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1904年3月 ● 東京高等商業学校（現一橋大学）卒業
1904年4月 ● 大阪商船㈱入社
1905年  ● 三井物産㈱入社
1915年5月 ● 個人経営の梁瀬商会を設立
1920年1月 ● 梁瀬自動車㈱・梁瀬商事㈱設立
 ● 両社代表取締役社長就任
1945年5月 ● 代表取締役会長に就任
1956年6月 ● 逝去により退任

■ 受賞歴
1974年 ●藍綬褒章
 ●ドイツ連邦共和国功労勲章一等功労十字章

1985年 ●ドイツ連邦共和国バイエルン州功労勲章

1985年 ●フランス共和国芸術文化勲章

1987年 ●勲二等瑞宝章
 ●ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字章

1999年 ●ドイツ連邦共和国バーデン・ヴュルテンベルク州
 　経済功労賞

2008年 ●交通栄誉章緑十字金賞

 ●叙位「従四位」

■ 受賞歴
1956年 ●正六位勲五等

■ 社外の主な役職
輸入自動車協会　会長（初代）
全国自動車整備組合　理事長
日本機械輸入協会　会長
株式会社山王ホテル　取締役

■ 歴代社長

■ 社外の主な役職
輸入自動車協会　会長
日本自動車輸入組合　理事長
日本自動車販売整備連合会　副理事長
㈳日本輸入団体連合会　副理事長
㈳自動車公正取引協議会　副会長
東京ロータリークラブ　会長
日本経営者団体連盟　常任理事
㈶全日本交通安全協会　副会長
全米国際ディーラー協会　名誉会長

1939年 3月 ● 慶應義塾大学経済学部卒業
1939年 3月 ● 当社入社
1941年11月 ● 取締役就任
1945年 5月 ● 代表取締役社長就任
1985年12月 ● 代表取締役会長就任
1987年10月 ● 兼ねて代表取締役社長就任
1993年12月 ● 代表取締役会長就任
2002年12月 ● 取締役名誉会長就任
2008年 3月 ● 逝去により退任

1961年 3月 ● 成城大学経済学部卒業
1961年 4月 ● 八幡製鉄㈱入社
1968年11月 ● 当社取締役就任
1970年11月 ● 常務取締役就任
1972年11月 ● 代表取締役副社長就任
1985年12月 ● 代表取締役社長就任
1987年10月 ● 取締役副会長就任
1993年12月 ● 代表取締役社長就任
2001年10月 ● 代表取締役副会長就任
2005年12月 ● 顧問就任（～2009.12） 

1879年12月15日生まれ
1956年6月11日逝去
群馬県出身

梁瀬 長太郎
やなせ・ちょうたろう

初代

1938年5月6日生まれ
東京都出身

稲山 孝英
いなやま・たかひで

第3代

1916年6月28日生まれ
2008年3月13日逝去
東京都出身

梁瀬 次郎
やなせ・じろう

第2代
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1958年 3月 ● 慶應義塾大学法学部卒業
1958年 3月 ● 当社入社
1991年12月 ● 取締役就任
1997年12月 ● 常務取締役就任
1998年12月 ● 専務取締役就任
2001年10月 ● 代表取締役社長就任
2004年10月 ● 代表取締役副会長就任
2004年12月 ● 取締役副会長就任
2007年10月 ● 取締役相談役就任
2007年12月 ● 相談役就任（～2008.12） 

1935年9月26日生まれ
東京都出身

井上 隆裕
いのうえ・たかひろ

第4代

1970年 3月 ● 京都大学経済学部卒業
1970年 4月 ● ㈱日本勧業銀行入行
1997年 5月 ● ㈱第一勧業銀行銀座支店長
2000年12月 ● 当社常務取締役就任
2001年10月 ● 専務取締役就任
2002年12月 ● 代表取締役副社長就任
2004年10月 ● 代表取締役社長就任
2007年10月 ● 取締役相談役就任
2007年12月 ● 特別顧問就任（～2008.12）

1947年8月10日生まれ
三重県出身

古市 宏幸
ふるいち・ひろゆき

第5代

1968年 3月 ● 法政大学経営学部卒業
1968年 4月 ● 当社入社
2001年10月 ● 執行役員就任
2001年12月 ● 取締役就任
2003年12月 ● 常務取締役就任
2004年12月 ● 専務取締役就任
2005年12月 ● 代表取締役副社長就任
2007年10月 ● 代表取締役社長就任
2011年12月 ● 取締役相談役就任
2012年12月 ● 相談役就任

1945年5月24日生まれ
東京都出身

西山 俊太郎
にしやま・しゅんたろう

第6代

1975年 3月 ● 早稲田大学商学部卒業
1975年 4月 ● 伊藤忠商事㈱入社
2003年 1月 ● 同社自動車部門長
2004年 6月 ● 同社執行役員就任
2006年 4月 ● 同社欧州総支配人（ロンドン駐在）
  　兼伊藤忠欧州会社社長
  　兼伊藤忠ドイツ会社社長
2007年 4月 ● 同社常務執行役員就任
2008年10月 ● 当社顧問就任
2008年12月 ● 代表取締役副社長就任
2011年12月 ● 代表取締役社長就任
2013年12月 ● 代表取締役社長執行役員就任

1951年7月24日生まれ
長野県出身

井出 健義
いで・たけよし

第7代
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■ 会社概要（2015年1月1日現在）

■ 関係会社一覧

    ■     社　　　　　名 株式会社ヤナセ / YANASE & CO., LTD.

