別記様式第１号 (第３条第２項関係)

自転車安全整備店（再）登録申請書
公益財団法人日本交通管理技術協会殿
平成
申 法人名
氏 名

者

住 所

自
転
車
店

㊞

日

法人の場合は代表者の氏名

〒
法人の場合は本社等の所在地。

フ リ ガ ナ

店 名
〒

所在地

電話

(
事
業
所

月

法人の場合は記入をお願います

フ リ ガ ナ

請

年

自転車商協同組合店の場合
（
）支部

警察署

管轄署

)

氏

自
転
車
安
全
整
備
士

確

名

住

整備士番号（8桁数字）

電話

.

電話

.

電話

.

-

-

-

-

-

-

〒

〒

上記の申請者は、事業所の基準に適合している事業所を有し、かつ、当該事業所に、
自転車安全整備士が勤務していることを確認しました。

平成
認

所

〒

（

年

）

欄

月

日

都道

自転車商協同組合（

府県

交 通 安 全 協 会

支部）

都道府県 自転車安全整備指導員

住 所
氏 名
（注）

㊞

1 上記の確認は、申請者が組合員の場合は当該都道府県自転車商協同組合（支部
2

登録

長）から、非組合員の場合は当該交通安全協会から受けて下さい。
自転車安全整備士が４名以上いる場合は、適宜用紙を補充してください。

番

号

年

(本欄記入の必要
はありません)

