
久留米市自動車リサイクル法フロン類回収業者名簿

事業区分 フロン類回収業 19件

CFC HFC

21122000001 平成29年05月01日 令和4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 ○ ○

21122000006 平成29年07月18日 令和4年07月17日 岡　友則 （個人） 839-0814
福岡県久留米市山川追分1丁目
12番39号

0942-43-4381 岡自動車 839-0841
福岡県久留米市御井旗﨑4丁目7
番10号

0942-43-4381 ○ ○

21122000009 平成29年08月30日 令和4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 ○ ○

21122000020 平成29年09月26日 令和4年09月25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 ○ ○

21122000020 平成29年09月26日 令和4年09月25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 ○ ○

21122000023 平成29年09月26日 令和4年09月25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 ○ ○

21122000023 平成29年09月26日 令和4年09月25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 ○ ○

21122000024 平成29年09月26日 令和4年09月25日
株式会社ホンダ四輪販売福岡・
大分

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 0942-21-9521 ○ ○

21122000024 平成29年09月26日 令和4年09月25日
株式会社ホンダ四輪販売福岡・
大分

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 0942-35-1423 ○ ○

21122000024 平成29年09月26日 令和4年09月25日
株式会社ホンダ四輪販売福岡・
大分

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 ○ ○

21122000029 平成29年09月26日 令和4年09月25日 久留米西鉄タクシー株式会社 代表取締役　本田　哲 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 ○ ○

21122000051 平成29年10月18日 令和4年10月17日 株式会社ホンダパルス 代表取締役　坂田　淳一 834-0015 福岡県八女市本624番地の1 0943-23-1147
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ八女 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 ○ ○

21122000054 平成29年10月18日 令和4年10月17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 ○ ○

21122000056 平成29年10月10日 令和4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 ○ ○

21122000061 平成29年10月23日 令和4年10月22日 石井　淳良 （個人） 839-1216
福岡県久留米市田主丸町中尾
1863番地

0943-73-1844 いしい電装自動車サービス 839-1216
福岡県久留米市田主丸町中尾
1863番地

0943-73-1844 ○

21122000074 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 ○ ○

21122000117 平成29年09月26日 令和4年09月25日 西鉄エム・テック株式会社 代表取締役　堀江　広重 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 ○ ○

21122000117 平成29年09月26日 令和4年09月25日 西鉄エム・テック株式会社 代表取締役　堀江　広重 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 ○ ○

21122000117 平成29年09月26日 令和4年09月25日 西鉄エム・テック株式会社 代表取締役　堀江　広重 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 ○ ○

21122000242 平成29年10月24日 令和4年10月23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 ○ ○

21122000087 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 ○ ○

21122000289 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 ○ ○

21122000300 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 ○

21122000302 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 ○

21122000307 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 ○ ○
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