使用済自動車の再資源化に関する法律に基づく引取業許可業者の登録状況
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

20851000190 平成24年9月27日

株式会社青木自動車工業

株式会社青木自動車工業

富山県富山市黒崎３３３番地の３

076-425-5672

20851000529 平成25年3月19日

あおば興産株式会社

あおば興産大沢野自動車整備センター

富山県富山市上大久保弁山割１３４６－１

076-468-1611

20851000529 平成25年3月19日

あおば興産株式会社

あおば興産八尾自動車整備センター

富山県富山市八尾町水谷４９番地１

076-455-3618

20851000539 平成25年11月4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

20851000418 平成24年7月31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

20851000425 平成24年9月24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

20851000250 平成24年10月30日

荒木 直久

アラキ自動車

富山県富山市蜷川１２７番地１

076-424-7594

20851000585 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

20851000079 平成24年8月13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

20851000589 平成25年9月26日

株式会社アルシアテック

株式会社アルシアテック

富山県富山市新屋１６２番地５

076-471-7819

20851000338 平成26年10月27日

粟島自動車工業有限会社

粟島自動車工業有限会社

富山県富山市上赤江町一丁目２番２８号

076-432-7967

20851000415 平成24年7月26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ケ島３２８番地の１

076-465-2737

20851000462 平成24年9月13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

20851000008 平成24年6月28日

五百﨑 宏

五百崎自動車商会

富山県富山市呉羽町６５１６番地

076-436-5511

20851000398 平成25年9月4日

有限会社イクラトレーディング

有限会社イクラトレーディング

富山県富山市野口北部１７０－１

076-427-0571

20851000403 平成27年3月2日

有限会社池田モータース

有限会社池田モータース

富山県富山市浜黒崎３３５３番地

076-438-3322

20851000504 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

20851000180 平成24年9月24日

株式会社ＩＤＯＭ

スナップハウス富山掛尾店

富山県富山市掛尾栄店３番地６

076-493-1256

20851000180 平成24年9月24日

株式会社ＩＤＯＭ

ガリバー富山新庄店

富山県富山市荒川２丁目１７－２５

076-443-8288

20851000180 平成24年9月24日

株式会社ＩＤＯＭ

ＬＩＢＥＲＡＬＡ富山

富山県富山市掛尾町３５０番地１

076-420-2116

20851000180 平成24年9月24日

株式会社ＩＤＯＭ

ガリバー富山掛尾店

富山県富山市掛尾町４１５－１

076-494-8770

20851000553 平成27年2月8日

稲場 隆仁

稲場自動車商会

富山県富山市宮園町２４０番地１

076-413-5585

20851000168 平成24年9月19日

イマイ自動車株式会社

イマイ自動車株式会社

富山県富山市下赤江町一丁目１６番６号

076-432-4488

20851000506 平成28年12月14日

井村 栄樹

ESTRAD エストラッド 井村 栄樹

富山県富山市赤田６９９番地８

076-461-5116

許可番号

許可年月日

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20851000411 平成24年7月4日

有限会社イワキ自動車サービス

有限会社イワキ自動車サービス

富山県富山市南大場１番地

076-483-3998

20851000366 平成26年12月13日

イワセ重機産業株式会社

イワセ重機産業株式会社

富山県金山新南２８番地

076-405-2155

20851000335 平成27年6月29日

有限会社ウイングトゥーワン

有限会社ウイングトゥーワン

富山県富山市古寺４０４番地１

076-407-0222

20851000205 平成24年10月15日

碓井 喜文

碓井自動車工業所

富山県富山市南新町２番１６号

076-421-3620

20851000151 平成24年9月13日

有限会社エアポートモーター富山

有限会社エアポートモーター富山

富山県富山市西荒屋２番地

076-429-3883

20851000071 平成24年8月6日

有限会社栄和カーショツプ

有限会社栄和カーショツプ本社営業所

富山県富山市栄町二丁目２番１３号

076-425-1093

20851000511 平成29年3月21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

20851000602 平成28年3月15日

有限会社エムテック

有限会社エムテック

富山県富山市新庄町１６９番地

076-492-5122

20851000206 平成24年10月7日

有限会社エムワイ自動車商会

有限会社ＭＹ自動車商会

富山県富山市向新庄町三丁目１番５３号

076-451-7016

20851000443 平成24年10月8日

有限会社大川原工業

有限会社大川原工業

富山県富山市婦中町広田４５４１番地

076-465-3010

20851000149 平成25年4月25日

株式会社大澤商店

株式会社大澤商店

富山県富山市向新庄町六丁目８番１４号

076-451-0157

20851000456 平成25年3月25日

有限会社オートセールスタケダ

有限会社オートセールスタケダ

富山県富山市八尾町黒田番外１０３番地

076-454-3814

20851000100 平成24年8月29日

有限会社大西自動車

有限会社大西自動車

富山県富山市森三丁目１２番１１号

