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1 平成14年8月5日 菊地　良一 ひたちなか運転代行 ひたちなか市西大島３丁目２０番１２号 090-5412-4205

6 平成14年8月13日 有限会社石岡ハイヤー 羽賀　忍 有限会社石岡ハイヤー 石岡市国府６－１－２２ 0299-23-5454

15 平成14年8月21日 舘　秀雄 やかた代行 水戸市河和田１丁目1817番地1 090-3200-8591

20 平成14年9月6日 鈴木　良一 マリーン運転代行 水戸市河和田町９３１－１１ 029-251-5988

21 平成14年9月12日 後藤　敏雄 富士代行センター 水戸市千波町425番地の２ 029-243-3156

24 平成14年9月12日 岡田　清人 めふき運転代行 坂東市莚打１５８９番地の１ 0297-30-2700

34 平成14年9月25日 有限会社ジェフ 細谷　勝司 はる代行 桜川市富士見台1－12－1 0296-75-3854

43 平成14年10月2日 大森　憲一 みなみ運転代行 ひたちなか市高場2575番地８ 029-275-3397

45 平成14年10月11日 有限会社エムディサービス 大川　寿哉 マミー代行 土浦市粕毛83番地１ 029-823-0325

55 平成14年10月11日 長塚　芳光 アトム運転代行 取手市野々井232番地２中山ビル２F 0297-77-0010

59 平成14年10月11日 有限会社常陽代行 山中　千代子 有限会社常陽代行 結城市大字結城作２６３－３ 0296-21-3111

66 平成14年10月11日 飯嶋　幸治 ケーアイ代行 古河市幸町２０－１６ 0280-31-5799

76 平成14年10月21日 山口　博司 美浦運転代行 稲敷郡美浦村土屋1979-443 029-885-4411

80 平成14年10月25日 中﨑　輝明 安全代行神立 土浦市神立中央５丁目19番20号 029-831-0077

86 平成14年10月25日 河野　啓樹 鉾田運転代行 行方市山田3399番地12 090-8643-0460

92 平成14年10月25日 丸形　洋治 稲敷運転代行 稲敷郡美浦村大字大谷２７５ 029-885-0733

98 平成14年11月5日 大野　敏弘 マル運転代行 土浦市木田余東台３－２－９ 029-826-1414

101 平成14年11月5日 株式会社リキセイ　 眞田　歩子 上水戸協同代行 水戸市渡里町３７２９－１２ 029-229-7900

106 平成14年11月5日 株式会社トレンドプランニング 草間　政明 トレンド代行 つくば市上横場2100番地1 029-838-2288

109 平成14年11月5日 有限会社潮来合同代行　 平澤　茂樹 有限会社潮来合同代行本社営業所 潮来市潮来９８－１５ 0299-62-2237

110 平成14年11月5日 有限会社かすみ代行サービス　 香取　伸彦 有限会社かすみ代行サービス 潮来市潮来１０３－２ 0299-62-3214

114 平成14年11月5日 水野　彰 エース運転代行サービス 鹿嶋市宮中７－６－８ 0120-84-6156

117 平成14年11月5日 有限会社鹿島水郷代行　 濵田　衛 有限会社鹿島水郷代行本社営業所 鹿嶋市宮中１９９５－１１ 0299-82-1323

118 平成14年11月5日 さくら住宅株式会社 石塚　光雄 さくら代行 つくばみらい市細代704番地1 0297-52-1306

120 平成14年11月5日 山本　四郎 安全代行 日立市弁天町1-12-1-2F 0294-24-3533

124 平成14年11月6日 有限会社光運転代行サービス　 森口　江利子 有限会社光運転代行　神栖営業所 神栖市木崎2406番６ 0299-84-0707

125 平成14年11月6日 株式会社クリーン運転総合代行　 中山　一夫 株式会社クリーン運転総合代行 土浦市大字大岩田１５０６番地の２ 029-822-7905

