
自動車リサイクル法に基づく登録業者 令和４年（２０２２年）５月1日現在

業種 許可(登録)番号最新許可(登録)日 有効期限 業者名 住所 電話番号 所管

1引取業者 20431010009 平成29年10月2日 令和4年10月1日 （有）田畑ホンダ 熊本県荒尾市万田９５５番地１ 0968-62-1410 有明

2引取業者 20431010017 平成30年1月8日 令和5年1月7日 （株）玉名ホンダ 熊本県玉名市大倉５５９番地の１ 0968-74-1018 有明

3引取業者 20431010025 平成30年1月8日 令和5年1月7日 （株）井上自動車 熊本県玉名市中１１８０番地 0968-74-1225 有明

4引取業者 20431010071 平成29年10月11日 令和4年10月10日 （有）田上金属商店 熊本県玉名郡長洲町大字腹赤１７９８番地の２ 0968-78-0929 有明

5引取業者 20431010077 平成29年10月16日 令和4年10月15日 石原　春幸 熊本県玉名郡和水町江田４００３番地 0968-86-2299 有明

6引取業者 20431010094 平成29年10月17日 令和4年10月16日 田上　健一 熊本県玉名郡長洲町大字宮野２７４番地１ 0968-78-0964 有明

7引取業者 20431010103 平成30年2月15日 令和5年2月14日 （有）内尾商会 熊本県玉名市横島町横島６３８番地 0968-84-2008 有明

8引取業者 20431010170 令和3年8月24日 令和8年8月23日 Ｔ．Ａ（株） 熊本県荒尾市蔵満２０６１番地３ 0968-69-4310 有明

9引取業者 20431010199 令和1年8月13日 令和6年8月12日 （有）勝川自動車 熊本県玉名市築地１９６４番地１ 0968-73-8405 有明

10引取業者 20431010201 令和2年1月8日 令和7年1月7日 吉田　伸一 熊本県玉名市伊倉北方１３８５番地１ 0968-57-0319 有明

11引取業者 20431010202 令和2年2月7日 令和7年2月6日 島永　邦生 熊本県玉名郡長洲町大字長洲８６８番地２２ 0968-78-0896 有明

12引取業者 20431020059 令和1年7月23日 令和6年7月22日 大村　繁 熊本県山鹿市菊鹿町下内田５６３番地３ 0968-48-2078 山鹿

13引取業者 20431020087 令和1年9月4日 令和6年8月31日 野中　浩二 熊本県山鹿市鹿北町四丁１６３３番地２ 0968-32-2132 山鹿

14引取業者 20431030008 平成30年2月4日 令和5年2月3日 （株）ホンダオート菊池 熊本県菊池市大琳寺４３番地 0968-25-4695 菊池

15引取業者 20431030010 平成29年11月27日 令和4年11月26日 （有）東京部品 熊本県菊池市隈府５０１番地１ 0968-25-3101 菊池

16引取業者 20431030025 平成29年9月17日 令和4年9月16日 倉永　直秋 熊本県菊池市七城町台３４６番地１ 0968-25-3621 菊池

17引取業者 20431030030 平成29年10月7日 令和4年10月6日 （有）斉藤自動車センター 熊本県合志市須屋６７０番地１ 096-345-1155 菊池

18引取業者 20431030057 令和1年7月31日 令和6年7月25日 （有）河上自動車 熊本県菊池市隈府５９７番地１ 0968-25-3155 菊池

19引取業者 20431030159 令和1年12月17日 令和6年12月16日 菊陽自動車整備協業組合 熊本県菊池郡菊陽町原水１４１４番地 096-232-2703 菊池

20引取業者 20431030170 平成29年12月26日 令和4年12月25日 下川　美佐子（屋号：下川自動車解体） 熊本県菊池市隈府４６２番地１ 0968-25-2779 菊池

21引取業者 20431040014 平成29年9月26日 令和4年9月16日 内野　重信 熊本県阿蘇市乙姫１５０８番地７ 0967-32-3079 阿蘇

22引取業者 20431040034 平成30年2月7日 令和5年1月21日 （株）環境 熊本県阿蘇市黒川１２８９番地 0967-34-1897 阿蘇

23引取業者 20431040040 平成29年10月27日 令和4年10月15日 （株）ホンダ中九州 熊本県阿蘇市一の宮町宮地４５４９番地の１ 0967-22-0347 阿蘇

24引取業者 20431040045 平成30年3月18日 令和5年3月17日 （有）家入自動車整備工場 熊本県阿蘇市内牧１２１３番地の６ 0967-32-1169 阿蘇

25引取業者 20431040046 平成29年12月13日 令和4年12月9日 野尻　隆生 熊本県阿蘇市乙姫１９５２番地１０ 0967-32-1136 阿蘇

26引取業者 20431040060 令和1年9月1日 令和6年8月31日 （有）総合自動車坂梨 熊本県阿蘇市黒川１５６７番地２ 0967-34-0703 阿蘇

27引取業者 20431040107 令和1年8月29日 令和6年7月30日 （株）トマック 熊本県阿蘇市一の宮町宮地２４０５番地の５ 0967-22-0307 阿蘇

28引取業者 20431040113 平成29年11月15日 令和4年11月14日 吉田　敏雄 熊本県阿蘇郡西原村大字布田１３３０番地８ 096-279-2804 阿蘇

29引取業者 20431040114 令和2年5月14日 令和7年5月13日 田中　惟幸 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場１５７５番地５ 0967-42-1047 阿蘇

30引取業者 20431050001 令和9年8月15日 （有）熊南金属 熊本県上益城郡御船町大字高木１８４１番地の２ 096-282-2752 御船

31引取業者 20431050015 平成29年9月17日 令和4年9月16日 （有）熊本平成パーツ 熊本県上益城郡益城町大字杉堂８７１番地２ 096-232-5055 御船

32引取業者 20431050023 平成29年10月2日 令和4年10月1日 三栄開発（株） 熊本県上益城郡山都町上寺４５番地 0967-72-0104 御船

33引取業者 20431050034 平成29年10月11日 令和4年10月10日 松山　道夫 熊本県上益城郡甲佐町大字上揚３３８番地 096-234-0187 御船

34引取業者 20431050047 令和1年5月24日 令和6年5月23日 甲佐自動車協業組合 熊本県上益城郡甲佐町大字津志田５７７番地 096-234-1825 御船

35引取業者 20431060062 平成29年12月17日 令和4年12月16日 （有）長野商会 熊本県下益城郡美里町馬場７９２番地１ 0964-46-2130 宇城

36引取業者 20431060035 令和4年6月19日 令和9年6月18日 （資）島田商店 熊本県宇城市豊野町巣林９６番地 0964-45-3327 宇城

37引取業者 20431060038 平成29年8月28日 令和4年8月27日 （有）ミツバ商会 熊本県宇土市松山町３２３２番地１ 0964-33-0900 宇城

38引取業者 20431070001 令和4年6月19日 令和9年6月18日 （有）まこと商会 熊本県八代市新開町３番８６号 0965-37-1371 八代

39引取業者 20431070018 平成29年10月2日 令和4年9月16日 （有）浜田自動車整備工場 熊本県八代市平山新町４４７７番地の１ 0965-32-2686 八代

40引取業者 20431070024 平成29年10月5日 令和4年10月1日 南　義光 熊本県八代市本野町４２８番地１の２ 0965-32-5250 八代

41引取業者 20431070031 平成29年12月17日 令和4年12月16日 （有）中石自動車 熊本県八代市郡築四番町５９番地３ 0965-35-2757 八代

42引取業者 20431070040 平成29年10月10日 令和4年10月6日 八代車検センター協業組合 熊本県八代市新港町２丁目２番地１ 0965-37-1733 八代

43引取業者 20431070049 平成29年12月28日 令和4年12月27日 （有）道田自動車サービスセンター 熊本県八代市迎町２丁目１５号１０番地 0965-33-5656 八代

44引取業者 20431070063 平成29年9月17日 令和4年9月16日 （有）遠山モータース 熊本県八代市泉町下岳１６６０番地１ 0965-67-3338 八代

45引取業者 20431070064 平成29年10月5日 令和4年10月1日 （株）協立自動車重機工業 熊本県八代市鏡町鏡１１５９番地１３ 0965-52-1866 八代

46引取業者 20431070068 平成29年10月7日 令和4年10月6日 （有）米原モータース 熊本県八代市坂本町荒瀬６３１５番地の１ 0965-45-2325 八代

47引取業者 20431070069 平成29年10月11日 令和4年10月10日 槌田　進 熊本県八代郡氷川町高塚８９５番地 0965-62-2252 八代

48引取業者 20431070147 平成30年10月17日 令和5年10月16日 （株）島自動車解体部品 熊本県八代市海士江町２６６２番地１ 0965-33-9324 八代

