引取業者登録簿
令和３年３月３１日 現在
登録番号

登録年月日

登録有効期限

20261000001

平成29年4月19日

令和4年4月18日

株式会社エコパーツ京都

20261000002

平成29年4月19日

令和4年4月18日

渋谷 数則

20261000006

平成29年5月7日

令和4年5月6日

株式会社金子商会

20261000007

平成29年5月16日

令和4年5月15日

株式会社大洋商会

氏名又は名称

代表者の氏名
代表取締役 安田 鉄男

住

所

事業所の名称

事業所の所在地

京都府八幡市下奈良小宮44番地の1

株式会社エコパーツ京都

八幡市下奈良小宮44番地の1

京都府舞鶴市字浜273番地

シブヤ商会

舞鶴市字下漆原300

代表取締役 金子 英治

京都府舞鶴市字大川182番地

株式会社金子商会

舞鶴市字大川182番地

代表取締役 小田 智尚

京都府宇治市槇島町十六12番地の1

株式会社大洋商会

宇治市槇島町十六12番地の1

株式会社スズキ自販京都 アリーナ宇治
株式会社スズキ自販京都 城陽営業所
株式会社スズキ自販京都 亀岡営業所
京都府向日市寺戸町寺田50番地2
株式会社スズキ自販京都 福知山営業所
株式会社スズキ自販京都 舞鶴営業所
株式会社スズキ自販京都 峰山営業所
株式会社スズキ自販京都 スズキリアーナ京都桂川
京都トヨペット株式会社 乙訓店
京都トヨペット株式会社 城陽店
京都トヨペット株式会社 久御山店
京都トヨペット株式会社 亀岡店
京都府京都市下京区朱雀正会町1番地2
京都トヨペット株式会社 福知山店
京都トヨペット株式会社 舞鶴店
京都トヨペット株式会社 峰山店
京都トヨペット株式会社 マイカーガーデン
京都トヨペット株式会社 木津川台店
京都トヨタ自動車株式会社 宇治店
京都トヨタ自動車株式会社 城陽店
京都トヨタ自動車株式会社 木津店
京都トヨタ自動車株式会社 亀岡店
京都府京都市南区吉祥院三ﾉ宮町100番地
京都トヨタ自動車株式会社 中丹店
京都トヨタ自動車株式会社 舞鶴店
京都トヨタ自動車株式会社 峰山店
京都トヨタ自動車株式会社 桂川洛西店

宇治市槇島町十一96-10
城陽市寺田新池38-17
亀岡市大井町並河3丁目66-1
福知山市字岩井小字的場45-15
舞鶴市大字京田小字三角181-1
京丹後市峰山町菅小字大門崎942-3
向日市寺戸町寺田50-2
向日市上植野町桑原7-3
城陽市富野南清水73
久世郡久御山町森川端103-3
亀岡市大井町並河3丁目47-1
福知山市堀三白2510-4
舞鶴市公文名馬場下13
京丹後市峰山町長岡500-1
京丹後市峰山町長岡500-1
木津川市木津川台5丁目1-7
宇治市宇治樋ﾉ尻52-1
城陽市寺田新池38-9
木津川市相楽台3-3
亀岡市大井町土田3-154
綾部市高津町大橋10-1
舞鶴市京田小字大角134
京丹後市峰山町荒山377-10
向日市寺戸町寺戸50-3
宇治市小倉町西山70番地11

20261000008

平成29年6月3日

令和4年6月2日

株式会社スズキ自販京都

代表取締役 金塚 昭

20261000013

平成29年7月30日

令和4年7月29日

京都トヨペット株式会社

代表取締役 澤井 孝之

20261000014

平成29年8月16日

令和4年8月15日

京都トヨタ自動車株式会社

代表取締役 粂田 昌宏

20261000020

平成29年9月18日

令和4年9月17日

有限会社宇治パブリックモータース

代表取締役 廣部 稔明

京都府宇治市小倉町西山70番地11

有限会社宇治パブリックモータース

20261000021

平成29年8月25日

令和4年8月24日

トヨタカローラ京都株式会社

代表取締役 山本 祐三郎

トヨタカローラ京都株式会社
トヨタカローラ京都株式会社
トヨタカローラ京都株式会社
トヨタカローラ京都株式会社
トヨタカローラ京都株式会社
京都府京都市中京区西ﾉ京南大炊御門町1 トヨタカローラ京都株式会社
番地の1
トヨタカローラ京都株式会社
トヨタカローラ京都株式会社
トヨタカローラ京都株式会社
トヨタカローラ京都株式会社
トヨタカローラ京都株式会社
トヨタカローラ京都株式会社

20261000026

平成29年8月13日

令和4年8月12日

ネッツトヨタ京華株式会社

代表取締役 長井 貴裕

京都府京都市南区吉祥院池田町28番地

ネッツトヨタ京華株式会社
ネッツトヨタ京華株式会社
ネッツトヨタ京華株式会社
ネッツトヨタ京華株式会社
ネッツトヨタ京華株式会社

20261000028

平成29年8月13日

令和4年8月12日

京都日野自動車株式会社

代表取締役 内海 桂一郎

京都府久世郡久御山町佐山双栗37番地1

京都日野自動車株式会社 本社
京都日野自動車株式会社 あやべ支店

久世郡久御山町佐山双栗37番地1
綾部市下八田町中溝3番地1

20261000032

平成30年5月7日

令和5年5月6日

堀川オート工業株式会社

代表取締役 中村 勝利

京都府宮津市字波路2430番地

堀川オート工業株式会社
スバルショップ北丹

宮津市字波路2430番地
与謝郡与謝野町字石川823番地の6

代表取締役 長島 由季

京都府与謝郡与謝野町字上山田580番地
の1

有限会社丸中モータース商会

与謝郡与謝野町字上山田580番地の1

20261000033

平成29年8月25日

令和4年8月19日

有限会社丸中モータース商会

乙訓店
宇治店
城陽店
八幡店
京田辺店
亀岡店
福知山店
舞鶴店
京丹後店
U-Car部
八幡マイカーセンター
木津川台店

宇治店
ウェルカム久御山店
福知山店
舞鶴店
ウェルカム京丹後大宮店

向日市上植野町落堀8-3
宇治市槇島町本屋敷148-1
城陽市寺田新池73-1
八幡市八幡南山30
京田辺市草内大東30-14
亀岡市大井町土田3丁目8番27号
福知山市字堀小字草木2309-1
舞鶴市下福井小字座尾670-1
京丹後市大宮町河辺3348
八幡市美濃山御幸谷1-1
八幡市美濃山御幸谷1-1
木津川市木津川台6丁目1-1
宇治市槇島町大川原11-1
久世郡久御山町野村村東62-1
福知山市末広町5丁目9-1
舞鶴市字上福井小字家下83-1
京丹後市大宮町河辺小字豊野3272-1
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引取業者登録簿
令和３年３月３１日 現在
登録番号

登録年月日

登録有効期限

氏名又は名称

代表者の氏名

住

所

事業所の名称

20261000037

平成29年8月20日

令和4年8月19日

京都三菱自動車販売株式会社

代表取締役 小林 康

京都府京都市南区西九条菅田町15番地

京都三菱自動車販売株式会社
京都三菱自動車販売株式会社
京都三菱自動車販売株式会社
京都三菱自動車販売株式会社
京都三菱自動車販売株式会社
京都三菱自動車販売株式会社
京都三菱自動車販売株式会社

20261000039

平成29年9月5日

令和4年9月4日

株式会社三星自動車

代表取締役 森 敬夫

京都府宇治市神明宮北21番地の1

株式会社三星自動車

宇治市神明宮北21番地の1

20261000042

平成29年9月4日

令和4年9月3日

松岡 正晃

京都府京丹後市峰山町長岡641番地

松岡商店

京丹後市峰山町長岡641番地

20261000043

平成29年9月4日

令和4年9月3日

有限会社福知山ホンダ

代表取締役 下川 和馬

京都府福知山市東羽合町23番地

有限会社福知山ホンダ

福知山市東羽合町23番地

20261000044

平成29年11月1日

令和4年10月31日

株式会社峰山マツダ

代表取締役 尾野 誠

京都府京丹後市峰山町菅868番地の1

株式会社峰山マツダ

京丹後市峰山町菅868番地の1

20261000045

平成29年9月24日

令和4年9月23日

小田垣自動車株式会社

代表取締役 小田垣 孝志

京都府京丹後市網野町網野140番地の1

小田垣自動車株式会社

京丹後市網野町網野140番地の1

20261000046

平成29年9月4日

令和4年9月3日

有限会社早川自動車工業

代表取締役 早川 邦生

京都府京丹後市峰山町長岡1726番地の1

有限会社早川自動車工業

京丹後市峰山町長岡1726番地の1

20261000049

平成29年11月6日

令和4年11月5日

廣瀨 秀夫

京都府南丹市園部町横田3号72番地

廣瀨自動車工業

南丹市園部町横田3号72番地

ネッツトヨタヤサカ株式会社 乙訓店
ネッツトヨタヤサカ株式会社 桂川店
ネッツトヨタヤサカ株式会社 宇治店
ネッツトヨタヤサカ株式会社 レクサス宇治
ネッツトヨタヤサカ株式会社 大久保店
ネッツトヨタヤサカ株式会社 ＡＬＡＬ京田辺店
ネッツトヨタヤサカ株式会社 ＵパークＡＬＡＬ京田辺店
ネッツトヨタヤサカ株式会社 松井山手店
ネッツトヨタヤサカ株式会社 木津店
ネッツトヨタ京都株式会社 亀岡大井店
ネッツトヨタ京都株式会社 福知山前田店
ネッツトヨタ京都株式会社 舞鶴白鳥店

向日市上植野町桑原12-7
向日市寺田町寺田50-4
宇治市槇島町十六24-5
宇治市槇島町十六24-10
宇治市大久保町田原20-1
京田辺市草内大東1-14
京田辺市草内大東1-2
京田辺市山手中央4-3
木津川市木津奈良道65-1
亀岡市大井町並河熊田16-4
福知山市前田新町66
舞鶴市福来小字穴谷228

