自動車リサイクル法に基づく
フ ロ ン 類 回 収 業 者 名 簿
（ 石 川 県 知 事 登 録 分 ）

令和４年４月１日現在
石川県生活環境部

１

自動車の最終所有者は、次の登録や許可を有する者に使用済自動車の処理を依頼してください。

（１）引取業の登録のない方は、最終所有者から使用済自動車を引き取ることはできません。
（登録なく使用済自動車を引き取った場合は、罰則が適用されますのでご注意ください。）
（２）フロン類回収業の登録のない方は、使用済自動車からフロン類を回収することはできません。
（登録なく使用済自動車からフロン類を回収した場合は、罰則が適用されますのでご注意くだ
さい。）
（３）解体業の許可のない方は、使用済自動車から部品取りを行うことはできません。
（許可なく部品取りを行った場合は、罰則が適用されますのでご注意ください。）
２

金沢市内の引取業者・フロン類回収業者及び解体業者・破砕業者については、金沢市ごみ減量
推進課にお問合せください。

３

自動車リサイクルシステムへの登録状況については、次の公 益財団法人自動車リサイクル促進
センターのホームページで確認できます。
（公表を希望した事業者のみ、「関連事業者情報検索」により確認できます。）
http://www.jars.gr.jp/

４

引取業及びフロン類回収業の登録業者名簿並びに解体業及び破砕業の許可業者名簿は、県のホ
ームページでも公表しています。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/jidousha_r/index.html
○問い合わせ先
石川県生活環境部資源循環推進課審査グループ
〒920-8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
ＴＥＬ ０７６－２２５－１４７２
ＦＡＸ ０７６－２２５－１４７３
e-mail shinsa-3@pref.ishikawa.lg.jp