月
年

16

日
月

日

全国組合所在地一覧表
組合名

〒

所在地

電話番号

北海道自転車軽自動車商業協同組合

063-0813

札幌市西区琴似３条３丁目１－４７ ブランシュール1-E

011-612-0001

青森県自転車軽自動車商業協同組合

030-0842

青森市大字浦町字奥野７２－２５

017-734-5988

岩手県自転車二輪車商業協同組合

020-0122

盛岡市みたけ3-2-31 ｾﾚｸﾄみたけ302

019-646-6461

宮城県自転車軽自動車商業協同組合

980-0804

仙台市青葉区大町2-15-40-304

022-267-3712

秋田県自転車軽自動車商業協同組合

010-0952

秋田市山王新町４番地１

018-864-4062

山形県自転車軽自動車商協同組合

990-0053

山形市薬師町2-2-28 TLP ﾋﾞﾙ 3F

023-622-9583

福島県自転車軽自動車商工協同組合

963-8013

郡山市神明町１１－２１

024-922-5881

東京都自転車商協同組合

101-0021

千代田区外神田３－１－８

03-3251-8446

茨城県自転車二輪自動車商協同組合

310-0914

水戸市小吹町１０５９－３

029-243-1172

栃木県自転車軽自動車商業協同組合

320-0844

宇都宮市菊水町３－１ 大友ビル２F

028-616-2198

群馬県自転車協同組合

371-0016

前橋市城東町３－９－９

027-231-6788

埼玉県自転車軽自動車商協同組合

331-0814

さいたま市北区東大成町1-677-20

048-652-2020

千葉県自転車軽自動車商協同組合

260-0804

千葉市中央区赤井町９１９－２

043-266-3221

神奈川県自転車商協同組合

220-0005

横浜市西区南幸2-16-23 ｻｲｸﾙ会館8F

045-311-6168

新潟県自転車軽自動車商協同組合

951-8133

新潟市中央区川岸町１－４７－１ 新潟県中小企業会館４階

025-266-6020

山梨県自転車軽自動車商協同組合

400-0035

甲府市飯田５－１２－９

055-222-9207

長野県自転車モーター事業協同組合

399-7102

安曇野市明科中川手２６４８－１０

0263-87-8480

静岡県自転車軽自動車商業協同組合

420-0034

静岡市葵区常磐町1-4-11 杉徳ﾋﾞﾙ501

054-252-7785

富山県自転車軽自動車商業協同組合

930-0859

富山市牛島本町１－１－３８

076-432-5213

石川県自転車軽自動車事業協同組合

920-0053

金沢市若宮町ホ－４

076-261-6812

福井県自転車軽自動車商協同組合

910-0856

福井市勝見１－１３－１１

0776-24-0366

岐阜県自転車軽自動車商協同組合

500-8187

岐阜市吉津町２－２０－２

058-265-6556

愛知県自転車モーター商協同組合

460-0002

名古屋市中区丸の内２－１７－５

052-231-0195

三重県自転車協同組合

514-0005

津市鳥居町８８－４０

059-226-7450

滋賀県自転車軽自動車商業協同組合

520-0056

大津市末広町４－５ NS大津ビル６F

077-522-7166

京都府自転車軽自動車商協同組合

600-8072

京都市下京区堺町通り４条下ル

075-351-1689

大阪府自転車軽自動車商業協同組合

545-0053

大阪市阿倍野区松崎町２－２－２９

06-6621-5350

兵庫県自転車軽自動車商業協同組合

657-0042

神戸市灘区烏帽子町２－３－１８

078-871-4807

奈良県自転車軽自動車商協同組合

634-0078

橿原市八木町３－５－３２

0744-25-0789

和歌山県自転車軽自動車商業協同組合

640-8331

和歌山市美園町２－１５４

073-422-1216

鳥取県自転車軽自動車商協同組合

683-0804

米子市米原７丁目８－５０

0859-32-1334

島根県自転車軽自動車商協同組合

693-0023

出雲市塩冶有原町２－１０

0853-21-2543

岡山県自転車軽自動車商協同組合

700-0921

岡山市北区東古松３－１２－１０

086-226-3013

広島県自転車協同組合

734-0023

広島市南区東雲本町３－７－２３

082-281-3520

山口県自転車軽自動車商協同組合

747-0814

防府市三田尻２－３－２８

0835-22-0712

徳島県自転車軽自動車商協同組合

770-0866

徳島市末広2-1-17 西山第二ビル201

088-657-7450

香川県自転車軽自動車商協同組合

760-0066

高松市福岡町２－２８－３

087-821-8227

愛媛県自転車商協同組合

790-0821

松山市木屋町２-1-13 吉村ﾋﾞﾙ１F

089-922-9129

高知県自転車二輪車商協同組合

780-0901

高知市上町1丁目1番1号

088-875-2472

福岡県自転車軽自動車商協同組合

810-0013

福岡市中央区大宮１－２－１

092-521-5653

長崎県二輪車自転車商協同組合

850-0032

長崎市興善町3-12 ｻﾝｴﾑﾋﾞﾙ202

095-825-0678

熊本県自転車二輪車商協同組合

860-0017

熊本市中央区練兵町４０

096-353-3265

大分県自転車二輪車商協同組合

870-0008

大分市王子西町１－２２

097-537-0836

宮崎県自転車二輪車商協同組合

880-0867

宮崎市瀬頭２－４－１２ 瀬頭ビル３０３

0985-24-8864

沖縄県自転車商協同組合

900-0002

那覇市曙３－１１－１－１０３

098-861-5739

各都道府県交通安全協会連絡先一覧表
協会名

〒

所在地

北海道交通安全協会

001-0030