    ■     設　　　　　立 1920年1月27日（創業：1915年5月25日）

    ■     本　　　　　社 〒105-8575 東京都港区芝浦一丁目6番38号

    ■     資　　本　　金 6,975,872,000円

    ■     代　　表　　者 代表取締役 社長執行役員　井出健義

    ■     従　業　員　数 3,271人　（グループ：4,557人）

    ■     拠　　点　　数 146拠点　（グループ：232拠点）

    ■     決　　算　　期 9月30日

    ■     発行済株式総数 47,260,000株

    ■     株　　主　　数 430人（2014年9月30日現在）

    ■     U　　R　　L http://www.yanase.co.jp

●ヤナセ バイエルン モーターズ株式会社 〒105-8575 東京都港区芝浦一丁目6-38  TEL（03）5440-7307

●ヤナセ バイエルン モーターズ福岡株式会社 〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋二丁目28-25  TEL（092）541-0133

●株式会社ヤナセグローバルモーターズ 〒105-8575 東京都港区芝浦一丁目6-38  TEL（03）5440-5644

●ヤナセ ヴィークル ワールド株式会社 〒105-8575 東京都港区芝浦一丁目6-38  TEL（03）5440-5640

●ヤナセ オートモーティブ株式会社 〒105-8575 東京都港区芝浦一丁目6-38  TEL（03）5440-5490

●株式会社ヤナセ東北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町二丁目9-8  TEL（022）221-4171

●株式会社ヤナセ鳥取 〒680-0931 鳥取県鳥取市岩吉167-1  TEL（0857）28-5611

●株式会社ヤナセ熊本 〒860-0824 熊本県熊本市南区十禅寺三丁目4-68  TEL（096）355-4355

●株式会社ヤナセ沖縄 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港一丁目11-24  TEL（098）877-2566

●株式会社ヤナセオートシステムズ 〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町1117  TEL（045）474-7663

●株式会社ヤナセインシュアランスサービス 〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目12-3 Daiwa芝浦ビル  TEL（03）5440-5488

●株式会社ヤナセウェルサービス 〒105-8575 東京都港区芝浦一丁目6-38  TEL（03）5440-5380

●株式会社テイ・シー・ジェー 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目18-11銀座SCビル  TEL（03）5148-3970
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■ 組織図

