
稼働業者総数 249

※認定番号の欠番は廃業となったものです。

※色分けされている業者（灰色・オレンジ色・青色）は廃業等で営業していません。

令和2年5月7日

認定番号 業　　者　　名 主たる営業所の所在地

230002 さまさま代行 横手市
230003 白鳥代行 横手市
230005 寿代行 横手市
230009 平成代行 にかほ市
230010 ひがし運転代行社 大館市
230019 こまち代行 秋田市
230020 かもしか代行 秋田市
230022 平成代行 秋田市
230027 こだま代行 横手市
230031 有限会社　代行家 秋田市
230041 有限会社　矢留代行 秋田市
230042 河辺代行 秋田市
230043 ＭＫ代行 秋田市
230046 きたうら代行 仙北市
230067 イーグル運転代行 北秋田市
230068 ポケット代行 大仙市
230074 ミナミ代行 潟上市
230086 秋田ジャパン代行社 秋田市
230087 安心代行 秋田市
230091 ピース代行 雄勝郡羽後町
230094 新日本代行社 能代市
230096 パワー代行 秋田市
230100 ひまわり代行 にかほ市
230101 Ｂ・Ｆ代行 秋田市
230103 キング代行グループ 大仙市
230106 スタッフ代行サービス 横手市
230107 真心代行 秋田市
230112 白神代行 能代市
230115 有限会社　千秋代行 秋田市
230117 トキワ代行 大館市
230118 グッド代行 秋田市
230119 大曲中央運転代行社 大仙市
230121 新星代行 秋田市
230123 みどり代行 秋田市
230125 未来代行 秋田市
230135 抜運転代行社 秋田市
230139 浜田代行 秋田市
230140 あすなろ代行 秋田市
230141 能代代行運転センター 能代市
230150 田町代行 大仙市
230151 かご屋代行 大仙市
230158 のんの代行 秋田市
230163 ファンキー代行 秋田市
230164 ドラゴン代行社 能代市
230166 フロンティア代行 秋田市
230173 有限会社　ひふみ代行 秋田市

秋田県自動車運転代行業者一覧



認定番号 業　　者　　名 主たる営業所の所在地

230174 八郎潟代行 南秋田郡八郎潟町
230176 ヨネサン代行社 能代市
230180 有限会社　武田代行男鹿 男鹿市
230183 秋田代行 秋田市
230186 小笠原運転代行社 大館市
230191 丸秀回送センター 由利本荘市
230194 サニー代行 秋田市
230203 長野運転代行 大仙市
230206 有限会社　男鹿中央代行 男鹿市
230208 鷹代行 大仙市
230220 オレンジ代行 秋田市
230224 宮代行 秋田市
230225 ニューセブン代行社 秋田市
230228 ニャンニャン代行 雄勝郡羽後町
230237 株式会社　フジ代行 秋田市
230238 サツキ代行 秋田市
230241 クイーンS’代行 秋田市
230248 こまち代行サービス 北秋田市
230252 リズム代行 南秋田郡井川町
230253 第一代行 能代市
230255 黒丸代行 秋田市
230258 チャレンジ代行 秋田市
230265 こだま代行 山本郡三種町
230266 桜の代行 仙北市
230269 代行一番 秋田市
230277 こまち代行 横手市
230281 リリーフ代行 男鹿市
230293 ファミリー運転代行 北秋田市
230307 ふじ代行 仙北市
230316 原ちゃん代行 仙北市
230320 華まる代行 仙北市
230328 鳥海代行 由利本荘市
230329 ニコちゃん代行 由利本荘市
230349 ドリーム代行 由利本荘市
230352 宝代行 能代市
230354 Ｆ代行 秋田市
230355 愛代行 秋田市
230370 みちのく湯沢代行 湯沢市
230382 わかば代行 由利本荘市
230386 ピーチ代行 秋田市
230387 ＢＥＳＴ代行 秋田市
230393 中央代行サービス 能代市
230412 北斗代行 由利本荘市
230424 ハロー代行 秋田市
230425 Ｖ代行 南秋田郡八郎潟町
230429 羽後代行 雄勝郡羽後町
230432 つばめ代行 能代市
230434 みなみ代行社 能代市
230437 ホット代行 男鹿市
230439 しろくま代行Ｍ 潟上市
230444 合川代行社 北秋田市
230445 十文字代行 横手市
230454 木村代行 雄勝郡羽後町
230468 ひまわり代行 鹿角市



