容器検査所（1997年4月1日以降の容器対象）として登録している整備工場リスト
検査所名

府・県

大阪府 天満自動車工業（株）

検査所所在地

電話番号

大阪ガス掌握分 2020年10月現在
検査可能な車

備考1

備考2

大阪市北区天満2-5-1

06-6352-5301

メーカー問わず、4ｔ車まで

三進自動車工業（株）

大阪市北区大淀南2-9-11

06-6451-4046

メーカー問わず、２ｔ車まで

（株）カーライフ・ヤマト

大阪市鶴見区今津北4-1-18

06-6968-1491

メーカー問わず、２ｔ車まで

竹村産業（株）巽エコ・ステーション

大阪市生野区巽東2-8-36

06-6757-8394

メーカー問わず

期限が切れた容器について、検査の為
事前に電話にて予約をお願いします。
の充填が可能です。

大阪ダイハツ販売（株）東住吉店

大阪市東住吉区今川4-27-14

06-6702-9874

メーカー問わず、軽自動車・小型車のみ

事前に電話にて予約をお願いします。

（株）西大阪自動車

大阪市西区九条南1-9-29

06-6581-2690

メーカー問わず、２ｔ車まで

E-mail:nosk@sepia.ocn.ne.jp

丸徳自動車工業（株）

大阪市西区九条南1-7-2

06-6583-5451

メーカー問わず

http://www.jsosaka.or.jp/marutokujidousya/

三先自動車整備（株）

大阪市港区三先1-7-5

06-6572-3458

メーカー問わず、４ｔ車まで

大阪ダイハツ販売（株）福島店

大阪市福島区福島3-7-3

06-6458-4085

メーカー問わず、軽自動車、小型車のみ 事前に電話にて予約をお願いします。

（有）平成自動車

大阪市此花区北港2-4-8

06-6466-3001

メーカー問わず

http://www.jidosya.co.jp

大阪ガスオートサービス（株）

大阪市此花区酉島5-11-151

06-6461-7022

メーカー問わず

事前に電話にて予約をお願いします。

三菱ふそうトラック・バス（株）近畿ふそう西淀支店

大阪市西淀川区歌島3-1-5

06-6477-3181

メーカー問わず、４ｔ車まで

いすゞ自動車近畿（株）西淀川サービスセンター

大阪市西淀川区中島2-10-150

06-6476-2745

メーカー問わず

（有）溝辺自動車

大阪市住之江区北加賀屋4-4-27 06-6682-6781

メーカー問わず

東亜商事（株）南堀江エコ・ステーション

大阪市西区南堀江4-24-2

06-6531-5727

メーカー問わず

（株）阪急阪神エムテック 服部工場

豊中市服部南町3-5-12

06-6863-7490

国産車メーカーに限り、２ｔ車まで

友栄自動車（株）

摂津市鳥飼中2-5-8

072-654-2838

メーカー問わず、４ｔ車まで

穂高自動車（株）

摂津市鳥飼中2-7-29

072-653-0800

メーカー問わず

（株）阪急阪神エムテック 本社工場

茨木市上郡2-14-4

072-641-0251

メーカー問わず

http://www.mtech.hankyuhanshin.co.jp

三菱ふそうトラック・バス（株）近畿ふそう茨木サービスセンター

茨木市野々宮1-3-38

072-633-2011

国産車、４ｔ車まで

事前に電話での問い合わせをお願いし
ます。

昭和自動車工業（株）

高槻市柱本南町6-5

072-678-6060

メーカー問わず

http://www.showajapan.com

日生自動車工業（株）

守口市佐太中町4-2-18

06-6901-2301

メーカー問わず

http://www.nisseitokusou.co.jp/

いすゞ自動車近畿（株）守口サービスセンター

守口市八雲東町1-21-10

06-6908-2305

メーカー問わず、４ｔ車まで

三菱ふそうトラック・バス（株）近畿ふそう寝屋川支店

寝屋川市池田中町2-1

072-828-1112

メーカー問わず、４ｔ車まで

森田自動車工業（株）

寝屋川市昭栄町16-4

072-824-1881

メーカー問わず

大阪ダイハツ販売（株） 枚方店

枚方市北山1丁目3番10号

072-867-3222

メーカー問わず、２ｔ車まで
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http://www.sanshin-car.com/

