
久留米市自動車リサイクル法引取業者名簿

業種区分 引取業 46件

登録番号 登録年月日
有効期間

満了年月日
氏名・名称 代表者職・氏名 郵便番号 住所 電話番号 事業所の名称 〒 事業所所在地 電話番号

21121000001 令和4年05月01日 令和9年04月30日 株式会社萩尾商会
代表取締役　萩尾　
耕一

830-0064
福岡県久留米市荒木町藤田
1582番地6

0942-51-9717 株式会社萩尾商会 830-0064
福岡県久留米市荒木町藤田
1582番地6

0942-51-9717

21121000007 令和4年08月09日 令和9年08月08日 福岡ダイハツ販売株式会社
代表取締役　内山　
邦彦

812-0007
福岡市博多区東比恵四丁目10
番11号

092-411-1330
福岡ダイハツ販売株式会社　
久留米店

830-0052 福岡県久留米市上津町2228 0942-21-2201

21121000007 令和4年08月09日 令和9年08月08日 福岡ダイハツ販売株式会社
代表取締役　内山　
邦彦

812-0007
福岡市博多区東比恵四丁目10
番11号

092-411-1330
福岡ダイハツ販売株式会社　
久留米中央店

830-0033 福岡県久留米市天神町40 0942-33-2201

21121000007 令和4年08月09日 令和9年08月08日 福岡ダイハツ販売株式会社
代表取締役　内山　
邦彦

812-0007
福岡市博多区東比恵四丁目10
番11号

092-411-1330
福岡ダイハツ販売株式会社　
田主丸店

839-1203
福岡県久留米市田主丸町秋成
875

0943-72-3500

21121000007 令和4年08月09日 令和9年08月08日 福岡ダイハツ販売株式会社
代表取締役　内山　
邦彦

812-0007
福岡市博多区東比恵四丁目10
番11号

092-411-1330
福岡ダイハツ販売株式会社Ｕ
－ＣＡＲ久留米

830-0052
福岡県久留米市上津町2192-
737

0942-21-2203

21121000009 令和4年08月30日 令和9年08月29日 有限会社小川商会
代表取締役　小川　
欣也

830-1101
福岡県久留米市北野町中川956
番地の1

0942-78-3744 有限会社小川商会 830-1101
福岡県久留米市北野町中川956
番地の1

0942-78-3744

21121000013 令和4年09月06日 令和9年09月05日 福岡トヨペツト株式会社
代表取締役　村井　
隆介

812-0008
福岡市博多区東光一丁目6番13
号

092-411-1121
福岡トヨペット株式会社　櫛
原店

830-0003
福岡県久留米市東櫛原町字サ
コノ1025

0942-39-2736

21121000013 令和4年09月06日 令和9年09月05日 福岡トヨペツト株式会社
代表取締役　村井　
隆介

812-0008
福岡市博多区東光一丁目6番13
号

092-411-1121
福岡トヨペット株式会社　久
留米店

830-0052
福岡県久留米市上津町向野
2228

0942-22-1515

21121000013 令和4年09月06日 令和9年09月05日 福岡トヨペツト株式会社
代表取締役　村井　
隆介

812-0008
福岡市博多区東光一丁目6番13
号

092-411-1121
福岡トヨペット株式会社　
カーメイト東合川

839-0809
福岡県久留米市東合川1丁目9-
11

0942-44-6144

21121000014 令和4年09月06日 令和9年09月05日 福岡トヨタ自動車株式会社
代表取締役　金子　
直幹

810-0004
福岡市中央区渡辺通四丁目8番
28号

092-761-3331
福岡トヨタ自動車株式会社　
久留米本店

830-0033
福岡県久留米市天神町2丁目38
番

0942-32-6291

21121000014 令和4年09月06日 令和9年09月05日 福岡トヨタ自動車株式会社
代表取締役　金子　
直幹

810-0004
福岡市中央区渡辺通四丁目8番
28号

092-761-3331
福岡トヨタ自動車株式会社　
久留米南店

830-0053 福岡県久留米市藤山町1716-1 0942-21-7713

21121000020 令和4年09月18日 令和9年09月17日 株式会社九州マツダ
代表取締役　土井　
耕輔

812-0007
福岡市博多区東比恵四丁目9番
12号

092-482-2288 株式会社九州マツダ　櫛原店 830-0003
福岡県久留米市東櫛原町字小
高橋39-1

0942-35-2111

21121000020 令和4年09月18日 令和9年09月17日 株式会社九州マツダ
