
軽自動車をお持ちの方のために！

手続きのご案内
各種申請書の記入例

名義変更、住所変更または廃車などの手続きは、お早めに！

●手続きの準備をする前に、必ずお手持ちの自動車検査証を確認してください。

健全な車社会と快適なカーライフを

◎軽自動車検査協会
http：／／www．keikenkyo．or．jp／
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一般注意事項

1．申請書（OCRシート）の取扱い

申請書（OCRシート）はコンピュータで読取りますので、折り曲げたり汚損等
しないでください。

また、記入欄以外や裏面には記入しないでください。

2．記載方法等

（1）記載用具
HB程度の鉛筆、シャープペンシルで、芯の太さが0．5mm程度の黒色を使用

してください。

（2）記載文字等
OCRシートに記入する文字等は漢字、平仮名、カタカナ、アラビア数字、口t
マ字および記号とし、次の方法により記入してください。

・漢字

所定の記載枠内に槽書で、大きく、明確に記入してください。

・その他の文字

下記の表を参考に所定の記載枠内に槽書で、大きく、明瞭に記入してください。

・訂正

誤記した場合は消しゴムできれいに消してから訂正してください。

OC R標準文字一覧表

画房田園擬回斑直属出　回揖匝］回瓦回回回国包
回星団回凰寓瓦日怒善　政臼瓦瓦瓦回回頭瓦芯
瓦∃回回匡江圧ヨE≡］田洋1回：机」出し三二珊左往司
域固坦転回回　回　某　日塩屋耳回回　冨　包
同『［前車伍国　　　漸　F「可同二甘輔可　　　同

封　　　　　　　　　　　固

3．アラビア数字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．0－マ字

回口回回画回回回瓦凹　虹回回寓回回瓦宜回田

匝］口授EI区悟］巨］［ヨロ［］

Ⅲm

区旧回回回封回匝］巨］巨］
匝］回回［重圧］匡］

！



自動車の使用者の氏名、住所など自動車検査証の記載内容に変更があった場合は、その自動車の

使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で、次の手続きを行ってください。

◆必要な書類などは、次のとおりです。

1．使用者または所有者が変更になった場合

1 �自動車検査証記入申請書 （OCRシート） �新しい使用者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者 
印）または署名が必要です。 

新・旧所有者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者 
軽第1号様式または軽専用第1号様式 �印）が必要です。 

2 �自動車検査証（車検証） � 

3 �使用者の住所を証する書面 �住民票、印鑑証明書などで発行日から3カ月以内のものが必要です。 

4 �自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 � 

5 �車両番号標（ナンバープレート） �同じ管轄であれば変更する必要がありません。 

6 �軽自動車税申告書・ 自動車取得税申告書 �隣接する関係団体に用意してあります。また、自動車取得税 申告書は必要ない場合がありますので、詳しくは関係団体の 

窓口等にお問い合わせください。 

2．引越しなどにより使用者の住所が変更になった場合

1 �自動車検査証記入申請書 （OCRシート） �使用者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者印）また 
は署名が必要です。 

使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印（個人の場合 
軽第1号様式または軽専用第1号様式 �は認印、法人の場合は代表者印）も必要となります。 

