使用済自動車の再資源化に関する法律に基づくフロン類回収業者の登録状況
許可番号

許可年月日

氏名又は名称

※この名簿は、平成２９年４月１日現在のものです。
事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20852000539 平成25年12月2日

あけぼの有限会社

あけぼの有限会社

富山県富山市草島４２９番地

076-435-4640

20852000418 平成24年9月24日

有限会社浅井自動車工業

有限会社浅井自動車工業

富山県富山市八尾町黒田１４５６番地

076-455-1411

20852000425 平成24年10月1日

株式会社アサオ

株式会社アサオ

富山県富山市中大久保１７３番地の２０

076-468-2366

20852000585 平成24年6月14日

株式会社ＡＬＬＩＡＮＣＥ ＧＲＯＵＰ

ＡＬＬＩＡＮＣＥ ＧＲＯＵＰ Ｃｏ.,Ｌｔｄ

富山県富山市婦中町中名１５５４番地２０

076-461-7548

20852000079 平成24年10月2日

有倉 夏樹

有倉自動車整備工場

富山県富山市住吉町一丁目６番１８号

076-421-2354

20852000415 平成24年8月8日

イースタン自動車株式会社

イースタン自動車株式会社

富山県富山市婦中町宮ヶ島３２８番地の１

076-465-2737

20852000462 平成24年9月24日

株式会社ｲｰﾋﾟｰｴﾑ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

株式会社イーピーエム・コーポレーション富山中央店

富山県富山市婦中町下轡田２３４番地１

076-466-4700

20852000504 平成25年3月31日

有限会社石田モータース

有限会社石田モータース

富山県富山市高木東182番地

076-436-1438

20852000511 平成24年5月10日

株式会社ＳＩＶ

株式会社ＳＩＶ

富山県富山市水橋市田袋１７７番地

076-478-3506

20852000417 平成24年7月26日

尾下 高義

中央オートパーツ

富山県富山市婦中町長沢３３０７番地１

076-469-4191

20852000231 平成24年12月13日 角川 久夫

角川自動車整備工場

富山県富山市鍋田２番４７号

076-451-7234

20852000169 平成24年9月24日

有限会社亀村自動車商会

有限会社亀村自動車商会

富山県富山市八町東１６８番地

076-435-1109

20852000545 平成26年3月12日

有限会社冠コーポレーション

有限会社冠コーポレーション

富山県富山市寺島１３１７番地２

076-407-4104

20852000005 平成24年6月28日

有限会社国村自動車

有限会社国村自動車

富山県富山市日方江１４２２番地２

076-437-9260

20852000065 平成24年8月20日

株式会社グリーンガレージ

株式会社グリーンガレージ

富山県富山市上野１８８番地

076-428-9250

20852000094 平成24年8月29日

株式会社互光自動車

株式会社互光自動車

富山県富山市問屋町二丁目1番8号

076-451-2501

20852000327 平成26年10月28日 有限会社コスモスコーポレーション

有限会社コスモスコーポレーション草島工場

富山県富山市金山新石田割１１番地

076-435-6510

20852000004 平成24年6月28日

株式会社サナック

株式会社サナック

富山県富山市八町７８４８番地

076-436-5141

20852000212 平成27年9月16日

有限会社サミット

有限会社サミット

富山県富山市掛尾町３３６番地の１

076-422-6686

20852000538 平成28年1月21日

株式会社Zima

株式会社Zima

富山県富山市新庄本町三丁目１６３番地４

076-407-5751

20852000006 平成24年6月28日

株式会社松電舎

株式会社松電舎

富山県富山市奥井町９番地１

076-432-5454

20852000194 平成24年10月8日

新光モータース株式会社

新光モータース株式会社

富山県富山市四ツ葉町６番６号

076-432-4561

許可番号

許可年月日

20852000343 平成27年6月28日

事業所の名称

氏名又は名称
新日本車輌有限会社

事業所の所在地

事業所の電話番号

新日本車輌有限会社

富山市安養寺３９５番地の１

076-429-1130

20852000198 平成24年12月20日 株式会社スズキアリーナ富山東

株式会社スズキアリーナ富山東

富山県富山市針原中町８９８番地５

076-451-8989

20852000269 平成25年1月16日

株式会社スズキ自販富山

株式会社スズキ自販富山

富山県富山市掛尾町４１６番地の１

076-425-3950

20852000181 平成24年10月1日

株式会社第一電工舎

株式会社第一電工舎

富山県富山市泉町一丁目２番４号

076-423-6611

20852000526 平成24年12月26日 有限会社ダイケー

有限会社ダイケー 富山工場

富山県富山市草島字砂田３２３番地

076-435-4123

20852000196 平成24年9月27日

株式会社太平電工舎

株式会社太平電工舎