フロン類回収業
（五十音順）

フロン類回収業者登録名簿（五十音順）
登録番号

登録年月日 満了年月日 事業者名称

法人にあっては代表者の氏名

事業者住所

事業所名称

事業所住所

事業所電話番号

20172000024

H29.11.8

R4.10.15 石川県

知事

谷本

正憲 石川県金沢市鞍月１丁目１番地

石川県立七尾産業技術専門校

石川県七尾市津向町へ部３４番地

0767-52-3159

20172000024

H29.11.8

R4.10.15 石川県

知事

谷本

正憲 石川県金沢市鞍月１丁目１番地

石川県立小松産業技術専門校

石川県小松市青路町１３０番地

0761-44-1183

20172000025

H29.8.7

R4.8.6 石川ダイハツ販売株式会社 代表取締役 岡田 喜一 石川県金沢市駅西本町三丁目１５番１号 石川ダイハツ販売株式会社松任店

石川県白山市徳丸町３７０番地

076-276-2385

20172000025

H29.8.7

R4.8.6 石川ダイハツ販売株式会社 代表取締役 岡田 喜一 石川県金沢市駅西本町三丁目１５番１号 石川ダイハツ販売株式会社小松店

石川県小松市大領町ロ１８５

0761-23-1431

20172000025

H29.8.7

R4.8.6 石川ダイハツ販売株式会社 代表取締役 岡田 喜一 石川県金沢市駅西本町三丁目１５番１号 石川ダイハツ販売株式会社七尾店

石川県七尾市細口町い部２２番地

0767-53-5480

20172000887

H29.7.24

20172000034

R1.7.5

20172000889

H29.8.28

20172000076

H29.12.13

20172000093

H29.4.19

20172000094

R2.2.24

20172000096

H29.11.20

20172000100

H30.6.16

20172000905

H30.7.31

20172000913

R2.10.26

20172000119

H29.4.26

R4.4.21 有限会社勝木自動車解体

代表取締役 勝木

秀和 石川県七尾市旭町は部４１番地

20172000129

H29.10.16

R4.10.15 有限会社釜井自動車商会

代表取締役 釜井

20172000149

R1.10.11

R6.9.30 工一自動車株式会社

20172000176

H29.6.1

R4.5.1 有限会社小松解体

20172000182

H29.10.16

R4.10.15 株式会社米野電機

20172000207

R2.3.9

20172000210

H29.9.27

20172000829

R1.8.11

20172000218

H29.8.7

R4.8.6 株式会社白尾自動車サービス 代表取締役 高島 義廣 石川県かほく市白尾ツ７０番地

20172000232

H29.8.7

R4.8.6 株式会社杉本自動車サービス 代表取締役 杉本 寿一 石川県かほく市松浜ハ３１番地１２

20172000234

R4.2.1

20172000253

H30.1.15

20172000870

R3.3.16

20172000264

H30.2.26

20172000267

H29.8.8

20172000286

H30.1.24

R4.7.23 石川ヤナセ株式会社

秀紀 石川県金沢市間明町一丁目２６０番地

メルセデス・ベンツ金沢

朗

有限会社石田自動車整備工場

石川県七尾市小島町ホ部７１番地

0767-53-0346

保男 石川県金沢市小立野三丁目４番１２号

有限会社ECOステージ

石川県白山市米永町２１９番地７

076-275-7347

代表取締役 大浦

信浩 石川県野々市市押野六丁目２７番地

有限会社大浦解体

石川県野々市市押野六丁目２７番地

076-247-0315

R4.4.18 株式会社奥野自動車商会

代表取締役 奥野

松方 石川県野々市市柳町１７番地

株式会社奥野自動車商会

石川県野々市市柳町17番地

076-276-3157

R7.2.23 有限会社奥野モータース

代表取締役 奥野

貴浩 石川県加賀市大聖寺弓町３３番地

有限会社奥野モータース

石川県加賀市大聖寺弓町３３番地

0761-72-0653

代表取締役 米林

進

R5.6.15 有限会社カーオート松陽

代表取締役 二見

裕詞 石川県小松市大領町そ１７番地２

R5.7.30 株式会社カーライフ中野

代表取締役 中野

章司 石川県珠洲市宝立町春日野ろ字１２３番地１ 株式会社カーライフ中野

代表取締役 藤澤

R6.7.4 有限会社石田自動車整備工場 代表取締役 石田
R4.8.27 有限会社ＥＣＯステージ
R4.12.12 有限会社大浦解体

R4.11.19 有限会社押水自動車

R7.10.25 片原

取締役

渡辺

朗

石川県七尾市小島町ホ部７１番地

サーティファイドカーセンター

石川県羽咋郡宝達志水町免田壱の部３番地１ 有限会社押水自動車

石川県野々市市連花寺町１６５番地１ 076-246-5555

石川県羽咋郡宝達志水町免田壱の部３番地１ 0767-28-8028

有限会社カーオート松陽

石川県羽咋郡宝達志水町今浜へ３６７番地１ 羽咋電装

石川県小松市大領町そ１７番地２

0761-21-5394

石川県珠洲市宝立町春日野ろ字１２３番地１ 0768-84-2238

石川県羽咋郡宝達志水町今浜へ３５４番地 0767-28-4282

石川県七尾市旭町は部41番地

0767-57-2101

文雄 石川県七尾市中島町奥吉田ロ部３１番地 有限会社釜井自動車商会

石川県七尾市中島町奥吉田又六谷内１４番地１

0767-66-0230

