
平成28年9月6日

氏名又は名称 住所 代表者の氏名 事業所の名称 〒 事業所の所在地
事業所
電話番号

再生をしようとする
フロン類の種類
（（）内は冷媒番号）

許可番号 許可年月日 有効期間満了年月日

1 茨城県 株式会社ＦＵＳＯ

東京都中央区日本橋
浜町三丁目３番１号ト
ルナーレ日本橋浜町２
１４

代表取締役　遠藤　進
株式会社ＦＵＳＯ　フロン
処理センター

308-0847
茨城県筑西市玉戸１
００３－２１

0296-54-6205 ＨＣＦＣ（Ｒ２２） 27S0008 平成27年5月12日 平成32年5月11日

2 茨城県 株式会社ＦＵＳＯ

東京都中央区日本橋
浜町三丁目３番１号ト
ルナーレ日本橋浜町２
１４

代表取締役　遠藤　進
株式会社ＦＵＳＯ　回収冷
媒管理センター

300－2731
茨城県常総市古間木
新田字大和田２１７－
１

0297-43-9391 HFC（Ｒ３２、Ｒ４１０Ａ） 27S0020 平成28年3月31日 平成33年3月30日

3 栃木県 大旺新洋株式会社
高知県高知市仁井田
１６２５番地２

代表取締役　尾﨑　憲祐
大旺新洋株式会社　土木
事業本部　環境事業部
大平工場

329-4423
栃木県栃木市大平町
西水代２５３６

0282-44-0838 HCFC（Ｒ２２） 27S0004 平成27年4月1日 平成32年3月31日

4 埼玉県 株式会社クリエイト
埼玉県久喜市間鎌３１
４番地１

代表取締役　吉田　きく江 株式会社クリエイト 349-1123
埼玉県久喜市間鎌３
１４番地１

0480-52-7831

CFC（Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１１
３、Ｒ５０２）、
HCFC（Ｒ２２、Ｒ１２３）、
HFC（Ｒ１３４ａ）