136 平成14年11月12日 荘司　慶一 エース代行 つくば市西大沼565番地１ 029-857-6862

141 平成14年11月22日 南部タクシー有限会社 鈴木　侑二 南部タクシー有限会社本社営業所 神栖市知手中央9-11-14 0299-96-1531

151 平成14年12月2日 西海　勇二 ドレミ代行 日立市東成沢町3-4-17-102 0294-36-2565

168 平成15年2月6日 荒井　隆義 つばさ代行 笠間市旭町字旭台294－７グリーンハイツ１号202号室 0296-78-3838

175 平成15年3月3日 有限会社鹿島代行 花ヶ﨑　信也 有限会社鹿島代行本社営業所 鹿嶋市宮中５丁目１３番３号 0299-82-3521

186 平成15年5月13日 大塩　光生 ＭＡＸ代行 桜川市真壁町真壁４２６番地１ 090-2252-1011

188 平成15年5月13日 溝口　享司 北茨城代行 北茨城市磯原町上相田９９－１ 0293-43-2199

197 平成15年6月11日 株式会社セキグチ 関口　勝正 県南運転代行センター 北相馬郡利根町布川３２００番地１ 0120-898-464

198 平成15年6月25日 磯部　孝一 ファミリー代行 石岡市高浜1000番地の７ 0299-26-8191

203 平成15年7月8日 有限会社浜松代行 伊藤　輝勝 有限会社浜松代行 神栖市大野原三丁目１０番２８号 0299-92-2611

221 平成15年10月15日 渡辺　徹 ＡＤ代行 東茨城郡茨城町長岡３９９５－１ 029-240-7338

224 平成15年10月20日 生田目　正廣 いろは代行 日立市平和町１丁目12番10号-101 0294-24-6659

226 平成15年11月5日 寺岡　剛 ひかり代行 下妻市鎌庭３６７－１ 0296-43-9600

232 平成15年12月8日 大倉　昌克 大倉代行 神栖市知手中央６丁目３－２０ 0299-96-5251

245 平成16年2月16日 ヨヨギタクシー有限会社 代々城　正己 ヨヨギ代行 鉾田市鉾田１９８９番地 0291-33-2621

264 平成16年7月2日 有限会社三松運転代行 永峯　朱実 有限会社三松運転代行 行方市麻生３５０－１ 0299-72-0291

268 平成16年7月28日 仕黒　竜也 運転代行　代打くん 土浦市飯田2451番地 029-825-2378

270 平成16年8月13日 高橋　哲也 霞代行　 つくば市金田901 029-857-5212

271 平成16年8月26日 田村　栄 つばさ運転代行 土浦市神立町３４４１－１ 0120-830-891

272 平成16年8月26日 森　秀夫 むつみ代行 古河市幸町14番地１ 0280-31-0111

290 平成16年12月22日 出澤　大 Ａｌｆａ運転代行 土浦市上高津916-１ 029-827-4711

305 平成17年4月26日 大内　浩滋 みとの代行 水戸市渡里町880番地の１ 029-227-8485

309 平成17年6月13日 有限会社Ｓｏｕｔｈ　Ｃｏｍｐａｎｙ 木村　昇 みなみ代行 龍ケ崎市城ノ内３－１－２３ 0120-054-373

310 平成17年7月20日 長谷部　正則 運転代行　大和 日立市日高町３丁目２７番１号 090-4054-0782

317 平成17年10月24日 吉田　耕 ケーユー代行 土浦市菅谷町１３１１番地１ 029-833-2122

318 平成17年10月24日 有限会社あすか運転代行センター 鈴木　豊 ㈲あすか運転代行センター 日立市東金沢町二丁目2番13号 0294-36-3313

319 平成17年10月24日 有限会社タウン企画 塚原　賢一 ドリーム代行 土浦市荒川沖４７６番地１ 029-834-3378

323 平成17年11月28日 金澤　映子 かなちゃん代行 常陸大宮市若林１０００－１５５ 090-8843-8833

326 平成17年12月5日 安田　政雄 すばる代行 土浦市湖北二丁目７番５号 0120-75-8823

327 平成17年12月27日 小澤　ミチ子 代行西山 常陸太田市塙町３５５２ 0294-72-0990

329 平成18年1月12日 杉山　和夫 トマト代行 水戸市上水戸４－１－５１ 029-254-1172

335 平成18年4月10日 藤代　浩美 プラスワン・ドライビィング・サービス 稲敷郡河内町源清田1054番地 029-873-7412

339 平成18年5月19日 大戸　守 タヒチアン・ノニ代行 牛久市猪子町９９４番地２４号 029-872-2306

346 平成18年8月7日 寺門　修 パヤオ運転代行 水戸市平須町1824番地の４アートレスハイツ荻谷103号 029-246-0309

348 平成18年9月14日 山崎　武信 おおぞら代行 古河市大山３４７－３ 0280-92-0411

356 平成18年10月25日 小澤　勝美 クイーン代行 土浦市富士崎二丁目６番２９－３０３号レジダンス富士崎 0120-858-856

360 平成18年11月10日 中島　保光 中島運転代行 鉾田市鉾田１０９ホソヤビル１Ｆ 0291-33-6622

369 平成18年12月15日 磯　茂雄 それいけ運転代行社 日立市千石町３丁目11番12号 0294-35-4380

372 平成18年12月22日 株式会社ＪＵＮコーポレーション 上野　順 ＪＵＮ代行 つくば市大角豆２０１２番地７５８ 029-858-2300

381 平成19年1月25日 青木　和惠 みかずき代行 古河市東山田1815番地165大石アパート　西 090-5522-2580

384 平成19年2月1日 株式会社ナカヤトランスポート 小島　勝五郎 株式会社ナカヤトランスポート駅前営業所 筑西市外塚６４６番地 0296-24-1234

386 平成19年2月1日 八丁タクシー株式会社 福田　博行 八丁タクシー株式会社 筑西市下中山７００番地の４ 0296-25-0337

388 平成19年2月16日 野田　孝夫 オレンジ代行 小美玉市栗又四ヶ２５７０番地４８ 0299-22-6771

397 平成19年3月19日 舟生　幸洋 総合代行運転 高萩市本町2丁目６ 0293-24-1226

405 平成19年5月1日 日立みなと株式会社 澤田　靖広 日立みなと株式会社 日立市久慈町２丁目２５番１３号 0294-52-6199
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406 平成19年5月1日 成井　広光 デイリー運転代行 坂東市小泉９０６番地６ 0120-39-5225

