オートセンター等／埼玉県

オートセンター等

【資本金】5億3,140万円
【主力部門】カー用品
【 取 引 銀 行 】七 十 七 銀 行, 三 菱 東 京UFJ銀 行 【商品部】※責任者 柿沼 剛
他
【店舗所在県名】宮城県, 福島県, 茨城県, 栃木
【店舗数】全体：43店
県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 新潟県, 長
※タイヤ＆ホイールの専門店。
野県
【商談日】火・水・木曜日
【本部公休日】日曜日
㈱ホットマン
【DC】〒372-0022 群馬県伊勢崎市日乃出町292
（オートセンター）
TEL.0270-22-3333 FAX.0270-22-3331 建
【代表者】伊藤 信幸
（代表取締役社長）
物面積864坪
【本社】〒982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀 【店舗概要】

4-4-17
TEL.022-243-5091 FAX.022-243-5094
（オートセンター）
【URL】http://www.yg-hotman.com/
（代表取締役社長）
【Email】info@yg-hotman.com
【代表者】戸出 譲
【本社】〒063-0062 北海道札幌市西区西町南 【設立】昭和50年1月16日
【資本金】19億1,064万円
13-1-35
【 関 係 会 社 ／ フ ラ ン チ ャ イ ズ 】㈱ イ エ ロ ー
TEL.011-667-8602 FAX.011-667-8607
【設立】昭和55年8月6日
ハット
【資本金】1億円
【年商高】
（平成27年3月決算）
【関係会社／フランチャイズ】㈱オートバック 全体：210億円
スセブン
【社員数】全体：社員1,200名（31.3歳）
【店舗数】ｵｰﾄｾﾝﾀｰ：19店
【店舗数】ｵｰﾄｾﾝﾀｰ：92店
※店舗は㈱オートバックスセブンのページに 【店舗所在県名】岩手県, 宮城県, 秋田県, 福島
掲載。
※2002年10月、㈱オートバックスセブン 県, 茨城県, 栃木県, 長野県
が完全子会社化。※2003年3月、㈱アクセレン ※イエローハットのＦＣ店舗は、㈱イエロー

㈱オートバックス北海道

ス、㈱オートプランニング、㈲オートライフプ ハットのページに掲載。
ロスと合併。※同4月、㈱オートハローズから
社名変更。
※2012年4月1日、㈱オートバックス
㈱サンティスト
旭川を吸収合併。
同日、㈱エー・エム・シーか
（オートバイ）
ら社名変更。
【 本 社 】〒372-0801 群 馬 県 伊 勢 崎 市 宮 子 町

㈱ワールドジャンボ

3427-12
TEL.0270-26-0100 FAX.0270-26-0655
【URL】http://www.santist.co.jp/
【設立】平成2年6月

（オートセンター）
【代表者】中村 勝憲
（代表取締役社長）
【本社】〒038-0003 青森県青森市大字石江字三 【関係会社／フランチャイズ】㈱コシダテック
【店舗数】オートバイ：5店
好69-1
【店舗所在県名】栃木県, 群馬県
TEL.017-782-3200 FAX.017-782-7141
※ライコランドのFC店舗は、㈱コシダテック
【広報・連絡責任者】常田 仁
（専務取締役）
【設立】平成8年11月
のページに掲載。
【資本金】1,000万円
【出身業種】ホームセンター
㈱オートアールズ
【取引銀行】青森銀行
【関係会社／フランチャイズ】㈱イエローハッ （オートセンター）
（取締役社長）
【代表者】杉戸 哲也
ト, DCMサンワ㈱
【本社】〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜
【店舗数】全体：10店
【主力部門】カー用品
【役員】1）
代表取締役社長：中村 勝憲
2）代表取締役専務：常田 仁
3）取締役営業部長：葛西 和樹
4）取締役：佐々木 芳康
5）監査役：中村 勝年
（専務取締役）
【商品部】※責任者 常田 仁
【店舗所在県名】青森県
※イエローハットのＦＣ店舗は、㈱イエロー
ハットのページに掲載。

