自動車リサイクル法に基づく
引

取

業

者

名

（ 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

簿

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

引 取 業
（五十音順）

引取業者登録名簿（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

20171000001

H29.6.20

R4.6.19

株式会社アウトバーン

代表取締役 小林

祐樹 石川県七尾市飯川町く部６７番地

株式会社アウトバーン

石川県七尾市飯川町く部６７番地

0767-57-8800

20171000906

H30.8.14

R5.8.13

ＡＯＩユーロ株式会社

代表取締役 坪田

孝広 福井県福井市二の宮四丁目４４番１号

ＡＯＩユーロ株式会社

石川県野々市市本町６－１４－１７

076-227-3456

20171000906

H30.8.14

R5.8.13

ＡＯＩユーロ株式会社

代表取締役 坪田

孝広 福井県福井市二の宮四丁目４４番１号

ＡＯＩユーロ株式会社

20171000868

R2.2.23

R7.2.22

有限会社アクティブオート

取締役

浩二 石川県野々市市押野五丁目２２４番地

有限会社アクティブオート

20171000003

H29.11.8

R4.10.15

有限会社あけぼの自動車

代表取締役 坂口

和子 石川県羽咋郡宝達志水町子浦と５３番地１ 有限会社あけぼの自動車

石川県羽咋郡宝達志水町子浦と５３番地１ 0767-29-2332

20171000004

H29.6.20

R4.6.19

有限会社浅井自動車商会

代表取締役 浅井

均

20171000878

H29.6.7

R4.6.6

麻生

20171000691

R1.11.24

R6.11.23

天野

20171000011

H29.5.28

R4.5.27

有限会社荒木自動車商会

20171000012

H29.10.4

R4.10.3

有限会社アルテミスビークル 代表取締役 酒井

20171000013

H29.10.16

R4.10.15

有限会社粟津サイクル商会

代表取締役 乾

20171000014

H29.7.1

R4.6.30

株式会社粟津三共

代表取締役 大西

20171000016

H29.7.15

R4.7.14

株式会社イーピーエム・コーポレーション

代表取締役 北川

20171000018

H29.6.20

R4.6.19

有限会社五十嵐自動車

代表取締役 五十嵐

20171000749

R2.2.9

R7.2.8

池ノ上

20171000022

H29.4.24

R4.4.21

石川オート株式会社

代表取締役 村中

直也 石川県野々市市押野二丁目180番地

20171000023

H29.7.15

R4.7.14

石川かほく農業協同組合

代表理事

西川

一郎 石川県河北郡津幡町字清水チ３２９番地 石川かほく農業協同組合自動車センター 石川県河北郡津幡町字杉瀬ヌ９１番地１ 076-288-4171

20171000024

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

20171000024

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

20171000025

H29.5.22

R4.5.21

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

20171000025

H29.5.22

R4.5.21

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

20171000025

H29.5.22

R4.5.21

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白山店

石川県白山市田中町３３５番地２

076-276-2385

20171000026

H29.9.11

R4.8.20

石川中央三菱自動車販売株式会社 代表取締役 宮本

文雄 石川県金沢市長土塀二丁目１６番３０号 石川中央三菱自動車販売株式会社金沢南店 石川県野々市市本町６丁目２１番１７号 076-248-6791

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社七尾店

石川県七尾市本府中町ル４１番地１

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社小松店

石川県小松市今江町４丁目１２３番地 0761-22-5201

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社加賀店

石川県加賀市黒瀬町ヲ１番地

0761-72-2522

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社河北店

石川県かほく市高松ア１２番１

076-281-2244

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社松任店

石川県白山市倉光１０丁目５０番地

076-276-1303

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社野々市店

石川県野々市市太平寺３丁目１２６番３ 076-259-0011

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社穴水店

石川県鳳珠郡穴水町字川島ヲ１番地

若林

フォルクスワーゲン野々市

フォルクスワーゲン小松 石川県小松市宝町３１番１

0761-20-3500

石川県野々市市押野五丁目２２４番地 076-294-4775

石川県能美市粟生町ロ６２番地２

有限会社浅井自動車商会

石川県能美市粟生町ロ６２番地２

0761-57-1177

明宏

石川県七尾市南ケ丘町３０番地

山王自動車商会

石川県七尾市佐味町ニ部２８番地１

0767-52-1642

喜久男

石川県七尾市千野町ろ部１９番地１

カーメイト

石川県七尾市千野町ろ部１９番地１

0767-57-2828

代表取締役 荒木

達夫

高志 石川県河北郡内灘町字向粟崎五丁目２５０番地 有限会社荒木自動車商会

石川県河北郡内灘町字向粟崎五丁目２５０番地 076-286-8811

俊弥 石川県野々市市押野四丁目８９番地

有限会社アルテミスビークル

石川県野々市市押野四丁目８９番地

076-246-7720

有限会社粟津サイクル商会

石川県小松市符津町レ２３番地の１

0761-43-2611

文男 石川県小松市矢田野町ホ１３８番地

株式会社粟津三共

石川県小松市矢田野町ホ１３８番地

0761-43-0039

善昭 石川県白山市田中町１７６番地の１

株式会社イーピーエム・コーポレーション 石川県野々市市二日市四丁目４３番地 076-218-6848

敏浩

石川県小松市符津町レ２３番地の１

昇 石川県小松市矢崎町ナ１７９番地
石川県白山市横江町８９７番地１３

有限会社五十嵐自動車

石川県小松市矢崎町ナ１７９番地

0761-43-3177

池上自動車サービス

石川県白山市横江町８９７番地１３

076-276-7710

石川オート株式会社

石川県野々市市押野二丁目180番地

076-248-2555

0767-53-1700

0768-52-1550

引取業者登録名簿（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

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

トヨペット七尾店

石川県七尾市小島町ヌ４５番地

0767-52-3370

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

トヨペット小松店

石川県小松市上小松町丙７７番地

0761-22-3737

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

しいのき石川トヨペット加賀店

石川県加賀市箱宮町カ４の２番地

0761-74-2533

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

羽咋かほく店

石川県羽咋市兵庫町午部７の６番地

0767-22-2241

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

トヨペット白山店

石川県白山市倉光一丁目２０１番地

076-274-2200

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

カローラ七尾店

石川県七尾市千野町ろ２０番地

0767-57-1611

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

カローラ小松店

石川県小松市白嶺町二丁目１番地

0761-22-3611

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

輪島店

石川県輪島市杉平町大百苅５０番１

0768-22-6200

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

カローラ加賀店

石川県加賀市中代町ヌ４番地１

0761-76-1507

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

カローラ野々市本店

石川県野々市市堀内四丁目８７番地

076-248-1414

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

津幡店

石川県河北郡津幡町字太田へ４２番地１ 076-289-2777

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

カローラ白山店

石川県白山市三浦町４７７番地１

076-274-6300

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

中古車商品管理室

石川県野々市市堀内四丁目８７番地

076-274-6300

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社七尾店

石川県七尾市国分町ヰ１９番地

0767-53-1123

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社小松店

石川県小松市今江町ツ８２

0761-22-1123

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社UCARS小松

石川県小松市日の出町２丁目２３－１ 0761-24-2523

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社小松北店

石川県小松市一針町ロ１８－５

0761-21-1123

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社輪島店

石川県輪島市山岸町ロ１５

0768-22-6123

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社加賀店

石川県加賀市中代町ヌ１

0761-77-2502

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社羽咋店

石川県羽咋市兵庫町申１１－１３

0767-22-5623

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社白山店

石川県白山市田中町２０１

076-276-2323

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社金沢南店

石川県野々市市菅原町１４番４１号

076-294-1723

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社河北店

石川県河北郡津幡町字舟橋に１８－１ 076-289-7723

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社穴水店

石川県鳳珠郡穴水町字鵜島ハ４

20171000887

H29.7.24

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

石川県野々市市蓮花寺町１６５番地１ 076-246-5555

20171000033

H29.10.4

R4.10.3

石田

20171000034

H29.5.22

R4.5.21

有限会社石田自動車整備工場 代表取締役 石田

20171000842

R3.3.11

R8.3.10

いすゞ自動車中部株式会社

20171000881

H29.6.23

R4.6.22

泉

20171000872

R3.9.5

R8.9.4

株式会社ＩＤＯＭ

代表取締役 藤澤

直樹
朗

サーティファイドカーセンター

石川県小松市園町ト３０番地

石田自動車商会

石川県小松市園町ト３０番地

0761-24-3208

石川県七尾市小島町ホ部７１番地

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

代表取締役 海老根 健一 愛知県名古屋市南区塩屋町五丁目１番地の３ いすゞ自動車中部株式会社七尾サービスセンター 石川県七尾市千野町は１８番地

知久

石川県鹿島郡中能登町金丸６７１番地１ 泉モータース商会

代表取締役 羽鳥

0768-52-1223

裕介 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

ガリバー小松店

0767-57-1111

石川県鹿島郡中能登町金丸６７１番地１ 0767-72-2002

石川県小松市日の出町４丁目５３－１ 0761-20-1225

引取業者登録名簿（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

20171000872

R3.9.5

R8.9.4

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２号

ガリバー七尾店

石川県七尾市小島町ヌ部９番地１

0767-54-7000

20171000872

R3.9.5

R8.9.4

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２号

LIBERALA野々市店

石川県野々市市本町１丁目８番２１号 076-294-8580

20171000040

H29.6.20

R4.6.19

株式会社稲岡自動車＆石油

代表取締役 稲岡

啓子 石川県羽咋郡志賀町矢田いの２２番地

株式会社稲岡自動車＆石油

石川県羽咋郡志賀町矢田いの２２番地 0767-37-2231

20171000041

H29.7.3

R4.7.2

有限会社稲荷商会

代表取締役 稲荷

茂

20171000696

R1.11.30

R6.11.29

今江

20171000044

H29.5.22

R4.5.21

岩岡

20171000045

H29.11.15

R4.11.14

有限会社インターオート

代表取締役 中田

覺

20171000594

R1.5.13

R6.5.9

有限会社ヴァン自動車

代表取締役 古橋

伴昭 石川県小松市今江町五丁目５４３番地

20171000047

H29.7.19

R4.7.14

株式会社上杉モータース

代表取締役 上杉

幸司 石川県羽咋郡志賀町福野五の１番地１７ 株式会社上杉モータース

石川県羽咋郡志賀町福野五の１番地１７ 0767-32-1243

20171000049

H29.7.1

R4.6.30

株式会社内潟自動車整備工場 代表取締役 内潟

博和 石川県かほく市秋浜ハ８４番地

スズキアリーナ河北

石川県かほく市秋浜ハ１２番地３

076-283-7500

20171000049

H29.7.1

R4.6.30

株式会社内潟自動車整備工場 代表取締役 内潟

博和 石川県かほく市秋浜ハ８４番地

株式会社内潟自動車整備工場

石川県かほく市秋浜ハ８４番地

076-283-2844

20171000875

H29.5.22

R4.5.21

株式会社内灘オートサービス 代表取締役 松岡

義和 石川県河北郡内灘町字大根布二丁目３７番地 株式会社内灘オートサービス

石川県河北郡内灘町字大根布二丁目３７番地 076-286-3807

20171000051

H29.7.1

R4.6.30

株式会社宇野自動車整備工場 代表取締役 苧野

剛

株式会社宇野自動車整備工場

石川県小松市村松町１６１番地

0761-44-2056

20171000752

R2.2.15

R7.2.14

株式会社エアシフト

代表取締役 山吹

英雄 石川県輪島市塚田町２部１４番地

株式会社エアシフト

石川県輪島市塚田町２部１４番地

0768-22-1595

20171000802

R3.2.2

R8.2.1

有限会社エイトホンダ

代表取締役 松崎

秀規 石川県小松市園町ニ６２番地

有限会社エイトホンダ

石川県小松市園町ニ６２番地

0761-21-7081

20171000463

H29.5.12

R4.4.29

株式会社エージェント

代表取締役 松田

樹明 石川県白山市美川南町ロ９４番地３

株式会社エージェント

石川県能美市粟生町レ５１番２

0761-58-6010

20171000897

H29.11.6

R4.11.5

株式会社エース自動車

代表取締役 谷内

政則 石川県羽咋郡志賀町長沢ロの６番地１

株式会社エース自動車

石川県羽咋郡志賀町長沢ロの6番地1

0767-32-0444

20171000889

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

20171000844

R2.5.14

R4.5.21

株式会社エザシオート

代表取締役 江指

憲

石川県小松市平面町ト１６３番地１

株式会社

石川県小松市平面町ト１６３番地１

0761-21-5914

20171000059

H29.7.27

R4.7.8

ゑびす自動車株式会社

代表取締役 横山

聡

石川県小松市長田町ロ５３番地

ゑびす自動車株式会社

石川県小松市長田町ロ５３番地

0761-22-0188

20171000074

H29.10.17

R4.10.3

江縁

石川県小松市川辺町２番地８

オートマルエ

石川県小松市川辺町２番地８

0761-21-0252

20171000803

R3.2.2

R8.2.1

有限会社エムアイプロジェクト 代表取締役 小島

俊則 石川県河北郡内灘町字宮坂六字１０番地５ 有限会社エムアイプロジェクト

石川県河北郡内灘町字宮坂六字１０番地５ 076-286-2133

20171000909

R1.12.24

R6.12.23

合同会社エムズガレージ

代表社員

美樹 石川県七尾市三引町４部３０番地

石川県七尾市三引町４部３０番地

20171000078

H29.10.4

R4.10.3

有限会社おうぎオート

代表取締役 高橋

20171000077

H29.10.5

R4.10.3

有限会社扇自動車工業

取締役

20171000076

H29.12.13

R4.12.12

有限会社大浦解体

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

20171000079

H29.11.12

R4.11.11

株式会社大蔵

代表取締役 瀧川

光明 石川県七尾市万行町五部８番地

株式会社大蔵

石川県七尾市万行町五部８番地

0767-53-5637

20171000080

H29.9.12

R4.9.11

おおぞら農業協同組合

代表理事

繁信 石川県鳳珠郡穴水町字大町ほの９５番地 ＪＡおおぞら自動車整備工場

石川県鳳珠郡穴水町字平野３の２１番地３ 0768-52-1242

20171000081

H29.5.12

R4.4.29

株式会社太田モータース

代表取締役 太田

智子 石川県小松市幸町二丁目７２番地

株式会社太田モータース

石川県小松市幸町二丁目７２番地

0761-21-8288

20171000069

H29.7.15

R4.7.14

有限会社オートサービスつねかわ 代表取締役 常川

澄雄 石川県加賀市高尾町７４番地９

有限会社オートサービスつねかわ

石川県加賀市高尾町７４番地９

0761-73-6500

石川県羽咋郡志賀町末吉千古８２番地２ 有限会社稲荷商会

石川県羽咋郡志賀町末吉千古８２番地２ 0767-32-3838

健一

石川県七尾市石崎町ハ部４２番地

カーショップ.ポパイ

石川県七尾市石崎町ヨ部７０番地９

0767-62-4747

順一

石川県小松市千木野町ホ１０１番地

岩岡自動車

石川県小松市千木野町ホ102番地

0761-23-3735

石川県小松市長崎町四丁目７７番地

有限会社インターオート

石川県小松市長崎町四丁目７７番地

0761-24-6533

有限会社ヴァン自動車

石川県小松市今江町五丁目５４３番地 0761-24-5225

渡辺

邦明

水野

山本

藤田

司

石川県小松市村松町１６１番地

エザシオート

合同会社エムズガレージ

0767-68-8060

石川県鹿島郡中能登町能登部上リ部１２９番地 有限会社おうぎオート

石川県鹿島郡中能登町能登部上リ部１２９番地 0767-72-2249

美津子 石川県鹿島郡中能登町黒氏壱〇部１４６番地 有限会社扇自動車工業

石川県鹿島郡中能登町黒氏壱〇部１４６番地 0767-74-0298

引取業者登録名簿（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

20171000070

H29.7.15

R4.7.14

有限会社オートシステムムラタ 取締役

20171000072

H29.11.8

R4.11.4

有限会社オートハウス上田

代表取締役 上田 光雄

石川県白山市米永町２５９番地６

20171000073

H29.7.1

R4.6.30

有限会社オートファン

代表取締役 川端

貢

石川県鳳珠郡能登町字松波２９字８５番１地 有限会社オートファン

20171000791

R2.4.28

R7.4.27

有限会社オートプラザ青木

取締役

正雄 石川県河北郡津幡町字領家イ２７番地１ 有限会社

20171000082

H29.10.4

R4.9.29

大畑

20171000084

H29.5.8

R4.5.7

株式会社大向カーオート

20171000085

H29.5.28

R4.5.27

株式会社大向自動車整備工場 代表取締役 大向

宏

20171000086

H29.12.25

R4.12.24

有限会社大矢自動車

代表取締役 大矢

正和 石川県かほく市長柄町ソ６４番地４

有限会社大矢自動車

石川県かほく市長柄町ソ６４番地４

20171000090

H29.9.27

R4.9.26

有限会社岡本自動車

取締役

衡範 石川県小松市今江町三丁目５７７番地

有限会社岡本自動車

石川県小松市今江町三丁目５７７番地 0761-21-2030

20171000704

R2.1.24

R7.1.23

有限会社岡本タイヤ商会

代表取締役 岡本

哲弥 石川県小松市光町９０番地

有限会社岡本タイヤ商会

石川県小松市光町９０番地

20171000091

H29.10.23

R4.6.19

小川

20171000799

R2.6.30

R7.6.29

有限会社沖野自動車

代表取締役 沖野

茂則 石川県かほく市高松キ１３番地１４

有限会社沖野自動車

石川県かほく市高松キ１３番地１４

076-282-5214

20171000093

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

20171000094

H29.7.3

R4.7.2

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

20171000096

H29.10.16

R4.10.15

有限会社押水自動車

代表取締役 米林

進

20171000098

H29.7.3

R4.6.30

小野

20171000100

H30.6.16

R5.6.15

有限会社カーオート松陽

代表取締役 二見

20171000101

H29.7.26

R4.7.25

有限会社カー倶楽部

代表取締役 浦場

20171000625

R1.11.27

R6.11.26

有限会社カーサービスフクモト 取締役

20171000104

H29.8.21

R4.8.20

20171000838

R2.8.20

20171000606

村田

青木

常明 石川県小松市今江町九丁目２７５番地

賢一

事業所名称

事業所住所

有限会社オートシステムムラタ

石川県小松市今江町九丁目２７５番地 0761-23-5558

有限会社オートハウス上田

石川県白山市米永町２５９番地６

オートプラザ青木

石川県輪島市町野町西時国１３字１７番地６ 大畑自動車

代表取締役 大向

岡本

新吾 石川県輪島市堀町3字1番地の1

選太郎

株式会社大向カーオート

石川県輪島市新橋通７字１０１番地の７ 株式会社大向自動車整備工場

石川県輪島市門前町走出６の７９番地２ 小川自動車

事業所電話番号

076-276-2097

石川県鳳珠郡能登町字松波２９字８５番１地 0768-72-0098

石川県河北郡津幡町字領家イ２７番地１ 076-289-0009
石川県輪島市町野町西時国１３字１７番地６ 0768-32-0137

石川県輪島市堀町3字1番地の1

0768-22-3374

石川県輪島市新橋通７字１０１番地の７ 0768-22-0441
076-282-5166

0761-22-5302

石川県輪島市門前町広岡４の２１の１ 0768-42-0388

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

石川県加賀市水田丸町チの３番地

小野自動車販売

石川県加賀市水田丸町チの３番地

0761-77-2245

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

均

石川県小松市大領町ロ２０７番地

有限会社カー倶楽部

石川県小松市大領町ロ２０７番地

0761-23-7741

稔

石川県加賀市大聖寺敷地チ２０番地

有限会社カーサービスフクモト

石川県加賀市大聖寺敷地チ２０番地

0761-73-3696

有限会社カーショップミヤモリ 代表取締役 宮森

茂雄 石川県白山市平加町ヌ１０１番地１

有限会社カーショップミヤモリ

石川県白山市平加町ヌ１０１番地１

076-278-6661

R7.8.11

株式会社カーズねあがり

一人 石川県能美市福岡町ハ１１９番地１

株式会社カーズねあがり

石川県能美市福岡町ハ１１９番地１

0761-55-3535

R1.7.9

R6.6.30

有限会社カースポットエール 代表取締役 藤林

一雄 石川県野々市市本町六丁目９番２９号

有限会社カースポットエール

石川県野々市市本町六丁目9番29号

076-294-3022

20171000105

H29.4.30

R4.4.29

有限会社かーびっぐインごーるど 代表取締役 金山

正樹 石川県野々市市新庄五丁目２２７番地

有限会社かーびっぐインごーるど

石川県野々市市新庄五丁目２２７番地 076-246-0025

20171000106

H29.7.30

R4.7.29

有限会社カービレッジアレック 代表取締役 東出

孝弘 石川県小松市殿町一丁目８５番地

有限会社カービレッジアレック

石川県小松市城南町５０

20171000905

H30.7.31

R5.7.30

株式会社カーライフ中野

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

石川県珠洲市宝立町春日野ろ字１２３番地１ 0768-84-2238

20171000108

H30.4.7

R5.4.6

有限会社カーリペア・オオハタ 代表取締役 大畑

和人 石川県白山市福留町４８３番１

有限会社カーリペア・オオハタ

石川県白山市福留町４８３番１

076-277-3233

20171000830

R1.10.16

R6.10.15

会宝パーツサービス有限会社 代表取締役 馬地

克哉 石川県金沢市東蚊爪町一丁目２５番地

アップガレージ小松店

石川県小松市長田町ロ３５－１

0761-48-4499

20171000830

R1.10.16

R6.10.15

会宝パーツサービス有限会社 代表取締役 馬地

克哉 石川県金沢市東蚊爪町一丁目２５番地

アップガレージ金沢店

石川県野々市市堀内５－２４０

076-246-0116

20171000111

H29.7.3

R4.7.2

加越自動車株式会社

代表取締役 北村

浩一 石川県加賀市南郷町レ７４番地

加越自動車株式会社

石川県加賀市南郷町レ７４番地

0761-72-1861

20171000113

H29.4.19

R4.4.18

株式会社加賀オート

代表取締役 嵐

株式会社加賀オート

石川県小松市新町89番地2

0761-22-3681

清晴

福本

代表取締役 阪井

代表取締役 中野

博隆

石川県小松市新町89番地2

0761-23-5258

引取業者登録名簿（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

20171000114

H29.6.23

R4.6.19

加賀自動車販売株式会社

代表取締役 西山

勉

石川県加賀市南郷町カ２番地

加賀自動車販売株式会社

石川県加賀市南郷町カ２番地

0761-72-0090

20171000115

H29.5.19

R4.5.1

加賀農業協同組合

代表理事

中村

眞

石川県加賀市作見町ホ１０番地１

加賀農協自動車整備工場

石川県加賀市加茂町２９０番５

0761-73-1314

20171000675

R1.11.1

R6.10.31

数馬石油株式会社

代表取締役 数馬

正

石川県鳳珠郡能登町字宇出津タ字７４番地９ 数馬石油株式会社松任バイパス給油所

石川県白山市倉光１丁目１９０

076-275-1225

20171000675

R1.11.1

R6.10.31

数馬石油株式会社

代表取締役 数馬

正

石川県鳳珠郡能登町字宇出津タ字７４番地９ 数馬石油株式会社宇出津給油所

石川県鳳珠郡能登町字宇出津タ字７４番地９ 0768-62-0233

20171000119

H29.4.24

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

20171000121

H29.7.15

R4.7.14

加藤

隆

石川県輪島市三井町長沢１部４２番地４ 加藤モータース商会

石川県輪島市三井町長沢１部４２番地４ 0768-26-1048

20171000208

H29.11.12

R4.11.11

加藤

稔

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪２の３９番地 敷浪自動車整備工場

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪２の３９番地 0767-29-2035

20171000122

H29.9.30

R4.9.29

有限会社角自動車商会

石川県珠洲市三崎町粟津ロ部３１番地の１ 有限会社角自動車商会

石川県珠洲市三崎町粟津ロ部３１番地の１ 0768-88-2610

20171000895

H29.10.17

R4.10.16

金沢三菱自動車販売株式会社 代表取締役 池田

義人 石川県金沢市神宮寺三丁目１番５号

金沢三菱自動車販売株式会社

野々市店 石川県野々市市稲荷3丁目50番地

20171000895

H29.10.17

R4.10.16

金沢三菱自動車販売株式会社 代表取締役 池田

義人 石川県金沢市神宮寺三丁目１番5号

金沢三菱自動車販売株式会社

小松店

石川県小松市今江町３丁目５２３番地 0761-22-3236

20171000895

H29.10.17

R4.10.16

金沢三菱自動車販売株式会社 代表取締役 池田

義人 石川県金沢市神宮寺三丁目１番５号

金沢三菱自動車販売株式会社

七尾店

石川県七尾市古府町へ部１１番地

20171000124

H29.8.21

R4.8.20

有限会社金森自動車工業

代表取締役 金森

正司 石川県羽咋郡志賀町富来高田四の３番地 有限会社金森自動車工業

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町甲１３８番地 0767-42-0107

20171000125

H29.7.1

R4.6.30

有限会社金谷自動車

代表取締役 金谷

政信 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町乙の２４番地 有限会社金谷自動車

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町乙の２４番地 0767-42-0142

20171000127

H29.9.20

R4.9.11

有限会社金村自動車整備工場 代表取締役 金村

在春 石川県野々市市矢作三丁目２１番地２

有限会社金村自動車整備工場

石川県野々市市矢作三丁目２１番地２ 076-246-1350

20171000128

H29.4.19

R4.4.18

株式会社河北モータース

代表取締役 冨澤

隆文 石川県かほく市遠塚イ62番地

株式会社河北モータース

石川県かほく市遠塚イ62番地

20171000129

H29.10.4

R4.10.3

有限会社釜井自動車商会

代表取締役 釜井

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

20171000066

H30.3.28

R5.3.27

川岸

20171000132

H29.6.20

R4.6.19

株式会社カワチオート

20171000133

H29.12.11

R4.12.10

川村

20171000134

H29.7.5

R4.7.4

有限会社河村モータース

20171000705

R1.12.5

R6.12.2

川本

20171000135

H29.8.14

R4.8.13

有限会社上町モータース

20171000638

R1.9.6

R6.9.5

北川

20171000138

H29.6.20

R4.6.19

北崎自動車工業株式会社

代表取締役 北崎

20171000144

H29.9.12

R4.9.11

有限会社キムラオート

代表取締役 木村

20171000145

H29.9.20

R4.9.19

共栄自工有限会社

代表取締役 林

20171000147

H29.7.5

R4.7.4

有限会社共和モータース

代表取締役 綿崎

隆

20171000149

H29.5.22

R4.5.21

工一自動車株式会社

代表取締役 工一

20171000162

H29.6.20

R4.6.19

20171000151

H29.5.14

R4.5.13

代表取締役 角

隆

誠

有限会社勝木自動車解体

石川県小松市大領中町四丁目１２６番地 オートクラブカワギシ

代表取締役 幅口

裕司 石川県白山市河内町吉岡へ５３番地

要藏

石川県輪島市長井町２１字３８番地２
代表取締役 河村

英信 石川県小松市芦田町一丁目１番地

康夫

石川県小松市上八里町ニ２８２番地１

076-248-1312

0767-53-2323

076-283-1233

石川県七尾市中島町奥吉田又六谷内１４番地１ 0767-66-0230

石川県小松市大領中町四丁目１２６番地 0761-23-0199

石川県白山市柴木町丁６３番地

076-273-5500

川村自動車

石川県輪島市山岸町２８－１８－１

0768-22-2552

有限会社河村モータース

石川県小松市芦田町一丁目１番地

0761-24-2344

高一 石川県鳳珠郡能登町字上町ほ字６８番地 有限会社上町モータース

健二

0767-57-2101

株式会社カワチオート

石川県鳳珠郡能登町字小木カ字１１番地１２ カワモト鈑金

代表取締役 山本

石川県七尾市旭町は部41番地

石川県鳳珠郡能登町字越坂１３字４１番乙 0768-74-0078

石川県鳳珠郡能登町字上町ほ字６８番地 0768-76-1334

ヤサトオート

石川県小松市上八里町丙７０番地

0761-47-5466

浩幸 石川県金沢市糸田新町１０番１４号

北崎自動車工業株式会社

石川県白山市三浦町１５１番地

076-275-7754

進

石川県白山市徳丸町１７９番地

有限会社キムラオート

石川県白山市徳丸町１７９番地

076-274-1311

石川県小松市幸町一丁目７４番地

共栄自工有限会社

石川県小松市幸町一丁目７４番地

0761-23-1050

石川県小松市上小松町丙７１番地１

有限会社共和モータース

石川県小松市上小松町丙７１番地１

0761-22-3174

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

有限会社グッドワンモータース 代表取締役 山次

喜八 石川県小松市大領町ロ１６８番地

有限会社グッドワンモータース

石川県小松市大領町ロ１６８番地

0761-21-9119

株式会社窪川自動車商会

弘一 石川県白山市八ツ矢町３７０番地１

株式会社窪川自動車商会

石川県白山市八ツ矢町３７０番地１

076-275-0356

代表取締役 窪川

政廣

引取業者登録名簿（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
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20171000151