取締役社長

経理部

財務部

人事部

総務部

情報システム部

事業企画部

中古車事業部

営業推進部

拠点経営推進部

金融保険部

ネットワーク推進室

中古車管理部

CRM推進室

東日本仕入流通部

アフターセールス推進部

アフターセールス技術部

㈱ヤナセオートシステムズ

横浜支店

東京西支店

東京東支店

北関東支店

西日本仕入流通部

阪神支店

名古屋支店

福岡支店

人材開発部

広報宣伝室

秘書室

監査部

CRM部

企画室

営業統括本部

㈱ヤナセインシュアランスサービス

㈱テイ・シー・ジェー

㈱ヤナセウェルサービス

経営会議

取締役会

監査役室

監査役会

・東日本担当
・西日本担当

・東日本担当
・西日本担当

・中古車事業担当
・アフターセールス担当

アフターセールス事業部

札幌営業本部

北関東営業本部

千葉営業本部

東京営業本部

神奈川静岡営業本部

名古屋営業本部

関西営業本部

神戸四国営業本部

中国営業本部

九州営業本部

ヤナセバイエルンモーターズ㈱

ヤナセバイエルンモーターズ福岡㈱

㈱ヤナセグローバルモーターズ

ヤナセヴィークルワールド㈱

ヤナセオートモーティブ㈱

㈱ヤナセ東北

㈱ヤナセ鳥取

㈱ヤナセ熊本

㈱ヤナセ沖縄
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■ 営業拠点一覧（自動車事業関係）

札幌支店 ＭＢ札幌月寒 〒062-8514 北海道札幌市豊平区月寒東一条15-16-1 011-851-3102 011-851-9962
札幌西支店 ＭＢ札幌西（CCコーナー併設） 〒063-0062 北海道札幌市西区西町南15-1-32 011-664-2180 011-664-4790
旭川支店 ＭＢ旭川（CCコーナー併設） 〒070-8061 北海道旭川市高砂台2-1-10 0166-61-7901 0166-61-5372
宇都宮支店 ＭＢ宇都宮（CCコーナー併設） 〒321-0106 栃木県宇都宮市上横田町770 028-658-2301 028-658-3165
小山支店 ＭＢ小山（CCコーナー併設） 〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷309-61 0285-24-3838 0285-24-3780
高崎支店 ＭＢ高崎 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2034-1 027-363-1177 027-363-8168
北関東支店 ブランドスクエア高崎 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2034-1 027-370-1190 027-363-9139
前橋支店 ＭＢ前橋 〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町1033-1 027-263-4311 027-290-2288
太田支店 ＭＢ群馬太田 〒373-0806 群馬県太田市龍舞町1618-1 0276-45-2440 0276-46-6455
さいたま支店 ＭＢさいたま中央（AMG-PC併設） 〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰3-1-4 048-853-2112 048-852-6913
北関東支店 ブランドスクエアさいたま 〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰3-1-4 048-853-5665 048-853-6271
越谷支店 ＭＢ越谷 〒343-0032 埼玉県越谷市袋山1906-4 048-968-1008 048-968-1010
上尾支店 ＭＢ上尾 〒362-0001 埼玉県上尾市上246-3 048-772-0660 048-775-0241
熊谷支店 ＭＢ熊谷（CCコーナー併設） 〒360-0833 埼玉県熊谷市広瀬153 048-524-0315 048-524-6893
川越支店 ＭＢ川越 〒350-0032 埼玉県川越市大字大仙波957-1 049-227-5551 049-227-5560
所沢支店 ＭＢ所沢 〒359-0034 埼玉県所沢市東新井町298-4 04-2908-2200 04-2908-2207
千葉支店 ＭＢ千葉園生（CCコーナー・AMG-PC併設） 〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町387-1 043-287-3713 043-287-9767
稲毛支店 ＭＢ稲毛 〒261-0005 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸2-1-89 043-242-5241 043-248-9835
成東支店 ＭＢ成東（CCコーナー併設） 〒289-1326 千葉県山武市成東538-1 0475-80-1755 0475-80-1756
船橋支店 ＭＢ船橋 〒273-0001 千葉県船橋市市場5-9-7 047-460-6211 047-460-6231
市川支店 ＭＢ市川 〒272-0015 千葉県市川市鬼高3-26-1 047-378-7111 047-370-8857
東京東支店 ブランドスクエア浦安 〒279-0042 千葉県浦安市東野3-1-2 047-316-3737 047-304-0066
松戸支店 ＭＢ松戸 〒270-0028 千葉県松戸市二ツ木二葉町177-16 047-344-2525 047-349-0897
柏支店 ＭＢ柏 〒277-0835 千葉県柏市松ヶ崎388-1 04-7133-1222 04-7133-1081
東京支店 ＭＢ東京芝浦（AMG-PC併設） 〒105-8575 東京都港区芝浦1-6-38 03-5440-4755 03-3452-8728
東京西支店 ブランドスクエア芝浦（ＭＢ東京芝浦CCコーナー併設） 〒105-8575 東京都港区芝浦1-6-38 03-5443-4370 03-5443-4373
足立支店 ＭＢ足立 〒120-0002 東京都足立区中川4-13-12 03-3606-1411 03-3620-1465
東京東支店 ブランドスクエア葛飾 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸7-15-15 03-5698-2711 03-5698-2819
江戸川支店 ＭＢ江戸川 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西4-6-22 03-5667-6911 03-3869-1005
板橋支店 ＭＢ板橋 〒174-0042 東京都板橋区坂下3-4-4 03-3969-2410 03-3968-0277
東京東支店 ブランドスクエア板橋 〒174-0042 東京都板橋区東坂下2-11-3 03-5916-5858 03-3969-8766
新宿支店 ＭＢ新宿副都心 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-20-8 03-5332-3161 03-3364-0871
新宿支店 池袋サービスセンター 〒171-0032 東京都豊島区雑司ヶ谷1-53-14 03-3987-5237 03-3983-8129
渋谷支店 ＭＢ渋谷（ＡＭＧ-ＰＣ併設） 〒150-0011 東京都渋谷区東2-16-10ヤナセ渋谷ビル 03-5468-5311 03-5468-5321
神田支店 ＭＢ神田 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1千代田ファーストビル東館1F 03-5210-5551 03-5210-5553
神田支店 文京サービスセンター 〒113-0024 東京都文京区西片1-17-11 03-5840-5250 03-5689-2305
目黒支店 ＭＢ目黒 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-1-4 03-3794-1611 03-3792-0076
目黒支店 サービス課 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷2-21-13 03-3716-1311 03-3716-1314
目黒支店 第２工場 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷2-1-8 03-5794-5210 03-5794-5212
東京西支店 ブランドスクエア目黒 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷2-1-20 03-5773-5211  03-5722-1018
世田谷支店 ＭＢ世田谷桜丘（AMG-PC併設） 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘4-26-5 03-3425-5211 03-3425-2671
世田谷支店 サービスレセプション 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘4-27-4 03-3427-2361 03-3427-1665
東京西支店 ブランドスクエア世田谷 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘4-28-5 03-5450-7800 03-5450-8010
世田谷支店 サービス工場 〒156-0054 東京都世田谷区上用賀6-21-7 03-3427-2360 03-3427-6505
杉並支店 ＭＢ杉並中央 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-19-3 03-3333-1411 03-3333-1124
練馬支店 ＭＢ練馬 〒179-0071 東京都練馬区旭町1-22-8 03-5997-5151 03-3975-0242
練馬支店 サービス課 〒179-0071 東京都練馬区旭町1-21-12 03-3938-3390 03-5997-0162
府中支店 ＭＢ府中（CCコーナー併設） 〒183-0006 東京都府中市緑町3-11-10 042-365-8500 042-365-2460
多摩支店 ＭＢ多摩昭島（CCセンター、AMG-PC併設） 〒196-0022 東京都昭島市中神町2-21-7 042-543-8111 042-544-2807
多摩支店 サービス課 〒196-0032 東京都昭島市中神町2-20-7 042-543-2114 042-543-4501
八王子支店 ＭＢ八王子 〒192-0063 東京都八王子市元横山町1-2-3 042-656-2220 042-656-2228
甲府支店 ＭＢ甲府（CCセンター併設） 〒400-0814 山梨県甲府市上阿原町458-1 055-235-8210 055-228-3502
甲府支店 サービス課 〒400-0814 山梨県甲府市上阿原町441-1 055-235-8201 055-232-2296
松本支店 ＭＢ松本（CCコーナー併設） 〒399-0005 長野県松本市野溝木工1-3-2  0263-24-3611 0263-25-7368
松本支店 サービス課 〒399-0002 長野県松本市芳野17-20 0263-24-3611 0263-26-7230
横浜三ツ沢支店 ＭＢ三ツ沢 〒240-0062 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町349-1 045-333-9011 045-332-5410
横浜三ツ沢支店 サービス課 〒240-0062 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町132 045-337-8515 045-335-6236
川崎支店 ＭＢ川崎（CCコーナー併設） 〒212-0004 神奈川県川崎市幸区小向西町4-140 044-522-5376 044-522-6295
東名川崎支店 ＭＢ東名川崎 〒216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋6-10-1 044-862-2011 044-862-2120
横浜港北支店 ＭＢ港北（AMG-PC併設） 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町253 045-473-8811 045-472-8010
横浜支店 ブランドスクエア横浜 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町93 045-471-1001 045-471-4810
横浜港北支店港北ニュータウン営業所 ＭＢ港北ニュータウン 〒224-0015 神奈川県横浜市都筑区牛久保西1-9-1 045-913-6211 045-913-6401
山下支店 ＭＢ山下 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町77 045-641-8111 045-664-5087

凡 例 ※AMG-PC=AMGパフォーマンスセンター（AMG専用展示コーナー） 
※ CC=メルセデス・ベンツ認定中古車（Certifi ed Car） 
※ AAA＝アウディ認定中古車（Audi Approved Automobile） 
※ BPS=BMW認定中古車（BMW Premium Selection） 
※ GUC=フォルクスワーゲン認定中古車（Guaranteed Used Car）

