
［別紙２］

9月8日 (土) マイカー点検フェア2012イン札幌 アリオ札幌 札幌地方自動車整備振興会 【☎011-751-1411】

9月30日
10：00～14：00

(日) 2012クルマふれ愛感謝デー 函館運輸支局構内 函館地方自動車整備振興会 【☎0138-49-1411】

9月8日・9日 (土・日) 中古車フェア ＪＵ旭川オークションプラザ 旭川地方自動車整備振興会 【☎0166-51-2157】

9月9日
10：00～14：00

(日)
2012人と車のふれ愛フェスティバルinくし
ろ

釧路運輸支局構内 釧路地方自動車整備振興会 【☎0154-51-5216】

青森県
9月2日

10：00～14：00
(日) 自動車点検ふれあいフェスティバル2012 青森運輸支局構内 青森県自動車整備振興会 【☎017-739-1801】

岩手県
9月15日・16日
9：30～16：00

(土・日) IBCまつり 盛岡競馬場（盛岡市） 岩手県自動車整備振興会 【☎019-637-2882】

宮城県
9月15日

10：00～15：00
(土) 宮城バスまつり 勾当台公園（仙台市） 宮城県自動車整備振興会 【☎022-236-3322】

9月１日・２日 (土・日)
第１２回あきたエコ＆リサイクルフェス
ティバル

秋田市中通２丁目６－１

9月15日 (土) 横手市（ふるさと村駐車場）

9月29日 (土) 秋田市（秋田拠点センターアルヴェ）

神奈川県 9月29日・30日 (土・日) マイカーステーション２０１２ 新都市プラザ（横浜駅東口 そごう前） 神奈川県自動車整備振興会 【☎045-934-2311】

群馬県
9月１日

10：00～15：00
(土) 自動車点検整備推進デー(てんけんまつり) 群馬運輸支局構内 群馬県自動車整備振興会 【☎027-261-0221】

9月8日 (土) エスポット御殿場店

9月23日 (日)
焼津漁港市場新屋売場（オータムフェス
トinやいづ特設会場内）

9月30日 (日) リブロス笠井

9月15日・16日 (土・日)
マイカー点検キャンペーン
in道の駅「古今伝授の里やまと」

道の駅「古今伝授の里やまと」

9月22日ＡＭ (土)
マイカー点検キャンペーン
in道の駅「そばの里らっせいみさと」

道の駅「そばの里らっせいみさと」

9月22日ＰＭ (土)
マイカー点検キャンペーン
in道の駅「ラ・フォーレ福寿の里」

道の駅「ラ・フォーレ福寿の里」

9月23日 (日)
マイカー点検キャンペーン
in道の駅「花街道付知」

道の駅「花街道付知」

カネスエ 東員店

スーパーサンシ こもの繁盛店

イオンモール鈴鹿

亀山エコー

イオン津店

イオン久居店

松阪ショッピングセンター マーム

イオンララパークショッピングセンター

アピタ伊賀上野店

スーパーセンター オークワ名張店

主婦の店 せぎやま店

主婦の店 熊野店

9月16日 (日) 大東市民まつり 末広公園（大東市）

9月22日 (土)
２０１２おおさか交通安全ファミリーフェ
スティバル

浜寺公園（堺市西区）

滋賀県 9月1日 (土) 無料マイカー点検デイ 彦根ビバシティ 滋賀県自動車整備振興会 【☎077-585-2221】

9月1日 (土) マイカー点検イベント
朝来車検場（西牟婁郡上富田町朝来岩
崎）

9月15日 (土) マイカー点検まつり 御坊自動車会館（御坊市藤田町）

10月21日 (日) クルマジャンボリー 和歌山運輸支局構内（和歌山市湊）

広島県自動車整備商工組合テストセンター

広島県自動車整備商工組合福山支所
テストセンター

山口県 9月1日 (土) マイカーてんけん日 「サンパークあじす」（山口市阿知須） 山口県自動車整備振興会 【☎083-924-8123】

9月7日
11：00～12：00

(月) 点検整備促進キャンペーン 大川オアシス（さぬき市津田町）

9月22日
10：30～11：30

(土) 点検整備促進キャンペーン ゆめタウン高松（高松市三条町）

福岡県 9月下旬 マイカー無料点検 ゆめタウン遠賀 福岡県自動車整備振興会 【☎092-641-3171】

大分県 9月23日 (日) 第１１回自動車せいびフェスティバル 九州運輸局大分運輸支局 構内 大分県自動車整備振興会 【☎097-551-3311】

【☎054-263-0123】

香川県自動車整備振興会 【☎087-881-4321】

大阪府自動車整備振興会 【☎06-6613-1191】

【☎059-226-5215】

【☎058-279-3721】

香川県

広島県 9月1日 (土)