076-437-9359

20851000584 平成24年4月19日

岡田 昭子

岡田自動車

富山県富山市水橋沖７６番地２

076-478-1330

20851000417 平成24年7月30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

20851000586 平成24年9月10日

株式会社カーチス

カーチス富山

富山県富山市問屋町一丁目６番１０号

076-451-1501

20851000416 平成24年7月30日

有限会社カードック八尾

有限会社カードック八尾

富山県富山市八尾町下新町１０７番地

076-454-2423

20851000427 平成24年9月24日

有限会社加藤自動車

有限会社加藤自動車

富山県富山市婦中町富崎１８５０番地

076-469-2123

20851000112 平成24年9月9日

加藤 善一

加藤自動車商会

富山県富山市新庄本町二丁目９番５５号

076-451-1335

20851000231 平成24年10月17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

20851000603 平成28年6月1日

株式会社オートアスリート

株式会社オートアスリート

富山市横内２５３番地２号

076-493-0186

20851000594 平成26年5月16日

株式会社Ｃｏｎｎ－Ｒｏｄ

Ｃｏｎｎ－Ｒｏｄ

富山県富山市田中町一丁目７番５８号

076-442-7275

20851000169 平成24年9月19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

20851000519 平成24年11月2日

有限会社ガレージアライ

有限会社ガレージアライ

富山県富山市高島４９番地の１

076-438-8839

20851000073 平成24年8月7日

有限会社ガレージロマン

有限会社ガレージロマン

富山県富山市山室２８４番地の４

076-495-7601

許可番号

許可年月日

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20851000583 平成29年2月6日

川口 健治

川口自動車整備工場

富山県富山市八町８３７２番地の１

076-443-2255

20851000545 平成26年2月9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

076-460-9303

20851000131 平成24年9月12日

神田 壽夫

コトブキ自動車工業所

富山県富山市新屋７番地８

076-451-4220

20851000450 平成24年10月10日

有限会社北川自動車工業

有限会社北川自動車工業

富山県富山市婦中町羽根６１番地

076-469-3782

20851000448 平成24年10月10日

株式会社北田モータース

株式会社北田モータース

富山県富山市八尾町井田３６３番地の４

076-455-2498

20851000490 平成28年1月13日

有限会社木戸自動車工業

有限会社木戸自動車工業

富山県富山市布市８３５番地４

076-429-5273

20851000299 平成26年2月27日

木村 重成

木村モータース

富山県富山市中島二丁目５番６号

076-433-2124

20851000184 平成24年9月25日

木村 善弘

木村自動車工業

富山県富山市根塚町１丁目３番地２

076-421-2933

20851000239 平成24年10月23日

轡田 良二

くつわだ自動車

富山県富山市蓮町一丁目１番６１号

076-437-8695

20851000005 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

20851000065 平成24年8月5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

20851000588 平成25年5月10日

グリーンベル・モーター株式会社

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

076-452-4111

20851000163 平成24年9月18日

黒川 正人

黒川自動車

富山県富山市三上１０１－３

076-452-0056

20851000376 平成26年12月20日

黒崎 忍

ＳＫファミリーオート

富山県富山市安養寺１２９６－１

076-464-5100

20851000192 平成24年10月1日

惠田 浩昭

恵田自動車整備工場

富山県富山市布瀬本町４番地の３１

076-424-8104

20851000430 平成24年9月25日

光進自動車工業株式会社

光進自動車工業株式会社

富山県富山市婦中町堀１６５番地の３

076-465-4656

20851000350 平成26年11月26日

有限会社広陽サービス

有限会社広陽サービス

富山県富山市水橋常願寺１５番地の３

076-478-5118

20851000542 平成26年6月5日

株式会社ゴールデンロード

株式会社ゴールデンロード 野々上営業所

富山県富山市野々上１９４－１

076-413-5477

20851000094 平成24年8月26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

20851000595 平成26年7月9日

有限会社古城モータース富山

有限会社古城モータース富山

富山県富山市新庄本町三丁目２番１８号

076-451-9117

20851000327 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

20851000157 平成24年9月18日

コマツ富山株式会社

コマツ富山株式会社富山工場

富山県富山市本郷２４１３番地の１

076-434-2111

20851000521 平成24年11月22日

小森 友義

小森自動車

富山県富山市横内５６番地の１０

076-424-1881

20851000115 平成24年9月9日

作田 文昭

轟自動車

富山県富山市下赤江町一丁目１０番１号

076-442-3774

20851000561 平成29年1月6日

笹木 正吾

笹木モータース

富山県富山市中市一丁目２番１０号

076-423-7234

許可番号

許可年月日

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20851000004 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