オクムラ自動車

宇治市宇治天神37

20261000050

平成29年9月18日

令和4年9月17日

ネッツトヨタヤサカ株式会社

代表取締役 粂田 昌宏

京都府京都市中京区壬生仙念町5番地

20261000051

平成29年9月18日

令和4年9月17日

ネッツトヨタ京都株式会社

代表取締役 山本 善嗣

京都府京都市右京区西院月双町108番地
の1

20261000053

平成29年9月18日

令和4年9月17日

奥村 進

20261000055

平成29年9月18日

令和4年9月17日

株式会社岩崎オート

京都府宇治市宇治若森19番地の5
代表取締役 岩﨑 敏郎

20261000056

平成29年9月18日

令和4年9月17日

株式会社ホンダカーズ京都

代表取締役 吉井 誠

20261000057

平成30年2月9日

令和5年2月5日

株式会社ホンダ京都

代表取締役 磯田 尚孝

20261000058

平成29年9月18日

令和4年9月17日

関 彰

20261000066

平成29年12月6日

令和4年12月5日

株式会社青木オート

20261000067

平成29年9月18日

令和4年9月17日

有限会社加悦モータース

20261000069

平成29年9月18日

令和4年9月17日

有限会社水瀬商店

20261000076

平成29年9月18日

令和4年9月17日

中村 金嗣

20261000078

平成29年9月18日

令和4年9月17日

有限会社イワオ

20261000079

平成29年9月18日

令和4年9月17日

嵓 正三

20261000083

平成29年9月18日

令和4年9月17日

京都府亀岡市曽我部町寺萬多羅12番地の
株式会社岩崎オート
1
株式会社ホンダカーズ京都
株式会社ホンダカーズ京都
京都府京都市右京区西院東貝川町57番地
株式会社ホンダカーズ京都
株式会社ホンダカーズ京都
京都府京都市山科区御陵中筋町1番地

乙訓店
宇治槇島店
京田辺店
亀岡店
福知山店
舞鶴店
峰山店

事業所の所在地
長岡京市友岡4丁目19-9
宇治市槇島町石橋31
京田辺市三山木中央8丁目1-3
亀岡市千代川町小林下戸30-6
福知山市大字興字栗田430-1
舞鶴市字京田小字丸山536
京丹後市峰山町管730

亀岡市曽我部町寺萬多羅12番地の1
南店
城陽店
舞鶴西店
八幡店

ホンダカーズ東京都宇治小倉店

久世郡久御山町栄4-1-93
城陽市寺田新池97-3
舞鶴市字京田小字大田356番地
八幡市八幡一ﾉ坪94番1
宇治市小倉町春日森59-1

京都府亀岡市河原林町勝林島北島44番地 関商店

亀岡市河原林町河原尻掛溝32

代表取締役 青木 茂信

京都府与謝郡与謝野町字算所83番地の1

株式会社青木オート

与謝郡与謝野町字算所83番地の1

代表取締役 有本 誠

京都府与謝郡与謝野町字加悦471番地1

有限会社加悦モータース

与謝郡与謝野町字加悦471番地1

代表取締役 水瀨 鐵善

京都府八幡市八幡盛戸51番地3

有限会社水瀬商店

八幡市八幡盛戸51番地3

京都府八幡市八幡一ﾉ坪150番地

金市商店

八幡市八幡一ﾉ坪150番地

京都府八幡市八幡一ﾉ坪150番地7-3

有限会社イワオ

八幡市八幡一ﾉ坪150番地7-3

京都府八幡市八幡平田12番地の2

巖商店

八幡市八幡久保田20

中村 誠

京都府八幡市八幡大芝53番地の26

中村誠商店

八幡市八幡一ﾉ坪151-24

山本商店

八幡市八幡山田67番地

八幡センター

八幡市八幡一ﾉ坪63

代表取締役 嵓 春義

20261000085

令和1年7月29日

令和6年7月28日

山本 敏雄

京都府八幡市八幡三反長56番地 27棟
2702

20261000086

平成29年9月18日

令和4年9月17日

伊藤 善信

京都府八幡市八幡平田12番地の3

2 / 13 ページ

引取業者登録簿
令和３年３月３１日 現在
登録番号

登録年月日

登録有効期限

20261000088

平成29年9月18日

令和4年9月17日

西村 将

京都府八幡市八幡神原17番地

ニシムラ商店

八幡市八幡山田77

20261000090

平成29年9月18日

令和4年9月17日

西村 直也

京都府八幡市男山指月3番地

K.T.S

八幡市八幡安居塚90番地

20261000091

平成29年9月18日

令和4年9月17日

株式会社ピー・エス・アイ・コーポレーション 代表取締役 嵓 昭仁

京都府八幡市八幡吉原7番地1

株式会社ピー・エス・アイ・コーポレーション

八幡市八幡吉原5-4､6-1､7-1､7-5
向日市鶏冠井町石橋22
亀岡市西別院町笑路頭木田7-4
久世郡久御山町栄4-1-88
亀岡市大井町土田3丁目25-11
福知山市土師宮町1丁目159
舞鶴市字下福井小字平方459
京丹後市峰山町菅小字下稲木271-2
木津川市木津川台6丁目1-1

氏名又は名称

代表者の氏名

住

所

事業所の名称

向日店
中古車室
南店
亀岡店
福知山店
舞鶴店
峰山店
木津川店

事業所の所在地

20261000092

平成29年9月18日

令和4年9月17日

京都ダイハツ販売株式会社

代表取締役 足立 文雄

京都府京都市右京区西京極東大丸町8番
地

京都ダイハツ販売株式会社
京都ダイハツ販売株式会社
京都ダイハツ販売株式会社
京都ダイハツ販売株式会社
京都ダイハツ販売株式会社
京都ダイハツ販売株式会社
京都ダイハツ販売株式会社
京都ダイハツ販売株式会社

20261000093

平成30年5月31日

令和5年5月30日

新晃自動車工業株式会社

代表取締役 辻 尚宏

京都府久世郡久御山町森川端30番地の2

新晃自動車工業株式会社

久世郡久御山町森川端30番地の2

20261000094

平成29年9月18日

令和4年9月17日

株式会社ホンダ亀岡

代表取締役 中澤 忠正

京都府亀岡市大井町並河三丁目8番12号

株式会社ホンダ亀岡

亀岡市大井町並河三丁目8番12号

20261000101

平成29年9月27日

令和4年9月26日

関野自動車有限会社

代表取締役 関野 裕樹

京都府与謝郡与謝野町字幾地886番地の3 関野自動車有限会社

与謝郡与謝野町字幾地886番地の3
久世郡久御山町大字田井小字新荒見59番地

福知山市字堀2262番地の1

20261000102

平成29年9月27日

令和4年9月26日

京都南車検センター協同組合

代表理事 吉田 誠

京都府久世郡久御山町大字田井小字新荒
京都南車検センター協同組合
見59番地

20261000104

平成29年12月3日

令和4年12月2日

株式会社オートセンター福知山

代表取締役 高橋 義明

京都府福知山市字堀2262番地の1

20261000105

平成29年12月20日

令和4年12月17日

京都スバル自動車株式会社

代表取締役 阿部 欣也

京都スバル自動車株式会社 宇治店
京都府京都市南区吉祥院石原堂ﾉ後西町5
京都スバル自動車株式会社 亀岡店
番地
京都スバル自動車株式会社 舞鶴店

久世郡久御山町佐山双栗21-4
亀岡市大井町並河2丁目27番10
舞鶴市字下福井小字中田882-15

20261000108

平成29年10月4日

令和4年10月3日

山崎商事株式会社

代表取締役 田茂井 克行

京都府京丹後市網野町網野360番地の1

山崎商事株式会社

京丹後市網野町網野360番地の1

20261000109

平成29年9月27日

令和4年9月26日

株式会社ミネテツ自動車

代表取締役 平田 八州彦

京都府京丹後市峰山町荒山343番地

株式会社ミネテツ自動車
株式会社ミネテツ自動車 木津店

京丹後市峰山町荒山343番地
京丹後市網野町木津226番地

20261000110

平成29年9月27日

令和4年9月26日

吉原 幸次

京都府宇治市宇治里尻60番地の17

吉原商店

宇治市槇島町十一町175

20261000112

平成29年9月27日

令和4年9月26日

株式会社旭商会

京都府宇治市槇島町三十五23番地

株式会社旭商会

宇治市槇島町三十五23番地

20261000113

令和1年9月26日

令和6年9月25日

森田 満之

京都府綾部市神宮寺町上藤山14番地の11 三丹モータース

綾部市田町若宮下3番地の1

20261000114

平成29年9月27日

令和4年9月26日

日産野田川販売株式会社

代表取締役 谷口 健

京都府与謝郡与謝野町字石川1382番地の
日産野田川販売株式会社
1

与謝郡与謝野町字石川1382番地の1

20261000118

平成29年10月7日

令和4年10月6日

アールニーズ株式会社

代表取締役 山田 光男

京都府木津川市山城町綺田渡り戸40番地1

アールニーズ株式会社
アールニーズ株式会社 精華支社

木津川市山城町綺田渡り戸40番地1
相楽郡精華町大字下狛小字二ﾉ谷66番地

20261000119

平成29年10月7日

令和4年10月6日

株式会社山城ホンダ

代表取締役 木村 剛

京都府木津川市加茂町里東里32番地

株式会社山城ホンダ

木津川市加茂町里東里32番地

20261000122

平成29年10月7日

令和4年10月6日

株式会社大嶋カーサービス

代表取締役 大嶋 明

株式会社大嶋カーサービス 綾部支店マツダオートザム綾部
京都府福知山市字堀小字下高田2378番地 株式会社大嶋カーサービス
の1
株式会社大嶋カーサービス
株式会社大嶋カーサービス 舞鶴支店

綾部市井倉新町瓜田8-1
福知山市字堀小字下高田2384-3
福知山市字堀小字下高田2378番地の1
舞鶴市十倉75-5番地

20261000126

平成30年5月1日

令和5年4月30日

陸整工業株式会社

代表取締役 山本 武彦

京都府京丹後市峰山町丹波30番地

陸整工業株式会社

京丹後市峰山町丹波30番地

20261000128

平成29年10月7日

令和4年10月6日

株式会社ホンダ西京都

代表取締役 伴仲 弘行

京都府綾部市高津町宇州6番地

ホンダカーズ西京都亀岡中央店
ホンダカーズ西京都亀岡店
ホンダカーズ西京都綾部中央店

亀岡市大井町並河3丁目3番6号
亀岡市大井町並河3丁目8番12号
綾部市高津町宇州6番地

20261000132

平成29年11月28日

令和4年11月27日

株式会社小林モータース

代表取締役 村田 守彦

京都府木津川市相楽川ﾉ尻101番地1

株式会社小林モータース

木津川市相楽川ﾉ尻101番地1

代表取締役 三浦 敏和

株式会社オートセンター福知山
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引取業者登録簿
令和３年３月３１日 現在
登録番号

