
申請
（様式３－１）

自動車破砕残さの
発生抑制量（ｔ/年）

27年度
C01-F1-107-00-K0412 丸利伊丹車輌（株）北広島支店 丸利伊丹車輌（株）北広島支店 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 222 t/年

C01-F2-107-00-K0412 丸利伊丹車輌（株）北広島支店 丸利伊丹車輌（株）北広島支店 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 222 t/年

C01-F1-108-00-K0501 （株）タイヨー自動車 （株）タイヨー自動車 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 222 t/年

C01-F2-108-00-K0501 （株）タイヨー自動車 （株）タイヨー自動車 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 34 t/年

A04-C1-106-00-K0504 岡谷エコ・アソート（株） 岡谷エコ・アソート（株） 清水鋼鐵（株）　苫小牧製鋼所 豊田通商（株） 17 t/年

A04-C1-106-01-K0504 （有）丸一田中商会　本社 岡谷エコ・アソート（株） 清水鋼鐵（株）　苫小牧製鋼所 豊田通商（株） 171 t/年

A04-C1-106-02-K0504 （有）駒里サルベージ 岡谷エコ・アソート（株） 清水鋼鐵（株）　苫小牧製鋼所 豊田通商（株） 51 t/年

A04-C1-106-03-K0504 （有）会田車輌 岡谷エコ・アソート（株） 清水鋼鐵（株）　苫小牧製鋼所 豊田通商（株） 120 t/年

A04-C1-106-04-K0504 （株）オートパーツ三伸 岡谷エコ・アソート（株） 清水鋼鐵（株）　苫小牧製鋼所 豊田通商（株） 68 t/年

C01-F1-110-00-K0504 （株）髙橋商会 （株）髙橋商会 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所　 丸紅テツゲン（株） 102 t/年

C01-F2-110-00-K0504 （株）髙橋商会 （株）髙橋商会 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所　 丸紅テツゲン（株） 102 t/年

C01-F2-111-00-K0504
茂田石油（株）
モダオートオートファクトリー

茂田石油（株）
モダオートオートファクトリー

ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所　 丸紅テツゲン（株） 137 t/年

C01-F1-111-00-K0504
茂田石油（株）
モダオートオートファクトリー

茂田石油（株）
モダオートオートファクトリー

ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所　 丸紅テツゲン（株） 137 t/年

A04-B1-104-00-K0412 （株）鈴木商会　石狩工場 （株）鈴木商会　石狩工場 ＪＦＥ条鋼（株）　豊平製造所 豊田通商（株） 3 t/年

A04-B1-104-02-K0412 （株）協栄車輌 （株）鈴木商会　石狩工場 ＪＦＥ条鋼（株）　豊平製造所 豊田通商（株） 17 t/年

A04-B1-104-06-K0502 （合）山本商会 （株）鈴木商会　石狩工場 ＪＦＥ条鋼（株）　豊平製造所 豊田通商（株） 17 t/年

A04-B1-104-22-K0502 （株）日興商会 （株）鈴木商会　石狩工場 ＪＦＥ条鋼（株）　豊平製造所 豊田通商（株） 3 t/年
A04-C1-105-01-K0507 （株）辻商会 （株）サンシン旭川スクラップセンター 清水鋼鐵（株）　苫小牧製鋼所 豊田通商（株） 7 t/年
A04-C1-105-02-K0507 （有）菅野商事 （株）サンシン旭川スクラップセンター 清水鋼鐵（株）　苫小牧製鋼所 豊田通商（株） 51 t/年
A04-C1-105-03-K0507 （有）オートパーツ長谷山 （株）サンシン旭川スクラップセンター 清水鋼鐵（株）　苫小牧製鋼所 豊田通商（株） 7 t/年
A04-C1-105-04-K0507 （有）まるふく八田商会 （株）サンシン旭川スクラップセンター 清水鋼鐵（株）　苫小牧製鋼所 豊田通商（株） 7 t/年
A04-C1-112-00-K0507 （有）アイエイシー商事 （有）アイエイシー商事 清水鋼鐵（株）　苫小牧製鋼所 豊田通商（株） 7 t/年
B01-B1-104-24-K0601 （株）ライズコーポレーション （株）鈴木商会　石狩工場 ＪＦＥ条鋼（株）　豊平製造所 （株）ホンダトレーディング 17 t/年
C01-F3-107-00-K0802 丸利伊丹車輌（株）北広島支店 丸利伊丹車輌（株）北広島支店 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 222 t/年
C01-F3-108-00-K0802 （株）タイヨー自動車 （株）タイヨー自動車 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 17 t/年
C01-F3-110-00-K0802 （株）髙橋商会 （株）髙橋商会 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 102 t/年