和歌山県

全国一斉マイカー点検日

9月1日 (土) マイカー無料点検コーナー

【☎082-231-9201】

和歌山県自動車整備振興会 【☎073-422-2466】

広島県自動車整備振興会

マイカーてんけん日フェア・点検教室

都道府県 開催予定日 問合せ

岐阜県

北海道

秋田県 【☎018-823-6546】秋田県自動車整備振興会

マイカー点検サービス２０１２

大阪府

会場名

岐阜県自動車整備振興会

静岡県自動車整備振興会

平成２４年度点検整備推進関係イベント開催予定【９月開催分】

三重県自動車整備振興会

※実施日・会場等は予告なく変更する場合がございます。
詳細につきましては自動車整備振興会にお問い合わせ下さい。

三重県

イベント名

静岡県



福島県
10月13日・14日
10：00～16：00

(土・日) くるまの点検フェア 福島スカイパーク（福島市） 福島県自動車整備振興会 【☎024-546-3451】

山形県
10月27日・28日
10：00～16：00

(土・日) マイカー点検フェスティバル２０１２ 山形ビッグウイング（山形市） 山形県自動車整備振興会 【☎023-686-4832】

10月14日 (日) セーフティーＣＡＲにばる２０１２ 石川県産業展示館3号館

10月14日 (日) 小松どんどんまつり 小松駅前（ＪＲ）特設ステージ

富山県 10月13日 (土) 第３０回自動車なんでも相談会 メルシー黒部ショッピングセンター 富山県自動車整備振興会 【☎076-425-0882】

埼玉県 10月20日 (土) 自動車点検まつり 熊谷自動車検査登録事務所 埼玉県自動車整備振興会 【☎048-624-1221】

10月6日・7日 (土・日) エコ・もりフェア２０１２ わくわくグランディ科学ランド

10月28日 (日) 第15回マイカービッグフェスティバル ろまんちっく村

岐阜県 10月6日 (土) マイカー点検キャンペーンinアピタ北方店 アピタ北方店 岐阜県自動車整備振興会 【☎058-279-3721】

大阪府 10月21日 (日) 大正区民まつり 千島公園（大阪市大正区） 大阪府自動車整備振興会 【☎06-6613-1191】

奈良県
10月28日

10：00～15：00
(日) 第４回ＡＵＴＯ ＦＥＳＴＡ ＩＮ なら

奈良運輸支局 構内駐車場
（大和郡山市額田部北町981-2）

奈良県自動車整備振興会 【☎0743-59-5050】

10月8日 (祝) 農林業祭 JA元気村

10月21日 (日) 無料マイカー点検デイ てんびんの里

10月28日 (日) 無料マイカー点検デイ ふれあい運動公園

10月28日 (日) 氏郷まつり 日野町役場

和歌山県 10月21日 (日) クルマジャンボリー 和歌山運輸支局構内（和歌山市湊） 和歌山県自動車整備振興会 【☎073-422-2466】

10月21日 (日) 第２５回ＧＯ！ＧＯ！Ｃａｒにばる 広島運輸支局構内

10月28日 (日) 第５回ＧＯ！ＧＯ！Ｃａｒにばるｉｎ福山
広島運輸支局
福山自動車検査登録事務所構内

岡山県 10月14日 (日)
２０１２ハートフルマイカーフェスティバ
ル

岡山運輸支局構内 岡山県自動車整備振興会 【☎086-272-5267】

10月4日
10：30～11：30

(木)
点検整備促進キャンペーン・マイカー無料
点検

スーパーセンター宇多津店（綾歌郡宇多
津町）

10月15日
10：30～11：30

(月) 点検整備促進キャンペーン ゆめタウン三豊（三豊市豊中町）

愛媛県 10月28日 (日) マイカー点検教室２０１２ 東予自動車会館 愛媛県自動車整備振興会 【☎089-956-2181】

10月中旬 ゆめタウン大川

10月中旬 みのしまゴルフクラブ

10月中旬 人の港太平楽

10月下旬 門司レトロ

10月下旬 ＤＳイズミうきは

熊本県 10月6日 (土) 第１３回自動車まつり 九州運輸局熊本運輸支局 熊本県自動車整備振興会 【☎096-369-1441】

香川県 香川県自動車整備振興会 【☎087-881-4321】

福岡県 マイカー無料点検 福岡県自動車整備振興会 【☎092-641-3171】

滋賀県 滋賀県自動車整備振興会 【☎077-585-2221】

広島県 広島県自動車整備振興会 【☎082-231-9201】

石川県 石川県自動車整備振興会 【☎076-291-2001】

栃木県 栃木県自動車整備振興会 【☎028-659-4370】

平成２４年度点検整備推進関係イベント開催予定【１０月開催分】
※実施日・会場等は予告なく変更する場合がございます。

詳細につきましては自動車整備振興会にお問い合わせ下さい。

都道府県 開催予定日 イベント名 会場名 問合せ


