
一般社団法人 日本自動車リサイクル機構　正会員一覧 2023/5/11現在

会社名 氏　名 郵便番号 都道府県 会社住所 会社電話番号 備考（所属団体等）

1 （有）近藤車輌 近藤　髙志 061-3244 北海道 石狩市新港南3-701-9 0133-77-6631 北海道自動車処理協同組合

2 （株）札幌パーツ 工藤　浩司 007-0890 北海道 札幌市東区中沼町66-184 011-790-1000 北海道自動車処理協同組合

3 （株）富士商会 工藤　功 002-8054 北海道 札幌市北区篠路町拓北11-6 011-774-4811 北海道自動車処理協同組合

4 （株）ライラック車輌 伊藤　俊也 061-3241 北海道 石狩市新港西3-737-10 0133-73-7100 北海道自動車処理協同組合

5 （有）ワールドオートパーツ 木村　良二 061-3251 北海道 石狩市樽川336-3 0133-72-3688 北海道自動車処理協同組合

6 （有）余市パーツ 杉渕　裕行 046-0023 北海道 余市郡余市町梅川町467-1 0135-23-6565 北海道自動車処理協同組合

7 澤井解体 澤井　清 048-2335 北海道 余市郡仁木町銀山1-765 0135-33-5474 北海道自動車処理協同組合

8 （有）アイワ車輌 太田　光春 047-0261 北海道 小樽市銭函3-509-1 0134-61-7150 北海道自動車処理協同組合

9 （株）ティーエムカンパニー 竹内　正人 006-0860 北海道 札幌市手稲区手稲山口291 011-686-2111 北海道自動車処理協同組合

10 （株）マテック　石狩ELV工場 杉山　博康 061-3244 北海道 石狩市新港南1-22-16 0133-60-2200 北海道自動車処理協同組合

11 （株）鈴木商会 駒谷　僚 060-0004 北海道 札幌市中央区北4条西4-1伊藤・加藤ビル6階 011-280-1281 北海道自動車処理協同組合

12 （有）オートワタナベ商会 渡辺　政則 003-0859 北海道 札幌市白石区川北2293-21 011-871-2609 北海道自動車処理協同組合

13 （株）協栄車輌 佐藤　文彦 003-0849 北海道 札幌市白石区北郷2405-25 011-875-7977 北海道自動車処理協同組合

14 （有）丸一田中商会 田中　貴 004-0839 北海道 札幌市清田区真栄648-1 011-881-6031 北海道自動車処理協同組合

15 （株）南商会 南　竜也 004-0821 北海道 札幌市清田区有明340-5 011-882-1770 北海道自動車処理協同組合

16 （株）青木商会 髙森　翼 003-0838 北海道 札幌市白石区北郷8条3-3-2 011-871-3057 北海道自動車処理協同組合

17 （株）ライズコーポレーション 山口　一幸 004-0069 北海道 札幌市厚別区厚別町山本1066-384 011-802-2121 北海道自動車処理協同組合

18 （株）井上車輌 井上　眞一 067-0052 北海道 江別市角山215-68 011-389-3733 北海道自動車処理協同組合

19 （株）オートパーツ三伸 佐々木　力 069-0822 北海道 江別市東野幌731-30 011-381-7000 北海道自動車処理協同組合

20 （有）中川車輌商会 中川　浩兵 067-0051 北海道 江別市工栄町21-30 011-383-8552 北海道自動車処理協同組合

21 中島自動車販売（株） 成ケ澤　仁志 067-0052 北海道 江別市角山450-3 011-385-3939 北海道自動車処理協同組合

22 （有）産興商事 住永　淳 068-2161 北海道 三笠市本郷町685 01267-2-7000 北海道自動車処理協同組合

23 （有）シミズコーポレーション 清水　都仕一 067-0025 北海道 江別市あけぼの町39-11 011-385-8383 北海道自動車処理協同組合

24 （有）プロス 上田　秀徳 067-0022 北海道 江別市江別太403-1 011-389-6650 北海道自動車処理協同組合

25 （有）会田車輌 會田　隆 061-1264 北海道 北広島市輪厚706-5 011-377-4832 北海道自動車処理協同組合

26 石上車輌（株） 石上　剛 004-0811 北海道 札幌市清田区美しが丘1条4-1-12 011-881-8777 北海道自動車処理協同組合

27 丸利 伊丹車輌（株） 伊丹　和雄 003-0821 北海道 札幌市白石区菊水元町1条2-2-6 011-871-2580 北海道自動車処理協同組合

28 （株）ケーエー車輌 阿部　賢二 061-1270 北海道 北広島市大曲804-37 011-377-5577 北海道自動車処理協同組合

29 （有）駒里サルベージ 角田　寛 066-0011 北海道 千歳市駒里946-23 0123-26-1619 北海道自動車処理協同組合

30 （株）ウイング 増田　孝充 061-1270 北海道 北広島市大曲456-8 011-376-3915 北海道自動車処理協同組合

https://www.sapporo-parts.co.jp/
http://www.fuji-s1.com/
http://www.car-lilac.com/
https://www.yoichi-p.com/
http://www.matec-inc.co.jp/
http://www.suzuki-shokai.co.jp/
https://www.auto-watanabe.jp/
http://www.kyoei-car.net/
https://www.tanaka-car.com/
http://www.minami-shokai.jp/
http://www.arc-rise.com/
https://www.inouesyaryou.com/
https://ap-sanshin.com/
https://www.r-kurumacchi.com/rs-hokkaido/nakagawa-s/
https://nakajima-jidousyahanbai.spcar.jp/
https://www.sankousyoji.com/
https://www.ngp.gr.jp/k104/
http://www.aida-cars.co.jp/
https://www.ishigami.co.jp/
https://itamisyaryo.co.jp/
https://www.ka-sharyo.com/
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31 （資）山本商会 倉知　良幸 061-1267 北海道 北広島市仁別162 011-377-7726 北海道自動車処理協同組合

32 北光自動車工業（株） 斎藤　日出夫 061-1154 北海道 北広島市南の里114－3 011-373-5255 北海道自動車処理協同組合

33 （有）樽前商会 矢田　義雄 059-1275 北海道 苫小牧市錦岡79-7 0144-67-0201 北海道自動車処理協同組合

34 （有）チバ 千葉　茂樹 050-0053 北海道 室蘭市神代町12-3 0143-45-6111 北海道自動車処理協同組合

35 （有）ミヤタ産業 赤田　強 059-2401 北海道 新冠郡新冠町本町99-1 01464-7-3838 北海道自動車処理協同組合

36 （株）ビークル 三浦　大介 059-1365 北海道 苫小牧市字植苗166-3 0144-51-8008 北海道自動車処理協同組合

37 岡谷エコ・アソート（株） 倉谷　賢司 059-1372 北海道 苫小牧市勇払265-27 0144-56-1800 北海道自動車処理協同組合

38 （有）アイエイシー商事 江口　倫正 071-8138 北海道 旭川市末広8条9-5291-23 0166-54-5568 北海道自動車処理協同組合

39 （有）オートショップ・トシ 伊原　鐘一 097-0015 北海道 稚内市朝日1-4-11 0162-33-2402 北海道自動車処理協同組合

40 （有）オートパーツ長谷山 稲葉　徹 078-8381 北海道 旭川市西神楽1線15号359-1 0166-75-4802 北海道自動車処理協同組合

41 （有）菅野商事 菅野　康博 079-8452 北海道 旭川市永山北2条9-11-2 0166-47-7126 北海道自動車処理協同組合

42 （株）辻商会 辻　憲太 079-8452 北海道 旭川市永山北2条11-30-2 0166-47-2771 北海道自動車処理協同組合

43 （株）丸金 金田商店 金田　信鐘 071-8112 北海道 旭川市東鷹栖東2条2-843-1 0166-57-3355 北海道自動車処理協同組合

44 旭栄解体部品（株） 谷口　徹 078-8340 北海道 旭川市東旭川町共栄124 0166-31-8725 北海道自動車処理協同組合

45 （有）中古部品センター 外山　正幸 071-8139 北海道 旭川市物流団地2条1-3-12 0166-57-0087 北海道自動車処理協同組合

46 （株）北祥 山本　祥王 070-8034 北海道 旭川市神居町上雨粉194-16 0166-62-0440 北海道自動車処理協同組合

47 （株）アシストフクダ 福田　健志 041-0824 北海道 函館市西桔梗町818-17 0138-48-2000 北海道自動車処理協同組合

48 （株）タイヨー自動車 水口　太 041-0824 北海道 函館市西桔梗町555-9 0138-49-4467 北海道自動車処理協同組合

49 （有）二協自動車商会 吉岡　篤史 041-0824 北海道 函館市西桔梗町862-9 0138-49-9340 北海道自動車処理協同組合

50 （株）クロダリサイクル 佐野　文勝 041-0824 北海道 函館市西桔梗町246-27 0138-49-8880 北海道自動車処理協同組合

51 （株）髙橋商会 髙橋　建作 088-0613 北海道 釧路郡釧路町若葉2-19 0154-37-8456 北海道自動車処理協同組合

52 （有）北原商会 北原　英男 088-0605 北海道 釧路郡釧路町別保原野南25線45-1 0154-40-2600 北海道自動車処理協同組合

53 釧路オートリサイクル（株） 松本　裕之 088-0622 北海道 釧路郡釧路町木場1-4 0154-64-1171 北海道自動車処理協同組合

54 （有）尾畑商会 尾畑　雄司 080-2460 北海道 帯広市西20条北2-27-3 0155-33-3900 北海道自動車処理協同組合

55 （株）金太郎部品 北島　清美 080-2460 北海道 帯広市西20条北2-22 0155-41-2981 北海道自動車処理協同組合

56 （株）日興商会 浜田　裕康 080-2459 北海道 帯広市西19条北1-2-4 0155-33-3266 北海道自動車処理協同組合

57 （有）ランドマークスリースリー 小野寺　与四雄 080-0012 北海道 帯広市西2条南33-20 0155-48-4616 北海道自動車処理協同組合

58 （有）オカダオートパーツ 岡田　清 082-0005 北海道 河西郡芽室町東芽室基線23番地12-2 0155-62-6833 北海道自動車処理協同組合

59 （有）タナベ 田邊　宏 080-2463 北海道 帯広市西23条北4-1-2 0155-67-1123 北海道自動車処理協同組合

60 （株）エルバ北海道 杉山　博康 080-2463 北海道 帯広市西23条北4-1-27 0155-38-8011 北海道自動車処理協同組合

https://hokkoujidousya.com/
https://www.tarumaeshoukai.com/
http://vehicle-tomakomai.com/
https://www.okaya-oea.co.jp/
https://iac-trading.com/
https://www.as-toshi.com/
http://www.ap-haseyama.ecnet.jp/
https://www.kannosyoji.com/
https://www.tsujishowkai.co.jp/
http://www.nikyo.biz/
https://www.kanetagroup.jp/index.html
https://doumae.wixsite.com/kyokuei-kaitaibuhin
http://www.hokushojapan.com/
https://www.assist-fukuda.com/
http://taiyo-parts.com/
https://www.nikyo.biz/
http://www.kurodarecycle.co.jp/
http://ts-takahashi.co.jp/
https://www.kitahara-car.com/
https://www.karc.co.jp/
http://www.rakudanet.com/memberDetail.asp?m=67
http://www.kintarobuhin.sakura.ne.jp/
https://www.33-3266.jp/
https://www.land33.biz/
https://www.okadaautoparts.co.jp/
https://tanabe-recycle.com/
http://www.elv-er.com/
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61 （有）石川車輌商会 石川　昭幸 099-0878 北海道 北見市東相内町959-4 0157-36-4188 北海道自動車処理協同組合

