
令和２年９月23日現在

認定番号 主 た る 営 業 所 の 所 在 地 　　代　　　　行　　　　名　　　　称

2 　さくら市 　うじいえ運転代行サービス

3 　宇都宮市 　みなみ代行

4 　足利市 　有限会社両毛運転代行社

8 　佐野市 　みかも運転代行

9 　宇都宮市 　アサヒ代行

13 　下都賀郡壬生町 　ハニー代行

38 　小山市 　ユーシン代行

41 　佐野市 　うえの運転代行サービス

46 　宇都宮市 　セントラル代行社

48   宇都宮市 　東武代行

50 　宇都宮市 　保険代行

65 　宇都宮市 　ふるさと代行

70 　栃木市 　うづま運転代行サービス

75 　宇都宮市 　いずみ代行社

78 　栃木市 　エフワン代行社

85 　宇都宮市 　YOU運転代行

104 　那須烏山市 　那珂川運転代行

106 　下野市 　石橋サービス

130 　大田原市 　ドリーム代行

142 　宇都宮市 　トービック

143 　矢板市 　あとむ運転代行

146 　塩谷郡塩谷町 　さっちゃん代行

147 　小山市 　グローバル代行

154 　鹿沼市 　松原代行

156 　那須塩原市 　フェニックス代行

158 　小山市 　ニュー光代行

160 　宇都宮市 　ハート代行

163 　小山市 　松村代行

173 　宇都宮市 　HANDY代行

179 　宇都宮市 　大黒天

184 　小山市 　大平代行社

186 　佐野市 　わたらせ代行

栃木県公安委員会認定自動車運転代行業者
　○　栃木県内に主たる営業所がある業者を掲載しています。

　○　業者の都合により休業している場合もあります。



193 　足利市 　ユウアイカンパニー有限会社

195 　那須塩原市 　つばめ代行

196 　栃木市 　蔵の街代行社

197 　鹿沼市 　ひよこ運転代行

201 　真岡市 　ハピネス代行

217 　那須塩原市 　運転代行サービスセブン

241 　矢板市 　ほくと運転代行

242 　栃木市 　レインボー代行

250 　鹿沼市 　BuBu運転代行社

267 　宇都宮市 　自動車運転代行　だいこうや

280 　矢板市 　株式会社　皓翔

283 　宇都宮市 　ロマンス運転代行

286 　佐野市 　ラブリーセンター

294 　栃木市 　運転代行社　分福

300 　矢板市 　矢板代行車

304 　小山市 　55代行

310 　佐野市 　くずう代行

312 　芳賀郡益子町 　ＥＣＯ運転代行

314 　宇都宮市 　金太郎代行

316 　宇都宮市 　ハッピー代行

319 　下都賀郡野木町 　アート代行サービス

320 　宇都宮市 　ドンキー運転代行

321 　河内郡上三川町 　コンサート運転代行

322 　日光市 　いろは２代行サービス

324 　小山市 　イルカ代行

329 　那須塩原市 　運転代行サービスＫ

348   宇都宮市 　ＫＳ代行

350 　宇都宮市 　ワンワン代行

352 　那須塩原市 　第２那須高原代行

353 　佐野市 　エム代行

362 　日光市 　葵代行

363 　小山市 　３９代行

364 　足利市 　蝶代行

365 　鹿沼市 　ＴＯ８代行

367 　那須塩原市 　Ｉ  ＬＯＶＥ 代行

379 　佐野市 　佐野フラワー代行

385 　下野市 　すがた代行

387 　大田原市 　あじさい代行

397 　宇都宮市 　Ｋ－１代行

399 　佐野市 　株式会社ジャパン代行

400 　小山市 　クロちゃん代行

401 　宇都宮市 　ラビット運転代行サービス

402 　宇都宮市 　新栄代行

405 　日光市 　ごんちゃん代行



408 　大田原市 　SAKU代行サービス

411 　足利市 　フジ運転代行

412 　さくら市 　かるがも運転代行

414 　那須郡那珂川町 　代行ドリームカンパニー

415 　芳賀郡市貝町 　マロニエ社

419 　宇都宮市 　どりーむ運転代行

425 　塩谷郡高根沢町 　中ちゃん代行合同会社

426 　宇都宮市 　ユニオン代行

428 　河内郡上三川町 　北斗代行

430 　那須郡那須町 　夕狩代行

431 　塩谷郡高根沢町 　宝夢運転代行

433 　小山市 　キンセイ運転代行社

436 　足利市 　㈱ぱーぷる運転代行

444 　日光市 　スカイ代行

445 　宇都宮市 　代行ネットワーク

447 　宇都宮市 　ライオン代行

448 　宇都宮市 　ＳＡＤＡ代行

455 　足利市 　タカ代行

457 　日光市 　ニューまるとみ代行

458 　日光市 　代行秀吉

459 　宇都宮市 　いつもの代行

461 　佐野市 　ＣＲＯＷＮ代行

