
http://www.daiwaj.com/
http://www.teito-mot.com/


帝都⾃動⾞交通(株)
〒103-0027
東京都中央区⽇本橋1-21-5 ⽊村實業ビル
TEL︓03-6262-3311

(株)デンソー
〒448-8661
愛知県刈⾕市昭和町1-1
TEL︓0566-25-5511

(株)東海理化
〒480-0195
愛知県丹⽻郡⼤⼝町豊⽥3-260
TEL︓0587-95-5211

東京海上⽇動⽕災保険(株)
〒100-8050
東京都千代⽥区⼤⼿町2-6-4 常盤橋タワー
TEL︓03-3212-6211

東都⾃動⾞(株)
〒171-0021
東京都豊島区⻄池袋5-13-13
TEL︓03-3987-1451

トナミ運輸(株)
〒933-8566
富⼭県⾼岡市昭和町3-2-12
TEL︓0766-21-1073

トピー⼯業(株)
〒141-8634
東京都品川区⼤崎1-2-2 アートヴィレッジ⼤崎セントラルタワー
TEL︓03-3493-0777

http://www.teito-mot.com/
https://www.denso.com/jp/ja/
http://www.tokai-rika.co.jp/
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
http://www.toto-motors.co.jp/
http://www.tonami.co.jp/
http://www.topy.co.jp/


豊⽥合成(株)
〒452-8564
愛知県清須市春⽇⻑畑1
TEL︓052-400-1055

トヨタ⾃動⾞(株)
〒471-8571
愛知県豊⽥市トヨタ町1
TEL︓0565-28-2121

トヨタ⾃動⾞東⽇本(株)
〒981-3609
宮城県⿊川郡⼤衡村中央平1
TEL︓022-765-6369

(株)豊⽥⾃動織機
〒448-8671
愛知県刈⾕市豊⽥町2-1
TEL︓0566-22-2511

トヨタ⾞体(株)
〒448-8666
愛知県刈⾕市⼀⾥⼭町⾦⼭100
TEL︓0566-36-7512

トヨタファイナンシャルサービス(株)
〒451-6015
愛知県名古屋市⻄区⽜島町6-1 名古屋ルーセントタワー15階
TEL︓052-217-2300

トヨタ紡織(株)
〒448-8651

http://www.toyoda-gosei.co.jp/
http://www.toyota.co.jp/
http://www.toyota-ej.co.jp/index_top.html
http://www.toyota-shokki.co.jp/
http://www.toyota-body.co.jp/
http://www.tfsc.jp/
http://www.toyota-boshoku.co.jp/


愛知県刈⾕市豊⽥町1-1
TEL︓0566-23-6611

(株)トヨタマップマスター
〒453-6113
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート13階
TEL︓052-533-8350

トヨタモビリティサービス㈱
〒103-8488
東京都中央区⽇本橋浜町2-12-4
TEL︓03-4586-3900

トヨタモビリティ東京(株)
〒108-0023
東京都港区芝浦4-8-3
TEL︓03-5439-1950

(株)トランテックス
〒924-8580
⽯川県⽩⼭市徳丸町670
TEL︓076-274-2806

⽇産⾃動⾞(株)
〒220-8686
神奈川県横浜市⻄区⾼島1-1-1
TEL︓045-523-5523

⽇産⾞体(株)
〒254-8610
神奈川県平塚市堤町2-1
TEL︓0463-21-8001

http://www.mapmaster.co.jp/
https://t-mobility-s.co.jp/file/special/63601/486/html/index.html
https://www.toyota-mobi-tokyo.co.jp/
http://www.trantechs.co.jp/
https://www.nissan-global.com/JP/
http://www.nissan-shatai.co.jp/
http://www.tokyo-nissan.co.jp/


⽇産東京販売ホールディングス(株)
〒141-8623
東京都品川区⻄五反⽥4-32-1
TEL︓03-5496-5234

⽇本交通(株)
〒102-0094
東京都千代⽥区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル
TEL︓03-6265-6210

⽇本⽔素ステーションネットワーク(同)
〒102-0074
東京都千代⽥区九段南2-3-18 トヨタ九段ビル3階
TEL︓03-5214-6711

⽇本精⼯(株)
〒141-8560
東京都品川区⼤崎1-6-3 ⽇精ビル
TEL︓03-3779-7111

⽇本通運(株)
〒101-8647
東京都千代⽥区神⽥和泉町2番地 NXグループビル
TEL︓03-5801-1111

⽇本特殊陶業(株)
〒461-0005
愛知県名古屋市東区東桜1-1-1 アーバンネット名古屋ネクスタビル
TEL︓052-218-6095

⽇本発条(株)
〒236-0004
神奈川県横浜市⾦沢区福浦3-10
TEL︓045-786-7511

http://www.tokyo-nissan.co.jp/
http://www.nihon-kotsu.co.jp/
https://www.jhym.co.jp/
http://www.nsk.com/jp/
http://www.nittsu.co.jp/
http://www.ngkntk.co.jp/
http://www.nhkspg.co.jp/