49引取業者 20431070162 令和1年10月14日 令和6年10月13日 池田鈑金塗装（株） 熊本県八代市大手町１丁目５番１７号 0965-33-6635 八代

50引取業者 20431080050 令和2年1月31日 令和7年1月30日 （有）ダイハツ鳥居 熊本県葦北郡津奈木町大字津奈木１２３９番地 0966-78-2581 水俣

51引取業者 20431080056 令和1年5月16日 令和6年5月15日 （有）サン自動車興業 熊本県水俣市汐見町１丁目５番４５号 0966-63-3935 水俣

52引取業者 20431080072 平成29年10月13日 令和4年10月12日 （有）宮川ホンダ自動車 熊本県水俣市ひばりヶ丘３番１０１号 0966-63-1255 水俣

53引取業者 20431080073 平成29年10月13日 令和4年10月12日 （有）浪辺自動車工業 熊本県葦北郡芦北町大字小田浦２３９１番地 0966-87-0563 水俣

54引取業者 20431090002 平成29年9月17日 令和4年9月16日 （有）人吉球磨車輛整備工場 熊本県人吉市上薩摩瀬町１４６３番地の２ 0966-23-3300 人吉

55引取業者 20431090004 平成29年9月17日 令和4年9月16日 （株）コガホンダ 熊本県人吉市西間下町１０６３番地の１ 0966-22-4752 人吉

56引取業者 20431090005 平成29年10月7日 令和4年10月6日 （有）城南自動車整備工場 熊本県人吉市宝来町１２８４番地の５ 0966-23-2373 人吉

57引取業者 20431090009 平成29年10月7日 令和4年10月6日 （株）丸尾ホンダ 熊本県人吉市瓦屋町１０番地の１ 0966-22-5875 人吉

58引取業者 20431090012 平成29年10月16日 令和4年10月15日 人吉球磨自動車協業組合 熊本県人吉市中林町１８３５番地 0966-45-5625 人吉

59引取業者 20431090017 平成29年11月7日 令和4年11月6日 （有）和田自動車整備工場 熊本県人吉市下原田町字荒毛５２５番地 0966-22-5566 人吉

60引取業者 20431090019 令和4年6月19日 令和9年6月18日 （株）谷川 熊本県球磨郡多良木町大字多良木２７２１番地３ 0966-42-2152 人吉

61引取業者 20431090020 令和9年7月23日  (有)エガワ解体 熊本県球磨郡山江村大字山田丁２４７０番地３１ 0966-24-3739 人吉

62引取業者 20431090022 平成29年9月17日 令和4年9月16日 （有）宮本自動車整備工場 熊本県球磨郡多良木町大字多良木２７８９番地の１ 0966-42-2438 人吉

63引取業者 20431090025 平成29年10月2日 令和4年10月1日 （有）平山モータース 熊本県球磨郡あさぎり町岡原南１１３番地４ 0966-45-3574 人吉

64引取業者 20431090026 平成29年10月7日 令和4年10月6日 白木　誠一 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１８３６番地１ 0966-45-0137 人吉

65引取業者 20431090034 平成29年10月7日 令和4年10月6日 （資）金澤自動車 熊本県球磨郡多良木町大字多良木２８７４番地３ 0966-42-3288 人吉

66引取業者 20431090035 平成29年10月11日 令和4年10月10日 （有）和泉自動車商会 熊本県球磨郡多良木町大字多良木１４２１番地 0966-42-2406 人吉

67引取業者 20431090037 平成29年10月11日 令和4年10月10日 山村　順一 熊本県球磨郡錦町大字木上北１６５番地 0966-38-2884 人吉

68引取業者 20431090040 平成29年10月16日 令和4年10月15日 （有）染川自動車 熊本県球磨郡錦町大字一武２８１３の２番地 0966-38-1050 人吉

69引取業者 20431090041 平成29年10月16日 令和4年10月15日 （有）久保田自動車 熊本県球磨郡水上村大字岩野１２１番地の１ 0966-44-0029 人吉

70引取業者 20431090042 平成29年10月16日 令和4年10月15日 （有）田山商会 熊本県球磨郡あさぎり町須恵６２２番地 0966-45-0457 人吉

71引取業者 20431090043 平成29年10月16日 令和4年10月15日 （有）豊永自動車整備工場 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬字永谷３３２９番地の１ 0966-23-3247 人吉

72引取業者 20431090046 平成29年10月18日 令和4年10月17日 （資）湯前自動車整備工場 熊本県球磨郡湯前町１０２０番地 0966-43-2106 人吉

73引取業者 20431090048 平成29年10月30日 令和4年10月29日 （有）ボデーショップジャパン 熊本県球磨郡あさぎり町須恵９番地 0966-45-5340 人吉

74引取業者 20431090049 平成29年11月7日 令和4年11月6日 （株）タヤマ 熊本県球磨郡あさぎり町深田西９３２番地４１ 0966-45-0170 人吉

75引取業者 20431090050 平成29年11月7日 令和4年11月6日 （有）日當産業 熊本県球磨郡球磨村大字渡乙２０５８番地の２ 0966-33-0034 人吉

76引取業者 20431090052 平成29年11月12日 令和4年11月11日 （株）あさぎり自動車 熊本県球磨郡あさぎり町上西１３４番地の２ 0966-45-4087 人吉

77引取業者 20431090053 平成29年11月19日 令和4年11月18日 （有）中尾モータース 熊本県球磨郡あさぎり町免田西２５６３番地の４７ 0966-45-0156 人吉

78引取業者 20431090054 平成29年12月10日 令和4年12月9日 田中　文穂 熊本県球磨郡あさぎり町上東１１０６番地１ 0966-47-0466 人吉

79引取業者 20431090055 令和1年5月31日 令和6年5月30日 （有）協和車輌 熊本県人吉市下漆田町１７７４番地１１ 0966-24-2901 人吉

80引取業者 20431090057 令和1年5月31日 令和6年5月30日 桑原　靖 熊本県球磨郡多良木町大字黒肥地６０６３番地 0966-42-4064 人吉



81引取業者 20431090060 令和1年5月31日 令和6年5月30日 穴見　和光 熊本県球磨郡山江村大字山田乙１２９８番地の１ 0966-24-0919 人吉

82引取業者 20431090061 令和1年5月31日 令和6年5月30日 日東機械（有） 熊本県球磨郡あさぎり町免田西３００５番地の２３ 0966-45-3144 人吉

83引取業者 20431090063 令和1年5月31日 令和6年5月30日 （有）椎葉自動車整備工場 熊本県球磨郡湯前町２６６９番地 0966-43-2067 人吉

84引取業者 20431090065 平成31年4月20日 令和6年4月19日 （資）大山オートサービス 熊本県球磨郡あさぎり町上北１５１０番地の２ 0966-45-0146 人吉

85引取業者 20431090073 令和1年9月24日 令和6年9月23日 （株）髙木栄商店 熊本県人吉市願成寺町１６５０番地の１ 0966-22-2514 人吉

86引取業者 20431090111 平成29年10月11日 令和4年10月10日 （有）椎葉重車輛 熊本県人吉市宝来町１３３５番地の２ 0966-24-3211 人吉

87引取業者 20431090116 令和4年5月24日 令和9年5月6日 （株）谷智金属工業 熊本県球磨郡多良木町大字多良木１５６５番地１ 0966-45-4527 人吉

88引取業者 20431090117 平成29年10月26日 令和4年10月25日 境目　俊一 熊本県球磨郡あさぎり町上北２３４０番地４８ 0966-45-3242 人吉

89引取業者 20431090118 平成29年11月27日 令和4年11月26日 河野　道春 熊本県人吉市蓑野町２１３番地１ 0966-24-8839 人吉

90引取業者 20431100001 平成29年9月6日 令和4年9月5日 小畑　俊一 熊本県天草市楠浦町２番地４５ 0969-22-5831 天草

91引取業者 20431100002 平成29年10月2日 令和4年10月1日 （有）山本モータース 熊本県天草市亀場町亀川１６６５番地１ 0969-23-0928 天草

92引取業者 20431100039 平成29年10月17日 令和4年10月16日 田中　敬一郎 熊本県天草市牛深町１２８番地１ 0969-72-2227 天草

93引取業者 20431100066 平成29年10月16日 令和4年10月15日 宮﨑　清吾 熊本県上天草市大矢野町中７９６番地 0964-56-2399 天草

94引取業者 20431100076 平成29年10月17日 令和4年10月16日 金田　永泰 熊本県天草市河浦町河浦４９９７番地 0969-76-0026 天草

95引取業者 20431100084 平成30年3月20日 令和5年3月19日 （有）苓北清掃社 熊本県天草郡苓北町志岐２３１５番地 0969-37-1035 天草

96引取業者 20431100091 令和1年11月18日 令和6年11月17日 （株）西生商事 熊本県天草市佐伊津町５８４２番地３１ 0969-23-7797 天草