H29.5.14

R4.5.13

株式会社窪川自動車商会

代表取締役 窪川

弘一 石川県白山市八ツ矢町３７０番地１

株式会社窪川自動車商会

20171000823

H30.2.25

R5.2.24

株式会社倉重自動車

代表取締役 倉重

剛司 石川県小松市矢崎町甲４７番地４

株式会社倉重自動車

20171000155

H29.7.1

R4.6.30

有限会社蔵谷自動車整備工場 取締役

20171000156

H29.5.8

R4.4.29

株式会社クリーンカー石川

20171000163

H29.5.8

R4.5.7

20171000867

R1.10.25

20171000160

吉田

事業所住所

事業所電話番号

窪川自動車整備工場 石川県白山市八ツ矢町５５６番地

076-275-0356

石川県小松市矢崎町甲４７番地４

0761-43-2362

芳則 石川県羽咋郡志賀町富来領家町ハの３９番地の１ 有限会社蔵谷自動車整備工場

石川県羽咋郡志賀町富来領家町ハの３９番地の１ 0767-42-0725

弘龍 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘一丁目２５０番地 株式会社クリーンカー石川

石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘一丁目２５０番地 076-237-8222

グリーンベル・モーター株式会社 代表取締役 多田

一博 石川県白山市倉光十丁目１４１番地

グリーンベル・モーター株式会社

石川県白山市倉光十丁目１４１番地

076-274-4444

R6.10.16

株式会社くるま工房

代表取締役 的場

豊行 石川県加賀市箱宮町レの７２番地

株式会社くるま工房

石川県加賀市箱宮町レの７２番地

0761-74-8025

H29.9.12

R4.9.11

株式会社黒田自動車

代表取締役 黒田

英規 石川県七尾市大津町壱八部８６番地

株式会社黒田自動車

石川県七尾市大津町壱八部８６番地

0767-68-3081

20171000164

H29.9.27

R4.9.26

有限会社ケーティーオート

代表取締役 沢村

政昭 石川県加賀市湖城町二丁目３４５番地

有限会社ケーティーオート

石川県加賀市湖城町2丁目３４５番地

0761-75-3615

20171000165

H29.7.15

R4.7.14

有限会社源田自動車商会

代表取締役 源田

長詔 石川県小松市長崎町南２０番地

有限会社源田自動車商会

石川県小松市長崎町南２０番地

0761-21-4521

20171000166

H29.5.12

R4.5.7

有限会社小泉自動車

代表取締役 小泉

寛治 石川県小松市福乃宮町二丁目８番地

有限会社小泉自動車

石川県小松市福乃宮町二丁目８番地

0761-22-8576

20171000167

H29.5.29

R4.5.21

有限会社興栄商会

代表取締役 荒栄

紀子 石川県加賀市分校町タ１３番地１

有限会社興栄商会

分校店

石川県加賀市分校町タ１３番地１

0761-74-8141

20171000167

H29.5.29

R4.5.21

有限会社興栄商会

代表取締役 荒栄

紀子 石川県加賀市分校町タ１３番地１

有限会社興栄商会

別所店

石川県加賀市別所町１丁目３８番地

0761-76-3108

20171000853

H29.8.14

R4.8.5

株式会社興和ゼックス

代表取締役 田川

浩之 石川県金沢市長土塀二丁目１６番３０号 株式会社興和ゼックス 野々市サービス部 石川県野々市市本町６－２１－１７

076-248-5300

20171000171

H29.7.1

R4.6.30

有限会社こざかエムシー商会 代表取締役 小坂

實

20171000879

H29.6.14

R4.6.13

株式会社コスモ自動車

亮次 石川県かほく市七窪ロ４５番地

株式会社コスモ自動車

石川県かほく市七窪ロ４５番地

076-283-1012

20171000899

H30.2.13

R5.2.12

有限会社国光マイカーサービス 代表取締役 村上

公一 石川県白山市月橋町チ６６番地５

有限会社国光マイカーサービス

石川県白山市月橋町チ６６番地５

076-272-2616

20171000174

H29.12.4

R4.8.20

小林自動車株式会社

代表取締役 小林

良一 石川県鳳珠郡穴水町字乙ケ崎リの２８番地 小林自動車株式会社

石川県鳳珠郡穴水町字乙ケ崎リの２８番地 0768-52-0258

20171000175

H29.9.12

R4.9.11

有限会社小林自動車商会

代表取締役 小林

孝幸 石川県野々市市中林二丁目１３番地

有限会社小林自動車商会

石川県野々市市中林二丁目１３番地

076-246-2562

20171000812

H29.7.1

R4.6.30

有限会社小林商会

代表取締役 小林

外明 石川県珠洲市野々江町テ部６５番地

有限会社小林商会

石川県珠洲市野々江町テ部６５番地

0768-82-4372

20171000176

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

20171000179

H29.9.27

R4.9.26

小松自動車販売整備振興協同組合 代表理事

湯浅

石川県小松市長田町ロ80番地1

0761-22-5180

20171000178

H29.8.8

R4.8.6

小松市農業協同組合

代表理事

西沢

20171000182

H29.10.8

R4.10.7

株式会社米野電機

20171000183

R2.1.30

R7.1.29

酒井自動車株式会社

20171000652

R1.9.28

R6.9.27

坂上

20171000184

H29.5.25

R4.5.21

有限会社坂上自動車

取締役

坂上

20171000185

H29.7.15

R4.7.14

株式会社栄商事

代表取締役 栄田

20171000067

H29.7.15

R4.7.14

坂野

哲夫

20171000188

H30.4.14

R5.4.13

作川

彰

20171000885

H29.7.24

R4.7.23

株式会社佐々木

代表取締役 丸川

代表取締役 山崎

宗田

石川県白山市鶴来本町四丁目チ７４番地１ 有限会社こざかエムシー商会

外志男 石川県小松市長田町ロ８０番地１

小松自動車販売整備振興協同組合

小松整協整備工場

石川県白山市鶴来本町四丁目チ74番地1 076-272-0505

耕一 石川県小松市上小松町丙２５２番地

ＪＡ小松市マイカーセンター中央店

石川県小松市幸町１丁目６３番地

0761-24-2423

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

代表取締役 酒井

浩

石川県河北郡津幡町字横浜い１０９番地 酒井自動車株式会社

石川県河北郡津幡町字横浜い１０９番地 076-289-3178

石川県鳳珠郡能登町字秋吉４字８番地

サカウエオート

石川県鳳珠郡能登町字秋吉４字８番地 0768-72-1650

憲一 石川県加賀市分校町い２５番地１

有限会社坂上自動車

石川県加賀市分校町い２５番地１

0761-74-0821

恵一 石川県白山市吉野ト１４６番地１

株式会社栄商事

石川県白山市吉野ト１４６番地１

076-255-5214

石川県羽咋市鶴多町鶴多田４６番地１

オートサービス坂野

石川県羽咋市東川原町ホ１０５番地

0767-22-6631

石川県加賀市作見町ロの６４番地

サクガワオート

石川県加賀市作見町甲３２

0761-74-8625

ドリームモータース

石川県小松市長田町ロ２１－１

0761-48-4580

邦夫

代表取締役 佐々木

透 石川県金沢市玉鉾一丁目８４番地

園町営業所

引取業者登録名簿（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

澤田

清昭

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪ニの１１１番地 朝霞オートサービス

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪ニの１１１番地

澤田

勝

石川県輪島市宅田町２８の９番地１

石川県輪島市小伊勢町日隅６－１

沢田自動車

有限会社沢本自動車商会

代表取締役 沢本

正義 石川県河北郡津幡町字中須加ろ３４番地２ 有限会社沢本自動車商会

石川県河北郡津幡町字中須加ろ３４番地２

有限会社三栄自動車工業

代表取締役 堂前

俊広 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ロ字１５番地１ 有限会社三栄自動車工業

石川県鳳珠郡能登町字宇出津ロ字１５番地１

有限会社三協自動車

代表取締役 土田

賢則 石川県小松市長谷町ヱ７６番地

石川県小松市長谷町ヱ７６番地

有限会社三協自動車

有限会社三納オートサービス 代表取締役 三納

昭博 石川県野々市市粟田五丁目３８０番地１ 有限会社三納オートサービス

石川県野々市市粟田五丁目３８０番地１

三洋自動車株式会社

代表取締役

淳也 石川県小松市北浅井町乙１１０番地

三洋自動車株式会社

石川県小松市北浅井町乙１１０番地

三和自動車株式会社

代表取締役 三村

達也 石川県小松市有明町１１６番地

三和自動車株式会社

石川県小松市有明町１１６番地

株式会社ジェイオー

代表取締役 青山

格

株式会社ジェイオー

有限会社志雄自動車販売

代表取締役 坂本

真悟 石川県羽咋郡宝達志水町荻市い２番地

有限会社志雄自動車販売

石川県羽咋郡宝達志水町荻市い２番地

有限会社志雄鈑金

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

志賀農業協同組合

代表理事

克己 石川県羽咋郡志賀町末吉新保向１番地

志賀農業協同組合自動車整備工場

石川県羽咋郡志賀町相神ノ－２３番地

田

新谷

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４番１０号名古屋クロスコートタワー

石川県羽咋郡宝達志水町子浦ぬ６番地

小松モータース

石川県小松市日の出町二丁目１６７番地

篠田

幹男

石川県羽咋郡志賀町貝田ソの２２番地甲の１ ミキオート

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町乙の６３番地

島崎

武雄

石川県七尾市石崎町ロ部７４番甲地

島崎モータース

石川県七尾市石崎町レ部８６番３

有限会社島崎自動車

石川県小松市矢田野町テ７番地

有限会社島崎自動車
島田

代表取締役 嶋崎

信次 石川県小松市矢田野町テ７番地

裕通

石川県鹿島郡中能登町小竹イ部１５番地１ 島田自動車商会

有限会社正院自動車商会

取締役

松栄物産株式会社

一雄 石川県珠洲市正院町正院り部９７番地１ 有限会社正院自動車商会

石川県珠洲市正院町正院り部９７番地１

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

松南自動車整備株式会社

代表取締役 斉藤

信也 石川県白山市米永町１０２８番地

松南自動車整備株式会社

石川県白山市米永町１０２８番地

白江自動車整備株式会社

代表取締役 白江 成一郎 石川県かほく市高松マ８番地８

白江自動車整備株式会社

石川県かほく市高松マ８番地８

白尾モータース

石川県小松市白江町ワ６６番地

有限会社白峰自動車

石川県白山市白峰ハ８５番地

白尾

浦林

石川県鹿島郡中能登町小竹イ部１５番地１

伊佐美

有限会社白峰自動車

石川県小松市白江町ワ６６番地
取締役

木戸口

史樹 石川県白山市白峰ハ８５番地

整備事業部

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

有限会社城田自動車

代表取締役 城田

崇史 石川県白山市北島町１１０番地１

有限会社城田自動車

石川県白山市北島町１１０番地１

有限会社城山オート商会

取締役

康隆 石川県白山市別宮町ハ１６３番地１

有限会社城山オート商会

石川県白山市別宮町ハ１６３番地１

石川県輪島市里町３部２３番地

真酒谷車輌整備

石川県輪島市里町３部２３番地

真酒谷

島田

浩文

末廣

龍治

石川県加賀市加茂町２２７番地１

末広自動車鈑金塗装

石川県加賀市加茂町カ３７番地の２

菅波

勲夫

石川県野々市市新庄五丁目１５０番地

すがなみ自動車

石川県野々市市新庄五丁目５０番地

菅村

光浩

石川県加賀市下河崎町トの１２番地の２ スガムラ自動車

石川県加賀市下河崎町ト１３番地

石川県能美市寺井町ほ５２番地１

石川県能美市寺井町ほ５２番地１

有限会社菅谷自動車

代表取締役 菅谷

明

有限会社菅谷自動車

事業所電話番号

引取業者登録名簿（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

20171000231

H29.7.26

R4.7.25

有限会社杉本自動車

代表取締役 杉本

20171000232

H29.6.20

R4.6.19

株式会社杉本自動車サービス 代表取締役 杉本

20171000699

R1.12.2

R6.12.1

杉森

覚

20171000864

H30.9.25

R5.9.17

杉山

謙一

20171000234

H29.9.19

R4.9.11

株式会社スズキ自販北陸

代表取締役 長野

20171000234

H29.9.19

R4.9.11

株式会社スズキ自販北陸

20171000234

H29.9.19

R4.9.11

20171000234

H29.9.19

20171000234

事業所名称

事業所住所

事業所電話番号

隆義 石川県輪島市門前町深田２４の１９番地１ 有限会社杉本自動車

石川県輪島市門前町深田２４の１９番地１ 0768-42-0552

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

石川県野々市市住吉町３番３１号

杉森自動車

石川県野々市市住吉町３番３１号

076-294-2526

石川県小松市戸津町に２３番地

ＫＳオート

石川県小松市二ツ梨町オ６３－２

0761-58-2181

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

株式会社スズキ自販北陸七尾営業所

石川県七尾市白馬町５７部２７番地１ 0767-57-2050

代表取締役 長野

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

株式会社スズキ自販北陸小松営業所

石川県小松市今江町９丁目３５１番地 0761-22-2790

株式会社スズキ自販北陸

代表取締役 長野

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

株式会社スズキ自販北陸羽咋営業所

石川県羽咋市兵庫町申２０番地３

0767-22-3040

R4.9.11

株式会社スズキ自販北陸

代表取締役 長野

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

株式会社スズキ自販北陸野々市営業所

石川県野々市市横宮町２１番地

076-294-8822

H29.9.19

R4.9.11

株式会社スズキ自販北陸

代表取締役 長野

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

株式会社スズキ自販金沢西営業所

石川県野々市市御経塚３丁目３８番地 076-249-3391

20171000234

H29.9.19

R4.9.11

株式会社スズキ自販北陸

代表取締役 長野

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

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番地 076-277-4114

20171000235

H29.7.1

R4.6.30

スズ興産株式会社

代表取締役 大屋

智子 石川県珠洲市野々江町メ部５７番地１

スズ興産株式会社オートサービス

石川県珠洲市野々江町メ部５７番地１ 0768-82-1223

20171000237

H29.5.12

R4.5.7

有限会社珠洲自動車整備工場 代表取締役 北橋

優

20171000236

H29.5.8

R4.5.7

珠洲市農業協同組合

代表理事

悦夫 石川県珠洲市野々江町ユ部40番地1

珠洲市農業協同組合 自動車整備工場

石川県珠洲市野々江町シ部５０番地

0768-82-2150

20171000902

H30.3.28

R5.3.27

株式会社ＳＭＩＬＥ

代表取締役 田中

幸久 石川県小松市矢崎町乙５４番地３

株式会社ＳＭＩＬＥ

石川県小松市矢崎町乙５４番地３

0761-43-3600

20171000852

H29.7.26

R4.7.25

全国農業協同組合連合会

代表理事

野口

栄

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石川県本部七尾自動車センター

石川県七尾市藤橋町申４０－２

0767-53-1049

20171000852

H29.7.26

R4.7.25

全国農業協同組合連合会

代表理事

野口

栄

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石川県本部七尾自動車整備工場

石川県七尾市藤橋町申４０－２

0767-52-4225

20171000852

H29.7.26

R4.7.25

全国農業協同組合連合会

代表理事

野口

栄

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石川県本部小松自動車センター

石川県小松市上小松町丙８３－７

0761-22-2002

20171000277

H29.9.30

R4.9.29

株式会社第一自動車

代表取締役 竹田

清

石川県小松市白江町ハ１０６番地

株式会社第一自動車

石川県小松市白江町ハ１０６番地

0761-21-6511

20171000278

H29.8.30

R4.8.29

有限会社第一鈑装

取締役

有限会社第一鈑装

石川県小松市福乃宮町一丁目８２番地 0761-21-2250

20171000279

H29.5.8

R4.5.7

大栄商事株式会社

代表取締役 嘉治

純一 石川県羽咋郡志賀町高浜町ヤの２２３番地 大栄商事株式会社

石川県羽咋郡志賀町高浜町ヤの２２３番地 0767-32-1151

20171000281

H29.6.20

R4.6.19

株式会社大日自動車販売

代表取締役 橋浦

勇巳 石川県野々市市新庄一丁目８７番地

石川県野々市市新庄一丁目８７番地

20171000283

H29.7.15

R4.7.14

株式会社大領自動車商会

代表取締役 領家

昭和 石川県鹿島郡中能登町藤井ト部１２番地 株式会社大領自動車商会

石川県鹿島郡中能登町藤井ト部１２番地 0767-77-1950

20171000846

H29.5.31

R4.5.30

ダイワオート株式会社

代表取締役 今門

正二 石川県輪島市河井町６部１０番地の２

ダイワオート株式会社

石川県輪島市河井町６部１０番地の２ 0768-22-0547

20171000846

H29.5.31

R4.5.30

ダイワオート株式会社

代表取締役 今門

正二 石川県輪島市河井町６部１０番地の２

ダイワオート

石川県輪島市杉平町鬼田９６番地

0768-22-8802

20171000285

H29.7.3

R4.6.19

有限会社大和自動車販売

代表取締役 吉田

正樹 石川県小松市上小松町丙９９番地

有限会社大和自動車販売

石川県小松市上小松町丙９９番地

0761-21-0265

20171000873

R3.12.10

R8.11.27

髙木

白山モータース

石川県白山市白山町タ２０８番地１

076-272-1031

20171000877

H29.6.8

R4.6.7

高熊自動車株式会社

高熊自動車株式会社

石川県小松市今江町九丁目３４５番地 0761-24-3511

20171000246

H30.8.29

R5.8.28

髙瀬

良洋

石川県小松市下粟津町ノ７４番地１０

高瀬商店

石川県小松市戸津町ヨ１８番地

0761-65-3000

20171000249

H29.10.4

R4.9.26

高納

忠雄

石川県野々市市位川３３番地

高納自動車商会

石川県野々市市位川５０番地

076-248-0723

20171000251

H29.7.15

R4.7.14

有限会社高浜自動車整備工場 代表取締役 大黒

ＧＡＲＡＧＥ

表野

軽海

晃治

石川県珠洲市野々江町キ部３１番地の１ 有限会社珠洲自動車整備工場

欣一朗 石川県小松市福乃宮町一丁目８２番地

石川県白山市鶴来大国町西６１６番地
代表取締役 高熊

幸吉 石川県小松市今江町九丁目３４５番地

ＧＡＲＡＧＥ

株式会社大日自動車販売

ショールーム

福司 石川県羽咋郡志賀町高浜町ケノ７９番地 有限会社高浜自動車整備工場

石川県珠洲市野々江町キ部３１番地の１ 0768-82-1007

076-248-0283

石川県羽咋郡志賀町高浜町ケノ７９番地 0767-32-0075

引取業者登録名簿（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

20171000253

H30.1.10

R4.12.24

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

ホンダパークはくい店

石川県羽咋市石野町ト１３－１

0767-22-5535

20171000253

H30.1.10

R4.12.24

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

20171000734

R1.12.27

R6.12.26

田口

北陸車検代行穴水店

石川県鳳珠郡穴水町字川島キ１１６

0768-52-2112

20171000257

H29.6.20

R4.6.19

有限会社武井モータース

有限会社武井モータース

石川県七尾市藤野町ロ部３７番地

0767-53-8888

20171000259

H29.9.30

R4.9.29

竹内

哲雄

石川県白山市美川本吉町子５０番地

竹内自動車商会

石川県白山市美川本吉町子５０番地

076-278-5231

20171000870

R3.3.16

R8.3.15

竹内

直人

石川県かほく市高松エ１２２番地３

竹一商会

石川県かほく市高松マ５５番１

076-281-1981

20171000907

H31.2.7

R6.2.6

竹内

政博

石川県加賀市水田丸町ト１６番地

竹内自動車商会

石川県加賀市水田丸町ト１３１番地

0761-76-1768

20171000262

H31.3.20

R6.3.17

有限会社竹多自動車

有限会社竹多自動車

石川県かほく市長柄町ロ８５番地

076-282-5605

20171000263

H29.10.16

R4.10.15

竹中

石川県河北郡津幡町字富田ツ５番地

竹中自動車

石川県河北郡津幡町字舟橋レ５０番地 076-288-4388

20171000650

R1.9.17

R6.9.16

有限会社竹之助

代表取締役 竹中

誠

石川県白山市横江町２街区３番

有限会社竹之助

石川県白山市横江町２街区３番

076-277-6944

20171000264

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

20171000265

H30.1.4

R4.12.24

田島

浩

石川県小松市天神町４９番地２１

田島モータース

石川県小松市天神町４９番地２１

0761-22-5263

20171000266

H29.5.22

R4.5.21

太多

實

石川県白山市湊町丙１５番地１

太多モータース

石川県白山市湊町丙１５番地１

076-278-6122

20171000267

H29.5.22

R4.5.21

辰口自動車販売株式会社

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

20171000268

H29.7.3

R4.7.2

立石自動車株式会社

代表取締役 立石

憲泰 石川県加賀市西島町ワの８番地

立石自動車株式会社

石川県加賀市西島町ワの８番地

0761-77-3333

20171000893

H29.10.4

R4.10.3

立野

立野自動車商会

石川県白山市宮永町１２８番地

076-275-2313

20171000270

H29.7.22

R4.7.21

株式会社田中兄弟自動車商会 代表取締役 田中