支店・部門名 営業所名 住　　　　　所 電話番号 FAX番号

株式会社ヤナセ
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山下中古車センター ブランドスクエア山下 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通5-2 アーバンネットビル1階 045-228-2871 045-228-2872
磯子支店 ＭＢ磯子 〒235-0036 神奈川県横浜市磯子区中原1-3-53 045-752-1344 045-758-2621
磯子支店 サービス課 〒235-0036 神奈川県横浜市磯子区中原1-3-47 045-774-0101 045-774-2720
戸塚支店 ＭＢ戸塚（CCコーナー併設） 〒245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿4-54-3 045-852-9711 045-852-5486
戸塚支店 サービス課 〒245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿4-54-26 045-852-1312 045-851-7553
湘南支店 ＭＢ湘南 〒254-0031 神奈川県平塚市天沼3-44　 0463-22-0891 0463-22-2093
小田原支店 ＭＢ小田原（CCコーナー併設） 〒256-0812 神奈川県小田原市国府津2516-1 0465-49-0015 0465-49-0017
静岡支店（販売仮店舗） ＭＢ静岡東 〒420-0813 静岡県静岡市葵区長沼703-1 054-261-4105 054-263-9366
静岡支店（サービス仮店舗） サービス課 〒422-8001 静岡県静岡市駿河区中吉田36-15 054-261-4109 054-261-1215
静岡中古車センター ＭＢ静岡東ＣＣセンター 〒420-0803 静岡県静岡市葵区千代田7-9-43 054-261-1273 054-263-7174
富士支店 ＭＢ富士 〒417-0056 静岡県富士市日乃出町173 0545-53-3530 0545-53-3691
焼津支店 ＭＢ焼津 〒425-0092 静岡県焼津市越後島368-1 054-629-0831 054-629-4133
名古屋支店 ＭＢ名古屋中央（AMG-PC併設） 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-46-32 052-241-2531 052-261-5735
名東支店 ＭＢ名東 〒465-0095 愛知県名古屋市名東区高社2-262 052-772-2070 052-760-0231
名古屋支店 ブランドスクエア名古屋長久手 〒480-1126 愛知県長久手市深田28 0561-64-2525 0561-64-2526
楠支店 ＭＢ楠 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町166 052-901-4301 052-901-4343
一宮支店 ＭＢ一宮 〒491-0846 愛知県一宮市牛野通り1-48-1 0586-71-2351 0586-71-2354
千音寺支店 ＭＢ千音寺 〒454-0971 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺狭間4615 052-432-4141 052-432-4150
名古屋支店 ブランドスクエア名古屋西 〒454-0972 愛知県名古屋市中川区新家2-1807 052-432-4501 052-432-4828
緑支店 ＭＢ名古屋緑 〒458-0814 愛知県名古屋市緑区鶴が沢1-2414 052-680-7771 052-680-7775
緑支店 野並サービスセンター 〒468-0836 愛知県名古屋市天白区相川1-55 052-895-9471 052-895-2651
名古屋東支店 ＭＢ日進（CCコーナー併設） 〒470-0124 愛知県日進市浅田町笹原8-8 052-807-1101 052-807-2311
星崎支店 ＭＢ星崎 〒457-0064 愛知県名古屋市南区星崎1-41 052-823-3251 052-823-1384
半田支店 ＭＢ半田（CCコーナー併設） 〒475-0813 愛知県半田市東浜町2-3-1 0569-23-0820 0569-23-0823
滋賀支店 ＭＢ栗東 〒520-3022 滋賀県栗東市上鈎236-1 077-554-1181 077-554-1124
京都支店 ＭＢ京都南 〒601-8345 京都府京都市南区吉祥院蒔絵南町1 075-671-1181 075-672-5160
洛北支店 ＭＢ洛北 〒606-8181 京都府京都市左京区一乗寺地蔵本町40 075-702-1181 075-702-1184
洛北支店 一乗寺サービスセンター 〒606-8172 京都府京都市左京区一乗寺河原田町32 075-706-5552 075-703-0105
京都中古車センター ＭＢ洛北ＣＣセンター 〒606-0941 京都府京都市左京区松ヶ崎河原田町6 075-701-3100 075-701-3583
奈良支店 ＭＢ奈良四条 〒630-8134 奈良県奈良市大安寺町521-1 0742-35-1171 0742-36-1191
奈良支店 ＭＢ奈良四条CCコーナー 〒630-8134 奈良県奈良市大安寺町518-1 0742-35-1171 0742-36-1191
大阪支店 ＭＢ大阪西淀川 〒555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟2-1-23 06-6477-3517 06-6473-1199
本町支店 ＭＢ本町 〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町2-3-10 06-6446-1170 06-6446-1128
本町支店 ロイヤルスクエア 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテル1F 06-6445-1171 06-6445-1184
千里支店 ＭＢ千里（AMG-PC併設） 〒565-0862 大阪府吹田市津雲台7-1-17 06-6834-1171 06-6834-1175
阪神支店 ブランドスクエア千里 〒565-0862 大阪府吹田市津雲台7-4-7 06-6835-1171 06-6872-1715
茨木支店 ＭＢ茨木 〒567-0876 大阪府茨木市天王1-4-12 072-623-1171 072-622-6731
枚方支店 ＭＢ枚方（CCコーナー併設） 〒573-0145 大阪府枚方市大峰南町5-30 072-897-1717 072-858-1191
東住吉支店 ＭＢ東住吉 〒546-0003 大阪府大阪市東住吉区今川8-8-36 06-6797-1171 06-6797-6621
東大阪支店 ＭＢ東大阪（AMG-PC併設） 〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町5-3-25 072-981-1900 072-985-3444
堺支店 ＭＢ堺南 〒591-8034 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町3-490 072-279-1500 072-279-5933
阪神支店 ブランドスクエア堺 〒592-0012 大阪府高石市西取石6-3-15 072-269-1171 072-269-1181
岸和田支店 ＭＢ岸和田 〒595-0802 大阪府泉北郡忠岡町高月南2-1-32 0725-21-1171 0725-21-1266
神戸支店 ＭＢ神戸東灘（CCコーナー、AMG-PC併設） 〒658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町7-8-26 078-453-8924 078-453-5421
阪神支店 ブランドスクエア神戸 〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島9-11-1 078-302-1171 078-302-7077
阪神支店 ブランドスクエア神戸サービス工場 〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島9-11-1 078-302-1166 078-302-1169
西宮支店 ＭＢ西宮 〒663-8242 兵庫県西宮市津門飯田町3-38 0798-66-3333 0798-67-3331
名谷支店 ＭＢ名谷 〒654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合2-3-26 078-798-1233 078-792-1515
加古川支店 ＭＢ加古川 〒675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2045 079-427-1171 079-427-0052
姫路支店 ＭＢ姫路 〒670-0996 兵庫県姫路市土山7-6-15 079-294-1171 079-294-6170
姫路中古車センター ＭＢ姫路ＣＣセンター 〒670-0981 兵庫県姫路市西庄字クボリ甲127-1 079-297-1176 079-294-5939
姫路支店 ＭＢ姫路サービスセンター 〒670-0981 兵庫県姫路市西庄字クボリ甲127-1 079-297-1175 079-293-1703
高松支店 ＭＢ高松（CCコーナー併設） 〒761-8056 香川県高松市上天神町199-1 087-867-1171 087-865-4296
徳島支店 ＭＢ徳島（CCコーナー併設） 〒770-0939 徳島県徳島市かちどき橋2-5 088-656-1171 088-656-1278
高知支店 ＭＢ高知（CCコーナー併設） 〒780-8122 高知県高知市高須新町1-1-39 088-884-1173 088-884-3124
広島支店 ＭＢ広島祇園 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-19-17 082-874-2314 082-874-3705
広島中古車センター ＭＢ広島祇園ＣＣセンター 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-19-17 082-874-2320 082-874-2346
矢野支店 ＭＢ広島矢野 〒736-0083 広島県広島市安芸区矢野東1-2-18 082-889-2311 082-889-0460
井口支店 ＭＢ広島井口 〒733-0842 広島県広島市西区井口5-2-42 082-277-6811 082-277-5420
福山支店 ＭＢ福山 〒720-0835 広島県福山市佐波町字高田231-1 084-952-1111 0849-52-0023
福山支店 福山中古車センター 〒720-0835 広島県福山市佐波町字高田231-1 084-952-1111 084-951-0616
山口支店 ＭＢ山口（CCコーナー併設） 〒753-0871 山口県山口市朝田字下郷田1604-1 083-922-5566 083-922-5507
山口支店宇部営業所 ＭＢ宇部 〒755-0066 山口県宇部市小松原町1-6-19 0836-34-0800 0836-34-0238
周南支店 ＭＢ周南 〒745-0802 山口県周南市栗屋806-2 0834-25-1300 0834-25-1713
福岡支店 ＭＢ福岡中央 〒810-0014 福岡県福岡市中央区平尾3-3-1 092-525-0318 092-525-1593
博多板付支店 ＭＢ博多板付（AMG-PC併設） 〒812-0881 福岡県福岡市博多区井相田1-6-28 092-593-2924 092-572-7153
博多板付支店 サービス課 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野2-24-15 092-593-2921 092-574-2130
福岡支店 ブランドスクエア福岡 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野2-24-15 092-572-7411 092-591-1591
西福岡支店 ＭＢ福岡西 〒814-0032 福岡県福岡市早良区小田部4-1-39 092-843-3315 092-843-3341
小倉支店 ＭＢ小倉南（CCコーナー併設） 〒800-0251 福岡県北九州市小倉南区津田新町1-4-44 093-471-7931 093-472-5422
八幡支店 ＭＢ八幡 〒807-0831 福岡県北九州市八幡西区則松4-20-2 093-602-8741 093-602-8621
久留米支店 ＭＢ久留米（CCコーナー併設） 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎1-1-6 0942-44-5261 0942-43-7201
長崎支店 ＭＢ長崎（CCコーナー併設） 〒851-2103 長崎県西彼杵郡時津町元村郷1098-4 095-881-3155 095-881-3655