97引取業者 20431100093 令和1年7月23日 令和6年7月22日 手嶋　加代子 熊本県天草市南新町９番地１４ 0969-23-5211 天草

98引取業者 20431100100 令和1年9月1日 令和6年8月31日 （株）成和開発 熊本県天草市宮地岳町３８０７番地 0969-28-0558 天草

99引取業者 20431100103 令和1年9月30日 令和6年9月29日 早井　雅英 熊本県天草市瀬戸町４９番地１８ 0969-23-3738 天草

100引取業者 20431100126 令和2年9月30日 令和7年9月29日 （株）ジェイ・エー天草自動車センター 熊本県天草市亀場町亀川１５３８番地９ 0969-22-5204 天草

101引取業者 20431100129 令和4年4月7日 令和9年3月29日 田中　義一 熊本県天草市本町新休３７２ 0964-23-3658 天草

102引取業者 20431100132 平成30年10月17日 令和5年10月16日 （有）力丸産業運輸 熊本県天草市有明町大浦３４２２番地 0969-54-4112 天草

103引取業者 20431100144 令和1年10月1日 令和6年9月9日 佐々木　ミツホ 熊本県天草市五和町手野１丁目４９０番地３ 0969-34-0131 天草

104引取業者 20431100145 令和1年9月12日 令和6年9月11日 （株）シー・エム・エス 熊本県天草市五和町御領９０９３番地 0969-52-7111 天草

105引取業者 20431100167 令和2年1月10日 令和7年1月9日 あまくさ農業協同組合 熊本県天草市太田町１番地２ 0969-22-1100 天草

106引取業者 20431200002 令和4年6月19日 令和9年6月18日 （有）田島自動車商会 熊本県熊本市梶原町１５５７番地１ 096-242-5221 熊本市

107引取業者 20431200008 平成29年9月17日 令和4年9月16日 熊本トヨペット（株） 熊本県熊本市十禅寺２丁目２番５号 096-353-5111 熊本市

108引取業者 20431200009 平成29年9月17日 令和4年9月16日 九州産交オートサービス（株） 熊本県熊本市西区上代四丁目１３番３４号 096-326-3533 熊本市

109引取業者 20431200011 平成29年9月17日 令和4年9月16日 熊本ダイハツ販売（株） 熊本県熊本市平田２丁目８番７０号 096-354-3111 熊本市

110引取業者 20431200013 平成29年9月17日 令和4年9月16日 ネッツトヨタ熊本（株） 熊本県熊本市新南部６丁目３番１２５号 096-382-1234 熊本市

111引取業者 20431200014 平成30年2月6日 令和5年2月5日 （株）カネムラエコワークス 熊本県熊本市東区小山七丁目４番５４号 096-389-3030 熊本市

112引取業者 20431200017 平成29年10月2日 令和4年10月1日 ネッツトヨタ中九州（株） 熊本県熊本市世安町１８３番地 096-371-7111 熊本市

113引取業者 20431200019 平成29年10月2日 令和4年10月1日 熊本三菱自動車販売（株） 熊本県熊本市平田２丁目１番５７号 096-354-2000 熊本市

114引取業者 20431200031 平成29年10月7日 令和4年10月6日 吉井　公三 熊本県熊本市良町１丁目４番１１号 096-294-0879 熊本市

115引取業者 20431200035 平成29年10月11日 令和4年10月10日 三好　政光 熊本県熊本市西区松尾２丁目１４番６号 090-8299-6698 熊本市

116引取業者 20431200044 令和1年8月16日 令和6年8月15日 （株）キタグチ 熊本県熊本市南区日吉２丁目１１番４０号 0964-24-1400 熊本市

117引取業者 20431200062 令和3年5月6日 令和8年4月23日 日産プリンス熊本販売（株） 熊本県熊本市東区西原１丁目２番１５号 096-384-1123 熊本市

118引取業者 20431200064 平成29年8月3日 令和4年8月2日 有価物回収協業組合石坂グループ 熊本県熊本市東区戸島町２８７４番地 096-389-5501 熊本市

119引取業者 20431200077 令和1年7月22日 令和6年7月21日 （株）スズキ自販熊本 熊本県熊本市南区平田１丁目１番６号 096-355-2311 熊本市

120引取業者 20431200084 令和4年2月28日 令和9年2月14日 熊本中央スズキ自動車販売（株） 熊本県熊本市平田２丁目１番５７号 096-354-2000 熊本市

121引取業者 20431200085 平成29年9月25日 令和4年9月24日 ユナイテッドトヨタ熊本（株） 熊本県熊本市中央区十禅寺４丁目１番１号 096-362-2111 熊本市

122引取業者 20431500002 平成29年10月18日 令和4年10月17日 （株）漢那商店 大阪市西淀川区中島２丁目９番１３号 0965-37-1235 県外

123引取業者 20431500032 平成31年1月25日 令和6年1月24日 ＳＯＭＰＯオークス株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２６番１ 03-3349-6535 県外

124引取業者 20431060079 平成30年3月31日 令和5年3月30日 （資）豊中自動車 熊本県宇城市豊野町山崎２６２番地の２ 0964-45-2055 宇城

125引取業者 20431060192 平成30年5月9日 令和5年5月8日 濵本　静江 熊本県宇城市不知火町御領１１０番地１０ 0964-22-1128 宇城

126引取業者 20431060193 平成30年8月3日 令和5年8月2日 （有）ＩＺＴ・ＴＲＡＤＩＮＧ・ＬＴＤ 熊本県宇城市小川町南小川３２３ 0964-43-6052 宇城

127引取業者 20431060170 令和1年12月11日 令和6年12月10日 ジャパン・エコ・ドライブ（有） 熊本県宇土市新開町１８９５番地３５ 0964-22-6268 宇城

128引取業者 20431010185 平成29年11月28日 令和4年11月27日 （有）鹿子木輪業 熊本県玉名郡玉東町大字稲佐４２０番地の１ 0968-85-2204 有明

129引取業者 20431010150 令和1年12月26日 令和6年12月23日 （有）前田商会 熊本県荒尾市野原２０７番地１０ 0968-68-4426 有明

130引取業者 20431030106 令和1年11月18日 令和6年11月17日 （株）坂井幸吉商店 熊本県合志市野々島５４８３番地２ 096-242-0077 菊池

131引取業者 20431040083 令和1年11月5日 令和6年10月27日 （株）カセル 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原２７８０番地 0967-46-4311 阿蘇

132引取業者 20431070112 令和1年10月14日 令和6年10月13日 東　健一郎 熊本県八代市古閑中町１２９４番地８ 0965-31-0010 八代

133引取業者 20431090079 令和1年10月6日 令和6年10月5日 （有）中村自動車整備工場 熊本県球磨郡多良木町大字多良木１４７８番地の２ 0966-42-2238 人吉

134引取業者 20431090095 令和1年12月24日 令和6年12月23日 永松鈑金塗装（有） 熊本県人吉市上原田町字菖蒲４５９番地 0966-24-8141 人吉

135引取業者 20431010187 平成30年3月22日 令和5年3月21日 池田　一広 熊本県荒尾市桜山町三丁目９番７号 0968-68-2042 有明

136引取業者 20431010188 平成30年3月29日 令和5年3月28日 藤井　邦俊 熊本県玉名市伊倉北方２９６６番地 0968-82-2415 有明

137引取業者 20431010194 令和2年2月17日 令和7年1月22日 荒尾自動車興業（株） 熊本県荒尾市万田８９２番地１ 0968-62-0266 有明

138引取業者 20431010195 令和2年2月6日 令和7年2月5日 片山　榮造 熊本県荒尾市万田１１４７番地５ 0968-68-1313 有明

139引取業者 20431010198 平成30年1月26日 令和5年1月25日 （株）堀口自動車 熊本県玉名市天水町竹崎１０１０番地の５ 0968-82-3379 有明

140引取業者 20431010200 令和1年11月8日 令和6年11月7日 ＳＳ　ＴＲＡＤＩＮＧ（同） 熊本県荒尾市樺８５９番地１ 0968-51-4079 有明

141引取業者 20431020147 平成30年2月5日 令和5年1月17日 （有）友枝モータース 熊本県山鹿市方保田４７７番地 0968-46-3151 山鹿

142引取業者 20431020148 平成30年2月8日 令和5年2月7日 （有）高田モータース 熊本県山鹿市新町３０１番地 0968-43-3610 山鹿

143引取業者 20431020161 令和1年11月13日 令和6年11月12日 （同）川口自動車リサイクルパーツ 熊本県山鹿市鹿校通四丁目８番７７号 0968-44-2494 山鹿

