
6 ラッキー代行 徳島市西須賀町

7 中央運転代行　 徳島市八万町

85 プラザ代行 徳島市鷹匠町

95 運転代行ニューシティ 徳島市栄町

126 桜代行 徳島市南仲之町

127 えびす代行 徳島市八万町

184 運転代行なかちゃん 徳島市八万町

189 オレンジ代行サービス 徳島市南末広町

206 北斗運転代行 徳島市富田橋

210 龍馬代行 徳島市新浜町

214 都運転代行 徳島市末広

215 すずらん代行 徳島市新浜本町

275 ほくと運転代行 徳島市昭和町

281 さむらい代行 徳島市津田本町

299 ハッピー代行 徳島市上八万町

301 コクサイ運転代行 徳島市栄町

319 るーと代行 徳島市北沖洲

332 運転代行パートナー 徳島市八万町

335 ＯＫ代行サービス 徳島市山城町

342 ルート徳島運転代行 徳島市上助任町

345 誠運転代行 徳島市富田橋

347 あーくす代行 徳島市上八万町

349 アイス運転代行 徳島市津田町

372 みるきー運転代行 徳島市八万町

12 城南代行サービス 徳島市庄町

26 金太郎代行サービス 徳島市名東町

39 運転代行夢 名西郡石井町

40 アトム運転代行 徳島市佐古四番町

45 オメガ運転代行 徳島市国府町

168 代行友　 徳島市佐古七番町

207 ナイト運転代行 徳島市北田宮

233 ほたる運転代行 徳島市南田宮

276 プラチナ代行 名西郡石井町

294 ＡＷＡ代行 徳島市名東町

298 城南代行 徳島市庄町

310 ニューびざん代行 徳島市国府町

337 ニューアトム運転代行 徳島市南島田町

341 運転代行セーフ 名西郡石井町

355 セブン代行運転 名西郡神山町

356 神山代行 名西郡神山町

359 テクノ運転代行 徳島市北田宮

368 国府運転代行 徳島市国府町

369 うさぎ代行 徳島市北島田町

自動車運転代行業者一覧表（令和５年5月12日現在）   

営業所業者名認定番号警察署

徳島中央警察署

徳島名西警察署



14 幸代行業 徳島市川内町

57 大一代行 板野郡北島町

66 みどり代行 板野郡藍住町

149 三ツ星代行 板野郡藍住町

177 クリエイト運転代行サービス 板野郡北島町

178 スター代行 板野郡藍住町

227 ひまわり代行 板野郡上板町

235 ぷりん代行 板野郡藍住町

261 ホワイト代行 板野郡北島町

272 みのる代行運転 板野郡上板町

315 陣運転代行 板野郡上板町

350 ｅ－Ｌｉｆｅ 板野郡藍住町

362 フレンド 板野郡松茂町

120 鳴門運転代行 鳴門市撫養町

216 うずしお代行 鳴門市大津町

288 マリン代行 鳴門市撫養町

80 金比羅運転代行 小松島市中郷町

84 スカイ運転代行 小松島市和田島町

107 あひる運転代行 小松島市横須町

118 運転代行 岬 小松島市金磯町

131 アスティ運転代行 小松島市中田町

257 あすなろ運転代行 小松島市和田島町

273 さつき運転代行 小松島市中郷町

274 前田運転代行 小松島市和田島町

290 ８８３運転代行 小松島市間新田町

295 よしみ運転代行 小松島市和田島町

331 ふじい代行 勝浦郡上勝町

340 はやみ代行 小松島市間新田町

343 みなみ代行 小松島市立江町

354 あおい代行 小松島市芝生町

360 リゾート代行 小松島市横須町

364 ミナミ代行 小松島市神田瀬町

365 あさひ運転代行 小松島市金磯町

234 淡島代行 阿南市津乃峰町

289 みゆき運転代行 阿南市橘町

296 さくら代行 阿南市長生町

328 和運転代行 阿南市長生町

351 Ｋｕｒｕｍｉ代行 阿南市横見町

366 ５５代行 阿南市津乃峰町

367 阿南運転代行 阿南市宝田町

牟岐警察署 203 代行前田 海部郡海陽町

8 鴨島運転代行サービス 吉野川市鴨島町

74 運転代行ＢＯＹ 吉野川市鴨島町

89 京阪運転代行 吉野川市鴨島町

100 クラブ代行 吉野川市山川町

119 川内運転代行 吉野川市川島町

191 おかやま運転代行 吉野川市鴨島町

202 ファミリー代行 吉野川市山川町

287 レモン代行サービス 吉野川市鴨島町

316 阿波つばさ代行 阿波市市場町

320 福ちゃん運転代行 阿波市吉野町

346 スマイル代行 吉野川市山川町

358 こうちゃん代行 阿波市阿波町

阿南警察署

営業所

鳴門警察署

阿波吉野川警察署

小松島警察署

警察署 業者名認定番号

徳島板野警察署



134 運転代行ＥＭＩ（えみ） 美馬市脇町

246 貞光陸運 美馬郡つるぎ町

249 代行みっちゃん 美馬市脇町

323 イーグル運転代行 美馬郡つるぎ町

353 ちょうさん代行 美馬市脇町

371 Ｍ’ｓ代行 美馬市脇町

68 ハロー代行 三好市池田町

221 山ちゃん代行 三好市池田町

245 よしの川代行 三好郡東みよし町

269 ラッキー代行 三好市井川町

352 世多美代行 三好郡東みよし町

357 ミヨシ代行 三好郡東みよし町

363 英和合同会社 三好郡東みよし町

370 スマイル代行 三好郡東みよし町

三好警察署

警察署 認定番号 業者名 営業所

美馬警察署
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