62 （株）北見車輌部品センター 渡辺　洋 099-1583 北海道 北見市北上348-1 0157-38-2100 北海道自動車処理協同組合

63 （株）日北自動車 西川　孝夫 090-0008 北海道 北見市大正204-1 0157-36-9155 北海道自動車処理協同組合

64 （有）北光興産 幸田　英治 092-0017 北海道 網走郡美幌町報徳67-15 0152-73-2134 北海道自動車処理協同組合

65 （株）北光車輌解体 佐々木　茂 090-0816 北海道 北見市花園町613 0157-24-7117 北海道自動車処理協同組合

66 （株）ボールド 岡崎　豊 099-0878 北海道 北見市東相内町664-2 0157-66-5775 北海道自動車処理協同組合

67 （株）JUS ヌル　ハリク 066-0052 北海道 千歳市文京2-1-3 090-9940-4617 北海道自動車処理協同組合

68 茂田石油（株）モダオート 茂田　貴範 070-0864 北海道 旭川市住吉4条2-8-13 0166-58-8123 JARAグループ

69 (有)まるふく八田商会 八田　良一 098-0333 北海道 上川郡剣淵町元町1番2号 0165-34-2457 一般（支部）会員

70 （有）小塚自動車商会 小塚　直人 030-0964 青森県 青森市南佃1-17-12 017-743-3116 青森県自動車リサイクル協同組合

71 （株）青南商事 安東　元吉 036-8061 青森県 弘前市大字神田5-4-5 0172-35-1413 青森県自動車リサイクル協同組合

72 （株）久保田商会 岡崎　康一 038-0031 青森県 青森市三内字玉作2-5 017-761-2096 青森県自動車リサイクル協同組合

73 富谷オートパーツ 富谷　良勝 036-0515 青森県 黒石市富士見36 0172-59-1058 青森県自動車リサイクル協同組合

74 （株）エコブリッジ 中里　明光 039-2241 青森県 八戸市大字市川町字下揚45-10 0178-38-6558 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

75 （有）三陸パーツセンター 沼崎　誠公 028-1361 岩手県 下閉伊郡山田町織笠15-21-1 0193-81-1155 日本自動車リサイクル岩手

76 （有）二興 二瓶　達夫 029-3101 岩手県 一関市花泉町林の沢27-56 0191-82-1818 日本自動車リサイクル岩手

77 （株）サンケイ商会 紺野　泰輔 029-4503 岩手県 胆沢郡金ヶ崎町西根中荒巻21-1 0197-44-3531 日本自動車リサイクル岩手

78 （株）青南商事　盛岡支店 安東　元吉 028-3602 岩手県 紫波郡矢巾町大字藤沢第十地割183-3 019-698-3399 日本自動車リサイクル岩手

79 （有）長山商会 長山　行子 020-0053 岩手県 盛岡市上太田下川原82-5 019-658-1684 日本自動車リサイクル岩手

80 （株）岩手オートリサイクルセンター 元持　雅行 026-0001 岩手県 釜石市大字平田第3地割81 0193-26-1036 日本自動車リサイクル岩手

81 （有）佐藤商会 佐藤　光晴 028-3452 岩手県 紫波郡紫波町片寄字梅田636 019-671-7000 日本自動車リサイクル岩手

82 （株）曙資源商事 齋藤　悟 025-0014 岩手県 花巻市高松第14地割56 0198-31-2045 日本自動車リサイクル岩手

83 （株）ケイ・シー・ティー 高山　周治 028-0071 岩手県 久慈市小久慈町第61地割8-1 0194-59-3200 日本自動車リサイクル岩手

84 （株）カワサキ商事 川崎　敏子 026-0055 岩手県 釜石市甲子町2-59-1 0193-59-2327 日本自動車リサイクル岩手

85 （有）阿部自動車商会 阿部　健一 981-0113 宮城県 宮城郡利府町飯土井字長者前5-1 022-356-3914 宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合

86 （株）三森コーポレーション 大久保　弘子 983-0821 宮城県 仙台市宮城野区岩切3-2-24 022-255-6564 宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合

87 （有）平地商会 平地　健 983-0035 宮城県 仙台市宮城野区日の出3-3-4 022-236-1160 宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合

88 （有）カーサービス・オオトモ 猪股　淳 989-2311 宮城県 亘理郡亘理町荒浜字松原29 0223-33-3031 宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合

89 （有）成澤商会 佐藤　正則 983-0006 宮城県 仙台市宮城野区白鳥2-30-25 022-254-8699 宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合

90 （有）鈴和商会 鈴木　力 983-0824 宮城県 仙台市宮城野区鶴ケ谷字大谷3 022-255-8891 宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合

http://www.ishikawa-sharyo.com/
https://jukitami.jp/shop/nippoku/
https://hokkou.jp/
https://www.moda-auto.com/
http://www.hattashoukai.com/
http://www.autoparts-kozuka.com/
http://www.seinan-group.co.jp/
https://www.kubotashokai.com/
http://www.yosare.com/tomiya-autoparts.htm
http://ecobridge.co.jp/
https://sanrikupc.co.jp/
http://www.kuruma-recycle.com/kaisha.html
http://sankei-s.com/
http://www.seinan-group.co.jp/
http://www.nagayamasyokai.com/
https://kct-car.com/
https://abe-jidousha.com/
https://3mori.co.jp/
http://www.hirachi.co.jp/
http://www.cs-ootomo.com/
https://narisawasyoukai.wixsite.com/home
https://www.suzuwa-shoukai.com/
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91 （有）カーパーツマルサ 佐々木　稔 984-0032 宮城県 仙台市若林区荒井藤田83-2 022-287-3401 宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合

92 （有）渡辺自動車 渡邊　伸一 983-0013 宮城県 仙台市宮城野区中野5-6-26 022-258-8453 宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合

93 （株）アイエス総合 髙橋　英樹 987-0511 宮城県 登米市迫町佐沼字散田56-1 0220-21-5153 宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合

94 （株）イマイ自動車 今井　雄治 989-2424 宮城県 岩沼市早股字前川1-8 0223-25-6077 宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合

95 （株）Mogee 茂木　宏 989-2301 宮城県 亘理郡亘理町逢隈中泉字南荒田21 0223-36-8492 宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合

96 （有）なかよし産業 中目　憲雄 989-0731 宮城県 白石市福岡深谷字名無沢1-15 0224-24-5177 一般（支部）会員

97 カイテン（株） 畠山　敏美 011-0901 秋田県 秋田市寺内字大小路207-79 018-846-6512 秋田県自動車解体処理協同組合

98 （株）サユウ 佐藤　勇輝 013-0054 秋田県 横手市柳田字新藤166-7 0182-33-2627 秋田県自動車解体処理協同組合

99 （有）ツヅキ商会 都築　修一 018-5201 秋田県 鹿角市花輪字諏訪野95 0186-30-2060 秋田県自動車解体処理協同組合

100 （株）リーテックス 呉宮　廣哉 010-1501 秋田県 秋田市下浜桂根字浜田85-8 018-881-5411 秋田県自動車解体処理協同組合

101 （株）青南商事　秋田支店 安東　元吉 011-0916 秋田県 秋田市飯島字穀丁大谷地242 018-846-6111 秋田県自動車解体処理協同組合

102 （株）大晃商事 土門　志吉 018-1401 秋田県 潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山1-48 018-853-8225 JARAグループ

103 （有）遠藤産業 遠藤　義秋 994-0057 山形県 天童市石鳥居1-4-3 023-655-4332 日本自動車リサイクル山形

104 （株）斎藤自動車解体店 斉藤　忠 990-0812 山形県 山形市千歳1-2-57 023-684-0369 日本自動車リサイクル山形

105 山形オートリサイクルセンター（株） 伊藤　雄一郎 998-0104 山形県 酒田市広栄町2-226-2 0234-31-2522 日本自動車リサイクル山形

106 （株）永田プロダクツ 永田　則男 998-0075 山形県 酒田市高砂字官林続10-11 0234-43-1272 日本自動車リサイクル山形

107 河本解体 髙橋　栄一 996-0041 山形県 新庄市鳥越2796 0233-22-1669 日本自動車リサイクル山形

108 （有）大滝商店 大瀧　悟 997-0854 山形県 鶴岡市大淀川字洞合68 0235-29-6662 日本自動車リサイクル山形

109 （有）東北丸和 山口　健登 992-0479 山形県 南陽市和田3515 0238-45-3236　 日本自動車リサイクル山形

110 （有）菅野自動車商会 本郷　哲美 960-8074 福島県 福島市西中央4-101-1 024-534-7063 福島県自動車リサイクル協同組合

111 （有）榎並商会 榎並　憲行 963-0724 福島県 郡山市田村町上行合字北古川47-1 024-944-4100 福島県自動車リサイクル協同組合

112 （有）田代商店 田代　利一 963-8041 福島県 郡山市富田町権現林26-180 024-923-1325 福島県自動車リサイクル協同組合

113 （有）タムラ部品商会 田村　幸男 963-0725 福島県 郡山市田村町金屋字孫右エ門平12 024-944-9998 福島県自動車リサイクル協同組合

114 （株）福島リパーツ 渡邉　辰美 963-0102 福島県 郡山市安積町笹川字北向72 024-946-1180 福島県自動車リサイクル協同組合

115 （有）富山商会 白川　広 963-0725 福島県 郡山市田村町金屋字マセロ48 024-944-1280 福島県自動車リサイクル協同組合

116 （有）サトウサービス 佐藤　光洋 963-0551 福島県 郡山市喜久田町割田2-34-2 024-958-6580 福島県自動車リサイクル協同組合

117 （有）エッセンシャル企画 高橋　勉 963-0725 福島県 郡山市田村町金屋字孫右エ門平65-1 024-942-1556 福島県自動車リサイクル協同組合

