
 

２０２１年１月３０日 

 

関係各位 

奈良トヨタグループ 

 

奈良トヨタ自動車株式会社 

トヨタカローラ奈良株式会社 

代表取締役社長 菊池 攻 

 

奈良トヨタグループ車両販売会社の合併に関するお知らせ 

 

 奈良トヨタグループの奈良トヨタ自動車株式会社（社長：菊池攻 以下、奈良トヨタ）と、トヨ

タカローラ奈良株式会社（社長：菊池攻 以下、カローラ奈良）は、2021年 4月 1日付で奈良トヨ

タを存続会社として合併することを正式に決定致しましたので、お知らせ致します。 

 

記 

 

１．合併の目的 

   トヨタ販売店の全車種併売化、少子高齢化による人口減少や CASE と言われる自動車の技術

革新の急速な進展などによる市場環境の変化等、自動車販売を取り巻く環境は急速に激しく変

化をしております。 

   そのような中、当グループにおきましても、お客様サービスの充実やお客様満足の向上など

に努めるとともに、働き方改革や業務効率化による生産性向上などで経営基盤の強化を図って

参りました。今後は更なる将来を見据え、グループ内車両販売会社を統合し、グループの経営

資源の有効活用により経営基盤を再強化すると同時に、県内広範をカバーする店舗網を構築し、

地域毎のニーズにあわせたきめ細かなお客様サービスを提供することが、環境変化の激しい時

代の中で生き残っていくには必要不可欠と考え、今回合併することに致しました。  

 

２．合併効力発生日 

   ２０２１年４月１日 

 

３．会社統合後の新会社の概要 

 合併後新会社 

商号 奈良トヨタ株式会社 

事業内容 自動車販売業 

設立年月 1942年 10月 

本社所在地 奈良市南京終町 2丁目 269番地 

代表者 代表取締役社長 菊池 攻 

資本金 8,000万円 

従業員数（2021年 4月時点見込） 550名 

店舗数（2021年 4月時点見込） トヨタ新車販売店 ２０ 

レクサス新車販売店 １ レクサス中古車販売店 1 

ＶＷ新車販売店   1  中古車販売店     3 

     



 

４．合併後の店舗について 

  合併後の本社・店舗体制については下記の通りとなっております。 

 
 

以 上 

 