支店・部門名 営業所名 住　　　　　所 電話番号 FAX番号
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佐世保支店 ＭＢ佐世保 〒857-1151 長崎県佐世保市日宇町2790-1 0956-32-6250 0956-32-6266
鹿児島支店 ＭＢ鹿児島（CCコーナー併設） 〒890-0072 鹿児島県鹿児島市新栄町16-6 099-252-0001 099-258-1486

青森支店 ＭＢ青森（CCコーナー併設） 〒030-0112 青森県青森市大字八ツ役字矢作70-3 017-739-8221 017-739-7211
弘前支店 ＭＢ弘前 〒036-8084 青森県弘前市大字高田4-1-5 0172-26-1015 0172-26-1016
八戸支店 ＭＢ八戸 〒039-1103 青森県八戸市大字長苗代字化石26-2 0178-27-1200 0178-27-0101
八戸支店 サービス課 〒039-1103 青森県八戸市大字長苗代字化石85-6 0178-27-2811 0178-27-4488
岩手支店 ＭＢ岩手（CCコーナー併設） 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ1-7-26 019-641-3330 019-641-6454
岩手支店 サービス課 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ2-4-1 019-641-4391 019-647-5721
仙台支店 ＭＢ仙台青葉 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-9-8 022-221-4171 022-214-4071
 宮城野サービスセンター 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町4-6-1 022-235-0195 022-235-3161
泉支店 ＭＢ仙台泉 〒981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字大沢境20 022-373-4171 022-373-9221
 ブランドスクエア仙台 〒981-3131 宮城県県仙台市泉区七北田字大沢境20 022-374-4171 022-374-4173
福島支店 ＭＢ福島（CCコーナー併設） 〒960-8165 福島県福島市吉倉字谷地13-1 024-545-8420 024-545-8444
郡山支店 ＭＢ郡山（CCコーナー併設） 〒963-0551 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池22-150 024-959-4178 024-959-4416

営業部 ＭＢ米子　鳥取Ｓ/Ｃ 〒680-0931 鳥取県鳥取市岩吉167-1 0857-28-2233 0857-28-0712
営業部 鳥取中古車センター 〒680-0931 鳥取県鳥取市岩吉167-1 0857-28-5611 0857-32-2157
米子支店 ＭＢ米子（CCコーナー併設） 〒683-0037 鳥取県米子市昭和町88-1　 0859-23-0982 0859-23-0998

熊本南支店 ＭＢ熊本南 〒860-0824 熊本県熊本市南区十禅寺3-4-58 096-355-4352 096-324-7105
熊本南支店 第２工場 〒860-0824 熊本県熊本市南区十禅寺3-4-68 096-355-4351 096-322-7495
 熊本中古車センター 〒860-0824 熊本県熊本市南区十禅寺3-4-68 096-212-6111 096-322-7495
熊本東支店 ＭＢ熊本東（CCコーナー併設） 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領8-10-80 096-389-5330 096-389-6885

営業部 ＭＢ沖縄（CCコーナー併設） 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-11-24 098-877-2566 098-876-6401
 キャデラック・シボレー沖縄 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-11-24 098-877-2212 098-876-6401
 沖縄中古車センター 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-11-24 098-877-2566 098-876-6401