118 （有）安澤商店 安澤　康博 969-0104 福島県 西白河郡泉崎村太田川字上礼堂55-1 0248-27-1736 福島県自動車リサイクル協同組合

119 大越工業（株） 大越　博之 962-0041 福島県 須賀川市横山町140 0248-76-2155 福島県自動車リサイクル協同組合

120 （株）キャレック 渡邊　寛樹 970-1144 福島県 いわき市好間工業団地1-5 0246-47-1170 福島県自動車リサイクル協同組合

http://www.carparts-marusa.com/
http://wa-jidousha.com/
https://www.is-sogo.com/
https://www.ar-imai.jp/
https://www.mogee.net/company.html
https://www.nakayoshisangyou.com/
http://www.a-kaiten.com/index.html
https://sayu.co.jp/
https://www.tsuzukishoukai.co.jp/
https://www.leatex.jp/
http://www.seinan-group.co.jp/
https://daikou-s.com/company/
https://www.yarc.jp/
http://www.nagata-p.co.jp/
https://ohtaki-s.com/
http://rakudanet.com/memberDetail.asp?m=112
http://www.kanno-parts.com/
https://enami-shokai.com/
https://tashiro-shouten.com/
https://www.tamura-buhin.com/
http://www.f-reparts.co.jp/
https://www.ngp.gr.jp/k210/
http://www.satousaabisu.com/
https://www.es-kikaku.co.jp/
http://www.okoshi-recycle.co.jp/
https://www.carec.co.jp/
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121 オートパーツさいとう（有） 齊藤　守 970-8022 福島県 いわき市平塩字出口55-1 0246-25-4182 福島県自動車リサイクル協同組合

122 （有）Aパーツ 長谷川　栄 965-0844 福島県 会津若松市門田町大字一ノ堰字村西686-14 0242-38-2182 福島県自動車リサイクル協同組合

123 （株）斎藤商店 斎藤　潮 965-0857 福島県 会津若松市神指町字柳原592-1 0242-28-3545 福島県自動車リサイクル協同組合

124 （有）阿部自動車商会 阿部　曻 960-0241 福島県 福島市笹谷字東金屋11-5 024-559-0705 福島県自動車リサイクル協同組合

125 （有）佐藤商会 佐藤　明 960-8057 福島県 福島市笹木野字上石田6-1 024-591-4480 福島県自動車リサイクル協同組合

126 マルトミ商会 菅野　富治 960-8154 福島県 福島市伏拝字沼の上2-442 024-545-9772 福島県自動車リサイクル協同組合

127 （株）デック 山下　知昭 970-1147 福島県 いわき市好間町大利字井田木140 0246-47-1521 福島県自動車リサイクル協同組合

128 （有）マルユー商事 渡邉　勇 963-8061 福島県 郡山市富久山町福原字竹ノ内53-1 0249-24-0003 福島県自動車リサイクル協同組合

129 （株）オートセンターNAO 鈴木　博文 969-6207 福島県 大沼郡会津美里町字宮里80 0242-55-1055 福島県自動車リサイクル協同組合

130 （株）ナプロアース 池本　篤 960-0719 福島県 伊達市梁川町やながわ工業団地63-1 024-573-8091 福島県自動車リサイクル協同組合

131 （有）オートクラフト草野 草野　好広 961-8071 福島県 西白河郡西郷村大字真船宇折口原4-49 0248-25-5711 福島県自動車リサイクル協同組合

132 （有）旭自動車商会 前沢  敏 310-0051 茨城県 水戸市ちとせ1-1408-1 029-224-1721 茨城県自動車リサイクル協同組合

133 （株）秋山商会 秋山　英司 310-0845 茨城県 水戸市吉沢町358-1 029-247-0093 茨城県自動車リサイクル協同組合

134 （有）三栄 牧野　晃一 311-0121 茨城県 那珂市戸崎1606-2 029-295-5552 茨城県自動車リサイクル協同組合

135 （株）川又自動車商会 川又　正行 312-0003 茨城県 ひたちなか市足崎1302-7 029-285-3298 茨城県自動車リサイクル協同組合

136 （株）海老沢自動車解体 海老沢  真一 319-0133 茨城県 小美玉市張星543-1 0299-48-3956 茨城県自動車リサイクル協同組合

137 （有）田崎商店 田崎　琢也 307-0013 茨城県 結城市大字中1594 0296-32-1893 茨城県自動車リサイクル協同組合

138 （株）茨城オートパーツセンター 増田　嘉久 319-0106 茨城県 小美玉市堅倉634 0299-48-1398 茨城県自動車リサイクル協同組合

139 （株）グローバルオートパーツ 斉藤　竹男 319-3551 茨城県 久慈郡大子町池田125-1 0295-72-3055 茨城県自動車リサイクル協同組合

140 豊工業（株） 村田　正信 300-2651 茨城県 つくば市大字鬼ヶ窪1048-41 0298-47-6766 東京自動車リサイクル協議会

141 （株）栃木パーツ 清水　曉 327-0821 栃木県 佐野市高萩町399 0283-23-3256 日本自動車リサイクル栃木

142 （有）しのぶや 小林　信夫 329-3215 栃木県 那須町大字寺子乙2890-5 0287-72-0450 日本自動車リサイクル栃木

143 （株）エコアール 石井　浩道 326-0324 栃木県 足利市久保田町838-1　西久保田工業団地内 0284-70-0780 日本自動車リサイクル栃木

144 （株）ツルオカ 鶴岡　正顯 323-0804 栃木県 小山市萱橋1085 0285-49-3330 日本自動車リサイクル栃木

145 （有）カーリサイクルホソノ 細野　三好 323-0806 栃木県 小山市大字中久喜1519-3 0285-25-9292 日本自動車リサイクル栃木

146 （株）拓殖商会 塩谷　剛史 370-0105 群馬県 伊勢崎市境伊与久3097-1 0270-76-3683 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

147 カースチール（株）　 金子　剛 371-0852 群馬県 前橋市総社町総社2913 027-251-6365 自動車補修部品研究会

148 （株）神和産業 鹿野　成美 371-0101 群馬県 前橋市富士見町赤城山1204-1502 027-288-5177 支部会員

149 （有）ティーケージェイ 小林　竹泰 370-0523 群馬県 邑楽郡大泉町吉田2466-138 0276-63-1004 支部会員

150 浦和自動車解体（株） 榎本  擴 338-0824 埼玉県 さいたま市桜区上大久保93 048-854-9923 埼玉自動車解体事業協同組合

https://aparts.co.jp/
https://www.satoshokai2003.com/
http://www.acnao.jp/
https://www.naproearth.co.jp/
https://autocraft-k.jp/
http://www.asahi-parts.com/index.html
http://iapc.jp/
https://tochigi-parts.com/
https://shinobuya.jp/
http://www.eco-r.jp/
https://tsuruoka.co.jp/
https://www.takushoku-shokai.co.jp/
https://www.carsteel.co.jp/
https://www.urawa-kaitai.co.jp/
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151 （有）昭和メタル 栗原  裕之 343-0012 埼玉県 越谷市増森244-3 048-963-0503 埼玉自動車解体事業協同組合

152 アールレックス（株） 石川　将暉 350-0827 埼玉県 川越市寺山129-1 049-226-2639 埼玉自動車解体事業協同組合

153 （株）鴨下商店 鴨下  治郎 350-1321 埼玉県 狭山市上広瀬1236-1 04-2953-8853 埼玉自動車解体事業協同組合

154 （有）ハセガワ自動車解体工業 長谷川　信和 361-0062 埼玉県 行田市谷郷3-8-10 048-556-6012 埼玉自動車解体事業協同組合

155 （株）タケマサ 武政  信雄 367-0021 埼玉県 本庄市東台5-3-29 0495-21-2145 埼玉自動車解体事業協同組合

156 （株）権田商会 権田  明久 369-1412 埼玉県 秩父郡皆野町大字皆野179-5 0494-62-3181 埼玉自動車解体事業協同組合

157 （株）ユーパーツ 清水　道悦 360-0023 埼玉県 熊谷市佐谷田1285-2 048-524-0524 埼玉自動車解体事業協同組合

158 （有）金沢商会 金澤　幸則 341-0006 埼玉県 三郷市上彦川戸846 048-957-8620 埼玉自動車解体事業協同組合

159 （株）CRS埼玉 加藤　一臣 350-0833 埼玉県 川越市芳野台2-8-36 049-228-5111 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

160 リバー（株）ELV川島 松岡　直人 350-0166 埼玉県 比企郡川島町戸守440 049-299-2733 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