代表取締役 工一

忠洋 石川県かほく市七窪ロ４番地

工一自動車株式会社

石川県かほく市七窪ロ４番地

076-283-1754

取締役

正実 石川県小松市白江町リ１１１番地１

有限会社小松解体

石川県小松市白江町リ111番地1

0761-22-3389

代表取締役 米野

豊

石川県小松市土居原町７６２番地

株式会社米野電機

石川県小松市園町ハ１２３－１

0761-21-3222

R7.3.8 有限会社志雄鈑金

代表取締役 藤井

崇

石川県羽咋郡宝達志水町子浦ぬ６番地

有限会社志雄鈑金

石川県羽咋郡宝達志水町子浦ぬ６番地 0767-29-3636

R4.9.26 有限会社島崎自動車

代表取締役 嶋崎

信次 石川県小松市矢田野町テ７番地

有限会社島崎自動車

石川県小松市矢田野町テ７番地

0761-43-0515

R6.8.12 松栄物産株式会社

代表取締役 若松

明夫 石川県金沢市久安三丁目４５６番地

松栄物産株式会社

石川県白山市鹿島町２１番地３

076-278-7211

株式会社白尾自動車サービス

石川県かほく市白尾ツ７０番地

076-283-4368

株式会社杉本自動車サービス

石川県かほく市松浜ハ３１番地１２

076-285-1621

株式会社スズキ自販北陸白山営業所

石川県白山市倉光１０丁目１７２番

076-277-4114

R5.1.13 株式会社高松ホンダ沖松商会 代表取締役 沖野 時彦 石川県かほく市高松井４１番地８

ＨｏｎｄａＣａｒｓかほく北高松店

石川県かほく市高松井４１番地８

076-281-2017

R8.3.15 竹内

竹一商会

石川県かほく市高松マ５５番１

076-281-1981

R9.1.12 株式会社スズキ自販北陸

宗田

代表取締役 長野

直人

R5.2.24 有限会社タケモト車体
R4.8.6 辰口自動車販売株式会社
R5.1.13 千房自動車株式会社

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

石川県かほく市高松エ１２２番地３

有限会社勝木自動車解体

園町営業所

整備事業部

代表取締役 竹本

行雄 石川県小松市城南町５３番地１

有限会社タケモト車体

石川県小松市城南町５３番地１

0761-24-1446

代表取締役 室谷

眞一 石川県能美市上開発町ハ６８番地

辰口自動車販売株式会社

石川県能美市上開発町ハ68番地

0761-51-3144

代表取締役 松本

義彦 石川県野々市市押野四丁目８８番地

千房自動車株式会社

石川県野々市市押野四丁目８８番地

076-248-5040

フロン類回収業者登録名簿（五十音順）
登録番号

登録年月日 満了年月日 事業者名称

20172000287

H29.11.20

20172000292

H29.8.8

20172000637

R1.9.9

20172000575

H29.4.26

20172000903

H30.4.3

20172000342

H30.9.25

20172000911

R2.6.18

20172000814

H29.7.3

20172000363

R1.10.4

20172000577

H29.10.8

20172000395

R4.11.19 中央自動車株式会社

法人にあっては代表者の氏名

事業者住所

事業所名称

事業所住所

事業所電話番号

代表取締役 紙谷

和彦 石川県羽咋市中央町ア１９５番地

中央自動車株式会社サービス工場

石川県羽咋市新保町下２１８の１

0767-22-5410

R4.8.6 有限会社ツクダ自動車

代表取締役 中島

育子 石川県白山市相川町１８２４番地

有限会社ツクダ自動車

石川県白山市相川町１８２４番地

076-276-1593

R6.9.5 有限会社利雅夢

代表取締役 稲岡

政利 石川県羽咋郡志賀町徳田寅７６番地

有限会社利雅夢

石川県羽咋郡志賀町小室壱四１０番地、他 0767-37-2121

代表取締役 中川

啓

株式会社中川デンソー

石川県小松市大領町ロ67番地

R4.4.10 株式会社中川デンソー
R5.4.2 中村

伸幸

R5.7.22 株式会社七尾ホンダ販売
R7.6.17 西田

石川県鳳珠郡穴水町字川島サの６５番地の２ 能登電機サービス

代表取締役 野田 健一郎 石川県七尾市白馬町五六部１４番地

淳一

R4.7.2 有限会社西電機

石川県小松市大領町ロ67番地

石川県能美市大長野町ハ１２３番地１
代表取締役 西

浩一

0761-21-1030

石川県鳳珠郡穴水町字川島サの６５番地の２ 0768-52-0007

株式会社七尾ホンダ販売

石川県七尾市白馬町五六部１４番地

西田自動車商会

石川県能美市大長野町チ４６番

石川県白山市鶴来本町四丁目チ１０９番地４ 有限会社西電機

0767-57-2020

他７筆 0761-57-2080

石川県白山市鶴来本町四丁目チ１０９番地４ 076-273-2244

R6.10.3 株式会社丹羽自動車工業

代表取締役 丹羽

昭広 石川県白山市福留町６０３番地

株式会社丹羽自動車工業

石川県白山市福留町６０３番地

076-277-0002

R4.10.7 有限会社橋本電装

代表取締役 橋本

康則 石川県加賀市中代町３番地３

有限会社橋本電装

石川県加賀市中代町3番地3

0761-73-2300

H29.8.8

R4.7.29 ハリタ金属株式会社

代表取締役 張田

真

石川県白山市福留町５２４番地１

076-277-3993

20172000611

R1.8.20

R6.8.19 株式会社Ｐ・Ｉ北日本

代表取締役 高野

憲治 石川県鳳珠郡穴水町字鵜島ハ３４番地

株式会社Ｐ・Ｉ北日本