410 平成19年5月24日 三浦　和子 ナイト代行 猿島郡境町2330番地１ 090-5586-7916

421 平成19年7月30日 寺沢　昌仁 さくら運転代行 かすみがうら市宍倉6194番地119 029-897-2233

424 平成19年9月6日 中山　一夫 クリーン運転代行センター 土浦市大岩田1506-２ 029-840-4433

427 平成19年9月6日 小幡　勝信 しもつけ運転代行 筑西市小川1175番地２

458 平成20年2月14日 川俣　森夫 ＮＥＸＴ運転代行 那珂郡東海村大字舟石川915番地ベルフラッツ1-102 029-283-3147

461 平成20年2月21日 島田　則久 ハンチング運転代行 つくば市倉掛1211番地２サンライフ1211　Ｂ棟205号室 029-836-8536

464 平成20年3月7日 青木　輝明 圏央代行 猿島郡境町大字志鳥73番地 090-1509-1680

474 平成20年4月15日 江幡　保史 ＹＫオートサービス 水戸市渡里町3017-5-105 029-350-2552

475 平成20年4月15日 長岡　勝男 長岡運転代行 日立市東金沢町２丁目27番16号

477 平成20年5月8日 猪苅　ますみ トッポ代行 常陸大宮市野中町707番地の２ 0295-53-1450

480 平成20年5月19日 株式会社レモンコーポレーション 塙　一 株式会社レモンコーポレーション 水戸市開江町2012-2 029-257-4002

488 平成20年6月24日 稲田　五夫 バンビー代行 つくば市谷田部1972番地10 090-1999-4490

492 平成20年7月22日 永田　拓也 翼運転代行 神栖市知手210番地29知手住宅Ｄ棟 0299-96-4859

498 平成20年9月8日 立原　敏行 運転代行　エスコート 潮来市潮来乙36番地 090-8802-9022

509 平成20年12月4日 有限会社イズミサービス 齊藤　利男 イズミ代行 神栖市大野原７丁目７番76号 0120-771-993

515 平成20年12月26日 梅村　忠夫 近江代行 坂東市長谷989－57タキモトコーポ201号室

516 平成20年12月26日 黒澤　均 関東代行 常陸太田市真弓町2609番地 0294-74-4977

518 平成20年12月26日 株式会社ＧＡＫＵＥＮ 吉田　迦央里 学園安全代行 つくば市天久保１丁目７番12号 029-852-1701

526 平成21年3月5日 水井　信雄 運転代行イーサービス 筑西市成田956番地レジェンドパレス103号 0296-24-4500

532 平成21年4月17日 茅根　幸恵 けんちゃん代行 猿島郡境町大字稲尾40-1 0280-87-1677

535 平成21年4月22日 下村　敏行 ダイコーセブン 守谷市本町395番地2 0297-48-0036

537 平成21年4月27日 岩本　高雄 ひたち代行 常陸大宮市北町827番地の２ 0295-52-0071

540 平成21年5月27日 岡野　恒 大洗代行 東茨城郡大洗町五反田530 029-267-3041

548 平成21年7月23日 塚本　清一 ルパン代行 つくば市玉取2236番地１ 029-864-8795

549 平成21年7月23日 株式会社ＡＫＩＫＯ企画 細谷　勝司 さくら代行 桜川市富士見台一丁目12番地１ 0296-75-3854

560 平成21年10月2日 金井　靖之 オッケー代行 石岡市石岡2360 080-6718-0852

561 平成21年10月1日 田谷　仁人 ひばり代行 水戸市鯉淵町5642番地の25 029-259-9611

562 平成21年10月2日 早瀬　裕一 早一代行 筑西市幸町２丁目１番９号 0296-45-6004

566 平成21年10月13日 平沼　清重 ファミリー運転代行 水戸市千波町1799番地32ハイツ北葉山101号 029-244-7289

569 平成21年10月20日 芳賀　眞理子 桃ちゃん代行 常陸大宮市若林854番地５ 0295-53-0422

570 平成21年10月20日 菅谷　広二 うしろだ運転代行 行方市芹沢548番地１ 0299-55-0023

578 平成21年12月7日 花山　裕明 はなまる運転代行 稲敷郡阿見町岡崎二丁目21番地18 090-8019-1781

584 平成22年1月5日 荻津　秀雄 あい代行 常陸太田市岩手町416番地の１ 0294-76-0266

593 平成22年2月5日 岡野　千秋 代行屋さん 石岡市旭台二丁目21番3号 090-8744-9924

598 平成22年2月9日 田中　健介 あさひ代行 古河市尾崎3592-2　ハイツ志津204

603 平成22年3月9日 猿田　幸雄 ピース代行 常陸大宮市小貫1286-16 0295-57-6871