27S0002 平成27年4月1日 平成32年3月31日

5 埼玉県 株式会社環境総研
埼玉県桶川市川田谷
字富士見１６４９番１

代表取締役　山田　久俊 株式会社環境総研 363-0027
埼玉県桶川市川田谷
字富士見１６４９番１

048-789-2302
ＣＦＣ（Ｒ１１、Ｒ１２）、
ＨＣＦＣ（Ｒ２２、Ｒ１２３）、
ＨＦＣ（Ｒ１３４ａ）

27S0018 平成27年10月9日 平成32年10月8日

6 千葉県
三井・デュポンフロロケミ
カル株式会社

東京都港区虎ノ門四
丁目１番１７号

代表取締役　福原　修三
三井・デュポンフロロケミカ
ル株式会社　千葉工場

299-0108
千葉県市原市千種海
岸３－５

0436-62-3103 HFC（Ｒ４０７Ｃ、Ｒ４１０Ａ） 27S0006 平成27年4月1日 平成32年3月31日

7 東京都 中京フロン株式会社
愛知県名古屋市中川
区吉津二丁目２６１２
番地

代表取締役　太等　浩二
中京フロン株式会社　東
京支店　足立工場

121-0812
東京都足立区西保木
間三丁目１６番２６号

03-5856-5141
ＨＣＦＣ（Ｒ２２）、
ＨＦＣ（Ｒ１３４ａ、Ｒ４０４Ａ、
Ｒ４１０Ａ）

27S0012 平成27年6月30日 平成32年6月29日

8 富山県 日本フロン北陸株式会社
富山県富山市黒崎字
寺田割１２１番１

代表取締役　太等　浩二 日本フロン北陸株式会社 939-8214
富山県富山市黒崎字
寺田割１２１番１

076-464-3036
ＨＣＦＣ（Ｒ２２）、
ＨＦＣ（Ｒ１３４ａ、Ｒ４０４Ａ、
Ｒ４１０Ａ）

27S0013 平成27年6月30日 平成32年6月29日

9 石川県 北陸エアコン株式会社
石川県金沢市専光寺
町タ６番地８

代表取締役　山嵜　慎一 北陸エアコン株式会社 920-0356
石川県金沢市専光寺
町二１８４

076-267-3466
ＨＣＦＣ（Ｒ２２）、
ＨＦＣ（Ｒ４１０Ａ）

27S0017 平成27年9月7日 平成32年9月6日

10 静岡県 阿部化学株式会社
静岡県焼津市石脇下
１２７２番地

代表取締役　阿部　裕之 阿部化学株式会社 425-0016
静岡県焼津市石脇下
１２７２番地

054-629-9311

CFC（Ｒ１１、Ｒ１２）、
HCFC（Ｒ２２、Ｒ１２３）、
HFC（Ｒ３２、Ｒ１３４ａ、Ｒ４
０７Ｃ、Ｒ４１０Ａ）

27S0003 平成27年4月1日 平成32年3月31日

11 静岡県
三井・デュポンフロロケミ
カル株式会社

東京都港区虎ノ門四
丁目１番１７号

代表取締役　福原　修三
三井・デュポンフロロケミカ
ル株式会社　清水工場

424-8631
静岡県静岡市清水区
三保３６００

054-334-4827
HCFC（Ｒ２２）、
HFC（Ｒ１３４ａ、Ｒ４０４Ａ）

27S0005 平成27年4月1日 平成32年3月31日

12 静岡県 株式会社アトム
静岡県焼津市八楠三
丁目６番地の２２

代表取締役　後藤　政巳
株式会社アトム　大井川
工場

421-0214
静岡県焼津市中島１
８-８

054-664-0522 ＨＣＦＣ（Ｒ２２） 27S0010 平成27年6月24日 平成32年6月23日

13 静岡県 中京フロン株式会社
愛知県名古屋市中川
区吉津２丁目２６１２番
地

代表取締役　太等　浩二
中京フロン株式会社　浜
松工場

431-1304
静岡県浜松市細江町
中川１９３０番地４

052-433-0088
ＨＣＦＣ（Ｒ２２）、
ＨＦＣ（Ｒ３２、R１３４ａ、Ｒ４
０４Ａ、Ｒ４１０A）

27S0021 平成28年3月31日 平成33年3月30日

第一種フロン類再生業者名簿

事業所所在
都道府県名

1/2



平成28年9月6日

氏名又は名称 住所 代表者の氏名 事業所の名称 〒 事業所の所在地
事業所
電話番号

再生をしようとする
フロン類の種類
（（）内は冷媒番号）

許可番号 許可年月日 有効期間満了年月日

第一種フロン類再生業者名簿

事業所所在
都道府県名

14 愛知県 中京フロン株式会社
愛知県名古屋市中川
区吉津二丁目2612番
地

代表取締役　太等　浩二
中京フロン株式会社　第５
工場

454-0981
愛知県名古屋市中川
区吉津二丁目2611番
地

052-433-0088
ＨＣＦＣ（Ｒ２２）、
ＨＦＣ（Ｒ３２、Ｒ１３４ａ、Ｒ４
０４Ａ、Ｒ４１０Ａ）

27S0009 平成27年5月28日 平成32年5月27日

15 愛知県 株式会社環境総研中部
愛知県春日井市下条
町二丁目１３番地の８

代表取締役　都築　秀俊 株式会社環境総研中部 486-0923
愛知県春日井市下条
町二丁目１３番地の８

0568-89-6668 ＨＣＦＣ（Ｒ２２） 27S0016 平成27年8月18日 平成32年8月17日

16 大阪府
株式会社クリーンセン
ター

大阪府柏原市国分東
条町４３３１番地の４

代表取締役　新子　邦子
株式会社クリーンセンター
第四工場

582-0023
大阪府柏原市国分東
条町４３３１番地の４

072-976-1671
ＨＣＦＣ（Ｒ２２）、
ＨＦＣ（Ｒ３２、Ｒ１３４ａ、Ｒ４
０４Ａ、Ｒ４１０Ａ）

27S0011 平成27年6月30日 平成32年6月29日

17 大阪府 技研サービス株式会社
大阪府大阪市東淀川
区東中島一丁目９番７
号

代表取締役　大岸　哲
技研サービス株式会社
大阪営業所

570-0003
大阪府守口市大日町
一丁目１５番４号

06-6321-2131
ＣＦＣ（Ｒ１１、Ｒ１２）、
ＨＣＦＣ（Ｒ２２、Ｒ１２３）、
ＨＦＣ（Ｒ１３４ａ）

27S0015 平成27年7月29日 平成32年7月28日

18 兵庫県 兵庫酸素株式会社
兵庫県姫路市下手野
一丁目８番１０号

代表取締役　伊賀　広 兵庫酸素株式会社 670-0063
兵庫県姫路市下手野
一丁目８番１０号

079-294-1873
ＣＦＣ（Ｒ１２）、
ＨＣＦＣ（Ｒ２２）
ＨＦＣ（Ｒ１３４ａ）

27S0014 平成27年7月13日 平成32年7月12日

19 広島県
メキシケムジャパン株式
会社

東京都品川区東品川
二丁目２番２０号

代表取締役　駒井　亨
メキシケムジャパン株式会
社　三原製造所

723-8611
広島県三原市円一町
一丁目１番１号

0848-67-5230
HCFC（Ｒ２２）、
HFC（Ｒ１３４ａ）

27S0001 平成27年4月1日 平成32年3月31日

20 香川県 三宅産業株式会社
香川県観音寺市坂本
町七丁目2番10号

代表取締役　三宅　慎二
三宅産業株式会社　財田
営業所

769－0401
香川県三豊市財田町
財田上７８３０－１８

0875-56-8017
ＨＣＦＣ（Ｒ２２）、
ＨＦＣ（Ｒ３２、Ｒ４１０A）

27S0022 平成28年8月26日 平成33年8月25日

21 高知県 大旺新洋株式会社
高知県高知市仁井田
１６２５番地２

代表取締役　尾﨑　憲祐
大旺新洋株式会社　土木
事業本部　環境事業部
長浜工場

781-0270
高知県高知市長浜５
０３３番地２１

088-842-0205 HCFC（Ｒ２２） 27S0007 平成27年4月1日 平成32年3月31日

22 鹿児島県 サツマ酸素工業株式会社
鹿児島県鹿児島市東
開町３番地４２

代表取締役　内村　武志 サツマ酸素工業株式会社 891-0115
鹿児島県鹿児島市東
開町３番地４２

096-266-2300 ＨＣＦＣ（Ｒ２２） 27S0019 平成27年12月11日 平成32年12月10日
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