20851000212 平成24年10月9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

20851000028 平成24年7月15日

澤井 弘義

水橋自動車整備工場

富山県富山市水橋中村町６８－１

076-478-2262

20851000007 平成24年6月28日

有限会社澤村自動車工業所

有限会社澤村自動車工業所

富山県富山市西中野本町１２番６号

076-421-4951

20851000359 平成26年12月9日

株式会社三越

株式会社三越

富山県富山市下冨居二丁目１３番８１号

076-432-3121

20851000599 平成27年12月3日

サンコーポレーション合同会社

サンコーポレーション合同会社

富山県富山市千成町３３番１１号

076-456-3366

20851000465 平成26年7月21日

三進自動車有限会社

三進自動車有限会社

富山県富山市八尾町杉田７７０番地の３

076-455-1880

20851000114 平成24年9月9日

三和工業株式会社

三和工業株式会社

富山県富山市藤木５９番地の１

076-423-0638

20851000592 平成26年2月4日

株式会社ジースリー

株式会社ジースリー

富山県富山市本郷２４５４番地１

076-436-3511

20851000538 平成25年10月29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

20851000471 平成26年12月24日

重田 修

重田自動車サービス

富山県富山市桑原７５番地

076-483-3239

20851000152 平成24年9月13日

清水 良治

カーサービス清水

富山県富山市石屋４１７番地

076-423-7385

20851000006 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

20851000009 平成24年6月28日

株式会社城南自動車

株式会社城南自動車

富山県富山市蜷川１１４番地

076-425-3853

20851000176 平成24年9月20日

白倉 宣市

第一自動車工業所

富山県富山市町村２丁目２５０

076-421-5133

20851000305 平成26年4月28日

白川 政光

白川モータース

富山県富山市向新庄町一丁目１８番３号

076-451-4906

20851000223 平成24年11月20日

有限会社新栄自動車

有限会社新栄自動車

富山県富山市新保４５番地の１

076-429-0145

20851000194 平成24年10月1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

20851000343 平成27年6月28日

新日本車輌有限会社

新日本車輌有限会社

富山市安養寺３９５番地の１

076-429-1130

20851000364 平成26年12月9日

杉政 芳雄

スギマサ自動車販売

富山県富山市南栗山２２番地

076-429-5751

20851000075 平成24年8月7日

株式会社杉本モータース

株式会社杉本モータース

富山県富山市石坂新760番地

076-432-0737

20851000198 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

20851000269 平成25年1月6日

株式会社スズキ自販富山

株式会社スズキ自販富山 呉羽営業所

富山県富山市本郷西部１７番地の３

076-436-1436

20851000269 平成25年1月6日

株式会社スズキ自販富山

株式会社スズキ自販富山 西営業所

富山県富山市西二俣３１０番地

076-436-0318

20851000269 平成25年1月6日

株式会社スズキ自販富山

株式会社スズキ自販富山 アリーナとよた

富山県富山市豊田町２丁目６１番８号

076-431-6366

許可番号

許可年月日

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20851000269 平成25年1月6日

株式会社スズキ自販富山

株式会社スズキ自販富山 サービス工場

富山県富山市綾田町３丁目１２番３１号

076-433-3070

20851000269 平成25年1月6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

20851000181 平成24年9月24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

20851000526 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ｰ4123

20851000596 平成26年7月16日

大成産業株式会社

大成産業株式会社

富山県富山市高木２０３４番地

０７６-434-2332

20851000154 平成24年9月17日

有限会社大日自動車工業

有限会社大日自動車工業

富山県富山市大島三丁目１８９番地

076-492-0712

20851000196 平成24年10月2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

20851000140 平成24年9月12日

髙稲 伸和

髙稲自動車工業

富山県富山市藤木２４４－１

076-492-1259

20851000148 平成24年9月13日

有限会社高雄自動車

有限会社高雄自動車

富山県富山市公文名２１番地

076-425-6512

20851000213 平成24年10月10日

高口 健次

北部自動車

富山県富山市中島一丁目５番２７号

076-441-8517

20851000031 平成24年7月19日

有限会社高島自動車商会

有限会社高島自動車商会

富山県富山市月岡町二丁目６９番地

076-429-3977

20851000047 平成24年7月25日

有限会社高橋自動車

有限会社高橋自動車

富山県富山市上飯野２０番地の１

076-451-4412

20851000306 平成26年6月7日

有限会社高政自動車工業

有限会社高政自動車工業

富山県富山市掛尾町１２５番地の５

076-421-7848

20851000601 平成28年1月29日

高森 英樹

高森自動車販売

富山県富山市高屋敷２５２番地

090-2033-2607

20851000091 平成24年8月23日

有限会社髙森モータース

有限会社髙森モータース

富山県富山市城村４３６番地

076-423-7596

20851000265 平成24年12月2日

有限会社タカヤス

有限会社タカヤス自動車

富山県富山市布市６５０番地１

076-429-5054

20851000434 平成24年9月27日

有限会社田口自動車工業

有限会社田口自動車工業

富山県富山市八尾町福島３丁目１４２番地

076-455-2277

20851000604 平成28年6月6日

株式会社タクト

くるまや新時代

富山県富山市針原中町９６３番地１

076-482-4241

20851000104 平成24年8月30日

有限会社立山モータース

有限会社立山モータース

富山県富山市黒瀬北町二丁目９番地の２

076-421-3422

20851000314 平成26年7月21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

20851000439 平成24年10月4日

谷澤 弘司

谷沢自動車

富山県富山市山田小島２６７６番地２

076-457-2418

20851000125 平成24年9月11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

20851000038 平成24年7月22日

株式会社中越オートサービス

株式会社中越オートサービス

富山県富山市奥田本町３番８号

076-433-1313

20851000102 平成24年8月30日

中越自工株式会社

中越自工株式会社

富山県富山市新庄町三丁目６番３号

076-441-3123

20851000195 平成24年10月1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

許可番号

許可年月日

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20851000377 平成26年12月20日

土田 進

ヴォーグ富山

富山県富山市赤田６１番地３

076-492-9477

20851000390 平成27年2月26日

津山 徹

ガレージカンパニー

富山県富山市赤田５１２－１

076-420-5277

20851000597 平成27年3月5日

Ｔ．トラスト株式会社

Ｔ．トラスト株式会社

富山県富山市小西６５番地

076-464-6007

20851000600 平成28年1月25日