613 平成22年4月20日 飯塚　弘身 のぞみ運転代行 稲敷郡河内町古河林900番地

616 平成22年6月17日 下条　真由美 翼運転代行サービス 下妻市下妻乙1339番地１ 0296-48-9993

622 平成22年7月2日 来栖　靖裕 代行一番星 稲敷郡美浦村大字土浦1899番地 0120-987-699

629 平成22年7月28日 大沼　義道 ファミリー運転代行 神栖市大野原２丁目28番26号栄アパートＣ号

631 平成22年8月25日 檜山　隆 運転代行イエローキャブ ひたちなか市松戸町１丁目９番８号 029-274-2538

633 平成22年9月7日 柴田　直人 スカイ運転代行 ひたちなか市長砂49－2 080-5064-0924

634 平成22年9月7日 海老原　洋子 ファースト代行 坂東市上出島1122番地３

643 平成22年10月20日 加納　健治 ミロク運転代行 水戸市見和2-255県営見和ｱﾊﾟｰﾄ14-101 029-252-7969

651 平成22年11月30日 千勝　恵美 カエル運転代行 水戸市堀町308番地の12 029-291-5252

655 平成22年12月27日 小峰　政則 ミナミ代行 石岡市東大橋2001番地２ 0120-009-373

657 平成22年12月27日 関根　幸一 恵（めぐみ）運転代行サービス 取手市戸頭1658番地１ 0297-78-2219

658 平成22年12月27日 川島　晃一 エコ代行 結城郡八千代町大字若1314番地４ 080-2241-6790

661 平成23年1月28日 田中　俊雄 SKY運転代行 行方市西蓮寺279番地１

662 平成23年1月28日 鈴木　キミ子 運転代行蕾 守谷市板戸井2374番地の11 090-8680-7088

664 平成23年3月10日 池田　雄次 池田運転代行 鹿嶋市浜津賀806番地６ 0120-14-1866

666 平成23年3月10日 ゴーゴー代行株式会社 松金　律子 ゴーゴー代行 水戸市浜田町415番３ 029-227-5555

670 平成23年5月2日 君﨑　和弘 きみちゃん代行 かすみがうら市稲吉南三丁目７番26号 080-4120-3456

672 平成23年5月2日 秋葉　明美 つるかめ運転代行 下妻市別府882番地２ 0296-48-9959

678 平成23年6月3日 内野　徹 ウッチー代行 神栖市太田1436番地52 080-3462-8363

679 平成23年6月8日 武田　孝雄 いずみ運転代行 高萩市大字島名2118番地の37 0293-23-2899

682 平成23年6月15日 吉川　勝弘 三浜代行 東茨城郡大洗町五反田721番地 029-267-7440

684 平成23年6月15日 石川　好美 スーパー代行 潮来市大塚野一丁目７番地18 0299-62-3585

692 平成23年8月22日 山口　千惠子 キャンデーふれんど代行 つくば市小田2777番地 029-867-0007

697 平成23年10月27日 大塚　勝利 ヴィクトリー代行 つくば市長高野349番地

705 平成23年12月20日 橋本　文夫 ２３運転代行（ふみ運転代行） 牛久市岡見町2111番地の３ 080-4665-0023

708 平成24年1月17日 鷲峰　優 アロー運転代行 牛久市田宮町531番地の326

710 平成24年2月20日 Ｔｏｓｈｉプランニング株式会社 堀江　敏 レインボー運転代行 水戸市金町１丁目３番25-102号信栄レジデンス 029-233-0112

714 平成24年2月28日 長塚　孝夫 太陽つくば運転代行社 つくば市大角豆1397番地１ 080-5440-9256

722 平成24年4月11日 梅木　裕之 すばる運転代行 神栖市神栖２丁目４番43号パレスＡ棟６号 0299-92-7585

723 平成24年4月20日 石川　剛 ダイス運転代行 那珂郡東海村白方中央２丁目11番38号 029-283-0746

725 平成24年4月25日 株式会社ホワイト 髙木　正司 ホワイト運転代行 坂東市岩井4955番地８ 090-7800-0065

726 平成24年5月2日 鈴木　こず恵 三星代行 土浦市西根南一丁目５番22－２号 029-875-8708

729 平成24年5月17日 落合　清美 ひょうたん 常総市中妻町2911番地 080-6891-8000

739 平成24年10月1日 鈴木　聡史 つばさ運転代行 ひたちなか市高野886-3

741 平成24年10月11日 粕川　和枝 きまぐれ代行 古河市前林1020番地１
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744 平成24年10月22日 大野　哲也 ホリデー代行 北相馬郡利根町大字羽根野880番地33 0120-91-6658