144引取業者 20431020162 令和9年2月14日 川口　敏男 熊本県山鹿市城１５００番地１ 090-5735-4637 山鹿

145引取業者 20431020163 平成30年2月7日 令和5年2月6日 中嶋　正治 熊本県山鹿市鹿本町下高橋１３５番地１ 0968-46-2437 山鹿

146引取業者 20431020165 平成30年6月5日 令和5年6月4日 （有）富田自動車 熊本県山鹿市南島３７１番地２ 0968-43-3579 山鹿

147引取業者 20431030157 平成30年7月17日 令和5年7月16日 （有）アクティー 熊本県合志市幾久富１９０９番地４６６ 096-248-8686 菊池

148引取業者 20431030158 令和1年12月19日 令和6年12月16日 （有）河喜多自動車 熊本県菊池郡大津町大字大津２６２１番地の１６ 096-293-0457 菊池

149引取業者 20431030165 令和2年1月21日 令和7年1月14日 （有）中央自動車センター 熊本県菊池郡菊陽町大字原水５９８８番地２ 096-232-3131 菊池

150引取業者 20431030171 令和2年1月21日 令和7年1月21日 （株）メイク 熊本県菊池市隈府字前田８７４番地８の２号 0968-41-5526 菊池

151引取業者 20431030172 令和2年9月18日 令和7年9月17日 (有)アジフ自動車 熊本県菊池市玉祥寺126番地2 0968-24-4649 菊池

152引取業者 20431040112 平成29年10月27日 令和4年10月26日 （合）村岡企業 熊本県阿蘇市三久保８８０番地１ 0967-32-1330 阿蘇

153引取業者 20431050048 令和4年3月3日 令和8年6月5日 （株）サカタ自動車 熊本県上益城郡甲佐町大字上早川２７８番地１ 096-285-8360 御船

154引取業者 20431050095 平成30年3月22日 令和5年3月21日 田上　一夫 熊本県上益城郡甲佐町大字横田２１１番地 096-234-0264 御船

155引取業者 20431050100 令和1年11月19日 令和6年11月18日 （株）東政産業 熊本県上益城郡益城町宮園７９４番地１ 096-289-8735 御船

156引取業者 20431060167 平成29年9月25日 令和4年9月10日 （有）タカハマオートサービス 熊本県宇土市岩古曽町１２３４番地 0964-22-7076 宇城

157引取業者 20431060191 平成30年2月13日 令和5年2月12日 上野　勝也 熊本県下益城郡美里町清水４３８番地 0964-47-0430 宇城

158引取業者 20431070106 令和3年8月16日 令和8年6月5日 （有）桑原モータース 熊本県八代市日奈久浜町１４４番地の５ 0965-38-0111 八代

159引取業者 20431070151 平成29年10月19日 令和4年10月18日 吉本自動車（有） 熊本県八代市迎町一丁目５号１０番地 0965-32-2353 八代

160引取業者 20431070152 平成29年11月6日 令和4年10月18日 （有）ロータスハシモト 熊本県八代市海士江町２５６８番地の１ 0965-33-3080 八代

161引取業者 20431070154 平成29年11月5日 令和4年11月4日 （有）黒田商会 熊本県八代市東陽町南１０７２番地の３ 0965-65-2211 八代

162引取業者 20431070155 平成29年11月28日 令和4年11月27日 （有）富士オートセンター 熊本県八代市平山新町４９０５番地の１ 0965-32-6322 八代



163引取業者 20431070157 平成30年3月22日 令和5年3月21日 村上　勇 熊本県八代市興善寺町８８０番地１ 0965-39-0016 八代

164引取業者 20431070161 令和1年9月30日 令和6年9月29日 （有）嶋田車体 熊本県八代市松江町５３４番地の９ 0965-33-4830 八代

165引取業者 20431070163 令和2年2月17日 令和7年2月16日 萬　正行 熊本県八代市郡築一番町８４番地１０ 0965-32-6376 八代

166引取業者 20431070164 令和2年3月27日 令和7年3月23日 （有）下山自動車工業 熊本県八代郡氷川町宮原３０１番地 0965-62-2106 八代

167引取業者 20431070166 平成30年1月23日 令和5年1月22日 （株）片付け屋本舗・八代 熊本県八代市鏡町鏡村２０番地５ 090-4486-2350 八代

168引取業者 20431070167 平成31年1月17日 令和6年1月16日 （株）カーフィッシュ 熊本県八代市鏡町内田１５７２－１７ 0965-45-9152 八代

169引取業者 20431070168 令和1年9月4日 令和6年9月3日 苅萱　健次 熊本県八代市氷川町吉本１２３番地９ 0966-28-3151 八代

170引取業者 20431070169 令和1年9月4日 令和6年9月3日 （有）服部モータース 熊本県八代市平山新町２５１６番地 0966-28-3151 八代

171引取業者 20431070170 令和2年7月29日 令和7年7月28日 永勝(株) 熊本県八代市三江湖町４０番地 0965-62-8226 八代

172引取業者 20431080068 令和2年1月21日 令和7年1月7日 元山　哲郎 熊本県葦北郡芦北町大字湯浦４２０番地３ 0966-86-2327 水俣

173引取業者 20431080069 令和2年9月25日 令和7年9月15日 （有）カーショップミヤモト 熊本県葦北郡芦北町大字計石１４７６番地３ 0966-61-3966 水俣

174引取業者 20431080074 平成31年1月21日 令和6年1月20日 柳　成五 熊本県水俣市月浦５４番地３ 0966-62-4418 水俣

175引取業者 20431090121 令和3年6月17日 令和8年5月19日 （有）佐伯工業 熊本県人吉市上漆田町３３６９番地２ 0966-25-3411 人吉

176引取業者 20431090122 平成29年11月5日 令和4年11月4日 味岡自動車（株） 熊本県球磨郡多良木町大字多良木１４４番地の１ 0966-42-2444 人吉

177引取業者 20431090151 平成29年11月8日 令和4年11月7日 中村自動車（有） 熊本県球磨郡あさぎり町上西２６０番地１ 0966-45-4280 人吉

178引取業者 20431090152 平成30年11月8日 令和5年11月7日 小村　匡 熊本県人吉市温泉町２４９８番地２ 0966-23-1180 人吉

179引取業者 20431090155 令和1年12月25日 令和6年12月24日 （株）グリーンサービスくま 熊本県球磨郡あさぎり町免田西２５９２番地１６ 0966-45-0252 人吉

180引取業者 20431090159 令和3年2月26日 令和8年2月25日 （株）尾方商会 熊本県球磨郡あさぎり町深田西１７９８番地２５ 0966-38-5003 人吉

181引取業者 20431090160 平成30年1月23日 令和5年1月22日 （資）人吉ボデー工業 熊本県人吉市宝来町１３３５番地の１ 0966-22-3454 人吉

182引取業者 20431090161 平成31年4月11日 令和6年4月11日 谷脇　浩充 熊本県球磨郡多良木町大字黒肥地３９６２番地２６ 0966-38-1619 人吉

183引取業者 20431090162 平成31年4月11日 令和6年4月11日 坂本　千代 熊本県球磨郡多良木町大字黒肥地１０３９番地 0966-42-3680 人吉

184引取業者 20431090163 令和1年9月4日 令和6年9月3日 （株）カーショップヒグチ熊本 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬２５１３番地１ 0966-28-3151 人吉

185引取業者 20431100131 平成30年6月30日 令和5年6月29日 （株）オガワオート 熊本県天草市本渡町広瀬１９５６番地 0969-23-5187 天草

186引取業者 20431100133 平成29年10月10日 令和4年10月9日 黒瀬　和志 熊本県天草郡苓北町富岡３７１１番地１ 0969-35-0332 天草

187引取業者 20431100134 平成29年10月26日 令和4年10月25日 森山　繁治 熊本県上天草市大矢野町上６１２２番地１ 0964-56-1510 天草

188引取業者 20431100135 平成29年12月12日 令和4年11月28日 （株）浜本商会 熊本県天草市小松原町１０番１７号 0969-23-2323 天草

189引取業者 20431100136 平成30年2月21日 令和5年2月20日 （有）天草産業 熊本県天草市志柿町６３２７番地の２ 0969-22-3428 天草

190引取業者 20431100137 平成30年4月19日 令和5年4月18日 （有）井上産業 熊本県天草市魚貫町黒河原１０番地の１４ 0969-72-8101 天草

191引取業者 20431100138 平成30年5月28日 令和5年5月27日 天草自動車サービス（有） 熊本県天草市南新町８番地の１ 0969-23-4011 天草

192引取業者 20431100139 平成31年4月24日 令和6年4月23日 （有）浜石油 熊本県天草市楠浦町１０２６番地の１ 0969-22-3353 天草