認定番号 業　　者　　名 主たる営業所の所在地

230470 秋田県民代行 秋田市
230471 大仙代行 大仙市
230472 オレンジ代行 大館市
230474 ファースト代行 由利本荘市
230488 十文字北斗代行 横手市
230489 ハマ代行 秋田市
230493 新日本代行 秋田市
230501 まるさん代行 由利本荘市
230506 運転代行あいぼう 秋田市
230508 ファースト代行 潟上市
230514 いまの代行 能代市
230520 えがお代行 横手市
230523 ニューマルヨシ代行 秋田市
230524 さくら代行 秋田市
230537 みずき代行 能代市
230539 グリーン運転代行社 能代市
230540 まるけい代行 南秋田郡五城目町
230542 つばさ運転代行 北秋田市
230546 小林代行 由利本荘市
230551 ＥＣＯ代行 秋田市
230554 華籠代行 潟上市
230557 ねこばす 横手市
230559 Ｈｏｔ代行 秋田市
230560 かごや代行 由利本荘市
230563 ＢＩＧ代行 秋田市
230564 いこい代行 潟上市
230566 代行言の葉 潟上市
230569 さくら代行 大仙市
230571 は・は・は代行 横手市
230574 さくら代行 横手市
230577 安心代行安全運転センター 能代市
230579 ふくろう代行 横手市
230583 ＳＡＮ－Ｑ代行 大仙市
230584 フレンド代行 秋田市
230587 １９代行 秋田市
230593 ブンブン代行 潟上市
230594 青い鳥代行社 秋田市
230595 スター代行 横手市
230599 かなめ代行 大仙市
230604 ＤＡＩＫＯ　ＵＧＯ 由利本荘市
230610 ＡＫ代行 鹿角市
230611 代行パフェ 秋田市
230618 シルバー代行 由利本荘市
230625 マル福代行 潟上市
230630 代行ルパン 潟上市
230632 Ｍ’ｓ代行 由利本荘市
230634 きみまち代行 能代市
230638 ＲＹＵ代行 秋田市
230640 春ちゃん代行 南秋田郡井川町
230641 伴代行 男鹿市
230645 代行嵐 秋田市
230651 ＹＳ代行 北秋田市
230655 昭和運転代行社 潟上市
230657 西仙北代行 大仙市



認定番号 業　　者　　名 主たる営業所の所在地

230658 スマイル代行 鹿角市
230659 クルーズ代行 横手市
230663 あさひ代行 湯沢市
230664 ゆう×ゆう代行 由利本荘市
230665 北日本代行 横手市
230666 ぷれ～ん代行 秋田市
230667 ジャイロ代行 秋田市
230668 きらら運転代行 大仙市
230670 Ｔ’ｍ代行 由利本荘市
230672 ＮＯ１代行 由利本荘市
230673 オバタ運転代行 大館市
230674 Ａ代行 秋田市
230678 にかほ代行 にかほ市
230680 どんぐり代行 秋田市
230681 ラブホース代行 秋田市
230685 ネルフ代行 秋田市
230686 ニューズリズム代行 秋田市
230687 ファイナル代行 秋田市
230688 ヤマト代行 秋田市
230690 ＴＭ代行 秋田市
230694 セーフティ代行サービス 由利本荘市
230695 アール代行 能代市
230696 スイーツ代行 秋田市
230698 ホワイト代行 秋田市
230700 三輪代行 雄勝郡羽後町
230702 日の本代行 秋田市
230704 エムスタイル 潟上市
230706 ひかり代行 秋田市
230707 ゑびす代行 秋田市
230710 ニューポート代行 秋田市
230712 you代行 潟上市
230720 こまち代行 大仙市
230722 １５代行 秋田市
230724 アオイ代行 大仙市
230726 大町代行 秋田市
230727 三ツ葉運転代行 横手市
230729 レン代行 大仙市
230731 ギオン代行 雄勝郡羽後町
230732 ユニオン代行 秋田市
230734 ミサト運転代行 仙北郡美郷町
230735 グリーン代行 大館市
230737 恋恋代行 秋田市
230738 アップル代行社 にかほ市
230741 かずくん代行 仙北市
230742 ニュー寿代行 潟上市
230743 友愛代行 仙北市
230747 大雄代行 横手市
230748 メロディー代行 秋田市
230752 ニューアジプロ代行 秋田市
230755 代行なまはげ 秋田市
230758 アサヒ代行 由利本荘市
230762 きゃりぃ代行 鹿角市
230763 ｎｏｎ代行 大仙市



認定番号 業　　者　　名 主たる営業所の所在地

230765 清水代行 山本郡
230767 きずな代行 秋田市
230768 サクラ代行 鹿角市
230769 三和代行 秋田市
230772 はまなす代行 秋田市
230774 トップライト代行 横手市
230775 トラパンツ代行 秋田市
230776 カッパ代行 能代市
230779 ＮＫ代行 潟上市
230782 代行ＭＡＸ 秋田市
230783 ＭＡＸ２代行 秋田市
230784 ふたぎ代行 秋田市
230785 代行ＭＡＸⅢ 秋田市
230786 Ｒｏｓｅ代行 大仙市
230787 カエル代行 湯沢市
230793 能代フレンド代行 能代市
230794 こっちゃん代行 仙北市
230795 朱音代行 大仙市
230796 トップ代行社 横手市
230797 大曲代行２ 大仙市
230798 アイ代行 由利本荘市
230799 フラット代行 潟上市
230800 茜代行 潟上市
230801 来夢代行 横手市
230803 安全代行 秋田市
230804 DK代行 大館市
230805 クリーン代行 横手市
230806 ましろ代行 能代市
230807 あたご代行Ⅱ 湯沢市
230808 ライム代行 秋田市
230809 さくらんぼ代行 仙北郡美郷町
230810 安全代行 横手市
230811 ブレイク代行 潟上市
230812 トレンド代行 鹿角市
230813 フジ運転代行 大仙市
230814 ベスト代行 由利本荘市
230815 トップ代行 仙北郡美郷町
230816 令和代行 秋田市
230817 ラブ代行 南秋田郡井川町
230818 ひなた代行 能代市
230819 ニューパフェ代行 秋田市
230820 ＬＥＯ代行 横手市