746 平成24年11月5日 空閑　寿浩 はやぶさ運転代行 日立市東金沢町３丁目５番17号サンロード多賀313号室

747 平成24年11月5日 株式会社アトム 菊池　勝彦 アトム運転代行 水戸市酒門町911－１ 029-304-0106

748 平成24年11月5日 大窪　隆志 なごみ運転代行社 日立市森山町３丁目18番１号メゾンエレガント１－102号室 0294-33-8015

749 平成24年11月19日 前川　勝雄 セブン代行サービス 笠間市石井２番地３ 0296-72-7887

750 平成24年11月19日 中野　稔 安全運転幸代行 神栖市大野原中央六丁目６番43号野口アパート２号 090-8962-0467

757 平成25年2月1日 髙萩　博文 北斗運転代行 日立市河原子町４丁目10－21 090-1700-9060

758 平成25年2月13日 西村　勉 運転代行ＵＮＯ つくば市谷田部6787番地４

759 平成25年3月6日 馬場　博 土浦代行 土浦市霞ケ岡町32番31　メゾンド霞ケ岡202号 080-5375-1818

763 平成25年4月2日 米川　幸喜 キング代行 水戸市見川２丁目200番１号 029-244-4416

767 平成25年5月22日 笠原　秀雄 石岡代行サービス 小美玉市幡谷208番地43 0299-58-3701

770 平成25年6月5日 黒澤　博 キャンディー代行 水戸市元吉田町755番地の５Ｂ棟

773 平成25年6月6日 田崎　薫 駱駝代行 つくば市みどりの中央45番地１アイリスＤ202号室

775 平成25年6月24日 髙谷　和德 ルーキー代行 結城郡八千代町大字若523番地 090-6000-2255

776 平成25年7月3日 宮川　美津子 キリン運転代行 笠間市押辺882番地

777 平成25年7月3日 バラ企画株式会社 山本　努 バラ代行 取手市宮和田字中畑226番地２ 0297-83-2249

778 平成25年7月18日 鈴木　隆之 ラビット５５運転代行 日立市本宮町２丁目９番３号 0294-21-4511

787 平成25年10月31日 萩原　良男 マリン代行 かすみがうら市上稲吉156番地２

788 平成25年10月31日 湯田　啓二 サムタイム運転代行 常総市水海道諏訪町3268-1

790 平成25年12月5日 山田　敦 ツイン代行サービス 下妻市長塚144番地５

798 平成26年3月7日 木村　理惠 やすい代行社 水戸市元山町２丁目３番地36雨谷マンションＡ-102 029-303-1221

801 平成26年3月31日 木村　万智子 毎日運転代行 笠間市笠間2676番地１ 0296-73-5686

804 平成26年4月8日 小沢　幸治 たから運転代行 ひたちなか市東大島１丁目25番地１７ 029-219-7764

806 平成26年5月13日 鳥羽　克宏 １０８代行 稲敷市伊佐部１７６３番地３

812 平成26年6月19日 篠塚　茂 Ｏｎｌｙ　Ｏｎｅ代行 土浦市烏山５丁目2214番25 080-9393-4146

815 平成26年7月4日 岩佐　時光 大みか 日立市久慈町二丁目１２番１８号 090-3040-0039

821 平成26年8月21日 小林　鶴彦 ６９代行 神栖市大野原三丁目３番21号神山荘２号室 0299-92-8555

822 平成26年9月9日 須藤　好行 TOM’S代行 神栖市息栖2831

824 平成26年9月10日 ゴーゴー勝田株式会社 松金　律子 Good代行 ひたちなか市笹野町二丁目17番７号

828 平成26年10月14日 野口　高志 県西代行 坂東市辺田1077番地１

830 平成26年11月5日 加藤　守光 加トちゃん代行 水戸市千波町2353番地１遠山住宅　07号室

832 平成26年11月7日 横須賀　孝久 ナカヤマ代行 水戸市渡里町2553番地の３

837 平成26年12月16日 八幡　今日子 運転代行絆 土浦市神立中央五丁目17番48号 0120-29-9098

840 平成27年1月7日 株式会社ヘキストサイエンス・ジャパン 谷島　左千夫 くるみ代行 水戸市平須町1807－１ 029-246-5671

842 平成27年2月10日 小池　拓夫 コンチ代行 つくば市吉瀬1410番地1

843 平成27年2月16日 海野　良一 あさひ代行 那珂市菅谷6104番地加藤ハイツA－21

844 平成27年2月16日 髙澤　英二 まねき代行 ひたちなか市大字高野3253番地３ 029-202-7005

846 平成27年4月14日 冨田　勝哉 花恵安全運転代行 神栖市大野原二丁目29番41号

852 平成27年5月22日 小泉　元義 はぐろ代行 桜川市友部863番地１

855 平成27年6月19日 板橋　久 ＨＩＲＯ運転代行 稲敷市下根本1627番地

856 平成27年6月19日 松﨑　涼子 にこちゃん代行 土浦市沢辺1430－７

857 平成27年7月3日 松尾　孝治 ＭＵＧＥＮ代行 かすみがうら市下稲吉1712－１グランデールＶＡ棟202

858 平成27年7月3日 大和田　裕史 Ｓｔｅｐ運転代行 ひたちなか市烏ヶ台11947番地２ 029-276-3931

859 平成27年7月28日 小島　秀生 運転代行あすか 潮来市日の出６丁目４番地44 080-6796-1175

860 平成27年8月4日 田山　国夫 タヤマ代行 行方市若海591番地１ 070-2683-5407

863 平成27年9月4日 平山　德松 うらら運転代行 ひたちなか市大字高野582番地の２

865 平成27年9月10日 石田　一夫 エース代行 筑西市辻1896番地５ 0296-37-1911

867 平成27年10月16日 大竹　永一 朝日代行 稲敷郡阿見町大字小池560番地１

873 平成27年11月20日 小松　直樹 ＮｅＸＴ代行 古河市上辺見2454番地

874 平成28年1月21日 小倉　光夫 オーエス代行 下妻市北大宝207番地１関アパート201号室

876 平成27年12月4日 大塚　成彦 大吉運転代行 水戸市双葉台４丁目19番地の６

877 平成27年12月15日 岩井　一友 代行や。 神栖市堀割一丁目９番30号

879 平成27年12月28日 株式会社Ｉ．Ｄ．Ｓ 青野　拓馬 ids つくば市大角豆2012－267