161 （株）エスエスエーグループ 伊藤　征輝 350-1154 埼玉県 川越市上松原32-1 049-238-7205 JARAグループ

162 （株）アーネスト 大川　恵司 342-0016 埼玉県 吉川市会野谷1-173-1 048-981-6381 一般（支部）会員

163 越谷フェンダー（株） 早川　一二 339-0056 埼玉県 さいたま市岩槻区加倉7598-1 048-758-1151 一般（支部）会員

164 （株）3R 山口  徳行 346-0028 埼玉県 久喜市河原井町17 0480-23-1000 一般（支部）会員

165 （有）エヅラ商会 江面  誠司 289-1123 千葉県 八街市滝台字太郎坊1178 043-445-3863 日本自動車リサイクル千葉

166 （有）小椋自工 小椋  剛 284-0037 千葉県 四街道市中台578-7 043-432-9092 日本自動車リサイクル千葉

167 アール・ループ（株） 木内  雅之 277-0872 千葉県 柏市十余二348-4 04-7137-0340 日本自動車リサイクル千葉

168 京葉自動車工業（株） 酒井　康雄 284-0037 千葉県 四街道市中台585 043-432-1700 日本自動車リサイクル千葉

169 （有）小池自動車商会 小池  康洋 285-0061 千葉県 佐倉市高崎新山948-6 043-486-2101 日本自動車リサイクル千葉

170 （株）轟商会 小島  寛之 270-2251 千葉県 松戸市金ヶ作320-4 047-384-5186 日本自動車リサイクル千葉

171 （株）トラックパーツ成田 成田  大和 270-1616 千葉県 印西市岩戸3576-1 0476-80-5400 日本自動車リサイクル千葉

172 （株）モロオカ自工 諸岡  一晃 284-0037 千葉県 四街道市中台580-1 043-432-5708 日本自動車リサイクル千葉

173 （株）ヤマト 鈴木  義信 289-1535 千葉県 山武市松尾町折戸722 0479-86-4020 日本自動車リサイクル千葉

174 江澤商会 江澤　央 272-0805 千葉県 市川市大野町4-2217-1 047-338-8180 日本自動車リサイクル千葉

175 （株）共栄自工佐倉（営） 高橋　吉和 285-0052 千葉県 佐倉市八木2-7 043-486-8047 日本自動車リサイクル千葉

176 （株）ステアリンク 栗山　仁 285-0803 千葉県 佐倉市神門68-1 043-498-2416 日本自動車リサイクル千葉

177 丸和産業（株） 鈴木　裕治 277-0932 千葉県 柏市藤ヶ谷新田157-1 04-7191-1011 日本自動車リサイクル千葉

178 勇和（有） 久保田　雅彦 284-0008 千葉県 四街道市鹿放ヶ丘363-13 043-304-2341 日本自動車リサイクル千葉

179 （有）星野商会 星野　一成 273-0118 千葉県 鎌ヶ谷市中沢294-3 047-441-7161 日本自動車リサイクル千葉

180 （株）トキオ 保川　弘実 285-0066 千葉県 佐倉市上別所118-1 043-498-2461 日本自動車リサイクル千葉

https://showa-metal.jp/
https://www.r-rex.co.jp/
https://www.kamoshita-hd.com/
https://www.takemasa-net.jp/
http://go-gonda.com/
https://www.u-parts.com/
http://www.kanazawa-shokai.co.jp/
https://crs-saitama.com/
https://www.rever-corp.co.jp/
https://www.ssagroup.jp/
https://www.rap-honest.co.jp/
https://www.renovate.jp/
https://www.ogurajiko.com/
http://rloop.co.jp/?FrontPage
http://keiyoauto.com/
http://todoroki-syokai.com/
http://kyoeijikou.main.jp/
https://www.steerlink.co.jp/
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181 （株）ミヤケエコプランニング 三宅　則男 299-4612 千葉県 いすみ市岬町江場土2701-1 0470-87-8290 日本自動車リサイクル千葉

182 （有）木更津商会 湯浅　直人 292-0038 千葉県 木更津市ほたる野2-28-4 0438-98-7466 日本自動車リサイクル千葉

183 （有）田中商会 田中　和夫 292-0402 千葉県 君津市西原622-2 0439-35-3389 日本自動車リサイクル千葉

184 （株）田村商事 田村　武 272-0805 千葉県 市川市大野町2-698-7 047-339-0401 日本自動車リサイクル千葉

185 東日本資源リサイクル（株） 中本　富吉 293-0011 千葉県 富津市新富21-1 0439-80-1481 日本自動車リサイクル千葉

186 リバー（株） 藤原　文太 277-0924 千葉県 柏市風早1-9-3 04-7192-2111 日本自動車リサイクル千葉

187 （株）佐倉レッカー 岡崎　宣哉 285-0846 千葉県 佐倉市上志津1060-3 043-460-9900 日本自動車リサイクル千葉

188 （有）シラニカ・エンタープライズ ウイクラマアラッチ　由紀美 285-0913 千葉県 印旛郡酒々井町墨906-6 043-290-9961 日本自動車リサイクル千葉

189 篠本自工 篠本　聡 272-0004 千葉県 市川市原木2290-14 047-328-3017 日本自動車リサイクル千葉

190 （有）塩田自動車 塩田　晴彦 284-0008 千葉県 四街道市鹿放ヶ丘258-6 043-422-1844 日本自動車リサイクル千葉

191 （有）白土商会 白土　秀明 285-0066 千葉県 佐倉市上別所石塚82 043-498-0909 日本自動車リサイクル千葉

192 （有）タクミ商会 羽鳥  巧 272-0014 千葉県 市川市田尻3-2-30 047-393-7333 東京自動車リサイクル協議会

193 （有）ベストパーツ 平野　泰雄 290-0047 千葉県 市原市岩崎911-1 0436-24-4182 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

194 （有）大栄自工 滝口  智雪 124-0021 東京都 葛飾区細田4-22-8 03-3659-8888 東京自動車リサイクル協議会

195 （株）吉澤商店 吉澤  勇 133-0061 東京都 江戸川区篠崎町6-6-17 03-3670-3008 東京自動車リサイクル協議会

196 （有）秋間商会 秋間  理宏 133-0065 東京都 江戸川区南篠崎町4-14-22 03-3670-5231 東京自動車リサイクル協議会

197 （株）共栄自工 羽鳥  貞雄 133-0065 東京都 江戸川区南篠崎町4-22-2 03-3678-2538 東京自動車リサイクル協議会

198 栗山自動車工業（株） 栗山　智宏 134-0015 東京都 江戸川区西瑞江5-6-29 03-3689-7711 東京自動車リサイクル協議会

199 （株）根津自動車販売 根津  邦義 134-0085 東京都 江戸川区南葛西2-29-2 03-3687-0189 東京自動車リサイクル協議会

200 中村産業（株） 田澤  美江子 132-0023 東京都 江戸川区西一之江3-13-10 03-5607-6501 東京自動車リサイクル協議会

201 （株）大八商会 小宮山  敬仁 133-0061 東京都 江戸川区篠崎町6-13-2-A 03-3679-1688 東京自動車リサイクル協議会

202 （有）有原商店 有原  良 158-0095 東京都 世田谷区瀬田3-12-5 03-3707-8937 東京自動車リサイクル協議会

203 三協自動車（株） 金子　宏 182-0001 東京都 調布市緑ヶ丘1-37-3 03-3300-0685 東京自動車リサイクル協議会

204 （有）黒川商会 黒川  孝一 183-0013 東京都 府中市小柳町5-25-2 042-362-2478 東京自動車リサイクル協議会

205 （有）山崎商店 山崎  勇人 206-0822 東京都 稲城市坂浜2222 042-331-3543 東京自動車リサイクル協議会

206 （有）城北自動車解体 石神　利次 192-0005 東京都 八王子市宮下町153 042-691-5244 東京自動車リサイクル協議会

207 （株）啓愛社 田村　和美 115-0041 東京都 千代田区神田須田町1-5-10相鉄万世橋ビル5階 03-6206-9135 自動車補修部品研究会

208 （有）目黒ライニング商会 深澤　広司 152-0003 東京都 目黒区碑文谷5-12-14 03-3714-5561 リビルド工業会全国連合会

209 （株）クラウン 種沢　久尚 208-0021 東京都 武蔵村山市三ッ藤3-25-1 042-560-7051 一般（支部）会員

210 （有）貝塚商会 貝塚　義博 197ｰ0802 東京都 あきる野市草花2163 042-558-4673 一般（支部）会員
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211 （株）大橋商店　 大橋　岳彦 235-0021 神奈川県 横浜市磯子区岡村5-21-15 045-761-6551 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

212 （株）杉之間 杉之間　大和 256-0815 神奈川県 小田原市小八幡4-10-10 0465-46-1082 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

213 （株）ユピック 入村　健二郎 230-0051 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 045-642-5425 一般（支部）会員

214 （有）タムラ産業 田村　修 942-0275 新潟県 上越市三和区岡木1050 0255-20-2672 新潟廃車処理協同組合

215 飛田テック（株）新潟オートリサイクルセンター 飛田　剛一 942-0255 新潟県 上越市下五貫野58-7 025-539-1515 新潟廃車処理協同組合

216 （株）萬屋 宮田　康雄 945-1126 新潟県 柏崎市大字大河内新田263-1 0257-21-9750 新潟廃車処理協同組合

217 （株）丸田オートリサイクル 丸田　久長 950-0149 新潟県 新潟市新潟市江南区下早通2-3-22 025-381-2666 新潟廃車処理協同組合

218 （株）新潟解体 込山　芳廣 950-0801 新潟県 新潟市東区津島屋2-205-1 025-273-6150 新潟廃車処理協同組合

219 （株）イナガワ商店 稲川　清 950-1221 新潟県 新潟市南区神屋406-4 025-373-1173 新潟廃車処理協同組合

220 新潟県オートリサイクル（株） 金田　昌夫 953-0112 新潟県 新潟市西蒲区高畑2426 0256-73-7018 新潟廃車処理協同組合

221 （株）共伸商会 佐藤　幸雄 950-3102 新潟県 新潟市北区島見町2590-12 025-255-4111 新潟廃車処理協同組合

222 （有）ブロスインターナショナル エムディー．ゴラム．モスタファ．チョウドリィ 950-3312 新潟県 新潟市北区笠柳632-1 025-384-6117 新潟廃車処理協同組合

223 （有）黒埼部品 大谷　弘 950-1122 新潟県 新潟市西区木場1634-1 025-377-2410 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

224 リ・パーツ（株）坂井自動車 坂井　真美 956-0112 新潟県 新潟市秋葉区新保3513 0250-61-0501 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

225 （有）佐藤商事 佐藤　正晴 959-3106 新潟県 村上市切田1042-2 0254-62-2178 JARAグループ

226 （株）河村自動車工業 河村  ニ四夫 400-0113 山梨県 甲斐市富竹新田1657-2 055-276-5958 山梨県カーリサイクル協同組合

227 （有）岡自動車商会 西田　喜之 400-0831 山梨県 甲府市上町1121-2 055-241-3730 山梨県カーリサイクル協同組合

228 （株）エムアンドエー山梨カープレス産業 雨宮  昌幸 405-0015 山梨県 山梨市下石森694 0553-22-6518 山梨県カーリサイクル協同組合

229 （有）石田産業 田中  一郎 409-3863 山梨県 中巨摩郡昭和町河東中島314 055-275-2172 山梨県カーリサイクル協同組合

230 （株）マルトシ青木 青木　勝幸 426-0002 静岡県 藤枝市横内2250 054-644-5656 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