宏幸 石川県加賀市幸町二丁目１０番地

株式会社田中兄弟自動車商会

石川県加賀市幸町二丁目１０番地

0761-73-3000

20171000272

H29.7.3

R4.6.30

有限会社タニイ自動車

代表取締役 谷猪

貴弘 石川県河北郡津幡町字浅田甲１０４番地 有限会社タニイ自動車

石川県河北郡津幡町字浅田甲１０４番地 076-288-3832

20171000273

H29.9.20

R4.9.19

有限会社谷川自動車商会

代表取締役 谷川

陽一 石川県小松市城南町１３１番地

有限会社谷川自動車商会

石川県小松市城南町２２番地３

20171000274

H29.4.25

R4.4.21

谷口自動車工業株式会社

代表取締役 谷口

信幸 石川県珠洲市宝立町鵜島ロ字10番地1

谷口自動車工業株式会社

石川県珠洲市宝立町鵜島ロ字10番地1 0768-84-1810

20171000916

R3.7.27

R8.7.26

田村

田村自動車商会

石川県白山市成町１７９番地１

076-275-5257

20171000286

H29.6.23

R4.6.19

千房自動車株式会社

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

20171000287

H29.9.12

R4.9.11

中央自動車株式会社

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

20171000817

H29.9.7

R4.8.20

中部三菱自動車販売株式会社 代表取締役 鈴木

道幸 愛知県名古屋市東区泉三丁目１８番７号 中部三菱自動車販売株式会社 石川販売部 七尾店 石川県七尾市古府町へ部１１番地

0767-53-2323

20171000817

H29.9.7

R4.8.20

中部三菱自動車販売株式会社 代表取締役 鈴木

道幸 愛知県名古屋市東区泉三丁目１８番７号 中部三菱自動車販売株式会社 石川販売部 小松店 石川県小松市今江町３丁目５２３

0761-22-3236

20171000817

H29.9.7

R4.8.20

中部三菱自動車販売株式会社 代表取締役 鈴木

道幸 愛知県名古屋市東区泉三丁目１８番７号 中部三菱自動車販売株式会社 石川販売部 松任店 石川県白山市倉光１丁目１５７番地

076-274-7768

20171000817

H29.9.7

R4.8.20

中部三菱自動車販売株式会社 代表取締役 鈴木

道幸 愛知県名古屋市東区泉三丁目１８番７号

中部三菱自動車販売株式会社

石川県野々市市稲荷３丁目５０番地

076-248-1312

20171000292

H29.8.8

R4.8.6

有限会社ツクダ自動車

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

20171000200

H29.5.28

R4.5.27

辻󠄀

サンケイ自動車

石川県野々市市若松町２２１

076-248-5611

20171000294

H29.9.26

R4.9.19

有限会社常橋モータース

有限会社常橋モータース

石川県能美市寺井町ロ１６６番地

0761-58-5121

義隆

石川県輪島市門前町池田９の９番地
取締役

武井

代表取締役 竹多

忠仁 石川県七尾市藤野町ロ部３７番地

誠吾 石川県かほく市長柄町ロ８５番地

彰

一正

石川県白山市宮永町１２８番地

厚士

石川県白山市成町１６２番地

代表取締役 中島

喜良

石川県野々市市中林五丁目５５番地
代表取締役 常橋

俊光 石川県能美市寺井町ロ１６６番地

石川販売部

石川サービスセンター

0761-23-1054

引取業者登録名簿（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

20171000296

H29.5.8

R4.4.29

株式会社ツバタオート

代表取締役 長瀬 智加志 石川県河北郡津幡町字加茂い３８番地

株式会社ツバタオート

石川県河北郡津幡町字加茂い３８番地 076-289-3141

20171000298

H29.7.1

R4.6.30

株式会社坪坂自動車

代表取締役 坪坂

俊幸 石川県河北郡津幡町字庄ト６２番地２

株式会社坪坂自動車

石川県河北郡津幡町字庄ト６２番地２ 076-289-2380

20171000303

H30.3.25

R5.3.24

有限会社寺嶋自動車鈑金塗装工業所

代表取締役 寺嶋

康文 石川県七尾市藤橋町亥、４１番地

有限会社寺嶋自動車鈑金塗装工業所

石川県七尾市藤橋町亥、４１番地

0767-52-0190

20171000305

H29.9.12

R4.9.11

電通自動車整備株式会社

代表取締役 菅原

喜紀 石川県白山市専福寺町１５０番地

電通自動車整備株式会社

石川県白山市専福寺町１５０番地

076-276-5131

20171000896

H29.10.25

R4.10.24

堂坂

堂坂自動車

石川県輪島市滝又町滝又１３番地

0768-22-7848

20171000307

H29.9.20

R4.9.19

有限会社任田商会

代表取締役 任田

有限会社任田商会

石川県小松市浮柳町ル３７番地１

0761-22-6461

20171000309

H29.5.11

R4.4.21

有限会社東洋カーショップ

代表取締役 東

有限会社東洋カーショップ

石川県小松市平面町イ88番地

0761-24-2710

20171000592

H31.4.28

R6.4.27

有限会社東和オートサービス 代表取締役 東出

友明 石川県加賀市桑原町へ２番地１

有限会社東和オートサービス

石川県加賀市桑原町へ２番地１

0761-74-8080

20171000637

R1.9.9

R6.9.5

有限会社利雅夢

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

20171000310

H29.9.27

R4.9.26

有限会社トギオートサービス 代表取締役 徳山

20171000312

H29.6.20

R4.6.19

徳野

信幸

石川県白山市河合町チ１０６番地

徳野自動車修理工場

石川県白山市河内町きりの里１番地

20171000857

H29.8.29

R4.8.28

冨澤

豊

石川県かほく市内日角３丁目５４番地

冨澤自動車商会

石川県かほく市内日角３丁目５４番地 076-283-3379

20171000336

H29.5.22

R4.5.21

有限会社永井自動車

石川県小松市城南町61番地1

有限会社永井自動車

石川県小松市城南町61番地1

20171000223

H29.7.15

R4.7.14

中尾

石川県鹿島郡中能登町能登部下４８部１番地１２

シンエーオート

石川県鹿島郡中能登町小金森森の部３３番地 0767-77-2269

20171000854

H29.8.9

R4.8.8

株式会社中上屋自動車

株式会社中上屋自動車

石川県輪島市堀町４字５０番地１

0768-22-2859

20171000071

H29.5.24

R4.5.21

中川

光男

石川県小松市八幡２１７番地

ＡＵＴＯ中川

石川県小松市八幡２１８番地

0761-47-3870

20171000786

R2.4.28

R7.4.27

中口

研三

石川県加賀市河原町へ２０番地１

ＲＩＳＩＮＧ

石川県加賀市河原町へ２０番地１

0761-77-7085

20171000884

H29.7.6

R4.7.5

中越

勝秀

石川県羽咋郡志賀町高浜町クの２８番地１１ 中越自動車

20171000325

H29.9.12

R4.9.11

株式会社中越自動車商会

20171000458

H29.9.12

R4.9.11

中島

20171000328

H29.7.6

R4.6.30

有限会社中島ホンダ販売

20171000330

H29.9.30

R4.9.29

中谷

20171000331

H29.6.20

R4.6.19

有限会社中出自動車

20171000333

H29.9.27

R4.9.26

中野

20171000332

H29.7.26

R4.7.25

株式会社中野朝日自動車工業 代表取締役 中野

20171000910

R2.2.18

R7.2.17

中村

20171000335

H29.7.15

R4.7.14

有限会社中村自動車商会

代表取締役 岡田

20171000340

H29.11.17

R4.11.11

有限会社南志見自動車工場

代表取締役 角

20171000341

H29.6.20

R4.6.19

株式会社灘重車輛

代表取締役 梅田

20171000342

H29.8.8

R4.8.6

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

智幸

石川県輪島市滝又町ニの４９番地

代表取締役 稲岡

代表取締役 北

英樹 石川県小松市浮柳町ル３７番地１
洋典

竜一 石川県羽咋郡志賀町給分ニの４１番地１０ 有限会社トギオートサービス

清八

信次
代表取締役 中島

代表取締役 中越

石川県小松市平面町イ８８番地

幸治 石川県輪島市堀町４字５０番地１

政秀 石川県七尾市府中町員外１番地の２

幸夫

ＣＲＡＦＴ

株式会社中越自動車商会

石川県輪島市町野町広江１部５７番地の１ 町野自動車整備工場

代表取締役 中村

幸弘 石川県七尾市中島町中島丙部２５番地１ 有限会社中島ホンダ販売

順一

石川県小松市河田町ニ４２番地１
代表取締役 中出

隆三 石川県小松市千木野町と９１番地の１

欣三
泰

将

石川県羽咋郡志賀町給分ニの４１番地１０ 0767-42-2007
076-272-2255

0761-23-0874

石川県羽咋郡志賀町高浜町クの２８番地１１ 0767-32-0111

石川県七尾市府中町員外１番地の２

0767-53-2332

石川県輪島市町野町広江１部５７番地の１ 0768-32-0067

石川県七尾市中島町中島丙部２５番地１ 0767-66-1966

中谷自動車サービス

石川県小松市河田町ソ２９番地１

有限会社中出自動車

石川県小松市千木野町と９１番地の１ 0761-24-2355

0761-47-3335

石川県珠洲市若山町宗末７の部１３２番地 中野モータース

石川県珠洲市若山町宗末７の部１３２番地 0768-82-0095

石川県珠洲市上戸町南方い字１２番地

株式会社中野朝日自動車工業

石川県珠洲市上戸町南方い字１２番地 0768-82-0787

石川県かほく市指江ソ１６番地

ｒｉｓｅ

石川県かほく市指江ト-１

076-283-1896

有限会社中村自動車商会

石川県七尾市藤橋町未部２９番地

0767-53-1581

有限会社南志見自動車工場

石川県輪島市里町４部１０番地

0768-34-1337

昭二 石川県七尾市藤橋町未部２９番地
明彦

事業所電話番号

石川県輪島市里町４部１０番地

和広 石川県河北郡内灘町字西荒屋ロ１番地１ 株式会社灘重車輛
株式会社七尾ホンダ販売

石川県河北郡内灘町字西荒屋ロ１番地１ 076-286-4541

石川県七尾市白馬町五六部１４番地

0767-57-2020

引取業者登録名簿（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

20171000345

H29.9.19

R4.9.11

有限会社成田モータース

代表取締役 成田

20171000346

H29.6.20

R4.6.19

株式会社南星自動車

代表取締役 南

20171000834

R2.3.4

R7.3.3

難波

20171000911

R2.6.18

R7.6.17

西田

20171000350

H29.7.1

R4.6.30

株式会社西田自動車

代表取締役 西田

20171000837

R2.7.30

R7.7.29

株式会社西田商会

代表取締役 西田

20171000351

H29.9.27

R4.9.26

西野

20171000357

H29.7.1

R4.6.30

西山産業開発株式会社

代表取締役 西山

憲隆 石川県白山市部入道町ト、４０番地

西山産業開発株式会社

20171000357

H29.7.1

R4.6.30

西山産業開発株式会社

代表取締役 西山

憲隆 石川県白山市部入道町ト、４０番地

西山産業開発株式会社

20171000835

R2.5.20

R7.5.5

株式会社日産プリンス金沢

代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市浅野本町ロ１２８番地

株式会社日産プリンス金沢

20171000835

R2.5.20

R7.5.5

株式会社日産プリンス金沢

代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市浅野本町ロ１２８番地

株式会社日産プリンス金沢

20171000835

R2.5.20

R7.5.5

株式会社日産プリンス金沢

代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市浅野本町ロ１２８番地

株式会社日産プリンス金沢

20171000360

H29.7.1

R4.6.30

株式会社日進自動車

代表取締役 橋本

一成 石川県加賀市中代町ル６３番地１

株式会社日進自動車

20171000888

H29.8.8

R4.8.7

新田

20171000363

H29.5.8

R4.5.7

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

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

石川県七尾市本府中町ヲ部２８番地

0767-53-1877

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

七尾店

石川県七尾市藤橋町申４３番地１

0767-53-7887

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

小松店

石川県小松市大領町ロ１５８番地

0761-22-5431

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

輪島店

石川県輪島市杉平町蝦夷穴６１番地７ 0768-22-5229

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

加賀店

石川県加賀市作見町ニ８０番１

0761-73-4040

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

羽咋店

石川県羽咋市石野町イ５１番地１

0767-22-2123

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

白山店

石川県白山市徳丸町５９５番地１

076-275-1105

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

南店

石川県野々市市矢作１丁目１２７番地 076-246-2737

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

津幡店

石川県河北郡津幡町字舟橋に３０番地１ 076-289-0555

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

20171000367

H30.2.28

R5.2.24

有限会社ノザキ鈑金塗装

代表取締役 野﨑

学

有限会社ノザキ鈑金塗装

20171000368

H29.7.1

R4.6.30

有限会社能登島自動車

代表取締役 小川 美知男 石川県七尾市能登島佐波町ワ部１５番地７ 有限会社能登島自動車

石川県七尾市能登島佐波町ワ部１５番地７ 0767-84-1277

20171000369

H30.3.25

R5.3.24

能登石油株式会社

代表取締役 山寺 鐘一郎 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町七の９０番地 能登石油株式会社らくらく車検工房

石川県七尾市国分町ラ部３０の１

0767-52-7777

20171000369

H30.3.25

R5.3.24

能登石油株式会社

代表取締役 山寺 鐘一郎 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町七の９０番地 能登石油株式会社羽咋給油所

石川県羽咋市石野町イ５９番地

0767-22-7775

20171000369

H30.3.25

R5.3.24

能登石油株式会社

代表取締役 山寺 鐘一郎 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町七の９０番地 能登石油株式会社富来給油所

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町７の９０番地 0767-42-1117

昌弘 石川県羽咋郡宝達志水町小川弐の部２８番地 有限会社成田モータース
邦夫

事業所電話番号

石川県羽咋郡宝達志水町小川弐の部２８番地 0767-28-2131

石川県能美郡川北町字橘子２番地

株式会社南星自動車

石川県能美郡川北町字橘子２番地

076-277-0124

勝美

石川県金沢市窪１丁目１８２番地２

小松マイカーセンター

石川県小松市園町ヌ７２－１

0761-22-8212

淳一

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

錦矢 石川県かほく市秋浜ハ５５番地１

株式会社西田自動車

石川県かほく市秋浜ハ５５番地１

076-283-2567

慎二 石川県小松市串町庚４番地

株式会社西田商会

石川県小松市串町庚４番地

0761-44-2104

西野自動車商会

石川県加賀市源平町５０番地

0761-74-0420

生活自動車富光寺店

石川県白山市部入道町ヌ５３ー１

076-273-2223

生活自動車みずほ店

石川県白山市中ノ郷１０１－４

076-274-9595

石川県野々市市横宮町４番１号

076-248-2121

北星アクロス 石川県野々市市若松町１９－５

076-220-6440

博邦

石川県加賀市源平町４７番地

昌寛

野々市店

UCARS野々市 石川県野々市市若松町２１番１０号
石川県加賀市中代町ル６３番地１

石川県羽咋郡志賀町福野トの１２番地２ 新田自動車

石川県野々市市矢作二丁目４８番２号

076-294-3933
0761-77-3030

石川県羽咋郡志賀町福野トの１６番地 0767-32-3322

ＧＲ

U-Carシャンツェ七尾

Ｇａｒａｇｅ白山インター

石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内２２街区２番

076-207-1186

石川県野々市市矢作二丁目４８番２号 076-294-2022

引取業者登録名簿（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

20171000371

H30.3.4

R5.3.3

野々市鈑金塗装工業株式会社 代表取締役 小堀

野々市鈑金塗装工業株式会社

石川県野々市市堀内五丁目２９２番地 076-248-1321

20171000373

H29.7.1

R4.6.30

能美

能美自動車サービス

石川県七尾市桜町６５番地２

0767-53-2329

20171000374

H29.8.21

R4.8.20

能美農業協同組合

代表理事

能美農協車輌整備センター

石川県能美市粟生町ヨ１番地

0761-57-2653

20171000376

H29.7.1

R4.6.30

羽咋ダイハツ株式会社

代表取締役 林

羽咋ダイハツ株式会社

石川県羽咋市大川町ヰ１６０番地３

0767-22-0436

20171000860

H29.11.8

R4.11.7

はくい農業協同組合

代表理事

好和 石川県羽咋市太田町と１０５番地

ＪＡはくい自動車センター

石川県羽咋市太田町と８０番地

0767-26-2384

20171000379

H30.2.28

R5.2.24

羽咋鈑金塗装株式会社

代表取締役 梅田

英治 石川県羽咋市寺家町レ３７番地

羽咋鈑金塗装株式会社

石川県羽咋市寺家町レ３７番地

0767-22-2808

20171000635

R1.9.1

R6.8.31

有限会社ハザマ自動車

代表取締役 狭間

照仁 石川県野々市市清金一丁目１５２番地

有限会社ハザマ自動車

石川県野々市市清金一丁目１５２番地 076-294-2733

20171000385

H29.9.25

R4.9.19

有限会社橋本兄弟自動車

代表取締役 橋本

弘之 石川県加賀市合河町１５番地

有限会社橋本兄弟自動車

石川県加賀市合河町１５番地

20171000386

H29.9.20

R4.9.19

有限会社橋本モータース

代表取締役 橋本

昌幸 石川県加賀市大聖寺東町三丁目２０番地 有限会社橋本モータース

石川県加賀市大聖寺東町三丁目２０番地 0761-72-1836

20171000832

R1.11.27

R6.11.26

株式会社畑中自動車

代表取締役 畑中

健一 石川県輪島市長井町１９の１８番地

株式会社畑中自動車

石川県輪島市長井町１９の１８番地

20171000642

R1.9.8

R6.9.7

端野

ハタノ自動車

石川県珠洲市三崎町雲津へ部１３番地 0768-82-5900

20171000915

R3.4.26

R8.4.25

株式会社はなまる

20171000390

H30.2.25

R5.2.24

花森

20171000773

R2.3.14

R7.3.13

馬場野

20171000630

R1.8.31

R6.8.30

林

20171000392

H29.6.20

R4.6.19

有限会社林鉄工所

20171000394

H29.10.4

R4.10.3

原

20171000393

H29.6.1

R4.5.21

株式会社ハラ自動車

代表取締役 原

20171000395

H29.8.8

R4.7.25

ハリタ金属株式会社

代表取締役 張田

真

20171000611

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

20171000408

H29.11.15

R4.11.11

有限会社ピーエフオート

代表取締役 中田

浩良 石川県小松市河田町ヌ２番地１

有限会社ピーエフオート

石川県小松市河田町ヌ２番地１

20171000883

H29.6.29

R4.6.28

株式会社ビーエムハナテン

代表取締役 陣内

司

大阪府大阪市城東区諏訪三丁目３番２１号 ビッグモーター

野々市市店

20171000883

H29.6.29

R4.6.28

株式会社ビーエムハナテン

代表取締役 陣内

司

大阪府大阪市城東区諏訪三丁目３番２２号 ビッグモーター

イオンモールかほく店 石川県かほく市内日角イ１１１番地１ 076-283-6311

20171000836

R2.6.23

R7.6.22

有限会社ピース

代表取締役 原

20171000398

H29.9.27

R4.9.26

有限会社東出自動車商会

代表取締役 東出

20171000064

H29.7.1

R4.6.30

東本

外美夫

石川県河北郡津幡町字北中条１１号９８番地１ オート石川

石川県河北郡津幡町字北中条１１号９８番地１ 076-288-3211

20171000861

H29.11.15

R4.11.7

樋󠄀口

髙德

石川県能美市佐野町ヲ４１番地３

石川県能美市佐野町ホ３番地１

20171000407

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ビックオート

代表取締役 坂下

茂昭 石川県鳳珠郡能登町字立壁７字９８番地 株式会社ビックオート珠洲支店

石川県珠洲市若山町出田１０字４６番地 0768-82-0244

20171000407

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ビックオート

代表取締役 坂下

茂昭 石川県鳳珠郡能登町字立壁７字９８番地 株式会社ビックオート内浦本店

石川県鳳珠郡能登町字立壁７字９８番地 0768-72-1121

20171000613

R1.8.2

R6.8.1

百成

修一 石川県野々市市堀内五丁目２９２番地

健二

石川県七尾市桜町６５番地２
和田

山本

憲光 石川県能美市粟生町ヨ１番地
純也

誠治

石川県珠洲市三崎町小泊３４部４番地
代表取締役 岡崎

和也 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目１４番１６号 株式会社はなまる 金沢車輌管理センター 石川県かほく市秋浜ヘ７４