本件に関するお問い合わせ 

奈良トヨタグループ 総務部  

TEL:0742-61-3301 

奈良トヨタ株式会社　　本社・店舗・拠点体制　一覧

【本社】    　〒630-8141　奈良市南京終町2丁目269番地　

本　社 電話番号 機　能 合併前の会社・店舗・拠点名

奈良本社 〒630-8141 奈良市南京終町2丁目269番地 0742-61-3301 総務部・中古車本部 各社　奈良本社

田原本本社 〒636-0226 磯城郡田原本町唐古296番地 0744-32-8001 営業本部・サービス本部 各社　田原本本社

【店舗】　

店　舗 電話番号 機　能 合併前の会社・店舗・拠点名

奈良店 〒630-8141 奈良市南京終町2丁目269番地 0742-61-3305 トヨタ新車・中古車販売、点検・修理 トヨタカローラ奈良　奈良店

JR奈良駅前店 〒630-8357 奈良市杉ヶ町30番地 0742-22-1151 トヨタ新車販売、点検・修理 奈良トヨタ自動車　奈良店

押熊店 〒631-0011 奈良市押熊町1445-4 0742-52-7301 トヨタ新車販売、点検・修理 奈良トヨタ自動車　押熊店

富雄店 〒631-0065 奈良市鳥見町1-1-12 0742-48-2201 トヨタ新車販売、点検・修理 トヨタカローラ奈良　富雄店

生駒店 〒630-0101 生駒市高山町8291-1 0743-78-3171 トヨタ新車販売、点検・修理 奈良トヨタ自動車　生駒店

生駒鹿畑店 〒630-0115 生駒市鹿畑町903-1 0743-78-1911 トヨタ新車販売、点検・修理 トヨタカローラ奈良　生駒店

東生駒店 〒630-0201 生駒市小明町2101-1 0743-73-8751 トヨタ新車販売、点検・修理 奈良トヨタ自動車　東生駒店

大和小泉店 〒639-1045 大和郡山市小林町西3-1-12 0743-56-2233 トヨタ新車販売、点検・修理 奈良トヨタ自動車　郡山店

郡山店 〒639-1123 大和郡山市筒井町1141-1 0743-56-3900 トヨタ新車販売、点検・修理 トヨタカローラ奈良　郡山店

西大和店 〒636-0154 生駒郡斑鳩町龍田西7-1-7 0745-74-2531 トヨタ新車販売、点検・修理 トヨタカローラ奈良　西大和店

田原本店 〒636-0226 磯城郡田原本町唐古296番地 0744-32-8007 トヨタ新車・中古車販売、点検・修理 奈良トヨタ自動車　田原本店

香芝店 〒639-0261 香芝市尼寺2-299 0745-78-5811 トヨタ新車販売、点検・修理 奈良トヨタ自動車　香芝店

五位堂店 〒639-0224 香芝市別所56-1 0745-76-1095 トヨタ新車販売、点検・修理 トヨタカローラ奈良　香芝店

桜井店 〒633-0072 桜井市箸中839-3 0744-42-9551 トヨタ新車販売、点検・修理 トヨタカローラ奈良　桜井店

モビリティガーデンLT橿原（橿原店） 〒634-0072 橿原市醍醐町348 0744-23-9261 トヨタ新車販売、点検・修理 奈良トヨタ自動車　橿原店

大和八木店 〒634-0006 橿原市新賀町136-1 0744-24-4030 トヨタ新車販売、点検・修理 トヨタカローラ奈良　橿原店

モビリティガーデンRT高田（高田店） 〒635-0026 大和高田市神楽67-1 0745-52-1151 トヨタ新車販売、点検・修理 奈良トヨタ自動車　高田店

葛城店 〒639-2102 葛城市東室93-3 0745-69-3751 トヨタ新車・中古車販売、点検・修理 トヨタカローラ奈良　葛城店

T＆Dパーク吉野（吉野店） 〒638-0812 吉野郡大淀町桧垣本1040 0747-52-8601 トヨタ車・ダイハツ車の新車販売・点検・修理 奈良トヨタ自動車　吉野店

五條店 〒637-0004 五條市今井5-5-1 0747-24-2571 トヨタ新車販売、点検・修理 トヨタカローラ奈良　五條店

U-carMax奈良八条店 〒630-8145 奈良市八条5-431-1 0742-30-0100 中古車販売 各社U-carMax奈良八条店（合同店舗）

田原本マイカーセンター 〒636-0226 磯城郡田原本町唐古296番地 0744-32-8033 中古車販売、トヨタ新車販売 奈良トヨタ自動車　田原本マイカーセンター

U-car葛城店 〒639-2102 葛城市東室93-4 0745-69-1550 中古車販売、トヨタ新車販売 トヨタカローラ奈良　U-car葛城店

レクサス奈良八条 〒630-8145 奈良市八条5-880 0742-30-3001 レクサス車の新車・中古車販売・点検・修理 奈良トヨタ自動車　レクサス奈良八条

レクサスCPO橿原 〒634-0072 橿原市醍醐町348 0744-24-6001 レクサス車の中古車販売・点検・修理 奈良トヨタ自動車　CPO橿原

VW（フォルクスワーゲン）平城山 〒630-8106 奈良市佐保台西町33-1 0742-55-0700 VW車の新車・中古車販売・点検・修理 奈良トヨタ自動車　VW若草

コネクティッドステーション奈良店 〒630-8141 奈良市南京終町2丁目269番地 0742-61-3305 au携帯電話の販売等 トヨタカローラ奈良　ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ奈良店

コネクティッドステーション富雄店 〒631-0065 奈良市鳥見町1-1-12 0742-40-3073 au携帯電話の販売等 トヨタカローラ奈良　ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ富雄店

コネクティッドステーション田原本店 〒636-0226 磯城郡田原本町唐古296番地 0744-32-5490 au携帯電話の販売等 奈良トヨタ自動車　ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ田原本店

コネクティッドステーション葛城店 〒639-2102 葛城市東室93-3 0745-69-7438 au携帯電話の販売等 トヨタカローラ奈良　ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ葛城店

※2021年4月1日時点の店舗名を表記させていただいております。

【拠点】

拠　点 電話番号 機　能 合併前の会社・店舗・拠点名

ソリューションサービス室 〒630-8357 奈良市杉ヶ町30番地 0742-22-1748 法人・官公庁向け新車販売・特殊車両販売 トヨタカローラ奈良　ソリューションサービス室

ボデーサービス　奈良工場 〒630-8141 奈良市南京終町2丁目269番地 0742-61-3450 車両の板金・塗装作業（受付は各店舗） トヨタカローラ奈良 ボデーサービス工場

ボデーサービス　田原本工場 〒636-0226 磯城郡田原本町唐古296番地 0744-32-8034 車両の板金・塗装作業（受付は各店舗） 奈良トヨタ自動車　ボデーサービス工場

新車販売（中古車併売含む）店舗　20店舗　・　U-car販売（新車併売含む）店舗　3店舗　・　レクサス店舗　2店舗　・　VW店舗　1店舗　・　

コネクティッドステーション（auショップ）4店舗　・　その他拠点　3拠点　　　2本社含む　計　35店舗・拠点

所在地

所在地

所在地