ＧＭ札幌支店 キャデラック・シボレー札幌 〒062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東一条18-5-100 011-858-1211 011-855-3680
ＧＭ仙台支店 キャデラック・シボレー仙台 〒983-0034 宮城県仙台市泉区七北田字大沢境20 022-771-8606 022-374-4173
ＧＭさいたま支店 キャデラック・シボレーさいたま中央 〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰3-1-4 048-853-2114 048-853-6271
ＧＭ千葉支店 キャデラック・シボレー浦安 〒279-0042 千葉県浦安市東野3-1-2 047-316-7371 047-304-0066
ＧＭ東京支店 キャデラック・シボレー東京 〒105-0023 東京都港区芝浦1-13-10 東運ビル1階 03-5440-4754 03-3452-4733
ＧＭ東京支店サービス課  〒105-8575 東京都港区芝浦1-6-38 03-5440-5358 03-5443-2600
ＧＭ横浜支店 キャデラック・シボレー横浜港北 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町93 045-471-5121 045-471-4810
ＧＭ名古屋支店 キャデラック・シボレー楠 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町166 052-901-9900 052-901-9911
ＧＭ大阪支店 キャデラック・シボレー大阪中央 〒555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟2-1-23 06-6477-3525 06-6473-8115
ＧＭ神戸支店 キャデラック・シボレー神戸東 〒658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町7-3-18 078-453-8926 078-453-8931
ＧＭ高松支店 キャデラック・シボレー高松 〒761-8056 香川県高松市上天神町199-1 087-867-1171 087-865-4296
ＧＭ広島支店 キャデラック・シボレー広島 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-19-17 082-874-2320 082-874-2346
ＧＭ福岡支店 キャデラック・シボレー板付 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野2-24-15 092-589-5477 092-591-1591

札幌支店 アウディ月寒（ＡＡＡ併設） 〒062-8668 北海道札幌市豊平区月寒東一条16-1-1 011-851-3154 011-851-6846
郡山支店 アウディ郡山 〒963-0551 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池22-150 024-963-1130 024-959-2359
市川支店 アウディ市川 〒272-0015 千葉県市川市鬼高3-19-6 047-378-7160 047-378-7161
浦安中古車センター アウディアプルーブド浦安 〒279-0042 千葉県浦安市東野3-9-22 047-700-6911 047-700-6913
東京支店 アウディ芝浦 〒105-8575 東京都港区芝浦1-6-38 03-5440-5391 03-3457-6554
京橋ショウルーム アウディ京橋 〒104-0031 東京都中央区京橋2-10-2 利彦ビル南館1Ｆ 03-5250-7701 03-3561-1021
八王子支店 アウディ八王子（ＡＡＡ併設） 〒192-0063 東京都八王子市元横山町1-3-1 042-648-7744 042-648-7747
八王子支店 サービス課 〒192-0063 東京都八王子市元横山町1-7-3 042-660-0357 042-665-2912
名古屋支店 アウディ名古屋中央 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-46-17 052-241-2808 052-238-5903
名古屋支店 アウディ名古屋中央サービスレセプション 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-46-33 052-241-2711 052-238-2613
名古屋支店 アウディ名古屋中央第二サービス工場 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-46-20 052-241-2711 052-238-2613
楠支店 アウディ楠 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町166 052-901-4303 052-902-4396
名古屋中古車センター アウディアプルーブド名古屋北 〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水3-20-20 052-919-0151 052-919-0152
板付支店 アウディ板付（ＡＡＡ併設） 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野2-25-8 092-589-6112 092-573-4558

大田支店 ヤナセＢＭＷ大田 〒143-0021 東京都大田区北馬込1-16-8 03-3772-1771 03-3772-1797
池上サービスセンター ヤナセＢＭＷ池上サービスセンター 〒146-0081 東京都大田区仲池上2-15-16 03-5747-5011 03-3755-6812
田園調布支店 ヤナセＢＭＷ田園調布 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢6-3-5 03-3703-4611 03-3703-4758
 ヤナセＢＭＷ BPS田園調布 〒158-0085 東京都世田谷区玉川田園調布1-14-10 03-5483-0311 03-3721-6575
世田谷支店 ヤナセＢＭＷ世田谷 〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-20-7 03-5451-7011 03-5451-1633
世田谷支店 ヤナセＢＭＷ世田谷上用賀ワークショップ 〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-32-30 03-5450-5575 03-5450-5583
名古屋支店 ヤナセＢＭＷ名古屋 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-21-10 052-857-7610 052-857-7611
中川支店 ヤナセＢＭＷ中川（BPS中川併設） 〒454-0933 愛知県名古屋市中川区法華1-248 052-363-2100 052-362-2100

支店・部門名 営業所名 住　　　　　所 電話番号 FAX番号

株式会社ヤナセ東北

株式会社ヤナセ鳥取

株式会社ヤナセ熊本

株式会社ヤナセ沖縄

株式会社ヤナセグローバルモーターズ

ヤナセ オートモーティブ株式会社

ヤナセ バイエルン モーターズ株式会社
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天白支店 ヤナセＢＭＷ天白 〒468-0052 愛知県名古屋市天白区井口1-2013 052-804-1711 052-804-1714
桑名支店 ヤナセＢＭＷ桑名（BPS桑名併設） 〒511-0011 三重県桑名市船馬町20 0594-24-0333 0594-24-0336
四日市支店 ヤナセＢＭＷ四日市 〒510-0883 三重県四日市市泊小柳町8-15 059-349-3330 059-349-2227
豊中支店 ヤナセＢＭＷ豊中（BPS豊中併設） 〒561-0843 大阪府豊中市上津島1-1-20 06-4866-7611 06-4866-7613
枚方支店 ヤナセＢＭＷ枚方 〒573-0006 大阪府枚方市堂山東町1-20 072-890-7611 072-890-7613
八尾支店 ヤナセＢＭＷ八尾 〒581-0033 大阪府八尾市志紀町南2-135 072-920-5533 072-920-5532

福岡本店 ヤナセＢＭＷ福岡本店 〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋2-28-25 092-541-0133 092-541-0164
福岡東支店 ヤナセＢＭＷ福岡東 〒812-0064 福岡県福岡市東区松田2-1-3 092-622-8881 092-622-8882
板付支店 ヤナセＢＭＷ板付 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野2-24-15 092-587-9900 092-587-9902
 ヤナセＢＭＷ BPS福岡 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野2-24-3 092-582-2610 092-582-2694
福岡西支店 ヤナセＢＭＷ福岡西 〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2-39-17 092-882-3711 092-883-2396
 ヤナセＢＭＷ BPS福岡西 〒814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂4-39-11 092-865-2421 092-865-2431
久留米支店 ヤナセＢＭＷ久留米 〒839-0811 福岡県久留米市山川神代1-10-58 0942-43-6357 0942-43-6846