株式会社デヴォオート

株式会社デヴォオート

富山県富山市呉羽町４５８番地１

076-411-9133

20851000072 平成24年8月6日

東亜ホンダ株式会社

東亜ホンダ株式会社

富山県富山市小杉８０１番地

076-429-2929

20851000536 平成28年11月30日

株式会社徳本自動車

株式会社徳本自動車

富山県富山市下赤江町一丁目１０番３４号

076-441-5101

20851000156 平成24年9月17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

20851000328 平成26年10月20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

20851000235 平成24年10月22日

富山交通株式会社

富山交通株式会社整備工場

富山県富山市双代町２番１号

076-425-1414

20851000285 平成25年5月9日

富山自動車整備工業株式会社

富山自動車整備工業株式会社

富山県富山市四方荒屋2578番地２

076-435-4344

20851000033 平成28年12月1日

富山市農業協同組合

富山市農協機械センター

富山県富山市吉岡４６６番地１

076-429-7922

20851000319 平成26年9月6日

株式会社富山重車輌工業

株式会社富山重車輌工業

富山県富山市開１４３番地

076-421-5911

20851000076 平成24年8月8日

富山石油株式会社

富山石油株式会社八町自動車整備工場

富山県富山市八町３３６６番地

076-434-3774

20851000108 平成24年9月2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

20851000108 平成24年9月2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

20851000108 平成24年9月2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アクセル富山店

富山県富山市田中町四丁目１８番３５号

076-422-2310

20851000304 平成26年4月28日

富山地鉄自動車整備株式会社

富山地鉄自動車整備株式会社 本社工場

富山県富山市田中町１丁目１５番７８号

076-432-3485

20851000106 平成24年8月30日

富山中央三菱自動車販売株式会社

富山中央三菱自動車販売株式会社富山山室店

富山県富山市中市１０

076-423-3500

20851000106 平成24年8月30日

富山中央三菱自動車販売株式会社

富山中央三菱自動車販売株式会社富山豊田店

富山県富山市豊田町１丁目１６－１

076-432-3500

20851000083 平成24年8月16日

富山トヨタ自動車株式会社

富山トヨタ自動車株式会社 富山インター店

富山県富山市上袋６８１

076-421-5055

20851000083 平成24年8月16日

富山トヨタ自動車株式会社

フォルクスワーゲン富山中央

富山県富山市稲荷町四丁目７番２９号

076-444-4141

20851000083 平成24年8月16日

富山トヨタ自動車株式会社

富山トヨタ自動車株式会社 ランドマーク・ソティ

富山県富山市双代町１番６号

076-424-2401

20851000083 平成24年8月16日

富山トヨタ自動車株式会社

富山トヨタ自動車株式会社 富山ボディーテクノセンター

富山県富山市田中町一丁目１６番４０号

076-432-8255

20851000083 平成24年8月16日

富山トヨタ自動車株式会社

富山トヨタ自動車株式会社 本店

富山県富山市千歳町二丁目５番２６号

076-432-4141

20851000083 平成24年8月16日

富山トヨタ自動車株式会社

富山トヨタ自動車株式会社 アクセル富山店

富山県富山市田中町４丁目１８番３５号

076-422-4480

許可番号

許可年月日

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20851000083 平成24年8月16日

富山トヨタ自動車株式会社

富山トヨタ自動車株式会社 富山北店

富山県富山市上野新町７番５８号

076-438-4545

20851000083 平成24年8月16日

富山トヨタ自動車株式会社

レクサス富山

富山市田中町５丁目２番６号

076-491-4141

20851000096 平成24年8月28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

20851000096 平成24年8月28日

富山トヨペット株式会社

富山トヨペット株式会社Ｕ－Ｃａｒセンター富山

富山県富山市蜷川１２０-１

076-431-8118

20851000096 平成24年8月28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

076-431-8117

20851000096 平成24年8月28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

20851000170 平成24年9月19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

20851000170 平成24年9月19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 城南店

富山県富山市今泉３２８番地の１

076-422-1123

20851000003 平成25年6月27日

富山日野自動車株式会社

富山日野自動車株式会社 整備工場

富山県富山市高木２０３４番地

076-434-3434

20851000107 平成24年9月2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

20851000107 平成24年9月2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

20851000107 平成24年9月2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

20851000019 平成24年7月5日

富山ヤナセ株式会社

富山ヤナセ株式会社

富山県富山市高木２０３９番地

076-434-4711

20851000109 平成24年9月3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

20851000109 平成24年9月3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

20851000109 平成24年9月3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

20851000109 平成24年9月3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

富山県富山市綾田町三丁目１２番２６号

076-432-3105

20851000109 平成24年9月3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

20851000109 平成24年9月3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

076-434-6722

20851000109 平成24年9月3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

20851000119 平成24年9月9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双代町店

富山県富山市田中町４丁目２７番地６

076-442-0100

20851000119 平成24年9月9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二口店

富山県富山市二口町一丁目７－１５

076-423-0100

20851000063 平成24年7月31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

20851000330 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

20851000412 平成24年7月10日

永井 茂

ナガイモーター

富山県富山市婦中町板倉４６４番地１

076-465-3384

許可番号

許可年月日

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20851000002 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