代表取締役　土井　
耕輔

812-0007
福岡市博多区東比恵四丁目9番
12号

092-482-2288 株式会社九州マツダ　合川店 839-0865 福岡県久留米市新合川2-3-11 0942-43-8000

21121000022 令和4年09月19日 令和9年09月18日 ネッツトヨタ西日本株式会社
代表取締役　喜多
村　浩司

812-0857
福岡市博多区西月隈三丁目1番
48号

092-477-9111
ネッツトヨタ西日本株式会社　
ユーロード久留米中央店

830-0023
福岡県久留米市中央町9番地の
1

0942-34-5611

21121000022 令和4年09月19日 令和9年09月18日 ネッツトヨタ西日本株式会社
代表取締役　喜多
村　浩司

812-0857
福岡市博多区西月隈三丁目1番
48号

092-477-9111
ネッツトヨタ西日本株式会社　
ユーロード百年パーク店

839-0864
福岡県久留米市百年公園2番6
号

0942-33-4711

21121000022 令和4年09月19日 令和9年09月18日 ネッツトヨタ西日本株式会社
代表取締役　喜多
村　浩司

812-0857
福岡市博多区西月隈三丁目1番
48号

092-477-9111
ネッツトヨタ西日本株式会社　
東合川Ｕ－Ｃａｒセンター

839-0809
福岡県久留米市東合川1丁目9-
22

0942-44-6511

21121000023 令和4年09月19日 令和9年09月18日 福岡スバル株式会社
代表取締役　山野　
達也

813-0044
福岡市東区千早四丁目14番12
号

092-710-0111 福岡スバル株式会社　上津店 830-0052 福岡県久留米市上津町2228-73 0942-21-7772

21121000023 令和4年09月19日 令和9年09月18日 福岡スバル株式会社
代表取締役　山野　
達也

813-0044
福岡市東区千早四丁目14番12
号

092-710-0111 福岡スバル株式会社　櫛原店 830-0003 福岡県久留米市東櫛原町919-1 0942-33-9361

21121000024 令和4年09月19日 令和9年09月18日
株式会社ホンダ四輪販売九州
北

代表取締役　野村　
洋

812-0857
福岡市中央区赤坂一丁目13番
12号

092-732-1211
ホンダカーズ福岡　久留米南
店

830-0053 福岡県久留米市藤山町1716-2 0942-35-1423

21121000024 令和4年09月19日 令和9年09月18日
株式会社ホンダ四輪販売九州
北

代表取締役　野村　
洋

812-0857
福岡市中央区赤坂一丁目13番
12号

092-732-1211 ホンダカーズ福岡　久留米店 830-0003 福岡県久留米市東櫛原町1016 0942-21-9521

21121000024 令和4年09月19日 令和9年09月18日
株式会社ホンダ四輪販売九州
北

代表取締役　野村　
洋

812-0857
福岡市中央区赤坂一丁目13番
12号

092-732-1211
ホンダカーズ福岡　久留米イ
ンター店

830-0809 福岡県久留米市東合川1-9-32 0942-43-4611

21121000026 令和4年09月20日 令和9年09月19日 株式会社ヤナセ
代表取締役  𠮷田　
多孝

105-8575 東京都港区芝浦一丁目6番38号 03-3452-4311
株式会社ヤナセ　九州営業本
部　久留米支店

839-0841
福岡県久留米市御井旗崎1丁目
1番6号

0942-44-5263

21121000028 令和4年09月20日 令和9年09月19日 立石　勝記 (個人) 839-1231
福岡県久留米市北野町大城335
番地14

0943-73-1575 タテイシオートサービス 839-1231
福岡県久留米市田主丸町野田
504

0943-73-1575

21121000029 令和4年09月20日 令和9年09月19日 久留米西鉄タクシー株式会社
代表取締役　大石　
一紀

839-0863
福岡県久留米市国分町御供田
1596番地

0942-21-9739 久留米西鉄タクシー整備工場 839-0863
福岡県久留米市国分町御供田
1596番地

0942-22-3978

21121000031 令和4年09月27日 令和9年09月26日 ネッツトヨタ福岡株式会社
代表取締役　金野 
誠

812-0016
福岡市博多区博多駅南六丁目
14番35号

092-411-5511
ネッツトヨタ福岡株式会社　
久留米マイカーセンター

830-0062
福岡県久留米市荒木町白口138
番地1

0942-46-5586