881 平成28年3月4日 株式会社レアル 広瀬　晃一 レアル代行 つくば市千現一丁目14番地８カンフォーラ千現Ⅲ302号 029-846-7800

883 平成28年3月16日 谷脇　明美 あかり運転代行 ひたちなか市大成町15－１大成アパート102 029-354-1622

885 平成28年3月17日 篠﨑　隆司 ＳＳＳ代行 結城市大字田間1438番地４ 0296-45-6898

887 平成28年3月25日 川島　雄一 スマートライン運転代行 土浦市下高津三丁目４－14　１号室 029-896-9390

888 平成28年4月6日 堤　桂子 エスコートつくば つくば市谷田部1144番地93 029-828-6860

891 平成28年5月9日 佐治　慎太郎 ＳＳ運転代行 水戸市平須町1822番地の417

892 平成28年5月9日 櫻井　昭人 さかい自動車運転代行 猿島郡境町陽光台一丁目９番地３

895 平成28年6月6日 濵田　博文 ウキシマ代行 稲敷市浮島3389番地 090-3080-0895

897 平成28年6月27日 田村　知也 ＡＣＣＥＳＳ運転代行 土浦市上高津前田898－１

899 平成28年7月22日 池田　一喜 みやび運転代行 神栖市平泉2478番地

901 平成28年9月15日 藤原　一志 ななは運転代行 日立市弁天町１－３－７弁天カシマビル201号 0294-24-0773

902 平成28年10月20日 株式会社川広 川﨑　広人 １６運転代行 日立市滑川本町３丁目18番30号 0294-32-7138

903 平成28年10月20日 小川　洋明 ハッピー代行 水戸市元石川町2530-1 029-297-5580

904 平成28年11月1日 新田　清隆 ＣＡＭＥＬ運転代行 取手市米ノ井535番地４

907 平成28年11月1日 西村　克久 のんだら運転代行 土浦市右籾2945－104 090-6560-0290

909 平成28年11月21日 長谷川　邦男 まるちゃん運転代行 東茨城郡茨城町大戸1734 080-8872-3255

911 平成28年12月15日 根本　進 ライム運転代行 水戸市大工町３丁目２－15

913 平成29年1月17日 株式会社北翔工業 萩原　正規 ホクショウ代行 つくば市小白硲614番地４

916 平成29年1月30日 木村　知弘 Ｋ－ＭＡＲＩＯ運転代行 水戸市城南３丁目15番１号木村ビル107号
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918 平成29年4月3日 平根　昇 花ちゃん代行 常陸太田市竹合町1172番地 090-2416-2864

919 平成29年4月3日 齋藤　善彦 Ｒ２運転代行 水戸市元吉田町1371番地の５萩原コーポ205号 029-215-9277

920 平成29年4月21日 粟野　和浩 赤い運転代行 稲敷市伊佐部1054番地１ 090-1559-0331

924 平成29年7月25日 鴨志田　陽子 カモケン運転代行 ひたちなか市はしかべ2-2-8サンプラザＡ201号室

926 平成29年8月17日 堀　多香子 ヒカリ代行サービス 笠間市中央４－３－２４ 0120-973-005

929 平成29年8月25日 株式会社イーゼット 江面　勉 株式会社イーゼット 坂東市沓掛2444 070-4326-1010

930 平成29年9月7日 株式会社アールサービス 松原　寛仁 アール運転代行 龍ケ崎市川原代町1203番地１ 0120-918-947

931 平成29年9月7日 伊藤　将計 ＺＥＲＯ代行 つくば市中別府592-38 029-896-7760

933 平成29年10月2日 関島　翔太 カウカウ代行 取手市双葉二丁目19番７号

936 平成29年10月16日 西野　学 マニラ運転代行 稲敷群阿見町阿見5324-1 029-888-2010

939 平成29年11月13日 花形　睦紀 ひなた運転代行 水戸市笠原町1216番地の26安部ハイツＡ-201 080-8836-5951

940 平成29年11月24日 髙橋　将司 カーズ代行 那珂郡東海村大字村松2649番地27緑ケ丘団地27-10

942 平成29年12月15日 小泉　秀敏 やまびこ代行 常陸大宮市野中町3282－３ 080-2048-8093

949 平成30年4月9日 澁谷　広行 創幸ライフ 日立市大沼町３丁目22番10号 0294-36-5340

950 平成30年5月2日 浅海　和也 ショーワ代行 坂東市辺田1103番地１ 080-9868-5339

952 平成30年5月17日 荒木　弘志 日新代行 神栖市知手3011番地69 090-2729-7544

954 平成30年7月6日 株式会社昭和観光 根本　一晃 旭代行 鉾田市子生１番地 0291-37-4501

955 平成30年7月6日 有限会社ゴールドサービス 金井　明正 （有）ゴールドサービス 稲敷郡阿見町阿見4546

958 平成30年10月22日 エム・ケイ・アール株式会社 青木　まり子 ＭＫ代行 稲敷市江戸崎甲587番地14 0120-601-408

959 平成30年10月22日 宮本　正則 運転代行Ｍ＆Ｍ 稲敷市信太古渡674番地 080-3307-1979

960 平成30年11月1日 堀川　直光 ライズ運転代行 石岡市若松三丁目４番64号 070-2681-1639

962 平成30年11月29日 泉　美紀子 いずみや代行 神栖市大野原７丁目７－77

963 平成30年12月6日 佐藤　龍 絆運転代行 神栖市知手中央二丁目10番47号樹荘１号 080-7828-3454

964 平成30年12月11日 沼尻　慶介 りのん代行 取手市井野828番地２リバティＫ１-207 090-7833-2929

965 平成30年12月18日 株式会社ＧＳＹ 菊地　美穂 スカイ運転代行 稲敷郡阿見町実穀55番地 029-896-3113

966 平成31年1月7日 路川　誠和 M-Agency つくば市水守944番地１ 070-4415-9850

967 平成31年1月20日 ＳＪ・Ｌｉｆｅ株式会社 小川　佳彦 ＳＪ代行 古河市東諸川144-1 070-7470-0440

969 平成31年1月22日 株式会社まことや 秋　信明 まことや代行 神栖市太田1539番地14 090-2221-0345
971 平成31年1月24日 株式会社サンキュウ 吉田　憲行 株式会社サンキュウ 結城市大字北南茂呂1217番地3