辰男
耕三

多加広
代表取締役 林

久也

義浩

0761-74-6644

0768-22-7798

076-283-1199

石川県鳳珠郡能登町字時長２６字４７番地 花森鈑金

石川県鳳珠郡能登町字松波２３字３６番地 0768-72-0390

石川県白山市山島台三丁目８５番地

ばばの自動車

石川県白山市山島台三丁目８５番地

076-287-5850

石川県小松市符津町レ１番地１

林モータース

石川県小松市符津町レ１番地１

0761-43-0151

龍太郎 石川県鳳珠郡能登町字小木１７字７６番地 林自動車整備工場

英樹

知雄

石川県羽咋市大川町ヰ１６０番地３

事業所電話番号

石川県鳳珠郡能登町字小木２７字６の１ 0768-74-0096

石川県白山市鶴来本町四丁目チ１０５番地２ 原自動車

石川県白山市明島町西９０番地４

076-273-3955

石川県白山市五歩市町２７４番地３

石川県白山市五歩市町２７４番地３

076-276-6050

石川県白山市福留町５２４番地１

076-277-3993

株式会社ハラ自動車

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

石川県白山市知気寺町に７４番地４

健一 石川県加賀市保賀町２８７番地２

0761-47-1688

石川県野々市市三日市三丁目３５６番地 076-294-5822

有限会社ピース

石川県白山市知気寺町に７４番地４

076-272-4146

有限会社東出自動車商会

石川県加賀市保賀町２８７番地２

0761-77-3150

ひぐち自動車

石川県鳳珠郡穴水町字明千寺リの７９番地 百成自動車

0761-57-0546

石川県鳳珠郡穴水町字明千寺に２６番２ 0768-57-1911

引取業者登録名簿（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

20171000252

H29.9.20

R4.9.19

平井

高松自動車

石川県かほく市中沼元高松新ナ１６３番地２ 076-281-1074

20171000401

H29.5.22

R4.5.13

株式会社ヒラシマ

代表取締役 平島

慎也 石川県小松市園町ホ１３４番地１

株式会社ヒラシマ

石川県小松市園町ホ１３４番地１

20171000401

H29.5.22

R4.5.13

株式会社ヒラシマ

代表取締役 平島

慎也 石川県小松市園町ホ１３４番地１

株式会社ヒラシマ

20171000403

H29.5.22

R4.5.21

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

20171000409

H29.7.1

R4.6.30

有限会社ファミリーオート

取締役

有限会社ファミリーオート

石川県白山市宮永市町４６１番地

076-276-9918

20171000410

H29.6.20

R4.6.19

有限会社深井自動車サービス 代表取締役 深井

聡

20171000411

H31.2.17

R6.2.16

有限会社深谷自動車商会

卓志 石川県野々市市堀内三丁目２５番地

20171000413

H29.9.20

R4.9.19

福井

昌子

石川県七尾市中島町河崎ヌ部５７の１番地 福井自動車商会

石川県七尾市中島町河崎ヌ部５７の１番地 0767-66-0393

20171000634

R1.9.1

R6.8.31

福島

有

石川県加賀市柴山町８１番地の１

福島モータース

石川県加賀市柴山町８１番地の１

20171000414

H29.6.20

R4.6.19

有限会社藤沢自動車

代表取締役 藤沢

政弘 石川県加賀市片山津町ユ６１番地１３

有限会社藤沢自動車

石川県加賀市片山津町ユ６１番地１３ 0761-74-0561

20171000416

H29.7.15

R4.7.14

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

20171000417

H29.10.17

R4.10.15

有限会社フジタモータース

代表取締役 川井

悦朗 石川県小松市符津町ム１７１番地１

有限会社フジタモータース

石川県小松市符津町ム１７１番地１

0761-44-2639

20171000898

H30.2.5

R5.2.4

株式会社プレシャス

代表取締役 花山

大悟 石川県白山市乾町１６５番地

株式会社プレシャス

石川県白山市乾町１６５番地

076-227-9812

20171000862

H29.12.28

R4.12.11

株式会社ベンリィ

代表取締役 林

20171000448

H29.6.28

R4.6.19

保田

20171000420

H29.5.22

R4.5.21

有限会社ホープオート

代表取締役 荒木

章

20171000422

H29.7.24

R4.7.14

北星産業株式会社

代表取締役 小杉

20171000849

H29.7.9

R4.7.8

株式会社北誠自動車サービス 代表取締役 端野

20171000425

H29.5.22

R4.5.21

株式会社ホクバン

20171000427

H29.5.24

R4.5.13

20171000428

H29.7.1

20171000428

伸一

石川県かほく市高松ツ８５番地

山本

石川県羽咋市千代町い３６番地

富士男 石川県白山市宮永市町４６１番地

代表取締役 深谷

義勝

第二サービスセンター 石川県小松市問屋町６番地

石川県羽咋郡宝達志水町荻市は３５番地 有限会社深井自動車サービス

有限会社深谷自動車商会

事業所電話番号

0761-22-2421
0761-23-1022

石川県羽咋郡宝達志水町荻市は３５番地 0767-29-2141

石川県野々市市堀内三丁目２５番地

076-248-0337

0761-74-0687

石川県鳳珠郡能登町字松波２６字５４番地１ 株式会社ベンリィ整備工場

石川県鳳珠郡能登町字布浦レ字６８番地１ 0768-72-1181

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新１００番地１ 保田自動車整備工場

石川県鳳珠郡能登町字藤波１７の１２ 0768-62-0147

石川県白山市道法寺町ソ３７番地

有限会社ホープオート

石川県白山市道法寺町ソ３７番地

076-273-3995

雄二 石川県金沢市片町二丁目３番１７号

北星産業株式会社

石川県野々市市横宮町６番１号

076-248-3284

邦雄 石川県小松市千代町甲２７２番地

株式会社北誠自動車サービス

石川県小松市千代町甲２７２番地

0761-21-9348

代表取締役 中田 伸太郎 石川県小松市矢崎町ナ１１番地

株式会社ホクバン

石川県小松市矢崎町ナ１１番地

0761-43-1337

株式会社北陸自動車商会

代表取締役 寅若

雄一 石川県小松市平面町カ89番地1

株式会社北陸自動車商会

石川県小松市平面町カ89番地1

0761-24-3939

R4.6.30

北陸スバル自動車株式会社

代表取締役 上野

修

石川県金沢市泉本町三丁目１０２番地

北陸スバル自動車株式会社小松店

石川県小松市今江町４丁目２５番地

0761-23-1236

H29.7.1

R4.6.30

北陸スバル自動車株式会社

代表取締役 上野

修

石川県金沢市泉本町三丁目１０２番地

北陸スバル自動車株式会社羽咋店

石川県羽咋市新保町下１３７－２

0767-22-2117

20171000428

H29.7.1

R4.6.30

北陸スバル自動車株式会社

代表取締役 上野

修

石川県金沢市泉本町三丁目１０２番地

北陸スバル自動車株式会社松任店

石川県白山市村井町１６２４番１

076-277-4181

20171000429

H29.8.7

R4.8.6

北陸トーヨー自動車株式会社 代表取締役 原

敬

石川県白山市鶴来本町四丁目チ１０６番地の１ 北陸トーヨー自動車株式会社

石川県白山市鶴来本町四丁目チ１０６番地の１ 076-272-0860

20171000431

H29.8.1

R4.7.14

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

20171000431

H29.8.1

R4.7.14

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

20171000431

H29.8.1

R4.7.14

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

20171000641

R1.9.6

R6.9.5

株式会社北菱

代表取締役 谷口

直樹 石川県小松市長田町イ１８番地

株式会社北菱

石川県小松市長田町イ１８番地

0761-21-3311

20171000435

H29.5.22

R4.5.21

北国オート株式会社

代表取締役 岡部

郁良 石川県かほく市横山タ１３番地２１

北国オート株式会社

石川県かほく市横山タ１３番地２１

076-285-1424

20171000435

H29.5.22

R4.5.21

北国オート株式会社

代表取締役 岡部

郁良 石川県かほく市横山タ１３番地２１

北国オート株式会社

石川県かほく市高松丁５０番地

076-281-2200

義一

高松営業所

引取業者登録名簿（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

20171000449

H29.10.4

R4.9.29

有限会社ボデーガレージクルマ 代表取締役 車

石川県能美市和気町ウ２番地１０

有限会社ボデーガレージクルマ

石川県能美市和気町ウ２番地１０

0761-51-5775

20171000451

H30.1.15

R5.1.14

有限会社ボデーショップ福久 代表取締役 福久

強

石川県野々市市堀内四丁目１６５番地

有限会社ボデーショップ福久

石川県野々市市堀内四丁目１６５番地 076-294-3699

20171000452

H29.7.1

R4.6.30

株式会社ボデーショップ米光 代表取締役 埴岡

正稔 石川県白山市木津町９６１番地３

株式会社ボデーショップ米光

石川県白山市木津町９６１番地３

076-276-1032

20171000445

H29.7.1

R4.6.30

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

20171000445

H29.7.1

R4.6.30

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

20171000445

H29.7.1

R4.6.30

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

20171000445

H29.7.1

R4.6.30

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

20171000891

H29.8.30

R4.8.29

株式会社ホンダサロン石川

代表取締役 平田 他喜夫 石川県金沢市森戸一丁目１２５番地

株式会社ホンダサロン石川

石川県白山市乾町３８番地１

076-275-1088

20171000384

H29.8.7

R4.8.6

株式会社ホンダ自動車加賀

代表取締役 橋川 正一郎 石川県加賀市桑原町ニ９８番地１

株式会社ホンダ自動車加賀

石川県加賀市桑原町ニ９８番地１

0761-74-6355

20171000442

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ羽咋販売

代表取締役 河野

株式会社ホンダ羽咋販売

石川県羽咋市南中央町キ１５２番地

0767-22-5855

20171000443

H29.7.26

R4.7.25

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

20171000444

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

20171000438

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ四輪販売北陸 代表取締役 佐田

努

石川県金沢市法光寺町２１０番地

株式会社ホンダ四輪販売北陸

ホンダカーズ北陸七尾千野店

石川県七尾市千野町ろ67番

0767-57-3780

20171000438

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ四輪販売北陸 代表取締役 佐田

努

石川県金沢市法光寺町２１０番地

株式会社ホンダ四輪販売北陸

ホンダカーズ北陸小松今江店

石川県小松市今江町5丁目653番地

0761-23-2020

20171000438

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ四輪販売北陸 代表取締役 佐田

努

石川県金沢市法光寺町２１０番地

株式会社ホンダ四輪販売北陸

石川県小松市福乃宮町２－６５－１

0761-21-3315

20171000438

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ四輪販売北陸 代表取締役 佐田

努

石川県金沢市法光寺町２１０番地

株式会社ホンダ四輪販売北陸

石川県白山市村井町666番地

076-256-2121

20171000438

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ四輪販売北陸 代表取締役 佐田

努

石川県金沢市法光寺町２１０番地

株式会社ホンダ四輪販売北陸

石川県野々市市横宮町49番地

076-246-2200

20171000447

H29.8.21

R4.8.20

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

20171000453

H29.6.3

R4.6.2

株式会社マイカー北陸販売

代表取締役 兀橋

雅嗣 石川県小松市矢田野町２１の５４番地１０ 株式会社マイカー北陸販売

石川県小松市矢田野町２１の５４番地１０ 0761-44-3914

20171000454

H29.7.3

R4.6.30

有限会社マインドオート

代表取締役 吉田

實

20171000686

R1.11.22

R6.11.21

前田

20171000819

H29.9.27

R4.9.26

株式会社マエダ自動車

代表取締役 前多

20171000459

H29.9.12

R4.9.11

町野町農業協同組合

代表理事

20171000845

H29.6.20

R4.6.19

株式会社松井モータース

代表取締役 松井

亨

20171000460

H29.9.12

R4.9.11

松任市農業協同組合

代表理事

20171000461

H29.6.20

R4.6.19

株式会社松任モータース

代表取締役 柏野

20171000673

R1.11.1

R6.10.31

松村

義彦

20171000107

R1.7.24

R6.7.23

松本

孝次

20171000465

H29.5.22

R4.5.21

松本自動車サービス株式会社 代表取締役 立川

晋

20171000466

H29.5.12

R4.5.1

有限会社松山自動車

典裕 石川県小松市下粟津町る２９番地

豊

茂

竹山

代表取締役 松山

ホンダカーズ北陸小松北浅井店

ホンダカーズ北陸白山村井店
ホンダカーズ北陸野々市横宮店

株式会社ホンダ輪島販売

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

石川県加賀市若葉台１４７番地

タイヤガレージまえだ

石川県加賀市別所町富士見ヶ丘１１－１５ 0761-77-8817

壽幸 石川県能美市中町ソ８０番地１

株式会社マエダ自動車

石川県能美市中町ソ８０番地１

0761-55-1525

石川県輪島市町野町広江４字５番地

0768-32-0114

株式会社松井モータース

石川県小松市幸町一丁目６５番地１

0761-24-1541

武志 石川県白山市村井町１７７６番地

松任市農業協同組合自動車センター

石川県白山市村井町１７８０番地

076-274-1477

一也 石川県白山市倉光一丁目１８２番地

株式会社松任モータース

石川県白山市倉光一丁目１８２番地

076-276-3020

石川県加賀市篠原町アの１５番地の３

ガレージマツムラ

石川県加賀市塩浜町リ２

0761-74-8250

石川県小松市荒屋町甲４１番地

カーピット松本

石川県小松市荒屋町丁１０番地

0761-23-7895

石川県かほく市高松ノ２６番地

松本自動車サービス株式会社

石川県かほく市高松ノ２６番地

076-281-0363

有限会社松山自動車

石川県小松市下粟津町る２９番地

0761-44-1151

正広

中谷内

石川県羽咋市南中央町キ１５２番地

ホンダカーズ石川西白山店

信春 石川県輪島市町野町広江４字３２番地

石川県小松市幸町一丁目６５番地１

町野町農業協同組合

自動車センター

0761-74-8686

引取業者登録名簿（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

20171000466

H29.5.12

R4.5.1

有限会社松山自動車

代表取締役 松山

カーパイン松山

石川県小松市矢崎町ネ４

0761-44-1101

20171000261

H29.12.25

R4.12.24

間藤

石川県輪島市門前町浦上１の６の１

0768-42-1051

20171000848

H29.7.13

R4.7.12

丸一運輸株式会社

代表取締役 木下

義隆 石川県七尾市矢田町二部１番地

丸一オートセンター

石川県七尾市佐味町ハ部11番地1

0767-52-0252

20171000468

H29.7.15

R4.7.14

有限会社丸共自動車商会

代表取締役 大西

吉裕 石川県小松市矢田野町ホ１０５番地

有限会社丸共自動車商会

石川県小松市矢田野町ホ１０５番地

0761-43-3372

20171000469

H29.6.3

R4.6.2

有限会社丸善商会

代表取締役 竹田

秀雄 石川県能美市中町レ１０番地

有限会社丸善商会

石川県能美市中町レ１０番地

0761-55-1192

20171000474

H29.9.27

R4.9.26

三島

茂

石川県能美市福島町い１１６番地

三島モータース商会

石川県能美市福島町い５番地

0761-55-2554

20171000062

H29.10.4

R4.10.3

水野

美樹

石川県七尾市田鶴浜町を部54番地8

Ｍ’ｓ

石川県七尾市三引町４部３０番地

0767-68-8060

20171000892

H29.9.26

R4.9.25

三田

正和

石川県白山市蓮池町エ８番地１

今村自動車商会

石川県能美市大浜町ワ５５番地１

0761-55-0707

20171000477

H29.7.15

R4.7.14

三谷

俊行

石川県白山市美川南町ハ７２番地

三谷自動車

石川県白山市美川中町ロ９９番地１

076-278-3401

20171000478

H29.6.20

R4.6.19

有限会社見付自動車整備工場 取締役

20171000801

R3.3.2

R8.3.1

三豊工業株式会社

代表取締役 五十嵐

20171000479

H29.5.8

R4.4.29

三星自動車販売株式会社

代表取締役 中條

20171000170

H30.12.4

R5.11.30

光山

20171000481

H30.7.9

R5.7.8

有限会社光山商店

代表取締役 光山

20171000806

R3.5.24

R8.5.23

ミナミ金属株式会社

代表取締役 岡村

20171000483

H29.10.4

R4.10.3

有限会社南自動車商会

取締役

20171000484

H29.10.8

R4.10.7

有限会社南出自動車

代表取締役 南出

20171000818

H29.10.9

R4.10.8

有限会社ミナミロジスコ

20171000486

H29.7.15

R4.7.14

20171000487

H29.8.7

20171000914

典裕 石川県小松市下粟津町る２９番地

和義

石川県輪島市門前町和田８の１９１番地の１ 竹島自動車整備

笠原

ｇａｒａｇｅ

克巳 石川県珠洲市宝立町鵜島ニ字４４番地の１ 有限会社見付自動車整備工場
優 富山県富山市上飯野字道ノ下１３番６
昭彦 石川県野々市市野代二丁目３番地

三豊工業株式会社

金沢支店

石川県珠洲市宝立町鵜島ニ字４４番地の１ 0768-84-1817

石川県白山市横江町１８４３番地１５ 076-275-4141

三星自動車販売株式会社

石川県野々市市野代二丁目３番地

076-248-0933

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

昇

石川県金沢市打木町東１４２６番地

ミナミ金属株式会社

石川県小松市軽海町ツ９５番地１

有限会社南自動車商会

石川県小松市軽海町ツ９５番地１

0761-47-1339

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

代表取締役 岡村

淳

有限会社ミナミロジスコ本社

石川県白山市倉部町１０８５番地

076-276-0700

有限会社三野自動車商会

代表取締役 三野

雄治 石川県七尾市舟尾町な部３０番地

有限会社三野自動車商会

石川県七尾市舟尾町な部３０番地

0767-68-2278

R4.8.6

有限会社宮川自動車商会

代表取締役 宮川

長一 石川県白山市宮保町１３２３番地

有限会社宮川自動車商会

石川県白山市宮保町１３２３番地

076-276-3329

R3.2.16

R8.2.15

宮古

幸一

石川県かほく市高松テ３５番地２１

カーショップミヤコ

石川県かほく市高松テ３５番地１２

076-256-5517

20171000488

H29.5.22

R4.5.21

宮﨑

正博

石川県輪島市山岸町リ部４８番地２

宮﨑サービス

石川県輪島市横地町１部８４番地２

0768-22-0972

20171000491

H29.7.26

R4.7.25

有限会社宮宗自動車商会

代表取締役 宮村

博志 石川県能美市浜開発町丁１１２番地２

有限会社宮宗自動車商会

石川県能美市浜開発町丁１１２番地２ 0761-55-1961

20171000598

R1.10.25

R6.10.24

有限会社宮田自動車商会

代表取締役 宮田

昌治 石川県七尾市若林町ユ部６７番地

有限会社宮田自動車商会

石川県七尾市若林町ユ部６７番地

0767-57-1328

20171000496

H29.8.7

R4.8.6

有限会社宮本自動車鈑金塗装 代表取締役 宮本

政一 石川県七尾市細口町ろ部３１番地

有限会社宮本自動車鈑金塗装

石川県七尾市細口町ろ部３１番地

0767-53-3257

20171000512

H29.7.1

R4.6.30

有限会社名木自動車整備工場 代表取締役 名木

進

有限会社名木自動車整備工場

石川県輪島市町野町広江２字６２番地 0768-32-0081

20171000499

H29.5.22

R4.5.21

有限会社睦自動車商会

隆英 石川県七尾市千野町ヘ部５３番地

有限会社睦自動車商会

石川県七尾市千野町ヘ部５３番地

20171000502

H30.2.25

R5.2.24

村井

村井自動車鈑金塗装

石川県野々市市上林二丁目１８７番地 076-248-1323

20171000501

H29.8.21

R4.8.20

有限会社村井自動車工場

代表取締役 村井

靖夫 石川県加賀市分校町は４０番地

有限会社村井自動車工場

石川県加賀市分校町は４０番地

0761-74-2584

20171000504

H29.7.26

R4.7.25

株式会社ムラカミ自動車

代表取締役 村上

正之 石川県小松市上本折町２０８番地

株式会社ムラカミ自動車

石川県小松市上本折町２０８番地

0761-22-2814

泰元

石川県小松市矢田野町ニ９５番地２

南

代表取締役 丸田

信夫

勝利

石川県白山市倉部町１０８５番地

石川県輪島市町野町広江２字６２番地

石川県野々市市上林二丁目１８７番地

リサイクルセンター北陸 石川県白山市相川町２９８８番地

076-274-7300

0767-57-1021

引取業者登録名簿（五十音順）

登録番号

登録年月日

満了年月日

事業者名称
村中

法人にあっては代表者の氏名 事業者住所

直人

株式会社室戸鉄工所

事業所名称

事業所住所

石川県加賀市山代温泉南町１１２番地の１ 村中自動車

代表取締役 室戸

石川県加賀市山代温泉南町１１２番地の１

眞吾 石川県小松市串町工業団地１番地３

カー・パティオ・ムロト

石川県小松市白嶺町２丁目３８番地

明光自動車サービス株式会社 代表取締役 三納

宏一 石川県白山市八幡町２５０番地

明光自動車サービス株式会社

石川県白山市八幡町２５０番地

明光自動車サービス株式会社 代表取締役 三納

宏一 石川県白山市八幡町２５０番地

くるま工房メイテック

石川県能美市出口町ヘ２０２番地３

有限会社明福自動車販売

取締役

秀樹 石川県小松市矢田野町チ４３番地

有限会社明福自動車販売

石川県小松市矢田野町チ４３番地

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

展也 石川県能美市吉原釜屋町ル８番地

有限会社モトーレジェイワン

石川県能美市吉原釜屋町ル８番地

有限会社モトーレジェイワン 取締役
森

明福

平田

茂雄

石川県輪島市門前町道下２２の１５番地

石川県かほく市遠塚イ６１番地２０

石川県かほく市遠塚イ６１番地２０

有限会社森自動車

代表取締役 森

株式会社森村自動車商会

代表取締役 森村

透

石川県七尾市中島町横田乙部１０７番地 株式会社森村自動車商会

石川県七尾市中島町横田乙部１０７番地

株式会社森村自動車商会

代表取締役 森村

透

石川県七尾市中島町横田乙部１０７番地 株式会社森村自動車商会田鶴浜店

石川県七尾市田鶴浜町ヲ－１１

株式会社森村自動車商会

代表取締役 森村

透

石川県七尾市中島町横田乙部１０７番地 株式会社森村自動車商会七尾店

石川県七尾市飯川町い部７２番地

株式会社盛本自動車商会

代表取締役 盛本

匠

石川県白山市美川中町ロ２１３番地

株式会社盛本自動車商会

石川県白山市美川中町ロ２１３番地

有限会社安田自動車

代表取締役 安田

達也 石川県白山市瀬戸午４４番地

有限会社安田自動車

石川県白山市瀬戸午４４番地

有限会社安田自動車

代表取締役 安田

潮

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

安原

章平

谷内自動車工業株式会社

代表取締役 谷内

株式会社山崎自動車

有限会社森自動車

石川県鳳珠郡能登町字柿生天６字４４番地１ 有限会社安田自動車

石川県小松市須天町一丁目９６番地

有限会社ヤマザキオートサービス 代表取締役 山﨑

山下

章

石川県輪島市門前町道下２２の１５番地 森自動車整備工場

石川県鳳珠郡能登町字柿生天６字４４番地１

株式会社安田商店

石川県能美市浜町タ１５７番地２１

安原自動車

石川県小松市須天町一丁目９６番地

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

正

石川県河北郡津幡町字竹橋西２０３番地３

石川県河北郡津幡町字竹橋西２０３番地３ 有限会社ヤマザキオートサービス

代表取締役 山崎 与志雄 石川県鳳珠郡穴水町字乙ケ崎ヌの13番地１ 株式会社山崎自動車

孝幸

石川県鳳珠郡穴水町字乙ケ崎ヌの13番地１

石川県金沢市八日市１丁目２４０番地５ 小松マイカーセンター

有限会社ヤマシタオート

代表取締役 山下

哲郎 石川県野々市市白山町１２番３５号

株式会社山下モーター

代表取締役 山下

裕司 石川県加賀市山中温泉塚谷町一丁目２８番地３ 株式会社山下モーター

山田

隆一

有限会社

ヤマシタオート

石川県羽咋郡宝達志水町今浜ホ１８４番地 山田自動車整備工場

石川県小松市園町ヌ７２－１
石川県野々市市白山町１２番３５号
石川県加賀市山中温泉塚谷町一丁目２８番地３

石川県羽咋郡宝達志水町今浜ホ１４３－３

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

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

山広自動車

石川県加賀市桑原町ト６０－３
石川県白山市横江町１１３８番地１

山廣

茂

石川県加賀市丸山町２丁目１３６番地

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

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

有限会社ヤマヤモータース

代表取締役 山田

俊英 石川県羽咋市宇土野町ハ３９番地１

有限会社ヤマヤモータース

大竹工場

石川県白山市大竹町ト８－１
石川県羽咋市宇土野町ハ３９番地１

事業所電話番号

引取業者登録名簿（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

20171000549

H29.7.1

R4.6.30

ユアサ自動車工業株式会社

代表取締役 湯浅

英之 石川県小松市犬丸町丙３０番地

ユアサ自動車工業株式会社

石川県小松市犬丸町丙３０番地

0761-24-1571

20171000858

H29.9.28

R4.9.27

株式会社ユー・エス・エス

代表取締役 瀬田

大

株式会社ユー・エス・エス

石川県白山市湊町カ３７７番地６

076-256-2333

20171000553

H29.8.8

R4.8.6

横山

20171000552

H29.10.4

R4.9.19

有限会社横山オートサービス 代表取締役 横山

紀子 石川県鳳珠郡穴水町字中居リの５９番地 有限会社横山オートサービス

石川県鳳珠郡穴水町字中居リの５９番地 0768-56-1508

20171000554

H29.5.22

R4.5.21

株式会社良川自動車商会

代表取締役 伊賀

里志 石川県鹿島郡中能登町良川壱九部５番地 株式会社良川自動車商会七尾営業所

石川県七尾市細口町ろ部６番地２

20171000554

H29.5.22

R4.5.21

株式会社良川自動車商会

代表取締役 伊賀

里志 石川県鹿島郡中能登町良川壱九部５番地 株式会社良川自動車商会

石川県鹿島郡中能登町良川１９部５番地 0767-74-1111

20171000605

R1.7.1

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

20171000556

H29.5.2

R4.5.1

ヨシダ自動車株式会社

寬治 石川県小松市上小松町丙７２番地１

ヨシダ自動車株式会社

石川県小松市上小松町丙72番地1

0761-23-5888

20171000583

H31.3.24

R6.3.23

米倉

20171000839

R2.10.15

R7.10.14

米光自動車商会株式会社

代表取締役 米光

勉

20171000828

R1.6.8

R6.6.7

株式会社リペア

代表取締役 金山

20171000563

H29.6.20

R4.6.19

有限会社ロイヤル商会

20171000901

H30.3.28

R5.3.27

20171000564

H29.11.17

20171000565

正二

愛知県東海市新宝町507番地の20

北陸会場

石川県七尾市田鶴浜町り部２２番地の２ 横山モータース

代表取締役 吉田

和義

石川県七尾市田鶴浜町リ部２２番地の２ 0767-68-2067

0767-52-3511

石川県輪島市門前町田村ロの４４番地１ 米倉自動車鈑金塗装

石川県輪島市門前町本市１１－６０－１ 0768-42-1380

石川県白山市村井町５３２番地１

米光自動車商会株式会社

石川県白山市村井町５３２番地１

076-275-0456

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

0767-57-2114

代表取締役 山本

克則 石川県能美市道林町ハ１５番地

有限会社ロイヤル商会

石川県能美市道林町ハ１５番地

0761-55-0154

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

R4.11.11

有限会社若林自動車

取締役

石川県小松市野田町丁７６番地

有限会社若林自動車

石川県小松市野田町丁７６番地

0761-22-6657

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

代表取締役 山口

武

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

オートバックス

七尾店

石川県七尾市藤橋町戌ノ部１７番地

0767-53-3535

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

代表取締役 山口

武

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

オートバックス

小松店

石川県小松市沖町イ２０１

0761-24-4848

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

代表取締役 山口

武

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

オートバックス

輪島店

石川県輪島市山岸町ロ－２番地

0768-22-5560

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

代表取締役 山口

武

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

オートバックス

加賀店

石川県加賀市小菅波町２丁目１番地

0761-72-8989

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

代表取締役 山口

武

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

オートバックス

かほく店

石川県かほく市内日角ワ３１番

076-283-4141

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

代表取締役 山口

武

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

スーパーオートバックス

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

代表取締役 山口

武

石川県金沢市戸水二丁目３９番地

オートバックス

20171000890

H29.8.30

R4.8.29

脇本

哲也

石川県輪島市名舟町ヌ部１２番地甲

キタノ自動車

20171000568

H29.11.12

R4.11.11

和田

誠一

石川県七尾市中島町浜田耕部１１の３番地 和田自動車整備工場

20171000908

H31.4.16

R6.4.15

ワタヤ自動車株式会社

南

代表取締役 北川

智久

善昭 富山県富山市新庄本町一丁目2番21号

金沢野々市店 石川県野々市市三日市３丁目８３番地 076-246-2323

羽咋店

ワタヤ自動車株式会社

石川県羽咋市石野町イ６番１

0767-23-4406

石川県輪島市小田屋町１部７３番地

0768-34-1257

石川県七尾市中島町浜田耕部１１の３番地 0767-66-0238

金沢店

石川県野々市市二日市二丁目146番地

076-294-0911

引 取 業
（市町別）

引取業者登録名簿（市町別：七尾市）

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

20171000001

H29.6.20

R4.6.19

株式会社アウトバーン

代表取締役 小林

株式会社アウトバーン

石川県七尾市飯川町く部６７番地

0767-57-8800

20171000878

H29.6.7

R4.6.6

麻生

明宏

石川県七尾市南ケ丘町３０番地

山王自動車商会

石川県七尾市佐味町ニ部２８番地１

0767-52-1642

20171000691

R1.11.24

R6.11.23

天野

喜久男

石川県七尾市千野町ろ部１９番地１

カーメイト

石川県七尾市千野町ろ部１９番地１

0767-57-2828

20171000024

H29.11.8

R4.10.15

石川県

知事

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

20171000025

H29.5.22

R4.5.21

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

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社七尾店

石川県七尾市本府中町ル４１番地１

0767-53-1700

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

トヨペット七尾店

石川県七尾市小島町ヌ４５番地

0767-52-3370

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

カローラ七尾店

石川県七尾市千野町ろ２０番地

0767-57-1611

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社七尾店

石川県七尾市国分町ヰ１９番地

0767-53-1123

20171000034

H29.5.22

R4.5.21

有限会社石田自動車整備工場 代表取締役 石田

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

20171000842

R3.3.11

R8.3.10

いすゞ自動車中部株式会社

代表取締役 海老根 健一 愛知県名古屋市南区塩屋町五丁目１番地の３ いすゞ自動車中部株式会社七尾サービスセンター 石川県七尾市千野町は１８番地

0767-57-1111

20171000872

R3.9.5

R8.9.4

株式会社ＩＤＯＭ

代表取締役 羽鳥

20171000696

R1.11.30

R6.11.29

今江

20171000909

R1.12.24

R6.12.23

合同会社エムズガレージ

代表社員

20171000079

H29.11.12

R4.11.11

株式会社大蔵

20171000119

H29.4.24

R4.4.21

有限会社勝木自動車解体

20171000895

H29.10.17

R4.10.16

20171000129

H29.10.4

20171000160

谷本

祐樹 石川県七尾市飯川町く部６７番地

正憲 石川県金沢市鞍月１丁目１番地

石川県七尾市小島町ホ部７１番地

裕介 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

ガリバー七尾店

石川県七尾市小島町ヌ部９番地１

0767-54-7000

カーショップ.ポパイ

石川県七尾市石崎町ヨ部７０番地９

0767-62-4747

美樹 石川県七尾市三引町４部３０番地

合同会社エムズガレージ

石川県七尾市三引町４部３０番地

0767-68-8060

代表取締役 瀧川

光明 石川県七尾市万行町五部８番地

株式会社大蔵

石川県七尾市万行町五部８番地

0767-53-5637

代表取締役 勝木

秀和 石川県七尾市旭町は部４１番地

有限会社勝木自動車解体

石川県七尾市旭町は部41番地

0767-57-2101

金沢三菱自動車販売株式会社 代表取締役 池田

義人 石川県金沢市神宮寺三丁目１番５号

金沢三菱自動車販売株式会社

石川県七尾市古府町へ部１１番地

0767-53-2323

R4.10.3

有限会社釜井自動車商会

代表取締役 釜井

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

H29.9.12

R4.9.11

株式会社黒田自動車

代表取締役 黒田

英規 石川県七尾市大津町壱八部８６番地

株式会社黒田自動車

石川県七尾市大津町壱八部８６番地

0767-68-3081

20171000211

H29.9.20

R4.9.19

島崎

島崎モータース

石川県七尾市石崎町レ部８６番３

0767-62-4343

20171000234

H29.9.19

R4.9.11

株式会社スズキ自販北陸

代表取締役 長野

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

株式会社スズキ自販北陸七尾営業所

石川県七尾市白馬町５７部２７番地１ 0767-57-2050

20171000852

H29.7.26

R4.7.25

全国農業協同組合連合会

代表理事

野口

栄

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石川県本部七尾自動車センター

石川県七尾市藤橋町申４０－２

0767-53-1049

20171000852

H29.7.26

R4.7.25

全国農業協同組合連合会

代表理事

野口

栄

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石川県本部七尾自動車整備工場

石川県七尾市藤橋町申４０－２

0767-52-4225

20171000257

H29.6.20

R4.6.19

有限会社武井モータース

取締役

武井

忠仁 石川県七尾市藤野町ロ部３７番地

有限会社武井モータース

石川県七尾市藤野町ロ部３７番地

0767-53-8888

20171000817

H29.9.7

R4.8.20

中部三菱自動車販売株式会社 代表取締役 鈴木

道幸 愛知県名古屋市東区泉三丁目１８番７号 中部三菱自動車販売株式会社 石川販売部 七尾店 石川県七尾市古府町へ部１１番地

0767-53-2323

20171000303

H30.3.25

R5.3.24

有限会社寺嶋自動車鈑金塗装工業所

代表取締役 寺嶋

康文 石川県七尾市藤橋町亥、４１番地

有限会社寺嶋自動車鈑金塗装工業所

石川県七尾市藤橋町亥、４１番地

0767-52-0190

20171000325

H29.9.12

R4.9.11

株式会社中越自動車商会

代表取締役 中越

政秀 石川県七尾市府中町員外１番地の２

株式会社中越自動車商会

石川県七尾市府中町員外１番地の２

0767-53-2332

20171000328

H29.7.6

R4.6.30

有限会社中島ホンダ販売

代表取締役 中村

幸弘 石川県七尾市中島町中島丙部２５番地１ 有限会社中島ホンダ販売

石川県七尾市中島町中島丙部２５番地１ 0767-66-1966

20171000335

H29.7.15

R4.7.14

有限会社中村自動車商会

代表取締役 岡田

昭二 石川県七尾市藤橋町未部２９番地

有限会社中村自動車商会

石川県七尾市藤橋町未部２９番地

0767-53-1581

20171000342

H29.8.8

R4.8.6

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

健一

石川県七尾市石崎町ハ部４２番地
水野

武雄

石川県七尾市石崎町ロ部７４番甲地

七尾店

引取業者登録名簿（市町別：七尾市）

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

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

20171000368

H29.7.1

R4.6.30

有限会社能登島自動車

代表取締役 小川 美知男 石川県七尾市能登島佐波町ワ部１５番地７ 有限会社能登島自動車

石川県七尾市能登島佐波町ワ部１５番地７ 0767-84-1277

20171000369

H30.3.25

R5.3.24

能登石油株式会社

代表取締役 山寺 鐘一郎 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町七の９０番地 能登石油株式会社らくらく車検工房