2 �自動車検査証（車検証） � 

3 �使用者の住所を証する書面 �住民票、印鑑証明書などで発行日から3カ月以内のものが必要です。 

4 �自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 � 

5 �車両番号標（ナンバープレート） �同じ管轄であれば変更する必要がありません。 

6 �軽自動車税申告書 �隣接する関係団体に用意してあります。 

※申請は、変更後の使用の本拠の位置を管轄する事務所または支所にお願いします。

◆手数料（平成23年1月現在）

自動車検査証記入申請手数料……………無料

※車両番号の変更を伴う場合は、ナンバープレート代が必要となります。

※使用者の変更（売買による名義変更）の場合は、自動車取得税が必要となる場合があります。

※申請書（OCRシート）については別途有料にて用意していただく必要があります。

詳しくは申請される事務所または支所にお問い合わせください。



●使用者または所有者が変更になった場合

●引越しなどにより使用者の住所が変更になった場合

※各欄を左詰めで記入してください。

※OCR読取箇所（下記の□□部分）の記入は、申請事項を「漢字・ひらがな・カタカナ・数字・

ローマ字および記号」により、鉛筆などを用いて明確に記入してください。

また、申請者の欄はボールペンなどで記入してください。

日■



継続検査を申請する場合（自動車検査証の有効期間満了後も引き続き、その軽自動車を使用する時）

は、最寄りの軽自動車検査協会に自動車を持込み、検査を受けてください。

なお、保安基準適合証の提出がある場合は、自動車を持込む必要はありません。

※持込検査を受ける際は、予約が必要となります。

巻末の検査予約TELか以下のアドレスから予約をしてから来所してください。　　　回

PC http：／／www．kei－yOyaku．jp／携帯　http：／／mobile．kei－yOyaku．jp／

◆必要な書類などは、次のとおりです。

1 �継続検査申請書（OCRシート） �使用者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者印） 
軽第3号様式または軽専用第2号様式 �または署名が必要です。 

2 �自動車検査証（車検証）または限定自動車検査証 � 

3 �自動車損害賠償責任保険（共済）証明書 �更新された有効期間の満了する日までの期間の全部を重複するものが必要です。 

4 �点検整備記録簿 � 

5 �軽自動車税納税証明書 � 

6 �軽自動車検査票 �当協会に用意してあります。 

7 �自動車重量税納付書 � 

8 �保安基準適合証 �指定自動車整備事業者から交付を受けた場合必要です。 

◆手数料（平成23年1月現在）

保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証の提出 �1両につき　1，100円 
および限定保安基準適合証の提出がある自動車 

限定自動車検査証の提出がある自動車（限定保安基準適合証の提出がない自動車） �1両につき　1，200円 

その他の自動車 �1両につき　1，400円 

◆重量税額（平成23年1月現在）

エコカー減免適用 �l　　エコカー減免適用なし 

自家用 �免税 �75％減 �50％減 �次世代 �減免なし �18年経過 
免税 �1，900 �3，800 �5，000 �7，600 �8，800 

事業用 �免税 �75％減 �50％減 �次世代 �減免なし �18年経過 
免税 �1，300 �2，700 �5，000 �5，400 �5，600 

詳しくは受検する事務所または支所にお問い合わせください。

自動車重量税納付書　車検証の氏名または名称および 　　　　　住所を記入 

申請年月日を記入　　細事重量税齢書（模査対象軽白銅）⊥…＿＿＿＿ 

l疋象Z∋年‘月日■軒別ユ出も熱1　窮≠ケ大▲ ���l � 

ー【Hf萌す釘叶9番住所更資産ン者・フ霊‘→＿ち＿7 売笑証の該当桝一望警！‡自閉‾雫芦空軍当∈ ���I J ヽ ノ 

該当する方へ「イ」を　　　印紙税頗 記入 �を記入 

尿lq薫」＿L絞 L竺⊥む空言　く鴫想定 　　　ヽ／i 

′■‾・‾‾‾‾‾‾‾‾ヽ lJ三二ワニこごごごJ 

軽自動車検査票（持込検査に必要です）

量★糾 尖十 β 桓 巨 一転 巨 � ����� ��t■‾■－－－　T 

曾蜃 i十 �≒童蔓：だ・：壬 ㌫‡真書こ1，：… �三巨彗　　　　盲　．．「 �����纂議、 �t　　■l 

■一・▼－・－・－－・－一一・－－ �匡諒「【▼－‾▼【▼【▼－】一一‾「 �「“一㌻【　▼1 ����や＋十 � 
－＝七三． ‘∴∵∴：‥こす �雲賢妻蓋土」 � ���� �トー1 

】 1 

■－ �� 

暦塾彗 匡吏王室三〇空き還：∴：j ��書誌≡三二亘コ亡三三二二二∃ 妄賢言ゴ六二諾1 m �娼三宅宇票 ．橿芦∃ ���朝一■ 帆羞車検証の該当欄から ≡ヨ記入 ；・口－－「 