C01-F3-111-00-K0802
茂田石油（株）
モダオートオートファクトリー

茂田石油（株）
モダオートオートファクトリー

ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 68 t/年

A04-B1-113-00-K1010 釧路オートリサイクル（株） 釧路オートリサイクル（株） ＪＦＥ条鋼（株）　豊平製造所 豊田通商（株） 68 t/年
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A05-D1-204-00-K0412 （有）なかよし産業 （有）なかよし産業 （株）伊藤製鐵所　石巻工場 豊田通商（株） 17 t/年

A05-D1-205-00-K0412 （有）二興 （有）二興 （株）伊藤製鐵所　石巻工場 豊田通商（株） 17 t/年

A02-F1-206-00-K0412 （株）白川商店 （株）白川商店 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年

A02-I1-206-00-K0412 （株）白川商店 （株）白川商店 関東スチール（株） 豊田通商（株） 7 t/年

C01-F2-213-00-K0501 カイテン（株） カイテン（株） ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 137 t/年

C01-F2-214-00-K0501 山形オートリサイクルセンター（株） 山形オートリサイクルセンター（株） ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 61 t/年

J01-F2-210-01-K0502 （株）曙資源商事 （株）YAMANAKA　北上工場 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 三井物産メタルワン建材（株） 51 t/年

J01-F2-210-02-K0502 （株）サンケイ商会 （株）YAMANAKA　北上工場 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 三井物産メタルワン建材（株） 51 t/年

J01-F2-210-03-K0502 （有）リプロ企画 （株）YAMANAKA　北上工場 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 三井物産メタルワン建材（株） 51 t/年

J01-F2-210-04-K0502 （有）山﨑オートパーツ （株）YAMANAKA　北上工場 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 三井物産メタルワン建材（株） 51 t/年

L01-F1-208-00-K0502 （株）釜屋　リサイクルセンター （株）釜屋　リサイクルセンター ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 岡谷鋼機（株） 68 t/年

A05-F2-201-00-K0503
（株）ヨシムラ
みやぎ自動車リサイクルセンター

（株）ヨシムラ
みやぎ自動車リサイクルセンター

ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 豊田通商（株） 17 t/年

A05-T1-217-00-K0504 （協）岩手オートリサイクルセンター （協）岩手オートリサイクルセンター 東京鐵鋼（株）　八戸工場 豊田通商（株） 17 t/年

J01-F1-216-01-K0506 （有）オートパーツアマルク 荒川産業（株）　アマルク ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 三井物産メタルワン建材（株） 51 t/年

J01-F2-216-01-K0506 （有）オートパーツアマルク 荒川産業（株）　アマルク ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 三井物産メタルワン建材（株） 51 t/年