石川県鳳珠郡穴水町字鵜島ハ３４番地 0768-52-1314

20172000403

R1.10.1

R6.9.30 平野自動車株式会社

代表取締役 平野

勉

平野自動車株式会社

石川県羽咋市千代町い３６番地

0767-26-1212

20172000411

R3.9.16

R8.9.15 有限会社深谷自動車商会

代表取締役 深谷

卓志 石川県野々市市堀内三丁目２５番地

有限会社深谷自動車商会

石川県野々市市堀内三丁目２５番地

076-248-0337

20172000416

H29.8.26

R4.8.25 有限会社藤田自動車商会

代表取締役 藤田

陽清 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新１４８番甲１地 有限会社藤田自動車商会

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新１４８番甲１地

0768-62-3333

20172000431

H29.10.5

R4.9.26 株式会社北陸マツダ

代表取締役 泉

嘉幸

石川県野々市市横宮町３番１号

北陸マツダ石川本店

石川県野々市市横宮町３番１号

076-248-1120

20172000431

H29.10.5

R4.9.26 株式会社北陸マツダ

代表取締役 泉

嘉幸

石川県野々市市横宮町３番１号

北陸マツダ小松店

石川県小松市園町ヌ７０

0761-22-2316

20172000431

H29.10.5

R4.9.26 株式会社北陸マツダ

代表取締役 泉

嘉幸

石川県野々市市横宮町３番１号

北陸マツダ七尾店

石川県七尾市小島町大開地１－６

0767-53-8070

20172000641

R1.9.13

R6.9.12 株式会社北菱

代表取締役 谷口

株式会社北菱

石川県小松市長田町イ１８番地

0761-21-3311

20172000445

H29.8.26

R4.8.25 株式会社ホンダカーズ石川 代表取締役 生垣 洋介 石川県金沢市古府二丁目１２５番地１

HondaCars石川

小松白江店

石川県小松市白江町リ２５-４

0761-24-3444

20172000445

H29.8.26

R4.8.25 株式会社ホンダカーズ石川 代表取締役 生垣 洋介 石川県金沢市古府二丁目１２５番地１

HondaCars石川

七尾古府店

石川県七尾市古府町に1番地

0767-52-0555

20172000445

H29.8.26

R4.8.25 株式会社ホンダカーズ石川 代表取締役 生垣 洋介 石川県金沢市古府二丁目１２５番地１

HondaCars石川

野々市中央店

石川県野々市市横宮町３番１号

076-248-6161

20172000445

H29.8.26

R4.8.25 株式会社ホンダカーズ石川 代表取締役 生垣 洋介 石川県金沢市古府二丁目１２５番地１

HondaCars石川

かほく店

石川県かほく市白尾４５番地１

076-248-6161

20172000912

R2.10.6

R7.10.5 株式会社ホンダ販売スギフジ 代表取締役 杉藤 隆志 石川県七尾市八田町ロ部１番地３

株式会社ホンダ販売スギフジ

石川県七尾市八田町ロ部１番地３

0767-57-3550

20172000444

H29.10.10

R4.10.9 株式会社ホンダ販売能登中央 代表取締役 新井 洋秀 石川県七尾市本府中町レ部２番地１

株式会社ホンダ販売能登中央

石川県七尾市本府中町レ部２番地１

0767-52-0617

20172000447

H29.11.20

R4.11.19 株式会社ホンダ輪島販売

代表取締役 山瀬

秋雄 石川県輪島市二ツ屋町２字３３番地４

株式会社ホンダ輪島販売

石川県輪島市二ツ屋町４字２番地２

0768-22-2177

20172000454

H29.7.3

R4.7.2 有限会社マインドオート

代表取締役 吉田

實

石川県加賀市桑原町ト１０６番地３

有限会社マインドオート

石川県加賀市桑原町ト１０６番地３

0761-74-8686

20172000170

H30.12.4

石川県小松市矢田野町ニ９５番地２

光陽商会

石川県加賀市箱宮町ノ字７０－５

-

20172000481

H30.7.9

R5.7.8 有限会社光山商店

代表取締役 光山

広志 石川県小松市今江町九丁目２７０番地

有限会社光山商店

石川県小松市今江町九丁目２７０番地 0761-23-3836

20172000484

H29.10.8

R4.10.7 有限会社南出自動車

代表取締役 南出

剛宏 石川県加賀市黒瀬町ワの７番地２

有限会社南出自動車

石川県加賀市黒瀬町ワの７番地２

20172000729

R1.12.24

R6.12.19 有限会社ミムロ電機

代表取締役 三室

勇

R5.11.30 光山

富山県高岡市福岡町本領１０５３番地１ ハリタ金属株式会社金沢支店

石川県羽咋市千代町い３６番地

直樹 石川県小松市長田町イ１８番地

泰元

石川県羽咋郡志賀町高浜町ノの３６番地３０ 有限会社ミムロ電機

0761-72-0735

石川県羽咋郡志賀町高浜町ノの３６番地３０ 0767-32-3524

フロン類回収業者登録名簿（五十音順）
登録番号

登録年月日 満了年月日 事業者名称

20172000580

H29.9.11

20172000581

H29.12.10

20172000515

H29.6.3

20172000756

R3.7.3

20172000526

R1.8.16

20172000538

H29.9.12

20172000542

H30.11.20

20172000544