登録年月日

登録有効期限

20261000135

平成29年10月7日

令和4年10月6日

氏名又は名称

代表者の氏名

住

所

事業所の名称

事業所の所在地

平井 利光

京都府亀岡市旭町北垣内31番地

杉自動車

亀岡市旭町北垣内44

株式会社東モータース

相楽郡和束町大字中小字畑井田10番地の4

20261000136

平成29年10月7日

令和4年10月6日

株式会社東モータース

代表取締役 東 隆

京都府相楽郡和束町大字中小字畑井田8
番地

20261000137

平成29年10月7日

令和4年10月6日

株式会社村上自動車

代表取締役 村上 昭夫

京都府亀岡市西別院町笑路堂ﾉ前4番地

株式会社村上自動車

亀岡市西別院町笑路堂ﾉ前4番地

20261000140

平成29年10月7日

令和4年10月6日

西村 宣彦

京都府京田辺市大住野上65番地の47

モトハウスニシムラ

京田辺市大住野上65-12

20261000142

平成29年11月7日

令和4年11月6日

日交商事株式会社

代表取締役 澤 志郎

大阪府大阪市西区新町三丁目14番13号

日交商事株式会社 福知山整備工場

福知山市土師宮町1丁目172番地

20261000144

平成29年11月17日

令和4年11月16日

西部オート株式会社

代表取締役 秋山 光夫

京都府宇治市大久保町田原67番地の3

西部オート株式会社

宇治市大久保町田原67番地の3
船井郡京丹波町須知居屋ﾉ下8番地の1

20261000145

平成29年10月8日

令和4年10月7日

有限会社平井モータース

代表取締役 平井 法夫

京都府船井郡京丹波町須知居屋ﾉ下8番地
有限会社平井モータース
1

20261000155

平成30年1月25日

令和5年1月24日

近藤自動車工業株式会社

代表取締役 近藤 英男

京都府久世郡久御山町佐山美ﾉｹ薮31番地
近藤自動車工業株式会社
の1

久世郡久御山町佐山美ﾉｹ薮31番地の1

20261000157

平成29年10月11日

令和4年10月10日

共和商会有限会社

代表取締役 中川 達也

京都府宇治市槇島町目川178番地の1

宇治市槇島町目川178番地の1
八幡市野尻土井ﾉ内7-1､8､2-3､2-6

共和商会有限会社

20261000161

平成29年12月20日

令和4年12月19日

有限会社タナベ商会

取締役 田辺 秀雄

京都府京都市伏見区深草西浦町二丁目26
有限会社タナベ商会
番地

20261000167

平成29年10月22日

令和4年10月21日

株式会社カーライフ長岡

代表取締役 鷹野 勤

京都府長岡京市馬場見場走り25番地1

株式会社カーライフ長岡

長岡京市馬場見場走り25番地1

20261000174

平成31年1月21日

令和6年1月20日

株式会社舞鶴ホンダ

代表取締役 三方 圭一

京都府舞鶴市字下福井51番地

ホンダカーズ舞鶴

舞鶴市字下福井882-20

20261000175

平成29年11月14日

令和4年11月13日

村山 定

京都府船井郡京丹波町下山小野9番地9

村山商会

船井郡京丹波町下山野田61番地3

20261000178

平成30年3月23日

令和5年3月22日

誠宏自動車株式会社

代表取締役 合田 カメ子

京都府宇治市宇治樋ﾉ尻104番地の1

誠宏自動車株式会社

宇治市宇治樋ﾉ尻104番地の1

20261000181

平成29年11月25日

令和4年11月24日

株式会社トミタ

代表取締役 達川 武史

京都府福知山市字長田小字木戸104番地3 株式会社トミタ

福知山市字長田小字木戸104番地3

20261000182

平成29年12月13日

令和4年12月12日

株式会社瀬戸自動車

代表取締役 瀬戸 博孝

京都府京丹後市久美浜町浦明1280番地の
株式会社瀬戸自動車
1

京丹後市久美浜町浦明1280番地の1

20261000183

平成29年12月15日

令和4年12月12日

京栄自動車工業株式会社

代表取締役 馬場 弘一郎

京都府向日市鶏冠井町馬司9番地の1

向日市鶏冠井町馬司9番地の1

代表取締役 山田 豊

京都府相楽郡精華町大字下狛小字前川28
相楽自動車株式会社
番地

相楽郡精華町大字下狛小字前川28番地

代表取締役 中川 保男

京都府亀岡市千代川町高野林西ﾉ畑16番
地

株式会社ちよかわモーターサービス

亀岡市千代川町高野林西ﾉ畑16番地
長岡京市開田2丁目215
宇治市小倉町神楽田48
京田辺市草内一の坪11-4
亀岡市西つつじヶ丘五月台1-15-1
福知山市字篠尾小字長ヶ坪115-17
舞鶴市公文名小字宮ﾉ下5-1

20261000185
20261000187

平成29年12月13日
平成30年1月26日

令和4年12月12日
令和5年1月25日

相楽自動車株式会社
株式会社ちよかわモーターサービス

京栄自動車工業株式会社

20261000189

平成30年2月7日

令和5年2月6日

株式会社京滋マツダ

代表取締役 津田 正樹

京都府京都市南区吉祥院向田西町1番地

京滋マツダ
京滋マツダ
京滋マツダ
京滋マツダ
京滋マツダ
京滋マツダ

20261000191

平成30年7月18日

令和5年7月17日

有限会社亀岡オート

代表取締役 寺本 一成

京都府亀岡市東本梅町赤熊ｱﾘﾏﾉ31番地

有限会社亀岡オート

亀岡市東本梅町赤熊ｱﾘﾏﾉ31番地

20261000192

平成30年5月22日

令和5年5月8日

有限会社野間モータース

代表取締役 野間 和雄

京都府綾部市井倉町樋ﾉ元13番地

有限会社野間モータース

綾部市井倉町樋ﾉ元13番地

20261000198

平成30年4月9日

令和5年4月8日

眞下 佐和夫

京都府舞鶴市字上福井1504番地の1

真下自動車鈑金

舞鶴市上福井1651

20261000206

平成29年6月3日

令和4年6月2日

株式会社キャロット

京都府舞鶴市字倉谷26番地の1

株式会社キャロット

舞鶴市字倉谷26番地の1

代表取締役 谷口 兼之輔

長岡京店
洛南店
田辺店
亀岡店
福知山店
舞鶴店

京都府京都市伏見区淀美豆町684番地淀ﾘ
ベイス・ライフ
ﾊﾞｰｻｲﾄﾞ708号

久世郡久御山町藤和田村西18-1

20261000213

平成29年7月25日

令和4年7月24日

宮田 裕司

20261000215

平成29年7月30日

令和4年7月29日

株式会社カーショップナカイ

代表取締役 仲井 資具

京都府亀岡市大井町並河二丁目14番13号 株式会社カーショップナカイ

亀岡市大井町並河二丁目14番13号

20261000216

平成29年9月11日

令和4年9月10日

株式会社長岡自動車商会

代表取締役 藤岡 久子

京都府長岡京市開田二丁目14番11号

長岡京市城ﾉ里15-8

株式会社長岡自動車商会
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引取業者登録簿
令和３年３月３１日 現在
登録番号

