自動車リサイクル法許可事業者一覧
【解体業】

令和３年３月３１日 現在

許可番号

許可有効期限

氏名又は名称

代表者の氏名

20263000001

令和6年6月30日

株式会社エコパーツ京都

20263000002

令和7年3月14日

渋谷 数則

20263000006

令和7年9月7日

株式会社金子商会

代表取締役 金子 英治

京都府舞鶴市字大川182番地

舞鶴市字大川小字中野161番地他14筆

20263000007

令和6年6月30日

株式会社大洋商会

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

宇治市槇島町十六12番地の1ほか9筆

20263000042

令和6年12月27日

松岡 正晃

京都府京丹後市峰山町長岡641番地

20263000058

令和6年12月13日

関 彰

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番

20263000069

令和6年11月30日

有限会社水瀬商店

京都府八幡市八幡盛戸51番地3

八幡市八幡盛戸51番10ほか1筆

20263000076

令和7年9月11日

中村 金嗣

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

20263000079

令和6年6月30日

嵓 正三

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19番地の1ほか1筆
八幡市八幡久保田17番地1ほか1筆

20263000083

令和6年6月30日

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番地の21ほか4筆

20263000085

令和6年12月4日

山本 敏雄

京都府八幡市八幡三反長56番地 27棟
2702

山本商店

八幡市八幡山田67番

20263000086

令和6年6月30日

伊藤 善信

京都府八幡市八幡平田12番地の3

八幡センター

八幡市八幡一ﾉ坪4番地1ほか4筆

20263000088

令和6年6月30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番地ほか6筆

20263000090

令和6年6月30日

西村 直也

京都府八幡市男山指月3番地

K.T.S

八幡市八幡水珀45番地1

20263000091

令和7年2月15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

八幡市八幡吉原7-1､7-5､5-4､6-1

20263000093

令和7年4月21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

久世郡久御山町森川端30番地の2ほか5筆

20263000112

令和6年6月30日

株式会社旭商会

代表取締役 三浦 敏和

京都府宇治市槇島町三十五23番地

宇治市槙島町三十五23番地ほか3筆

20263000118

令和6年12月27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

木津川市山城町綺田渡り戸40番地1

20263000155

令和6年12月9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
の1

久世郡久御山町佐山美ﾉｹ薮31番地の1ほか4筆

20263000157

令和6年6月30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8,7-1,2-3,2-6
与謝郡与謝野町字弓木891番1､874番3

代表取締役 安田 鉄男

住

所

京都府八幡市下奈良小宮44番地の1
京都府舞鶴市字浜273番地

代表取締役 水瀨 鐵善

20263000161

令和3年10月30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
番地

20263000332

令和6年12月27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

20263000511

令和6年12月27日

安倉 繁司

京都府京田辺市松井ケ丘三丁目1番地15

20263000513

令和6年12月19日

有限会社ユニコン・インターナショナル

代表取締役 ニハル プレイ
京都府八幡市八幡久保田34番地3
マラトナ

20263000737

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

20263000739

令和6年11月30日

ABBASI DAVOUD（アッバスィ・デービッド）

20263000773

令和8年1月30日

有限会社ＬＯＣＯ

20263000807

HETTIGE THIRIMANNA ANTON RAJA
令和6年12月27日
（ヘッティゲ ティリマンナ アントン ラジャ）

京都府八幡市男山吉井19番地1
代表取締役 辻 宏明

事業所の名称

事業場の所在地
八幡市下奈良小宮44番地の1

シブヤ商会

松岡商店

安倉モータース

舞鶴市字下漆原300番3､301番

京丹後市峰山町長岡641番地

京田辺市田辺茂ヶ谷142番1
八幡市八幡山田65番地
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番地5

京都府舞鶴市字喜多22番地の12

舞鶴市字喜多1105番41

京都府京都市西京区樫原百々ｹ池1番地71 ST.ANTHONY'S EXPORT

八幡市下奈良小宮11番1､2､3

自動車リサイクル法許可事業者一覧
【解体業】

令和３年３月３１日 現在

許可番号

許可有効期限

20263000848

令和6年12月26日

20263000850

令和6年12月23日

氏名又は名称

代表者の氏名

大槻 晋吾
カン貿易有限会社

住

所

京都府福知山市字岩井50番地の7

事業所の名称
おおつき商会

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

仲 ゴーハリヤンサイード

事業場の所在地
福知山市三和町下川合小字ﾕﾘ俵2番13
八幡市上津屋八丁26番

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

八幡市下奈良榊2-1の一部､2-2の一部

京都府八幡市戸津東代54番地1

八幡市戸津東代54番地1

20263000868

令和4年7月9日

20263000869

令和6年12月27日

有限会社アリヤナ

20263000886

令和6年12月26日

山岡 一馬

20263000917

令和6年12月27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

綾部市位田町赤田54番ほか2筆

20263000974

令和6年12月27日

有限会社ひかり商事

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

八幡市八幡久保田27番地

20263001018

令和7年2月2日

DHEGIRIGE SILVA GRACIAS DILAN
IYENDRA

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

20263001039

令和7年8月4日

麻田 俊博

京都府亀岡市北古世町1丁目11番地3号

南丹市八木町西田小字南条15番1､14番3

20263001073

令和7年11月1日

有限会社A.R.I corporation

20263001076

令和7年11月13日

20263001080

令和6年3月2日

土岐 朋史

20263001097

令和4年9月25日

有限会社エムズオート

20263001111

令和5年10月13日

20263001112

令和5年10月13日

20263001124

取締役 久保レーザ

京都府八幡市男山吉井21番地1

山岡商店

アサダ コーポレーション

八幡市上奈良ｻｸﾞﾘ前14番地5

代表取締役 飯田 亮

京都府八幡市八幡水珀49番地

八幡市八幡水珀49番地

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

久世郡久御山町田井新荒見270-1ほか14筆

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)