A02-F1-207-01-K0412
大越工業（株）第２工場
（スペースリサイクルドットコム）

大越工業（株）第２工場
（スペースリサイクルドットコム）

ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年

A02-I1-207-01-K0412
大越工業（株）第２工場
（スペースリサイクルドットコム）

大越工業（株）第２工場
（スペースリサイクルドットコム）

関東スチール（株） 豊田通商（株） 7 t/年

A05-D1-203-01-K0412 （株）アイエス総合 （株）高田商店 （株）伊藤製鐵所　石巻工場 豊田通商（株） 17 t/年
J03-F2-208-00-K0602 （株）釜屋　リサイクルセンター （株）釜屋　リサイクルセンター ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 三井物産メタルワン建材（株） 51 t/年
B01-I1-218-00-K0605 （株）ナプロアース　広野営業所 （株）ナプロアース　広野営業所 関東スチール（株） （株）ホンダトレーディング 3 t/年
C01-F2-217-00-K0606 （協）岩手オートリサイクルセンター （協）岩手オートリサイクルセンター ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 3 t/年
B01-T1-219-00-K0607 （有）むつパーツ　第二工場 （有）むつパーツ　第二工場 東京鐵鋼（株）　八戸工場 （株）ホンダトレーディング 34 t/年
C01-F2-221-00-K0610 （株）イマイ自動車 （株）イマイ自動車 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
C01-F2-220-00-K0611 （株）啓愛社　宮城リサイクル工場 （株）啓愛社　宮城リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
J03-F2-205-00-K0612 （有）二興 （有）二興 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 三井物産メタルワン建材（株） 51 t/年
A05-F2-203-01-K0703 （株）アイエス総合 （株）高田商店 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 豊田通商（株） 17 t/年

C01-F2-222-00-K0707
（株）大晃商事
アースクリーン刈和野

（株）大晃商事
アースクリーン刈和野

ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 3 t/年

C01-F1-223-00-K0709 （株）キャレック （株）キャレック ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
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C01-F2-223-00-K0709 （株）キャレック （株）キャレック ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
J03-F2-225-00-K0801 （株）仙台ゴトウ解体 （株）仙台ゴトウ解体 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 三井物産メタルワン建材（株） 154 t/年
J03-F2-225-01-K0802 （有）泉自動車解体 （株）仙台ゴトウ解体 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 三井物産メタルワン建材（株） 34 t/年

A05-D1-201-00-K0803
（株）ヨシムラ
みやぎ自動車リサイクルセンター

（株）ヨシムラ
みやぎ自動車リサイクルセンター

（株）伊藤製鐵所　石巻工場 豊田通商（株） 17 t/年

C01-F1-213-00-K0807 カイテン（株） カイテン（株） ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 17 t/年
C01-F1-214-00-K0807 山形オートリサイクルセンター（株） 山形オートリサイクルセンター（株） ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 3 t/年
C01-F1-220-00-K0807 （株）啓愛社　宮城リサイクル工場 （株）啓愛社　宮城リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
C01-F1-221-00-K0807 （株）イマイ自動車 （株）イマイ自動車 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年

C01-F1-222-00-K0807
（株）大晃商事
アースクリーン刈和野

（株）大晃商事
アースクリーン刈和野

ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 3 t/年

C01-F1-226-00-K1004 （株）大晃商事　本社 （株）大晃商事　本社 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
C01-F2-226-00-K1004 （株）大晃商事　本社 （株）大晃商事　本社 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
C01-T1-227-00-K1203 （株）リーテックス　秋田工場 （株）リーテックス　秋田工場 東京鐵鋼（株）　八戸工場 丸紅テツゲン（株） 171 t/年
C01-I1-221-00-K1204 （株）イマイ自動車 （株）イマイ自動車 関東スチール（株） 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
C01-I1-223-00-K1204 （株）キャレック （株）キャレック 関東スチール（株） 丸紅テツゲン（株） 7 t/年

C01-I1-222-00-K1204
（株）大晃商事
アースクリーン刈和野

（株）大晃商事
アースクリーン刈和野

関東スチール（株） 丸紅テツゲン（株） 3 t/年

C01-I1-226-00-K1204 （株）大晃商事　本社 （株）大晃商事　本社 関東スチール（株） 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
B01-T1-228-00-K1211 （株）サユウ （株）サユウ 東京鐵鋼（株）　八戸工場 （株）ホンダトレーディング 7 t/年

A02-X1-207-01-K1309 
大越工業（株）第２工場
（スペースリサイクルドットコム）

大越工業（株）第２工場
（スペースリサイクルドットコム）

東京製鐵（株）　宇都宮工場 豊田通商（株） 342 t/年

A02-X1-220-00-K1311 （株）啓愛社　宮城リサイクル工場 （株）啓愛社　宮城リサイクル工場 東京製鐵（株）　宇都宮工場 豊田通商（株） 34 t/年
C01-Y1-221-00-K1502 （株）イマイ自動車 （株）イマイ自動車 三興製鋼（株） 丸紅テツゲン（株） 34 t/年