231 （株）アンドーカーパーツ 安東　弘至 413-0713 静岡県 下田市加増野10-2 0558-28-0939 一般（支部）会員

232
平成自動車解体（有）／
オレンジパーツ平成

松山　稔 420-0944 静岡県 静岡市葵区新伝馬1-1-45 054-253-5646 一般（支部）会員

233 （株）イワマワークス 岩間　優 417-0846 静岡県 富士市今井285-1 0545-33-1888 一般（支部）会員

234 ナカヰ自動車商会 仲井　光右ェ門 930-0985 富山県 富山市田中町2-4-28 0764-31-9049 富山県自動車解体部品組合

235 （有）堀川自動車商会 堀川　健志 935-0053 富山県 氷見市万尾840-1 0766-74-3022 富山県自動車解体部品組合

236 （株）吉勝 吉田　茂雄 939-1741 富山県 南砺市高宮5407 0763-52-3421 富山県自動車解体部品組合

237 （有）山一商店 山田　彰 932-0031 富山県 小矢部市岡260-1 0766-67-2721 富山県自動車解体部品組合

238 （株）ハセ川自動車 長谷川　利彦 936-0802 富山県 滑川市大掛2002 076-477-7111 富山県自動車解体部品組合

239 日本オートリサイクル（株） 五十嵐　優 931-8406 富山県 富山市松浦町7-30 076-438-0100 テクルスネットワーク

240 （有）ツクダ自動車 中島　育子 924-0027 石川県 白山市相川町1824 076-276-1593 石川県中古自動車部品組合
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241 （有）ヨシダオートパーツ 吉田  幸雄 925-0045 石川県 羽咋市栗生町メ214-3 0767-22-3340 石川県中古自動車部品組合

242 会宝産業（株） 近藤  高行 920-0209 石川県 金沢市東蚊爪町1-25 076-237-5133 石川県中古自動車部品組合

243 （有）山中商店 山中  泰碩 923-0345 石川県 小松市二ツ梨町へ33 0761-44-4534 石川県中古自動車部品組合

244 （株）奥野自動車商会 奥野  松方 921-8848 石川県 野々市市柳町17 076-276-3157 石川県中古自動車部品組合

245 （有）勝木自動車解体 勝木  秀和 926-0833 石川県 七尾市旭町は部41 0767-57-2101 石川県中古自動車部品組合

246 西田自動車商会 西田  外雄 923-1115 石川県 能美市大長野町チ46 0761-57-2080 石川県中古自動車部品組合

247 （有）光山商店 光山　広志 923-0964 石川県 小松市今江町9-270 0761-23-3836 石川県中古自動車部品組合

248 （株）金沢ヨコイ部品 横井　真津乃 920-0211 石川県 金沢市湊3-3-2 076-239-4510 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

249 （有）メタルオート北陸 戸田　暢生 923-0811 石川県 小松市白江町ロ62 0761-21-0168 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

250 （協）長野県中古自動車リサイクルセンター 小川　政勝 389-0514 長野県 東御市加沢128-1 0268-63-0155 自動車補修部品研究会

251 （株）スリーアール長野 鴨下　直哉 384-0093 長野県 小諸市和田474-1 0267-26-0330 SPN

252 （株）ダイワ商会 小宮山　勇貴 399-8203 長野県 安曇野市豊科田沢4704-1 0263-72-5500 一般会員

253 （株）郡上産業 古田　秀人 500-8361 岐阜県 岐阜市本荘西1-52 058-251-9053 岐阜県自動車リサイクル協議会

254 （有）金森商会 金森　幸元 501-6065 岐阜県 羽島郡笠松町門間1853-5 058-387-7252 岐阜県自動車リサイクル協議会

255 （株）トライワード 佐藤　謙二 506-0057 岐阜県 高山市匠ヶ丘町1-34 0577-33-7275 岐阜県自動車リサイクル協議会

256 ＫＭＩ（株） 伊藤　孝雄 503-1382 岐阜県 養老郡養老町船附561-1 0584-35-3441 岐阜県自動車リサイクル協議会

257 細田軽金属（株） 細田　隆行 509-1611 岐阜県 下呂市金山町中切1516 0576-32-4060 岐阜県自動車リサイクル協議会

258 （有）近松商会 近松　利浩 501-2512 岐阜県 岐阜市北野東68-1 058-229-3148 岐阜県自動車リサイクル協議会

259 （株）上野産業 糸魚川　信二 509-9231 岐阜県 中津川市上野867-12 0573-75-4760 岐阜県自動車リサイクル協議会

260 （株）セイノーマテリアル 井原　拓 503-2213 岐阜県 大垣市赤坂町101 0584-72-2711 岐阜県自動車リサイクル協議会

261 セントパーツ（株） 種谷　謙一 501-6304 岐阜県 羽島市舟橋町出須賀2-1 058-372-6116 岐阜県自動車リサイクル協議会

262 （株）高橋商店 剱田　豊 506-0007 岐阜県 高山市総和町2-32 0577-34-1500 岐阜県自動車リサイクル協議会

263 （有）鈴木産業 鈴木　三男 501-0305 岐阜県 瑞穂市宮田497 058-328-6427 ELV愛知リサイクル協会

264 （株）カーグリーコマゼン 木村　香奈子 498-0066 愛知県 弥富市楠1-26-2 0567-68-4182 日本自動車リサイクル愛知

265 （株）吉田商会 吉田　恭平 440-0086 愛知県 豊橋市下地町字新道29 0532-53-3907 日本自動車リサイクル愛知

266 ニュー岩田（株） 岩田　憲幸 491-0827 愛知県 一宮市三ツ井2-28-1 0586-77-5511 日本自動車リサイクル愛知

267 城北自動車興業（株） 金村　起男 486-0945 愛知県 春日井市勝川町1-77 0568-31-4504 日本自動車リサイクル愛知

268 （株）豊和自動車 岩田　輝久 491-0123 愛知県 一宮市大字富塚字長畑5 0586-51-2611 日本自動車リサイクル愛知

269 （株）テラダパーツ 寺田　博正 448-0807 愛知県 刈谷市東刈谷町2-6-12 0566-26-0063 日本自動車リサイクル愛知

270 （有）岡野自動車商会 岡野　功 519-0412 三重県 度会郡玉城町中楽693-1　 0596-24-2547 ＥＬＶ三重

https://r.goope.jp/yoshida-ap
https://kaihosangyo.jp/
http://truck-okuno.com/index.html
https://www.katsuki-j-k.com/
http://nishita-parts.com/
https://www.works-mitsuyama.com/
https://www.kyp.co.jp/
http://www.metalauto.jp/
http://gujyo-sangyo.jp/
https://www.k-parts.jp/
https://kmi-k.co.jp/
https://www.kensetumap.com/company/278830/
https://www.scrap-ckmt.com/
https://uenosangyo.co.jp/
http://www.m-seino.co.jp/
http://www.saintparts.co.jp/index.html
https://carglee.jp/
https://www.yoshida-shoukai.com/
https://ho-wa.com/
https://www.teradaparts.jp/
http://www.okanojidousha.co.jp/
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271 （株）三重パーツ 齊藤　貢 510-0261 三重県 鈴鹿市御薗町3600-21 059-372-8610 ＥＬＶ三重

272 （有）平田自動車商会 平田　薫 515-2122 三重県 松阪市久米町334-1 0598-56-2207 ＥＬＶ三重

273 （株）オートセンターモリ 森　淳次 518-1302 三重県 伊賀市東湯船2750 0595-43-2333 ＥＬＶ三重

274 （株）マーク・コーポレーション 向井　弘光 519-0323 三重県 鈴鹿市伊船町字鈴木田531-1 059-371-6330 ＥＬＶ三重

275 （株）ピー・エス・アイ・コーポレーション 嵓 歳光 614-8041 京都府 八幡市八幡吉原7-1 075-981-1011 日本自動車リサイクル京都

276 （有）金田商店 金田  貴宏 559-0013 大阪府 大阪市住之江区御崎6-2-4 06-6681-3595 大阪自動車リサイクル協同組合

277 伸和自動車解体 木澤  健司 547-0001 大阪府 大阪市平野区加美北1-22-5 06-6758-7135 大阪自動車リサイクル協同組合

278 （有）シンエイサービス 神野  一郎 572-0038 大阪府 寝屋川市池田新町19-20 072-826-5032 大阪自動車リサイクル協同組合

279 （株）晋山自動車解体 晋山　和彦 591-8011 大阪府 堺市北区南花田町8-1 072-242-8107 大阪自動車リサイクル協同組合

280 （株）関西リビルトパーツ 高野　和憲 577-0826 大阪府 東大阪市大蓮北4-9-25 06-6720-5111 大阪自動車リサイクル協同組合

281 常谷商店 常谷  義行 556-0022 大阪府 大阪市浪速区桜川4-17-7 06-6561-3086 大阪自動車リサイクル協同組合

282 （株）寺谷自動車商会 寺谷  優 569-0835 大阪府 高槻市大字三島江223 072-678-1048 大阪自動車リサイクル協同組合

283 埜村自動車商事（株） 埜村  岳史 546-0002 大阪府 大阪市東住吉区杭全7-1-20 06-6713-1345 大阪自動車リサイクル協同組合

284 阪海自動車（株） 東原  薫 559-0031 大阪府 大阪市住之江区南港東2-1-10 06-6612-7281 大阪自動車リサイクル協同組合

285 （株）マッセズ商会 西  芳治 570-0033 大阪府 守口市大宮通4-15-2 06-6996-6555 大阪自動車リサイクル協同組合

286 （有）山本解体 杉田　初見男 591-8011 大阪府 堺市北区南花田町248-3 072-251-3053 大阪自動車リサイクル協同組合

287 桂木産業（株） 赤松  健一 599-8253 大阪府 堺市中区深阪2-11-31 072-235-6666 大阪自動車リサイクル協同組合

288 （株）吉村解体 吉村　邦敏 583-0847 大阪府 羽曳野市大黒159-1 0729-58-3815 大阪自動車リサイクル協同組合

289 カー・ブレイク森井 森井　晃二 577-0827 大阪府 東大阪市衣摺5-5-2 06-6727-5050 大阪自動車リサイクル協同組合

290 （株）ミヤモト 宮本　眞希 552-0002 大阪府 大阪市港区市岡元町1-2-15 06-6582-9555 大阪自動車リサイクル協同組合

291 （株）伸生スクラップ 多屋　貞一 587-0042 大阪府 堺市美原区木材通4-15-15 072-362-1176 大阪自動車リサイクル協同組合

292 （株）菊水自動車工業 福本　俊雄 570-0041 大阪府 守口市東郷通2-8-20 06-6991-6223 大阪自動車リサイクル協同組合

293 （株）大衆自動車商会 神川　薫 572-0077 大阪府 寝屋川市点野5-21-8 072-838-1314 大阪自動車リサイクル協同組合

294 （株）清水 清水　教夫　 595-0811 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡北3-11-38 0725-21-6025 大阪自動車リサイクル協同組合