登録年月日

登録有効期限

20261000219

平成30年9月28日

令和5年9月27日

氏名又は名称

代表者の氏名

住

所

事業所の名称
鈴木モータース

事業所の所在地

鈴木 博樹

京都府南丹市美山町静原桧ﾉ浦22番地4

京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字茶屋
山崎自動車
前48番地

南丹市美山町静原桧ﾉ浦22番地4
乙訓郡大山崎町字大山崎小字茶屋前48番地
舞鶴市字鹿原960番地の6

20261000220

平成29年9月26日

令和4年9月25日

三上 兼也

20261000222

平成29年8月13日

令和4年8月12日

有限会社トーマイ

代表取締役 藤田 泰之

京都府舞鶴市字鹿原960番地の6

20261000243

平成29年8月20日

令和4年8月19日

有限会社村山モータース

代表取締役 村山 修

京都府船井郡京丹波町和田大下6番地の2 有限会社村山モータース

船井郡京丹波町和田大下6番地の2

20261000250

平成29年9月4日

令和4年9月3日

野村 勇

京都府宮津市字滝馬104番地の1

野村鈑金

宮津市字滝馬104番地の1

20261000251

平成29年9月4日

令和4年9月3日

有限会社久美浜自動車

京都府京丹後市久美浜町76番地の1

有限会社久美浜自動車

京丹後市久美浜町76-1

20261000256

平成29年10月11日

令和4年10月10日

井舎 英樹

京都府京丹後市久美浜町鹿野914番地

カーライフ久美浜

京丹後市久美浜町鹿野1244番地

20261000260

平成29年9月11日

令和4年9月10日

松岡 周司

京都府京丹後市網野町島津104番地の26

松岡自動車工業所

京丹後市網野町島津104番地の26

20261000261

平成29年9月11日

令和4年9月10日

松村産業株式会社

京都府京丹後市峰山町赤坂555番地

松村産業株式会社自動車部

京丹後市峰山町赤坂552番地

京都府長岡京市開田1丁目18番22号

ヤサカ石油株式会社
ガリバー宇治槇島店
ガリバー京田辺店
車検のコバック１７１長岡京店

長岡京市開田1丁目18番22号
宇治市槇島町大川原6-2
京田辺市草内美泥20-1
長岡京市神足麦生12番

代表取締役 大植 保

代表取締役 松村 竹治

有限会社トーマイ

20261000262

平成29年9月5日

令和4年9月4日

ヤサカ石油株式会社

20261000276

平成29年9月18日

令和4年9月17日

中西 勉

京都府宇治市木幡北畠1番地の4

ナカニシオート

宇治市白川川上り谷81-48

20261000282

平成31年2月21日

令和6年2月20日

保田 容一

京都府京丹後市網野町網野2699番地の2

保田商会

京丹後市網野町網野2699番地の2

20261000285

平成29年9月18日

令和4年9月17日

有限会社荒木モータース

代表取締役 荒木 治志

京都府福知山市篠尾新町二丁目68番地

有限会社荒木モータース

福知山市篠尾新町二丁目68番地

20261000291

平成30年3月19日

令和5年3月18日

田中産業株式会社

代表取締役 岸田 哲弥

京都府舞鶴市字下福井1183番地の28

田中産業株式会社

舞鶴市字下福井1183番地の28

20261000300

平成29年9月27日

令和4年9月26日

大西 俊正

京都府木津川市加茂町里中森18番地

大西自動車整備

木津川市加茂町里中森18番地

20261000302

平成29年9月27日

令和4年9月26日

有限会社関西整備車検センター

代表取締役 木村 達浩

京都府亀岡市篠町篠新畑田52番地の1

有限会社関西整備車検センター

亀岡市篠町篠新畑田52番地の1

20261000310

平成29年9月27日

令和4年9月26日

株式会社テクニカルオートタカラ

代表取締役 上出 博之

京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字宝本
株式会社テクニカルオートタカラ
25番地

乙訓郡大山崎町字円明寺小字宝本25番地

20261000312

平成29年9月27日

令和4年9月26日

小谷自動車株式会社

代表取締役 小谷 徹

京都府宮津市字日置4018番地

小谷自動車株式会社

宮津市字日置4018番地

20261000313

平成29年9月28日

令和4年9月26日

株式会社パイナリーオート

代表取締役 松林 富次雄

京都府宮津市字由良73番地

株式会社パイナリーオート

宮津市字須津139

20261000314

平成29年10月7日

令和4年10月6日

大西 一仁

京都府木津川市山城町椿井柳田3番地3

ＣＡＲ ＰＲＯＪＥＣＴ仁晃

木津川市山城町椿井柳田34番地

20261000316

平成29年10月7日

令和4年10月6日

岩前 幸男

京都府相楽郡精華町大字東畑小字北ﾉ谷2
ボディーショップ岩前
番地

木津川市市坂小谷口3番地

20261000321

平成29年10月7日

令和4年10月6日

賀川自動車工業株式会社

京都府舞鶴市字引土335番地

賀川自動車工業株式会社

舞鶴市字引土335番地

20261000327

平成29年11月13日

令和4年11月12日

麝嶋 和成

京都府綾部市志賀郷町茶売ヶ渕5番地

沖田モータース

綾部市志賀郷町高橋5番地

20261000332

平成29年10月7日

令和4年10月6日

有限会社神農商店

代表取締役 神農 勝雄

京都府与謝郡与謝野町字弓木891番地

有限会社神農商店

与謝郡与謝野町字弓木891番地1､874番地3､877番地1

20261000333

平成29年10月7日

令和4年10月6日

有限会社溜池鈑金

取締役 溜池 秀夫

京都府京丹後市大宮町善王寺588番地

有限会社溜池鈑金

京丹後市大宮町善王寺588番地

20261000334

平成29年11月13日

令和4年11月12日

岩﨑 年克

京都府福知山市字川北507番地の11

岩崎自動車商会

福知山市字川北507番地の11

20261000335

平成30年1月15日

令和5年1月14日

有限会社大江ホンダ販売

取締役 上山 道彦

京都府福知山市大江町河守290番地の2

有限会社大江ホンダ販売

福知山市大江町公庄2161-1

20261000338

平成29年10月7日

令和4年10月6日

有限会社伊幸自動車販売

代表取締役 深田 博

京都府福知山市字観音寺406番地の1

有限会社伊幸自動車販売

福知山市字観音寺406番地の1

20261000340

平成29年10月7日

令和4年10月6日

三丹自工有限会社

代表取締役 塩見 渉

京都府福知山市字今安小字日前904番地

三丹自工有限会社

福知山市字今安小字日前904番地

代表取締役 金子 英昭

代表取締役 渡植 研一郎
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登録番号

登録年月日
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20261000345

平成29年10月7日

令和4年10月6日

有限会社吉忠自動車

代表取締役 吉田 晋史

京都府木津川市加茂町井平尾南置堤23番
有限会社吉忠自動車
地

木津川市加茂町井平尾南置堤23番地

20261000352

平成29年10月13日

令和4年10月6日

株式会社ファーレン京都

代表取締役 松島 正昭

京都府京都市北区平野宮本町7番地

株式会社ファーレン京都 フォルクスワーゲン宇治

久世郡久御山町下津屋北野30-3

20261000358

平成30年10月30日

令和5年10月29日

宮谷自動車工業株式会社

代表取締役 宮谷 青児

京都府城陽市久世南垣内39番地の1

宮谷自動車工業株式会社

城陽市久世南垣内39-1

20261000359

平成30年2月15日

令和5年2月14日

有限会社奥村モータース

代表取締役 奥村 伊三次

京都府八幡市八幡双栗13番地の3

有限会社奥村モータース

東京都千代田区大手町一丁目3番1号

全国農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会

京都府向日市寺戸町梅ﾉ木14番地

長谷川モータース

向日市寺戸町梅ﾉ木14番地

氏名又は名称

代表者の氏名

住

所

事業所の名称

事業所の所在地

八幡市八幡双栗13番地の3
京都府本部亀岡自動車サービスセンター
京都府本部丹波自動車サービスセンター
京都府本部福知山自動車サービスセンター
京都府本部舞鶴自動車サービスセンター
京都府本部峰山自動車サービスセンター
京都府本部久美浜自動車サービスセンター
京都府本部宇治田原自動車サービスセンター

亀岡市大井町並河2丁目214-1
船井郡京丹波町富田美月18番地1
福知山市字篠尾小字湯原961番地の37
舞鶴市字下福井新宮1183-27
京丹後市峰山町荒山400番地の1
京丹後市久美浜町島254番地
綴喜郡宇治田原町立川宮ﾉ本22

20261000361

平成29年10月8日

令和4年10月7日

全国農業協同組合連合会

20261000366

平成29年10月11日

令和4年10月10日

長谷川 正彦

20261000367

平成29年11月2日

令和4年11月1日

有限会社イクマ自動車

代表取締役 生熊 充

京都府城陽市寺田新池6番地の1

有限会社イクマ自動車

城陽市寺田新池6番地の1

20261000369

令和1年10月9日

令和6年10月8日

有限会社共栄自動車サービス

代表取締役 上野 仁

京都府綾部市大島町坂尻2番地

有限会社共栄自動車サービス

綾部市大島町坂尻2番地

20261000371

令和1年5月24日

令和6年5月14日

桜井 和人

京都府綾部市下八田町八ヶ谷14番地の1

桜井モータース

綾部市下八田町八ヶ谷14番地の1

20261000374

平成29年11月9日

令和4年11月8日

有限会社福知山モータース

代表取締役 山下 晃

京都府福知山市問屋町70番地

有限会社福知山モータース

福知山市問屋町70番地

20261000375

平成29年11月9日

令和4年11月8日

関西機械開発株式会社

代表取締役 塩見 邦昭

京都府福知山市字拝師小字松田140番地

関西機械開発株式会社

福知山市字拝師小字松田140番地

20261000377

平成29年10月11日

令和4年10月10日

有限会社ミズタニ

代表取締役 水谷 俊二

京都府長岡京市今里3丁目16番6号

有限会社ミズタニ

長岡京市今里3丁目16番6号

20261000379

平成29年10月18日

令和4年10月17日

春好 哲男

京都府京丹後市大宮町周枳600番地

第三モータース

京丹後市大宮町周枳571

20261000383

平成30年7月23日

令和5年7月22日

株式会社シマダオート商事

代表取締役 島田 順弘

奈良県橿原市曲川町七丁目12番27号

カーセブン奈良押熊店

相楽郡精華町大字乾谷小字大平19-8

オートバックス亀岡店
オートバックス丹後大宮店

亀岡市大井町南金岐28番地
京丹後市大宮町河辺3759-2

代表理事 成清 一臣

20261000397

平成30年2月19日

令和5年2月18日

株式会社G-7・オート・サービス

代表取締役 野口 真一

兵庫県神戸市須磨区弥栄台三丁目1番地
の6

20261000398

平成29年12月6日

令和4年12月5日

有限会社有明オート

取締役 有道 栄作

京都府綾部市井倉新町譲り葉16番地

有限会社有明オート

綾部市井倉新町譲り葉16番地

20261000407

平成29年10月22日

令和4年10月21日

小谷 晴昌

京都府福知山市字野花805番地

川口自動車整備工場

福知山市字野花805番地

20261000408

平成30年1月24日

令和5年1月23日

有限会社夜久野自動車整備工場

京都府福知山市夜久野町額田1396番地

有限会社夜久野自動車整備工場

福知山市夜久野町額田1396番地

20261000409

平成29年10月22日

令和4年10月21日

藤原 正幸

京都府福知山市荒河東町5番地の2

藤原モータース

福知山市荒河東町5番地の2

20261000411

平成29年10月22日

令和4年10月21日

日通商事株式会社

東京都港区海岸一丁目14番22号

日通商事株式会社 大阪支店福知山工場

福知山市字土師小字沢居山174番地の47

代表取締役 波多野 博

代表取締役 竹津 久雄
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引取業者登録簿
令和３年３月３１日 現在
登録番号