E-mail:heisei@jidosya.co.jp

期限が切れた容器について、検査の為
事前に電話にて予約をお願いします。
の充填が可能です。
http://www.mtech.hankyuhanshin.co.jp
E-mail:tomoecar@maroom.plala.or.jp

備考3

容器検査所（1997年4月1日以降の容器対象）として登録している整備工場リスト
検査所名

府・県

大阪府 （有）生駒自動車

検査所所在地

大阪ガス掌握分 2020年10月現在

電話番号

検査可能な車

備考1

大東市南津の辺町21-45

072-879-3402

メーカー問わず、４ｔ車まで

平成自動車工業（有）

大東市新田中町7-29

072-870-6525

メーカー問わず

（株）カーテクノヤマガタ

東大阪市岸田堂西1-6-15

06-6726-0406

メーカー問わず、４ｔ車まで

いすゞ自動車近畿（株）東大阪サービスセンター

東大阪市岩田町6-11-32

072-961-9000

いすゞ車限定

（株）丸二オートサービス

東大阪市新庄東1-5

06-6745-5351

メーカー問わず

大和オートサービス（株）

東大阪市本庄2-7-3

06-6747-6881～
メーカー問わず
2

（株）乾自動車工作所

東大阪市横枕西8-10

072-963-8231

メーカー問わず、４ｔ車まで

三菱ふそうトラック・バス（株）近畿ふそう東大阪支店

東大阪市菱江1-13-25

072-962-1328

メーカー問わず

（株）糀谷モータース商会

八尾市本町6-3-8

072-922-3633

メーカー問わず、４ｔ車まで

http://www.ncyao.com/

（有）共進自動車

八尾市太田7-4-1

072-949-7077

メーカー問わず

http://www.kyo-shin.net/

大阪ダイハツ販売（株）羽曳野店

羽曳野市西浦933-1

072-956-8282

メーカー問わず、２ｔ車まで

事前に電話にて予約をお願いします。

（株）菊水自動車

富田林市寿町3-6-15

0721-25-2345

国産車限定

三晃自動車（株）

堺市堺区山本町1-3-2

072-229-3201

メーカー問わず

幸福自動車（株）

堺市東区石原町2-116

072-257-5780

メーカー問わず、４ｔ車まで

いすゞ自動車近畿（株）阪和美原サービスセンター

堺市美原区丹上292-1

072-369-1625

メーカー問わず

三菱ふそうトラック・バス（株）近畿ふそう堺支店

堺市堺区戎島町4-6

072-238-5322

メーカー問わず、４ｔ車まで

石川モータース

泉大津市高津町5-1

0725-32-1367

メーカー問わず、４ｔ車まで

三菱ふそうトラック・バス（株）近畿ふそう岸和田サービスセンター

泉北郡忠岡町忠岡中3-997-7

0725-32-8166

メーカー問わず、４ｔ車まで

大阪ダイハツ販売（株）泉佐野店

泉佐野市南中安松1320-1

0724-66-7800

メーカー問わず、軽自動車・小型バンのみ 事前に電話にて予約をお願いします。

神戸市垂水区潮見が丘1-14-9

078-709-4788

メーカー問わず、２ｔショートボディー車ま
で

（有）藤田自動車

神戸市東灘区御影本町5-3-22

078-856-9455

メーカー問わず、２ｔ車まで

（有）東明自動車

神戸市東灘区御影塚町３－２－
７

078-841-0417

メーカー問わず、４ｔ車まで

（株）阪急阪神エムテック尼崎工場

尼崎市大庄川田町74番地

06-6419-7141

メーカー問わず

ダイヤ自動車工業（株）

尼崎市大高洲町3

06-6409-0521

メーカー問わず

ぺんぎんモータース

尼崎市名神町2-13-8

06-6427-1323

メーカー問わず、２ｔ車まで

（株）名神自工

尼崎市名神町2-19-1

06-6429-7339

メーカー問わず

兵庫県 原田鈑金（株）
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備考2

備考3

事前にお電話にて予約をお願いします

Email:miraicar@abelia.ocn.ne.jp

http://www.maruniauto.co.jp

車輌の高さ、時間等の関係で事前予
http://kikusui-osaka.com/
約必要。
E-mail:ｔ_tomioka@sankoauto.jp

事前に電話にて予約をお願いします。

https://mtech.hankyuhanshin.co.jp
E-mail:kenji_ohashi@dy.mtwgroup.com
E-mail:info@penguinmotors.com
http://www.kurumakobo.co.jp/

