


登録自動車（白や緑のナンバープレート） 軽自動車（黄色や黒のナンバープレート）
運輸支局・自動車検査登録事務所 プレート表示 ヘルプデスク

電 話 番 号

北

海

道

札幌運輸支局 札幌 050-5540-2001
函館運輸支局 函館 050-5540-2002
旭川運輸支局 旭川 050-5540-2003
室蘭運輸支局 室蘭 050-5540-2004
釧路運輸支局 釧路 050-5540-2005
帯広運輸支局 帯広 050-5540-2006
北見運輸支局 北見 050-5540-2007

東

北

青森運輸支局 青森 050-5540-2008
八戸自動車検査登録事務所 八戸 050-5540-2009
岩手運輸支局 岩手・盛岡・平泉 050-5540-2010
宮城運輸支局 宮城・仙台 050-5540-2011
秋田運輸支局 秋田 050-5540-2012
山形運輸支局 山形 050-5540-2013
庄内自動車検査登録事務所 庄内 050-5540-2014
福島運輸支局 福島・会津・郡山 050-5540-2015
いわき自動車検査登録事務所 いわき 050-5540-2016

関

東

茨城運輸支局 水戸 050-5540-2017
土浦自動車検査登録事務所 土浦・つくば 050-5540-2018
栃木運輸支局 宇都宮・那須 050-5540-2019
佐野自動車検査登録事務所 とちぎ 050-5540-2020
群馬運輸支局 群馬・高崎・前橋 050-5540-2021
千葉運輸支局 千葉・成田 050-5540-2022
野田自動車検査登録事務所 野田・柏 050-5540-2023
習志野自動車検査登録事務所 習志野 050-5540-2024
袖ヶ浦自動車検査登録事務所 袖ヶ浦 050-5540-2025
埼玉運輸支局 大宮・川口 050-5540-2026
熊谷自動車検査登録事務所 熊谷 050-5540-2027
春日部自動車検査登録事務所 春日部・越谷 050-5540-2028
所沢自動車検査登録事務所 所沢・川越 050-5540-2029
東京運輸支局 品川・世田谷 050-5540-2030
足立自動車検査登録事務所 足立 050-5540-2031
練馬自動車検査登録事務所 練馬・杉並 050-5540-2032
多摩自動車検査登録事務所 多摩 050-5540-2033
八王子自動車検査登録事務所 八王子 050-5540-2034
神奈川運輸支局 横浜 050-5540-2035
川崎自動車検査登録事務所 川崎 050-5540-2036
相模自動車検査登録事務所 相模 050-5540-2037
湘南自動車検査登録事務所 湘南 050-5540-2038
山梨運輸支局 山梨・富士山 050-5540-2039

北
陸
信
越

新潟運輸支局 新潟 050-5540-2040
長岡自動車検査登録事務所 長岡 050-5540-2041
長野運輸支局 長野 050-5540-2042
松本自動車検査登録事務所 松本・諏訪 050-5540-2043
富山運輸支局 富山 050-5540-2044
石川運輸支局 石川・金沢 050-5540-2045

中

部

愛知運輸支局 名古屋 050-5540-2046
西三河自動車検査登録事務所 三河・岡崎・豊田 050-5540-2047
小牧自動車検査登録事務所 尾張小牧・一宮・春日井 050-5540-2048
豊橋自動車検査登録事務所 豊橋 050-5540-2049
静岡運輸支局 静岡 050-5540-2050
沼津自動車検査登録事務所 沼津・伊豆・富士山 050-5540-2051
浜松自動車検査登録事務所 浜松 050-5540-2052
岐阜運輸支局 岐阜 050-5540-2053
飛騨自動車検査登録事務所 飛騨 050-5540-2054
三重運輸支局 三重・鈴鹿 050-5540-2055
福井運輸支局 福井 050-5540-2057

