
引取業登録業者名簿一覧 令和3年3月31日現在

登録番号 事業者の氏名・名称 事業所の名称 〒 事業所の所在地 事業所の電話番号

1 20931000001 株式会社　久保田オートパーツ 株式会社　久保田オートパーツ 880-2116 宮崎市細江字板川４２３１番 (0985)-62-3939

2 20931000003 株式会社　塩川産業 株式会社　塩川産業 880-0124 宮崎市大字新名爪字谷廻４０９０番地２１ (0985)-39-7555

3 20931000005 有限会社　綾川商事 有限会社　綾川商事 880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田９７８番地１０ (0985)-52-2855

4 20931000016 川越　則行 川越自動車解体 880-0836 宮崎市山崎町佐牟田１３５０番地 (0985)-25-6535

5 20931000018 フランス自動車　有限会社 フランス自動車　有限会社 880-0055 宮崎市南花ケ島町２５１番地４ (0985)-35-5151

6 20931000021 大山　武博 大山解体 880-0912 宮崎市大字赤江１２３８番地 (0985)-51-8429

7 20931000025 太信鉄源　株式会社 太信鉄源　株式会社　太信リサイクルパーツ 880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田７８８番地１ (0985)-52-0864

宮崎トヨペット　株式会社　花ヶ島店 880-0036 宮崎市花ケ島町立毛１０７０番地 (0985)-26-9820

宮崎トヨペット　株式会社　宮崎南店 880-0927 宮崎市源藤町葉山１９８番地５ (0985)-51-6380

宮崎トヨペット　株式会社　大塚店 880-0951 宮崎市大塚町池ノ内１２０１番１ (0985)-64-8500

ネッツトヨタ宮崎　株式会社　花ヶ島店 880-0123 宮崎市大字芳士字谷口６９２番地５０ (0985)-39-5151

ネッツトヨタ宮崎　株式会社　大塚店 880-0951 宮崎市大塚町池ノ内１１８１番地１ (0985)-47-4511

ネッツトヨタ宮崎　株式会社　郡司分店 880-0924 宮崎市大字郡司分１０５６番地１ (0985)-56-1248

ネッツトヨタ宮崎　株式会社　赤江店 880-0925 宮崎市大字本郷北方字草葉２１９９番地１ (0985)-64-0311

宮崎トヨタ自動車　株式会社　花ヶ島店 880-0123 宮崎市大字芳士字谷口６９２番地１７ (0985)-39-3111

宮崎トヨタ自動車　株式会社　大塚店 880-2112 宮崎市大字小松３１５２番地１ (0985)-47-3055

宮崎トヨタ自動車　株式会社　南バイパス店 880-0927 宮崎市源藤町東田４５５番地５ (0985)-51-2111

宮崎トヨタ自動車　株式会社　本社マイカーセンター 880-0123 宮崎市大字芳士字谷口６９２番地１７ (0985)-39-3557

宮崎トヨタ自動車　株式会社　レクサス宮崎 880-0121 宮崎市大字島之内字湯取６２４６番地１ (0985)-36-3800

11 20931000037 東亜自動車　株式会社 東亜自動車　株式会社 880-0036 宮崎市花ケ島町立野１９９１番地１ (0985)-25-1881

トヨタカローラ宮崎　株式会社　花ヶ島店 880-0036 宮崎市花ケ島町立毛１００７番地１ (0985)-25-1111

トヨタカローラ宮崎　株式会社　大塚店 880-0951 宮崎市大塚町池ノ内１１８４番地１ (0985)-47-1155

トヨタカローラ宮崎　株式会社　空港店 880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田２０番地１ (0985)-56-2111

トヨタカローラ宮崎　株式会社　Ｕ－CAR店 880-0036 宮崎市花ケ島町立毛１００２番地 (0985)-25-1120

宮崎日産自動車　株式会社　宮崎営業所 880-0036 宮崎市花ケ島町屋形町１１７９番地 (0985)-28-0523

宮崎日産自動車　株式会社　花ヶ島カーセンター 880-0036 宮崎市花ケ島町屋形町１１８０番地 (0985)-31-4123

宮崎日産自動車　株式会社　大塚営業所 880-0951 宮崎市大塚町時宗１７２６番地 (0985)-47-5523

宮崎日産自動車　株式会社　中古車管理課 880-0036 宮崎市花ケ島町屋形町１１７９番地 (0985)-28-4125

宮崎日産自動車　株式会社　佐土原営業所 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂３３４０番地４７ (0985)-72-1123