富山県富山市田中町五丁目３番７号

076-423-1100

20852000314 平成26年7月26日

谷 勝弘

谷自動車整備工場

富山県富山市緑町一丁目５番４号

076-424-6313

20852000125 平成24年10月2日

田畑 利光

田畑自動車工業

富山県富山市北代１８８番地２

076-436-0836

20852000195 平成24年10月8日

株式会社中部自動車商会

株式会社中部自動車商会

富山県富山市安養寺６８７番地の１

076-429-5766

20852000156 平成24年9月24日

富山いすゞ自動車株式会社

富山いすゞ自動車株式会社呉羽工場

富山県富山市野口８４２番地

076-436-6111

20852000328 平成26年12月28日 有限会社富山海外貿易

有限会社富山海外貿易

富山県富山市高木３０３４番地５

076-434-9999

20852000108 平成24年9月13日

富山ダイハツ販売株式会社

富山ダイハツ販売株式会社富山店

富山県富山市田中町五丁目２番２１号

076-425-6601

20852000108 平成24年9月13日

富山ダイハツ販売株式会社

富山ダイハツ販売株式会社富山南店

富山県富山市安養寺４６５番地の１

076-428-0505

20852000096 平成24年8月29日

富山トヨペット株式会社

富山トヨペット株式会社富山本店

富山県富山市五福末広町１２３８番地

076-431-8119

20852000096 平成24年8月29日

富山トヨペット株式会社

富山トヨペット株式会社富山東店

富山県富山市針原中町４１８－１

076-451-8707

20852000096 平成24年8月29日

富山トヨペット株式会社

富山トヨペット株式会社富山南店

富山県富山市蜷川２７１－１

076-429-7340

20852000170 平成24年9月24日

富山日産自動車株式会社

富山日産自動車株式会社本社サービス工場

富山県富山市西新庄１１番４６号

076-431-7171

20852000107 平成24年9月13日

富山三菱自動車販売株式会社

富山三菱自動車販売株式会社本社工場

富山県富山市荒川三丁目１番１５号

076-424-2241

20852000107 平成24年9月13日

富山三菱自動車販売株式会社

富山三菱自動車販売株式会社富山南工場

富山県富山市小中７２３番地

076-428-0500

20852000107 平成24年9月13日

富山三菱自動車販売株式会社

富山三菱自動車販売株式会社北部工場

富山県富山市豊田町２丁目７０－１

076-441-4511

20852000109 平成24年9月13日

トヨタカローラ富山株式会社

トヨタカローラ富山株式会社 中島店

富山県富山市中島町２丁目字野際割２３番地８号 076-441-5525

20852000109 平成24年9月13日

トヨタカローラ富山株式会社

トヨタカローラ富山株式会社 カーロッツとやま大町

富山県富山市大町１１－１

076-424-3355

20852000109 平成24年9月13日

トヨタカローラ富山株式会社

トヨタカローラ富山株式会社 本店テクノショップ

富山県富山市綾田町二丁目１０番８号

076-441-4133

許可番号

許可年月日

事業所の名称

氏名又は名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20852000109 平成24年9月13日

トヨタカローラ富山株式会社

トヨタカローラ富山株式会社 パーク４１

富山県富山市小中２３０－１

076-425-1144

20852000109 平成24年9月13日

トヨタカローラ富山株式会社

トヨタカローラ富山株式会社 Ｗｅｓｔ富山

富山県富山市野町１５５番１

076-432-3105

20852000109 平成24年9月13日

トヨタカローラ富山株式会社

トヨタカローラ富山株式会社 呉羽サービスセンター

富山県富山市本郷１７６４番地１２

076-434-1002

20852000598 平成27年9月15日

株式会社トヨタレンタリース富山

株式会社トヨタレンタリース富山

富山県富山市本町６番１８号

076-432-0100

20852000063 平成24年8月20日

株式会社ナイン自動車

株式会社ナイン自動車

富山県富山市新庄銀座三丁目１番６４号

076-451-1190

20852000330 平成26年10月19日 仲井 研一郎

ナカヰ自動車商会

富山県富山市田中町二丁目４番２８号

076-433-9049

20852000002 平成24年6月11日

有限会社中川自動車工業

有限会社中川自動車工業

富山県富山市呉羽町６５０２番地

076-434-1165

20852000457 平成25年4月23日

有限会社中田自動車工業所

有限会社中田自動車工業所

富山県富山市長附７０１番地

076-468-2112

20852000421 平成24年8月27日

株式会社中田モータース

株式会社中田モータース

富山県富山市下大久保２６５１番地の１６

076-468-2323

20852000293 平成25年7月30日

日本オートリサイクル株式会社

日本オートリサイクル株式会社

富山県富山市松浦町７番３０号

076-438-0100

20852000082 平成24年8月27日

ネッツトヨタ富山株式会社

ネッツトヨタ富山株式会社本店

