
認定番号 営業の拠点 運転代行名

5 福井市 （有）運転代行マナー

15 越前市 ヒノ運転代行

17 大野市 (有)シャーク運転代行サービス

19 福井市 ドライバー福井

25 大野市 サービス運転代行

37 越前町 ニュー朝日代行運転商会

48 あわら市 ケンゾーサービス

49 坂井市 CORUM

51 敦賀市 ハッピー代行

58 大野市 プロ運転代行

59 福井市 とよしま運転代行

63 越前町 越前代行

73 大野市 スター運転代行

77 福井市 アポロ運転代行

82 鯖江市 シオン運転代行

87 福井市 サンライフ代行

99 福井市 DAIKO西武

100 おおい町 おおい代行

105 福井市 ふる里運転代行

124 あわら市 クラブ運転代行

147 あわら市 フェニックス代行

148 福井市 福井代行

150 坂井市 SS代行

152 敦賀市 （有）スマイル代行

161 小浜市 あおと運転代行

162 福井市 古ちゃん代行

170 敦賀市 (株)運転たくみ

177 越前市 椿運転代行

185 越前市 代行ツバメ

187 あわら市 ほり運転代行

認定自動車運転代行業者（認定番号順）

１１４業者（令和５年５月１日現在）



195 福井市 和代行

197 坂井市 あわらゼブラ運転代行

202 福井市 チェリー運転代行

209 高浜町 ミスター運転代行

211 鯖江市 無限運転代行

214 福井市 ラッキー運転代行

219 大野市 Ｋ－Ⅱ運転代行

220 越前市 ヤシロ代行

221 福井市 アリス運転代行

224 坂井市 ミラクル運転代行

228 越前市 SO-YA　Ⅶ　運転代行

232 美浜町 みつ星運転代行

234 鯖江市 ヒカリ運転代行サービス３

235 福井市 みなと運転代行

237 福井市 ホープ運転代行

251 あわら市 Y's company's

252 大野市 ワイズ代行

253 小浜市 TOWA

256 越前市 あわちゃん代行

257 敦賀市 ０３６代行

258 福井市 さくら運転代行

259 福井市 マルフク運転代行

265 福井市 FK代行

266 福井市 福井運転代行イエロー

267 勝山市 OSALU代行

268 福井市 キング運転代行

269 あわら市 ピース代行

277 坂井市 あおい代行

279 福井市 安全運転代行

280 敦賀市 レディース代行

284 越前市 しきぶ運転代行

286 越前市 Ｊ運転代行

289 福井市 アクト運転サービス

292 坂井市 はなまる代行

294 福井市 JOTO運転代行

295 小浜市 REINAN



297 勝山市 シャーク代行２

298 勝山市 シャーク代行３

300 鯖江市 ハートフル代行

302 福井市 ＳＡＫＡＥ代行

303 福井市 イーグル代行

305 鯖江市 アスカドライバーＳＳ

308 小浜市 (株)小浜運転代行

309 福井市 オーシャン運転代行福井

310 福井市 運転代行スリースター

315 坂井市 ＲＥＯＮ運転代行

316 福井市 山九代行

317 小浜市 (株)ＯＫ運転代行

319 越前市 エース代行

322 福井市 Ｍ-１代行

323 福井市 NFK運転代行

324 小浜市 REINANⅡ

325 大野市 代行かご屋

327 坂井市 鷹運転代行

328 坂井市 アミューズ代行

329 福井市 エンジェル運転代行

331 福井市 令和運転代行

333 越前市 ゼブラ運転代行アルファ

335 大野市 上庄代行

336 坂井市 K’s代行サービス

337 坂井市 Pretty代行

338 坂井市 まな運転代行

339 鯖江市 運転代行ネオセブン

341 坂井市 輝代行

342 福井市 アオ急代行

343 坂井市 BUTLER

344 越前市 RYO-MA運転代行

345 勝山市 Daifuku代行

346 福井市 はぴフル運転代行

347 敦賀市 利休運転代行社

348 越前市 タク代行

349 越前市 シーマ代行３



350 おおい町 若狭代行

351 福井市 春夏冬

352 福井市 運転代行GRACE

353 あわら市 あくあ運転代行

354 坂井市 セフティー運転代行

355 越前市 ゆき代行２

356 越前市 運転代行トキワ

357 福井市 ターキ運転代行

358 あわら市 ひとつ運転代行

359 福井市 リラックス

360 鯖江市 あかね運転代行

361 鯖江市 FT代行