宮崎日産自動車　株式会社　清武店 889-1605 宮崎市清武町加納甲３１４７番地３ (0985)-84-0269

ネッツトヨタヒムカ　株式会社　花ヶ島店 880-0036 宮崎市花ケ島町新地橋１１１０番地１ (0985)-25-1115

ネッツトヨタヒムカ　株式会社　芳士店マイカーセンター 880-0123 宮崎市大字芳士字中原６１０番地 (0985)-39-1177

ネッツトヨタヒムカ　株式会社　大塚店 880-0951 宮崎市大塚町西ノ原１３０７番地 (0985)-51-1131

宮崎ダイハツ販売　株式会社　花ヶ島店 880-0036 宮崎市花ケ島町立毛１０８５番地 (0985)-23-6212

宮崎ダイハツ販売　株式会社　中古車支援課 880-0036 宮崎市花ケ島町立毛１０８５番地 (0985)-23-6224

宮崎ダイハツ販売　株式会社　大塚店 880-0951 宮崎市大塚町池ノ内１１７４番地 (0985)-51-8755

宮崎ダイハツ販売　株式会社　南店 880-0911 宮崎市大字田吉字肥屋田５７０９番地１ (0985)-53-4313

宮崎ダイハツ販売　株式会社　Ｕ－ＣＡＲイオン通り店 880-0834 宮崎市新別府町堂前８０４番地１ (0985)-65-5600

16 20931000042 南九州日野自動車　株式会社 南九州日野自動車　株式会社　宮崎支店 880-0916 宮崎市大字恒久字今井出７４０番地 (0985)-51-6111

17 20931000053 金丸　正廣 金丸自動車整備工場 880-0834 宮崎市新別府町城元２０２番地 (0985)-25-5017

18 20931000058 有限会社　橋口自動車鈑金塗装工場 有限会社　橋口自動車鈑金塗装工場 880-0824 宮崎市大島町笹原１９６０番地２ (0985)-25-7747

株式会社　南九州マツダ　大淀店 880-0916 宮崎市大字恒久字小橋４５５５番地２ (0985)-51-2124

株式会社　南九州マツダ　蓮ヶ池店 880-0123 宮崎市大字芳士字中原６１６番地３ (0985)-39-5611

株式会社　南九州マツダ　大塚店 880-0951 宮崎市大塚町池ノ内１１９２番地 (0985)-62-3781

宮崎三菱自動車販売　株式会社　宮崎南店 880-0916 宮崎市大字恒久字原出口４４８８番地１ (0985)-51-5215

宮崎三菱自動車販売　株式会社　宮崎本店サービスセンター 880-0123 宮崎市大字芳士字祝田７４４番地 (0985)-39-4321

21 20931000107 宮崎センコー運輸整備　株式会社 宮崎センコー運輸整備　株式会社　宮崎工場 880-0836 宮崎市山崎町下野原９７６番地１ (0985)-25-6188

宮崎ホンダ販売　株式会社 880-0055 宮崎市南花ケ島町１４９番地１ (0985)-24-8111

宮崎ホンダ販売　株式会社　大塚支店 880-0951 宮崎市大塚町横立１３８２番地１ (0985)-53-0001

宮崎ホンダ販売　株式会社　佐土原支店 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂２６３７番地１ (0985)-73-7777

23 20931000131 有限会社　藤元自動車工場 有限会社　藤元自動車工場 880-0123 宮崎市大字芳士字中原５９１番地 (0985)-39-3728

8 20931000033 宮崎トヨペット　株式会社

9 20931000034 ネッツトヨタ宮崎　株式会社

10 20931000035 宮崎トヨタ自動車　株式会社

12 20931000038 トヨタカローラ宮崎　株式会社

13 20931000039 宮崎日産自動車　株式会社

14 20931000040 ネッツトヨタヒムカ　株式会社

15 20931000041 宮崎ダイハツ販売　株式会社

19 20931000068 株式会社　南九州マツダ

20 20931000073 宮崎三菱自動車販売　株式会社

22 20931000108 宮崎ホンダ販売　株式会社
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24 20931000160 有限会社　福山金属商会 有限会社　福山金属商会 880-0824 宮崎市大島町野田２０７０番地 (0985)-25-7009