壬 � 

蔓 � �舞狂＝≡三二・こ三三：： � � ��� �■●■‡ � 

惑 �＝整蒙 ・巨鷲鼻検者または事業者の氏名 ����こは甘‾】蓑▲‾‾ 
墓㌻肌i　又 ������� �●　●●●　～ 

ト丁 �X名称、連絡先を記入 �����も　検査車両の走行距離を 
●‾＝tHT　　　、十桝　　　　　↓ ����■　－■＿－－▼l ��：ご記入 ：■※100km未満切捨て 

†■▼ 董 ‡ 享 �� �� 

I音拍動卓匝熟綿ざ怠今エ 暮【｛鋸1けちキーうら碓 

l 



●自動車検査証の有効期間満了後も引き続き、その軽自動車を使用する場合

※各欄を左詰めで記入してください。

※OCR読取箇所（下記の□□部分）の記入は、申請事項を「漢字・ひらがな・カタカナ・数字・

ローマ字および記号」により、鉛筆などを用いて明確に記入してください。

また、申請者の欄はボールペンなどで記入してください。

（D車両番号

車検証の車両番号を

記入

（彰車台番号

車検証の車台番号の

下7桁を記入

ヨ

軽専用霧2号様式　■璽
r∵◎処腰－「頂転落＝「ふ叫」－画廊外勤角藤頭

声号或詳㌫⊂‖］　妻一一

置転≡扇妄‾表
空竺二二哀蔽惑商議三二二二」

AB3－正三互生卓【頁頂

孝吉撃肇三唱コ】ザ

申請者（使用者汀‾‾‾一一●●‾●‾●‾－‾‾‾‾l

氏名又は竿　海路朗で　：

餅　…鮎卯適正渡鳥亨＿手・7

受魂動産噴泉解離を鵡匪

使用者の押印（個人の場合は認印、 

法人の場合は代表者印）または署 

名が必要 

軽自動寧検査場金　殿

平成～享年l　月　5日

虜



●自動車検査証（車検証）の再交付

自動車検査証を紛失、き損などにより再交付を受ける場合は、使用の本拠の位置を管轄する事務所

または支所に申請してください。

●検査標章（ステッカー）の再交付

フロントガラスの破損等により検査標章の再交付を受ける場合は、最寄りの事務所または支所に

申請してください。

◆必要な書類などは、次のとおりです。

1．自動車検査証の再交付を受ける場合

1 �自動車検査証再交付申請書 �使用者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者印） 
（OCRシート）軽第3号様式 �または署名が必要です。 

2 �自動車検査証（車検証） �紛失した場合を除き提出してください。 

2．検査標章（ステッカー）の再交付を受ける場合

1 �検査標章再交付申請書 �使用者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者印） 
（OCRシート）軽第3号様式 �または署名が必要です。 

2 �自動車検査証（車検証） � 

◆手数料（平成23年1月現在）

自動車検査証再交付申請手数料…・ �…1両につき �300円 

検査標章再交付申請手数料……… �…1両につき �300円 

詳しくは申請される事務所または支所にお問い合わせください。

※各欄を左詰めで記入してください。

※OCR読取箇所（下記の□□部分）の記入は、申請事項を「漢字・ひらがな・カタカナ・数字・

ローマ字および記号」により、鉛筆などを用いて明確に記入してください。

また、申請者の欄はボールペンなどで記入してください。

（D車両番号 車検証の車両番号を記入 �壷岩野等撃蔓琴買自動車検査証再交付欄にノを記入 1 　　　　　　去声 
（…菜‡…書芸賢軍等準芸；信［二に �立耳と詣薫 －．】・一一㌔bkぺ一三｝ふん」Lwいよー〟、－　∃≧ �� � 

にiに　べ‾‾‾‾‾∫‾‾‾ご‾‾‾正二に「TT二二二二二二二誉‾‾‾こユニ二二二※二∴に○；〇二一一∴∴－ ���� 

車検証に記載されている使用者の氏名また は名称および住所を記入 �簡　帽年月日を記入 

申請者（使用者）が法人の場合は、代表者の �使用者の押印（個人の場合は認印、法人の場合 
氏名まで記入 �は代表者印）または署名が必要 

女イ寸又は　　　象 �� 

；鮨如た射 ���� 

1‾‾‾‾●－ 

粁l再交付を受ける理由を 

記入 

■ 



自動車の使用を一時中止する場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で、次の手続き

をしてください。

◆必要な書類などは、次のとおりです。

1 �自動車検査証返納証明書交付申請書・ �使用者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者印） 自動車検査証返納届出書 （OCRシート）軽第4号様式 �または署名が必要です。 