972 平成31年1月25日 磯山　伸明 ISO運転代行 潮来市潮来877番地 090-3238-0888

975 平成31年4月16日 野口　幸德 江戸崎運転代行 稲敷市江戸崎甲1274番地13 0120-060-511

977 平成31年4月24日 木村　健児 KⅡ代行 潮来市日の出５丁目11番地９　茂木林業マンション105 080-2388-5678

979 令和1年5月22日 須田　光雄 Ｓ運転代行 取手市戸頭七丁目５番21号 070-2627-6999

983 令和1年6月18日 宮内　匠 美ら代行 鹿嶋市大小志崎1564-3 080-5091-3003

985 令和1年8月6日 山口　克彦 Ｇｏ運転代行 神栖市知手中央四丁目７番25号 090-8682-0050

988 令和1年9月5日 横尾　武久 Assist代行 筑西市成井405番地 080-6857-4596

989 令和1年10月8日 北條　隆博 日立令和代行 日立市中成沢町３丁目11番16号　中内ハイツA棟104号 080-2375-3312

990 令和1年10月8日 稲葉　知巳 兎代行 土浦市小山田１丁目４１３番地 080-4668-4580

991 令和1年10月17日 グローバルグループ株式会社 諸澤　大志 アクセス代行 水戸市栄町１丁目８番７号 029-303-1126

992 令和1年11月5日 鈴木　真弓 すず代行 水戸市元吉田町213-7　福沢荘301

993 令和1年11月26日 相山　隆司 石下運転代行 常総市篠山951番地５ 0297-42-4700

994 令和1年11月26日 𠮷田　浩二 チェンジ代行 取手市光風台１丁目１番14号 080-1148-5654

995 令和1年12月12日 松沼　進 スマート運転代行 古河市水海4347番地３ 090-9330-8854

996 令和1年12月12日 濵田　豪 アンジュ代行 龍ケ崎市藤ケ丘６丁目17番地19 070-4290-4281

999 令和2年1月6日 小沼　明彦 共栄運転代行 土浦市神立中央２丁目７番６号 080-9566-8880

1001 令和2年2月13日 塙　幸憲 ペイペイ代行 水戸市岩根町526-2 029-353-7090

1002 令和2年2月18日 菅谷　有子 ATM運転代行 水戸市酒門町911-1

1003 令和2年3月6日 株式会社上方屋 上方　京介 光代行 つくば市赤塚４番地1　成島テナントI　1-3 029-886-6566

1006 令和2年4月1日 金子コーポレーション株式会社 金子　馨 KC運転代行 石岡市国府7-543

1008 令和2年4月2日 関戸　雅子 サスケ運転代行 龍ケ崎市長山１丁目12番地５ 080-7473-4649

1009 令和2年5月14日 定塚　正樹 M's代行 取手市光風台１丁目1-14 080-8814-7539

1010 令和2年5月25日 池田　俊祐 パルム運転代行 牛久市下根町749番地の５ 080-7523-4759

1011 令和2年5月25日 黒川　伸一 RM運転代行 土浦市蓮河原新町16番35号 090-4748-8489

1012 令和2年6月4日 相原　純一 PEANUTS運転代行 牛久市栄町1-50 080-2367-4890

1013 令和2年6月18日 山﨑　剛志 ガールズ代行 つくば市若葉１番地８　コンドレアＡ棟ｂ号 080-2372-9110

1014 令和2年7月15日 合同会社joynt 鶴野　雄介 代行ひまわり 神栖市神栖１丁目13-13　神栖1丁目店舗B

1015 令和2年7月22日 鈴木　めぐみ スマイル運転代行 稲敷郡河内町宮渕140 090-5790-2525

1016 令和2年8月5日 鈴木　智巳 鈴共運転代行 水戸市上水戸２丁目１番８号 029-233-0068

1018 令和2年8月5日 関　由美 イーグル代行 常陸太田市大里町4210番地の８ 090-5578-2257

1019 令和2年8月28日 佐藤　守彦 エース代行日立 日立市弁天町２丁目19-12 090-7417-3034

1020 令和2年11月4日 細谷　孝 Premium Service 稲敷市江戸崎乙206番地 080-7743-0886

1021 令和2年11月4日 株式会社トラストサービス 細野　吉和 トラスト代行 神栖市柳川2609番地350

1023 令和2年11月13日 柏葉　亮 Soleil代行 神栖市知手4433番地92

1024 令和2年11月30日 株式会社TIMSY 髙橋　一也 つくば代行 つくば市栗原3519-2 090-4745-0805

1025 令和2年11月30日 上野　守 プライム運転代行 つくば市妻木734-4 080-4361-8008

1028 令和2年12月23日 篠塚　純一 バビット運転代行 神栖市下幡木1114 080-1942-3975

1030 令和3年1月8日 小菅　大作 HOWK代行 笠間市安居2526番地 070-2673-7000

1031 令和3年1月8日 島田　浩二 マルテン代行 常総市杉山1858番地 080-8115-6653

1034 令和3年2月16日 中野　伸朗 開成運転代行 つくば市中根793-2 029-819-3343

1035 令和3年2月16日 小島　一美 アズマ代行 高萩市大字高戸675番地の７ 0293-24-2299

1036 令和3年2月24日 中島　弘康 ヘルプ代行 つくば市君島216番地 070-4307-2008

1037 令和3年3月9日 山本　学 いまる代行 水戸市平須町1859-2 070-3528-0103



営業所電話番号
※都合により使用されて
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認定自動車運転代行業者一覧　（令和５年２月１日現在　随時更新予定）