登録年月日

登録有効期限

20261000416

平成29年12月8日

令和4年12月5日

濵岡 達矢

京都府京丹後市網野町浅茂川1864番地の
浜岡カーステーション
1

京丹後市網野町浅茂川1864-1

20261000419

平成29年11月6日

令和4年11月5日

丹羽 裕

京都府福知山市字戸田1040番地の2

丹羽モータース

福知山市字戸田1154-3

京都府亀岡市余部町和久成15番地の2

有限会社丸福自動車

亀岡市余部町和久成15番地の2

氏名又は名称

代表者の氏名

住

所

事業所の名称

事業所の所在地

20261000423

平成29年11月5日

令和4年11月4日

有限会社丸福自動車

20261000436

平成29年11月14日

令和4年11月13日

松田 誠

京都府福知山市字天座1079番地

松田自動車

福知山市和久市町255

20261000437

平成29年11月14日

令和4年11月13日

伊豆 慎一

京都府福知山市前田新町8番地の14

伊豆自動車整備工業

福知山市前田1172の1､3合地

20261000438

平成29年11月14日

令和4年11月13日

有限会社出澤自動車

代表取締役 出澤 一彦

京都府福知山市昭和町53番地の3

有限会社出澤自動車

福知山市昭和町53番地の3

20261000439

平成29年11月14日

令和4年11月13日

株式会社髙橋自動車

代表取締役 高橋 昌次

京都府向日市上植野町落堀5番地

株式会社髙橋自動車

向日市上植野町落堀5番地

20261000446

平成29年11月25日

令和4年11月24日

株式会社タナカ自動車工業

代表取締役 田中 美宏

京都府舞鶴市字引土710番地

株式会社タナカ自動車工業

舞鶴市字引土710番地

20261000469

令和1年11月22日

令和6年11月21日

有限会社今安自動車

代表取締役 今安 優

京都府福知山市和久市町39番地

有限会社今安自動車

京都府福知山市和久市町39番地

20261000472

平成30年4月24日

令和5年4月23日

有限会社河村モータース

代表取締役 河村 佳彦

京都府京田辺市薪岸ﾉ下39番地

有限会社河村モータース

京田辺市薪岸ﾉ下39番地

20261000478

平成31年2月10日

令和6年2月9日

有限会社上古モータース

代表取締役 上古 明弘

京都府京丹後市網野町網野1509番地

有限会社上古モータース

京丹後市網野町網野1509番地

20261000485

平成31年1月6日

令和6年1月5日

奥岸 忠明

京都府船井郡京丹波町高岡山崎1番地6

京丹自動車整備

船井郡京丹波町水戸山崎3-1

20261000503

令和1年9月2日

令和6年9月1日

前田自動車株式会社

20261000511

令和1年6月26日

令和6年6月25日

安倉 繁司

代表取締役 福井 英昭

代表取締役 前田 日出征

代表取締役
ニハル プレイマラトナ

京都府福知山市字岩井小字秋道84番地の
前田自動車株式会社
4

福知山市字岩井小字秋道84番地の4

京都府京田辺市松井ヶ丘三丁目1番地15

安倉モータース

京田辺市田辺茂ヶ谷142-1

京都府八幡市八幡久保田34番地3

有限会社ユニコン・インターナショナル

八幡市八幡山田65番地

京都府福知山市昭和新町45番地

上川自動車整備工場

福知山市和久市町255番地

20261000513

令和1年8月9日

令和6年8月8日

有限会社ユニコン・インターナショナル

20261000516

令和2年3月13日

令和7年3月12日

上川 勲

20261000518

令和1年6月15日

令和6年6月14日

有限会社昭和モータース

代表取締役 中村 真吾

京都府綾部市神宮寺町重代1番地

有限会社昭和モータース

綾部市神宮寺町重代1番地

20261000529

令和1年5月20日

令和6年5月19日

株式会社イケダ

代表取締役 池田 敏男

京都府福知山市三和町芦渕278番地の29

株式会社イケダ

福知山市三和町芦渕278番地の29

20261000533

令和1年7月3日

令和6年7月2日

森 吉守

20261000535

令和1年6月10日

令和6年6月1日

株式会社カーライフ舞鶴

20261000542

令和1年7月7日

令和6年7月6日

20261000543

令和1年6月22日

20261000545

京都府南丹市園部町上木崎町四辻5番地2 森モータース

南丹市園部町上木崎町四辻5番地2

代表取締役 安原 広昭

京都府舞鶴市字上福井1686番地の2

株式会社カーライフ舞鶴

舞鶴市字上福井1686番地の2

有限会社日章モータース

代表取締役 嶋田 國生

京都府福知山市字堀2140番地の3

有限会社日章モータース

福知山市字堀2140番地の3

令和6年6月21日

株式会社浅田自動車工業

代表取締役 山元 由美

京都府木津川市市坂高座4番地20

株式会社浅田自動車工業

木津川市市坂高座4番地20

令和1年6月22日

令和6年6月21日

北近畿整備株式会社

代表取締役 堀 俊二

京都府福知山市字萩原小字冷田658番地

北近畿整備株式会社

福知山市字萩原小字冷田658番地

20261000554

令和1年7月11日

令和6年7月10日

共立産業有限会社

代表取締役 塩見 政勝

京都府福知山市末広町5丁目19番地

共立産業有限会社直営木村自動車整備工場

福知山市末広町5丁目19番地

20261000578

令和2年1月6日

令和7年1月5日

徳岡商会株式会社

代表取締役 徳岡 隆裕

京都府船井郡京丹波町新水戸二反田24番
徳岡商会株式会社
地

船井郡京丹波町新水戸二反田24番地

代表取締役 弘部 則昌

京都府長岡京市勝竜寺西川原田16番地1
の2

長岡京市勝竜寺西川原田16番地1の2

20261000582

令和1年8月13日

令和6年8月2日

有限会社エッチ・アール・ビー

有限会社エッチ・アール・ビー
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引取業者登録簿
令和３年３月３１日 現在
登録番号

登録年月日

登録有効期限

20261000589

令和1年8月4日

令和6年8月3日

株式会社精交自動車整備工場

20261000596

令和1年10月1日

令和6年9月25日

氏名又は名称

代表者の氏名

住

所

事業所の名称

事業所の所在地

京都府相楽郡精華町祝園西一丁目24番地
株式会社精交自動車整備工場
12

相楽郡精華町祝園西一丁目24番地12

山本 博之

京都府八幡市八幡小松20番地の10 2304

山本商店

八幡市八幡小松20番地の10 2304

京都府木津川市加茂町井平尾北置堤7番
地

あけぼの自動車

木津川市加茂町井平尾北置堤7番地

代表取締役 田中 守男

20261000603

令和1年8月13日

令和6年8月12日

森本 博司

20261000606

令和2年2月12日

令和7年2月11日

株式会社藤田鈑金工業

代表取締役 藤田 武史

京都府宇治市莵道西隼上り23番地の5

株式会社藤田鈑金工業

宇治市菟道西隼上り23番地の5

20261000626

令和2年3月24日

令和7年3月23日

園田モータース株式会社

代表取締役 園田 克彦

京都府宇治市槇島町本屋敷6番地

園田モータース株式会社

宇治市槇島町本屋敷6番地

20261000639

令和1年9月25日

令和6年9月15日

仲谷 正之

京都府舞鶴市字安岡30番地1

丸中モータース

舞鶴市字安岡15番地の2

20261000650

令和1年9月1日

令和6年8月31日

株式会社アサヒ自動車

代表取締役 池田 靖信

京都府木津川市相楽高下33番地3

株式会社アサヒ自動車

木津川市相楽高下33番地3

株式会社エヌエスサポート

久世郡久御山町市田新珠城171番地の1

20261000659

令和1年9月16日

令和6年9月15日

株式会社エヌエスサポート

代表取締役 今西 進一

京都府久世郡久御山町市田新珠城171番
地の1

20261000661

令和1年9月3日

令和6年8月31日

有限会社清水自動車

代表取締役 清水 正昭

京都府長岡京市神足拾弐11番1

有限会社清水自動車

長岡京市神足拾弐11番1

20261000664

令和2年9月23日

令和7年9月22日

株式会社ダイサブ

代表取締役 谷口 純一

京都府久世郡久御山町森川端23番地の1

株式会社ダイサブ 整備事業部

久世郡久御山町森南大内119番地の1

20261000676

令和1年10月1日

令和6年9月7日

株式会社乙訓ホンダ

代表取締役 川村 啓介

京都府向日市上植野町桑原5番地の3

ホンダカーズ乙訓 向日店

向日市上植野町桑原5番地の3

20261000677

令和1年9月19日

令和6年9月7日

川口 修司

京都府長岡京市友岡2丁目4番3号

川口自動車工作所

長岡京市友岡2丁目4番3号

20261000680

令和1年9月8日

令和6年9月7日

南村自動車工業株式会社

代表取締役 南村 悟

京都府宇治市槇島町五才田2番地の3

南村自動車工業株式会社

宇治市槇島町五才田2番地の3

20261000681

令和1年9月8日

令和6年9月7日

株式会社セグチ

代表取締役 瀬口 幸二

京都府宇治市莵道西隼上り3番地

株式会社セグチ

宇治市莵道西隼上り3番地の12

20261000690

令和1年9月27日

令和6年9月26日

株式会社カープレミアム

代表取締役 三方 慎二

京都府舞鶴市字京田336番1

株式会社カープレミアム

舞鶴市字京田336番1

20261000704

令和1年6月10日

令和6年6月9日

株式会社山本自動車工業

代表取締役 山本 賢一

京都府宇治市槙島町一町田40番地の1

株式会社山本自動車工業

宇治市槙島町一町田40番地の1

20261000723

令和1年10月29日

令和6年10月28日

有限会社マイカーセンター宇治

取締役 吉川 勝司

京都府宇治市折居台四丁目1番地の178

有限会社マイカーセンター宇治

宇治市小倉町春日森11番地

京都府木津川市木津池田22番地1

有限会社田嶋モータース

木津川市木津池田22番地1

有限会社フジミ・インターナショナル

八幡市八幡軸23番地の3

ダリヤー貿易

八幡市八幡久保田8-5

20261000729

令和1年10月7日

令和6年10月6日

有限会社田嶋モータース

代表取締役 田嶋 孝行

20261000737

令和1年11月25日

令和6年11月24日

有限会社フジミ・インターナショナル

代表取締役 フィリックスウェ
京都府八幡市八幡軸23番地の3
ジシンハ

20261000739

令和1年11月21日

令和6年11月17日

ABBASI DAVOUD（アッバスィ デービッド）

京都府八幡市男山吉井19番地1

20261000754

令和1年11月28日

令和6年11月7日

前田 政弘

京都府向日市鶏冠井町八ﾉ坪10番地の139 コアラ自動車

向日市鶏冠井町八ﾉ坪10番地の139

20261000772

令和1年11月19日

令和6年11月18日

北野 義之

大阪府寝屋川市成田東が丘37番36号

ガレージアフターファイブ

木津川市相楽川ﾉ尻90-1

20261000773

令和2年4月23日

令和7年4月22日

有限会社ＬＯＣＯ

代表取締役 辻 宏明

京都府舞鶴市字喜多22番地の12

有限会社ＬＯＣＯ

舞鶴市字喜多1105番41

20261000786

令和1年12月24日

令和6年12月23日

安田石油株式会社

代表取締役 安田 昌司

京都府与謝郡与謝野町字男山800番地の1

安田石油株式会社 橋立給油所
安田石油株式会社 修理工場

与謝郡与謝野町字男山965番地
与謝郡与謝野町字男山325番地の1

20261000807

令和1年12月22日

令和6年12月21日

HETTIGE THIRIMANNA ANTON RAJA（ヘッティ
ゲ ティリマンナ アントン ラジャ）

大阪府三島郡島本町高浜三丁目3番11412号

ST.ANTHONY'S EXPORT

八幡市下奈良小宮11の1､2､3

20261000848

令和1年12月21日

令和6年12月20日

大槻 晋吾

京都府福知山市字岩井50番地の7

おおつき商会

福知山市三和町下川合小字ﾕﾘ俵2番13

カン貿易有限会社

八幡市上津屋八丁26番

20261000850

令和2年1月14日

令和6年12月21日

カン貿易有限会社

20261000851

令和1年12月21日

令和6年12月20日

川畑 康博

代表取締役 カンズベルイク
大阪府高槻市富田町1-13-22-201
バル

京都府木津川市山城町上狛東下26番地26 山城オートサービス

木津川市山城町上狛東下26番地26
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引取業者登録簿
令和３年３月３１日 現在
登録番号