近

畿

大阪運輸支局 大阪 050-5540-2058
なにわ自動車検査登録事務所 なにわ 050-5540-2059
和泉自動車検査登録事務所 和泉・堺 050-5540-2060
京都運輸支局 京都 050-5540-2061
奈良運輸支局 奈良 050-5540-2063
滋賀運輸支局 滋賀 050-5540-2064
和歌山運輸支局 和歌山 050-5540-2065

神
戸

神戸運輸監理部兵庫陸運部 神戸 050-5540-2066
姫路自動車検査登録事務所 姫路 050-5540-2067

中

国

広島運輸支局 広島 050-5540-2068
福山自動車検査登録事務所 福山 050-5540-2069
鳥取運輸支局 鳥取 050-5540-2070
島根運輸支局 島根 050-5540-2071
岡山運輸支局 岡山・倉敷 050-5540-2072
山口運輸支局 山口・下関 050-5540-2073

四
国

徳島運輸支局 徳島 050-5540-2074
香川運輸支局 香川 050-5540-2075
愛媛運輸支局 愛媛 050-5540-2076
高知運輸支局 高知 050-5540-2077

九

州

福岡運輸支局 福岡 050-5540-2078
北九州自動車検査登録事務所 北九州 050-5540-2079
筑豊自動車検査登録事務所 筑豊 050-5540-2080
久留米自動車検査登録事務所 久留米 050-5540-2081
佐賀運輸支局 佐賀 050-5540-2082
長崎運輸支局 長崎 050-5540-2083
佐世保自動車検査登録事務所 佐世保 050-5540-2084
厳原自動車検査登録事務所 長崎 050-5540-2085
熊本運輸支局 熊本 050-5540-2086
大分運輸支局 大分 050-5540-2087
宮崎運輸支局 宮崎 050-5540-2088
鹿児島運輸支局 鹿児島 050-5540-2089
奄美自動車検査登録事務所 奄美 050-5540-2090

沖
縄

沖縄総合事務局陸運事務所 沖縄 050-5540-2091
宮古運輸事務所 沖縄 050-5540-2092
八重山運輸事務所 沖縄 050-5540-2093

軽自動車検査協会事務所 プレート表示 電 話 番 号
( コールセンター )

札幌主管事務所 札幌 050-3816-1763
函館事務所 函館 050-3816-1764
旭川事務所 旭川 050-3816-1765
室蘭事務所 室蘭 050-3816-1766
釧路事務所 釧路 050-3816-1767
帯広事務所 帯広 050-3816-1768
北見事務所 北見 050-3816-1769
青森事務所 青森 050-3816-1831
青森事務所八戸支所 八戸 050-3816-1832
岩手事務所 岩手・盛岡・平泉 050-3816-1833
宮城主管事務所 宮城・仙台 050-3816-1830
秋田事務所 秋田 050-3816-1834
山形事務所 山形 050-3816-1835
山形事務所 庄内支所 庄内 050-3816-1836
福島事務所 福島・会津・郡山 050-3816-1837
福島事務所 いわき支所 いわき 050-3816-1838
茨城事務所 水戸 050-3816-3105
茨城事務所 土浦支所 土浦・つくば 050-3816-3106
栃木事務所 宇都宮・那須 050-3816-3107
栃木事務所 佐野支所 とちぎ 050-3816-3108
群馬事務所 群馬・高崎・前橋 050-3816-3109
千葉事務所 千葉・成田 050-3816-3114
千葉事務所 野田支所 野田・柏 050-3816-3117
千葉事務所 習志野支所 習志野 050-3816-3115
千葉事務所 袖ヶ浦支所 袖ヶ浦 050-3816-3116
埼玉事務所 大宮・川口 050-3816-3110
埼玉事務所 熊谷支所 熊谷 050-3816-3112
埼玉事務所 春日部支所 春日部・越谷 050-3816-3113
埼玉事務所 所沢支所 所沢・川越 050-3816-3111
東京主管事務所 品川・世田谷 050-3816-3100
東京主管事務所 足立支所 足立 050-3816-3102
東京主管事務所 練馬支所 練馬・杉並 050-3816-3101
東京主管事務所 多摩支所 多摩 050-3816-3104
東京主管事務所 八王子支所 八王子 050-3816-3103