193引取業者 20431100141 令和1年7月10日 令和6年7月9日 （有）齋藤商会 熊本県天草郡苓北町志岐４３番地１ 0969-35-0115 天草

194引取業者 20431100143 令和1年7月30日 令和6年7月29日 松本　清 熊本県天草郡苓北町富岡２８７３番地３ 0969-35-1210 天草

195引取業者 20431100147 令和1年11月5日 令和6年10月30日 （資）本渡大江自動車工場 熊本県天草市大浜町２番３４号 0969-22-4141 天草

196引取業者 20431100148 令和1年11月19日 令和6年11月5日 （有）ＪＡあまくさ車両センター 熊本県天草市河浦町白木河内１７５番地５４ 0969-76-1251 天草

197引取業者 20431100150 令和1年11月13日 令和6年11月12日 第一産業(株) 熊本県天草市久玉町字木綿号２６９０番地 0969-73-3239 天草

198引取業者 20431100154 令和1年12月11日 令和6年12月10日 （有）坂本自動車 熊本県上天草市松島町合津２５５０番地 0969-56-1451 天草

199引取業者 20431100155 令和2年5月14日 令和7年4月20日 （有）有明重機自動車整備工場 熊本県天草市有明町上津浦２７０９番地 0969-53-0176 天草

200引取業者 20431100157 令和2年5月14日 令和7年4月20日 岩下　峰一 熊本県天草市天草町福連木２２４６番地 0969-45-0311 天草

201引取業者 20431070160 令和1年10月1日 令和6年9月29日 亀﨑　貞明 熊本県八代市古閑浜町３４８１番地 0965-43-7600 八代

202引取業者 20431100161 令和2年6月24日 令和7年5月7日 苓北町農業協同組合 熊本県天草郡苓北町志岐１０１０番地 0969-35-1441 天草

203引取業者 20431100162 令和2年5月19日 令和7年5月7日 池田　マツヨ 熊本県天草市久玉町１４１１番地７４ 0969-72-6533 天草

204引取業者 20431100164 平成29年9月26日 令和4年9月25日 和田　祐之 熊本県天草市志柿町４３５８番地３ 0969-22-4983 天草

205引取業者 20431100165 平成29年10月4日 令和4年10月3日 園田　崇尋 熊本県阿蘇郡西原村大字布田１２７番地 080-1797-7074 天草

206引取業者 20431200065 平成29年9月18日 令和4年9月17日 （株）パーツランド東部 熊本県合志市豊岡２０００番地１５８ 096-248-2333 菊池

207引取業者 20431200074 平成29年11月8日 令和4年11月7日 熊本トヨタ自動車（株） 熊本県熊本市南区日吉二丁目１０番１号 096-357-6121 熊本市

208引取業者 20431200081 令和2年11月25日 令和7年11月23日 （株）星山商店 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘九丁目５番７６号 096-338-6421 熊本市

209引取業者 20431200086 平成29年11月30日 令和4年11月29日 熊本日産自動車(株) 熊本県熊本市西区上熊本二丁目４番１５号 096-354-0123 熊本市

210引取業者 20431200087 平成31年1月25日 令和6年1月24日 松尾自動車工業（株） 熊本県熊本市東区尾ノ上四丁目２０番３４号 096-286-8615 熊本市

211引取業者 20431200088 平成31年1月25日 令和6年1月24日 （株）Ｃ・Ｌ・Ｓ 熊本県熊本市東区尾ノ上四丁目２０番３４号 096-286-7433 熊本市

212引取業者 20431200089 令和2年3月12日 令和7年3月11日 （有）ＳＡＭＩ　ＴＲＡＤＩＮＧ 熊本県熊本市中央区黒髪２丁目３番２５－１号 096-285-1545 熊本市

213引取業者 20431500027 令和2年11月4日 令和7年11月3日 いすゞ自動車九州（株） 福岡県福岡市東区東浜１丁目１０番８５号 092-641-7711 県外

214引取業者 20431500028 平成29年11月28日 令和4年11月27日 （株）南九州マツダ 鹿児島県鹿児島市新栄町４番４号 099-255-3331 県外

215引取業者 20431500030 令和1年9月30日 令和6年9月29日  (株)ＩＤＯＭ 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 047‐380-6076 県外

216引取業者 20431500031 令和2年9月14日 令和7年9月14日 （株）ビーエムホールディングス 東京都港区六本木六丁目10番1号 03‐3478‐6000県外

217引取業者 20431060176 平成30年7月5日 令和5年7月4日 （有）栗﨑自動車 熊本県宇城市小川町西北小川６４３番地 0964-43-0268 宇城

218引取業者 20431200090 令和3年1月28日 令和8年1月27日 （株）ホンダ四輪販売南九州 熊本県熊本市中央区世安三丁目１３番１４号 096-352-9161 熊本市

219引取業者 20431060194 令和1年12月26日 令和6年12月25日 榎島　修一 熊本県宇土市神馬町１９８番地 0964-22-0516 宇城

220引取業者 20431200091 令和3年5月6日 令和8年5月5日 コトミ商会 熊本県宇城市松橋町西下郷１１７ 0964-32-3533 熊本市

221引取業者 20431100203 令和3年7月21日 令和8年7月20日 (株)幸運車 熊本県天草市南新町９－９ 0969-22-1900 天草

222引取業者 20431500204 令和3年10月28日 令和8年10月27日 （株）ＨＢオート 新潟県北蒲原郡聖籠町大夫興野2835番地1 025-256-8614 県外

223引取業者 20431200205 令和4年2月8日 令和9年2月7日 （株）モトーレンフロイデ 熊本県熊本市北区飛田四丁目１０番１５号 096-345-3999 熊本市

1フロン類回収業者 20432060117 平成29年9月25日 令和4年9月10日 （有）タカハマオートサービス 熊本県宇土市岩古曽町１２３４番地 0964-22-7076 宇城

2フロン類回収業者 20432010150 令和2年1月21日 令和6年12月21日 （有）前田商会 熊本県荒尾市野原２０７番地１０ 0968-68-4426 有明

3フロン類回収業者 20432010183 平成30年6月25日 令和5年6月24日 池田　一広 熊本県荒尾市桜山町三丁目９番７号 0968-68-2042 有明

4フロン類回収業者 20432010186 令和2年2月6日 令和7年2月5日 片山　榮造 熊本県荒尾市万田１１４７番地５ 0968-68-1313 有明

5フロン類回収業者 20432010198 平成30年1月26日 令和5年1月25日 （株）堀口自動車 熊本県玉名市天水町竹崎１０１０番地の５ 0968-82-3379 有明

6フロン類回収業者 20432020136 令和1年11月13日 令和6年11月12日 （同）川口自動車リサイクルパーツ 熊本県山鹿市鹿校通四丁目８番７７号 0968-44-2494 山鹿

7フロン類回収業者 20432020165 平成30年6月5日 令和5年6月4日 （有）富田自動車 熊本県山鹿市南島３７１番地２ 0968-43-3579 山鹿

8フロン類回収業者 20432010185 令和2年2月17日 令和7年1月19日 荒尾自動車興業（株） 熊本県荒尾市万田８９２番地１ 0968-62-0266 有明

9フロン類回収業者 20432030106 令和1年11月19日 令和6年11月18日 （株）坂井幸吉商店 熊本県合志市野々島５４８３番地２ 096-242-0077 菊池

10フロン類回収業者 20432030155 平成30年7月17日 令和5年7月16日 （有）アクティー 熊本県合志市幾久富１９０９番地４６６ 096-248-8686 菊池

11フロン類回収業者 20432020166 令和2年2月18日 令和7年2月17日 （有）橋本電機 熊本県山鹿市杉９５３番地１ 0968-43-7771 山鹿

12フロン類回収業者 20432050097 令和4年3月3日 令和8年6月5日 （株）サカタ自動車 熊本県上益城郡甲佐町大字上早川２７８番地１ 096-285-8360 御船

13フロン類回収業者 20432050100 令和1年11月19日 令和6年11月18日 （株）東政産業 熊本県上益城郡益城町宮園７９４番地１ 096-289-8735 御船

14フロン類回収業者 20432060193 平成30年8月3日 令和5年8月2日 （有）ＩＺＴ・ＴＲＡＤＩＮＧ・ＬＴＤ 熊本県宇城市小川町南小川３２３ 0964-43-6052 宇城

15フロン類回収業者 20432070150 平成29年9月21日 令和4年9月20日 （有）嶋田車体 熊本県八代市松江町５３４番地の９ 0965-33-4830 八代

16フロン類回収業者 20432070152 平成30年1月16日 令和5年1月15日 池田板金塗装（株） 熊本県八代市大手町一丁目５番１７号 0965-33-6635 八代

17フロン類回収業者 20432200089 令和2年3月12日 令和7年3月11日 （有）ＳＡＭＩ　ＴＲＡＤＩＮＧ 熊本県熊本市中央区黒髪２丁目３番２５－１号 096-285-1545 熊本市