295 （株）新井商会 新井　栄 671-1132 兵庫県 姫路市大津区勘兵衛町4-33-1 079-239-6786 日本自動車リサイクル兵庫

296 （有）丸協商会 北川　博和 671-2422 兵庫県 姫路市安富町塩野267-1 079-066-2032 日本自動車リサイクル兵庫

297 （株）淺田自動車部品 淺田　直也 671-2244 兵庫県 姫路市実法寺51-1 079-268-3220 日本自動車リサイクル兵庫

298 （株）桜井 桜井　日出男 660-0857 兵庫県 尼崎市西向島町15-4 06-6414-2222 日本自動車リサイクル兵庫

299 （株）西友商会 粂野　仁 664-0842 兵庫県 伊丹市森本9-17-1 072-782-5411 日本自動車リサイクル兵庫

300 （株）多田自動車商会 平田　武士 673-0433 兵庫県 三木市福井2265-2 0794-83-0162 日本自動車リサイクル兵庫

https://www.mie-p.co.jp/
https://www.acmori.co.jp/
https://www.mie-arc.or.jp/
https://psinet.co.jp/
http://recycle-shinwa.com/
https://www.sjk-recycle.com/
http://www.krp-net.co.jp/index.html
http://www.teratani-car.net/?mode=pc
https://nomuradome21.com/
https://www.hankaijidousya.com/
https://elv.co.jp/
https://www.yoshimura-kaitai.co.jp/
http://www.carbreak-morii.com/
https://www.miyamoto-truck.co.jp/
http://www.shinsei-ltd.co.jp/
http://www.haisha-hikitori.com/
http://www.taishu.co.jp/
http://www.arai-co-ltd.com/index.php
http://www.marukyo-syoukai.com/
http://www.asada-parts.jp/pc/
http://www.sakurai-2222.com/
https://www.kuruma-arigatou.com/
https://www.118-2.com/


一般社団法人 日本自動車リサイクル機構　正会員一覧 2023/5/11現在

会社名 氏　名 郵便番号 都道府県 会社住所 会社電話番号 備考（所属団体等）

301 （株）ワールドパーツ 横山　雄三 677-0056 兵庫県 西脇市板波町378 0795-24-3312 日本自動車リサイクル兵庫

302 （有）小屋自動車工業 小屋　龍二 673-0453 兵庫県 三木市別所町下石野字相野中1399 0794-89-0230 日本自動車リサイクル兵庫

303 （有）オートパーツ光伸 光山　光一 669-1331 兵庫県 三田市東本庄296-2 079-568-7766 日本自動車リサイクル兵庫

304 （株）堀尾自動車部品 福原　光宣 670-0981 兵庫県 姫路市西庄甲236-2 079-298-4650 日本自動車リサイクル兵庫

305 （株）川島商会 川島　準一郎 658-0033 兵庫県 神戸市東灘区向洋町西2-2-1 078-200-5610 日本自動車リサイクル兵庫

306 （有）HIRO・INTERNATIONAL 新井　裕明 671-1241 兵庫県 姫路市網干区興浜410-20 079-273-3366 日本自動車リサイクル兵庫

307 （株）B&B TRADING 尾川　洋一 679-4221 兵庫県 姫路市林田町林谷608-1 079-261-3749 一般（支部）会員

308 ロイヤルオートパーツ（株） 佐々木　健治 673-0442 兵庫県 三木市別所町興冶724-141 0794-83-6755 一般（支部）会員

309 鍵谷自動車商会 鍵谷  秀樹 633-0122 奈良県 桜井市出雲1304-1 0744-47-7878 日本自動車リサイクル奈良

310 松長商店 松長　正夫 635-0023 奈良県 大和高田市日ノ出東本町21-29 0745-52-5566 日本自動車リサイクル奈良

311 （株）井戸本 井戸本　直也 639-2277 奈良県 御所市室226 0745-63-1611 日本自動車リサイクル奈良

312 （株）紀南パーツ 河村　武志 645-0012 和歌山県 日高郡みなべ町山内56 0739-84-2222 日本自動車リサイクル和歌山

313 （有）西川商会 西川　正克 680-0942 鳥取県 鳥取市湖山町東3-13 0857-28-9011 山陰ELVリサイクル協議会

314 （有）東和 春山　貞洙 689-2304 鳥取県 東伯郡琴浦町逢束48 0858-52-2998 山陰ELVリサイクル協議会

315 （有）大村自動車商会 大村　相一 683-0102 鳥取県 米子市和田町2038-1 0859-21-5517 山陰ELVリサイクル協議会

316 （有）永川商店 永川　秀雄 682-0041 鳥取県 倉吉市河北町131 0858-26-0878 山陰ELVリサイクル協議会

317 （有）大成商事 佐田山　有史 683-0851 鳥取県 米子市夜見町3088 0859-29-3181 山陰ELVリサイクル協議会

318 （有）金山自動車 金山　栄勝 683-0006 鳥取県 米子市車尾2-5-12 0859-32-2701 山陰ELVリサイクル協議会

319 （株）テクニカルクリーン　 船越　良祐 689-3524 鳥取県 米子市石州府732-92 0859-27-5388 JARAグループ

320 （有）新栄商会 米澤　一也 692-0001 島根県 安来市赤江町3361-30 0854-28-6079 山陰ELVリサイクル協議会

321 （株）山陰エコ・リサイクル 福島　克治 690-1312 島根県 松江市美保関町森山15 0852-72-9301 山陰ELVリサイクル協議会

322 （有）山陰UP販売 金山　吉泰 692-0026 島根県 安来市吉佐町2 0854-23-2466 山陰ELVリサイクル協議会

323 （有）ヒラオカ　島根オートリサイクルセンター 平岡　官一 693-0104 島根県 出雲市稗原町4580-1 0853-48-2605 山陰ELVリサイクル協議会

324 （有）松江第一部品 上野　誠喜 699-0405 島根県 松江市宍道町上来待2040 0852-66-3977 山陰ELVリサイクル協議会

325 ウェイクパーツ（有）和気商店 和氣　大輔 700-0954 岡山県 岡山市南区米倉86 086-243-9003 岡山自動車リサイクル協同組合

326 （株）桃太郎部品 岸本　恭秀 701-0145 岡山県 岡山市北区今保661-11 086-244-1100 岡山自動車リサイクル協同組合

327 岡崎車輌部品（株） 岡崎　晃 701-4271 岡山県 瀬戸内市長船町長船1224-1 0869-66-8511 岡山自動車リサイクル協同組合

328 （有）Mオート 森　真人 702-8024 岡山県 岡山市南区浦安南町226 086-264-8628 岡山自動車リサイクル協同組合

329 （有）佐々木商店 佐々木　健二 703-8204 岡山県 岡山市中区雄町3-6 086-279-5939 岡山自動車リサイクル協同組合

330 北川商会 北川　博之 703-8216 岡山県 岡山市東区宍甘352 086-278-9183 岡山自動車リサイクル協同組合

https://worldparts.co.jp/
http://koya-autoparts.secret.jp/index.html
http://www.autoparts-kohshin.com/
https://www.horio-carparts.jp/
http://www.e-kawasima.co.jp/
https://royalautoparts.co.jp/
https://www.kagitani7878.com/
http://www.idomoto.co.jp/index.htm
http://kuruma-tetsujin.com/kinan/
https://nishikawashokai.jp/
http://omura-autoparts.com/
https://www.nagakawa-syouten.com/
http://taisei-shoji.co.jp/
http://www.technicalclean.com/
https://www.s-e-r.jp/
https://sanin-up.jp/
https://www.hiraoka.asia/
https://m1b.site/
https://wake-parts.jp/
https://momo-parts.jp/
https://okazakis.co.jp/
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331 （有）成本商店 成本　晃一 703-8261 岡山県 岡山市中区海吉1850 086-277-9037 岡山自動車リサイクル協同組合

332 岡山オートリサイクルセンター（有）宇野自工 今井　勇一 703-8264 岡山県 岡山市中区倉富440 086-276-5005 岡山自動車リサイクル協同組合

333 （有）出射自動車 出射　稔 704-8132 岡山県 岡山市東区邑久郷462-2 086-946-0074 岡山自動車リサイクル協同組合

334 （株）BAN 潘　健次 708-0314 岡山県 苫田郡鏡野町沢田393 0868-54-7788 岡山自動車リサイクル協同組合

335 （有）丸三商会 尾高　伸磁 709-1204 岡山県 岡山市南区西高崎26-3 086-362-1963 岡山自動車リサイクル協同組合

336 （株）RCヨコタ 横田　健二 710-0004 岡山県 倉敷市西坂1404 086-463-3300 岡山自動車リサイクル協同組合

337 （株）ズシ 厨司　忠泰 710-0027 岡山県 倉敷市西田420-3 086-428-5594 岡山自動車リサイクル協同組合

338 星島自動車解体 星島　武志 710-0151 岡山県 岡山市南区植松536-1 086-362-0254 岡山自動車リサイクル協同組合

339 クレストパーツ（株）中村解体 中村　昌徳 712-8003 岡山県 倉敷市水島明神町5-20 086-446-2041 岡山自動車リサイクル協同組合

340 （株）コーモト 河本　洋雄 712-8024 岡山県 倉敷市水島北春日町13-10 086-444-2175 岡山自動車リサイクル協同組合

341 （有）前田商会 前田　浩己 719-1112 岡山県 総社市窪木904-4 0866-93-7151 岡山自動車リサイクル協同組合

342 （株）ナカタイ 中村　吉浩 712-8051 岡山県 倉敷市中畝7-5-23 086-448-6617 岡山自動車リサイクル協同組合

343 （有）おまち商会 時信　康映 703-8204 岡山県 岡山市中区雄町245-1 086-278-1330 岡山自動車リサイクル協同組合

344 カーベキューセンター岡山 須藤　積成 701-0221 岡山県 岡山市南区藤田566-39 086-296-5788 岡山自動車リサイクル協同組合

345 全本金属興業（株） 丸尾　豪紀 708-0844 岡山県 津山市瓜生原204-1 0868-26-8000 岡山自動車リサイクル協同組合

346 （株）並松商会 並松　忠幸 712-8055 岡山県 倉敷市南畝6-14-59 086-455-0734 岡山自動車リサイクル協同組合

347 （有）イムラントレーディングカンパニー ハジ・スタナ・ゴル 709-4216 岡山県 美作市山手42-2 0868-76-0127 岡山自動車リサイクル協同組合