〒372-0812 群馬県伊勢崎市連取町2332-8

TEL.0270-23-1151 FAX.0270-24-9603
❶昭和59年5月24日 ❺1,435坪 ❻529坪 ❼
270坪 ♤90台 ⊆平成6年11月23日（旧屋内：
150坪）

2）
オートアールズ真岡店
〒321-4333 栃木県真岡市大谷本町3-2

TEL.0285-83-1311 FAX.0285-83-3225
❺1,100坪 ❼295坪 ♤

❶ 昭 和60年7月6日
45台

3）
オートアールズ沼田インター店
〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町1091

TEL.0278-22-7555 FAX.0278-30-5181
❶ 昭 和62年11月13日 ❺500坪 ❻147坪 ❼
292坪 ♤26台 ∪平成12年7月13日（旧屋内：
90坪）

4）
オートアールズ高前バイパス店
〒370-0073 群馬県高崎市緑町1-20-9

TEL.027-364-6665 FAX.027-364-6663
❶平成4年9月4日 ❺804坪 ❻302坪 ❼193坪
♤43台

5）
オートアールズ吾妻バイパス店
〒377-0801 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町字
中堰969-1

TEL.0279-68-3800 FAX.0279-68-5310
❶平成4年12月19日 ❺1,254坪 ❻488坪 ❼
293坪 ♤50台 ⊆平成13年8月10日（旧屋内：
151坪）

6）
オートアールズ足利弥生店
〒326-0036 栃木県足利市弥生町32

TEL.0284-43-3300 FAX.0284-43-3322

1-2-1
TEL.0495-71-8800 FAX.0495-71-8920
【URL】http://www.autors.co.jp/

❶平成5年4月2日 ❺722坪 ❻236坪 ❼166坪
♤41台

【広報・連絡責任者】鈴木
（広報グループ）

〒375-0017 群馬県藤岡市篠塚字権平67-1

TEL.0495-88-7900

7）
オートアールズ藤岡インター店
TEL.0274-22-8855 FAX.0274-22-8856

【 部 署 別 連 絡 先 】東 京 情 報 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 柿 沼 剛
〒110-0005 東京都台東区上野7-6-1 TEL.03-

3842-0280 FAX.03-5246-7265

オート

【設立】昭和61年5月
【資本金】6億4,750万円
【取引銀行】群馬銀行, 足利銀行
【関係会社／フランチャイズ】㈱ベイシア, ㈱
㈱フジ・コーポレーション
カインズ
（オートセンター）
【年商高】
（平成27年2月決算）
【代表者】遠藤 文樹
全体：128億5,600万円
（代表取締役社長）
（95.8%）
【本社】〒981-3341 宮城県黒川郡富谷町成田 【経常利益】
（平成27年2月決算）
全体：6億6,600万円（102%）
9-3-3
【社員数】全体：社員480名（33歳） ❹282名
TEL.022-348-3300 FAX.022-348-3330
【店舗数】全体：54店
【URL】
http://www.fujicorporation.ne.jp/
ｵｰﾄｾﾝﾀｰ：54店
【設立】昭和46年11月
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オートセンター

1）
オートアールズ伊勢崎バイパス店

ѸѸ

❶平成7年4月7日 ❺583坪 ❻244坪 ❼167坪
♤36台

8）
オートアールズ矢板店
〒329-2163 栃木県矢板市鹿島町483-1

TEL.0287-44-2411 FAX.0287-44-2422
❶平成7年7月6日 ❺851坪 ❻283坪 ❼167坪
♤43台

9）
オートアールズ渋川店
〒377-0006 群馬県渋川市行幸田300-1

TEL.0279-25-0055 FAX.0279-25-0056
❶平成7年12月15日 ❺881坪 ❻397坪 ❼266
坪 ♤28台

10）
オートアールズ佐久インター店
〒385-0023 長野県佐久市岩村田北1-9-4

オートセンター等／東京都

TEL.0476-90-6622 FAX.0476-90-6633
❶平成24年9月21日 ❼268坪

TEL.0476-91-1611 FAX.0476-91-1813
載。※設立は商号変更日。
❶平成6年5月15日 ❺5,552坪 ❻1,752坪 ❼
594坪 ♤475台 ⊆平成8年6月15日（旧屋内：
㈱ライダーズ・サポート・カンパニー
150坪）