2 �自動車検査証（車検証） � 

3 �車両番号標（ナンバープレート） � 

4 �軽自動車税申告書 �隣接する関係団体に用意してあります。 

◆手数料（平成23年1月現在）

自動車検査証返納証明書交付申請手数料……1両につき350円

※自動車検査証返納証明書は、後日交付および再交付ができませんので大切に保管してください。

詳しくは申請される事務所または支所にお問い合わせください。

※各欄を左詰めで記入してください。

※OCR読取箇所（下記の□□部分）の記入は、申請事項を「漢字・ひらがな・カタカナ・数字・

ローマ字および記号」により、鉛筆などを用いて明確に記入してください。

また、中東者の欄はボールペンなどで記入してください。

邑払車検査証返納証明義交付申闊暮　邑動季検査旺返納届出暮　　　　　　　　軌4号棍J

さ率汚機警：霊夢凝対

空　ユ＝　氾

580－あ牛8小石 V　25隼587

（む車台番号

車検証の車台番号の下7桁を

記入

『

（D車両番号

車検証の車両番号を

記入

諾責密議霜●●●…●●、
．　　　　　：⑥

餅；綿即新鶴絢偽ち一打パ

使用者の押印（個人の場合は 認印、法人の場合は代表者印） 

または署名が必要 

墾艶煉相　　室 �車検証の使用者・所有者の 氏名または名称および住所 を記入 
l 餅：姉御勧廉直和郎－2一り 

琵斎…㌫ニ孟司
、＿＿＿＿＿＿●＿＿＿●●ノ

該当する方へ「／」を

記入



平成17年1月から、使用済自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体された場合に、解体

の届出が必要です。（被けん引車であるトレーラは除く。）

自動車を解体（スクラップ）した場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で、

次の手続きをしてください。

なお、既に一時中止の手続きを行い、その後、当該自動車を解体し、解体の届出をする場合は、

最寄りの軽自動車検査協会で手続きができます。

◆必要な書類などは、次のとおりです。

1．解体届出

1 �解体届出書（OCRシート） �使用者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者印） 

または署名が必要です。 

所有者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者印） 

が必要です。 
軽第4号様式の3 �自動車を引き渡した際、取引業者から交付される「使用済 

自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号 

（移動報告番号）の記入が必要です。 

2 �自動車検査証（車検証） �一時使用中止の手続きを行っている自動車を除く。 

3 �車両番号標（ナンバープレート） �一時使用中止の手続きを行っている自動車を除く。 

4 �軽自動車税申告書 �隣接する関係団体に用意してあります。 

※使用済自動車を引き取った事業者（引取業者）から解体が完了した旨（解体報告）の連絡がなされ

た自動車のみ手続きができます。

※自動車リサイクル法に基づき適正に解体された使用済自動車で、解体届出と同時に重量税還付

申請が行われ車検残存期間が1カ月以上ある場合には、車検残存期間に相当する自動車重量税

が還付されます。

なお、自動車重量税の還付申請には、振込先口座等の記載が必要になります。

◆手数料（平成23年1月現在）

解体届出（重量税還付申請）……………無料

詳しくは申請される事務所または支所にお問い合わせください。



※各欄を左詰めで記入してください。

※OCR読取箇所（下記の□□部分）の記入は、申請事項を「漢字・ひらがな・カタカナ・数字・

ローマ字および記号」により、鉛筆などを用いて明確に記入してください。

また、申請者の欄はボールペンなどで記入してください。

自動車検査証返納届出書に

「ノ」を記入

（釘車台番号

車検証の車台番号の下7桁を記入

（D車両番号

車検証の車両番号を

記入

㊧移動報告番号
リサイクル券の「使用済自動車取引証明書」に記載

されている移動報告番号を記入

解体届出雷　暮量税遺付申鶉雷 軽暮4号蜘3■

0080

個人の場合は「1」を
記入 ●

I160　0023
■■　－．■■■　■■　－1－　－　●　●　－l－

寧＼乙

都．新・指

㊨～⑯所有者名等
所有者の氏名または
名称を記入
（氏と名、法人格と法人名の
間は1マスあけて記入
してください）

㊨～㊧金融機関等 
還付金額の振込先の金融機関名等を記入 

この欄は、代理人が還付金を受領する場合、記入してください。 
その場合、下欄の代理受領者欄の記名と必ず使用済自動車の 
所有者が自署及び押印した委任状の提出が必要となります。 
また、振込先口座は、代理受領者名義の口座となります。 