348 （有）アヤンインターナショナル カーン ビスミラー 709-4211 岡山県 美作市五名1995-2 0868-75-3915 岡山自動車リサイクル協同組合

349 （株）ユニコ 木村　政浩 705-0032 岡山県 備前市麻宇那926-3 0869-67-1435 岡山自動車リサイクル協同組合

350 （株）古谷商会 古谷　一夫 739-0002 広島県 東広島市西条町吉行413 0824-23-9311 日本自動車リサイクル広島

351 （有）UPF 杉谷　孝志 739-0265 広島県 東広島市志和町冠135-1 0824-33-5579 日本自動車リサイクル広島

352 （有）アールシステムズ 佐藤　謙介 739-1752 広島県 広島市安佐北区上深川町959 082-823-3477 日本自動車リサイクル広島

353 （株）興整 秋山　宰司 720-0844 広島県 福山市赤坂町大字早戸361-1 084-951-1272 日本自動車リサイクル広島

354 ツネイシカムテックス（株） 曽我　友成 720-0313 広島県 福山市沼隅町常石1083 084-987-4060 日本自動車リサイクル広島

355 エコテクノ（株） 砂原　琢也 731-0101 広島県 広島市安佐南区八木2-6-53 082-832-0345 日本自動車リサイクル広島

356 （有）タイセイ 岩本　信之 736-0089 広島県 広島市安芸区畑賀町3423-1 082-827-0371 日本自動車リサイクル広島

357 （株）カーリユース 桒田　憲志 720-2124 広島県 福山市神辺町川南590 084-962-2227 日本自動車リサイクル広島

358 （株）荒谷商会 和田　孝美 737-0921 広島県 呉市苗代町445-1 0823-30-5225 日本自動車リサイクル広島

359 スズキ中国販売（株） 横山　良憲 729-0141 広島県 尾道市高須町5030 0848-46-0155 日本自動車リサイクル広島

360 （有）村上パーツ 村上　統治 739-0269 広島県 東広島市志和町志和堀367-1 082-420-5570 株式会社システムオートパーツ（SAP）

https://www.oarc.co.jp/
http://ban-recycle.jp/
http://www.rc-yokota.com/
https://www.crest-parts.jp/
http://www.omachi-shokai.com/
http://www.zenshin.gr.jp/kinzoku/index.html
http://www.namimatsu.jp/
https://www.unico.jp/
https://itp.ne.jp/info/348809622400000899/
https://www.upf.co.jp/
http://www.r-systems.co.jp/
https://www.kamtecs.co.jp/
http://taiseiweb.jp/
http://carreuse.sakura.ne.jp/index.html
https://aratanishoukai.jp/
https://www.murakamiparts.com/
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361 （株）シーパーツ 岡本　明宏 742-0417 山口県 岩国市周東町下久原1811-1 0827-84-0188 山口RVU

362 （株）新和商会 広城　吉雄 744-0023 山口県 下松市大字末武中1225 0833-43-8370 山口RVU

363 （株）オートパーツ幸城 四之宮　英一 759-0204 山口県 宇部市妻崎開作776-3 0836-44-2412 山口RVU

364 （有）J-ENGINE LAND ザフィヤ　エマムディン 744-0074 山口県 下松市潮音町8-2-35 0833-44-1002 山口RVU

365 三木資源（株） 三木　康弘 770-0942 徳島県 徳島市昭和町8-27 088-622-0236 日本自動車リサイクル徳島

366 （有）小柴自動車商会 小泉　弘旨 761-8003 香川県 高松市神在川窪町152-5 087-882-1455 香川県自動車リサイクル協同組合

367 西村商会 西村　育美 761-8057 香川県 高松市田村町707 087-867-7873 香川県自動車リサイクル協同組合

368 四国交産（株） 篠原　裕紀 763-0086 香川県 丸亀市飯野町西分甲578-11 0877-22-5495 香川県自動車リサイクル協同組合

369 （有）日誠産業 金子　眞士 765-0061 香川県 善通寺市吉原町1691-1 0877-62-9200 香川県自動車リサイクル協同組合

370 （同）カネシン 金本　崇弘 768-0051 香川県 観音寺市木之郷町1779-1 0875-27-8110 香川県自動車リサイクル協同組合

371 （株）ヤツヅカ 八束　和志 799-3111 愛媛県 伊予市下吾川1874-5 089-982-0808 愛媛自動車部品リサイクル協同組合

372 （株）エリサジャパン 渡部　奈月 799-2407 愛媛県 松山市下難波甲213-1 089-911-7600 愛媛自動車部品リサイクル協同組合

373 安岡金属（株） 安岡　邦彦 781-2120 高知県 吾川郡いの町枝川1253 088-892-0800 一般会員

374 （有）土居商店 土居　雄一 783-0085 高知県 南国市十市4703 088-865-0307 一般会員

375 （有）尼岡産業 尼岡　良夫 808-0021 福岡県 北九州市若松区響町1-62-26 093-751-4182 北九州ELV協同組合

376 （有）ヤマダ商会 山田　利美 808-0021 福岡県 北九州市若松区響町1-62-26 093-751-7888 北九州ELV協同組合

377 （有）ビッグ大里 大里　茂夫 808-0021 福岡県 北九州市若松区響町1-62-25 093-751-2107 北九州ELV協同組合

378 （株）三橋パーツ 三橋　裕司 808-0021 福岡県 北九州市若松区響町1-62-26 093-752-4182 北九州ELV協同組合

379 （株）凪野メタル 堤　正博 808-0021 福岡県 北九州市若松区響町1-62-25 093-771-5566 北九州ELV協同組合

380 （株）モリタ 森田　光弘 808-0021 福岡県 北九州市若松区響町1-62-26 093-752-6033 北九州ELV協同組合

381 （有）太陽興業 辻　隆雄 808-0021 福岡県 北九州市若松区響町1-62-26 093-752-7530 北九州ELV協同組合

382 （有）小川商会 小川　欣也 830-1101 福岡県 久留米市北野町中川956-1 0942-78-3744 シーライオンズクラブ（SLC）

383 （株）福港商会 金島　康二 811-2124 福岡県 糟屋郡宇美町若草2-11-7 092-692-6341 シーライオンズクラブ（SLC）

384 WARC西日本オートリサイクル（株） 植田　英男 808-0021 福岡県 北九州市若松区響町1-62 093-752-3270 NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

385 （有）北崎商会 北崎　貞由紀 800-0365 福岡県 京都郡苅田町苅田1109-1 093-434-6600 一般（支部）会員

386 ターボサービス　オキ 沖西　浩二 811-3521 福岡県 福津市勝浦612-1 0940-36-9907 一般（支部）会員

387 （株）エイ・ティ・エム 島野　敬 800-0304 福岡県 京都郡苅田町鳥越町1-50 093-435-2082 一般（支部）会員

388 （株）創業 前田　剛志 840-0862 佐賀県 佐賀市嘉瀬町大字扇町2342 0952-25-2630 佐賀県自動車解体部品協同組合

389 （有）吉原商会 吉原　新司 843-0002 佐賀県 武雄市朝日町大字中野10797-1 0954-22-2981 佐賀県自動車解体部品協同組合

390 大坪産業（株） 陣内　元治 840-2223 佐賀県 佐賀市東与賀町大字飯盛2634-1 0952-45-1563 佐賀県自動車解体部品協同組合

https://seaparts.jp/
http://shinwa-shoukai.com/
https://ap-kojo.net/
https://www.sansi.co.jp/
https://rrkoshiba.com/
https://www.shikokukousan.com/
https://www.nisseico.net/
https://www.yatsuzuka.co.jp/
https://ehime-recycle-k.com/
https://www.yasuoka-kinzoku.co.jp/home
https://www.amaoka.net/
http://www.big-oosato.jp/
https://www.morita-motors.co.jp/
http://廃車買取りの太陽.fukuoka.jp/
http://fukkou.com/
https://warc.co.jp/
https://www.parts-atm.com/index.html
https://ohtsubo-saga.co.jp/
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391 （株）パーツライン 多久島　幹代 857-1161 長崎県 佐世保市大塔町1245 0956-33-1532 長崎自動車中古部品卸売業組合