石川県七尾市国分町ラ部３０の１

0767-52-7777

20171000373

H29.7.1

R4.6.30

能美

健二

石川県七尾市桜町６５番地２

石川県七尾市桜町６５番地２

0767-53-2329

20171000413

H29.9.20

R4.9.19

福井

昌子

石川県七尾市中島町河崎ヌ部５７の１番地 福井自動車商会

石川県七尾市中島町河崎ヌ部５７の１番地 0767-66-0393

20171000431

H29.8.1

R4.7.14

株式会社北陸マツダ

代表取締役 泉

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

20171000445

H29.7.1

R4.6.30

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

20171000443

H29.7.26

R4.7.25

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

20171000444

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

20171000438

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ四輪販売北陸 代表取締役 佐田

努

株式会社ホンダ四輪販売北陸

石川県七尾市千野町ろ67番

0767-57-3780

20171000848

H29.7.13

R4.7.12

丸一運輸株式会社

義隆 石川県七尾市矢田町二部１番地

丸一オートセンター

石川県七尾市佐味町ハ部11番地1

0767-52-0252

20171000062

H29.10.4

R4.10.3

水野

Ｍ’ｓ

石川県七尾市三引町４部３０番地

0767-68-8060

20171000486

H29.7.15

R4.7.14

有限会社三野自動車商会

代表取締役 三野

雄治 石川県七尾市舟尾町な部３０番地

有限会社三野自動車商会

石川県七尾市舟尾町な部３０番地

0767-68-2278

20171000598

R1.10.25

R6.10.24

有限会社宮田自動車商会

代表取締役 宮田

昌治 石川県七尾市若林町ユ部６７番地

有限会社宮田自動車商会

石川県七尾市若林町ユ部６７番地

0767-57-1328

20171000496

H29.8.7

R4.8.6

有限会社宮本自動車鈑金塗装 代表取締役 宮本

政一 石川県七尾市細口町ろ部３１番地

有限会社宮本自動車鈑金塗装

石川県七尾市細口町ろ部３１番地

0767-53-3257

20171000499

H29.5.22

R4.5.21

有限会社睦自動車商会

代表取締役 丸田

隆英 石川県七尾市千野町ヘ部５３番地

有限会社睦自動車商会

石川県七尾市千野町ヘ部５３番地

0767-57-1021

20171000521

H29.7.15

R4.7.14

株式会社森村自動車商会

代表取締役 森村

透

石川県七尾市中島町横田乙部１０７番地 株式会社森村自動車商会

石川県七尾市中島町横田乙部１０７番地 0767-66-0326

20171000521

H29.7.15

R4.7.14

株式会社森村自動車商会

代表取締役 森村

透

石川県七尾市中島町横田乙部１０７番地 株式会社森村自動車商会田鶴浜店

石川県七尾市田鶴浜町ヲ－１１

0767-68-2033

20171000521

H29.7.15

R4.7.14

株式会社森村自動車商会

代表取締役 森村

透

石川県七尾市中島町横田乙部１０７番地 株式会社森村自動車商会七尾店

石川県七尾市飯川町い部７２番地

0767-57-8080

20171000553

H29.8.8

R4.8.6

横山

石川県七尾市田鶴浜町り部２２番地の２ 横山モータース

石川県七尾市田鶴浜町リ部２２番地の２ 0767-68-2067

20171000554

H29.5.22

R4.5.21

株式会社良川自動車商会

代表取締役 伊賀

里志 石川県鹿島郡中能登町良川壱九部５番地 株式会社良川自動車商会七尾営業所

石川県七尾市細口町ろ部６番地２

0767-52-3511

20171000828

R1.6.8

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

0767-57-2114

20171000901

H30.3.28

R5.3.27

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

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

代表取締役 山口

武

オートバックス

石川県七尾市藤橋町戌ノ部１７番地

20171000568

H29.11.12

R4.11.11

和田

代表取締役 木下

嘉幸

美樹

石川県七尾市田鶴浜町を部54番地8

正二

誠一

石川県金沢市法光寺町２１０番地

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

U-Carシャンツェ七尾

七尾店

能美自動車サービス

七尾古府店

ホンダカーズ北陸七尾千野店

ｇａｒａｇｅ

七尾店

石川県七尾市中島町浜田耕部１１の３番地 和田自動車整備工場

事業所住所

事業所電話番号

石川県七尾市本府中町ヲ部２８番地

0767-53-1877

石川県七尾市藤橋町申４３番地１

0767-53-7887

0767-53-3535

石川県七尾市中島町浜田耕部１１の３番地 0767-66-0238

引取業者登録名簿（市町別：小松市）

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

20171000906

H30.8.14

R5.8.13

ＡＯＩユーロ株式会社

代表取締役 坪田

ＡＯＩユーロ株式会社

20171000013

H29.10.16

R4.10.15

有限会社粟津サイクル商会

代表取締役 乾

20171000014

H29.7.1

R4.6.30

株式会社粟津三共

代表取締役 大西

20171000018

H29.6.20

R4.6.19

有限会社五十嵐自動車

代表取締役 五十嵐

20171000024

H29.11.8

R4.10.15

石川県

知事

20171000025

H29.5.22

R4.5.21

石川ダイハツ販売株式会社

代表取締役 岡田

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

20171000886

H29.7.24

20171000029

孝広 福井県福井市二の宮四丁目４４番１号
石川県小松市符津町レ２３番地の１

フォルクスワーゲン小松 石川県小松市宝町３１番１

事業所電話番号

0761-20-3500

有限会社粟津サイクル商会

石川県小松市符津町レ２３番地の１

0761-43-2611

株式会社粟津三共

石川県小松市矢田野町ホ１３８番地

0761-43-0039

有限会社五十嵐自動車

石川県小松市矢崎町ナ１７９番地

0761-43-3177

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

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

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社小松店

石川県小松市今江町４丁目１２３番地 0761-22-5201

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

トヨペット小松店

石川県小松市上小松町丙７７番地

0761-22-3737

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

カローラ小松店

石川県小松市白嶺町二丁目１番地

0761-22-3611

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社小松店

石川県小松市今江町ツ８２

0761-22-1123

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社UCARS小松

石川県小松市日の出町２丁目２３－１ 0761-24-2523

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社小松北店

石川県小松市一針町ロ１８－５

0761-21-1123

20171000033

H29.10.4

R4.10.3

石田

石田自動車商会

石川県小松市園町ト３０番地

0761-24-3208

20171000872

R3.9.5

R8.9.4

株式会社ＩＤＯＭ

ガリバー小松店

石川県小松市日の出町４丁目５３－１ 0761-20-1225

20171000044

H29.5.22

R4.5.21

岩岡

石川県小松市千木野町ホ１０１番地

岩岡自動車

石川県小松市千木野町ホ102番地

0761-23-3735

20171000045

H29.11.15

R4.11.14

有限会社インターオート

代表取締役 中田

覺

石川県小松市長崎町四丁目７７番地

有限会社インターオート

石川県小松市長崎町四丁目７７番地

0761-24-6533

20171000594

R1.5.13

R6.5.9

有限会社ヴァン自動車

代表取締役 古橋

伴昭 石川県小松市今江町五丁目５４３番地

有限会社ヴァン自動車

石川県小松市今江町五丁目５４３番地 0761-24-5225

20171000051

H29.7.1

R4.6.30

株式会社宇野自動車整備工場 代表取締役 苧野

剛

株式会社宇野自動車整備工場

石川県小松市村松町１６１番地

0761-44-2056

20171000802

R3.2.2

R8.2.1

有限会社エイトホンダ

代表取締役 松崎

秀規 石川県小松市園町ニ６２番地

有限会社エイトホンダ

石川県小松市園町ニ６２番地

0761-21-7081

20171000844

R2.5.14

R4.5.21

株式会社エザシオート

代表取締役 江指

憲

石川県小松市平面町ト１６３番地１

株式会社

石川県小松市平面町ト１６３番地１

0761-21-5914

20171000059

H29.7.27

R4.7.8

ゑびす自動車株式会社

代表取締役 横山

聡

石川県小松市長田町ロ５３番地

ゑびす自動車株式会社

石川県小松市長田町ロ５３番地

0761-22-0188

20171000074

H29.10.17

R4.10.3

江縁

石川県小松市川辺町２番地８

オートマルエ

石川県小松市川辺町２番地８

0761-21-0252

20171000081

H29.5.12

R4.4.29

株式会社太田モータース

智子 石川県小松市幸町二丁目７２番地

株式会社太田モータース

石川県小松市幸町二丁目７２番地

0761-21-8288

20171000070

H29.7.15

R4.7.14

有限会社オートシステムムラタ 取締役

村田

常明 石川県小松市今江町九丁目２７５番地

有限会社オートシステムムラタ

石川県小松市今江町九丁目２７５番地 0761-23-5558

20171000090

H29.9.27

R4.9.26

有限会社岡本自動車

取締役

岡本

衡範 石川県小松市今江町三丁目５７７番地

有限会社岡本自動車

石川県小松市今江町三丁目５７７番地 0761-21-2030

20171000704

R2.1.24

R7.1.23

有限会社岡本タイヤ商会

代表取締役 岡本

哲弥 石川県小松市光町９０番地

有限会社岡本タイヤ商会

石川県小松市光町９０番地

0761-22-5302

20171000100

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

20171000101

H29.7.26

R4.7.25

有限会社カー倶楽部

代表取締役 浦場

均

有限会社カー倶楽部

石川県小松市大領町ロ２０７番地

0761-23-7741

20171000106

H29.7.30

R4.7.29

有限会社カービレッジアレック 代表取締役 東出

孝弘 石川県小松市殿町一丁目８５番地

有限会社カービレッジアレック

石川県小松市城南町５０

0761-23-5258

20171000830

R1.10.16

R6.10.15

会宝パーツサービス有限会社 代表取締役 馬地

克哉 石川県金沢市東蚊爪町一丁目２５番地

アップガレージ小松店

石川県小松市長田町ロ３５－１

0761-48-4499

谷本

敏浩

事業所住所

文男 石川県小松市矢田野町ホ１３８番地
昇 石川県小松市矢崎町ナ１７９番地
正憲 石川県金沢市鞍月１丁目１番地

直樹

石川県小松市園町ト３０番地
代表取締役 羽鳥

裕介 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

順一

邦明
代表取締役 太田

石川県小松市村松町１６１番地

石川県小松市大領町ロ２０７番地

エザシオート

引取業者登録名簿（市町別：小松市）

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

20171000113

H29.4.19

R4.4.18

株式会社加賀オート

代表取締役 嵐

株式会社加賀オート

石川県小松市新町89番地2

0761-22-3681

20171000895

H29.10.17

R4.10.16

金沢三菱自動車販売株式会社 代表取締役 池田

20171000066

H30.3.28

R5.3.27

川岸

20171000134

H29.7.5

R4.7.4

有限会社河村モータース

20171000638

R1.9.6

R6.9.5

北川

20171000145

H29.9.20

R4.9.19

共栄自工有限会社

代表取締役 林

20171000147

H29.7.5

R4.7.4

有限会社共和モータース

代表取締役 綿崎

20171000162

H29.6.20

R4.6.19

有限会社グッドワンモータース 代表取締役 山次

20171000823

H30.2.25

R5.2.24

株式会社倉重自動車

20171000165

H29.7.15

R4.7.14

20171000166

H29.5.12

20171000176

博隆

石川県小松市新町89番地2

義人 石川県金沢市神宮寺三丁目１番5号

誠

金沢三菱自動車販売株式会社

小松店

石川県小松市大領中町四丁目１２６番地 オートクラブカワギシ

代表取締役 河村

英信 石川県小松市芦田町一丁目１番地

石川県小松市今江町３丁目５２３番地 0761-22-3236
石川県小松市大領中町四丁目１２６番地 0761-23-0199

有限会社河村モータース

石川県小松市芦田町一丁目１番地

0761-24-2344

石川県小松市上八里町ニ２８２番地１

ヤサトオート

石川県小松市上八里町丙７０番地

0761-47-5466

石川県小松市幸町一丁目７４番地

共栄自工有限会社

石川県小松市幸町一丁目７４番地

0761-23-1050

石川県小松市上小松町丙７１番地１

有限会社共和モータース

石川県小松市上小松町丙７１番地１

0761-22-3174

喜八 石川県小松市大領町ロ１６８番地

有限会社グッドワンモータース

石川県小松市大領町ロ１６８番地

0761-21-9119

代表取締役 倉重

剛司 石川県小松市矢崎町甲４７番地４

株式会社倉重自動車

石川県小松市矢崎町甲４７番地４

0761-43-2362

有限会社源田自動車商会

代表取締役 源田

長詔 石川県小松市長崎町南２０番地

有限会社源田自動車商会

石川県小松市長崎町南２０番地

0761-21-4521

R4.5.7

有限会社小泉自動車

代表取締役 小泉

寛治 石川県小松市福乃宮町二丁目８番地

有限会社小泉自動車

石川県小松市福乃宮町二丁目８番地

0761-22-8576

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

20171000179

H29.9.27

R4.9.26

小松自動車販売整備振興協同組合 代表理事

湯浅

石川県小松市長田町ロ80番地1

0761-22-5180

20171000178

H29.8.8

R4.8.6

小松市農業協同組合

代表理事

西沢

20171000182

H29.10.8

R4.10.7

株式会社米野電機

代表取締役 米野

20171000885

H29.7.24

R4.7.23

株式会社佐々木

代表取締役 佐々木

20171000199

H29.9.27

R4.9.26

有限会社三協自動車

代表取締役 土田

20171000205

H29.10.4

R4.10.3

三洋自動車株式会社

20171000206

H29.6.20

R4.6.19

20171000880

H29.6.20

20171000210

健二
政廣
隆

宗田

外志男 石川県小松市長田町ロ８０番地１

小松自動車販売整備振興協同組合

小松整協整備工場

耕一 石川県小松市上小松町丙２５２番地

ＪＡ小松市マイカーセンター中央店

石川県小松市幸町１丁目６３番地

0761-24-2423

豊

株式会社米野電機

石川県小松市園町ハ１２３－１

0761-21-3222

ドリームモータース

石川県小松市長田町ロ２１－１

0761-48-4580

賢則 石川県小松市長谷町ヱ７６番地

有限会社三協自動車

石川県小松市長谷町ヱ７６番地

0761-46-1201

代表取締役 𠮷田

淳也 石川県小松市北浅井町乙１１０番地

三洋自動車株式会社

石川県小松市北浅井町乙１１０番地

0761-21-3229

三和自動車株式会社

代表取締役 三村

達也 石川県小松市有明町１１６番地

三和自動車株式会社

石川県小松市有明町１１６番地

0761-24-1345

R4.6.19

株式会社ジェイオー

代表取締役 青山

格

株式会社ジェイオー

H29.8.21

R4.8.20

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

20171000219

H29.7.3

R4.6.30

白尾

伊佐美

20171000864

H30.9.25

R5.9.17

杉山

謙一

20171000234

H29.9.19

R4.9.11

株式会社スズキ自販北陸

代表取締役 長野

20171000902

H30.3.28

R5.3.27

株式会社ＳＭＩＬＥ

20171000852

H29.7.26

R4.7.25

20171000277

H29.9.30

20171000278

石川県小松市土居原町７６２番地
透 石川県金沢市玉鉾一丁目８４番地

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４番１０号名古屋クロスコートタワー

園町営業所

小松モータース

石川県小松市日の出町二丁目１６７番地 0761-22-5566

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

石川県小松市白江町ワ６６番地

白尾モータース

石川県小松市白江町ワ６６番地

0761-22-6235

石川県小松市戸津町に２３番地

ＫＳオート

石川県小松市二ツ梨町オ６３－２

0761-58-2181

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

株式会社スズキ自販北陸小松営業所

石川県小松市今江町９丁目３５１番地 0761-22-2790

代表取締役 田中

幸久 石川県小松市矢崎町乙５４番地３

株式会社ＳＭＩＬＥ

石川県小松市矢崎町乙５４番地３

0761-43-3600

全国農業協同組合連合会

代表理事

野口

栄

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石川県本部小松自動車センター

石川県小松市上小松町丙８３－７

0761-22-2002

R4.9.29

株式会社第一自動車

代表取締役 竹田

清

石川県小松市白江町ハ１０６番地

株式会社第一自動車

石川県小松市白江町ハ１０６番地

0761-21-6511

H29.8.30

R4.8.29

有限会社第一鈑装

取締役

有限会社第一鈑装

石川県小松市福乃宮町一丁目８２番地 0761-21-2250

20171000285

H29.7.3

R4.6.19

有限会社大和自動車販売

代表取締役 吉田

正樹 石川県小松市上小松町丙９９番地

有限会社大和自動車販売

石川県小松市上小松町丙９９番地

20171000877

H29.6.8

R4.6.7

高熊自動車株式会社

代表取締役 高熊

幸吉 石川県小松市今江町九丁目３４５番地

高熊自動車株式会社

石川県小松市今江町九丁目３４５番地 0761-24-3511

ＧＡＲＡＧＥ

軽海

欣一朗 石川県小松市福乃宮町一丁目８２番地

ＧＡＲＡＧＥ

0761-21-0265

引取業者登録名簿（市町別：小松市）

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

20171000246

H30.8.29

R5.8.28

髙瀬

20171000264

H30.2.26

R5.2.24

有限会社タケモト車体

20171000265

H30.1.4

R4.12.24

田島

20171000273

H29.9.20

R4.9.19

有限会社谷川自動車商会

20171000817

H29.9.7

R4.8.20

中部三菱自動車販売株式会社 代表取締役 鈴木

道幸 愛知県名古屋市東区泉三丁目１８番７号 中部三菱自動車販売株式会社 石川販売部 小松店 石川県小松市今江町３丁目５２３

0761-22-3236

20171000307

H29.9.20

R4.9.19

有限会社任田商会

代表取締役 任田

英樹 石川県小松市浮柳町ル３７番地１

20171000309

H29.5.11

R4.4.21

有限会社東洋カーショップ

代表取締役 東

洋典

20171000336

H29.5.22

R4.5.21

有限会社永井自動車

代表取締役 北

清八

20171000071

H29.5.24

R4.5.21

中川

20171000330

H29.9.30

R4.9.29

中谷

20171000331

H29.6.20

R4.6.19

有限会社中出自動車

20171000834

R2.3.4

R7.3.3

難波

20171000837

R2.7.30

R7.7.29

株式会社西田商会

代表取締役 西田

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

20171000630

R1.8.31

R6.8.30

林

20171000408

H29.11.15

R4.11.11

有限会社ピーエフオート

代表取締役 中田

20171000401

H29.5.22

R4.5.13

株式会社ヒラシマ

20171000401

H29.5.22

R4.5.13

20171000417

H29.10.17

20171000849

良洋

石川県小松市下粟津町ノ７４番地１０
代表取締役 竹本

行雄 石川県小松市城南町５３番地１

浩

石川県小松市天神町４９番地２１
代表取締役 谷川

陽一 石川県小松市城南町１３１番地

事業所名称

事業所住所

事業所電話番号

高瀬商店

石川県小松市戸津町ヨ１８番地

0761-65-3000

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

田島モータース

石川県小松市天神町４９番地２１

0761-22-5263

有限会社谷川自動車商会

石川県小松市城南町２２番地３

0761-23-1054

有限会社任田商会

石川県小松市浮柳町ル３７番地１

0761-22-6461

石川県小松市平面町イ８８番地

有限会社東洋カーショップ

石川県小松市平面町イ88番地

0761-24-2710

石川県小松市城南町61番地1

有限会社永井自動車

石川県小松市城南町61番地1

0761-23-0874

光男

石川県小松市八幡２１７番地

ＡＵＴＯ中川

石川県小松市八幡２１８番地

0761-47-3870

順一

石川県小松市河田町ニ４２番地１

中谷自動車サービス

石川県小松市河田町ソ２９番地１

0761-47-3335

有限会社中出自動車

石川県小松市千木野町と９１番地の１ 0761-24-2355

小松マイカーセンター

石川県小松市園町ヌ７２－１

0761-22-8212

慎二 石川県小松市串町庚４番地

株式会社西田商会

石川県小松市串町庚４番地

0761-44-2104

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

石川県小松市大領町ロ１５８番地

0761-22-5431

林モータース

石川県小松市符津町レ１番地１

0761-43-0151

浩良 石川県小松市河田町ヌ２番地１

有限会社ピーエフオート

石川県小松市河田町ヌ２番地１

0761-47-1688

代表取締役 平島

慎也 石川県小松市園町ホ１３４番地１

株式会社ヒラシマ

石川県小松市園町ホ１３４番地１

0761-22-2421

株式会社ヒラシマ

代表取締役 平島

慎也 石川県小松市園町ホ１３４番地１

株式会社ヒラシマ

R4.10.15

有限会社フジタモータース

代表取締役 川井

悦朗 石川県小松市符津町ム１７１番地１

有限会社フジタモータース

石川県小松市符津町ム１７１番地１

0761-44-2639

H29.7.9

R4.7.8

株式会社北誠自動車サービス 代表取締役 端野

邦雄 石川県小松市千代町甲２７２番地

株式会社北誠自動車サービス

石川県小松市千代町甲２７２番地

0761-21-9348

20171000425

H29.5.22

R4.5.21

株式会社ホクバン

代表取締役 中田 伸太郎 石川県小松市矢崎町ナ１１番地

株式会社ホクバン

石川県小松市矢崎町ナ１１番地

0761-43-1337

20171000427

H29.5.24

R4.5.13

株式会社北陸自動車商会

代表取締役 寅若

雄一 石川県小松市平面町カ89番地1

株式会社北陸自動車商会

石川県小松市平面町カ89番地1

0761-24-3939

20171000428

H29.7.1

R4.6.30

北陸スバル自動車株式会社

代表取締役 上野

修

石川県金沢市泉本町三丁目１０２番地

北陸スバル自動車株式会社小松店

石川県小松市今江町４丁目２５番地

0761-23-1236

20171000431

H29.8.1

R4.7.14

株式会社北陸マツダ

代表取締役 泉

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

20171000641

R1.9.6

R6.9.5

株式会社北菱

代表取締役 谷口

直樹 石川県小松市長田町イ１８番地

株式会社北菱

石川県小松市長田町イ１８番地

0761-21-3311

20171000445

H29.7.1

R4.6.30

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

石川県小松市白江町リ２５－４

0761-24-3444

20171000438

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ四輪販売北陸 代表取締役 佐田

努

石川県金沢市法光寺町２１０番地

株式会社ホンダ四輪販売北陸

石川県小松市今江町5丁目653番地

0761-23-2020

20171000438

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ四輪販売北陸 代表取締役 佐田

努

石川県金沢市法光寺町２１０番地

株式会社ホンダ四輪販売北陸

石川県小松市福乃宮町２－６５－１

0761-21-3315

20171000453

H29.6.3

R4.6.2

株式会社マイカー北陸販売

代表取締役 兀橋

雅嗣 石川県小松市矢田野町２１の５４番地１０ 株式会社マイカー北陸販売

石川県小松市矢田野町２１の５４番地１０ 0761-44-3914

20171000845

H29.6.20

R4.6.19

株式会社松井モータース

代表取締役 松井

亨

石川県小松市幸町一丁目６５番地１

代表取締役 中出

隆三 石川県小松市千木野町と９１番地の１

勝美

石川県金沢市窪１丁目１８２番地２

多加広

石川県小松市符津町レ１番地１

嘉幸

石川県小松市幸町一丁目６５番地１

小松店

第二サービスセンター 石川県小松市問屋町６番地

小松白江店
ホンダカーズ北陸小松今江店
ホンダカーズ北陸小松北浅井店

株式会社松井モータース

0761-23-1022

0761-24-1541

引取業者登録名簿（市町別：小松市）

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

20171000107

R1.7.24

R6.7.23

松本

カーピット松本

石川県小松市荒屋町丁１０番地

0761-23-7895

20171000466

H29.5.12

R4.5.1

有限会社松山自動車

代表取締役 松山

典裕 石川県小松市下粟津町る２９番地

有限会社松山自動車

石川県小松市下粟津町る２９番地

0761-44-1151

20171000466

H29.5.12

R4.5.1

有限会社松山自動車

代表取締役 松山

典裕 石川県小松市下粟津町る２９番地

カーパイン松山