八幡市上奈良宮ﾉ東25番4

取締役 山田 雅人

京都府京田辺市大住立原25番地の1

京田辺市大住立原25-1

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

八幡市八幡一ﾉ坪110番地の1

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

八幡市八幡一ﾉ坪69番地

令和5年11月24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

舞鶴市字大川小字中野182番2ほか3筆

20263001127

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

八幡市八幡久保田23番､24番
八幡市八幡一ﾉ坪3-2､150-25､150-26の一部､150-9-1の一部､150-8-2の一部
八幡市八幡久保田12-1､13-2

20263001150

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547番､548番

20263001154

令和7年11月11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

八幡市八幡三反長24番4､25番3､八幡市八幡盛戸51番9

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､52番地の3

京都府八幡市男山吉井10番地8

スクラップショップIWAO

八幡市八幡一ﾉ坪1番ほか4筆

株式会社ＳＹ

代表取締役 モハマッド ガ
ニ

20263001161

令和3年4月24日

株式会社Ｍ・Ｇ TRADING

20263001166

令和3年9月28日

嵓 清光

20263001180

令和7年6月4日

株式会社ＪＡＭインターナショナル

代表取締役 ヴァヒド・モハ
マド・カン

京都府綴喜郡宇治田原町大字南小字上ノ
山6番17

綴喜郡宇治田原町大字南小字上ﾉ山6-17の一部､6-18の一部､6-19の一部

20263001181

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

京都府八幡市八幡植松15番地1

八幡市八幡植松15番地1

20263001184

令和5年2月20日

松岡 孝宗

20263001185

令和5年4月3日

20263001186

令和5年3月21日

20263001191

令和6年1月14日

20263001195

令和6年7月13日

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263番地の2,264番地の3

Global Trade Japan 株式会社

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

八幡市八幡盛戸81番地の1

株式会社BODY JOULE

代表取締役 西村 雄市

京都府亀岡市吉川町吉田段ﾉ坪30番3

亀岡市曽我部町重利風ﾉ口4番2､5番2､5番3

株式会社山本國商店

代表取締役 山本 國雄

京都府京丹後市大宮町善王寺16番地の1

京丹後市大宮町善王寺16番地の1

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

八幡市八幡吉原8-15

自動車リサイクル法許可事業者一覧
【解体業】

令和３年３月３１日 現在

許可番号

許可有効期限

氏名又は名称

20263001199

令和6年8月19日

株式会社辻井商店

20263001201

令和6年10月29日

吉原 宗一

20263001204

令和6年12月3日

津賀 貴子

20263001207

令和7年4月12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

八幡市八幡一ﾉ坪150番8の2ほか2筆

20263001209

令和7年10月8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

宇治市槇島町吹前31-1番地ほか9筆

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

京田辺市水取地蔵講65番1

20263001213

令和3年6月15日

株式会社京都商会

20263001216

令和3年12月13日

桝井 美栄子

代表者の氏名
代表取締役 辻井 学

住

所

事業所の名称

京都府八幡市八幡植松10-1

事業場の所在地
八幡市八幡植松10-1ほか3筆

京都府宇治市宇治半白51番地の5

吉原商店

宇治市槇島町十一175番地

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

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66番､67番､68番､72番､150番63

20263001217

令和4年2月7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

20263001223

令和4年8月9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

八幡市上奈良宮ﾉ東2番地7

20263001229

令和4年12月6日

株式会社田中商店

代表取締役 田中 浩司

京都府京丹後市大宮町周枳661番地の1

京丹後市大宮町周枳661番地の1

20263001231

令和5年3月19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

綴喜郡宇治田原町郷之口下柳原11番地3ほか4筆

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

HAJ株式会社

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

20263001232
20263001240

令和6年2月14日
令和6年11月11日

京都府八幡市八幡双栗11番地の5

八幡市川口東頭18番地の1

八幡市野尻円ノ元8番地
HAJ株式会社

八幡市八幡久保田8番地5番地の14、9番地の15、10番地の10

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町266
番地

20263001242

令和7年4月27日

株式会社カーステップ

株式会社カーステップ

宇治市槇島町千足18-1

20263001252

令和8年1月24日

植田 正太郎

京都府京都市左京区大原大長瀬町188番
地2

植田商会

八幡市八幡久保田5-16、5-15、5-14、5-24、5-23、5-39、5-37、5-36の一部

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

天海株式会社

船井郡京丹波町中台薮ノ外47番地13

大阪府大阪市北区中之島4丁目3番202101号

LAK MNG CO

綾部市位田町臼谷15番地

20263001261
20263001263

令和8年3月1日
令和8年3月15日

アリ アフタル

代表取締役 倉原 洋祐

代表取締役 川淵 天海