登録年月日

登録有効期限

20261000862

令和1年12月21日

令和6年12月20日

氏名又は名称

代表者の氏名

住

所

事業所の名称
岡山モータース

事業所の所在地

多賀 正一

京都府綾部市神宮寺町蟹田19番地の1

京都府京都市南区唐橋経田町2番地ｸﾞﾗﾝ･
ドンヤ貿易
ｺｰﾄ新千本通207号

綾部市神宮寺町蟹田19番地の1
八幡市下奈良榊2-1の一部､2-2の一部

20261000868

令和1年12月21日

令和6年12月20日

仲 ゴーハリヤンサイード

20261000869

令和2年1月14日

令和6年12月20日

有限会社アリヤナ

取締役 久保 レーザ

京都府八幡市戸津東代54番地1

有限会社アリヤナ

八幡市戸津東代54番地1

20261000872

令和2年4月10日

令和7年4月9日

株式会社アレス

代表取締役 山口 幹夫

京都府久世郡久御山町佐山双栗54番地2

株式会社アレス

久世郡久御山町佐山双栗54番地2

20261000884

令和1年12月21日

令和6年12月20日

京都府福知山市駅南町2丁目32番地

ＳＲ自動車

福知山市夜久野町直見5368番地

京都府八幡市男山吉井21番地1

山岡商店
山岡商店 サグリ前事業所
山岡商店 山田事業所

八幡市八幡久保田15番2、16番2
八幡市上奈良ｻｸﾞﾘ前30番地7､8
八幡市八幡山田64番1､64番5､64番8

京都府福知山市土師宮町一丁目158番地

有限会社木村自動車販売

福知山市土師宮町一丁目158番地

有限会社GUJJAR INTERNATIONAL

綾部市位田町赤田54､55､56番地

土井 隆之

20261000886

令和1年12月22日

令和6年12月21日

山岡 一馬

20261000891

令和1年12月22日

令和6年12月21日

有限会社木村自動車販売

代表取締役 奈良井 徳仁

20261000917

令和1年12月27日

令和6年12月26日

有限会社GUJJAR INTERNATIONAL

取締役 イルファン・ムハマド 京都府綾部市位田町赤田54番地

20261000950

令和2年1月6日

令和6年12月27日

松本 猛

京都府亀岡市大井町小金岐旭18番地1

マツモトモータース

亀岡市大井町小金岐旭18番地1

20261000951

令和2年1月6日

令和6年12月27日

澤田 正幸

京都府亀岡市篠町見晴1丁目2番12号

サワダオート

亀岡市篠町見晴1丁目2番12号

20261000974

令和2年4月28日

令和7年4月27日

有限会社ひかり商事

有限会社ひかり商事

八幡市八幡久保田27番地

20261001006

令和2年8月6日

令和7年8月5日

松本 克彦

カー倶楽部 シープモンキーズ

京丹後市峰山町荒山2797番地の3

20261001018

令和2年3月11日

DHEGIRIGE SILVA GRACIAS DILAN
令和7年3月10日
IYENDRA

20261001024

令和2年2月18日

令和7年2月7日

20261001039

令和2年5月26日

令和7年5月25日

20261001041

平成30年4月16日

令和5年4月15日

有限会社小雲鈑金

20261001048

令和2年5月21日

令和7年5月20日

有限会社近藤商店

20261001054

令和2年3月31日

令和7年3月30日

鵜飼 雅

20261001067

平成29年10月5日

令和4年10月4日

ＩＶＲ株式会社

代表取締役 ラムザンミルザ 京都府八幡市八幡久保田27番地
京都府京丹後市峰山町荒山2798番地

京都府京都市下京区西七条東久保町55番
ST.JUDE.EXPORTER'S
地11

京田辺市天王奥別所69番1

長谷川 昌弘

京都府向日市寺戸町西田中瀬21番地の15 オートサービス長谷川

向日市寺戸町西田中瀬21番地の15

麻田 俊博

京都府亀岡市北古世町1丁目11番地3号

アサダコーポレーション

南丹市八木町西田南条15ｰ1

代表取締役 小雲 一矢

京都府綾部市岡町西角34番地

有限会社小雲鈑金

綾部市岡町西角34

代表取締役 近藤 徳年

京都府福知山市字川北520番地の4

有限会社近藤商店

福知山市字川北520-4

京都府相楽郡和束町大字湯船小字岩坂尻
鵜飼モータース
90番地の1

相楽郡和束町大字湯船小字岩坂尻122番地の1

代表取締役 谷口 健

京都府与謝郡与謝野町字石川1382番地1

ガリバー野田川店

与謝郡与謝野町字石川693番地

松和商事株式会社

久世郡久御山町佐山新開地117番地

20261001068

平成30年3月2日

令和5年3月1日

松和商事株式会社

代表取締役 矢吹 卓大

京都府久世郡久御山町佐山新開地117番
地

20261001073

令和2年9月16日

令和7年9月15日

有限会社A.R.I corporation

代表取締役 飯田 亮

京都府八幡市八幡水珀49番地

有限会社A.R.I corporation

八幡市八幡水珀49番地

20261001076

令和2年10月6日

令和7年10月5日

株式会社ＳＹ

代表取締役 山本 国明

京都府久世郡久御山町田井新荒見270番
地1

株式会社ＳＹ 本社工場
株式会社SY 部品工場

久世郡久御山町田井新荒見270番地１
久世郡久御山町森中内２番地

20261001080

令和2年12月21日

令和7年12月20日

土岐 朋史

20261001082

令和3年3月1日

令和8年2月28日

三菱ふそうトラック・バス株式会社

京都府八幡市八幡月夜田7番地の1ｸﾞﾗﾝﾌｪ
土岐商店
ﾙﾃｨくずはｻﾝｸｺｰﾄ306

代表取締役 ハートムット・
シック

神奈川県川崎市中原区大倉町10番地

三菱ふそうトラック・バス株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社

八幡市上奈良宮ﾉ東25番4

近畿ふそう
近畿ふそう
近畿ふそう
近畿ふそう
近畿ふそう

京都支店整備工場
宇治サービスセンター
営業部中古車営業
綾部サービスセンター
舞鶴サービスセンター

向日市鶏冠井町小深田32番地
宇治市槇島町十一42番地の7
宇治市槇島町十一42番地の7
綾部市大島町南和田14番地4の9
舞鶴市上福井小字家下107番地
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引取業者登録簿
令和３年３月３１日 現在
登録番号

20261001091

登録年月日

平成28年9月22日

登録有効期限

氏名又は名称

代表者の氏名

住

所

令和3年9月21日

京都日産自動車株式会社

代表取締役 奥田 俊彦

京都府京都市南区西九条高畠町45番地

事業所の名称

事業所の所在地

京都日産自動車株式会社 カーパレス宇治
京都日産自動車株式会社 宇治店
京都日産自動車株式会社 宇治東店
京都日産自動車株式会社 宇治西店
京都日産自動車株式会社 亀岡大井南店
京都日産自動車株式会社 亀岡大井北店
京都日産自動車株式会社 向日店
京都日産自動車株式会社 京田辺店
京都日産自動車株式会社 木津川台店
京都日産自動車株式会社 カーメッセ久御山
京都日産自動車株式会社 カーメッセ久御山Ｕ－Ｃａｒｓ
京都日産自動車株式会社 西舞鶴店
京都日産自動車株式会社 東舞鶴店
京都日産自動車株式会社 福知山店
京都日産自動車株式会社 Ｕ・タウン福知山
京都日産自動車株式会社 峰山店
京都日産自動車株式会社 Ｕ・タウン峰山
Ｂ．Ｂ．Ｃ．小野商事株式会社
Ｂ．Ｂ．Ｃ．小野商事株式会社

宇治市槇島町十一113番4
宇治市槇島町二十四55-1
宇治市槇島町大川原7
久世郡久御山町佐山籾池13
亀岡市大井町並河3丁目18番26号
亀岡市大井町土田1丁目1-25
向日市鶏冠井町極楽寺22-3
京田辺市草内一ﾉ坪14-1
木津川市木津川台6丁目1-1
久世郡久御山町森中内75-1
久世郡久御山町森中内77-1
舞鶴市字下福井408番地
舞鶴市南浜町25番地-1
福知山市字前田1063番地-1
福知山市字岩井87番地-1
京丹後市峰山町新町1581番地-1
京丹後市峰山町新町1581番地-1
宇治市羽拍子町9番地
福知山市三和町菟原下小字ｶｹﾞﾓﾁ1307番1