Email:kkikusui@zpost.plala.or.jp

容器検査所（1997年4月1日以降の容器対象）として登録している整備工場リスト
検査所名

府・県

兵庫県 田口モータース

検査所所在地

電話番号

大阪ガス掌握分 2020年10月現在
検査可能な車

備考1
Email:hdd17601@hcc1.bai.ne.jp
https://www.nihoncardock.co.j
p/

尼崎市南武庫之荘4-21-21

06-6438-3210

メーカー問わず

（株）日本カードック

尼崎市下坂部3-5-30

06-6499-5309

メーカー問わず、４ｔ車まで

チェリー西宮販売（株）

西宮市両度町1-27

0798-65-8823

メーカー問わず、中型車まで

篠田実業（株）本社工場

西宮市西宮浜2丁目7-3

0798-33-2165

メーカー問わず、大きさ制限無し

（有）八代自動車

川西市多田院西2-5-12

072-798-1902

メーカー問わず、４ｔ車まで

ワタキ自動車（株）

豊岡市寿町11-5

0796-22-4155

メーカー問わず、４ｔ車まで

http://www.wataki.ecnet.jp/

神姫商工（株）

姫路市御国野町国分寺字牛塚53 079-253-2301

メーカー問わず

E-mail:kanri@shinkishoko.jp

（株）ナカムラ 今宿店

姫路市東今宿2丁目1-2

国産メーカーに限り、２ｔ車まで

http://www.knakamura.co.jp

小畑モータース

姫路市飾磨区恵美酒284番地の3 0792-34-1211

メーカー問わず、４ｔ車まで

（有）幸輝整備

加古郡稲美町加古2770-5

079-492-3874

メーカー問わず、４ｔ車まで

京都市南区上鳥羽大溝10-2

075-681-5161

メーカー問わず

日本自動車工作（株）

京都市南区吉祥院観音堂町3

075-691-2543

メーカー問わず

光自動車工業（株）

京都市中京区西ﾉ京原町118

075-802-0355

メーカー問わず、２ｔ車まで

三保産業（株）京都工場

城陽市富野長谷山2-1

0774-52-0870

メーカー問わず

（株）城谷自動車工作所

京都市伏見区竹田向代町16-1

075-681-3581

メーカー問わず

三菱ふそうトラック・バス（株）近畿ふそう京都支店車検センター

向日市鶏冠井町小深田25番地の1 075-933-1441

三菱車で２t車以上のトラック、バス

滋賀県 （有）マルユモータース

草津市大路町3-4-50

077-562-6000

メーカー問わず、２ｔ車まで

奈良県 奈交自動車整備（株）奈良工場

奈良市西九条5-1-1

0742-61-3844

メーカー問わず、大型貨物・大型バスも可

天理市嘉幡町578-1

0743-68-3702

メーカー問わず

和歌山市砂山南4-4-11

073-424-6231

メーカー問わず

（株）庵田自動車商会 和歌山工場

和歌山市梶取48-1

073-452-1111

メーカー問わず

森自動車整備工場

和歌山市市小路296-1

073-452-4371

メーカー問わず、４ｔ車まで

（有）薮田自動車工業

和歌山市中島477-3

073-471-0098

メーカー問わず、４ｔ車まで

三保産業（株）和歌山営業所

紀の川市杉原字下嶋306-52

0736-73-7510

国産メーカーに限り 4ｔ車まで

京都府 いすゞ自動車近畿（株）京都サービスセンター

いすゞ自動車近畿（株）奈良サービスセンター
和歌山県 植芝自動車工業（株）

079-295-0041
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http://www.hikarimotors.co.jp

近畿運輸局京都運輸支局前

備考2

E-mail:front@wataki.ecnet.jp

備考3