品1「‾】　「‾‾

←　　　一

葡う場合に記凡が必要はなります∴■琵
主碑講を行わない場合は記入不要です。■疑

還付金を所有者本人が受け取る場合は
「1」を記入

恥・／水間）

車重メ真水帥 竃芦芽餅長方帥

■柵鮒響された棚8
1▼■22ヰl　月Z拍

1■－

∠－

t■－

～J－

J■■■

≒　■lll■

ご一一

t白■事横暮綴1■‾tご＿

所有者の押印（個人の

場合は認印、法人の場

合l封七表者印）が必要

場合は認印、法人の場

合は代表者印）または

署名が必要

左欄に所有者氏名または名称および住所、右欄

に使用者氏名または名称および住所を記入して

ください。法人の場合は代表者名も記入してくだ

さい。

※記入に際しては、所有者、使用者の記入欄に、

ご注意願います。

この部分の記入はボールペンなどにより記入

してください。

解体報告記録が

なされた日を記入
申請年月日を記入

代理人が還付申請手続きを行う場合、記名押印をして
ください。

その場合、別途、申請依頼書の提出が必要となります。

代理人が還付金を受領する場合、記名してください。
その場合、必ず使用済自動車の所有者が自署及び押
印した委任状の提出が必要となります。

日■



事務所名 �事務所TEL �検査予約TEL 

札幌主管事務所 �011－763－0996 �050－3101－9113 

函館事務所 �0138－48－2500 �050－3101－9114 

旭川事務所 �0166－52－3762 �050－3101－9115 

室蘭事務所 �0143－46－1557 �050－3101－9116 

釧路事務所 �0154－51－0881 �050－3101－9117 

帯広事務所 �0155－33－3999 �050－3101－9118 

北見事務所 �0157－24－1419 �050－3101－9119 

宮城主管事務所 �022－284－1368 �050－3101－9120 

青森事務所 �017－739－6568 �050－3101－9121 

青森事務所八戸支所 �0178－21－2135 �050－3101－9122 

岩手事務所 �019－639－8011 �050－3101－9123 

秋田事務所 �018－862－3270 �050－3101－9124 

山形事務所 �023－686－6080 �050－3101－9125 

山形事務所庄内支所 �0235－68－1350 �050－3101－9126 

福島事務所 �024－546－3222 �050－3101－9127 

福島事務所いわき支所 �0246－44－4660 �050－3101－9128 

東京主管事務所 �03－3472－1561 �050－3101－9129 

東京主管事務所足立支所 �03－3897－5675 �050－3101－9130 

東京主管事務所八王子支所 �042－557－6262 �050－3101－9131 

東京主管事務所多摩支所 �042－358－1411 �050－3101－9132 

茨城事務所 �029－293－9989 �050－3101－9133 

茨城事務所土浦支所 �029－843－3535 �050－3101－9134 

栃木事務所 �028－645－5161 �050－3101－9135 

栃木事務所佐野支所 �0283－20－6116 �050－3101－9136 

群馬事務所 �027－261－4621 �050－3101－9137 

埼玉事務所 �048⊥725－2626㌔ �050－3101－9138 

埼玉事務所所沢支所 �049－258－8011 �050－3101－9139 

埼玉事務所熊谷支所 �048－574－1662 �050－3101－9140 

千葉事務所 �043－245－0163 �050－3101－9141 

千葉事務所習志野支所 �047－461－6600 �050－3101T9142 

千葉事務所袖ヶ浦支所 �0438－63－2844 �050－3101－9143 

千葉事務所野田支所 �04－7120－2020 �050－3101－9144 

神奈川事務所 �045－938－7752 �050－3101－9145 

神奈川事務所湘南支所 �0463－54－8825 �050－3101－9146 

神奈川事務所相模支所 �046－284－4550 �050－3101－9147 

山梨事務所 �055－262－7269 �050－3101－9148 

新潟主管事務所 �025－275－5845 �050－3101－9149 

新潟主管事務所長岡支所 �0258－22－0555 �050－3101－9150 