20261001093

平成29年2月5日

令和4年2月4日

Ｂ．Ｂ．Ｃ．小野商事株式会社

代表取締役 小野 順一

京都府宇治市羽拍子町9番地

20261001096

平成29年4月20日

令和4年4月19日

いすゞ自動車近畿株式会社

代表取締役 橋本 秀樹

大阪府守口市八雲東町一丁目21番10号

いすゞ自動車近畿株式会社 洛南サービスセンター
いすゞ自動車近畿株式会社 綾部サービスセンター

久世郡久御山町佐山双栗16
綾部市渕垣町大坪14

20261001097

平成29年7月25日

令和4年7月24日

有限会社エムズオート

取締役 山田 雅人

京都府京田辺市大住立原25番地の1

有限会社エムズオート

京田辺市大住立原25-1

20261001100

平成29年12月27日

令和4年12月26日

有限会社中央モータース

代表取締役 辻 正二

京都府宮津市字魚屋929番地の1

有限会社中央モータース

宮津市字波路574番地の2

20261001102

平成29年8月31日

令和4年8月30日

株式会社長田モータース

代表取締役 長田 新一

京都府京丹後市丹後町間人269番地の6

株式会社長田モータース

京丹後市丹後町間人269番地の6

20261001106

平成29年11月9日

令和4年10月25日

株式会社ホンダ・オート・モリカワ

代表取締役 木下 泰一

京都府京都市南区吉祥院三ﾉ宮西町93番
地

オートテラス城陽平川
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 洛中 長岡京店

城陽市平川西六反52
長岡京市今里5丁目123-1

20261001111

平成30年2月21日

令和5年2月20日

株式会社モギトリセンター巖

代表取締役 嵓 五月

京都府八幡市八幡一ﾉ坪110番地の1

株式会社モギトリセンター巖

八幡市八幡一ﾉ坪110番地の1

20261001112

平成30年2月21日

令和5年2月20日

株式会社リサイクルパーツ巖

代表取締役 嵓 和憲

京都府八幡市八幡一ﾉ坪69番地

株式会社リサイクルパーツ巖

八幡市八幡一ﾉ坪69番地

20261001122

平成30年7月12日

令和5年7月11日

山本自動車株式会社

代表取締役 山本 一之

京都府京丹後市峰山町杉谷638番地

山本自動車株式会社

京丹後市峰山町杉谷638番地

20261001124

平成30年12月3日

令和5年12月2日

株式会社オートリサイクルカネコ

代表取締役 金子 永旭

京都府舞鶴市字大川190番地1

株式会社オートリサイクルカネコ

舞鶴市字大川190番地1

20261001127

平成31年4月23日

令和6年4月22日

株式会社山田商会

代表取締役 山田 貢

京都府八幡市八幡久保田35番地の5

株式会社山田商会

八幡市八幡久保田23､24番地

20261001128

平成31年3月30日

令和6年3月29日

井上商会有限会社

代表取締役 井上 啓一

京都府京丹後市網野町郷663番地の1

井上商会有限会社

京丹後市網野町郷663番地の1

20261001133

令和1年8月3日

令和6年8月2日

岡田 年弘

京都府木津川市山城町上狛北荒堀7番地

オートオカダ

木津川市山城町上狛鈴畑41-2

20261001137

令和1年9月26日

令和6年9月25日

株式会社林自動車工業

代表取締役 林 善朗

京都府京丹後市大宮町谷内977番地の1

株式会社林自動車工業

京丹後市大宮町谷内977番地の1

20261001144

令和2年3月2日

令和7年3月1日

株式会社小西神野

代表取締役 小西 悦治

京都府京丹後市久美浜町神崎1396番地

株式会社小西神野

京丹後市久美浜町神崎1396番地

20261001145

令和2年2月5日

令和7年2月4日

株式会社オートプラザイシコ

代表取締役 石河 新治

京都府京丹後市大宮町口大野177番地

株式会社オートプラザイシコ

京丹後市大宮町口大野177番地

20261001149

令和2年5月17日

令和7年5月16日

有限会社ESK

代表取締役 金岡 一美

京都府船井郡京丹波町橋爪下島25番地

有限会社ＥＳＫ 京丹波工場

船井郡京丹波町橋爪下島25番地ほか7筆

20261001150

令和2年7月1日

令和7年6月30日

雲山 武

京都府京丹後市久美浜町谷545番地

雲山商店

京丹後市久美浜町谷547番地､548番地

20261001152

令和2年10月7日

令和7年10月6日

オカガミ株式会社

京都府八幡市下奈良小宮7番地

オカガミ株式会社

八幡市下奈良小宮7番地

20261001154

令和2年8月5日

令和7年8月4日

WARNAKULASURIYA PAMOD ASANGA
PRIYADARSHANA FERNANDO（アサンガ）

京都府八幡市八幡水珀31番地15

BEST AUTO PARTS
BEST AUTO PARTS

八幡市八幡三反長24-4
八幡市八幡盛戸51番9

20261001161

平成28年4月25日

令和3年4月24日

株式会社Ｍ・Ｇ ＴＲＡＤＩＮＧ

京都府八幡市下奈良榊1番地

株式会社Ｍ・Ｇ ＴＲＡＤＩＮＧ
株式会社Ｍ・Ｇ ＴＲＡＤＩＮＧ 福知山営業所

八幡市下奈良榊1番地
福知山市三和町大身52番地の4

代表取締役 濵田 篤介

代表取締役 モハマッド ガ
ニ
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20261001166

平成28年9月29日

令和3年9月28日

嵓 清光

20261001169

平成28年10月14日

令和3年10月10日

株式会社京都マツダ

20261001170

平成28年11月17日

令和3年11月16日

T2トレーディング株式会社

20261001172

平成30年3月12日

令和5年3月11日

西村 神喜男

20261001175

平成29年6月19日

令和4年6月18日

株式会社カーライフ京丹後

20261001179

平成29年10月12日

令和4年9月26日

谷田 正男

氏名又は名称

代表者の氏名

代表取締役 松島 正昭

京都府京都市右京区西院寿町40番地3

株式会社京都マツダ 宇治店

宇治市槙島町一八44番地3

代表取締役 村上 達

京都府宇治市木幡南山14番地の56

T2トレーディング株式会社

宇治市槇島町大川原8-1

京都府福知山市字池田168番地

西村商店

福知山市字池田168番地

京都府京丹後市峰山町長岡1607番地の3

株式会社カーライフ京丹後

京丹後市峰山町長岡1607-3

代表取締役 大江 岑興

令和4年11月9日

株式会社JAMインターナショナル

20261001181

平成29年11月29日

令和4年11月28日

株式会社エムアイティー

代表取締役 巖 鉄也

20261001183

平成29年11月20日

令和4年11月19日

金本 與志則

20261001184

平成30年1月18日

令和5年1月14日

松岡 孝宗

平成30年4月5日

令和5年4月3日

Ｇｌｏｂａｌ Ｔｒａｄｅ Ｊａｐａｎ株式会社

令和5年3月20日

DENETHTHI MIHIRAＴH RUMINDA

20261001191

平成30年9月5日

令和5年9月4日

株式会社山本國商店

20261001193

令和1年10月4日

令和6年10月3日

辻村 博

事業所の所在地
八幡市八幡一ﾉ坪1番ほか4筆

平成29年11月10日

平成30年3月21日

事業所の名称
スクラップショップＩＷＡＯ

20261001180

20261001187

所

京都府八幡市男山吉井10番地8

代表取締役 ヴァヒド・モハ
マド・カン

20261001185

住

京都府舞鶴市字引土215番地

タニダ自動車

舞鶴市北浜町11番地の2

京都府綴喜郡宇治田原町大字南小字上ノ
山6番17

株式会社JAMインターナショナル

綴喜郡宇治田原町大字南小字上ﾉ山6番17

京都府八幡市八幡植松15番地1

株式会社エムアイティー

八幡市八幡植松14番地､15番地1

京都府木津川市山城町上狛東下25番地6

金本モータース

木津川市山城町上狛東下25-6

京都府京丹後市峰山町長岡263番地の2

松岡鋼業

京丹後市峰山町長岡263番地の2

代表取締役 ラジャパンラティッ
京都府八幡市八幡盛戸81番地の1
シュ

代表取締役 山本 國雄

Ｇｌｏｂａｌ Ｔｒａｄｅ Ｊａｐａｎ株式会社

八幡市八幡盛戸81番地の1

京都府相楽郡精華町大字下狛小字車付7
番地83

APEX AUTO

相楽郡精華町大字菱田小字ﾊｻﾏ11, 21ｰ14番地

京都府京丹後市大宮町善王寺16番地の1

株式会社山本國商店

京丹後市大宮町善王寺16番地の1

京都府福知山市字前田1231番地の18

辻村自動車工業

綾部市栗町榎原1番地

20261001195

平成31年4月23日

令和6年4月22日

株式会社Ｋカー貿易

代表取締役 ヌリソメ カヴォ
京都府八幡市八幡吉原8-15
ス

株式会社Ｋカー貿易

八幡市八幡吉原8-15

20261001199

令和1年10月1日

令和6年8月19日

株式会社辻井商店

代表取締役 辻井 学

京都府八幡市八幡植松10-1

株式会社辻井商店

八幡市八幡植松10-1

20261001200

令和1年8月14日

令和6年8月13日

株式会社井上自動車

代表取締役 井上 敬章

京都府八幡市八幡三反長31番地の3

株式会社井上自動車

八幡市八幡三反長31番地の3

20261001202

令和2年3月16日

令和7年3月15日

有限会社辻本石油店

代表取締役 辻本 善紀

京都府綴喜郡井手町大字井手小字橋の本
有限会社辻本石油店
2番地の4

綴喜郡井手町大字井手小字橋の本2番地の4

20261001204

平成29年9月1日

令和4年8月31日

津賀 貴子

京都府宇治市伊勢田町中ﾉ田3番地

ツガオート商会

宇治市伊勢田町中ﾉ田3番地

20261001205

令和2年2月18日

令和7年1月28日

株式会社アクティブ

代表取締役 上出 祐司

京都府京都市伏見区久我本町10番地の4

株式会社アクティブ

乙訓郡大山崎町字円明寺小字宝本21番地

20261001206

令和:2年2月10日

令和7年2月9日

株式会社エムズレンタ

代表取締役 松島 正昭

京都府京都市右京区西院寿町40番地3

バジェット・レンタカー京都宇治店

宇治市槇島町三十五37番地3

株式会社飛鳥貿易

八幡市八幡一ﾉ坪150番8の2の一部､150番9の1の一部､御幸谷41

20261001207

令和2年2月26日

令和7年2月25日

株式会社飛鳥貿易

代表取締役 ノーリ・グラム・
京都府八幡市八幡御幸谷41番地
ラザ

20261001209

令和2年9月29日

令和7年9月28日

株式会社藤田産業

代表取締役 宮脇 真有子

京都府宇治市槇島町吹前21番地

株式会社藤田産業

宇治市槇島町吹前31-1番地ほか9筆

20261001210

令和2年10月14日

令和7年10月13日

株式会社ビーエムハナテン

代表取締役 陣内 司

東京都港区六本木六丁目10番１号

ビッグモーター木津川店

木津川市山城町椿井鳥井24-1

20261001212

令和3年3月25日

令和8年3月24日

株式会社津田商会

代表取締役 津田 政浩

京都府船井郡京丹波町本庄小田中4番地1 株式会社津田商会

株式会社京都商会

代表取締役 SAFI
SULEMAN（サフィ・スレイマ
ン）

京都府八幡市八幡三反長8番29

20261001213

平成28年5月11日

令和3年5月10日

株式会社京都商会

京都府船井郡京丹波町本庄小田中4番地1
京田辺市水取地蔵講65番1
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20261001214