20851000457 平成25年4月17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

20851000421 平成24年8月13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

20851000421 平成24年8月13日

株式会社中田モータース

株式会社中田モータース上堀店

富山県富山市堀２０７

076-481-6454

20851000243 平成24年10月23日

有限会社中坪自動車工業

有限会社中坪自動車工業

富山県富山市黒崎５００番地の１

076-425-0110

20851000186 平成24年9月25日

永野 徹男

永野自動車工業

富山県富山市寺町字向田割１９４

076-441-5858

20851000032 平成24年7月22日

なのはな農業協同組合

ＪＡなのはな機械車輌センター

富山県富山市田尻東２番１

076-441-6781

20851000209 平成24年10月8日

西島 孝則

Ｃａｒ Ｆａｃｔｏｒｙ ロマン

富山県富山市三上７７番地１

076-451-3604

20851000010 平成24年7月2日

西宮モータ－ス有限会社

西宮モータ－ス有限会社

富山県富山市西宮１９番地の１８

076-437-9560

20851000528 平成25年3月4日

西村 修

西村トータルサービス

富山県富山市北代３００番地１７

050-2525-5271

20851000155 平成24年9月17日

株式会社日興自動車商会

株式会社日興自動車商会

富山県富山市羽根１０２番地の１

076-425-7766

20851000500 平成28年5月26日

株式会社日産サティオ富山

株式会社日産サティオ富山 富山南店

富山県富山市今泉西部町７番３

076-425-1711

20851000500 平成28年5月26日

株式会社日産サティオ富山

株式会社日産サティオ富山 富山東店

富山県富山市田中町五丁目３番３４号

076-425-2332

20851000500 平成28年5月26日

株式会社日産サティオ富山

株式会社日産サティオ富山 呉羽店

富山県富山市呉羽町２１２１

076-436-6151

20851000500 平成28年5月26日

株式会社日産サティオ富山

株式会社日産サティオ富山 NISSAN９０８

富山県富山市呉羽町２１２１

076-434-2323

20851000351 平成26年11月30日

日通商事株式会社

日通商事株式会社名古屋支店富山営業センター

富山県富山市黒崎１４１番地１中央ビル２Ｆ

076-492-6180

20851000293 平成25年7月11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

20851000340 平成26年10月27日

株式会社ニューカーコート

株式会社ニューカーコート

富山県富山市城川原三丁目２番８号

076-438-7608

20851000449 平成24年10月10日

有限会社ニュー八尾モーター

有限会社ニュー八尾モーター

富山県富山市八尾町福島５２１番地の１

076-455-1170

20851000556 平成28年8月23日

株式会社ネクステージ

株式会社ネクステージ婦中テクノセンター

富山県富山市婦中町板倉６２６番地１

076-466-1166

20851000082 平成24年8月16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Ｕ－Ｃａｒステーション

富山県富山市新庄本町三丁目３番３３号

076-451-2251

20851000082 平成24年8月16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

富山県富山市新庄本町三丁目３番３３号

076-451-2828

20851000082 平成24年8月16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

20851000082 平成24年8月16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

20851000084 平成24年8月20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

許可番号

許可年月日

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20851000084 平成24年8月20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

20851000084 平成24年8月20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Ｕ－Ｃａｒランド山室店

富山県富山市山室新町４１番地

076-424-7150

20851000084 平成24年8月20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ボデーセンター