石川県小松市矢崎町ネ４

0761-44-1101

20171000468

H29.7.15

R4.7.14

有限会社丸共自動車商会

代表取締役 大西

吉裕 石川県小松市矢田野町ホ１０５番地

有限会社丸共自動車商会

石川県小松市矢田野町ホ１０５番地

0761-43-3372

20171000481

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

20171000483

H29.10.4

R4.10.3

有限会社南自動車商会

取締役

有限会社南自動車商会

石川県小松市軽海町ツ９５番地１

0761-47-1339

20171000504

H29.7.26

R4.7.25

株式会社ムラカミ自動車

代表取締役 村上

正之 石川県小松市上本折町２０８番地

株式会社ムラカミ自動車

石川県小松市上本折町２０８番地

0761-22-2814

20171000510

H29.7.3

R4.6.30

株式会社室戸鉄工所

代表取締役 室戸

眞吾 石川県小松市串町工業団地１番地３

カー・パティオ・ムロト

石川県小松市白嶺町２丁目３８番地

0761-24-5848

20171000514

H29.4.19

R4.4.18

有限会社明福自動車販売

取締役

秀樹 石川県小松市矢田野町チ４３番地

有限会社明福自動車販売

石川県小松市矢田野町チ４３番地

0761-44-3714

20171000515

H29.6.3

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

20171000525

H29.9.12

R4.9.11

安原

章平

石川県小松市須天町一丁目９６番地

安原自動車

石川県小松市須天町一丁目９６番地

0761-22-8748

20171000894

H29.10.17

R4.10.16

山下

孝幸

石川県金沢市八日市１丁目２４０番地５ 小松マイカーセンター

石川県小松市園町ヌ７２－１

0761-22-8212

20171000542

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

20171000549

H29.7.1

R4.6.30

ユアサ自動車工業株式会社

代表取締役 湯浅

英之 石川県小松市犬丸町丙３０番地

ユアサ自動車工業株式会社

石川県小松市犬丸町丙３０番地

0761-24-1571

20171000556

H29.5.2

R4.5.1

ヨシダ自動車株式会社

代表取締役 吉田

寬治 石川県小松市上小松町丙７２番地１

ヨシダ自動車株式会社

石川県小松市上小松町丙72番地1

0761-23-5888

20171000564

H29.11.17

R4.11.11

有限会社若林自動車

取締役

石川県小松市野田町丁７６番地

有限会社若林自動車

石川県小松市野田町丁７６番地

0761-22-6657

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

代表取締役 山口

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

オートバックス

石川県小松市沖町イ２０１

0761-24-4848

孝次

石川県小松市荒屋町甲４１番地

南

明福

南

勝利

智久
武

石川県小松市軽海町ツ９５番地１

小松店

引取業者登録名簿（市町別：輪島市）

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

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

20171000752

R2.2.15

R7.2.14

株式会社エアシフト

20171000082

H29.10.4

R4.9.29

大畑

20171000084

H29.5.8

R4.5.7

株式会社大向カーオート

20171000085

H29.5.28

R4.5.27

株式会社大向自動車整備工場 代表取締役 大向

20171000091

H29.10.23

R4.6.19

小川

20171000121

H29.7.15

R4.7.14

20171000133

H29.12.11

20171000876

代表取締役 山吹

事業所名称

事業所住所

事業所電話番号

輪島店

石川県輪島市杉平町大百苅５０番１

0768-22-6200

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社輪島店

石川県輪島市山岸町ロ１５

0768-22-6123

英雄 石川県輪島市塚田町２部１４番地

株式会社エアシフト

石川県輪島市塚田町２部１４番地

0768-22-1595

賢一

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

石川県輪島市町野町西時国１３字１７番地６ 大畑自動車

代表取締役 大向

新吾 石川県輪島市堀町3字1番地の1
宏

石川県輪島市町野町西時国１３字１７番地６ 0768-32-0137

株式会社大向カーオート

石川県輪島市堀町3字1番地の1

0768-22-3374

石川県輪島市新橋通７字１０１番地の７ 株式会社大向自動車整備工場

石川県輪島市新橋通７字１０１番地の７ 0768-22-0441

選太郎

石川県輪島市門前町走出６の７９番地２ 小川自動車

石川県輪島市門前町広岡４の２１の１ 0768-42-0388

加藤

隆

石川県輪島市三井町長沢１部４２番地４ 加藤モータース商会

石川県輪島市三井町長沢１部４２番地４ 0768-26-1048

R4.12.10

川村

要藏

石川県輪島市長井町２１字３８番地２

川村自動車

石川県輪島市山岸町２８－１８－１

0768-22-2552

H29.6.1

R4.5.31

澤田

勝

石川県輪島市宅田町２８の９番地１

沢田自動車

石川県輪島市小伊勢町日隅６－１

0768-22-6273

20171000851

H29.7.20

R4.7.19

真酒谷

石川県輪島市里町３部２３番地

真酒谷車輌整備

石川県輪島市里町３部２３番地

0768-34-1343

20171000231

H29.7.26

R4.7.25

有限会社杉本自動車

代表取締役 杉本

隆義 石川県輪島市門前町深田２４の１９番地１ 有限会社杉本自動車

石川県輪島市門前町深田２４の１９番地１ 0768-42-0552

20171000846

H29.5.31

R4.5.30

ダイワオート株式会社

代表取締役 今門

正二 石川県輪島市河井町６部１０番地の２

ダイワオート株式会社

石川県輪島市河井町６部１０番地の２ 0768-22-0547

20171000846

H29.5.31

R4.5.30

ダイワオート株式会社

代表取締役 今門

正二 石川県輪島市河井町６部１０番地の２

ダイワオート

石川県輪島市杉平町鬼田９６番地

0768-22-8802

20171000896

H29.10.25

R4.10.24

堂坂

堂坂自動車

石川県輪島市滝又町滝又１３番地

0768-22-7848

20171000854

H29.8.9

R4.8.8

株式会社中上屋自動車

株式会社中上屋自動車

石川県輪島市堀町４字５０番地１

0768-22-2859

20171000458

H29.9.12

R4.9.11

中島

20171000340

H29.11.17

R4.11.11

有限会社南志見自動車工場

代表取締役 角

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

20171000832

R1.11.27

R6.11.26

株式会社畑中自動車

代表取締役 畑中

健一 石川県輪島市長井町１９の１８番地

株式会社畑中自動車

石川県輪島市長井町１９の１８番地

0768-22-7798

20171000447

H29.8.21

R4.8.20

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

20171000459

H29.9.12

R4.9.11

町野町農業協同組合

代表理事

町野町農業協同組合

石川県輪島市町野町広江４字５番地

0768-32-0114

20171000261

H29.12.25

R4.12.24

間藤

和義

石川県輪島市門前町和田８の１９１番地の１ 竹島自動車整備

石川県輪島市門前町浦上１の６の１

0768-42-1051

20171000488

H29.5.22

R4.5.21

宮﨑

正博

石川県輪島市山岸町リ部４８番地２

宮﨑サービス

石川県輪島市横地町１部８４番地２

0768-22-0972

20171000512

H29.7.1

R4.6.30

有限会社名木自動車整備工場 代表取締役 名木

石川県輪島市町野町広江２字６２番地

有限会社名木自動車整備工場

石川県輪島市町野町広江２字６２番地 0768-32-0081

20171000519

H29.9.27

R4.9.26

森

20171000583

H31.3.24

R6.3.23

米倉

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

20171000890

H29.8.30

R4.8.29

脇本

浩文

智幸

石川県輪島市滝又町ニの４９番地
代表取締役 中島

幸治 石川県輪島市堀町４字５０番地１

幸夫
明彦

中谷内

茂雄
和義

哲也

代表取締役 山口

石川県輪島市町野町広江１部５７番地の１ 町野自動車整備工場

石川県輪島市町野町広江１部５７番地の１ 0768-32-0067

石川県輪島市里町４部１０番地

石川県輪島市里町４部１０番地

信春 石川県輪島市町野町広江４字３２番地

進

武

ショールーム

有限会社南志見自動車工場
輪島店

自動車センター

0768-34-1337

石川県輪島市杉平町蝦夷穴６１番地７ 0768-22-5229

石川県輪島市門前町道下２２の１５番地 森自動車整備工場

石川県輪島市門前町道下２２の１５番地 0768-43-1350

石川県輪島市門前町田村ロの４４番地１ 米倉自動車鈑金塗装

石川県輪島市門前町本市１１－６０－１ 0768-42-1380

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

オートバックス

石川県輪島市山岸町ロ－２番地

0768-22-5560

石川県輪島市名舟町ヌ部１２番地甲

キタノ自動車

石川県輪島市小田屋町１部７３番地

0768-34-1257

輪島店

引取業者登録名簿（市町別：珠洲市）

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

20171000905

H30.7.31

R5.7.30

株式会社カーライフ中野

代表取締役 中野

20171000122

H29.9.30

R4.9.29

有限会社角自動車商会

代表取締役 角

20171000812

H29.7.1

R4.6.30

有限会社小林商会

代表取締役 小林

外明 石川県珠洲市野々江町テ部６５番地

20171000214

H29.7.1

R4.6.30

有限会社正院自動車商会

取締役

一雄 石川県珠洲市正院町正院り部９７番地１ 有限会社正院自動車商会

石川県珠洲市正院町正院り部９７番地１ 0768-82-0516

20171000235

H29.7.1

R4.6.30

スズ興産株式会社

代表取締役 大屋

智子 石川県珠洲市野々江町メ部５７番地１

石川県珠洲市野々江町メ部５７番地１ 0768-82-1223

20171000237

H29.5.12

R4.5.7

有限会社珠洲自動車整備工場 代表取締役 北橋

優

20171000236

H29.5.8

R4.5.7

珠洲市農業協同組合

代表理事

悦夫 石川県珠洲市野々江町ユ部40番地1

珠洲市農業協同組合 自動車整備工場

石川県珠洲市野々江町シ部５０番地

20171000274

H29.4.25

R4.4.21

谷口自動車工業株式会社

代表取締役 谷口

信幸 石川県珠洲市宝立町鵜島ロ字10番地1

谷口自動車工業株式会社

石川県珠洲市宝立町鵜島ロ字10番地1 0768-84-1810

20171000333

H29.9.27

R4.9.26

中野

20171000332

H29.7.26

R4.7.25

株式会社中野朝日自動車工業 代表取締役 中野

20171000642

R1.9.8

R6.9.7

端野

20171000407

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ビックオート

20171000478

H29.6.20

R4.6.19

有限会社見付自動車整備工場 取締役

浦林

表野

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
隆

石川県珠洲市三崎町粟津ロ部３１番地の１ 有限会社角自動車商会

欣三

誠治
代表取締役 坂下
笠原

事業所名称

泰

有限会社小林商会

スズ興産株式会社オートサービス

石川県珠洲市野々江町キ部３１番地の１ 有限会社珠洲自動車整備工場

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

石川県珠洲市三崎町粟津ロ部３１番地の１ 0768-88-2610

石川県珠洲市野々江町テ部６５番地

0768-82-4372

石川県珠洲市野々江町キ部３１番地の１ 0768-82-1007
0768-82-2150

石川県珠洲市若山町宗末７の部１３２番地 中野モータース

石川県珠洲市若山町宗末７の部１３２番地 0768-82-0095

石川県珠洲市上戸町南方い字１２番地

株式会社中野朝日自動車工業

石川県珠洲市上戸町南方い字１２番地 0768-82-0787

石川県珠洲市三崎町小泊３４部４番地

ハタノ自動車

石川県珠洲市三崎町雲津へ部１３番地 0768-82-5900

茂昭 石川県鳳珠郡能登町字立壁７字９８番地 株式会社ビックオート珠洲支店

石川県珠洲市若山町出田１０字４６番地 0768-82-0244

克巳 石川県珠洲市宝立町鵜島ニ字４４番地の１ 有限会社見付自動車整備工場

石川県珠洲市宝立町鵜島ニ字４４番地の１ 0768-84-1817

引取業者登録名簿（市町別：加賀市）

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

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社加賀店

石川県加賀市黒瀬町ヲ１番地

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

しいのき石川トヨペット加賀店

石川県加賀市箱宮町カ４の２番地

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

カローラ加賀店

石川県加賀市中代町ヌ４番地１

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社加賀店

石川県加賀市中代町ヌ１

有限会社オートサービスつねかわ 代表取締役 常川

澄雄 石川県加賀市高尾町７４番地９

有限会社オートサービスつねかわ

石川県加賀市高尾町７４番地９

有限会社奥野モータース

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

石川県加賀市水田丸町チの３番地

小野自動車販売

石川県加賀市水田丸町チの３番地

石川県加賀市大聖寺敷地チ２０番地

有限会社カーサービスフクモト

石川県加賀市大聖寺敷地チ２０番地

小野

代表取締役 奥野

清晴

有限会社カーサービスフクモト 取締役

福本

稔

加越自動車株式会社

代表取締役 北村

浩一 石川県加賀市南郷町レ７４番地

加越自動車株式会社

石川県加賀市南郷町レ７４番地

加賀自動車販売株式会社

代表取締役 西山

勉

石川県加賀市南郷町カ２番地

加賀自動車販売株式会社

石川県加賀市南郷町カ２番地

加賀農業協同組合

代表理事

眞

石川県加賀市作見町ホ１０番地１

加賀農協自動車整備工場

石川県加賀市加茂町２９０番５

株式会社くるま工房

代表取締役 的場

豊行 石川県加賀市箱宮町レの７２番地

株式会社くるま工房

石川県加賀市箱宮町レの７２番地

有限会社ケーティーオート

代表取締役 沢村

政昭 石川県加賀市湖城町二丁目３４５番地

有限会社ケーティーオート

石川県加賀市湖城町2丁目３４５番地

有限会社興栄商会

代表取締役 荒栄

紀子 石川県加賀市分校町タ１３番地１

有限会社興栄商会

分校店

石川県加賀市分校町タ１３番地１

有限会社興栄商会

代表取締役 荒栄

紀子 石川県加賀市分校町タ１３番地１

有限会社興栄商会

別所店

石川県加賀市別所町１丁目３８番地

有限会社坂上自動車

取締役

憲一 石川県加賀市分校町い２５番地１

有限会社坂上自動車

石川県加賀市分校町い２５番地１

中村

坂上

作川

彰

石川県加賀市作見町ロの６４番地

サクガワオート

石川県加賀市作見町甲３２

末廣

龍治

石川県加賀市加茂町２２７番地１

末広自動車鈑金塗装

石川県加賀市加茂町カ３７番地の２

菅村

光浩

石川県加賀市下河崎町トの１２番地の２ スガムラ自動車

石川県加賀市下河崎町ト１３番地

竹内

政博

石川県加賀市水田丸町ト１６番地

竹内自動車商会

石川県加賀市水田丸町ト１３１番地

憲泰 石川県加賀市西島町ワの８番地

立石自動車株式会社

石川県加賀市西島町ワの８番地

株式会社田中兄弟自動車商会 代表取締役 田中

宏幸 石川県加賀市幸町二丁目１０番地

株式会社田中兄弟自動車商会

石川県加賀市幸町二丁目１０番地

有限会社東和オートサービス 代表取締役 東出

友明 石川県加賀市桑原町へ２番地１

有限会社東和オートサービス

石川県加賀市桑原町へ２番地１
石川県加賀市河原町へ２０番地１

立石自動車株式会社

代表取締役 立石

中口

研三

石川県加賀市河原町へ２０番地１

ＲＩＳＩＮＧ

ＣＲＡＦＴ

西野

博邦

石川県加賀市源平町４７番地

西野自動車商会

石川県加賀市源平町５０番地
石川県加賀市中代町ル６３番地１

株式会社日進自動車

代表取締役 橋本

一成 石川県加賀市中代町ル６３番地１

株式会社日進自動車

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

有限会社橋本兄弟自動車

代表取締役 橋本

弘之 石川県加賀市合河町１５番地

有限会社橋本兄弟自動車

有限会社橋本モータース

代表取締役 橋本

昌幸 石川県加賀市大聖寺東町三丁目２０番地 有限会社橋本モータース

石川県加賀市大聖寺東町三丁目２０番地

有限会社東出自動車商会

代表取締役 東出

健一 石川県加賀市保賀町２８７番地２

石川県加賀市保賀町２８７番地２

有限会社東出自動車商会

加賀店

石川県加賀市作見町ニ８０番１
石川県加賀市合河町１５番地

事業所電話番号

引取業者登録名簿（市町別：加賀市）

登録番号

登録年月日

満了年月日

事業者名称
福島

法人にあっては代表者の氏名 事業者住所

有

石川県加賀市柴山町８１番地の１
政弘 石川県加賀市片山津町ユ６１番地１３

事業所名称

事業所住所

福島モータース

石川県加賀市柴山町８１番地の１

有限会社藤沢自動車

石川県加賀市片山津町ユ６１番地１３

有限会社藤沢自動車

代表取締役 藤沢

株式会社ホンダ自動車加賀

代表取締役 橋川 正一郎 石川県加賀市桑原町ニ９８番地１

株式会社ホンダ自動車加賀

石川県加賀市桑原町ニ９８番地１

有限会社マインドオート

代表取締役 吉田

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

實

前田

正広

石川県加賀市若葉台１４７番地

タイヤガレージまえだ

石川県加賀市別所町富士見ヶ丘１１－１５

松村

義彦

石川県加賀市篠原町アの１５番地の３

ガレージマツムラ

石川県加賀市塩浜町リ２

光山

泰元

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

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

有限会社村井自動車工場

代表取締役 村井

靖夫 石川県加賀市分校町は４０番地

有限会社村井自動車工場

石川県加賀市分校町は４０番地

村中

直人

株式会社山下モーター
山廣

石川県加賀市山代温泉南町１１２番地の１ 村中自動車

代表取締役 山下

裕司 石川県加賀市山中温泉塚谷町一丁目２８番地３ 株式会社山下モーター

茂

和希株式会社

代表取締役 山口

石川県加賀市山代温泉南町１１２番地の１

武

石川県加賀市丸山町２丁目１３６番地

山広自動車

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

オートバックス

石川県加賀市山中温泉塚谷町一丁目２８番地３

石川県加賀市桑原町ト６０－３
加賀店

石川県加賀市小菅波町２丁目１番地

事業所電話番号

引取業者登録名簿（市町別：羽咋市）

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

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

羽咋かほく店

石川県羽咋市兵庫町午部７の６番地

0767-22-2241

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社羽咋店

石川県羽咋市兵庫町申１１－１３

0767-22-5623

20171000067

H29.7.15

R4.7.14

坂野

オートサービス坂野

石川県羽咋市東川原町ホ１０５番地

0767-22-6631

20171000234

H29.9.19

R4.9.11

株式会社スズキ自販北陸

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

株式会社スズキ自販北陸羽咋営業所

石川県羽咋市兵庫町申２０番地３

0767-22-3040

20171000253

H30.1.10

R4.12.24

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

ホンダパークはくい店

石川県羽咋市石野町ト１３－１

0767-22-5535

20171000287

H29.9.12

R4.9.11

中央自動車株式会社

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

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

石川県羽咋市石野町イ５１番地１

0767-22-2123

20171000369

H30.3.25

R5.3.24

能登石油株式会社

代表取締役 山寺 鐘一郎 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町七の９０番地 能登石油株式会社羽咋給油所

石川県羽咋市石野町イ５９番地

0767-22-7775

20171000376

H29.7.1

R4.6.30

羽咋ダイハツ株式会社

代表取締役 林

羽咋ダイハツ株式会社

石川県羽咋市大川町ヰ１６０番地３

0767-22-0436

20171000860

H29.11.8

R4.11.7

はくい農業協同組合

代表理事

好和 石川県羽咋市太田町と１０５番地

ＪＡはくい自動車センター

石川県羽咋市太田町と８０番地

0767-26-2384

20171000379

H30.2.28

R5.2.24

羽咋鈑金塗装株式会社

代表取締役 梅田

英治 石川県羽咋市寺家町レ３７番地

羽咋鈑金塗装株式会社

石川県羽咋市寺家町レ３７番地

0767-22-2808

20171000403

H29.5.22

R4.5.21

平野自動車株式会社

代表取締役 平野

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

20171000428

H29.7.1

R4.6.30

北陸スバル自動車株式会社

代表取締役 上野

修

石川県金沢市泉本町三丁目１０２番地

北陸スバル自動車株式会社羽咋店

石川県羽咋市新保町下１３７－２

0767-22-2117

20171000442

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ羽咋販売

代表取締役 河野

茂

石川県羽咋市南中央町キ１５２番地

株式会社ホンダ羽咋販売

石川県羽咋市南中央町キ１５２番地

0767-22-5855

20171000900

H30.2.28

R5.2.27

有限会社ヤマヤモータース

代表取締役 山田

俊英 石川県羽咋市宇土野町ハ３９番地１

有限会社ヤマヤモータース

石川県羽咋市宇土野町ハ３９番地１

0767-26-2566

20171000605

R1.7.1

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

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

武

オートバックス

石川県羽咋市石野町イ６番１

0767-23-4406

哲夫

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

石川県羽咋市鶴多町鶴多田４６番地１
代表取締役 長野

山本

代表取締役 山口

純也

石川県羽咋市大川町ヰ１６０番地３

石川県金沢市戸水二丁目３９番地

羽咋店

羽咋店

引取業者登録名簿（市町別：かほく市）

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

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社河北店

石川県かほく市高松ア１２番１

076-281-2244

20171000049

H29.7.1

R4.6.30

株式会社内潟自動車整備工場 代表取締役 内潟

博和 石川県かほく市秋浜ハ８４番地

スズキアリーナ河北

石川県かほく市秋浜ハ１２番地３

076-283-7500

20171000049

H29.7.1

R4.6.30

株式会社内潟自動車整備工場 代表取締役 内潟

博和 石川県かほく市秋浜ハ８４番地

株式会社内潟自動車整備工場

石川県かほく市秋浜ハ８４番地

076-283-2844

20171000086

H29.12.25

R4.12.24

有限会社大矢自動車

代表取締役 大矢

正和 石川県かほく市長柄町ソ６４番地４

有限会社大矢自動車

石川県かほく市長柄町ソ６４番地４

076-282-5166

20171000799

R2.6.30

R7.6.29

有限会社沖野自動車

代表取締役 沖野

茂則 石川県かほく市高松キ１３番地１４

有限会社沖野自動車

石川県かほく市高松キ１３番地１４

076-282-5214

20171000128

H29.4.19

R4.4.18

株式会社河北モータース

代表取締役 冨澤

隆文 石川県かほく市遠塚イ62番地

株式会社河北モータース

石川県かほく市遠塚イ62番地

076-283-1233

20171000149

H29.5.22

R4.5.21

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

20171000879

H29.6.14

R4.6.13

株式会社コスモ自動車

代表取締役 山崎

亮次 石川県かほく市七窪ロ４５番地

株式会社コスモ自動車

石川県かほく市七窪ロ４５番地

076-283-1012

20171000217

H29.6.20

R4.6.19

白江自動車整備株式会社

代表取締役 白江 成一郎 石川県かほく市高松マ８番地８

白江自動車整備株式会社

石川県かほく市高松マ８番地８

076-282-5800

20171000218

H29.6.20

R4.6.19

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

20171000232

H29.6.20

R4.6.19

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

20171000253

H30.1.10

R4.12.24

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

20171000870

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

20171000262

H31.3.20

R6.3.17

有限会社竹多自動車

有限会社竹多自動車

石川県かほく市長柄町ロ８５番地

076-282-5605

20171000857

H29.8.29

R4.8.28

冨澤

豊

石川県かほく市内日角３丁目５４番地

冨澤自動車商会

石川県かほく市内日角３丁目５４番地 076-283-3379

20171000910

R2.2.18

R7.2.17

中村

将

石川県かほく市指江ソ１６番地

ｒｉｓｅ

石川県かほく市指江ト-１

076-283-1896

20171000350

H29.7.1

R4.6.30

株式会社西田自動車

代表取締役 西田

錦矢 石川県かほく市秋浜ハ５５番地１

株式会社西田自動車

石川県かほく市秋浜ハ５５番地１

076-283-2567

20171000915

R3.4.26

R8.4.25

株式会社はなまる

代表取締役 岡崎

和也 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目１４番１６号 株式会社はなまる 金沢車輌管理センター 石川県かほく市秋浜ヘ７４