21121000031 令和4年09月27日 令和9年09月26日 ネッツトヨタ福岡株式会社
代表取締役　金野 
誠

812-0016
福岡市博多区博多駅南六丁目
14番35号

092-411-5511
ネッツトヨタ福岡株式会社　
久留米野添店

830-0053 福岡県久留米市藤山町1716-6 0942-21-4234

21121000031 令和4年09月27日 令和9年09月26日 ネッツトヨタ福岡株式会社
代表取締役　金野 
誠

812-0016
福岡市博多区博多駅南六丁目
14番35号

092-411-5511
ネッツトヨタ福岡株式会社　
久留米櫛原店

830-0003 福岡県久留米市東櫛原町423-2 0942-35-6431

21121000035 令和4年09月27日 令和9年09月26日 株式会社フィールドモーター
代表取締役　原　
民治

839-0841
福岡県久留米市御井旗崎1丁目
10番7号

0942-44-5788 株式会社フィールドモーター 839-0841
福岡県久留米市御井旗崎1丁目
10番7号

0942-44-5788

21121000054 令和4年11月05日 令和9年11月04日 有限会社柳自動車
代表取締役　柳　
敏郎

839-1203
福岡県久留米市田主丸町秋成
633番地の2

0943-72-2210 有限会社柳自動車 839-1203
福岡県久留米市田主丸町秋成
633番地の2

0943-72-2210

21121000056 令和4年10月10日 令和9年10月09日 有限会社松幸自動車
代表取締役　田中　
松裕

830-0224
福岡県久留米市城島町上青木
307番地の4

0942-62-4121 有限会社松幸自動車 830-0224
福岡県久留米市城島町上青木
307番地の4

0942-62-4121
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21121000063 令和4年10月29日 令和9年10月28日 帝欧オート株式会社
代表取締役　成瀬　
隆章

108-0014 東京都港区芝五丁目13番15号 03-5370-0660
帝欧オート株式会社　ボル
ボ・カー久留米

839-0809
福岡県久留米市東合川四丁目
１番２７号

0942-45-0960

21121000073 平成30年04月04日 令和5年04月03日 マルキュー整備株式会社
代表取締役　井出　
利月

839-0821
福岡県久留米市太郎原町1263
番地

0942-43-0909 マルキュー整備株式会社 839-0821
福岡県久留米市太郎原町1263
番地

0942-43-0909

21121000074 平成30年06月13日 令和5年06月12日 柴田産業株式会社
代表取締役　斉　
浩

830-0048
福岡県久留米市梅満町1246番
地の1

0942-32-3857 柴田産業株式会社 830-0048
福岡県久留米市梅満町1246番
地の1

0942-32-3857

21121000087 令和1年08月22日 令和6年08月21日 関　春生 （個人） 839-0809
福岡県久留米市東合川2丁目5
番15-203号

0942-44-6269 エレメント 839-0809
福岡県久留米市東合川1丁目4
番31号

0942-43-8862

21121000117 令和1年09月09日 令和6年09月08日 西鉄エム・テック株式会社
代表取締役　丹山　
裕和

812-0041
福岡市中央区大名二丁目4番30
号西鉄赤坂ビル7階

092-762-5220
西鉄エム・テック株式会社　
久留米工場

830-0048
福岡県久留米市梅満町字原畑
560

0942-35-6631

21121000117 令和1年09月09日 令和6年09月08日 西鉄エム・テック株式会社
代表取締役　丹山　
裕和

812-0041
福岡市中央区大名二丁目4番30
号西鉄赤坂ビル7階

092-762-5220
西鉄エム・テック株式会社　
縄手整備場

830-0042 福岡県久留米市荘島町315 0942-33-3317

21121000117 令和1年09月09日 令和6年09月08日 西鉄エム・テック株式会社
代表取締役　丹山　
裕和

812-0041
福岡市中央区大名二丁目4番30
号西鉄赤坂ビル7階

092-762-5220
西鉄エム・テック株式会社　
久留米整備場

839-0851
福岡県久留米市御井町2291番
地の1

0942-43-1838

21121000188 令和1年12月17日 令和6年12月16日 花畠　修 (個人) 830-0052 久留米市上津町1805番地4 0942-22-0077 花畠自動車鈑金 830-0052 久留米市藤光町108-1