18フロン類回収業者 20432070154 令和2年3月27日 令和7年3月30日 （有）下山自動車工業 熊本県八代郡氷川町宮原３０１番地 0965-62-2106 八代

19フロン類回収業者 20432070167 平成31年1月17日 令和6年1月16日 （株）カーフィッシュ 熊本県八代市鏡町内田１５７２－１７ 0965-45-9152 八代

20フロン類回収業者 20432080048 令和3年7月28日 令和8年6月7日 （有）ダイハツ鳥居 熊本県葦北郡津奈木町大字津奈木１２３９番地 0966-78-2581 水俣

21フロン類回収業者 20432070155 令和2年6月23日 令和7年6月24日 (有)稲﨑電機工業所 熊本県八代市鏡町内田６９４番地３ 0965-52-3765 八代



22フロン類回収業者 20432090095 令和1年12月19日 令和6年12月14日 永松鈑金塗装（有） 熊本県人吉市上原田町字菖蒲４５９番地 0966-24-8141 人吉

23フロン類回収業者 20432090121 令和3年6月17日 令和8年5月19日 （有）佐伯工業 熊本県人吉市上漆田町３３６９番地２ 0966-25-3411 人吉

24フロン類回収業者 20432090122 平成30年6月10日 令和5年6月9日 （合）人吉ボデー工業 熊本県人吉市宝来町１３３５番地の１ 0966-22-3454 人吉

25フロン類回収業者 20432090126 令和4年3月14日 令和9年2月14日 髙木　義人 熊本県人吉市鬼木町690番地1 0966-24-0827 人吉

26フロン類回収業者 20432070170 令和2年7月29日 令和7年7月28日 永勝(株) 熊本県八代市三江湖町４０番地 0965-62-8226 八代

27フロン類回収業者 20432100133 平成29年12月12日 令和4年11月28日 （株）浜本商会 熊本県天草市小松原町１０番１７号 0969-23-2323 天草

28フロン類回収業者 20432100134 平成30年2月21日 令和5年2月20日 （有）天草産業 熊本県天草市志柿町６３２７番地の２ 0969-22-3428 天草

29フロン類回収業者 20432100135 平成30年4月19日 令和5年4月18日 （有）井上産業 熊本県天草市魚貫町黒河原１０番地の１４ 0969-72-8101 天草

30フロン類回収業者 20432100136 平成30年5月28日 令和5年5月27日 天草自動車サービス（有） 熊本県天草市南新町８番地の１ 0969-23-4011 天草

31フロン類回収業者 20432100141 令和1年11月13日 令和6年11月12日 (株)天草ＢＰセンター 熊本県天草市倉岳町宮田２７８３番地２ 0969-64-3140 天草

32フロン類回収業者 20432200067 平成29年11月6日 令和4年10月25日 （有）ロータスハシモト 熊本県八代市海士江町２５６８番地の１ 0965-33-3080 八代

33フロン類回収業者 20432200088 平成31年1月25日 令和6年1月24日 （株）Ｃ・Ｌ・Ｓ 熊本県熊本市東区尾ノ上四丁目２０番３４号 096-286-7433 熊本市

34フロン類回収業者 20432500028 平成29年11月28日 令和4年11月27日 （株）南九州マツダ 鹿児島県鹿児島市新栄町４番４号 099-255-3331 県外

35フロン類回収業者 20432060195 令和3年3月31日 令和8年3月30日 （有）石田オートサービス 熊本県宇土市北段原町１８５番地の１ 0964-22-3990 宇土市

36フロン類回収業者 20432060035 令和4年6月19日 令和9年6月18日 （資）島田商店 熊本県宇城市豊野町巣林９６番地 0964-45-3327 宇城

37フロン類回収業者 20432060038 平成29年8月28日 令和4年8月27日 （有）ミツバ商会 熊本県宇土市松山町３２３２番地１ 0964-33-0900 宇城

38フロン類回収業者 20432010009 平成29年10月1日 令和4年9月30日 （有）田畑ホンダ 熊本県荒尾市万田９５５番地１ 0968-62-1410 有明

39フロン類回収業者 20432010017 平成30年1月8日 令和5年1月7日 （株）玉名ホンダ 熊本県玉名市大倉５５９番地の１ 0968-74-1018 有明

40フロン類回収業者 20432010170 令和3年8月24日 令和8年8月23日 Ｔ．Ａ（株） 熊本県荒尾市蔵満２０６１番地３ 0968-69-4310 有明

41フロン類回収業者 20432030171 令和2年1月21日 令和7年1月21日 （株）メイク 熊本県菊池市隈府字前田８７４番地８の２号 0968-41-5526 菊池

42フロン類回収業者 20432010199 令和1年8月13日 令和6年8月12日 （有）勝川自動車 熊本県玉名市築地１９６４番地１ 0968-73-8405 有明

43フロン類回収業者 20432010200 令和1年11月8日 令和6年11月7日 ＳＳ　ＴＲＡＤＩＮＧ（同） 熊本県荒尾市樺８５９番地１ 0968-51-4079 有明

44フロン類回収業者 20432030008 平成29年12月28日 令和4年12月27日 （株）ホンダオート菊池 熊本県菊池市大琳寺４３番地 0968-25-4695 菊池

45フロン類回収業者 20432030010 平成29年11月27日 令和4年11月26日 （有）東京部品 熊本県菊池市隈府５０１番地１ 0968-25-3101 菊池

46フロン類回収業者 20432030030 平成29年10月29日 令和4年10月28日 （有）斉藤自動車センター 熊本県合志市須屋６７０番地１ 096-345-1155 菊池

47フロン類回収業者 20432030057 令和1年8月26日 令和6年8月25日 （有）河上自動車 熊本県菊池市隈府５９７番地１ 0968-25-3155 菊池

48フロン類回収業者 20432030090 令和4年3月14日 令和9年1月30日 （有）河喜多自動車 熊本県菊池郡大津町大字大津２６２１番地の１６ 096-293-0457 菊池

49フロン類回収業者 20432030170 平成29年12月26日 令和4年12月25日 下川　美佐子 熊本県菊池市隈府４６２番地１ 0968-25-2779 菊池

50フロン類回収業者 20432040040 平成29年10月29日 令和4年10月28日 （株）ホンダ中九州 熊本県阿蘇市一の宮町宮地４５４９番地の１ 0967-22-0347 阿蘇

51フロン類回収業者 20432040045 平成30年3月23日 令和5年3月17日 （有）家入自動車整備工場 熊本県阿蘇市内牧１２１３番地の６ 0967-32-1169 阿蘇

52フロン類回収業者 20432040060 令和1年9月21日 令和6年9月20日 （有）総合自動車坂梨 熊本県阿蘇市黒川１５６７番地２ 0967-34-0703 阿蘇

53フロン類回収業者 20432050001 令和9年8月15日 （有）熊南金属 熊本県上益城郡御船町大字高木１８４１番地の２ 096-282-2752 御船

54フロン類回収業者 20432050015 平成29年9月13日 令和4年9月12日 （有）熊本平成パーツ 熊本県上益城郡益城町大字杉堂８７１番地２ 096-232-5055 御船

55フロン類回収業者 20432050023 平成29年10月1日 令和4年9月30日 三栄開発（株） 熊本県上益城郡山都町上寺４５番地 0967-72-0104 御船

56フロン類回収業者 20432050048 平成29年11月19日 令和4年11月18日 松山　道夫 熊本県上益城郡甲佐町大字上揚３３８番地 096-234-0187 御船

57フロン類回収業者 20432070001 令和4年6月19日 令和9年6月18日 （有）まこと商会 熊本県八代市新開町３番８６号 0965-37-1371 八代

58フロン類回収業者 20432070018 平成29年10月2日 令和4年9月23日 （有）浜田自動車整備工場 熊本県八代市平山新町４４７７番地の１ 0965-32-2686 八代

59フロン類回収業者 20432070049 平成29年12月28日 令和4年12月27日 （有）道田自動車サービスセンター 熊本県八代市迎町２丁目１５号１０番地 0965-33-5656 八代

60フロン類回収業者 20432070063 平成29年10月1日 令和4年9月30日 （有）遠山モータース 熊本県八代市泉町下岳１６６０番地１ 0965-67-3338 八代

61フロン類回収業者 20432070064 平成29年10月5日 令和4年9月30日 （株）協立自動車重機工業 熊本県八代市鏡町鏡１１５９番地１３ 0965-52-1866 八代

62フロン類回収業者 20432070068 平成29年10月29日 令和4年10月28日 （有）米原モータース 熊本県八代市坂本町荒瀬６３１５番地の１ 0965-45-2325 八代

63フロン類回収業者 20432070148 平成30年10月17日 令和5年10月16日 （株）島自動車解体部品 熊本県八代市海士江町２６６２番地１ 0965-33-9324 八代