392 （有）中村商店 中村　一秋 854-1122 長崎県 諌早市飯盛町佐田1042-１ 0957-48-0606 長崎自動車中古部品卸売業組合

393 （株）アール・トーヨー 斎木　崇司 851-3101 長崎県 長崎市西海町3052-1 095-884-2781 長崎自動車中古部品卸売業組合

394 （株）キタグチ 北口　誠 861-4109 熊本県 熊本市南区日吉2-11-40 096-357-8400 ELV熊本協同組合

395 （有）工藤アルミ商会 工藤　幸男 861-1104 熊本県 菊池郡大津町杉水3648-1 096-294-3180 ELV熊本協同組合

396 （有）熊本平成パーツ 岡本　俊光 861-2205 熊本県 上益城郡益城町大字杉堂871-2 096-232-5055 ELV熊本協同組合

397 （株）島自動車解体部品 島　和彦 866-0893 熊本県 八代市海士江町2662-1 0965-33-9324 ELV熊本協同組合

398 （有）田島自動車商会 田島　龍三 861-5512 熊本県 熊本市北区梶尾町1557-1 096-242-5221 ELV熊本協同組合

399 （株）谷川 谷川　精一郎 868-0501 熊本県 球磨郡多良木町多良木2721-3 0966-42-2152 ELV熊本協同組合

400 （株）パーツランド東部 川上　豊 861-1115 熊本県 合志市豊岡2000-158 096-248-2333 ELV熊本協同組合

401 （有）まこと商会 村田　眞一郎 866-0032 熊本県 八代市新開町3-86 0965-37-1371 ELV熊本協同組合

402 （有）熊南金属 石坂　浩秋 861-3203 熊本県 上益城郡御船町高木1841-1 096-282-2752 ELV熊本協同組合

403 （有）村上商店 村上　博信 861-0115 熊本県 鹿本郡植木町米塚1203-1 096-274-7155 ELV熊本協同組合

404 （株）オガタ車輌 緒方　義男 861-4101 熊本県 熊本市南区近見8-1305-1 096-326-9870 ELV熊本協同組合

405 （有）オートパーツムラサト 村里　安信 861-4155 熊本県 熊本市南区富合町南田尻5 096-357-3234 ELV熊本協同組合

406 （有）田島車輌 田島　竜一 861-8043 熊本県 熊本市東区戸島西6-13-45 096-365-4581 ELV熊本協同組合

407 片山自動車商会 片山　栄造 864-0131 熊本県 荒尾市川登道閉1165-1 0968-68-1313 ELV熊本協同組合

408 （有）前田商会 前田　茂 864-0163 熊本県 荒尾市野原1014-2 0968-68-4426 ELV熊本協同組合

409 （有）ミツバ商会 中西　孝二 869-0416 熊本県 宇土市松山町3232-1 0964-33-0900 ELV熊本協同組合

410 池田商会 池田　一広 864-0022 熊本県 荒尾市桜山町3-9-7 0968-68-2042 ELV熊本協同組合

411 （有）大清解体 阿部　博 879-5512 大分県 由布市挾間町来鉢字ムタ216-2 097-583-8191 大分県ELV商業組合

412 （有）松本物産 松本　憲治 870-0126 大分県 大分市大字横尾651-1 097-520-3700 大分県ELV商業組合

413 東邦物産（株） 佐藤　景三 874-0913 大分県 別府市大字北石垣1513 0977-24-2245 大分県ELV商業組合

414 （株）オートリサイクルナカシマ 中島　邦晃 877-0003 大分県 日田市上城内町1365-3 0973-23-0327 大分県ELV商業組合

415 ユアサ商会 湯浅　隆雄 870-0124 大分県 大分市大字毛井1221 097-520-2938 大分県ELV商業組合

416 （株）EARTH 園田　昇 870-1123 大分県 大分市大字寒田726-1 097-568-7518 大分県ELV商業組合

417 （有）サンコーパーツ 土谷　豊幸 870-0951 大分県 大分市大字下郡山の手2-54 097-568-3285 大分県ELV商業組合

418 龍山パーツ 吉田　秋一 878-0202 大分県 竹田市久住町大字有氏574-10 0974-77-2066 大分県ELV商業組合

419 （有）リサイクルテクノロジー 石川　浩 870-1121 大分県 大分市大字鴛野247 097-568-0367 大分県ELV商業組合

420 （有）松岡アルミ商会 井　幸雄 870-0314 大分県 大分市大字久土2085-1 097-592-3017 大分県ELV商業組合

https://partsline.jp/
https://r-toyo.com/
https://kitaguchi-rp.co.jp/
https://tajima-jidosha.co.jp/
https://partsland-t.com/
https://makoto-shoukai.com/
https://www.apm-net.jp/
https://www.tajima-sharyo.co.jp/
http://www.rpmmaeda.com/
https://taiseikaitai.com/
http://www.tohobussan.jp/
https://nakashima.gr.jp/
http://www.risateku.com/index.html
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421 （株）赤江解体 松葉　敏郎 880-0912 宮崎県 宮崎市大字赤江781-2 0985-52-1993 宮崎県ELV協同組合

422 （株）久保田オートパーツ 久保田　泰規 880-2116 宮崎県 宮崎市細江字板川4231 0985-62-3939 宮崎県ELV協同組合

423 （有）オートパーツシステム 里見　義明 885-0004 宮崎県 都城市都北町4878 0986-47-1810 宮崎県ELV協同組合

424 （有）ユーピー宮崎 倉内　和寛 889-1914 宮崎県 北諸県郡三股町蓼池4165 0986-52-7054 宮崎県ELV協同組合

425 （有）宮崎商会 宮崎　敏夫 884-0006 宮崎県 児湯郡高鍋町大字上江6217-5 0983-22-1017 宮崎県ELV協同組合

426 （株）光栄 奥田　孝 889-4411 宮崎県 西諸県郡高原町広原4868-13 0984-25-6039 宮崎県ELV協同組合

427 井上オートリサイクル 持原　伸介 881-0001 宮崎県 西都市大字岡富870-1 0983-41-1725 宮崎県ELV協同組合

428 （株）ヒノデリユースセンター 染矢　章二 882-0003 宮崎県 延岡市稲葉崎町4-1077-1 0982-33-2272 シーライオンズクラブ（SLC）

429 （株）オートパーツ伊地知 伊地知　志郎 891-0116 鹿児島県 鹿児島市上福元町7316 099-267-0468 鹿児島県ELV協同組合

430 （有）タバタ商会 牧口　正弘 893-0022 鹿児島県 鹿屋市旭原町2568 0994-43-2068 鹿児島県ELV協同組合

431 （有）鹿児島パーツ 西　哲郎 897-0221 鹿児島県 南九州市川辺町田部田5071-2 0993-56-1066 鹿児島県ELV協同組合

432 （有）南日本貿易 江島　創 893-1605 鹿児島県 鹿屋市串良町上小原4729 0994-31-4100 鹿児島県ELV協同組合

433 久場自動車 久場　景一 901-1101 沖縄県 島尻郡南風原町大名213 098-889-0112 沖縄県自動車リサイクル協同組合

434 北中自動車解体 宮城　安規 901-2316 沖縄県 中頭郡北中城村字安谷屋1039-1 098-935-2003 沖縄県自動車リサイクル協同組合

435 （同）MU自動車解体所 松田　千枝子 901-2413 沖縄県 中頭郡中城村字津覇1015 098-895-4946 沖縄県自動車リサイクル協同組合

436 （株）チャレンジ 垣花　善則 901-2405 沖縄県 中頭郡中城村字屋宜735-1 098-895-6825 沖縄県自動車リサイクル協同組合

437 森解体所 森山　建一 904-2142 沖縄県 沖縄市登川808 098-937-5470 沖縄県自動車リサイクル協同組合

438 （有）丸平商会 平田　嗣幸 904-2143 沖縄県 沖縄市知花5-32-3 098-937-1566 沖縄県自動車リサイクル協同組合

439 MR車体工業 松田　智 904-2301 沖縄県 うるま市与那城照間1003-1 098-978-1195 沖縄県自動車リサイクル協同組合

440 （有）金城運送 藤原　心 907-0024 沖縄県 石垣市新川2189-4 0980-82-2135 沖縄県自動車リサイクル協同組合

441 （有）比嘉解体所 比嘉　章夫 901-0232 沖縄県 豊見城市伊良波679-6 098-856-0932 沖縄県自動車リサイクル協同組合

442 （株）宮里解体所 目差　隆旭 904-2234 沖縄県 うるま市洲崎12-39 098-937-6993 沖縄県自動車リサイクル協同組合

443 （有）ニューサウスウインド 砂川　盛三 906-0008 沖縄県 宮古島市平良荷川取535 0980-73-0354 沖縄県自動車リサイクル協同組合

444 大阪自店 高江洲　恵喜 906-0012 沖縄県 宮古島市平良字西里825 0980-72-0227 沖縄県自動車リサイクル協同組合

445 TKリサイクル与那国 照屋　幸吉 907-1801 沖縄県 八重山郡与那国町与那国4814 0980-87-3085 沖縄県自動車リサイクル協同組合

446 南風原自動車解体所 池間　廣 901-2417 沖縄県 中頭郡中城村伊集145-1 098-942-3788 沖縄県自動車リサイクル協同組合

447 （同）福来多 松原　博 906-0013 沖縄県 宮古島市平良字下里3107-1025 0980-73-5877 沖縄県自動車リサイクル協同組合

448 ミツル商会 金城　満 904-2172 沖縄県 沖縄市泡瀬1-17-3 098-929-3395 沖縄県自動車リサイクル協同組合

449 シートメタル並里 並里　俊和 905-0502 沖縄県 国頭郡伊江村字東江前789-2 0980-49-5200 沖縄県自動車リサイクル協同組合

450 やえやま環境開発（株） 赤山　丈人 907-0013 沖縄県 石垣市浜崎町2-6-6 0980-83-3639 沖縄県自動車リサイクル協同組合

https://www.akae-rp.co.jp/
https://www.kubotaap.com/
https://www.up-miyazaki.com/
https://hinode-reuse.jp/
https://api-net.com/
https://r.goope.jp/sr-46-4634511066
https://mujidou.wixsite.com/website
http://www.c82.jp/index.shtml
http://www.morikaitai.com/
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451 （有）末松モービル 末松　悟 905-1152 沖縄県 名護市伊差川246-1 0980-53-3993 沖縄県自動車リサイクル協同組合

452 カミヤ自動車解体パーツセンター 神谷　清保 904-2161 沖縄県 沖縄市古謝2-30-1 098-938-7708 沖縄県自動車リサイクル協同組合

453 島尻自動車解体所 島尻　辰也 904-2233 沖縄県 うるま市豊原4-4 098-973-7044 沖縄県自動車リサイクル協同組合

454 登川解体（株） HASSAN MOHAMMAD ISMAIL 904-2142 沖縄県 沖縄市登川952-1 080-3444-2303 沖縄県自動車リサイクル協同組合

455 仲宗根自動車（株） 仲宗根　武良 904-2142 沖縄県 沖縄市字登川1192-1 098-937-8930 沖縄県自動車リサイクル協同組合

456 粟國ボディー 粟國　政貴 904-2201 沖縄県 うるま市昆布７１７ 098-972-7255 沖縄県自動車リサイクル協同組合

457 二葉リサイクル 伊良部　妙子 907-0002 沖縄県 石垣市字真栄里401 0980-83-5336 沖縄県自動車リサイクル協同組合

458 ガレージHINATA 前原　僚 904-2171 沖縄県 沖縄市高原4-7-9 098-989-4709 沖縄県自動車リサイクル協同組合

459 （株）cantik沖縄 下地　則充 906-0013 沖縄県 宮古島市平良下里字下里2137-2 0980-79-0200 沖縄県自動車リサイクル協同組合

460 （株）ハーリーデジタルインターナショナル チェ ヘンリー ニバ 904-1112 沖縄県 うるま市石川楚南498-7 098-972-5051 沖縄県自動車リサイクル協同組合

461 拓南商事（株） 古波津　昇 904-2234 沖縄県 うるま市字州崎8-2 098-934-8010 自動車補修部品研究会

462 沖縄フロン回収処理（株） 喜友名　朝司 901-2134 沖縄県 浦添市字港川401 098-874-2521 一般（支部）会員

463 （株）拓琉金属 古波津　清正 901-2134 沖縄県 浦添市字港川495-9 098-876-3548 一般（支部）会員

464 （株）拓琉リサイクル研究センター 古波津　清盛 904-2142 沖縄県 沖縄市登川3513-1 098-939-9811 一般（支部）会員

https://www.suematsu.biz/
https://www.nakasone-car.com/
https://agunibody.com/
https://www.takunanrecycle.co.jp/
http://www.takuryu.co.jp/