C01-Y1-222-00-K1502
（株）大晃商事
アースクリーン刈和野

（株）大晃商事
アースクリーン刈和野

三興製鋼（株） 丸紅テツゲン（株） 34 t/年

C01-Y1-223-00-K1502 （株）キャレック （株）キャレック 三興製鋼（株） 丸紅テツゲン（株） 34 t/年
C01-X1-221-00-K1506 （株）イマイ自動車 （株）イマイ自動車 東京製鐵（株）　宇都宮工場 丸紅テツゲン（株） 23 t/年
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A02-I1-301-00-K0412 （有）昭和メタル　本社工場 （有）昭和メタル　本社工場 関東スチール（株） 豊田通商（株） 7 t/年

A02-I1-302-00-K0412 （有）昭和メタル　岩槻工場 （有）昭和メタル　岩槻工場 関東スチール（株） 豊田通商（株） 7 t/年

A02-F1-301-00-K0412 （有）昭和メタル　本社工場 （有）昭和メタル　本社工場 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年

A02-F1-302-00-K0412 （有）昭和メタル　岩槻工場 （有）昭和メタル　岩槻工場 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年

A02-I1-305-00-K0412 （株）轟商会 （株）轟商会 関東スチール（株） 豊田通商（株） 7 t/年

D01-I1-305-00-K0412 （株）轟商会 （株）轟商会 関東スチール（株） 日鉄住金物産（株） 68 t/年

A02-F1-307-00-K0412 （株）エコアール （株）エコアール ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年

A02-F1-309-00-K0412 （株）茨自販リサイクルセンター （株）茨自販リサイクルセンター ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年

C01-F2-309-00-K0412 （株）茨自販リサイクルセンター （株）茨自販リサイクルセンター ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 51 t/年

A02-I1-311-00-K0412 （株）茨城オートパーツセンター （株）茨城オートパーツセンター 関東スチール（株） 豊田通商（株） 7 t/年

C01-F1-312-00-K0412 （株）啓愛社　栃木リサイクル工場 （株）啓愛社　栃木リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年

C01-F2-312-00-K0412 （株）啓愛社　栃木リサイクル工場 （株）啓愛社　栃木リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年

C01-I1-312-00-K0412 （株）啓愛社　栃木リサイクル工場 （株）啓愛社　栃木リサイクル工場 関東スチール（株） 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
C01-F1-314-00-K0412 （株）啓愛社　金沢リサイクル工場 （株）啓愛社　金沢リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 34 t/年

C01-I1-314-00-K0412 （株）啓愛社　金沢リサイクル工場 （株）啓愛社　金沢リサイクル工場 関東スチール（株） 丸紅テツゲン（株） 34 t/年

C01-F2-316-00-K0412 カースチール（株） カースチール（株） ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年

J01-I1-308-00-K0501 （株）ＣＲＳ埼玉 （株）ＣＲＳ埼玉 関東スチール（株） 三井物産メタルワン建材（株） 51 t/年

C01-F1-313-00-K0501 （株）啓愛社　千葉リサイクル工場 （株）啓愛社　千葉リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年