ガリバー宮崎橘橋店 880-0905 宮崎市中村西一丁目１番地４ (0985)-64-0775

ガリバーアウトレット１０号宮崎江平店 880-0816 宮崎市江平東二丁目３番４号 (0985)-35-3420

スナップハウス宮崎大塚店 880-0951 宮崎市大塚町原１６５９ (0985)-48-4051

ガリバーミニクル宮崎北バイパス店 880-0036 宮崎市花ケ島町立毛１０３２－７ (0985)-62-0321

26 20931000244 片山　健次 大塚自動車整備工場 880-0951 宮崎市大塚町大塩道下４７４５番地１ (0985)-54-3526

27 20931000287 株式会社　難波江商店 株式会社　難波江商店　住吉自動車解体工場 880-0121 宮崎市大字島之内字成尾１６１７番１　他 (0985)-39-1316

株式会社　日産サティオ宮崎　本店 880-0951 宮崎市大塚町横立１３６２番地 (0985)-54-2323

株式会社　日産サティオ宮崎　宮崎北店 880-0121 宮崎市大字島之内字湯取６２９８番地 (0985)-39-2332

株式会社　日産サティオ宮崎　南バイパス店 880-0927 宮崎市源藤町字源藤８３６番地１ (0985)-52-2332

株式会社　日産サティオ宮崎　カーパレス宮崎 880-0951 宮崎市大塚町西ノ原１３１６番地 (0985)-50-2310

29 20931000354 株式会社　赤江解体 株式会社　赤江解体 880-0912 宮崎市大字赤江７８１番地２ (0985)-52-1993

30 20931000360 株式会社　山﨑工業 株式会社　山﨑工業 880-0911 宮崎市大字田吉４９７７番地３６３ (0985)-56-4097

31 20931000362 三浦　實 三浦モーター自動車販売整備 880-0855 宮崎市田代町１１４番地１ (0985)-28-8836

32 20931000371 有限会社　河野商会 有限会社　河野商会 880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂６４６６番１０ (0985)-74-3271

33 20931000376 齋藤　直人 アートリサイクル 880-0211 宮崎市佐土原町下田島１９６６０番地１１ 090-5923-0214

34 20931000385 落合　一紀 リサイクルの落合解体 889-1604 宮崎市清武町船引６６７８番地 (0985)-85-6384

35 20931000388 有限会社　清和自動車整備工場 有限会社　清和自動車整備工場 889-1613 宮崎市清武町西新町１番地５ (0985)-85-2037

36 20931000394 いすゞ自動車九州　株式会社 いすゞ自動車九州　株式会社　宮崎サービスセンター 880-0851 宮崎市港東１丁目３－１ (0985)-78-3195

37 20931000397 有限会社　玉利オートサービス 有限会社　玉利オートサービス 880-2223 宮崎市高岡町浦之名２９３６番地１ (0985)-82-0850

38 20931000398 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　九州ふそう　宮崎工場 880-0916 宮崎市大字恒久原出口４４９０番地 (0985)-51-1341

39 20931000399 有限会社　後藤鈑金塗装 有限会社　後藤鈑金塗装 880-0121 宮崎市大字島之内字湯取５６２１番地３ (0985)-39-0106

40 20931000414 株式会社　ビッグモーター 株式会社　ビッグモーター　宮崎神宮店 880-0056 宮崎市神宮東１－２－７５ (0985)-62-1722

41 20931000416 有限会社　中武興業 有限会社　中武興業　自動車解体工場 880-0302 宮崎市佐土原町西上那珂字蔭木６１００番 (0985)-74-1139