富山県富山市山室新町４１番地

076-495-7710

20851000017 平成24年7月4日

野﨑 重夫

野崎モータース

富山県富山市東老田５７８

076-434-4111

20851000321 平成27年11月22日

株式会社萩浦興産

株式会社萩浦興産整備工場

富山県富山市田畑字道田８７２番地４

076-438-5843

20851000101 平成24年8月29日

有限会社橋本自動車鈑金

有限会社橋本自動車鈑金

富山県富山市荒川二丁目２１番４３号

076-441-2220

20851000274 平成25年2月12日

有限会社バックヤード

バックヤード・ファクトリー

富山県富山市下熊野７３６番地５

076-428-8338

20851000126 平成24年9月11日

有限会社服部商店

有限会社服部商店

富山県富山市上赤江町二丁目１１番４５号

076-442-3639

20851000049 平成24年7月25日

ハッピーアンドドリーム株式会社

ＡＣデルコ富山サービスセンター

富山県富山市羽根８０番地１

076-495-9090

20851000088 平成24年8月23日

花田 篤子

花田自動車整備工場

富山県富山市天正寺５４３番地

076-425-0407

20851000053 平成24年7月26日

花田自動車工業株式会社

花田自動車工業株式会社

富山県富山市中島一丁目１０番１３号

076-432-9220

20851000136 平成24年9月12日

馬場 外茂吉

馬場自動車サービス

富山県富山市新庄町４－８

076-451-5281

20851000426 平成24年10月15日

有限会社林自動車サービス

有限会社林自動車サービス

富山県富山市上大久保１０３９番地の１

076-468-2626

20851000067 平成24年8月5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

20851000590 平成25年12月26日

平井 哲也

Ｃａｒ Ｓｈｏｐ ヒライ

富山県富山市久郷２番１

076-461-7380

20851000204 平成24年10月7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

20851000369 平成26年12月14日

広瀬 優

カーbox富山

富山県富山市月岡町６丁目６５１－３

076-428-0510

20851000549 平成26年10月24日

有限会社ヒロセ自動車販売

有限会社ヒロセ自動車販売

富山県富山市針原中町４８９番地の１

076-451-0200

20851000241 平成24年10月23日

廣幡 光男

広幡自動車工業

富山県富山市太田字住吉割９２－２０

076-423-4892

20851000001 平成24年6月11日

株式会社ファーレン富山

株式会社ファーレン富山

富山県富山市掛尾町５１３番地の２

076-425-1500

20851000001 平成24年6月11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

20851000001 平成24年6月11日

株式会社ファーレン富山

株式会社ファーレン富山Ａｕｄｉ富山

富山県富山市掛尾町５０８－３

076-425-1900

20851000435 平成24年10月1日

株式会社ファミリー・オート富山

株式会社ファミリー・オート富山

富山県富山市婦中町中名９７４番地の３

076-465-4600

20851000242 平成24年10月23日

有限会社ファミリーガレージ

有限会社ファミリーガレージ

富山県富山市古沢１０７番地２

076-434-3939

20851000442 平成24年10月7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

許可番号

許可年月日

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20851000467 平成26年9月14日

富高工業株式会社

富高工業株式会社鵜坂営業所

富山県富山市婦中町鵜坂９０番地

076-421-7471

20851000386 平成27年1月11日

藤野 人志

藤野整備工場

富山県富山市町村１７８番地１

076-424-0421

20851000248 平成24年10月30日

株式会社藤本自動車商会

株式会社藤本自動車商会

富山県富山市飯野１２番地の１

076-451-1616

20851000454 平成25年2月19日

婦中自動車工業株式会社

婦中自動車工業株式会社本社工場

富山県富山市婦中町田島５３２番地１

076-491-2115

20851000237 平成24年10月22日

舟崎 利夫

舟崎自動車整備工場

富山県富山市西中野本町１６番１３号

076-421-7921

20851000311 平成26年7月21日

有限会社富南自動車工業

有限会社富南自動車工業

富山県富山市下熊野字上飛割４２９番地の６

076-429-5540

20851000122 平成24年9月11日

富北自動車株式会社

富北自動車株式会社

富山県富山市四方荒屋１７７８番地

076-435-0704

20851000057 平成24年7月30日

有限会社古川輪業

有限会社古川輪業

富山県富山市諏訪川原二丁目１番２号

076-421-6373

20851000393 平成27年6月5日

有限会社平成トラッフィックサービス

有限会社平成トラッフィックサービス

富山県富山市米田町一丁目６番５１号

076-437-2010