H29.6.3

20172000605

R1.7.1

20172000828

R1.6.8

20172000901
20172000901

法人にあっては代表者の氏名

事業者住所

R4.9.10 有限会社ミムロ電機商会

代表取締役 三室

R4.12.9 株式会社村上電装

代表取締役 村上 昌代志 石川県野々市市白山町１０番２７号

事業所名称

事業所住所

誠一 石川県七尾市矢田新町ロ部１番地の２２ 有限会社ミムロ電機商会

事業所電話番号

石川県七尾市矢田新町ロ部１番地の２２ 0767-52-5283

株式会社村上電装

石川県野々市市白山町１０番２７号

076-248-7606

R4.6.2 有限会社メタルオート北陸 代表取締役 戸田 暢生 石川県小松市白江町ロ６２番地

有限会社メタルオート北陸

石川県小松市白江町ロ６２番地

0761-21-0168

R8.7.2 株式会社安田商店

株式会社安田商店

石川県能美市浜町タ１５７番地２１

0761-55-1321

代表取締役 安田

由煥 石川県能美市浜町カ２１７番地１

R6.8.11 谷内自動車工業株式会社

代表取締役 谷内

治朋 石川県鳳珠郡能登町字藤波１５字７番地１ 谷内自動車工業株式会社

石川県鳳珠郡能登町字藤波１５字７番地１ 0768-62-3300

R4.9.10 株式会社やまと商事

代表取締役 山田

真生 石川県金沢市八日市三丁目６２８番地２ 株式会社やまと商事

石川県白山市旭丘三丁目２８番地

076-275-9231

R5.11.19 有限会社山中商店

代表取締役 山中

泰碩 石川県小松市二ツ梨町へ３３番地

有限会社山中商店

石川県小松市二ツ梨町へ３３番地

0761-44-4534

R4.6.2 株式会社ヤマモト

代表取締役 山本

直亮 石川県白山市横江町１１３８番地１

株式会社ヤマモト

石川県白山市大竹町ト８－１

076-272-7711

有限会社ヨシダオートパーツ

石川県羽咋市粟生町メ２１４番地３

0767-22-3340
0767-57-2114

R6.6.30 有限会社ヨシダオートパーツ 代表取締役 吉田 茂樹 石川県羽咋市粟生町メ２１４番地３

大竹工場

R6.6.7 株式会社リペア

代表取締役 金山

征二 石川県七尾市白馬町５８部１５番地

株式会社リペア

石川県七尾市白馬町５８部１５番地

H30.6.5

R5.6.4

株式会社ロータスＴＭパートナーズ

代表取締役 高野

憲治 石川県七尾市大津町苗代谷１１番地１

株式会社ロータスＴＭパートナーズ

石川県七尾市大津町苗代谷１１番地１ 0767-68-2365

H30.6.5

R5.6.4

株式会社ロータスＴＭパートナーズ

代表取締役 高野

憲治 石川県七尾市大津町苗代谷１１番地１

株式会社ロータスＴＭパートナーズ

七尾市大津町苗代谷１１番地１

0767-68-2365

フロン類回収業
（地域別）

フロン類回収業者登録名簿（南加賀保健福祉センター管内）
登録番号

登録年月日 満了年月日 事業者名称
R4.10.15 石川県

法人にあっては代表者の氏名

知事

事業者住所

事業所住所

事業所電話番号

石川県立小松産業技術専門校

石川県小松市青路町１３０番地

0761-44-1183

石川県小松市大領町ロ１８５

0761-23-1431

20172000024

H29.11.8

20172000025

H29.8.7

20172000094

R2.2.24

R7.2.23 有限会社奥野モータース

代表取締役 奥野

貴浩 石川県加賀市大聖寺弓町３３番地

有限会社奥野モータース

石川県加賀市大聖寺弓町３３番地

0761-72-0653

20172000100

H30.6.16

R5.6.15 有限会社カーオート松陽

代表取締役 二見

裕詞 石川県小松市大領町そ１７番地２

有限会社カーオート松陽

石川県小松市大領町そ１７番地２

0761-21-5394

20172000176

H29.6.1

R4.5.1 有限会社小松解体

取締役

正実 石川県小松市白江町リ１１１番地１

有限会社小松解体

石川県小松市白江町リ111番地1

0761-22-3389

20172000182

H29.10.16

R4.10.15 株式会社米野電機

代表取締役 米野

豊

株式会社米野電機

石川県小松市園町ハ１２３－１

0761-21-3222

20172000210

H29.9.27

R4.9.26 有限会社島崎自動車

代表取締役 嶋崎

信次 石川県小松市矢田野町テ７番地

有限会社島崎自動車

石川県小松市矢田野町テ７番地

0761-43-0515

20172000264

H30.2.26

R5.2.24 有限会社タケモト車体

代表取締役 竹本

行雄 石川県小松市城南町５３番地１

有限会社タケモト車体

石川県小松市城南町５３番地１

0761-24-1446

20172000267

H29.8.8

代表取締役 室谷

眞一 石川県能美市上開発町ハ６８番地

辰口自動車販売株式会社

石川県能美市上開発町ハ68番地

0761-51-3144

20172000575

H29.4.26

代表取締役 中川

啓

石川県小松市大領町ロ67番地

株式会社中川デンソー

石川県小松市大領町ロ67番地

0761-21-1030

20172000911

R2.6.18

石川県能美市大長野町ハ１２３番地１

西田自動車商会

石川県能美市大長野町チ４６番

他７筆 0761-57-2080

20172000577

H29.10.8

R4.10.7 有限会社橋本電装

代表取締役 橋本

有限会社橋本電装

石川県加賀市中代町3番地3

0761-73-2300

20172000431