42 20931000422 佐藤　博己 湘南ガレージロード 880-0861 宮崎市出来島町３５２番地８ (0985)-60-3513

43 20931000423 清山　諒 Treasure　Trading 880-0824 宮崎市大島町南窪８８７番地６ (0985)-24-3207

44 20931000424 株式会社　山﨑紙源センター 株式会社　山﨑紙源センター　花ケ島営業所 880-0036 宮崎市花ケ島町北沖６１７－１ (0985)-39-6565

45 20931000425 株式会社　星友商事 株式会社　星友商事 880-0917 宮崎市城ケ崎四丁目１５番地１０ (0985)-55-1532

46 20931000427 合同会社　橋本自動車 合同会社　橋本自動車 889-1605 宮崎市清武町加納甲２０３９番地１ (0985)-85-0380

47 20931000428 永峰　洋 永峰自動車整備工場 880-2223 宮崎市高岡町浦之名３２０５番地 (0985)-82-1290

48 20931000429 有限会社　山下自動車 有限会社　山下自動車 880-0912 宮崎市大字赤江８６８番地１２ (0985)-53-5858

49 20931000430 マルキュー整備　株式会社 マルキュー整備　株式会社　宮崎工場 880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田８５０番地 (0985)-51-8009

50 20931000431 株式会社　カートレア鈴木 株式会社　カートレア鈴木 880-2215 宮崎市高岡町高浜字中須２５７９番地７ (0985)-82-3355

51 20931000432 株式会社　RETEX 株式会社　RETEX 880-0932 宮崎市大坪西一丁目８番４７号 (0985)-50-5081

52 20931000433 有澤　一也 有澤自動車解体 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂１１２２番地１ (0985)-73-2157

53 20931000434 ホット・ロード　有限会社 ホット・ロード　有限会社 880-2112 宮崎市大字小松字七田３１５２番地７ (0985)-30-4008

54 20931000435 有限会社　高山自動車 有限会社　高山自動車 880-0211 宮崎市佐土原町下田島１１０４４番地１ (0985)-30-1435
55 20931000436 TRIFE　株式会社 TRIFE　株式会社 880-0045 宮崎市大字大瀬町字下江３番 (0985)-40-1538

56 20931000437 有限会社　小川自動車 有限会社　小川自動車 889-1701 宮崎市田野町甲２９９２番地６ (0985)-86-0783

57 20931000438 太陽モータース　株式会社 太陽モータース　株式会社 880-0833 宮崎市昭栄町３４番地 (0985)-24-2641

58 20931000439 有限会社　ヒダカオート 有限会社　ヒダカオート 880-0855 宮崎市田代町９１番地１ (0985)-26-5611

株式会社　ホンダ四輪販売南九州　大塚西店 880-0951 宮崎市大塚町池ノ内１１６５番地１ (0985)-51-2122

株式会社　ホンダ四輪販売南九州　花ヶ島中央店 880-0036 宮崎市花ケ島町新地橋１１３５番地 (0985)-25-7111

株式会社　ホンダ四輪販売南九州　花ヶ島南店 880-0036 宮崎市花ヶ島町新地橋１１３４番地 (0985)-25-7031

株式会社　ホンダ四輪販売南九州　中村東店 880-0904 宮崎市中村東三丁目４番６９号 (0985)-54-7211

株式会社　ホンダ四輪販売南九州　佐土原店 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂７７４番地１４ (0985)-62-7810

株式会社　ホンダ四輪販売南九州　恒久店 880-0916 宮崎市大字恒久字原出口４４７８番地１ (0985)-51-6003

株式会社　ホンダ四輪販売南九州　U-Select花ヶ島 880-0036 宮崎市花ケ島町柳ノ丸５２４番地 (0985)-26-3781

60 20931000441 株式会社　サンオブサンカンパニー 株式会社　サンオブサンカンパニー 880-0055 宮崎市南花ヶ島町３２６－７ (0985)-32-7771

61 20931000442 橋口　一任 広瀬金属 880-0122 宮崎市大字塩路字南田７２３番地 (0985)-39-8695

25 20931000203 株式会社　ＩＤＯＭ

28 20931000350 株式会社　日産サティオ宮崎

59 20931000440 株式会社ホンダ四輪販売南九州
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