札幌市北区北３０条西６丁目４番１８号

011-737-8701

青森県交通安全協会

038-0031

青森市大字三内字丸山１９８－４

017-782-5012

岩手県交通安全協会

020-0881

盛岡市天神町１１番１号

宮城県交通安全協会

980-0011

仙台市青葉区上杉１丁目２番３号

秋田県交通安全協会

010-0951

秋田市山王４丁目１番５号

山形県交通安全協会

994-0068

天童市大字高擶１３００

福島県交通安全協会

960-2292

福島市町庭坂字大原１－１県警察運転免許センター内

024-591-5038

東京都交通安全協会

100-8929

千代田区霞が関２－１－１

03-3592-1246

茨城県交通安全協会

310-0846

水戸市東野町２６０

栃木県交通安全協会

320-0032

宇都宮市昭和３丁目２番８号

群馬県交通安全協会

371-0846

前橋市元総社町８０－１４

埼玉県交通安全協会

330-0063

さいたま市浦和区高砂２丁目２番１５号

千葉県交通安全協会

261-0025

千葉市美浜区浜田２丁目１

神奈川県交通安全協会

222-0033

横浜市港北区新横浜２－１２－１５

045-478-0166

新潟県交通安全協会

950-0965

新潟市中央区新光町５番地４

025-285-3755

山梨県交通安全協会

400-0202

南アルプス市下高砂８４７

長野県交通安全協会

381-2224

長野市川中島町原７０４－２

静岡県交通安全協会

420-0839

静岡市葵区鷹匠２－５－７

富山県交通安全協会

931-8562

富山市高島６２-1

石川県交通安全協会

920-0209

金沢市東蚊爪町２丁目１番地

福井県交通安全協会

910-0005

福井市日之出３丁目９－３

岐阜県交通安全協会

500-8384

岐阜市薮田南５－１４－１２

愛知県交通安全協会

462-0021

名古屋市北区成願寺１丁目６番５０号

三重県交通安全協会

514-0004

津市栄町１丁目９５４

三重県栄町庁舎内

059-228-9636

滋賀県交通安全協会

524-0104

守山市木浜町２２９４

県安全運転学校内

077-585-2750

京都府交通安全協会

602-8018

京都市上京区衣棚通出水上ル御霊町６３

075-411-0056

大阪府交通安全協会

540-0012

大阪市中央区谷町３－１－１８

06-6941-6983

兵庫県交通安全協会

650-0011

神戸市中央区下山手通５丁目５番１４号

078-351-7860

奈良県交通安全協会

634-0007

橿原市葛本町１５９

0744-23-2770

和歌山県交通安全協会

640-8524

和歌山市西１番地

鳥取県交通安全協会

680-0011

鳥取市東町１丁目２７１番地

島根県交通安全協会

690-0131

松江市打出町２５０－１

岡山県交通安全協会

709-2192

岡山市北区御津中山４４４－３

広島県交通安全協会

731-5108

広島市佐伯区石内南３丁目１番１号

山口県交通安全協会

754-0002

山口市小郡下郷３５６０－２

徳島県交通安全協会

771-0214

板野郡松茂町満穂字満穂開拓１番地１ 徳島県運転免許センター内

088-624-7111

香川県交通安全協会

761-8031

高松市郷東町１４２－１

087-832-9355

愛媛県交通安全協会

799-2661

松山市勝岡町１１６３－７

県運転免許センター内

089-979-2101

高知県交通安全協会

780-0850

高知市丸ノ内１－２－２０

県庁内

088-822-5877

福岡県交通安全協会

812-0044

福岡市博多区千代１丁目２５－１５ 福岡県交通安全協会会館

092-641-8880

佐賀県交通安全協会

840-0815

佐賀市天神１－２－５５

0952-26-9837

長崎県交通安全協会

852-8034

長崎市城栄町４１番７５号

熊本県交通安全協会

869-1107

菊池郡菊陽町辛川２６５５番地

大分県交通安全協会

870-0042

大分市豊町２－１－２５

宮崎県交通安全協会

880-0806

宮崎市広島１丁目１３番１０号

鹿児島県交通安全協会

891-0186

鹿児島市南栄５丁目１番２号

沖縄県交通安全協会連合会

901-0225

豊見城市字豊崎３番地５７

電話番号

運転免許センター内

019-652-4597

県自治会館３Ｆ

秋田県警察本部内
県総合交通安全センター３Ｆ

警視庁内

022-223-1130
018-896-5045
023-655-5320

029-247-3355

しもつけ会館２階

028-622-8483
027-253-9080

埼玉県交通会館４階

県警運転免許本部内

県交通安全協会会館内
山梨自動車学校内
北信運転免許ｾﾝﾀｰ内
交通会館ビル２Ｆ

県運転教育センター内
県運転免許センター内
京福日之出ビル２階
シンクタンク庁舎5F
県自動車学校内

NS２１ビル２Ｆ

交通センター内

048-824-3050
043-271-8481

055-280-5550
026-292-9750
054-251-4765
076-451-1851
076-238-0496
0776-22-0465
058-271-5278
052-981-7587

073-472-4668

県庁第２庁舎７階

0857-24-2110

県運転免許センター内

0852-36-6338

県運転免許センター３Ｆ

086-724-9700

県運転免許センター５Ｆ

082-941-7700

県総合交通センター３Ｆ

益本天神ビル１Ｆ

083-973-0054

095-845-1770
県運転免許センター内

096-233-2110
097-532-0815

畜産会館３Ｆ

県交通安全教育センター３Ｆ

0985-35-6231
099-269-4493
098-851-7900