H29.10.5

R4.9.26 株式会社北陸マツダ

代表取締役 泉

北陸マツダ小松店

石川県小松市園町ヌ７０

0761-22-2316

20172000641

R1.9.13

R6.9.12 株式会社北菱

代表取締役 谷口

株式会社北菱

石川県小松市長田町イ１８番地

0761-21-3311

20172000445

H29.8.26

石川県小松市白江町リ２５-４

0761-24-3444

20172000454

H29.7.3

20172000170

H30.12.4

20172000481

H30.7.9

R5.7.8 有限会社光山商店

代表取締役 光山

20172000484

H29.10.8

R4.10.7 有限会社南出自動車

代表取締役 南出

20172000515

H29.6.3

20172000756
20172000542

谷本

正憲 石川県金沢市鞍月１丁目１番地

事業所名称

R4.8.6 石川ダイハツ販売株式会社 代表取締役 岡田 喜一 石川県金沢市駅西本町三丁目１５番１号 石川ダイハツ販売株式会社小松店

R4.8.6 辰口自動車販売株式会社
R4.4.10 株式会社中川デンソー
R7.6.17 西田

宗田

淳一

石川県小松市土居原町７６２番地

康則 石川県加賀市中代町３番地３

嘉幸

石川県野々市市横宮町３番１号

直樹 石川県小松市長田町イ１８番地

R4.8.25 株式会社ホンダカーズ石川 代表取締役 生垣 洋介 石川県金沢市古府二丁目１２５番地１
R4.7.2 有限会社マインドオート

有限会社マインドオート

石川県加賀市桑原町ト１０６番地３

0761-74-8686

石川県小松市矢田野町ニ９５番地２

光陽商会

石川県加賀市箱宮町ノ字７０－５

-

広志 石川県小松市今江町九丁目２７０番地

有限会社光山商店

石川県小松市今江町九丁目２７０番地 0761-23-3836

剛宏 石川県加賀市黒瀬町ワの７番地２

有限会社南出自動車

石川県加賀市黒瀬町ワの７番地２

0761-72-0735

R4.6.2 有限会社メタルオート北陸 代表取締役 戸田 暢生 石川県小松市白江町ロ６２番地

有限会社メタルオート北陸

石川県小松市白江町ロ６２番地

0761-21-0168

R3.7.3

R8.7.2 株式会社安田商店

代表取締役 安田

由煥 石川県能美市浜町カ２１７番地１

株式会社安田商店

石川県能美市浜町タ１５７番地２１

0761-55-1321

H30.11.20

R5.11.19 有限会社山中商店

代表取締役 山中

泰碩 石川県小松市二ツ梨町へ３３番地

有限会社山中商店

石川県小松市二ツ梨町へ３３番地

0761-44-4534

泰元

實

小松白江店

石川県加賀市桑原町ト１０６番地３

R5.11.30 光山

代表取締役 吉田

HondaCars石川

園町営業所

フロン類回収業者登録名簿（石川中央保健福祉センター管内）
登録番号

登録年月日 満了年月日 事業者名称

法人にあっては代表者の氏名

事業者住所

事業所名称

R4.8.6 石川ダイハツ販売株式会社 代表取締役 岡田 喜一 石川県金沢市駅西本町三丁目１５番１号 石川ダイハツ販売株式会社松任店

事業所住所

事業所電話番号

石川県白山市徳丸町３７０番地

076-276-2385

20172000025

H29.8.7

20172000887

H29.7.24

R4.7.23 石川ヤナセ株式会社

代表取締役 藤澤

秀紀 石川県金沢市間明町一丁目２６０番地

メルセデス・ベンツ金沢

20172000889

H29.8.28

R4.8.27 有限会社ＥＣＯステージ

取締役

保男 石川県金沢市小立野三丁目４番１２号

有限会社ECOステージ

石川県白山市米永町２１９番地７

076-275-7347

20172000076

H29.12.13

代表取締役 大浦

信浩 石川県野々市市押野六丁目２７番地

有限会社大浦解体

石川県野々市市押野六丁目２７番地

076-247-0315

20172000093

H29.4.19

R4.4.18 株式会社奥野自動車商会

代表取締役 奥野

松方 石川県野々市市柳町１７番地

株式会社奥野自動車商会

石川県野々市市柳町17番地

076-276-3157

20172000149

R1.10.11

R6.9.30 工一自動車株式会社

代表取締役 工一

忠洋 石川県かほく市七窪ロ４番地

工一自動車株式会社

石川県かほく市七窪ロ４番地

076-283-1754

20172000829

R1.8.11

R6.8.12 松栄物産株式会社

代表取締役 若松

明夫 石川県金沢市久安三丁目４５６番地

松栄物産株式会社

石川県白山市鹿島町２１番地３

076-278-7211

20172000218

H29.8.7

R4.8.6 株式会社白尾自動車サービス 代表取締役 高島 義廣 石川県かほく市白尾ツ７０番地

株式会社白尾自動車サービス

石川県かほく市白尾ツ７０番地

076-283-4368

20172000232

H29.8.7

R4.8.6 株式会社杉本自動車サービス 代表取締役 杉本 寿一 石川県かほく市松浜ハ３１番地１２

株式会社杉本自動車サービス

石川県かほく市松浜ハ３１番地１２

076-285-1621

20172000234

R4.2.1

株式会社スズキ自販北陸白山営業所

石川県白山市倉光１０丁目１７２番

076-277-4114

20172000253

H30.1.15

R5.1.13 株式会社高松ホンダ沖松商会 代表取締役 沖野 時彦 石川県かほく市高松井４１番地８

ＨｏｎｄａＣａｒｓかほく北高松店

石川県かほく市高松井４１番地８

076-281-2017