64フロン類回収業者 20432100084 令和2年5月19日 令和7年4月20日 （有）苓北清掃社 熊本県天草郡苓北町志岐２３１５番地 0969-37-1035 天草

65フロン類回収業者 20432080053 平成30年3月10日 令和5年3月9日 （有）浪辺自動車工業 熊本県葦北郡芦北町大字小田浦２３９１番地 0966-87-0563 水俣

66フロン類回収業者 20432090004 平成29年9月24日 令和4年9月23日 （株）コガホンダ 熊本県人吉市西間下町１０６３番地の１ 0966-22-4752 人吉

67フロン類回収業者 20432090009 平成29年10月7日 令和4年10月6日 （株）丸尾ホンダ 熊本県人吉市瓦屋町１０番地の１ 0966-22-5875 人吉

68フロン類回収業者 20432090012 平成29年10月29日 令和4年10月28日 人吉球磨自動車協業組合 熊本県人吉市中林町１８３５番地 0966-45-5625 人吉

69フロン類回収業者 20432090019 令和4年6月19日 令和9年6月18日 （株）谷川 熊本県球磨郡多良木町大字多良木２７２１番地３ 0966-42-2152 人吉

70フロン類回収業者 20432090020 令和9年7月23日  (有)エガワ解体 熊本県球磨郡山江村大字山田丁２４７０番地３１ 0966-24-3739 人吉

71フロン類回収業者 20432090022 平成29年10月1日 令和4年9月30日 （有）宮本自動車整備工場 熊本県球磨郡多良木町大字多良木２７８９番地の１ 0966-42-2438 人吉

72フロン類回収業者 20432090037 平成29年10月29日 令和4年10月28日 山村　順一（屋号：山村自動車） 熊本県球磨郡錦町大字木上北１６５番地 0966-38-2884 人吉

73フロン類回収業者 20432090041 平成29年10月29日 令和4年10月28日 （有）久保田自動車 熊本県球磨郡水上村大字岩野１２１番地の１ 0966-44-0029 人吉

74フロン類回収業者 20432090042 平成29年10月29日 令和4年10月28日 （有）田山商会 熊本県球磨郡あさぎり町須恵６２２番地 0966-45-0457 人吉

75フロン類回収業者 20432090046 平成29年10月29日 令和4年10月28日 （資）湯前自動車整備工場 熊本県球磨郡湯前町１０２０番地 0966-43-2106 人吉

76フロン類回収業者 20432090049 平成29年11月14日 令和4年11月13日 （株）タヤマ 熊本県球磨郡あさぎり町深田西９３２番地４１ 0966-45-0170 人吉

77フロン類回収業者 20432090050 平成29年11月14日 令和4年11月13日 （有）日當産業 熊本県球磨郡球磨村大字渡乙２０５８番地の２ 0966-33-0034 人吉

78フロン類回収業者 20432090052 平成29年11月14日 令和4年11月13日 （株）あさぎり自動車 熊本県球磨郡あさぎり町上西１３４番地の２ 0966-45-4087 人吉

79フロン類回収業者 20432090053 平成29年10月29日 令和4年10月28日 （有）中尾モータース 熊本県球磨郡あさぎり町免田西２５６３番地の４７ 0966-45-0156 人吉

80フロン類回収業者 20432090056 平成29年9月6日 令和4年9月5日 （株）髙木栄商店 熊本県人吉市願成寺町１６５０番地の１ 0966-22-2514 人吉

81フロン類回収業者 20432090116 令和4年5月24日 令和9年5月6日 （株）谷智金属工業 熊本県球磨郡多良木町大字多良木１５６５番地１ 0966-45-4527 人吉

82フロン類回収業者 20432090117 平成29年10月26日 令和4年10月25日 境目　俊一 熊本県球磨郡あさぎり町上北２３４０番地４８ 0966-45-3242 人吉

83フロン類回収業者 20432100130 令和1年10月23日 令和6年10月22日 （株）西生商事 熊本県天草市佐伊津町５８４２番地３１ 0969-23-7797 天草

84フロン類回収業者 20432100130 平成30年6月30日 令和5年6月29日 （株）オガワオート 熊本県天草市本渡町広瀬１９５６番地 0969-23-5187 天草

85フロン類回収業者 20432100137 令和1年5月8日 令和6年5月7日 （有）浜石油 熊本県天草市楠浦町１０２６番地の１ 0969-22-3353 天草

86フロン類回収業者 20432100139 令和1年8月16日 令和6年7月29日 （株）成和開発 熊本県天草市宮地岳町３８０７番地 0969-28-0558 天草

87フロン類回収業者 20432200002 令和4年6月19日 令和9年6月18日 （有）田島自動車商会 熊本県熊本市梶尾町１５５７番地１ 096-242-5221 熊本市

88フロン類回収業者 20432200008 平成29年10月1日 令和4年9月30日 熊本トヨペット（株） 熊本県熊本市十禅寺２丁目２番５号 096-353-5111 熊本市

89フロン類回収業者 20432200009 平成29年10月1日 令和4年9月30日 九州産交オートサービス（株） 熊本県熊本市西区上代四丁目１３番３４号 096-326-3533 熊本市

90フロン類回収業者 20432200011 平成29年9月24日 令和4年9月23日 熊本ダイハツ販売（株） 熊本県熊本市平田２丁目８番７０号 096-354-3111 熊本市

91フロン類回収業者 20432200014 平成30年2月6日 令和5年2月5日 （株）カネムラエコワークス 熊本県熊本市東区小山七丁目４番５４号 096-389-3030 熊本市

92フロン類回収業者 20432200035 平成29年10月7日 令和4年10月6日 三好　政光 熊本県熊本市西区松尾２丁目１４番６号 090-8299-6698 熊本市

93フロン類回収業者 20432200044 令和1年8月16日 令和6年8月15日 （株）キタグチ 熊本県熊本市南区日吉２丁目１１番４０号 0964-24-1400 熊本市

94フロン類回収業者 20432200063 平成29年9月18日 令和4年9月17日 （株）パーツランド東部 熊本県合志市豊岡２０００番地１５８ 096-248-2333 菊池

95フロン類回収業者 20432200068 令和1年7月22日 令和6年7月21日 （株）スズキ自販熊本 熊本県熊本市南区平田１丁目１番６号 096-355-2311 熊本市

96フロン類回収業者 20432080059 令和2年9月25日 令和7年9月15日 （有）カーショップミヤモト 熊本県葦北郡芦北町大字計石１４７６番地３ 0966-61-3966 水俣

97フロン類回収業者 20432200070 令和2年11月25日 令和7年11月23日 （株）星山商店 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘九丁目５番７６号 096-338-6421 熊本市

98フロン類回収業者 20432500002 令和1年8月16日 令和6年8月15日 （株）漢那商店 大阪市西淀川区中島２丁目９番１３号 0965-37-1235 県外

99フロン類回収業者 20432060120 令和1年7月15日 令和6年7月14日 ジャパン・エコ・ドライブ（有） 熊本県宇土市新開町１８９５番地３５ 0964-22-6268 宇城

100フロン類回収業者 20432500204 令和3年10月28日 令和8年10月27日 （株）ＨＢオート 新潟県北蒲原郡聖籠町大夫興野2835番地1 025-256-8614 県外

101フロン類回収業者 20432200205 令和4年2月8日 令和9年2月7日 （株）モトーレンフロイデ 熊本県熊本市北区飛田四丁目１０番１５号 096-345-3999 熊本市

1解体業者 20433060101 令和8年7月24日 ジャパン・エコ・ドライブ（有） 熊本県宇土市新開町１８９５番地３５ 0964-22-6268 宇城

2解体業者 20433010002 令和2年3月26日 令和7年3月4日 片山　榮造（屋号：片山自動車商会） 熊本県荒尾市万田１１４７番地５ 0968-68-1313 有明



3解体業者 20433010150 令和2年2月17日 令和7年1月10日 （有）前田商会 熊本県荒尾市野原２０７番地１０ 0968-68-4426 有明

4解体業者 20433010172 令和2年8月17日 令和7年8月16日 ＳＳ　ＴＲＡＤＩＮＧ（同） 熊本県荒尾市樺８５９番地１ 0968-51-4079 有明

5解体業者 20433020002 令和2年3月26日 令和7年2月26日 （同）川口自動車リサイクルパーツ 熊本県山鹿市鹿校通四丁目８番７７号 0968-44-2494 山鹿

6解体業者 20433030010 令和2年3月19日 令和7年2月22日 （有）東京部品 熊本県菊池市隈府５０１番地１ 0968-25-3101 菊池

7解体業者 20433030090 令和2年2月6日 令和7年1月23日 （有）河喜多自動車 熊本県菊池郡大津町大字大津２６２１番地の１６ 096-293-0457 菊池