21121000236 令和3年04月28日 令和8年04月27日
日産プリンス福岡販売株式会
社

代表取締役　寺田　
繁人

810-0014
福岡県福岡市中央区平尾三丁
目6番3号

092-531-9561
日産プリンス福岡販売株式会
社　久留米店

830-0003
福岡県久留米市東櫛原町1104-
1

0942-35-2332

21121000236 令和3年04月28日 令和8年04月27日
日産プリンス福岡販売株式会
社

代表取締役　寺田　
繁人

810-0014
福岡県福岡市中央区平尾三丁
目6番3号

092-531-9561
日産プリンス福岡販売株式会
社　久留米インター店

839-0809
福岡県久留米市東合川2丁目3-
3

0942-45-3323

21121000236 令和3年04月28日 令和8年04月27日
日産プリンス福岡販売株式会
社

代表取締役　寺田　
繁人

810-0014
福岡県福岡市中央区平尾三丁
目6番3号

092-531-9561
日産プリンス福岡販売株式会
社　カーパレス久留米

839-0814
福岡県久留米市山川追分1丁目
1-4

0942-44-7161

21121000236 令和3年04月28日 令和8年04月27日
日産プリンス福岡販売株式会
社

代表取締役　寺田　
繁人

810-0014
福岡県福岡市中央区平尾三丁
目6番3号

092-531-9561
日産プリンス福岡販売株式会
社　浮羽店

839-1202
福岡県久留米市田主丸町鷹取
530-3

0943-72-2708

21121000237 令和3年04月28日 令和8年04月27日 福岡日産自動車株式会社
代表取締役　内野　
伸一

812-8631
福岡県福岡市博多区東比恵二
丁目14番33号

092-441-2323
福岡日産自動車株式会社　久
留米店

830-0003
福岡県久留米市東櫛原町1047-
1

0942-33-0261

21121000237 令和3年04月28日 令和8年04月27日 福岡日産自動車株式会社
代表取締役　内野　
伸一

812-8631
福岡県福岡市博多区東比恵二
丁目14番33号

092-441-2323
福岡日産自動車株式会社　上
津店

830-0052
福岡県久留米市上津町2203-
176

0942-21-2123

21121000237 令和3年04月28日 令和8年04月27日 福岡日産自動車株式会社
代表取締役　内野　
伸一

812-8631
福岡県福岡市博多区東比恵二
丁目14番33号

092-441-2323
福岡日産自動車株式会社　久
留米マイカーセンター

839-0809
福岡県久留米市東合川1丁目
10-19

0942-43-4323

21121000237 令和3年04月28日 令和8年04月27日 福岡日産自動車株式会社
代表取締役　内野　
伸一

812-8631
福岡県福岡市博多区東比恵二
丁目14番33号

092-441-2323
福岡日産自動車株式会社　久
留米東店

839-0809
福岡県久留米市東合川1丁目7-
21

0942-44-2323

21121000242 令和4年10月04日 令和9年10月03日 株式会社ホンダカーズ博多
代表取締役　岩丸　
博紀

827-0003
福岡県田川郡川崎町大字川崎
391番地の1

0947-72-3691
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ博多　久
留米小森野店

830-0001
福岡県久留米市小森野3丁目19
番22号

0942-31-1233

21121000242 令和4年10月04日 令和9年10月03日 株式会社ホンダカーズ博多
代表取締役　岩丸　
博紀

827-0003
福岡県田川郡川崎町大字川崎
391番地の1

0947-72-3691
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ博多　久
留米東合川店

839-0809
福岡県久留米市東合川6丁目2
番5号

0942-44-6666

21121000254 平成30年11月26日 令和5年11月25日 株式会社エイワ産業
代表取締役　木下　
泰源

834-0121
福岡県久留米市善導寺町木塚
３５番地５

0942-54-2275
株式会社エイワ産業　久留米
リサイクルセンター

839-0822 久留米市善道寺町木塚35-5 0942-47-2800 