20172000870

R3.3.16

R8.3.15 竹内

竹一商会

石川県かほく市高松マ５５番１

076-281-1981

20172000286

H30.1.24

20172000292

H29.8.8

20172000814

H29.7.3

20172000363

R1.10.4

R6.10.3 株式会社丹羽自動車工業

代表取締役 丹羽

昭広 石川県白山市福留町６０３番地

20172000395

H29.8.8

R4.7.29 ハリタ金属株式会社

代表取締役 張田

真

20172000411

R3.9.16

R8.9.15 有限会社深谷自動車商会

代表取締役 深谷

卓志 石川県野々市市堀内三丁目２５番地

20172000431

H29.10.5

R4.9.26 株式会社北陸マツダ

代表取締役 泉

20172000445

H29.8.26

20172000445

H29.8.26

20172000581

H29.12.10

20172000538
20172000544

R4.12.12 有限会社大浦解体

R9.1.12 株式会社スズキ自販北陸

渡辺

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

代表取締役 長野

直人

R5.1.13 千房自動車株式会社

石川県かほく市高松エ１２２番地３

サーティファイドカーセンター

整備事業部

石川県野々市市連花寺町１６５番地１ 076-246-5555

代表取締役 松本

義彦 石川県野々市市押野四丁目８８番地

千房自動車株式会社

石川県野々市市押野四丁目８８番地

076-248-5040

R4.8.6 有限会社ツクダ自動車

代表取締役 中島

育子 石川県白山市相川町１８２４番地

有限会社ツクダ自動車

石川県白山市相川町１８２４番地

076-276-1593

R4.7.2 有限会社西電機

代表取締役 西

浩一

石川県白山市鶴来本町四丁目チ１０９番地４ 有限会社西電機

石川県白山市鶴来本町四丁目チ１０９番地４ 076-273-2244

石川県白山市福留町６０３番地

076-277-0002

石川県白山市福留町５２４番地１

076-277-3993

有限会社深谷自動車商会

石川県野々市市堀内三丁目２５番地

076-248-0337

北陸マツダ石川本店

石川県野々市市横宮町３番１号

076-248-1120

R4.8.25 株式会社ホンダカーズ石川 代表取締役 生垣 洋介 石川県金沢市古府二丁目１２５番地１

HondaCars石川

野々市中央店

石川県野々市市横宮町３番１号

076-248-6161

R4.8.25 株式会社ホンダカーズ石川 代表取締役 生垣 洋介 石川県金沢市古府二丁目１２５番地１

HondaCars石川

かほく店

石川県かほく市白尾４５番地１

076-248-6161

R4.12.9 株式会社村上電装

代表取締役 村上 昌代志 石川県野々市市白山町１０番２７号

株式会社村上電装

石川県野々市市白山町１０番２７号

076-248-7606

H29.9.12

R4.9.10 株式会社やまと商事

代表取締役 山田

真生 石川県金沢市八日市三丁目６２８番地２ 株式会社やまと商事

石川県白山市旭丘三丁目２８番地

076-275-9231

H29.6.3

R4.6.2 株式会社ヤマモト

代表取締役 山本

直亮 石川県白山市横江町１１３８番地１

石川県白山市大竹町ト８－１

076-272-7711

嘉幸

株式会社丹羽自動車工業

富山県高岡市福岡町本領１０５３番地１ ハリタ金属株式会社金沢支店

石川県野々市市横宮町３番１号

株式会社ヤマモト

大竹工場

フロン類回収業者登録名簿（能登中部保健福祉センター管内）
登録番号

登録年月日 満了年月日 事業者名称

事業所名称

事業所住所

事業所電話番号

石川県立七尾産業技術専門校

石川県七尾市津向町へ部３４番地

0767-52-3159

R4.8.6 石川ダイハツ販売株式会社 代表取締役 岡田 喜一 石川県金沢市駅西本町三丁目１５番１号 石川ダイハツ販売株式会社七尾店

石川県七尾市細口町い部２２番地

0767-53-5480

R6.7.4 有限会社石田自動車整備工場 代表取締役 石田

石川県七尾市小島町ホ部７１番地

0767-53-0346

R4.10.15 石川県

法人にあっては代表者の氏名

知事

事業者住所

20172000024

H29.11.8

20172000025

H29.8.7

20172000034

R1.7.5

20172000096

H29.11.20

20172000913

R2.10.26

20172000119

H29.4.26

R4.4.21 有限会社勝木自動車解体

代表取締役 勝木

秀和 石川県七尾市旭町は部４１番地

20172000129

H29.10.16

R4.10.15 有限会社釜井自動車商会

代表取締役 釜井

20172000207

R2.3.9

R7.3.8 有限会社志雄鈑金

20172000287

H29.11.20

R4.11.19 中央自動車株式会社

20172000637

R1.9.9

20172000342

H30.9.25

20172000403

R4.11.19 有限会社押水自動車
R7.10.25 片原

正憲 石川県金沢市鞍月１丁目１番地

谷本

代表取締役 米林

朗

石川県七尾市小島町ホ部７１番地

進

石川県羽咋郡宝達志水町免田壱の部３番地１ 有限会社押水自動車

石川県羽咋郡宝達志水町免田壱の部３番地１ 0767-28-8028

石川県羽咋郡宝達志水町今浜へ３６７番地１ 羽咋電装