20171000883

H29.6.29

R4.6.28

株式会社ビーエムハナテン

代表取締役 陣内

司

20171000252

H29.9.20

R4.9.19

平井

20171000435

H29.5.22

R4.5.21

北国オート株式会社

代表取締役 岡部

20171000435

H29.5.22

R4.5.21

北国オート株式会社

20171000445

H29.7.1

R4.6.30

株式会社ホンダカーズ石川

20171000465

H29.5.22

R4.5.21

松本自動車サービス株式会社 代表取締役 立川

20171000914

R3.2.16

R8.2.15

宮古

20171000882

H29.6.29

R4.6.28

有限会社森自動車

代表取締役 森

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

代表取締役 山口

直人

石川県かほく市高松エ１２２番地３
代表取締役 竹多

誠吾 石川県かほく市長柄町ロ８５番地

伸一

大阪府大阪市城東区諏訪三丁目３番２２号 ビッグモーター

石川県かほく市高松ツ８５番地

076-283-1199

イオンモールかほく店 石川県かほく市内日角イ１１１番地１ 076-283-6311

高松自動車

石川県かほく市中沼元高松新ナ１６３番地２ 076-281-1074

郁良 石川県かほく市横山タ１３番地２１

北国オート株式会社

石川県かほく市横山タ１３番地２１

076-285-1424

代表取締役 岡部

郁良 石川県かほく市横山タ１３番地２１

北国オート株式会社

石川県かほく市高松丁５０番地

076-281-2200

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

石川県かほく市白尾４５番地１

076-248-6161

晋

石川県かほく市高松ノ２６番地

松本自動車サービス株式会社

石川県かほく市高松ノ２６番地

076-281-0363

石川県かほく市高松テ３５番地２１

カーショップミヤコ

石川県かほく市高松テ３５番地１２

076-256-5517

石川県かほく市遠塚イ６１番地２０

有限会社森自動車

石川県かほく市遠塚イ６１番地２０

076-285-1870

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

オートバックス

石川県かほく市内日角ワ３１番

076-283-4141

幸一
章
武

高松営業所

かほく店

かほく店

引取業者登録名簿（市町別：白山市）

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

20171000749

R2.2.9

R7.2.8

池ノ上

池上自動車サービス

石川県白山市横江町８９７番地１３

076-276-7710

20171000025

H29.5.22

R4.5.21

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白山店

石川県白山市田中町３３５番地２

076-276-2385

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社松任店

石川県白山市倉光１０丁目５０番地

076-276-1303

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

トヨペット白山店

石川県白山市倉光一丁目２０１番地

076-274-2200

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

カローラ白山店

石川県白山市三浦町４７７番地１

076-274-6300

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社白山店

石川県白山市田中町２０１

076-276-2323

20171000889

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

20171000072

H29.11.8

R4.11.4

有限会社オートハウス上田

代表取締役 上田 光雄

有限会社オートハウス上田

石川県白山市米永町２５９番地６

076-276-2097

20171000104

H29.8.21

R4.8.20

有限会社カーショップミヤモリ 代表取締役 宮森

茂雄 石川県白山市平加町ヌ１０１番地１

有限会社カーショップミヤモリ

石川県白山市平加町ヌ１０１番地１

076-278-6661

20171000108

H30.4.7

R5.4.6

有限会社カーリペア・オオハタ 代表取締役 大畑

和人 石川県白山市福留町４８３番１

有限会社カーリペア・オオハタ

石川県白山市福留町４８３番１

076-277-3233

20171000675

R1.11.1

R6.10.31

数馬石油株式会社

代表取締役 数馬

正

石川県白山市倉光１丁目１９０

076-275-1225

20171000132

H29.6.20

R4.6.19

株式会社カワチオート

代表取締役 幅口

裕司 石川県白山市河内町吉岡へ５３番地

株式会社カワチオート

石川県白山市柴木町丁６３番地

076-273-5500

20171000138

H29.6.20

R4.6.19

北崎自動車工業株式会社

代表取締役 北崎

浩幸 石川県金沢市糸田新町１０番１４号

北崎自動車工業株式会社

石川県白山市三浦町１５１番地

076-275-7754

20171000144

H29.9.12

R4.9.11

有限会社キムラオート

代表取締役 木村

進

有限会社キムラオート

石川県白山市徳丸町１７９番地

076-274-1311

20171000151

H29.5.14

R4.5.13

株式会社窪川自動車商会

代表取締役 窪川

弘一 石川県白山市八ツ矢町３７０番地１

株式会社窪川自動車商会

石川県白山市八ツ矢町３７０番地１

076-275-0356

20171000151

H29.5.14

R4.5.13

株式会社窪川自動車商会

代表取締役 窪川

弘一 石川県白山市八ツ矢町３７０番地１

株式会社窪川自動車商会

20171000163

H29.5.8

R4.5.7

グリーンベル・モーター株式会社 代表取締役 多田

一博 石川県白山市倉光十丁目１４１番地

グリーンベル・モーター株式会社

20171000171

H29.7.1

R4.6.30

有限会社こざかエムシー商会 代表取締役 小坂

實

20171000899

H30.2.13

R5.2.12

有限会社国光マイカーサービス 代表取締役 村上

公一 石川県白山市月橋町チ６６番地５

有限会社国光マイカーサービス

石川県白山市月橋町チ６６番地５

076-272-2616

20171000185

H29.7.15

R4.7.14

株式会社栄商事

代表取締役 栄田

恵一 石川県白山市吉野ト１４６番地１

株式会社栄商事

石川県白山市吉野ト１４６番地１

076-255-5214

20171000829

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

20171000215

H29.7.15

R4.7.14

松南自動車整備株式会社

代表取締役 斉藤

信也 石川県白山市米永町１０２８番地

松南自動車整備株式会社

石川県白山市米永町１０２８番地

076-276-3788

20171000220

H29.12.25

R4.12.24

有限会社白峰自動車

取締役

有限会社白峰自動車

石川県白山市白峰ハ８５番地

076-259-8777

20171000221

H29.9.20

R4.9.19

有限会社城田自動車

代表取締役 城田

崇史 石川県白山市北島町１１０番地１

有限会社城田自動車

石川県白山市北島町１１０番地１

076-276-5511

20171000222

H29.9.20

R4.9.19

有限会社城山オート商会

取締役

康隆 石川県白山市別宮町ハ１６３番地１

有限会社城山オート商会

石川県白山市別宮町ハ１６３番地１

076-254-2002

20171000234

H29.9.19

R4.9.11

株式会社スズキ自販北陸

代表取締役 長野

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

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番地 076-277-4114

20171000873

R3.12.10

R8.11.27

髙木

晃治

石川県白山市鶴来大国町西６１６番地

白山モータース

石川県白山市白山町タ２０８番地１

076-272-1031

20171000259

H29.9.30

R4.9.29

竹内

哲雄

石川県白山市美川本吉町子５０番地

竹内自動車商会

石川県白山市美川本吉町子５０番地

076-278-5231

20171000650

R1.9.17

R6.9.16

有限会社竹之助

石川県白山市横江町２街区３番

有限会社竹之助

石川県白山市横江町２街区３番

076-277-6944

20171000266

H29.5.22

R4.5.21

太多

石川県白山市湊町丙１５番地１

太多モータース

石川県白山市湊町丙１５番地１

076-278-6122

達夫

實

石川県白山市横江町８９７番地１３

渡辺

木戸口

島田

代表取締役 竹中

石川県白山市米永町２５９番地６

石川県鳳珠郡能登町字宇出津タ字７４番地９ 数馬石油株式会社松任バイパス給油所

石川県白山市徳丸町１７９番地

石川県白山市鶴来本町四丁目チ７４番地１ 有限会社こざかエムシー商会

史樹 石川県白山市白峰ハ８５番地

誠

窪川自動車整備工場 石川県白山市八ツ矢町５５６番地

整備事業部

石川県白山市倉光十丁目１４１番地

076-275-0356
076-274-4444

石川県白山市鶴来本町四丁目チ74番地1 076-272-0505

引取業者登録名簿（市町別：白山市）

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

20171000893

H29.10.4

R4.10.3

立野

一正

20171000916

R3.7.27

R8.7.26

田村

厚士

20171000817

H29.9.7

R4.8.20

中部三菱自動車販売株式会社 代表取締役 鈴木

道幸 愛知県名古屋市東区泉三丁目１８番７号 中部三菱自動車販売株式会社 石川販売部 松任店 石川県白山市倉光１丁目１５７番地

076-274-7768

20171000292

H29.8.8

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

20171000305

H29.9.12

R4.9.11

電通自動車整備株式会社

代表取締役 菅原

喜紀 石川県白山市専福寺町１５０番地

電通自動車整備株式会社

石川県白山市専福寺町１５０番地

076-276-5131

20171000312

H29.6.20

R4.6.19

徳野

徳野自動車修理工場

石川県白山市河内町きりの里１番地

076-272-2255

20171000357

H29.7.1

R4.6.30

西山産業開発株式会社

代表取締役 西山

憲隆 石川県白山市部入道町ト、４０番地

西山産業開発株式会社

生活自動車富光寺店

石川県白山市部入道町ヌ５３ー１

076-273-2223

20171000357

H29.7.1

R4.6.30

西山産業開発株式会社

代表取締役 西山

憲隆 石川県白山市部入道町ト、４０番地

西山産業開発株式会社

生活自動車みずほ店

石川県白山市中ノ郷１０１－４

076-274-9595

20171000363

H29.5.8

R4.5.7

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

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

石川県白山市徳丸町５９５番地１

076-275-1105

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内２２街区２番

076-207-1186

20171000773

R2.3.14

R7.3.13

馬場野

石川県白山市山島台三丁目８５番地

076-287-5850

20171000394

H29.10.4

R4.10.3

原

石川県白山市鶴来本町四丁目チ１０５番地２ 原自動車

石川県白山市明島町西９０番地４

076-273-3955

20171000393

H29.6.1

R4.5.21

株式会社ハラ自動車

代表取締役 原

石川県白山市五歩市町２７４番地３

石川県白山市五歩市町２７４番地３

076-276-6050

20171000395

H29.8.8

R4.7.25

ハリタ金属株式会社

代表取締役 張田

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

石川県白山市福留町５２４番地１

076-277-3993

20171000836

R2.6.23

R7.6.22

有限会社ピース

代表取締役 原

石川県白山市知気寺町に７４番地４

有限会社ピース

石川県白山市知気寺町に７４番地４

076-272-4146

20171000409

H29.7.1

R4.6.30

有限会社ファミリーオート

取締役

有限会社ファミリーオート

石川県白山市宮永市町４６１番地

076-276-9918

20171000898

H30.2.5

R5.2.4

株式会社プレシャス

代表取締役 花山

大悟 石川県白山市乾町１６５番地

株式会社プレシャス

石川県白山市乾町１６５番地

076-227-9812

20171000420

H29.5.22

R4.5.21

有限会社ホープオート

代表取締役 荒木

章

石川県白山市道法寺町ソ３７番地

有限会社ホープオート

石川県白山市道法寺町ソ３７番地

076-273-3995

20171000428

H29.7.1

R4.6.30

北陸スバル自動車株式会社

代表取締役 上野

修

石川県金沢市泉本町三丁目１０２番地

北陸スバル自動車株式会社松任店

石川県白山市村井町１６２４番１

076-277-4181

20171000429

H29.8.7

R4.8.6

北陸トーヨー自動車株式会社 代表取締役 原

20171000452

H29.7.1

R4.6.30

株式会社ボデーショップ米光 代表取締役 埴岡

20171000891

H29.8.30

R4.8.29

株式会社ホンダサロン石川

20171000438

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ四輪販売北陸 代表取締役 佐田

努

20171000460

H29.9.12

R4.9.11

松任市農業協同組合

代表理事

武志 石川県白山市村井町１７７６番地

20171000461

H29.6.20

R4.6.19

株式会社松任モータース

代表取締役 柏野

一也 石川県白山市倉光一丁目１８２番地

20171000477

H29.7.15

R4.7.14

三谷

20171000801

R3.3.2

R8.3.1

三豊工業株式会社

代表取締役 五十嵐

20171000806

R3.5.24

R8.5.23

ミナミ金属株式会社

代表取締役 岡村

昇

石川県金沢市打木町東１４２６番地

ミナミ金属株式会社

20171000818

H29.10.9

R4.10.8

有限会社ミナミロジスコ

代表取締役 岡村

淳

石川県白山市倉部町１０８５番地

有限会社ミナミロジスコ本社

信幸

事業所名称

事業所住所

事業所電話番号

石川県白山市宮永町１２８番地

立野自動車商会

石川県白山市宮永町１２８番地

076-275-2313

石川県白山市成町１６２番地

田村自動車商会

石川県白山市成町１７９番地１

076-275-5257

石川県白山市河合町チ１０６番地

耕三

石川県白山市山島台三丁目８５番地

英樹

山本

久也
真
義浩

富士男 石川県白山市宮永市町４６１番地

敬

Ｇａｒａｇｅ白山インター

ばばの自動車

株式会社ハラ自動車

石川県白山市鶴来本町四丁目チ１０６番地の１ 北陸トーヨー自動車株式会社

正稔 石川県白山市木津町９６１番地３

代表取締役 平田 他喜夫 石川県金沢市森戸一丁目１２５番地

竹山

ＧＲ

白山店

俊行

石川県金沢市法光寺町２１０番地

石川県白山市美川南町ハ７２番地
優 富山県富山市上飯野字道ノ下１３番６

石川県白山市鶴来本町四丁目チ１０６番地の１ 076-272-0860

株式会社ボデーショップ米光

石川県白山市木津町９６１番地３

076-276-1032

株式会社ホンダサロン石川

ホンダカーズ石川西白山店

石川県白山市乾町３８番地１

076-275-1088

株式会社ホンダ四輪販売北陸

ホンダカーズ北陸白山村井店

石川県白山市村井町666番地

076-256-2121

松任市農業協同組合自動車センター

石川県白山市村井町１７８０番地

076-274-1477

株式会社松任モータース

石川県白山市倉光一丁目１８２番地

076-276-3020

三谷自動車

石川県白山市美川中町ロ９９番地１

076-278-3401

三豊工業株式会社

金沢支店

石川県白山市横江町１８４３番地１５ 076-275-4141

リサイクルセンター北陸 石川県白山市相川町２９８８番地

石川県白山市倉部町１０８５番地

076-274-7300
076-276-0700

引取業者登録名簿（市町別：白山市）

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

20171000487

H29.8.7

R4.8.6

有限会社宮川自動車商会

代表取締役 宮川

長一 石川県白山市宮保町１３２３番地

有限会社宮川自動車商会

石川県白山市宮保町１３２３番地

076-276-3329

20171000513

H29.5.22

R4.5.21

明光自動車サービス株式会社 代表取締役 三納

宏一 石川県白山市八幡町２５０番地

明光自動車サービス株式会社

石川県白山市八幡町２５０番地

076-272-1311

20171000522

H29.10.16

R4.10.15

株式会社盛本自動車商会

代表取締役 盛本

匠

株式会社盛本自動車商会

石川県白山市美川中町ロ２１３番地

076-278-3131

20171000523

H29.11.12

R4.11.11

有限会社安田自動車

代表取締役 安田

達也 石川県白山市瀬戸午４４番地

有限会社安田自動車

石川県白山市瀬戸午４４番地

076-256-7324

20171000538

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

20171000544

H29.5.22

R4.5.21

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

石川県白山市横江町１１３８番地１

076-276-3922

20171000544

H29.5.22

R4.5.21

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

20171000858

H29.9.28

R4.9.27

株式会社ユー・エス・エス

代表取締役 瀬田

大

愛知県東海市新宝町507番地の20

株式会社ユー・エス・エス

石川県白山市湊町カ３７７番地６

076-256-2333

20171000839

R2.10.15

R7.10.14

米光自動車商会株式会社

代表取締役 米光

勉

石川県白山市村井町５３２番地１

米光自動車商会株式会社

石川県白山市村井町５３２番地１

076-275-0456

石川県白山市美川中町ロ２１３番地

大竹工場
北陸会場

引取業者登録名簿（市町別：能美市）

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

20171000004

H29.6.20

R4.6.19

有限会社浅井自動車商会

代表取締役 浅井

均

有限会社浅井自動車商会

石川県能美市粟生町ロ６２番地２

0761-57-1177

20171000463

H29.5.12

R4.4.29

株式会社エージェント

代表取締役 松田

樹明 石川県白山市美川南町ロ９４番地３

株式会社エージェント

石川県能美市粟生町レ５１番２

0761-58-6010

20171000838

R2.8.20

R7.8.11

株式会社カーズねあがり

代表取締役 阪井

一人 石川県能美市福岡町ハ１１９番地１

株式会社カーズねあがり

石川県能美市福岡町ハ１１９番地１

0761-55-3535

20171000789

R2.4.28

R7.4.27

有限会社菅谷自動車

代表取締役 菅谷

明

有限会社菅谷自動車

石川県能美市寺井町ほ５２番地１

0761-58-6155

20171000267

H29.5.22

R4.5.21

辰口自動車販売株式会社

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

20171000294

H29.9.26

R4.9.19

有限会社常橋モータース

代表取締役 常橋

俊光 石川県能美市寺井町ロ１６６番地

有限会社常橋モータース

石川県能美市寺井町ロ１６６番地

0761-58-5121

20171000911

R2.6.18

R7.6.17

西田

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

20171000374

H29.8.21

R4.8.20

能美農業協同組合

能美農協車輌整備センター

石川県能美市粟生町ヨ１番地

0761-57-2653

20171000861

H29.11.15

R4.11.7

樋󠄀口

石川県能美市佐野町ヲ４１番地３

ひぐち自動車

石川県能美市佐野町ホ３番地１

0761-57-0546

20171000449

H29.10.4

R4.9.29

有限会社ボデーガレージクルマ 代表取締役 車

石川県能美市和気町ウ２番地１０

有限会社ボデーガレージクルマ

石川県能美市和気町ウ２番地１０

0761-51-5775

20171000819

H29.9.27

R4.9.26

株式会社マエダ自動車

代表取締役 前多

壽幸 石川県能美市中町ソ８０番地１

株式会社マエダ自動車

石川県能美市中町ソ８０番地１

0761-55-1525

20171000469

H29.6.3

R4.6.2

有限会社丸善商会

代表取締役 竹田

秀雄 石川県能美市中町レ１０番地

有限会社丸善商会

石川県能美市中町レ１０番地

0761-55-1192

20171000474

H29.9.27

R4.9.26

三島

茂

石川県能美市福島町い１１６番地

三島モータース商会

石川県能美市福島町い５番地

0761-55-2554

20171000892

H29.9.26

R4.9.25

三田

正和

石川県白山市蓮池町エ８番地１

今村自動車商会

石川県能美市大浜町ワ５５番地１

0761-55-0707

20171000491

H29.7.26

R4.7.25

有限会社宮宗自動車商会

博志 石川県能美市浜開発町丁１１２番地２

有限会社宮宗自動車商会

石川県能美市浜開発町丁１１２番地２ 0761-55-1961

20171000513

H29.5.22

R4.5.21

明光自動車サービス株式会社 代表取締役 三納

宏一 石川県白山市八幡町２５０番地

くるま工房メイテック

石川県能美市出口町ヘ２０２番地３

0761-51-6633

20171000825

H30.8.8

R5.8.7

有限会社モトーレジェイワン 取締役

平田

展也 石川県能美市吉原釜屋町ル８番地

有限会社モトーレジェイワン

石川県能美市吉原釜屋町ル８番地

0761-55-0915

20171000756

R2.2.24

R7.2.23

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

20171000563

H29.6.20

R4.6.19

有限会社ロイヤル商会

代表取締役 山本

克則 石川県能美市道林町ハ１５番地

有限会社ロイヤル商会

石川県能美市道林町ハ１５番地

0761-55-0154

淳一

石川県能美市粟生町ロ６２番地２

石川県能美市寺井町ほ５２番地１

石川県能美市大長野町ハ１２３番地１
代表理事

和田

憲光 石川県能美市粟生町ヨ１番地

髙德

代表取締役 宮村

豊

引取業者登録名簿（市町別：野々市市）

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

20171000906

H30.8.14

R5.8.13

ＡＯＩユーロ株式会社

代表取締役 坪田

孝広 福井県福井市二の宮四丁目４４番１号

ＡＯＩユーロ株式会社

20171000868

R2.2.23

R7.2.22

有限会社アクティブオート

取締役

浩二 石川県野々市市押野五丁目２２４番地

有限会社アクティブオート

石川県野々市市押野五丁目２２４番地 076-294-4775

20171000012

H29.10.4

R4.10.3

有限会社アルテミスビークル 代表取締役 酒井

俊弥 石川県野々市市押野四丁目８９番地

有限会社アルテミスビークル

石川県野々市市押野四丁目８９番地

20171000016

H29.7.15

R4.7.14

株式会社イーピーエム・コーポレーション

代表取締役 北川

善昭 石川県白山市田中町１７６番地の１

株式会社イーピーエム・コーポレーション 石川県野々市市二日市四丁目４３番地 076-218-6848

20171000022

H29.4.24

R4.4.21

石川オート株式会社

代表取締役 村中

直也 石川県野々市市押野二丁目180番地

石川オート株式会社

20171000026

H29.9.11

R4.8.20

石川中央三菱自動車販売株式会社 代表取締役 宮本

文雄 石川県金沢市長土塀二丁目１６番３０号 石川中央三菱自動車販売株式会社金沢南店 石川県野々市市本町６丁目２１番１７号 076-248-6791

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社野々市店

石川県野々市市太平寺３丁目１２６番３ 076-259-0011

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

カローラ野々市本店

石川県野々市市堀内四丁目８７番地

076-248-1414

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

中古車商品管理室

石川県野々市市堀内四丁目８７番地

076-274-6300

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社金沢南店

石川県野々市市菅原町１４番４１号

076-294-1723

20171000887

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

石川県野々市市蓮花寺町１６５番地１ 076-246-5555

20171000872

R3.9.5

R8.9.4

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２号

LIBERALA野々市店

石川県野々市市本町１丁目８番２１号 076-294-8580

20171000076

H29.12.13

R4.12.12

有限会社大浦解体

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

20171000093

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

20171000606

R1.7.9

R6.6.30

有限会社カースポットエール 代表取締役 藤林

一雄 石川県野々市市本町六丁目９番２９号

有限会社カースポットエール

石川県野々市市本町六丁目9番29号

076-294-3022

20171000105

H29.4.30

R4.4.29

有限会社かーびっぐインごーるど 代表取締役 金山

正樹 石川県野々市市新庄五丁目２２７番地

有限会社かーびっぐインごーるど

石川県野々市市新庄五丁目２２７番地 076-246-0025

20171000830

R1.10.16

R6.10.15

会宝パーツサービス有限会社 代表取締役 馬地

克哉 石川県金沢市東蚊爪町一丁目２５番地

アップガレージ金沢店

石川県野々市市堀内５－２４０

20171000895

H29.10.17

R4.10.16

金沢三菱自動車販売株式会社 代表取締役 池田

義人 石川県金沢市神宮寺三丁目１番５号

金沢三菱自動車販売株式会社

20171000127

H29.9.20

R4.9.11

有限会社金村自動車整備工場 代表取締役 金村

在春 石川県野々市市矢作三丁目２１番地２

有限会社金村自動車整備工場

20171000853

H29.8.14

R4.8.5

株式会社興和ゼックス

代表取締役 田川

浩之 石川県金沢市長土塀二丁目１６番３０号 株式会社興和ゼックス 野々市サービス部 石川県野々市市本町６－２１－１７

076-248-5300

20171000175

H29.9.12

R4.9.11

有限会社小林自動車商会

代表取締役 小林

孝幸 石川県野々市市中林二丁目１３番地

076-246-2562

20171000203

H29.5.22

R4.5.21

有限会社三納オートサービス 代表取締役 三納

20171000228

H29.7.3

R4.7.2

菅波

勲夫

石川県野々市市新庄五丁目１５０番地