463 　宇都宮市 　とーたす

465 　足利市 　Ｋ・Ⅱ運転代行　

466   宇都宮市 　スター代行

467 　宇都宮市 　オーシーエス代行

468 　佐野市 　アイビー代行

472 　日光市 　Ｓ－１代行

473 　宇都宮市 　アポロ代行

475 　那須塩原市 　代行センターサービス

479 　那須塩原市   きんやん代行　

482 　那須塩原市 　株式会社だいこう家さん

483 　那須烏山市  　株式会社サニー代行サービス

485 　那須塩原市 　クール代行

486   さくら市 　カナリア代行

489 　栃木市 　サンユー運転代行

492 　大田原市 　ぱん代行

495 　宇都宮市 　オリエント代行

497 　足利市 　あんしん代行

498 　宇都宮市 　Ｍ＆Ｍ運転代行

500 　日光市 　ツバサ代行

501 　宇都宮市 　ｗｉｓｈ代行

504 　足利市 　瑠璃運転代行社

507 　栃木市 　栃木代行



508 　宇都宮市 　東日本代行

513 　佐野市 　エスケー代行

514 　大田原市 　ちゅうおう代行サービス

515 　那須塩原市 　にこ代行

519 　那須塩原市 　＠運転代行

520 　鹿沼市 　イーグル運転代行

521 　日光市 　セブン代行

522 　足利市 　愛代行

525 　宇都宮市 　真代行

528 　下都賀郡壬生町 　ＡＢＣ代行

529 　宇都宮市 　レモンワーク

530 　那須塩原市 　ＨＡＰＰＹ代行サービス

531 　宇都宮市 　Ｔ．Ｃ代行

532 　宇都宮市 　あいメイト

533 　宇都宮市 　エムワイ運転代行

535 　那須郡那須町 　県北ロードサービス

536 　宇都宮市 　おおや代行

537 　宇都宮市 　フリー代行

538 　鹿沼市 　ＶＩＰ運転代行

540 　宇都宮市 　ＡＵＲＯＲＡ代行

541 　宇都宮市 　ＺＥＲＯ

542 　大田原市 　代行Ｓａｍｍｙ

543 　芳賀郡市貝町 　さわ代行

546 　足利市 　寿代行

547 　塩谷郡塩谷町 　あかね代行

548 　鹿沼市 　銀ちゃん代行

549 　那須塩原市 　ニューつばさ代行

550 　宇都宮市 　ＴＯＷＮ代行

551 　那須塩原市 　エース代行

552 　那須塩原市 　ＭＳＫサービス

554 　大田原市 　かえる代行サービス

555 　宇都宮市 　ルーツ代行

556 　宇都宮市 　OK代行サービス

557 　足利市 　ブーブー代行

558 　宇都宮市 　一期代行

559 　真岡市 　ＡＢＣ真岡代行サービス

560 　宇都宮市 　ＦＲＥＳＨ運転代行

561 　足利市 　ユーアイ代行

562 　那須郡那珂川町 　御前岩代行

565 　足利市 　ドリーム代行サービス

567 　さくら市 　五月代行

569   宇都宮市 　ゆうがお代行

570   塩谷郡高根沢町 　スバル代行

572   那須郡那須町 　あゆみ代行



574   那須塩原市 　ＧｏＧｏ代行

575   宇都宮市 　みや代行

576   塩谷郡高根沢町 　アシスト代行

578   宇都宮市 　運転代行欅

579   宇都宮市 　ラッキー代行

580   足利市 　ローズ代行

581   鹿沼市 　あおば代行

582   栃木市 　ニコニコ代行

583   宇都宮市 　代行本舗パブリック

584   宇都宮市 　ピース代行

585   宇都宮市 　Ｌｉｎｋ

586   栃木市 　エール代行

587   那須塩原市 　黒磯ＹＳ代行

589   日光市 　スピード運転代行車

590   矢板市 　さくら代行

591 　佐野市 　Ｔ＆Ｍ代行

592 　鹿沼市 　貝島代行

593 　真岡市 　真岡キューちゃん代行

594 　那須塩原市 　有限会社ミッションコーポレーションクリア代行

595   足利市 　いいね代行

597 　栃木市 　ほほえみ代行

599 　宇都宮市 　ＬＦ代行

601 　那須塩原市 　新ながれ代行

602 　宇都宮市 　ＭＴ運転代行サービス

603 　宇都宮市 　なごみ代行

604 　鹿沼市 　絆代行

605 　栃木市 　あらかわ代行

606 　宇都宮市 　花子代行

607   足利市 　愛代行

608 　日光市 　令和代行

609 　宇都宮市 　タイム代行

610 　小山市 　シモヤマ代行

611 　真岡市 　のぞみ代行

612   真岡市 　ふた葉代行

613 　那須塩原市 　代行Night

614 　日光市 　一会代行

615 　小山市 　レンジャー代行

616 　足利市 　美咲代行

617 　宇都宮市 　Ｓ代行