C01-F2-313-00-K0501 （株）啓愛社　千葉リサイクル工場 （株）啓愛社　千葉リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
C01-I1-313-00-K0501 （株）啓愛社　千葉リサイクル工場 （株）啓愛社　千葉リサイクル工場 関東スチール（株） 丸紅テツゲン（株） 85 t/年
C01-F1-315-00-K0501 （有）啓愛社　埼玉リサイクル工場 （有）啓愛社　埼玉リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 34 t/年
C01-F2-315-00-K0501 （有）啓愛社　埼玉リサイクル工場 （有）啓愛社　埼玉リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 34 t/年
C01-I1-315-00-K0501 （有）啓愛社　埼玉リサイクル工場 （有）啓愛社　埼玉リサイクル工場 関東スチール（株） 丸紅テツゲン（株） 34 t/年
P01-S2-330-00-K0503 東日本資源リサイクル（株） 東日本資源リサイクル（株） 新日鐵住金（株）　君津製鐵所 東日本資源リサイクル（株） 512 t/年
B01-I1-322-00-K0505 （株）３Ｒ （株）３Ｒ 関東スチール（株） （株）ホンダトレーディング 17 t/年
C01-F1-316-00-K0506 カースチール（株） カースチール（株） ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 7 t/年
D01-I1-327-00-K0506 （株）末広商店 （株）末広商店 関東スチール（株） 日鉄住金物産（株） 683 t/年
D01-I1-329-00-K0506 （株）鈴亀　千葉営業所 （株）鈴亀　千葉営業所 関東スチール（株） 日鉄住金物産（株） 102 t/年
R01-F1-327-00-K0506 （株）末広商店 （株）末広商店 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 （株）末広商店 1,366 t/年
R01-F1-329-00-K0506 （株）鈴亀　千葉営業所 （株）鈴亀　千葉営業所 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 （株）末広商店 34 t/年
J01-F1-308-00-K0508 （株）ＣＲＳ埼玉 （株）ＣＲＳ埼玉 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 三井物産メタルワン建材（株） 51 t/年
S01-F1-335-00-K0509 （有）鈴木商店 （有）鈴木商店 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 トピー実業（株） 34 t/年
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A02-F1-332-00-K0510 （有）貝塚商会 （有）貝塚商会 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年
D01-I1-332-00-K0510 （有）貝塚商会 （有）貝塚商会 関東スチール（株） 日鉄住金物産（株） 34 t/年
D01-I1-333-00-K0511 （株）やまたけ　土浦営業所 （株）やまたけ　土浦営業所 関東スチール（株） 日鉄住金物産（株） 34 t/年
A02-I1-334-00-K0603 （株）鴨下商店 （株）鴨下商店 関東スチール（株） 豊田通商（株） 7 t/年
B01-I1-336-01-K0604 （有）石井自動車解体 （株）日下野商店 関東スチール（株） （株）ホンダトレーディング 7 t/年
A02-F1-337-00-K0607 カーレポ（株）　ひたちなか工場 カーレポ（株）　ひたちなか工場 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年
M01-J2-312-00-K0607 （株）啓愛社　栃木リサイクル工場 （株）啓愛社　栃木リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　東部製造所 新建物産（株） 17 t/年
M01-J2-313-00-K0607 （株）啓愛社　千葉リサイクル工場 （株）啓愛社　千葉リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　東部製造所 新建物産（株） 17 t/年
M01-J2-314-00-K0607 （株）啓愛社　金沢リサイクル工場 （株）啓愛社　金沢リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　東部製造所 新建物産（株） 17 t/年
A02-I1-323-00-K0610 （株）エムアンドエー （株）エムアンドエー 関東スチール（株） 豊田通商（株） 7 t/年
D01-I1-339-00-K0612 （有）しのぶや （有）しのぶや 関東スチール（株） 日鉄住金物産（株） 17 t/年
A02-F1-305-00-K0707 （株）轟商会 （株）轟商会 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年
A02-F1-311-00-K0807 （株）茨城オートパーツセンター （株）茨城オートパーツセンター ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年
A02-F1-324-00-K0808 （株）潮来工機 （株）潮来工機 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年
A02-F1-340-00-K0906 （有）高場総業 （有）高場総業 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年