富山事務所 �076－423－8472 �050－3101－9151 

石川事務所 �076－269－4747 �050－3101－9152 

長野事務所 �026－244－4563 �050－3101－9153 

長野事務所松本支所 �0263－58－4055 �050－3101－9154 

※事務所等の所在地についてはホームページ等でご確認ください。 

http：／／www．keikenky0．0r．jp／ 

ください。坪成23年1月現在

事務所名 �卓務所TEL �検査予約TEL 

愛知主管事務所 �052－833－3551 �050－3101－9155 

愛知主管事務所豊橋支所 �0532－34－3311 �050－3101－9156 

愛知主管事務所三河支所 �0564－53－5144 �050－3101－9157 

愛知主管事務所小牧支所 �0568－75－3464 �050－3101－9158 

福井事務所 �0776－38－1509 �050－3101－9159 

岐阜事務所 �058－279－1134 �050－3101－9160 

静岡事務所 �054－262－0540 �050－3101－9161 

静岡事務所浜松支所 �053－435－3945 �050－3101－9162 

静岡事務所沼津支所 �055－988－3847 �050－3101－9163 

三重事務所 �059－234－8431 �050－3101－9164 

大阪主管事務所 �06－6612－1565 �050－3101－9165 

大阪主管事務所高槻支所 �072－661－5877 �050－3101－9166 

大阪主管事務所和泉支所 �072－273－1561 �050－3101－9167 

滋賀事務所 �077－585－7103 �050－3101－9168 

京都事務所 �075－671－0928 �050－3101－9169 

奈良事務所 �0743－58－3018 �050－3101－9170 

和歌山事務所 �073－433－4655 �050－3101－9171 

兵庫事務所 �078－927－3648 �050－3101－9172 

兵庫事務所姫路支所 �079－231－4101 �050－3101－9173 

広島主管事務所 �082－503－8475 �050－3101－9174 

広島主管事務所福山支所 �084－934－4887 �050－3101－9175 

鳥取事務所 �0857－28－7001 �050－3101－9176 

島根事務所 �0852－37－0539 �050－3101－9177 

岡山事務所 �086－245－3600 �050－3101－9178 

山口事務所 �083－924－0542 �050－3101－9179 

香川主管事務所 �087－870－6676 �050－3101－9180 

徳島事務所 �088－641－4848 �050－3101－9181 

愛媛事務所 �089－975－6730 �050－3101－9182 

高知事務所 �088－842－5734 �050－3101－9183 

福岡主管事務所 �092－641－8926 �050－3101－9184 

福岡主管事務所北九州支所 �093－474－3301 �050－3101－9185 

福岡主管事務所久留米支所 �0942－21－5680 �050－3101－9186 

福岡主管事務所筑豊支所 �0948－82－3508 �050－3101－9187 

佐賀事務所 �0952－30－4078 �050－3101－9188 

長崎事務所 �095－839－1900 �050－3101－9189 

長崎事務所佐世保支所 �0956－32－5865 �050－3101－9190 

長崎事務所厳原分室 �0920－52－3587 �050－3101－9191 

熊本事務所 �096－369－5979 �050－3101－9192 

大分事務所 �097－523－0646 �050－3101－9193 

宮崎事務所 �0985－51－3050 �050－3101－9194 

鹿児島事務所 �099－262－0606 �050－3101－9195 

鹿児島事務所大島分室 �0997－53－2808 �050－3101－9196 

沖縄事務所 �098－877－6879 �050－3101－9197 

沖縄事務所宮古分室 �0980－74－3507 �050－3101－9198 

沖縄事務所八重山分室 �0980－84－3233 �050－3101－9199 

※予約はこちらから 匡司http＝／／www．kei・yOyaku． ∠＝＝＝＝＝＼ �jp／ �芭htt。＝〝mob〒・ �e．ke �i－yOyaku，jp／ �H 