東京支店 フォルクスワーゲン芝浦 〒105-0023 東京都港区芝浦1-12-3 Daiwa芝浦ビル1階 03-5484-7111 03-5484-4527
東京支店 フォルクスワーゲン芝浦ＧＵＣ 〒105-0023 東京都港区芝浦1-6-8 03-5765-6577 03-3453-3177
東京支店 サービス工場 〒105-8575 東京都港区芝浦1-6-38 03-5484-7111 03-5484-4527
品川支店 フォルクスワーゲン品川（ＧＵＣ併設） 〒140-0013 東京都品川区南大井1-13-5 新南大井ビル1階 03-5764-3111 03-3764-2111
品川支店 サービス工場 〒143-0064 東京都大田区大森北2-21-7 03-5764-3911 03-5764-0010
新宿支店 フォルクスワーゲン新宿（ＧＵＣ併設） 〒161-0034 東京都新宿区上落合1-5-2 03-5332-3711 03-5332-2571

Ｐ＆Ａ統括部エリアセンター営業部 北海道エリアセンター 〒062-8514 北海道札幌市豊平区月寒東一条15-16-1 011-851-3542 011-851-6810
ＢＰ統括部東日本ＢＰ営業部 ＢＰセンター札幌(北海道コントロールセンター ) 〒062-8514 北海道札幌市豊平区月寒東一条15-16-1 011-851-3103 011-851-3860
Ｐ＆Ａ統括部エリアセンター営業部 東北エリアセンター 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町4-6-1 022-235-0623 022-284-2679
ＢＰ統括部東日本ＢＰ営業部 ＢＰセンター仙台(東北コントロールセンター ) 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町4-6-1 022-231-4171 022-231-4172
Ｐ＆Ａ統括部エリアセンター営業部 首都圏第二エリアセンター 〒341-0059 埼玉県三郷市インター南1-7-9 048-949-5501 048-949-5509
ＢＰ統括部東日本ＢＰ営業部 ＢＰセンター三郷(首都圏第二コントロールセンター ) 〒341-0059 埼玉県三郷市インター南1-7-9 048-949-5503 048-949-5513
ＢＰ統括部東日本ＢＰ営業部 ＢＰセンター芝浦 〒105-8575 東京都港区芝浦1-6-38 03-5440-5497 03-5443-2900
Ｐ＆Ａ統括部エリアセンター営業部 首都圏第一エリアセンター 〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町1117 045-474-9210 045-474-2433
ＢＰ統括部東日本ＢＰ営業部 ＢＰセンター横浜(首都圏第一コントロールセンター ) 〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町1117 045-472-3217 045-472-6600
メルセデス・ベンツ技術部 首都圏PDIセンター 〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町1117 045-474-7639 045-471-5120
Ｐ＆Ａ統括部エリアセンター営業部 名古屋エリアセンター 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町166 052-901-4996 052-902-4301
ＢＰ統括部西日本ＢＰ営業部 ＢＰセンター小牧(名古屋コントロールセンター ) 〒485-0077 愛知県小牧市大字西之島字雉子野1694 0568-72-1361 0568-72-3300
Ｐ＆Ａ統括部エリアセンター営業部 関西エリアセンター 〒567-0876 大阪府茨木市天王1-4-12 072-623-1178 072-644-0015
ＢＰ統括部西日本ＢＰ営業部 ＢＰセンター茨木(関西コントロールセンター ) 〒567-0876 大阪府茨木市天王1-4-12 072-623-1150 072-627-1359
ＢＰ統括部西日本ＢＰ営業部 ＢＰセンター岡山(岡山コントロールセンター ) 〒703-8213 岡山県岡山市東区藤井111-12 086-279-1004 086-279-1730
Ｐ＆Ａ統括部エリアセンター営業部 九州エリアセンター 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野2-24-15 092-582-0620 092-574-2320
ＢＰ統括部西日本ＢＰ営業部 ＢＰセンター福岡(九州コントロールセンター） 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2-10-1 092-477-3270 092-477-3283

東北海道ヤナセ株式会社 〒080-0043 北海道帯広市西13条北1-1 0155-34-1145 0155-36-6970
函館ヤナセ株式会社 〒049-0101 北海道北斗市追分2-1-1 0138-49-6611 0138-49-6621
ロイヤルモーター株式会社 〒010-0975 秋田県秋田市八橋字下八橋191-32 018-888-0900 018-888-0911
山形ヤナセ株式会社 〒990-2423 山形県山形市東青田4-1-56 023-625-4311 023-625-4322
新潟ヤナセ株式会社 〒950-0908 新潟県新潟市中央区幸西1－4－25 025-241-1557 025-241-1170
長野ヤナセ株式会社 〒381-0032 長野県長野市若宮1-2-1 026-241-2111 026-244-0613
茨城ヤナセ株式会社 〒310-0851 茨城県水戸市千波町1987 029-241-0031 029-243-7795
宮園輸入車販売株式会社 〒164-0011 東京都中野区中央3-13-11 03-3362-7552 03-3363-1212
鈴木自動車株式会社 〒108-0073 東京都港区三田1-1-15 03-3798-7212 03-3798-7533
武蔵野ヤナセ株式会社 〒187-0002 東京都小平市花小金井3-34-26 042-471-7131 0424-75-2090
横須賀ヤナセ株式会社 〒238-0024 神奈川県横須賀市大矢部3-17-8 046-836-6555 046-835-3678
神奈中相模ヤナセ株式会社 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見1-6-1 042-755-7002 042-755-8180
沼津ヤナセ株式会社 〒411-0906 静岡県駿東郡清水町八幡17-1 055-971-6820 055-975-9715
浜松ヤナセ株式会社 〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町639 053-461-6059 053-465-4420
豊橋ヤナセ株式会社 〒440-0083 愛知県豊橋市下地町境田107 0532-55-6201 0532-55-6210
岡崎ヤナセ株式会社 〒444-0844 愛知県岡崎市天白町字東池45 0564-51-7611 0564-51-7790
岐阜ヤナセ株式会社 〒500-8113 岐阜県岐阜市金園町8-11 058-245-0155 058-247-3398
福井ヤナセ株式会社 〒918-8205 福井県福井市北四ツ居2-1-15 0776-54-0880 0776-53-3722
石川ヤナセ株式会社 〒921-8005 石川県金沢市間明町1-260 076-292-8888 076-292-8088
富山ヤナセ株式会社 〒930-0106 富山県富山市高木2039 076-434-4711 076-434-4710
山陽ヤナセ株式会社 〒703-8214 岡山県岡山市東区鉄316 086-279-2511 086-278-1782
愛媛ヤナセ株式会社 〒790-0065 愛媛県松山市宮西2-8-34 089-922-1705 089-923-3845
大分ヤナセ株式会社 〒870-0011 大分県大分市大字駄原字豊久北浦2893-13 097-536-6116 097-536-6143
宮崎ヤナセ株式会社 〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田667-3 0985-39-3535 0985-39-3534