富山県富山市新庄本町三丁目３番３３号

076-451-2828

20852000082 平成24年8月27日

ネッツトヨタ富山株式会社

ネッツトヨタ富山株式会社富山西店

富山県富山市西二俣５９３番地

076-434-4300

20852000082 平成24年8月27日

ネッツトヨタ富山株式会社

ネッツトヨタ富山株式会社富山南店

富山県富山市上野１０番３号

076-429-5600

20852000084 平成24年8月27日

ネッツトヨタノヴェルとやま株式会社 ネッツトヨタノヴェルとやま株式会社山室店

富山県富山市山室新町４１番地

076-492-1111

20852000084 平成24年8月27日

ネッツトヨタノヴェルとやま株式会社 ネッツトヨタノヴェルとやま株式会社掛尾店

富山県富山市掛尾栄町５－５

076-491-6677

20852000067 平成26年9月13日

ハリタ金属株式会社

ハリタ金属株式会社富山支店

富山県富山市森二丁目９番２０号

076-426-0330

20852000204 平成24年10月8日

平野自動車工業有限会社

平野自動車工業有限会社

富山県富山市向新庄町八丁目１番２２号

076-451-8260

20852000001 平成24年9月13日

株式会社ファーレン富山

株式会社ファーレン富山 婦中工場

富山県富山市婦中町下轡田２７０番地１

076-465-1500

20852000442 平成24年10月8日

有限会社ふくい自動車工業

有限会社ふくい自動車工業

富山県富山市八尾町井田５２６番地の２

076-455-1384

20852000056 平成24年8月8日

有限会社北越自動車商会

有限会社北越自動車商会

富山県富山市田中町一丁目５番５５号

076-441-4121

20852000271 平成25年2月24日

株式会社北陸マツダ

北陸マツダ根塚店

富山県富山市新根塚町一丁目７－２２

076-421-6101

20852000271 平成25年2月24日

株式会社北陸マツダ

北陸マツダ富山南店

富山県富山市今泉西部町６－３

076-421-9541

20852000271 平成25年2月24日

株式会社北陸マツダ

北陸マツダ富山本店

富山県富山市新庄町四丁目２番５号

076-424-4831

許可番号

許可年月日

20852000271 平成25年2月24日

事業所の名称

氏名又は名称
株式会社北陸マツダ

事業所の所在地

事業所の電話番号

北陸マツダ呉羽店

富山県富山市呉羽町２５００番地

076-434-2525

20852000211 平成24年11月20日 株式会社ホンダセンター富山

株式会社ホンダセンター富山

富山県富山市下熊野字庄平割２１０番５号

076-429-2368

20852000211 平成24年11月20日 株式会社ホンダセンター富山

株式会社ホンダセンター富山小杉営業所

富山県富山市西二俣５９５番地２

076-436-1477

20852000477 平成27年4月21日

株式会社ホンダ四輪販売北陸

ホンダカーズ北陸 富山インター店

富山県富山市黒崎字寺田割３６５番地の4

076-433-3215

20852000477 平成27年4月21日

株式会社ホンダ四輪販売北陸

オートテラス富山

富山県富山市今泉西部町７番地の５

076-491-1777

20852000477 平成27年4月21日

株式会社ホンダ四輪販売北陸

ホンダカーズ北陸 富山新庄西店

富山県富山市荒川二丁目１７番２０号

076-429-8001

20852000477 平成27年4月21日

株式会社ホンダ四輪販売北陸

ホンダカーズ北陸 富山空港店

富山県富山市蜷川１７７番地

076-493-3955

20852000477 平成27年4月21日

株式会社ホンダ四輪販売北陸

ホンダカーズ北陸 富山新庄店

富山県富山市新庄町二丁目７番２５号

076-441-6677

20852000408 平成24年10月28日 有限会社松崎自動車工業

有限会社松崎自動車工業

富山県富山市八尾町福島３丁目１４５番地

076-455-1511

20852000030 平成26年10月1日

有限会社丸孝自動車工業

有限会社丸孝自動車工業

富山県富山市境野新１７０番地

076-434-3025

20852000497 平成28年4月4日

三菱ふそうトラック・バス株式会社

三菱ふそうトラック・バス株式会社 北陸ふそう富山工場

富山県富山市新庄町二丁目８番地１７号

076-432-5162

20852000436 平成24年10月8日

株式会社宮崎自動車商会

株式会社宮崎自動車商会

富山県富山市婦中町上田島１２１番地の１

076-421-7404

20852000422 平成24年8月27日

宮田自動車工業株式会社

宮田自動車工業株式会社

富山県富山市下大久保３５７６番地

076-468-2288

20852000021 平成24年7月23日

有限会社村上モータース

有限会社村上モータース

富山県富山市中老田７０９番地

076-436-5016

20852000124 平成24年9月24日

山本 勝利

山本自動車サービス

富山県富山市豊若町三丁目９番１９号

076-438-0838

20852000591 平成26年2月27日

UDトラックス株式会社

ＵＤトラックス株式会社富山工場

富山県富山市八町７９００番地

076-436-6141