21121000262 令和2年04月14日 令和7年04月13日 松尾　高則 (個人) 830-0076
久留米市大善寺町藤吉723番地
9

0942-51-3315 松尾自動車鈑金 830-0072
久留米市安武町安武本1122番
地1

0942-51-3315

21121000269 令和4年06月13日 令和9年06月12日 いすゞ自動車九州株式会社
代表取締役　中村　
智一

812-0055
福岡市東区東浜一丁目10番85
号

092-641-7711
いすゞ自動車九州株式会社　
久留米サービスセンター

839-0804 久留米市宮ノ陣町若松1番11 0942-38-1717

21121000271 令和4年09月07日 令和9年09月06日
チェッカーモータース株式会
社

代表取締役　成瀬　
隆章

108-0014 東京都港区芝五丁目13番15号 03-5370-0660
チェッカーモータース株式会
社　ジープ久留米

839-0809 福岡県久留米市東合川7-1-1 0942-40-7775

21121000272 令和4年10月15日 令和9年10月14日 九州日野自動車株式会社
代表取締役　柴垣　
勇

812-8583
福岡市東区みなと香椎三丁目
７番２号

092-641-1173
九州日野自動車株式会社　久
留米支店

839-0804
福岡県久留米市宮ノ陣町若松
1-17

0942-30-0034

21121000286 令和1年06月12日 令和6年06月11日
有限会社タヒルトレーディン
グ

代表取締役　岩根
タヒル

830-0052
福岡県久留米市上津町2192番
地1022

0942-21-5586
有限会社タヒルトレーディン
グ

830-0052
福岡県久留米市上津町2192番
地1022

0942-21-5586

21121000287 令和1年10月27日 令和6年10月26日
有限会社千代島自動車整備工
場

代表取締役　千代
島龍一

830-0207
福岡県久留米市城島町城島566
番地の2

0942-62-3128
有限会社千代島自動車整備工
場

830-0207
福岡県久留米市城島町城島566
番地の2

0942-62-3128

21121000289 令和1年12月17日 令和6年12月16日
株式会社トータルカーサービ
スジャパン

代表取締役　杉原　
毅

803-0814
北九州市小倉北区大手町2番23
号

093-571-0885
株式会社トータルカーサービ
スジャパン久留米工場

830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2767-
1

0942-35-3502

21121000289 令和1年12月17日 令和6年12月16日
株式会社トータルカーサービ
スジャパン

代表取締役　杉原　
毅

803-0814
北九州市小倉北区大手町2番23
号

093-571-0885
株式会社トータルカーサービ
スジャパン野添工場

830-0053 福岡県久留米市藤山町1729-4 0942-22-0903

21121000290 令和2年08月25日 令和7年08月24日 山口　幸秀 (個人) 830-0053
福岡県久留米市藤山町1082番
地2

0942-21-3068 藤山自動車 830-0053
福岡県久留米市藤山町1082番
地2

0942-21-3068

21121000291 令和2年09月02日 令和7年09月01日 有限会社古賀商店
代表取締役　古賀　
幹英

839-0852
福岡県久留米市高良内町548番
地の5

0942-43-5484
有限会社古賀商店　鑓水給油
所

839-0852
福岡県久留米市高良内町2913-
2

0942-43-4709

21121000297 令和4年7月31日 令和9年7月30日 株式会社スズキ自販福岡
代表取締役　帆足　
達也

811-2304
福岡県糟屋郡粕屋町仲原鶴町
2567番地の10

092-621-6161
株式会社スズキ自販福岡
久留米営業所

839-0863 久留米市国分町1424 0942-21-4481

21121000297 令和4年7月31日 令和9年7月30日 株式会社スズキ自販福岡
代表取締役　帆足　
達也

811-2304
福岡県糟屋郡粕屋町仲原鶴町
2567番地の10

092-621-6161
株式会社スズキ自販福岡
久留米南営業所

839-0052 久留米市上津町1890-4 0942-51-2666

21121000297 令和4年07月31日 令和9年07月30日 株式会社スズキ自販福岡