53）
オートアールズ木更津金田店

3）
オートウェーブ上総君津店

〒292-0008 千葉県木更津市中島367

〒299-1174 千葉県君津市法木作1-1-11

52）
オートアールズ富里店
〒286-0221 千葉県富里市七栄532-48

TEL.0438-41-2333
❶平成24年12月19日

54）
カインズオート北本店
〒364-0013 埼玉県北本市中丸8-125-2
TEL.048-590-1515
❶平成27年10月23日 ❻176坪 ♥5台

㈱バッファロー
（オートセンター）
【代表者】坂本 裕二
（代表取締役社長）
【本社】〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-8川口
センタービル9F

TEL.048-227-8860
【URL】
http://www.buﬀalo.co.jp/
【設立】昭和58年4月28日
【資本金】5億1,050万円
【関係会社／フランチャイズ】㈱オートバック
スセブン
【店舗数】ｵｰﾄｾﾝﾀｰ：14店
【店舗所在県名】埼玉県, 東京都
※オートバックスのＦＣ店舗は、㈱オート
バックスセブンのページに掲載。※2004年12
月、JASDAQに株式上場。

㈱オートウェーブ
（オートセンター）
（代表取締役社長）
【代表者】廣岡 大介
【本社】〒263-0054 千葉県千葉市稲毛区宮野木
町1850

TEL.043-250-2669 FAX.043-258-0642

TEL.0439-55-5811 FAX.0439-55-5829

（オートセンター）
【代表者】河崎 晋太郎
（取締役CEO）
【本社】〒277-0922 千葉県柏市大島田394

TEL.04-7168-1017 FAX.04-7193-4137

❶平成7年11月2日 ❺2,272坪 ❻457坪 ❼300
【設立】平成12年1月
坪 ♤194台 ⊆平成9年4月22日（旧屋内：268
【資本金】5,100万円
坪）
【関係会社／フランチャイズ】㈱デイトナ, ㈱
4）
オートウェーブ柏沼南店
コシダテック
〒277-0942 千葉県柏市風早1-6-7
※ 2006 年 4 月 26 日、「 ラ イ コ ラ ン ド 」の FC
TEL.04-7193-7011 FAX.04-7193-7073
チェーン本部機能を㈱オートバックスセブン
❶平成8年4月27日 ❺9,138坪 ❻3,553坪 ❼ に譲渡。※2012年7月29日、親会社㈱デイトナ
986坪 ♤439台 ⊆平成9年4月22日（旧屋内： は㈱オートバックスセブンとの資本業務提携
413坪）
を解消。同日、㈱コシダテックと資本業務提
携。※店舗は㈱コシダテックのページに掲載。
5）
オートウェーブ浜野店
〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1025131
㈱イエローハット
TEL.043-305-1234 FAX.043-305-1251
❶平成13年6月 ∪平成23年6月17日（旧屋内： （オートセンター）
【代表者】堀江 康生
（代表取締役社長）
302坪）
【本社】〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町
6）
オイルボーイ成東店（FC）
1-4-16馬喰町第一ビルディング
〒289-1327 千葉県山武市姫島111-1
TEL.03-5695-1600 FAX.03-5695-1616
TEL.0475-80-0900 FAX.0475-80-1667
【URL】http://www.yellowhat.jp/
❶平成11年4月8日 ❺4,597坪 ❻1,118坪 ❼
【広報・連絡責任者】
（人事総務部広報課）
453坪 ♤290台
TEL.03-5695-1603 FAX.03-5695-1616
7）
カードクター富里インター店
【部署別連絡先】埼玉本部 〒342-0015 埼玉
〒286-0221 千葉県富里市七栄525-1
県吉川市中井字小松川18-1
TEL.0476-90-3900 FAX.0476-90-3901
北海道本部 〒004-0802 北海道札幌市清田
❶平成12年7月6日 ❼377坪 ∩平成24年7月 区里塚二条7-1-1
30日
【設立】昭和37年3月15日
【資本金】150億7,200万円
8）
オイルボーイ青森中央店（FC）
〒030-0845 青森県青森市緑3-11-3サンワドー1 【出身業種】カー用品卸
【取引銀行】三菱東京UFJ銀行, みずほ銀行, 三
号館内
井住友銀行, 三井住友信託銀行
TEL.017-735-8140