20851000056 平成24年7月26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

20851000290 平成25年6月17日

有限会社北陸車検

有限会社北陸車検

富山県富山市町村1番地1

076-425-0900

20851000150 平成24年10月2日

北陸車研工業株式会社

北陸車研工業株式会社

富山県富山市流杉２１７番地

076-425-0153

20851000431 平成24年9月26日

株式会社北陸巡回

株式会社北陸巡回

富山県富山市婦中町新屋５１４番地

076-465-3777

20851000058 平成24年7月30日

北陸スバル自動車株式会社

北陸スバル自動車株式会社富山店

富山県富山市新庄本町３丁目３番１７号

076-451-8516

20851000058 平成24年7月30日

北陸スバル自動車株式会社

北陸スバル自動車株式会社カースポットとやま

富山県富山市新庄本町二丁目９番８９号

076-452-1667

20851000058 平成24年7月30日

北陸スバル自動車株式会社

北陸スバル自動車株式会社富山インター店

富山県富山市黒崎３５８番地１

076-494-8333

20851000113 平成24年9月9日

北陸整備株式会社

北陸整備株式会社

富山県富山市町村８５番地

076-425-4916

20851000271 平成25年2月3日

株式会社北陸マツダ

北陸マツダ呉羽店

富山県富山市呉羽町２５００番地

076-434-2525

20851000271 平成25年2月3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

076-495-7500

20851000271 平成25年2月3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

20851000271 平成25年2月3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

20851000135 平成24年9月12日

有限会社ボディショップ新栄

有限会社ボディショップ新栄

富山県富山市新屋６番地の１

076-451-8864

20851000189 平成24年9月26日

株式会社ホンダ自販タナカ

株式会社ホンダ自販タナカ南店

富山県富山市掛尾町４７５番１号

076-422-3330

20851000189 平成24年9月26日

株式会社ホンダ自販タナカ

株式会社ホンダ自販タナカ東店

富山県富山市新庄本町二丁目９番７９号

076-451-0770

20851000189 平成24年9月26日

株式会社ホンダ自販タナカ

株式会社ホンダ自販タナカ

富山県富山市清水元町５番１号

076-422-2323

許可番号

許可年月日

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20851000189 平成24年9月26日

株式会社ホンダ自販タナカ

株式会社ホンダ自販タナカ北店

富山県富山市上赤江町一丁目１の６

076-441-5300

20851000189 平成24年9月26日

株式会社ホンダ自販タナカ

株式会社ホンダ自販タナカ西店

富山県富山市婦中町下轡田７２４番地１

076-466-6115

20851000189 平成24年9月26日

株式会社ホンダ自販タナカ

株式会社ホンダ自販タナカオートテラス婦中

富山県富山市婦中町下轡田７２２番地１

076-466-6162

20851000211 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

20851000211 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

20851000287 平成26年2月27日

株式会社ホンダトヤマ販売五福

株式会社ホンダトヤマ販売五福

富山県富山市高木３０６２番地７

076-436-3518

20851000477 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

076-433-3215

20851000477 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

076-493-3955

20851000477 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

20851000477 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

076-411-6677

20851000477 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

076-429-8001

20851000262 平成24年12月2日

桝山 壽

桝庄自動車整備工場

富山県富山市稲荷町三丁目７番７号

076-431-7439

20851000408 平成24年6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

20851000078 平成24年8月13日

株式会社マツダアンフィニトミセキ

株式会社マツダアンフィニトミセキ富山インター店

富山県富山市掛尾町３３５番地１

076-422-1251

20851000078 平成24年8月13日

株式会社マツダアンフィニトミセキ

株式会社マツダアンフィニトミセキ山室店

富山県富山市山室字浦田割２９２番地２

076-424-1001

20851000534 平成25年7月25日

株式会社豆川自動車