■ ヤナセネットワークディーラー

支店・部門名 営業所名 住　　　　　所 電話番号 FAX番号

会社名 住　　　　　所 電話番号 FAX番号

ヤナセ バイエルン モーターズ福岡株式会社

ヤナセ ヴィークル ワールド株式会社

株式会社ヤナセオートシステムズ



■ 取扱車種 各ブランドの創立100周年記念限定車を掲載（除く AMG、スマート）
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メルセデス・ベンツ/ＡＭＧ/スマート

株式会社ヤナセ
株式会社ヤナセ東北、株式会社ヤナセ鳥取、株式会社ヤナセ熊本、株式会社ヤナセ沖縄

A180 Sports

S 550 long

B 180 Sports

C 200

S 63 4MATIC long smart fortwo electric drive

CLA 180 G 63 AMG
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BMW

キャデラック シボレー

フォルクスワーゲン

アウディ

ヤナセ バイエルン モーターズ株式会社
ヤナセ バイエルン モーターズ福岡株式会社

株式会社ヤナセグローバルモーターズ 株式会社ヤナセグローバルモーターズ

ヤナセ ヴィークル ワールド株式会社

ヤナセ オートモーティブ株式会社

116i Style

X3 xDrive20d M Sport 320i／320d

Golf TSI Highline Golf Variant TSI Highline

CTS Elegance

CAMARO LT RS

SRX CROSSOVER Premium

S3 Sportback

S3 Sedan



■ カーライフサポート
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便利なお支払いサービスを提供 万一のときにも安心をお届け

ヤナセならではの安心

■メンバーズカード
ヤナセでは、より豊かなヤナセライフをお楽しみい
ただけるよう、さまざまな特典をご用意し、ご入会
をお勧めしています。ヤナセメンバーズカードは、
＜ヤナセ＞ＵＣメンバーズカード、＜ヤナセ＞アメ
リカン・エキスプレス・カード、＜ヤナセ＞ＮＩＣＯＳ
メンバーズカードの3種類。全国のヤナセネットワー
ク拠点はもちろん、各カード会社加盟店でご利用い
ただけます。

■自動車保険
ヤナセで自動車保険にご加入いただくと、お客さま
の万一の際に、販売・サービススタッフが、初期対応
から事故受付、保険請求、車両修理まで一貫して対
応します。

■専用コールセンターサービス
自動車保険の安心に加え、「専用コールセンターサー
ビス」「Mercedes-Benz自動車保険プラン」「ヤナセ
オリジナル フロントガラスリペアサービス」などの無
償付帯サービスで、充実したカーライフをサポート
します。専用コールセンターサービスは24時間365
日体制で深夜や休日のアクシデントに対応します。ヤ
ナセは自動車保険でも全力でお客さまを支えます。

■その他保険
私たちがご案内するのは、自動車保険ばかりではあり
ません。ヤナセグループの保険専門代理店では、火災
保険やゴルファー保険などの損害保険はもちろん、通
販系ペット保険、生命保険も取り扱っています。

■夜間・休業日のサポート
ヤナセ拠点の営業時間外や休業日に、お客さまのお
車に事故・故障などのトラブルが発生した際、コール
センタースタッフがサポートします。

■オートローン
ヤナセオートローンは、最長7年84回までの長期支払
いに対応。お客さまのライフプランに合わせて最適な
支払期間をお選びいただけます。また、車両価格の最
大50％を据置額に設定できる残価保証型の「マイスタ
イル」、毎月の支払額やボーナス加算額をお客さまが自
由に設定できる「ステップ＆フレックス」など、豊富な
ローンプランをご用意しています。
※信販会社により取り扱いのローン商品が異なります。

状況に応じた
適切なアドバイス

ロードサービスへの
電話取り次ぎ

ヤナセ
夜間・休日緊急
サポート

コールセンター

自動車保険コールセンターへ
の電話取り次ぎ
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カーライフの楽しさを広げるお手伝い

■エンジンオイル
ヤナセでは、お客さまとお車を守るため、モービル
のエンジンオイルを採用しています。輸入車を知り
尽くしたヤナセのサービスと、オイルを知り尽くし
たモービルのプロダクト。プロフェッショナル同士
が手を組み、お客さまのお車に最適なオイルメンテ
ナンスをご提供します。
※自動車メーカーにより、推奨するエンジンオイルは異なります。

■パーツ＆アクセサリー
ヤナセでは、高い品質基準のメーカー純正パーツ＆
アクセサリー、お客さまのニーズに合わせて開発し
たヤナセオリジナルパーツやリサイクルパーツなど、
さまざまな商品を取りそろえています。また、輸入車
ユーザーのお客さまが安心してカーライフが送れる
よう、全国のヤナセネットワーク拠点での販売だけ

でなく、アフターマーケッ
トにも供給しています。

■タイヤ
ヤナセでは、「安全性」 「快適性」 「エコロジー」など、
自動車メーカーの厳しい基準をクリアし、お客さま
のお車にベストマッチする世界のトップブランドの
純正装着タイヤをお勧めしています。また、専門知
識豊かなスタッフが、タイヤ点検や交換時期の予測、
最適なタイヤ選びまで、幅広くご提案します。

■カーケアシステム
お客さまの愛車を「いつも、いつまでも美しく快適に」
するサービス、「ヤナセ カーケアシステム」。ボディの
汚れを防ぎ美しく保つ「ヤナセミラーフィニッシュプ
レミアム」をはじめ、シートの劣化を抑える「ヤナセ
シートガード」など、愛車の保護を目的とした13種
類のサービスメニューをご提供しています。ヤナセ
が長年培ってきたノウハウと技術でお客さまのカー
ライフをサポートします。

ヤナセ オリジナル防災キット

シートクッション
「テンピュール®カーコンフォーター」

ヤナセ・オリジナル
 「LEDエンブレム リア・イルミネーション」