オート

【関係会社／フランチャイズ】㈱北海道イエ
ローハット, ㈱越後イエローハット, ㈱栃木イ
エローハット, ㈱山梨イエローハット, ㈱静岡
イエローハット, ㈱東海イエローハット, ㈱大
阪イエローハット, ㈱兵庫イエローハット, ㈱
四国イエローハット, ㈱山口イエローハット,
㈱大分イエローハット, ㈱モンテカルロ, , ㈱
ジョイフル, ㈱ドライバースタンド, ㈱モンテ
カルロ 他
【年商高】
（平成27年3月（連結）決算）
全体：1,217億8,800万円（100.9%）
【経常利益】
（平成27年3月（連結）決算）
全体：84億6,800万円
（85.4%）
【社員数】全体：社員193名（44歳） ❹55名
【店舗数】全体：648店
ｵｰﾄｾﾝﾀｰ：632店
中古・リサイクル
（カー用品）：16店
【役員】1）代表取締役社長：堀江 康生
2）専務取締役：白石 理
3）取締役：佐藤 和幸
4）取締役：長沢 龍一
5）取締役：木村 義美
6）取締役（社外）：湊谷 秀光
TEL.043-259-5211 FAX.043-286-0603
7）常勤監査役：入江 義一
【設立】平成25年3月16日
❶平成3年4月27日 ❺5,403坪 ❻1,341坪 ❼ 【資本金】1,000万円
8）監査役（社外）：田中 邦彦
449坪 ♤457台 ⊆平成8年12月12日（旧屋内： 【関係会社／フランチャイズ】㈱ジョイフル 9）監査役（社外）：服部 久男
150坪）
【店舗所在県名】全国
本田
2）
オートウェーブ富里店
【本部公休日】随時
【店舗数】車検・タイヤ販売：3店
※店舗概要は㈱ジョイフル本田のページに掲 ※2012年3月1日、㈱モンテカルロを完全子会
〒286-0221 千葉県富里市七栄525-31

9）
オートウェーブ茂原店

【URL】
http://auto-wave.co.jp/
〒297-0009 千葉県茂原市北塚1226-1
【設立】平成2年9月10日
TEL.0475-22-8211 FAX.0475-22-8881
【資本金】14億5,117万円
❶平成7年7月27日 ∪平成27年10月31日（旧屋
【出身業種】カー用品
内：452坪） ※茂原市場が移転
【取引銀行】りそな銀行, 千葉銀行, 京葉銀行,
閉店・業態転換等
三菱東京ＵＦＪ銀行, 他
1）オートウェーブ美女木店（906坪）, 2）オート
【関係会社／フランチャイズ】㈱ベルガレージ
ウェーブニューポート店（449坪）, 3）オイル
【年商高】
（平成27年3月
（連結）
決算）
ボーイ山王町店
（38坪）
全体：89億1,000万円
（85%）
【経常利益】
（平成27年3月
（連結）決算）
（15.5%）
全体：3,400万円
㈱シー・エフ・シー
【社員数】全体：社員217名
（41.8歳） ❹67名
（オートセンター）
【店舗数】全体：9店
【本社】千葉県千葉市
ｵｰﾄｾﾝﾀｰ：9店
※2010年3月8日、㈱オートウエーブに吸収合
【店舗所在県名】青森県, 千葉県
併。
※2010年3月8日、㈱シー・エフ・シーを吸収
合併。
㈱ジョイフル車検・タイヤセンター
【店舗概要】
（オートセンター）
オートセンター
【代表者】杉本 光
（代表取締役社長）
1）
オートウェーブ宮野木店
【本社】〒270-1331 千葉県印西市牧の原2-1
〒263-0054 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1850 TEL.0476-40-6221 FAX.0476-48-2511
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