株式会社豆川自動車 富山支店

富山県富山市蜷川１１１番地２

0766-23-5555

20851000030 平成24年7月17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

20851000061 平成24年7月31日

水髙 稔

水高自動車工業

富山県富山市中老田７４８

076-434-1866

20851000394 平成25年5月10日

水谷 謙一

クールオートサービス

富山県富山市中屋３７０番地

076-429-6810

20851000278 平成26年2月4日

株式会社光岡自動車

クライスラー富山・ジープ富山

富山県富山市掛尾町５０８番地の３

076-422-7666

20851000278 平成26年2月4日

株式会社光岡自動車

株式会社光岡自動車 MITSUOKA富山 ファクトリーショールーム

富山県富山市婦中町横野１００番地

076-465-2833

20851000497 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

20851000436 平成24年10月2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

20851000089 平成24年8月23日

宮崎 直明

宮崎自動車工業

富山県富山市吉作４０番地３

076-434-1331

20851000422 平成24年8月13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

許可番号

許可年月日

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の電話番号

20851000593 平成26年5月7日

宮森 智弘

トラスティン

富山県富山市鍋田２０番１９号

076-482-4509

20851000440 平成24年10月4日

有限会社宮森自動車販売

有限会社宮森自動車販売

富山県富山市八尾町井田１２４３番地の４

076-455-1177

20851000021 平成24年7月8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

20851000085 平成24年9月19日

株式会社毛利モータース

株式会社毛利モータース

富山県富山市北二ツ屋８６番地の１

076-436-2233

20851000175 平成24年9月20日

山口自動車工業株式会社

山口自動車工業株式会社

富山県富山市古寺４１０番地の１

076-423-0169

20851000587 平成25年3月13日

山下 信市

山下自動車整備工場

富山県富山市猪谷１９６番地２

076-484-1211

20851000124 平成24年9月11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

20851000087 平成24年8月23日

有限会社山森自動車

有限会社山森自動車

富山県富山市月岡町四丁目１８４番地の２

076-429-1110

20851000591 平成26年1月24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

076-436-6143

20851000523 平成25年1月9日

株式会社ユーロ富山

株式会社ユーロ富山

富山県富山市黒崎１４番地の１

076-422-1168

20851000055 平成24年7月26日

株式会社横山モータース

株式会社横山モータース

富山県富山市中川原６５番地の５５

076-421-5774

20851000044 平成24年7月24日

株式会社吉崎商会

株式会社吉崎商会

富山県富山市鍋田１９番３３号

076-451-7821

20851000103 平成24年8月30日

有限会社吉田自動車整備

有限会社吉田自動車整備

富山県富山市綾田町一丁目２２番１４号

076-441-5515

20851000429 平成24年9月25日

有限会社吉野自動車整備商会

有限会社吉野自動車整備商会

富山県富山市婦中町下邑１３９２番地の４

076-469-2710

20851000166 平成26年7月30日

有限会社吉本自動車工業

有限会社吉本自動車工業

富山県富山市上赤江町一丁目46番地1

076-439-0550

20851000069 平成24年10月2日

有限会社ライトクルーズ

有限会社ライトクルーズ

富山県富山市新屋１０番地の４

076-452-6078

20851000295 平成25年12月8日

有限会社輪正自動車工業

有限会社輪正自動車工業

富山県富山市秋吉91番地2

076-423－0009

20851000016 平成24年7月4日

有限会社ワールドモータース

有限会社ワールドモータース

富山県富山市黒崎９７番地３

076-491-1331

20851000016 平成24年7月4日

有限会社ワールドモータース

有限会社ワールドモータース サービス工場

富山県富山市八日町４５番地の１

076-493-5559

20851000092 平成24年8月26日

有限会社若葉モータース

有限会社若葉モータース

富山県富山市二俣２４番地の１

076-429-5060

20851000207 平成24年10月7日

ワタヤ自動車株式会社

ワタヤ自動車株式会社

富山県富山市新庄本町一丁目２番２１号

076-451-3883

20851000217 平成24年10月10日

ワタヤテクノトラスト株式会社

ワタヤテクノトラスト株式会社新庄工場

富山県富山市新庄本町一丁目２番１８号

076-451-7808