神奈川事務所 横浜・川崎 050-3816-3118

神奈川事務所 相模支所 相模 050-3816-3120
神奈川事務所 湘南支所 湘南 050-3816-3119
山梨事務所 山梨・富士山 050-3816-3121
新潟主管事務所 新潟 050-3816-1850
新潟主管事務所 長岡支所 長岡 050-3816-1851
長野事務所 長野 050-3816-1854
長野事務所 松本支所 松本・諏訪 050-3816-1855
富山事務所 富山 050-3816-1852
石川事務所 石川・金沢 050-3816-1853
愛知主管事務所 名古屋 050-3816-1770
愛知主管事務所 三河支所 三河・岡崎・豊田 050-3816-1772
愛知主管事務所 小牧支所 尾張小牧・一宮・春日井 050-3816-1773
愛知主管事務所 豊橋支所 豊橋 050-3816-1771
静岡事務所 静岡 050-3816-1776
静岡事務所 沼津支所 沼津・伊豆・富士山 050-3816-1778
静岡事務所 浜松支所 浜松 050-3816-1777

岐阜事務所 岐阜・飛騨 050-3816-1775

三重事務所 三重・鈴鹿 050-3816-1779
福井事務所 福井 050-3816-1774
大阪主管事務所 高槻支所 大阪 050-3816-1841
大阪主管事務所 なにわ 050-3816-1840
大阪主管事務所 和泉支所 和泉・堺 050-3816-1842
京都事務所 京都 050-3816-1844
奈良事務所 奈良 050-3816-1845
滋賀事務所 滋賀 050-3816-1843
和歌山事務所 和歌山 050-3816-1846
兵庫事務所 神戸 050-3816-1847
兵庫事務所 姫路支所 姫路 050-3816-1848
広島主管事務所 広島 050-3816-3080
広島主管事務所 福山支所 福山 050-3816-3081
鳥取事務所 鳥取 050-3816-3082
島根事務所 島根 050-3816-3083
岡山事務所 岡山・倉敷 050-3816-3084
山口事務所 山口・下関 050-3816-3085
徳島事務所 徳島 050-3816-3123
香川主管事務所 香川 050-3816-3122
愛媛事務所 愛媛 050-3816-3124
高知事務所 高知 050-3816-3125
福岡主管事務所 福岡 050-3816-1750
福岡主管事務所 北九州支所 北九州 050-3816-1751
福岡主管事務所 筑豊支所 筑豊 050-3816-1753
福岡主管事務所 久留米支所 久留米 050-3816-1752
佐賀事務所 佐賀 050-3816-1754
長崎事務所 長崎 050-3816-1755
長崎事務所 佐世保支所 佐世保 050-3816-1756
長崎事務所 厳原分室 長崎 050-3816-1757
熊本事務所 熊本 050-3816-1758
大分事務所 大分 050-3816-1759
宮崎事務所 宮崎 050-3816-1760
鹿児島事務所 鹿児島 050-3816-1761
鹿児島事務所 奄美分室 奄美 050-3816-1762
沖縄事務所 沖縄 050-3816-3126
沖縄事務所 宮古分室 沖縄 050-3816-3127
沖縄事務所 八重山分室 沖縄 050-3816-3128

軽
自
動
車
（
二
輪
を
除
く
）　
※
原
付
は
除
く

普
通
自
動
車
・
小
型
自
動
車
・
小
型
二
輪
自
動
車
・
軽
二
輪
自
動
車
・
大
型
特
殊
自
動
車
　
※
原
付
は
除
く

（平成28年2月1日現在）