石川県羽咋郡宝達志水町今浜へ３５４番地 0767-28-4282

朗

R6.9.5 有限会社利雅夢

有限会社石田自動車整備工場

石川県七尾市旭町は部41番地

0767-57-2101

文雄 石川県七尾市中島町奥吉田ロ部３１番地 有限会社釜井自動車商会

石川県七尾市中島町奥吉田又六谷内１４番地１

0767-66-0230

代表取締役 藤井

崇

有限会社志雄鈑金

石川県羽咋郡宝達志水町子浦ぬ６番地 0767-29-3636

代表取締役 紙谷

和彦 石川県羽咋市中央町ア１９５番地

中央自動車株式会社サービス工場

石川県羽咋市新保町下２１８の１

代表取締役 稲岡

政利 石川県羽咋郡志賀町徳田寅７６番地

有限会社利雅夢

石川県羽咋郡志賀町小室壱四１０番地、他 0767-37-2121

石川県羽咋郡宝達志水町子浦ぬ６番地

有限会社勝木自動車解体

0767-22-5410

R5.7.22 株式会社七尾ホンダ販売

代表取締役 野田 健一郎 石川県七尾市白馬町五六部１４番地

株式会社七尾ホンダ販売

石川県七尾市白馬町五六部１４番地

0767-57-2020

R1.10.1

R6.9.30 平野自動車株式会社

代表取締役 平野

20172000431

H29.10.5

R4.9.26 株式会社北陸マツダ

代表取締役 泉

20172000445

H29.8.26

20172000912

R2.10.6

20172000444

H29.10.10

20172000729

R1.12.24

20172000580

H29.9.11

20172000605

R1.7.1

20172000828

R1.6.8

20172000901

H30.6.5

勉

石川県羽咋市千代町い３６番地

平野自動車株式会社

石川県羽咋市千代町い３６番地

0767-26-1212

嘉幸

石川県野々市市横宮町３番１号

北陸マツダ七尾店

石川県七尾市小島町大開地１－６

0767-53-8070

R4.8.25 株式会社ホンダカーズ石川 代表取締役 生垣 洋介 石川県金沢市古府二丁目１２５番地１

HondaCars石川

石川県七尾市古府町に1番地

0767-52-0555

R7.10.5 株式会社ホンダ販売スギフジ 代表取締役 杉藤 隆志 石川県七尾市八田町ロ部１番地３

株式会社ホンダ販売スギフジ

石川県七尾市八田町ロ部１番地３

0767-57-3550

R4.10.9 株式会社ホンダ販売能登中央 代表取締役 新井 洋秀 石川県七尾市本府中町レ部２番地１

株式会社ホンダ販売能登中央

石川県七尾市本府中町レ部２番地１

0767-52-0617

R6.12.19 有限会社ミムロ電機
R4.9.10 有限会社ミムロ電機商会

七尾古府店

代表取締役 三室

勇

石川県羽咋郡志賀町高浜町ノの３６番地３０ 有限会社ミムロ電機

石川県羽咋郡志賀町高浜町ノの３６番地３０ 0767-32-3524

代表取締役 三室

誠一 石川県七尾市矢田新町ロ部１番地の２２ 有限会社ミムロ電機商会

石川県七尾市矢田新町ロ部１番地の２２ 0767-52-5283

R6.6.30 有限会社ヨシダオートパーツ 代表取締役 吉田 茂樹 石川県羽咋市粟生町メ２１４番地３

有限会社ヨシダオートパーツ

石川県羽咋市粟生町メ２１４番地３

0767-22-3340
0767-57-2114

R6.6.7 株式会社リペア

代表取締役 金山

征二 石川県七尾市白馬町５８部１５番地

株式会社リペア

石川県七尾市白馬町５８部１５番地

R5.6.4

代表取締役 高野

憲治 石川県七尾市大津町苗代谷１１番地１

株式会社ロータスＴＭパートナーズ

石川県七尾市大津町苗代谷１１番地１ 0767-68-2365

株式会社ロータスＴＭパートナーズ

フロン類回収業者登録名簿（能登北部保健福祉センター管内）
登録番号

登録年月日 満了年月日 事業者名称

20172000905

H30.7.31

20172000903

H30.4.3

20172000611

R1.8.20

20172000416

R5.7.30 株式会社カーライフ中野
R5.4.2 中村

法人にあっては代表者の氏名

代表取締役 中野

伸幸

事業者住所

事業所名称

章司 石川県珠洲市宝立町春日野ろ字１２３番地１ 株式会社カーライフ中野
石川県鳳珠郡穴水町字川島サの６５番地の２ 能登電機サービス

株式会社Ｐ・Ｉ北日本

事業所住所

事業所電話番号

石川県珠洲市宝立町春日野ろ字１２３番地１ 0768-84-2238
石川県鳳珠郡穴水町字川島サの６５番地の２ 0768-52-0007

R6.8.19 株式会社Ｐ・Ｉ北日本

代表取締役 高野

憲治 石川県鳳珠郡穴水町字鵜島ハ３４番地

H29.8.26

R4.8.25 有限会社藤田自動車商会

代表取締役 藤田

陽清 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新１４８番甲１地 有限会社藤田自動車商会

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新１４８番甲１地

0768-62-3333

20172000447

H29.11.20

R4.11.19 株式会社ホンダ輪島販売

代表取締役 山瀬

秋雄 石川県輪島市二ツ屋町２字３３番地４

石川県輪島市二ツ屋町４字２番地２

0768-22-2177

20172000526

R1.8.16

R6.8.11 谷内自動車工業株式会社

代表取締役 谷内

治朋 石川県鳳珠郡能登町字藤波１５字７番地１ 谷内自動車工業株式会社

株式会社ホンダ輪島販売

石川県鳳珠郡穴水町字鵜島ハ３４番地 0768-52-1314

石川県鳳珠郡能登町字藤波１５字７番地１ 0768-62-3300