平成28年6月17日

令和3年6月16日

宮西 豊

20261001215

平成28年6月9日

令和3年6月8日

株式会社小森オート

20261001216

平成28年7月22日

令和3年7月21日

桝井 美栄子

氏名又は名称

代表者の氏名

代表取締役 小森 修

20261001217

平成28年8月5日

令和3年8月4日

株式会社ＺＡＩＮＵＬＡＢＤＥＥＮ

代表取締役 ザイナラブ
ディーン・バーラム・ムスタ
ファ・ムスタファ

20261001218

平成28年8月15日

令和3年8月14日

株式会社GLOBE

代表取締役 三方 圭一

住

所

事業所の名称

事業所の所在地

大阪府守口市八雲中町1丁目23番3-303号 Ｙｕ－Ｉｎ Ｅｘｐｏｒｔ

八幡市下奈良名越16-1

京都府京丹後市峰山町長岡1718番地の1

株式会社小森オート

京丹後市峰山町長岡1718番地の1

京都府八幡市橋本新石11番地11

桝井商店

八幡市八幡一ﾉ坪68番地

京都府八幡市八幡双栗11番地の5

株式会社ＺＡＩＮＵＬＡＢＤＥＥＮ
八幡三反長店

八幡市川口東頭18番地の1
八幡市八幡三反長37番地の1

京都府舞鶴市下福井882番地の20

株式会社GLOBE

舞鶴市下福井882番地20

ドリーム舞鶴店
兵庫県加古川市米田町船頭字谷107番地3 軽ドリームアウトレット福知山店
ドリーム福知山店
京都府綴喜郡井手町大字井手小字川久保
株式会社山新商会 京都営業所
33番地の2

舞鶴市下福井51番地
福知山市荒河東町100番地
福知山市篠尾961番地44

20261001219

平成28年8月15日

令和3年8月14日

Dream Japan株式会社

代表取締役 三方 圭一

20261001220

平成28年10月20日

令和3年10月19日

株式会社山新商会

代表取締役 新井 純一

20261001222

平成29年1月20日

令和4年1月19日

株式会社グランドエンタープライズ

代表取締役 渋谷 浩司

京都府久世郡久御山町東一口丸島59番地
株式会社グランドエンタープライズ
1

20261001223

平成29年4月24日

令和4年4月23日

ＲＹＫ株式会社

代表取締役 小野 力

京都府八幡市上奈良宮ﾉ東2番地7

ＲＹＫ株式会社

八幡市上奈良宮ﾉ東2番地7

20261001224

平成29年7月12日

令和4年7月11日

有限会社丹後工作所

代表取締役 河嶋 英彰

京都府宮津市字須津1612番地

有限会社丹後工作所

宮津市字須津1612番地

20261001225

平成29年7月27日

令和4年7月26日

株式会社上村自動車

代表取締役 上村 吉正

京都府京田辺市東古森99番地

株式会社上村自動車

京都府京田辺市東古森99番地

20261001228

平成29年10月26日

令和4年10月25日

葛野 裕昭

京都府福知山市字長田186番地の62

平和パーツ

福知山市三和町芦渕252-3

20261001229

平成29年12月7日

令和4年12月6日

株式会社田中商店

京都府京丹後市大宮町周枳661番地の1

株式会社田中商店

京丹後市大宮町周枳661番地の1

20261001230

平成29年12月28日

令和4年12月27日

仲井 功

京都府舞鶴市字喜多31番地80

仲井ホンダ販売

舞鶴市字松蔭29-46

20261001231

平成30年1月18日

令和5年1月17日

株式会社ＵＬＴＲＡ ＷＩＤＥ

代表取締役 舩井 昇

大阪府大阪市北区西天満四丁目1番2号

株式会社ＵＬＴＲＡ ＷＩＤＥ

綴喜郡宇治田原町郷之口下柳原11番地

株式会社SABANOインターナショナル

代表取締役 マーハッド ゾ
京都府八幡市野尻円ノ元8番地
ヘル サバーヌ

株式会社SABANOインターナショナル

八幡市野尻円ノ元8番地

代表取締役 田中 浩司

相楽郡精華町大字北稲八間小字大路87-1
久世郡久御山町東一口丸島59番地1

20261001232

平成30年12月27日

令和5年12月26日

20261001233

平成30年4月9日

令和5年4月8日

株式会社西林モータース

代表取締役 西林 正男

京都府向日市寺戸町西田中瀬13番地5

株式会社西林モータース

向日市上植野町伴田10-1

20261001235

平成30年6月21日

令和5年6月20日

株式会社平和トレーディング

代表取締役 イルファン・ム
ハマド

京都府京田辺市三山木垣内27番地

株式会社平和トレーディング

京田辺市三山木垣内27番地

20261001236

平成30年9月3日

令和5年9月2日

株式会社服部モーター商会

代表取締役 松島 正昭

京都府京都市右京区西院南高田町10番地 Kyoto BMW BMW Premium Selection 城陽

城陽市久世荒内55番地

20261001237

平成30年9月13日

令和5年9月12日

エフビーインターナショナル株式会社

代表取締役 岡村 正人

京都府京都市山科区小野西浦58番地の28 エフビーインターナショナル株式会社

八幡市岩田六ﾉ坪61番地2

20261001238

平成30年12月21日

令和5年12月20日

株式会社歳光

代表取締役 嵓 歳光

京都府南丹市八木町観音寺地内77番地

南丹市八木町観音寺地内77番地

株式会社IDOM

代表取締役 羽鳥 裕介

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京
ガリバー舞鶴店
ビルディング

代表取締役 ハサン ファー
京都府八幡市八幡三本橋18番地の5
レ ハサン

20261001239

平成31年2月14日

令和6年2月13日

20261001240

令和1年6月17日

令和6年6月16日

HAJ株式会社

20261001241

令和1年10月1日

令和6年9月30日

藤崎 利浩

20261001242

令和1年10月16日

令和6年10月15日

株式会社カーステップ

20261001243

令和1年10月30日

令和6年10月29日

臼井 朗

20261001244

令和1年11月25日

令和6年11月24日

山文商事株式会社

代表取締役 倉原 洋祐

代表取締役 吉田 龍藏

株式会社歳光

舞鶴市上安久127-1

HAJ株式会社

八幡市八幡久保田8番地の14

京都府綾部市大島町沓田35番地の4

林自動車工作所

綾部市宮代町宮ノ下11番地の4

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町266
番地

株式会社カーステップ

宇治市槙島町千足18-1

京都府久世郡久御山町栄１丁目１番地115
志賀車輛販売
2棟102号

京都府八幡市内里蜻蛉尻３－１

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目2番10号

京都府久世郡久御山町田井新荒見33-2

山文商事株式会社 久御山ＳＳ
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引取業者登録簿
令和３年３月３１日 現在
登録番号

登録年月日

登録有効期限

20261001245

令和1年11月29日

令和6年11月28日

株式会社オクムラ自動車

20261001246

令和1年12月20日

令和6年12月19日

20261001247

令和1年12月23日

令和6年12月22日

20261001248

令和2年2月6日

令和7年2月 5日

株式会社創衣

20261001249

令和2年3月11日

令和7年3月10日

メヘラバン モルテザ

20261001250

令和2年4年15日

令和7年4年14日

株式会社片山インターナショナル

20261001251

令和2年4月30日

令和7年4月29日

鹿取 俊志

20261001253

令和2年9月14日

令和7年9月13日

株式会社ホンダネット京奈

20261001254

令和2年9月18日

令和7年9月17日

アールトレーディング株式会社

20261001255

令和2年10月23日

令和7年10月22日

飯田 祐介

20261001256

令和2年10月28日

令和7年10月27日

山重自動車株式会社

20261001257

令和2年11月4日

令和7年11月3日

20261001258

令和2年12月2日

20261001259
20261001260

氏名又は名称

代表者の氏名
代表取締役 奥村 進

住

所

事業所の名称

事業所の所在地

京都府宇治市宇治天神37番地

株式会社オクムラ自動車

京都府宇治市宇治天神37番地

中辻 博司

京都府舞鶴市字行永2840番地の12

北欧自動車

京都府舞鶴市田中町2番地の3

MATIN ZAD FARHAD

大阪府門真市上野口町24番18号

スマイル貿易

京都府八幡市八幡久保田10番地2号

京都府八幡市内里蜻蛉尻6番地の4

株式会社創衣

八幡市内里蜻蛉尻6-4

代表取締役 北尾 啓

大阪府枚方市長尾荒阪2丁目3208番地の9 シャイアン貿易

京田辺市松井乾角22

京都府南丹市園部町半田相田38番地

カークラブルポ

京都府亀岡市荒塚町2丁目10-5

京都府八幡市男山石城2番地-B29-303

Ｌｉｂｒａ リブラ

八幡市八幡森43・44，50-1

島田 順弘

奈良県奈良市登美ヶ丘四丁目5番5号

Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ南京都 宇治槇島店
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ南京都 京田辺店

宇治市槇島町一ノ坪3-2
京田辺市三山木中央5丁目3-2

ジュネード・バッシャール

兵庫県芦屋市涼風町6-6

アールトレーディング株式会社 八幡営業所

八幡市八幡三反長40-1

京都府宇治市小倉町西山46番地の26

拾八商会

宇治市小倉町西山46-26

代表取締役 山﨑 修

京都府京丹後市網野町浅茂川25番地

山重自動車株式会社

京丹後市網野町浅茂川25番地

株式会社リバティ

蓮尾 耕司

京都府久世郡久御山町森大内333番地

株式会社リバティ 本店
株式会社リバティ 車検の速太郎 久御山店
株式会社リバティ 精華店

久世郡久御山町森大内333
久世郡久御山町森大内327番地
相楽郡精華町光台1丁目5-2

令和7年11月1日

山川株式会社

三好 悟

京都府京都市下京区七条御所ノ内本町
100-3-401

山川株式会社 本社

久世郡久御山町森中内54-2

令和2年12月2日

令和7年12月1日

株式会社小室自工

代表取締役 高岸 幸弘

京都府宮津市字国分510番地

株式会社小室自工

宮津市字国分510番地

令和2年12月8日

令和7年12月7日

上田 博文

京都府南丹市園部町横田7号15番地

廣瀨自動車工業

京都府南丹市園部町横田3号72番地

京都府船井郡京丹波町中台薮ノ外47番地
13

天海株式会社

京都府船井郡京丹波町中台薮ノ外47番地13

代表取締役 片山 明秀

20261001261

令和2年12月15日

令和7年12月14日

天海株式会社

20261001262

令和3年1月20日

令和8年1月19日

北 良太郎

京都府木津川市加茂町里南古田88番地2

北モータース

木津川市加茂町里南古田88番地2

20262001263

令和3年3月16日

令和8年3月15日

アリ アフタル

大阪府大阪市北区中之島4丁目3番202101号

ＬＡＫ ＭＮＧ ＣＯ

綾部市位田町15番地

20261001264

令和3年2月25日

令和8年2月24日

寺本 孝英

京都府宇治市開町23番地の9

巧望企画てらもと

代表取締役 川淵 天海

城陽市寺田市ノ久保2-468
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