8解体業者 20433030106 令和2年3月19日 令和7年2月17日 （株）坂井幸吉商店 熊本県合志市野々島５４８３番地２ 096-242-0077 菊池

9解体業者 20433040003 令和2年4月10日 令和7年1月31日 （名）長尾自動車整備工場 熊本県阿蘇市一の宮町宮地５２８番地１ 0967-22-1345 阿蘇

10解体業者 20433050001 令和2年1月10日 令和6年12月23日 （有）熊南金属 熊本県上益城郡御船町大字高木１８４１番地の２ 096-282-2752 御船

11解体業者 20433050015 令和3年3月22日 令和8年1月26日 （有）熊本平成パーツ 熊本県上益城郡益城町大字杉堂８７１番地２ 096-232-5055 御船

12解体業者 20433050048 令和4年3月4日 令和8年6月5日 （株）サカタ自動車 熊本県上益城郡甲佐町大字上早川２７８番地１ 096-285-8360 御船

13解体業者 20433060193 平成30年8月8日 令和5年8月7日 （有）ＩＺＴ・ＴＲＡＤＩＮＧ・ＬＴＤ 熊本県宇城市小川町南小川３２３ 0964-43-6052 宇城

14解体業者 20433060038 令和1年7月2日 令和6年6月30日 （有）ミツバ商会 熊本県宇土市松山町３２３２番地１ 0964-33-0900 宇城

15解体業者 20433070001 令和1年7月16日 令和6年6月30日 （有）まこと商会 熊本県八代市新開町３番８６号 0965-37-1371 八代

16解体業者 20433070063 令和2年2月17日 令和6年12月5日 （有）遠山モータース 熊本県八代市泉町下岳１６６０番地１ 0965-67-3338 八代

17解体業者 20433070147 平成31年1月30日 令和5年10月9日 宮崎　祐治 熊本県八代市新開町２番２３号 0965-32-2756 八代

18解体業者 20433070167 令和2年2月12日 令和7年2月11日 （株）カーフィッシュ 熊本県八代市鏡町内田１５７２－１７ 0965-45-9152 八代

19解体業者 20433080055 令和2年9月29日 令和7年8月20日 （有）ダイハツ鳥居 熊本県葦北郡津奈木町大字津奈木１２３９番地 0966-78-2581 水俣

20解体業者 20433090019 令和2年6月22日 令和6年12月5日 （株）谷川 熊本県球磨郡多良木町多良木２７２１番地３ 0966-42-2152 人吉

21解体業者 20433090020 令和1年7月22日 令和6年6月30日  (有)エガワ解体 熊本県球磨郡山江村大字山田丁２４７０番地１３ 0966-24-3739 人吉

22解体業者 20433090037 令和2年7月14日 令和7年3月13日 山村　順一（屋号：山村自動車） 熊本県球磨郡錦町大字木上北１６５番地 0966-38-2884 人吉

23解体業者 20433090039 令和2年6月1日 令和7年2月27日 境目　俊一（屋号：境目商店） 熊本県球磨郡あさぎり町上北２３４０番地４８ 0966-45-3242 人吉

24解体業者 20433090056 令和1年10月16日 令和6年6月30日 （株）髙木栄商店 熊本県人吉市願成寺町１６５０番地の１ 0966-22-2514 人吉

25解体業者 20433090095 令和2年4月15日 令和7年2月27日 永松鈑金塗装（有） 熊本県人吉市上原田町４５９番地 0966-24-8141 人吉

26解体業者 20433090121 平成28年6月29日 令和3年5月19日 （有）佐伯工業 熊本県人吉市上漆田町３３６９番地２ 0966-25-3411 人吉

27解体業者 20433100084 令和2年6月22日 令和7年5月12日 （有）苓北清掃社 熊本県天草郡苓北町志岐２３１５番地 0969-37-1035 天草

28解体業者 20433100091 令和2年3月6日 令和7年1月23日 （株）西生商事 熊本県天草市佐伊津町５８４２番地３１ 0969-23-7797 天草

29解体業者 20433200001 令和1年7月4日 令和6年6月30日 有価物回収協業組合石坂グループ 熊本県熊本市東区戸島町２８７４番地 096-389-5501 熊本市

30解体業者 20433200002 令和1年9月24日 令和6年9月8日 （有）田島自動車商会 熊本県熊本市北区梶尾町１５５７番地１ 096-242-5221 熊本市

31解体業者 20433200004 令和2年12月7日 令和7年11月14日 （株）パーツランド東部 熊本県合志市豊岡２０００番地１５８ 096-248-2333 菊池

32解体業者 20433200014 令和1年11月27日 令和6年11月11日 （株）カネムラエコワークス 熊本県熊本市東区小山七丁目４番５４号 096-389-3030 熊本市

33解体業者 20433200035 令和2年6月1日 令和7年2月22日 三好　政光（屋号：三好商店） 熊本県熊本市西区松尾町上松尾１９２番地３３ 090-8299-6698 熊本市

34解体業者 20433200044 令和1年10月28日 令和6年9月23日 （株）キタグチ 熊本県熊本市南区日吉２丁目１１番４０号 0964-24-1400 熊本市

35解体業者 20433200064 令和3年5月13日 令和7年12月16日 （株）星山商店 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘九丁目５番７６号 096-338-6421 熊本市

36解体業者 20433200065 令和2年7月31日 令和7年7月30日 （有）ＳＡＭＩ　ＴＲＡＤＩＮＧ 熊本県熊本市中央区黒髪二丁目３番２５－１号 096-285-1545 熊本市

37解体業者 20433500002 令和1年8月13日 令和6年6月30日 （株）漢那商店 大阪市西淀川区中島２丁目９番１３号 0965-37-1235 県外

38解体業者 20433060035 令和2年3月10日 令和7年2月3日 （資）島田商店 熊本県宇城市豊野町巣林９６番地 0964-45-3327 宇城

39解体業者 20433060089 平成29年10月18日 令和4年9月26日 （有）タカハマオートサービス 熊本県宇土市岩古曽町１２３４番地 0964-22-7076 宇城

40解体業者 20433010170 令和4年6月2日 令和8年10月2日 Ｔ．Ａ（株） 熊本県荒尾市蔵満２０６１番地３ 0968-69-4310 有明

41解体業者 20433070146 平成30年12月16日 令和5年12月15日 （株）島自動車解体部品 熊本県八代市海士江町２６６２番地１ 0965-33-9324 八代

42解体業者 20433080053 平成30年12月6日 令和5年10月13日 （有）浪辺自動車工業 熊本県葦北郡芦北町大字小田浦２３９１番地 0966-87-0563 水俣

43解体業者 20433090116 令和9年5月15日 （株）谷智金属工業 熊本県球磨郡多良木町大字多良木１５６５番地１ 0966-45-4527 人吉

44解体業者 20433100128 平成30年9月4日 令和5年8月7日 （株）オガワオート 熊本県天草市本渡町広瀬１９５６番地 0969-23-5187 天草

45解体業者 20433500204 令和3年12月6日 令和8年12月5日 （株）ＨＢオート 新潟県北蒲原郡聖籠町大夫興野2835番地1 025-256-8614 県外

1破砕業者 20434060001 平成29年8月10日 令和4年8月29日 （有）ミツバ商会 熊本県宇土市松山町３２３２番地１ 0964-33-0900 宇城

2破砕業者 20434010150 令和2年2月17日 令和7年1月10日 （有）前田商会 熊本県荒尾市野原２０７番地１０ 0968-68-4426 有明

3破砕業者 20434090019 令和1年12月26日 令和6年6月30日 （株）谷川 熊本県球磨郡多良木町多良木２７２１番地３ 0966-42-2152 人吉

4破砕業者 20434090020 平成29年3月30日 令和4年3月22日  (有)エガワ解体 熊本県球磨郡山江村大字山田丁２４７０番地３１ 0966-24-3739 人吉

5破砕業者 20434090056 令和1年10月16日 令和6年6月30日 （株）髙木栄商店 熊本県人吉市願成寺町１６５０番地の１ 0966-22-2514 人吉

6破砕業者 20434090057 平成30年11月19日 令和5年10月13日 （株）谷智金属工業 熊本県球磨郡多良木町大字多良木１５６５番地１ 0966-45-4527 人吉

7破砕業者 20434200044 令和1年10月28日 令和6年10月14日 （株）キタグチ 熊本県熊本市南区日吉２丁目１１番４０号 0964-24-1400 熊本市

8破砕業者 20434500002 令和1年8月13日 令和6年6月30日 （株）漢那商店 大阪市西淀川区中島２丁目９番１３号 0965-37-1235 県外

9破砕業者 20435200014 令和1年9月9日 令和6年6月30日 （株）カネムラエコワークス 熊本県熊本市東区小山七丁目４番５４号 096-389-3030 熊本市

10破砕業者 20436200045 令和3年5月13日 令和7年12月16日 （株）星山商店 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘九丁目５番７６号 096-338-6421 熊本市