認定番号 認定日 認定者氏名又は名称 代表者 主たる営業所の名称 主たる営業所の所在地

1038 令和3年3月25日 土屋　敬介 龍運転代行 潮来市潮来110番地７

1041 令和3年6月8日 有限会社山本タクシー 後藤　雅登 山本代行 神栖市奥野谷5673番地５ 080-5537-8817

1042 令和3年7月9日 株式会社いずみ 大髙　庄一 てづな代行 高萩市大字上手綱1654番地 090-9249-3718

1043 令和3年7月25日 株式会社北斗 梅木　裕介 ホクト運転代行 神栖市神栖２丁目４番44号　パレスＡ棟８号 0299-94-6770

1044 令和3年8月20日 株式会社トップライン 岡﨑　義郎 株式会社トップライン 小美玉市大谷265-6 0299-57-6656

1046 令和3年9月10日 矢萩　正行 アロン代行 那珂市菅谷2046番地　ラ･メゾンド・ユキ103号 080-5835-2534

1047 令和3年9月24日 株式会社SAMURAI　Group 吉澤　誠司 サムライ運転代行 水戸市大塚町1125番地の１ 029-357-2993

1048 令和3年10月7日 永井　努 アート運転代行 常総市中妻町917-1 0297-23-5159

1049 令和3年10月14日 松渕　大樹 しゃっちー代行 神栖市土合本町５丁目9809-610 090-7763-0459

1050 令和3年10月14日 秋山　聖人 YK代行 古河市上大野2288-8　サンハイツヤナイ102 0280-48-4847

1051 令和3年10月26日 小林　清次 令和代行 鹿嶋市鉢形374-４-１　日ノ出荘Ａ棟 080-6865-4690

1052 令和3年11月15日 黒澤　裕哉 アールズ運転代行 那珂郡東海村大字村松1100番地11 080-9019-6438

1053 令和3年12月3日 大髙　聡史 ピカイチ代行 日立市田尻町６丁目９番21号 080-2373-8787

1054 令和3年12月3日 森田　興城 タウン代行 常総市豊岡町丙1530-2 080-5981-0002

1055 令和3年12月3日 中村　和男 大工代行 東茨城郡茨城町大字大戸612番地１ 090-3201-0916

1056 令和4年1月20日 名雪　文子 相馬運転代行 潮来市下田734番地２

1057 令和4年1月20日 今泉　文雄 今泉代行 鉾田市汲上3140番地４ 090-5390-1071

1058 令和4年1月20日 清水　真里 えびす代行 水戸市渡里町880-１ 029-227-8485

1059 令和4年4月11日 飯島　琢巳 ＩＷＡ代行 つくば市境田字長堀196-２ 080－7881－0361

1060 令和4年4月4日 飯田　康介 楽ちん代行 坂東市長須3381番地 070-1382-5111

1061 令和4年4月14日 菅谷　正彦 運転代行くん 神栖市知手2974-227 080-7557-6333

1062 令和4年5月20日 （株）WATANABE　ENTERPRISES 渡邊　一也 やっきー代行 猿島郡境町150番地２ 070-4478-4739

1063 令和4年6月1日 李　男男（進藤　良男） フジ運転代行 牛久市田宮町２丁目45番地44 080-6158-3339

1064 令和4年7月29日 佐谷　佳代 レクサス運転代行 土浦市大町８-20 080-3602-5050

1065 令和4年8月22日 庄司　明美 寿総合代行サービス 土浦市虫掛 029-822-9296

1066 令和4年8月22日 株式会社自動車工房ヒーローズ 石塚　弘 ５分代行 鹿嶋市谷原1383番地１ 0299-77-5588

1067 令和4年9月29日 松﨑　優成 Ｌｅａｄ運転代行 潮来市延方西1658番地 070-8522-8746

1068 令和4年10月24日 伊藤　多賀之 ＢＬＵＥ代行 守谷市立沢197番地の75 0297-47-8200

1069 令和4年10月24日 愛田　奈奈 あいちゃん運転代行 那珂郡東海村東海二丁目11番21号　水戸コーポＣ202 090-6049-5381

1070 令和4年11月8日 小野　舞 太田代行 常陸太田市茅根町163

1071 令和4年11月8日 小沼　修 千寿代行 日立市千石町４丁目６番33号 090-5444-8972

1072 令和4年11月24日 山田　和幸 下妻うらら代行 下妻市小野子町２丁目61番地２

1073 令和4年11月29日 河田　光 大野原代行 神栖市大野原一丁目８番３号プリムローズⅢ403 080-4734-2424

1074 令和4年11月29日 渡久地　裕光 バディ代行 神栖市知手中央五丁目11番９号ヒルズ知手103 070-8451-8518

1075 令和4年11月29日 太田　翔馬 ニコニコ代行 つくば市上萱丸308-１

1076 令和4年12月2日 小谷野　晃二 七輪代行 神栖市木崎2865 0299-77-5614

1077 令和4年12月21日 神田　敏 亮運転代行 土浦市大畑352番地４ 090-9340-6011

1078 令和4年12月28日 中川　宗夫 中代行 桜川市真壁町桜井985番地１ 090-8804-3653

1079 令和5年1月6日 株式会社ＧＡＫＩＧＥＮ　ＧＲＯＵＰ 根本　大樹 ガキゲン代行 神栖市大野原一丁目２番31号 070-1251-1010

1080 令和5年1月23日 三葉株式会社 加勢　瑞貴 三葉代行 鹿嶋市宮中221番地４桜ビル201 0299-94-8884

1081 令和5年1月23日 加藤　宏昭 茨城れいわ運転代行 日立市中成沢町３-16-７　米徳コーポ109

1082 令和5年1月30日 株式会社陸奥 大下　典彦 ＥＮ代行 神栖市大野原一丁目９番31号

※　茨城県内に主たる営業所がある業者を掲載しています。
　　他県公安委員会が認定した業者も含まれます。