代表取締役　帆足　
達也

811-2304
福岡県糟屋郡粕屋町仲原鶴町
2567番地の10

092-621-6161
株式会社スズキ自販福岡
アリーナ合川店

839-0863 久留米市東合川1-8-40 0942-44-7110
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21121000299 令和4年11月14日 令和9年11月13日 九州三菱自動車販売株式会社
代表取締役　牟田　
弘昭

810-8636
福岡県福岡市中央区薬院三丁
目2番23号

092-521-1411
九州三菱自動車販売株式会社　
久留米東店

839-0816
福岡県久留米市山川野口町12
番40号

0942-45-4180

21121000299 令和4年11月14日 令和9年11月13日 九州三菱自動車販売株式会社
代表取締役　牟田　
弘昭

810-8636
福岡県福岡市中央区薬院三丁
目2番23号

092-521-1411
九州三菱自動車販売株式会社　
久留米支店

830-0053 福岡県久留米市藤山町1754-1 0942-22-0361

21121000300 平成30年03月20日 令和5年03月19日 九州スズキ販売株式会社
代表取締役　野田　
文久

812-0004
福岡市博多区榎田一丁目1番4
号

092-411-5575
九州スズキ販売株式会社　久
留米支店

830-0055 福岡県久留米市上津2-9-8 0942-22-5296

21121000301 平成31年01月11日 令和6年01月10日 原　誠次 （個人） 830-0052
福岡県久留米市上津町2228番
地1297

0942-21-7564 ハラ商会 830-0052
福岡県久留米市上津町2228番
地1297

0942-21-7564

21121000302 平成31年02月14日 令和6年02月13日 株式会社立山自動車工業
代表取締役　立山　
健司

839-1203
福岡県久留米市田主丸町秋成
874番地の3

0943-72-2744 株式会社立山自動車工業 839-1203
福岡県久留米市田主丸町秋成
874番地の3

0943-72-2744

21121000303 令和1年12月24日 令和6年12月23日 株式会社IDOM
代表取締役　羽鳥　
裕介

100-7026
東京都千代田区丸の内二丁目7
番2号

03-5208-1286 ＬＩＢＥＲＡＬＡ久留米 830-0056 福岡県久留米市本山1-4-25 0942-51-8121

21121000304 令和2年03月26日 令和7年03月25日 株式会社北嶋自動車
代表取締役　北嶋　
伸也

830-0053 福岡県久留米市藤山町637番地 0942-21-3888 株式会社北嶋自動車 830-0053 福岡県久留米市藤山町637番地 0942-21-3888

21121000305 令和2年07月03日 令和7年07月02日 株式会社メーカーズ
代表取締役　白井　
剛

819-0025 福岡市西区石丸四丁目5番53号 092-753-6611
株式会社メーカーズ　ケイカ
フェくるめ店

830-0062
福岡県久留米市荒木町白口
105-1

0942-26-2020

21121000306 令和2年09月25日 令和7年09月24日 有限会社室岡商店
代表取締役　松元　
康

830-0073
福岡県久留米市大善寺町宮本
367番地16

0942-27-1238 有限会社室岡商店 830-0073
福岡県久留米市大善寺町宮本
367番地16

0942-27-1238

21121000307 令和2年12月15日 令和7年12月14日 有限会社エザキ
代表取締役　江﨑　
譲一朗

839-0852
福岡県久留米市高良内町3840
番地44

0942-43-4641 有限会社エザキ 839-0852
福岡県久留米市高良内町3840
番地44

0942-43-4641

21121000308 令和4年03月17日 令和9年03月16日
ヤナセバイエルンモーターズ
株式会社

代表取締役　玉井　
洋

105-8575 東京都港区芝浦一丁目6番38号 03-5440-7307
ヤナセバイエルンモーターズ
株式会社久留米支店

839-0811
福岡県久留米市山川神代1丁目
10番58

0942-43-6357

46事業者　73事業所令和5年1月1日現在
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