
中部・
近畿エリア
（11）

静岡スバル自動車（株） 静岡県 石田進一 12

東海地区

○ 名古屋スバル自動車（株） ○ 愛知県 小笠原巧 21

岐阜スバル自動車（株） ○ 岐阜県 沼　耕一 8

三重スバル自動車（株） ○ 三重県 谷内田雅人 7

スバル東愛知販売（株） 愛知県 西川康夫 3

福井南スバル自動車（株） 福井県 岡田　智 1

奈良スバル自動車（株） 奈良県 高木信一 5

近畿地区

○ 大阪スバル（株） ○ 大阪府 山本本山 25

京都スバル自動車（株） ○ 京都府 阿部欣也 7

滋賀スバル自動車（株） ○ 滋賀県 井上哲夫 7

兵庫スバル自動車（株） ○ 兵庫県 工藤雅道 18

中国・四国・	
九州エリア
（12）

中国・四国地区

○ 広島スバル（株） ○ 広島県 石川　篤 9

山陰スバル（株） ○ 鳥取県 石原　亘 6

岡山スバル自動車（株） ○ 岡山県 畑　定行 7

山口スバル（株） ○ 山口県 小林研一 6

東四国スバル（株） ○ 香川県 藤田博巳 7

四国スバル（株） ○ 愛媛県 森田　司 7

九州地区

○ 福岡スバル（株） ○ 福岡県 山野達也 16

西九州スバル（株） ○ 長崎県 藤井謙一 6

熊本スバル自動車（株） ○ 熊本県 松本哲也 8

大分スバル自動車（株） ○ 大分県 杉原俊樹 5

南九州スバル（株） ○ 鹿児島県 長谷川謙一 10

沖縄スバル（株） ○ 沖縄県 岡﨑浩一 3

合計 6 44 33 － － 443

販売店一覧（国内）

エリア 地区 統括	
会社 特約店名 連結	

子会社 所在地 代表取締役社長 新車	
拠点数

北海道	
東北エリア
（9）

釧路スバル自動車（株） 北海道 上原　博 1

帯広スバル自動車（株） 北海道 石原　隆 1

北海道スバル（株） ○ 北海道 竹中智雄 19

東北地区

○ 宮城スバル自動車（株） ○ 宮城県 坂本和人 11

青森スバル自動車（株） ○ 青森県 森　延廣 6

岩手スバル自動車（株） ○ 岩手県 渡辺康夫 9

秋田スバル自動車（株） ○ 秋田県 三井高春 6

山形スバル（株） ○ 山形県 伊藤信介 5

福島スバル自動車（株） ○ 福島県 内田良一 11

関東・	
北信越エリア
（12）

北信越地区

○ 新潟スバル自動車（株） ○ 新潟県 太田士郎 11

スバル信州（株） ○ 長野県 川田雅夫 10

北陸スバル自動車（株） ○ 石川県 上野　修 12

南信スバル（株） 長野県 柴田洋忠 1

富士スバル（株） 群馬県 宮田　亘 17

栃木スバル自動車（株） 栃木県 小平和正 12

茨城スバル自動車（株） 茨城県 大槻直樹 10

埼玉スバル（株） 埼玉県 吉澤　裕 16

神奈川スバル（株） ○ 神奈川県 鈴木泰介 26

千葉スバル（株） ○ 千葉県 中村亜人 20

東京・山梨
東京スバル（株） ○ 東京都 栗原宏樹 32

山梨スバル自動車（株） ○ 山梨県 熊田博彦 3

（2020年4月1日時点）

エリア 地区 統括	
会社 特約店名 連結	

子会社 所在地 代表取締役社長 新車	
拠点数
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