すがなみ自動車

石川県野々市市新庄五丁目５０番地

076-246-1188

20171000699

R1.12.2

R6.12.1

杉森

覚

石川県野々市市住吉町３番３１号

杉森自動車

石川県野々市市住吉町３番３１号

076-294-2526

20171000234

H29.9.19

R4.9.11

株式会社スズキ自販北陸

代表取締役 長野

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

株式会社スズキ自販北陸野々市営業所

石川県野々市市横宮町２１番地

076-294-8822

20171000234

H29.9.19

R4.9.11

株式会社スズキ自販北陸

代表取締役 長野

仁宏 石川県金沢市柳橋町甲３番地

株式会社スズキ自販金沢西営業所

石川県野々市市御経塚３丁目３８番地 076-249-3391

20171000281

H29.6.20

R4.6.19

株式会社大日自動車販売

代表取締役 橋浦

勇巳 石川県野々市市新庄一丁目８７番地

株式会社大日自動車販売

石川県野々市市新庄一丁目８７番地

076-248-0283

20171000249

H29.10.4

R4.9.26

高納

高納自動車商会

石川県野々市市位川５０番地

076-248-0723

20171000286

H29.6.23

R4.6.19

千房自動車株式会社

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

20171000817

H29.9.7

R4.8.20

中部三菱自動車販売株式会社 代表取締役 鈴木

道幸 愛知県名古屋市東区泉三丁目１８番７号

中部三菱自動車販売株式会社

石川県野々市市稲荷３丁目５０番地

076-248-1312

若林

代表取締役 架谷

忠雄

サーティファイドカーセンター

石川県野々市市本町６－１４－１７

076-227-3456

野々市店 石川県野々市市稲荷3丁目50番地

有限会社小林自動車商会

石川販売部

事業所電話番号

石川県野々市市押野二丁目180番地

石川サービスセンター

076-246-7720

076-248-2555

076-246-0116
076-248-1312

石川県野々市市矢作三丁目２１番地２ 076-246-1350

石川県野々市市中林二丁目１３番地

昭博 石川県野々市市粟田五丁目３８０番地１ 有限会社三納オートサービス

石川県野々市市位川３３番地
代表取締役 松本

フォルクスワーゲン野々市

事業所住所

石川県野々市市粟田五丁目３８０番地１ 076-246-5213

引取業者登録名簿（市町別：野々市市）

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

20171000200

H29.5.28

R4.5.27

辻󠄀

20171000835

R2.5.20

R7.5.5

株式会社日産プリンス金沢

代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市浅野本町ロ１２８番地

株式会社日産プリンス金沢

20171000835

R2.5.20

R7.5.5

株式会社日産プリンス金沢

代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市浅野本町ロ１２８番地

株式会社日産プリンス金沢

20171000835

R2.5.20

R7.5.5

株式会社日産プリンス金沢

代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市浅野本町ロ１２８番地

株式会社日産プリンス金沢

UCARS野々市 石川県野々市市若松町２１番１０号

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

南店

20171000367

H30.2.28

R5.2.24

有限会社ノザキ鈑金塗装

代表取締役 野﨑

学

有限会社ノザキ鈑金塗装

石川県野々市市矢作二丁目４８番２号 076-294-2022

20171000371

H30.3.4

R5.3.3

野々市鈑金塗装工業株式会社 代表取締役 小堀

修一 石川県野々市市堀内五丁目２９２番地

野々市鈑金塗装工業株式会社

石川県野々市市堀内五丁目２９２番地 076-248-1321

20171000635

R1.9.1

R6.8.31

有限会社ハザマ自動車

代表取締役 狭間

照仁 石川県野々市市清金一丁目１５２番地

有限会社ハザマ自動車

石川県野々市市清金一丁目１５２番地 076-294-2733

20171000883

H29.6.29

R4.6.28

株式会社ビーエムハナテン

代表取締役 陣内

司

20171000411

H31.2.17

R6.2.16

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

20171000422

H29.7.24

R4.7.14

北星産業株式会社

代表取締役 小杉

雄二 石川県金沢市片町二丁目３番１７号

北星産業株式会社

石川県野々市市横宮町６番１号

076-248-3284

20171000431

H29.8.1

R4.7.14

株式会社北陸マツダ

代表取締役 泉

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

20171000451

H30.1.15

R5.1.14

有限会社ボデーショップ福久 代表取締役 福久

強

石川県野々市市堀内四丁目１６５番地

有限会社ボデーショップ福久

石川県野々市市堀内四丁目１６５番地 076-294-3699

20171000445

H29.7.1

R4.6.30

株式会社ホンダカーズ石川

洋介 石川県金沢市古府二丁目１２５番地１

HondaCars石川

石川県野々市市横宮町３番１号

076-248-6161

20171000438

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ホンダ四輪販売北陸 代表取締役 佐田

努

株式会社ホンダ四輪販売北陸

石川県野々市市横宮町49番地

076-246-2200

20171000479

H29.5.8

R4.4.29

三星自動車販売株式会社

昭彦 石川県野々市市野代二丁目３番地

三星自動車販売株式会社

石川県野々市市野代二丁目３番地

076-248-0933

20171000502

H30.2.25

R5.2.24

村井

村井自動車鈑金塗装

石川県野々市市上林二丁目１８７番地 076-248-1323

20171000790

R2.5.14

R7.4.27

有限会社ヤマシタオート

代表取締役 山下

哲郎 石川県野々市市白山町１２番３５号

有限会社

石川県野々市市白山町１２番３５号

20171000565

H29.9.25

R4.9.19

和希株式会社

代表取締役 山口

武

スーパーオートバックス

20171000908

H31.4.16

R6.4.15

ワタヤ自動車株式会社

代表取締役 北川

善昭 富山県富山市新庄本町一丁目2番21号

喜良

石川県野々市市中林五丁目５５番地

代表取締役 生垣

代表取締役 中條

嘉幸

信夫

石川県野々市市矢作二丁目４８番２号

事業所名称

事業所住所

事業所電話番号

サンケイ自動車

石川県野々市市若松町２２１

076-248-5611

石川県野々市市横宮町４番１号

076-248-2121

北星アクロス 石川県野々市市若松町１９－５

076-220-6440

大阪府大阪市城東区諏訪三丁目３番２１号 ビッグモーター

石川県金沢市法光寺町２１０番地

石川県野々市市上林二丁目１８７番地

石川県金沢市戸水二丁目３８番地

野々市店

野々市市店

野々市中央店
ホンダカーズ北陸野々市横宮店

ヤマシタオート

ワタヤ自動車株式会社

076-294-3933

石川県野々市市矢作１丁目１２７番地 076-246-2737

石川県野々市市三日市三丁目３５６番地 076-294-5822

076-294-7887

金沢野々市店 石川県野々市市三日市３丁目８３番地 076-246-2323
金沢店

石川県野々市市二日市二丁目146番地

076-294-0911

引取業者登録名簿（市町別：川北町）

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

20171000346

H29.6.20

R4.6.19

株式会社南星自動車

代表取締役 南

株式会社南星自動車

石川県能美郡川北町字橘子２番地

076-277-0124

邦夫

石川県能美郡川北町字橘子２番地

引取業者登録名簿（市町別：津幡町）

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

20171000023

H29.7.15

R4.7.14

石川かほく農業協同組合

代表理事

20171000886

H29.7.24

R4.7.23

株式会社石川トヨペットカローラ 代表取締役 菊田

哲

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

20171000791

R2.4.28

R7.4.27

有限会社オートプラザ青木

取締役

正雄 石川県河北郡津幡町字領家イ２７番地１ 有限会社

20171000183

R2.1.30

R7.1.29

酒井自動車株式会社

代表取締役 酒井

浩

20171000193

H29.9.26

R4.9.19

有限会社沢本自動車商会

代表取締役 沢本

正義 石川県河北郡津幡町字中須加ろ３４番地２ 有限会社沢本自動車商会

20171000263

H29.10.16

R4.10.15

竹中

20171000272

H29.7.3

R4.6.30

有限会社タニイ自動車

代表取締役 谷猪

20171000296

H29.5.8

R4.4.29

株式会社ツバタオート

代表取締役 長瀬 智加志 石川県河北郡津幡町字加茂い３８番地

株式会社ツバタオート

石川県河北郡津幡町字加茂い３８番地 076-289-3141

20171000298

H29.7.1

R4.6.30

株式会社坪坂自動車

代表取締役 坪坂

俊幸 石川県河北郡津幡町字庄ト６２番地２

株式会社坪坂自動車

石川県河北郡津幡町字庄ト６２番地２ 076-289-2380

20171000366

H29.8.7

R4.8.6

ネッツトヨタ石川株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市西泉二丁目１７８番地

ネッツトヨタ石川株式会社

20171000064

H29.7.1

R4.6.30

東本

20171000530

H29.6.20

R4.6.19

有限会社ヤマザキオートサービス 代表取締役 山﨑

西川

青木

事業所名称

事業所住所

事業所電話番号

一郎 石川県河北郡津幡町字清水チ３２９番地 石川かほく農業協同組合自動車センター 石川県河北郡津幡町字杉瀬ヌ９１番地１ 076-288-4171

彰

石川県金沢市浅野本町ロ１０４番地

津幡店

石川県河北郡津幡町字太田へ４２番地１ 076-289-2777

石川日産自動車販売株式会社河北店

石川県河北郡津幡町字舟橋に１８－１ 076-289-7723

オートプラザ青木

石川県河北郡津幡町字領家イ２７番地１ 076-289-0009

石川県河北郡津幡町字横浜い１０９番地 酒井自動車株式会社

石川県河北郡津幡町字富田ツ５番地

石川県河北郡津幡町字横浜い１０９番地 076-289-3178
石川県河北郡津幡町字中須加ろ３４番地２ 076-288-3838

竹中自動車

石川県河北郡津幡町字舟橋レ５０番地 076-288-4388

貴弘 石川県河北郡津幡町字浅田甲１０４番地 有限会社タニイ自動車

外美夫
正

石川県河北郡津幡町字浅田甲１０４番地 076-288-3832

津幡店

石川県河北郡津幡町字舟橋に３０番地１ 076-289-0555

石川県河北郡津幡町字北中条１１号９８番地１ オート石川

石川県河北郡津幡町字北中条１１号９８番地１ 076-288-3211

石川県河北郡津幡町字竹橋西２０３番地３ 有限会社ヤマザキオートサービス

石川県河北郡津幡町字竹橋西２０３番地３ 076-288-1119

引取業者登録名簿（市町別：内灘町）

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

20171000011

H29.5.28

R4.5.27

有限会社荒木自動車商会

代表取締役 荒木

20171000875

H29.5.22

R4.5.21

20171000803

R3.2.2

20171000156
20171000341

事業所名称

事業所住所

事業所電話番号

高志 石川県河北郡内灘町字向粟崎五丁目２５０番地 有限会社荒木自動車商会

石川県河北郡内灘町字向粟崎五丁目２５０番地 076-286-8811

株式会社内灘オートサービス 代表取締役 松岡

義和 石川県河北郡内灘町字大根布二丁目３７番地 株式会社内灘オートサービス

石川県河北郡内灘町字大根布二丁目３７番地 076-286-3807

R8.2.1

有限会社エムアイプロジェクト 代表取締役 小島

俊則 石川県河北郡内灘町字宮坂六字１０番地５ 有限会社エムアイプロジェクト

石川県河北郡内灘町字宮坂六字１０番地５ 076-286-2133

H29.5.8

R4.4.29

株式会社クリーンカー石川

代表取締役 丸川

弘龍 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘一丁目２５０番地 株式会社クリーンカー石川

石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘一丁目２５０番地 076-237-8222

H29.6.20

R4.6.19

株式会社灘重車輛

代表取締役 梅田

和広 石川県河北郡内灘町字西荒屋ロ１番地１ 株式会社灘重車輛

石川県河北郡内灘町字西荒屋ロ１番地１ 076-286-4541

引取業者登録名簿（市町別：志賀町）

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

20171000040

H29.6.20

R4.6.19

株式会社稲岡自動車＆石油

代表取締役 稲岡

啓子 石川県羽咋郡志賀町矢田いの２２番地

株式会社稲岡自動車＆石油

石川県羽咋郡志賀町矢田いの２２番地 0767-37-2231

20171000041

H29.7.3

R4.7.2

有限会社稲荷商会

代表取締役 稲荷

茂

石川県羽咋郡志賀町末吉千古８２番地２ 有限会社稲荷商会

石川県羽咋郡志賀町末吉千古８２番地２ 0767-32-3838

20171000047

H29.7.19

R4.7.14

株式会社上杉モータース

代表取締役 上杉

幸司 石川県羽咋郡志賀町福野五の１番地１７ 株式会社上杉モータース

石川県羽咋郡志賀町福野五の１番地１７ 0767-32-1243

20171000897

H29.11.6

R4.11.5

株式会社エース自動車

代表取締役 谷内

政則 石川県羽咋郡志賀町長沢ロの６番地１

石川県羽咋郡志賀町長沢ロの6番地1

20171000124

H29.8.21

R4.8.20

有限会社金森自動車工業

代表取締役 金森

正司 石川県羽咋郡志賀町富来高田四の３番地 有限会社金森自動車工業

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町甲１３８番地 0767-42-0107

20171000125

H29.7.1

R4.6.30

有限会社金谷自動車

代表取締役 金谷

政信 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町乙の２４番地 有限会社金谷自動車

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町乙の２４番地 0767-42-0142

20171000155

H29.7.1

R4.6.30

有限会社蔵谷自動車整備工場 取締役

吉田

芳則 石川県羽咋郡志賀町富来領家町ハの３９番地の１ 有限会社蔵谷自動車整備工場

石川県羽咋郡志賀町富来領家町ハの３９番地の１ 0767-42-0725

20171000811

H29.5.22

R4.5.21

志賀農業協同組合

新谷

克己 石川県羽咋郡志賀町末吉新保向１番地

石川県羽咋郡志賀町相神ノ－２３番地 0767-42-2721

20171000759

R2.3.4

R7.3.3

篠田

20171000279

H29.5.8

R4.5.7

大栄商事株式会社

20171000251

H29.7.15

R4.7.14

20171000637

R1.9.9

20171000310

代表理事

幹男

株式会社エース自動車

志賀農業協同組合自動車整備工場

事業所電話番号

0767-32-0444

石川県羽咋郡志賀町貝田ソの２２番地甲の１ ミキオート

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町乙の６３番地 0767-42-0903

純一 石川県羽咋郡志賀町高浜町ヤの２２３番地 大栄商事株式会社

石川県羽咋郡志賀町高浜町ヤの２２３番地 0767-32-1151

有限会社高浜自動車整備工場 代表取締役 大黒

福司 石川県羽咋郡志賀町高浜町ケノ７９番地 有限会社高浜自動車整備工場

石川県羽咋郡志賀町高浜町ケノ７９番地 0767-32-0075

R6.9.5

有限会社利雅夢

政利 石川県羽咋郡志賀町徳田寅７６番地

石川県羽咋郡志賀町小室壱四１０番地、他 0767-37-2121

H29.9.27

R4.9.26

有限会社トギオートサービス 代表取締役 徳山

20171000884

H29.7.6

R4.7.5

中越

勝秀

石川県羽咋郡志賀町高浜町クの２８番地１１ 中越自動車

石川県羽咋郡志賀町高浜町クの２８番地１１ 0767-32-0111

20171000888

H29.8.8

R4.8.7

新田

昌寛

石川県羽咋郡志賀町福野トの１２番地２ 新田自動車

石川県羽咋郡志賀町福野トの１６番地 0767-32-3322

20171000369

H30.3.25

R5.3.24

能登石油株式会社

代表取締役 嘉治

代表取締役 稲岡

有限会社利雅夢

竜一 石川県羽咋郡志賀町給分ニの４１番地１０ 有限会社トギオートサービス

代表取締役 山寺 鐘一郎 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町七の９０番地 能登石油株式会社富来給油所

石川県羽咋郡志賀町給分ニの４１番地１０ 0767-42-2007

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町７の９０番地 0767-42-1117

引取業者登録名簿（市町別：宝達志水町）

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

20171000003

H29.11.8

R4.10.15

有限会社あけぼの自動車

代表取締役 坂口

和子 石川県羽咋郡宝達志水町子浦と５３番地１ 有限会社あけぼの自動車

石川県羽咋郡宝達志水町子浦と５３番地１ 0767-29-2332

20171000096

H29.10.16

R4.10.15

有限会社押水自動車

代表取締役 米林

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

20171000208

H29.11.12

R4.11.11

加藤

稔

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪２の３９番地 敷浪自動車整備工場

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪２の３９番地 0767-29-2035

20171000005

H29.10.19

R4.9.11

澤田

清昭

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪ニの１１１番地 朝霞オートサービス

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪ニの１１１番地 0767-29-3605

20171000697

R1.11.30

R6.11.29

有限会社志雄自動車販売

代表取締役 坂本

真悟 石川県羽咋郡宝達志水町荻市い２番地

有限会社志雄自動車販売

石川県羽咋郡宝達志水町荻市い２番地 0767-29-4577

20171000207

H29.9.27

R4.9.26

有限会社志雄鈑金

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

20171000345

H29.9.19

R4.9.11

有限会社成田モータース

代表取締役 成田

昌弘 石川県羽咋郡宝達志水町小川弐の部２８番地 有限会社成田モータース

石川県羽咋郡宝達志水町小川弐の部２８番地 0767-28-2131

20171000410

H29.6.20

R4.6.19

有限会社深井自動車サービス 代表取締役 深井

聡

石川県羽咋郡宝達志水町荻市は３５番地 有限会社深井自動車サービス

石川県羽咋郡宝達志水町荻市は３５番地 0767-29-2141

20171000874

H29.5.19

R4.5.18

山田

石川県羽咋郡宝達志水町今浜ホ１８４番地 山田自動車整備工場

石川県羽咋郡宝達志水町今浜ホ１４３－３ 0767-28-3306

隆一

石川県羽咋郡宝達志水町子浦ぬ６番地

事業所名称

事業所住所

事業所電話番号

引取業者登録名簿（市町別：中能登町）

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

20171000881

H29.6.23

R4.6.22

泉

20171000078

H29.10.4

R4.10.3

有限会社おうぎオート

代表取締役 高橋

20171000077

H29.10.5

R4.10.3

有限会社扇自動車工業

取締役

20171000213

H29.8.7

R4.8.6

島田

20171000283

H29.7.15

R4.7.14

株式会社大領自動車商会

20171000223

H29.7.15

R4.7.14

中尾

20171000554

H29.5.22

R4.5.21

株式会社良川自動車商会

知久

山本

裕通
代表取締役 領家

信次

事業所住所

事業所電話番号

石川県鹿島郡中能登町金丸６７１番地１ 泉モータース商会

石川県鹿島郡中能登町金丸６７１番地１ 0767-72-2002

石川県鹿島郡中能登町能登部上リ部１２９番地 有限会社おうぎオート

石川県鹿島郡中能登町能登部上リ部１２９番地 0767-72-2249

美津子 石川県鹿島郡中能登町黒氏壱〇部１４６番地 有限会社扇自動車工業

石川県鹿島郡中能登町黒氏壱〇部１４６番地 0767-74-0298

石川県鹿島郡中能登町小竹イ部１５番地１ 島田自動車商会

石川県鹿島郡中能登町小竹イ部１５番地１ 0767-77-1657

司

昭和 石川県鹿島郡中能登町藤井ト部１２番地 株式会社大領自動車商会
石川県鹿島郡中能登町能登部下４８部１番地１２

代表取締役 伊賀

事業所名称

シンエーオート

里志 石川県鹿島郡中能登町良川壱九部５番地 株式会社良川自動車商会

石川県鹿島郡中能登町藤井ト部１２番地 0767-77-1950
石川県鹿島郡中能登町小金森森の部３３番地 0767-77-2269

石川県鹿島郡中能登町良川１９部５番地 0767-74-1111

引取業者登録名簿（市町別：穴水町）

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

20171000027

H29.7.15

R4.7.14

石川トヨタ自動車株式会社

代表取締役 架谷

洋司 石川県金沢市御影町３番１号

石川トヨタ自動車株式会社穴水店

石川県鳳珠郡穴水町字川島ヲ１番地

0768-52-1550

20171000029

H29.6.20

R4.6.19

石川日産自動車販売株式会社 代表取締役 藤井

貴治 石川県金沢市若宮町ホ４７番地

石川日産自動車販売株式会社穴水店

石川県鳳珠郡穴水町字鵜島ハ４

0768-52-1223

20171000080

H29.9.12

R4.9.11

おおぞら農業協同組合

代表理事

繁信 石川県鳳珠郡穴水町字大町ほの９５番地 ＪＡおおぞら自動車整備工場

石川県鳳珠郡穴水町字平野３の２１番地３ 0768-52-1242

20171000174

H29.12.4

R4.8.20

小林自動車株式会社

代表取締役 小林

良一 石川県鳳珠郡穴水町字乙ケ崎リの２８番地 小林自動車株式会社

石川県鳳珠郡穴水町字乙ケ崎リの２８番地 0768-52-0258

20171000734

R1.12.27

R6.12.26

田口

20171000611

R1.8.20

R6.8.19

株式会社Ｐ・Ｉ北日本

20171000613

R1.8.2

R6.8.1

百成

20171000866

R2.1.24

R7.1.23

株式会社山崎自動車

20171000552

H29.10.4

R4.9.19

有限会社横山オートサービス 代表取締役 横山

藤田

義隆

石川県輪島市門前町池田９の９番地
代表取締役 高野

知雄

憲治 石川県鳳珠郡穴水町字鵜島ハ３４番地

北陸車検代行穴水店

石川県鳳珠郡穴水町字川島キ１１６

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

石川県鳳珠郡穴水町字明千寺リの７９番地 百成自動車

代表取締役 山崎 与志雄 石川県鳳珠郡穴水町字乙ケ崎ヌの13番地１ 株式会社山崎自動車
紀子 石川県鳳珠郡穴水町字中居リの５９番地 有限会社横山オートサービス

0768-52-2112

石川県鳳珠郡穴水町字明千寺に２６番２ 0768-57-1911
石川県鳳珠郡穴水町字乙ケ崎ヌの13番地１ 0768-52-2042

石川県鳳珠郡穴水町字中居リの５９番地 0768-56-1508

引取業者登録名簿（市町別：能登町）

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

20171000073

H29.7.1

R4.6.30

有限会社オートファン

代表取締役 川端

貢

石川県鳳珠郡能登町字松波２９字８５番１地 有限会社オートファン

石川県鳳珠郡能登町字松波２９字８５番１地 0768-72-0098

20171000675

R1.11.1

R6.10.31

数馬石油株式会社

代表取締役 数馬

正

石川県鳳珠郡能登町字宇出津タ字７４番地９ 数馬石油株式会社宇出津給油所

石川県鳳珠郡能登町字宇出津タ字７４番地９ 0768-62-0233

20171000705

R1.12.5

R6.12.2

川本

石川県鳳珠郡能登町字小木カ字１１番地１２ カワモト鈑金

石川県鳳珠郡能登町字越坂１３字４１番乙 0768-74-0078

20171000135

H29.8.14

R4.8.13

有限会社上町モータース

20171000652

R1.9.28

R6.9.27

坂上

20171000195

H29.6.20

R4.6.19

有限会社三栄自動車工業

20171000390

H30.2.25

R5.2.24

花森

20171000392

H29.6.20

R4.6.19

有限会社林鉄工所

代表取締役 林

20171000407

H29.6.20

R4.6.19

株式会社ビックオート

代表取締役 坂下

茂昭 石川県鳳珠郡能登町字立壁７字９８番地 株式会社ビックオート内浦本店

石川県鳳珠郡能登町字立壁７字９８番地 0768-72-1121

20171000416

H29.7.15

R4.7.14

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

20171000862

H29.12.28

R4.12.11

株式会社ベンリィ

代表取締役 林

20171000448

H29.6.28

R4.6.19

保田

20171000524

H29.6.20

R4.6.19

有限会社安田自動車

代表取締役 安田

潮

20171000526

H29.8.7

R4.8.6

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

康夫
代表取締役 山本

高一 石川県鳳珠郡能登町字上町ほ字６８番地 有限会社上町モータース

邦夫

石川県鳳珠郡能登町字秋吉４字８番地
代表取締役 堂前

事業所名称

サカウエオート

俊広 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ロ字１５番地１ 有限会社三栄自動車工業

辰男

事業所住所

事業所電話番号

石川県鳳珠郡能登町字上町ほ字６８番地 0768-76-1334

石川県鳳珠郡能登町字秋吉４字８番地 0768-72-1650
石川県鳳珠郡能登町字宇出津ロ字１５番地１ 0768-62-3511

石川県鳳珠郡能登町字時長２６字４７番地 花森鈑金

石川県鳳珠郡能登町字松波２３字３６番地 0768-72-0390

龍太郎 石川県鳳珠郡能登町字小木１７字７６番地 林自動車整備工場

石川県鳳珠郡能登町字小木２７字６の１ 0768-74-0096

義勝

義一

石川県鳳珠郡能登町字松波２６字５４番地１ 株式会社ベンリィ整備工場

石川県鳳珠郡能登町字布浦レ字６８番地１ 0768-72-1181

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新１００番地１ 保田自動車整備工場

石川県鳳珠郡能登町字藤波１７の１２ 0768-62-0147

石川県鳳珠郡能登町字柿生天６字４４番地１ 有限会社安田自動車

石川県鳳珠郡能登町字柿生天６字４４番地１ 0768-67-2244

石川県鳳珠郡能登町字藤波１５字７番地１ 0768-62-3300