⽇本郵船(株)
〒100-0005
東京都千代⽥区丸の内2-3-2
TEL︓03-3284-5151

⽇⽴Astemo(株)
〒100-0004
東京都千代⽥区⼤⼿町2-2-1 新⼤⼿町ビル
TEL︓03-4232-5300

⽇野⾃動⾞(株)
〒191-8660
東京都⽇野市⽇野台3-1-1
TEL︓042-586-5111

⽇の丸交通(株)
〒112-0004
東京都⽂京区後楽1-1-8 ⽇の丸⾃動⾞ビル
TEL︓03-3811-1155

(株)ブリヂストン
〒104-8340
東京都中央区京橋3-1-1
TEL︓03-6836-3001

ボッシュ(株)
〒150-8360
東京都渋⾕区渋⾕3-6-7
TEL︓03-3400-1551

本⽥技研⼯業(株)
〒107-8556

http://www.nyk.com/
https://www.hitachiastemo.com/
http://www.hino.co.jp/
https://hinomaru.tokyo/
http://www.bridgestone.co.jp/
http://www.bosch.co.jp/jp/
http://www.honda.co.jp/


東京都港区南⻘⼭2-1-1
TEL︓03-3423-1111

マツダ(株)
〒730-8670
広島県安芸郡府中町新地3-1
TEL︓082-282-1111

マレリ(株)
〒331-8501
埼⽟県さいたま市北区⽇進町2-1917
TEL︓048-660-2111

(株)ミクニ
〒101-0021
東京都千代⽥区外神⽥6-13-11 ミクニビル
TEL︓03-3833-0392

三井住友海上⽕災保険(株)
〒101-8011
東京都千代⽥区神⽥駿河台3-9
TEL︓03-3259-3111

三菱⾃動⾞⼯業(株)
〒108-8410
東京都港区芝浦3-1-21 ⽥町ステーションタワーＳ
TEL︓03-3456-1111

三菱ふそうトラック・バス(株)
〒211-8522
神奈川県川崎市中原区⼤倉町10
TEL︓044-330-7700

http://www.mazda.co.jp/
https://www.marelli-corporation.com/
http://www.mikuni.co.jp/
http://www.ms-ins.com/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
http://www.mitsubishi-fuso.com/
http://www.yazaki-group.com/


⽮崎総業(株)
〒108-8333
東京都港区三⽥1-4-28 三⽥国際ビル
TEL︓03-3455-8811

(株)ヤナセ
〒105-8575
東京都港区芝浦1-6-38
TEL︓03-3452-4311

ヤマトホールディングス(株)
〒105-0003
東京都港区⻄新橋1-24-14 ⻄新橋１丁⽬ビル
TEL︓03-3541-4141

ヤマハ発動機(株)
〒438-8501
静岡県磐⽥市新⾙2500
TEL︓0538-32-1144

横浜ゴム(株)
〒105-8685
東京都港区新橋5-36-11
TEL︓03-5400-4500

(株)ヨロズ
〒222-8560
神奈川県横浜市港北区樽町3-7-60
TEL︓045-543-6800

(株)リケン
〒102-8202
東京都千代⽥区三番町8-1 三番町東急ビル
TEL︓03-3230-3911

http://www.yazaki-group.com/
http://www.yanase.co.jp/
http://www.yamato-hd.co.jp/index.html
http://www.yamaha-motor.co.jp/
http://www.yrc.co.jp/
http://www.yorozu-corp.co.jp/
http://www.riken.co.jp/


https://www.aba-j.or.jp/members_zenkoku/
https://www.aba-j.or.jp/info/workshop/
https://youtu.be/MKT-0U4_JDA
https://youtu.be/MEk1wuuHiNw
https://www.safety-support-car.go.jp/
http://www.mlit.go.jp/jidosha/_sujidemirujidosha.html


https://www.safety-support-car.go.jp/
http://www.mlit.go.jp/jidosha/_sujidemirujidosha.html
http://jidoshakaikan.aba-j.or.jp/
http://www.njd.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=k9d4YPBeAow
https://www.aba-j.or.jp/spfeature/75thsp.pdf
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⼀般社団法⼈ ⽇本⾃動⾞会議所

〒105-0012 東京都港区芝⼤⾨1-1-30 ⽇本⾃動⾞会館15階

TEL. 03-3578-3880（代） FAX.03-3578-3883
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