R01-I1-341-00-K1006
（有）カーライフ野口
リサイクル事業部

（有）カーライフ野口
リサイクル事業部

関東スチール（株） （株）末広商店 171 t/年

A02-I1-326-00-K1102 （株）アールエー （株）アールエー 関東スチール（株） 豊田通商（株） 7 t/年
A02-I1-337-00-K1102 カーレポ（株）　ひたちなか工場 カーレポ（株）　ひたちなか工場 関東スチール（株） 豊田通商（株） 68 t/年
A02-I1-309-00-K1103 （株）茨自販リサイクルセンター （株）茨自販リサイクルセンター 関東スチール（株） 豊田通商（株） 7 t/年
A02-F1-326-00-K0607 （株）アールエー （株）アールエー ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 豊田通商（株） 7 t/年
A02-I1-342-00-K1204 浦和自動車解体（株） 浦和自動車解体（株） 関東スチール（株） 豊田通商（株） 7 t/年
A02-X1-312-00-K1310 （株）啓愛社　栃木リサイクル工場 （株）啓愛社　栃木リサイクル工場 東京製鐵（株）　宇都宮工場 豊田通商（株） 34 t/年
A02-X1-313-00-K1310 （株）啓愛社　千葉リサイクル工場 （株）啓愛社　千葉リサイクル工場 東京製鐵（株）　宇都宮工場 豊田通商（株） 34 t/年
A02-X1-314-00-K1310 （株）啓愛社　金沢リサイクル工場 （株）啓愛社　金沢リサイクル工場 東京製鐵（株）　宇都宮工場 豊田通商（株） 34 t/年
A02-X1-315-00-K1310 （有）啓愛社　埼玉リサイクル工場 （有）啓愛社　埼玉リサイクル工場 東京製鐵（株）　宇都宮工場 豊田通商（株） 34 t/年
A02-X1-311-00-K1311 （株）茨城オートパーツセンター （株）茨城オートパーツセンター 東京製鐵（株）　宇都宮工場 豊田通商（株） 17 t/年
A02-Y1-332-00-K1405 （有）貝塚商会 （有）貝塚商会 三興製鋼（株） 豊田通商（株） 68 t/年
R01-I1-343-00-K1406 （有）ポプラ　菅谷支店 （有）ポプラ　菅谷支店 関東スチール（株） （株）末広商店 85 t/年
C01-Y1-314-00-K1407 （株）啓愛社　金沢リサイクル工場 （株）啓愛社　金沢リサイクル工場 三興製鋼（株） 丸紅テツゲン（株） 171 t/年
A02-X1-327-00-K1411 （株）末広商店 （株）末広商店 東京製鐵（株）　宇都宮工場 豊田通商（株） 34 t/年
A02-Y1-323-00-K1411 （株）エムアンドエー （株）エムアンドエー 三興製鋼（株） 豊田通商（株） 68 t/年
A02-Y1-326-00-K1411 （株）アールエー （株）アールエー 三興製鋼（株） 豊田通商（株） 68 t/年
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A02-Y1-342-00-K1412 浦和自動車解体（株） 浦和自動車解体（株） 三興製鋼（株） 豊田通商（株） 137 t/年
A02-Y1-301-00-K1412 （有）昭和メタル　本社工場 （有）昭和メタル　本社工場 三興製鋼（株） 豊田通商（株） 68 t/年
A02-Y1-302-00-K1412 （有）昭和メタル　岩槻工場 （有）昭和メタル　岩槻工場 三興製鋼（株） 豊田通商（株） 120 t/年
A02-Y1-305-00-K1503 （株）轟商会 （株）轟商会 三興製鋼（株） 豊田通商（株） 150 t/年
A02-Y1-307-00-K1505 （株）エコアール （株）エコアール 三興製鋼（株） 豊田通商（株） 300 t/年
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A01-M1-403-00-K0412 朝日金属（株）　本社工場 朝日金属（株）　本社工場 中部鋼鈑（株） 豊田通商（株） 34 t/年

A01-M1-404-00-K0412 朝日金属（株）　四日市工場 朝日金属（株）　四日市工場 中部鋼鈑（株） 豊田通商（株） 34 t/年

A01-M1-405-00-K0412 朝日金属（株）　半田工場 朝日金属（株）　半田工場 中部鋼鈑（株） 豊田通商（株） 34 t/年

A01-M1-406-00-K0412 KMI（株）　養老事業所 KMI（株）　養老事業所 中部鋼鈑（株） 豊田通商（株） 34 t/年

A01-M1-410-00-K0412 （株）大脇商店　太田工場 （株）大脇商店　太田工場 中部鋼鈑（株） 豊田通商（株） 34 t/年

A01-M1-412-00-K0412 大脇金属（株） 大脇金属（株） 中部鋼鈑（株） 豊田通商（株） 17 t/年

A01-M1-414-00-K0412 丸ア金属（株） 丸ア金属（株） 中部鋼鈑（株） 豊田通商（株） 7 t/年

C01-F3-416-00-K0412 日本エコカ工業（株） 日本エコカ工業（株） ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 75 t/年

A06-K1-419-00-K0412
飛田テック（株）　新潟
オートリサイクルセンター

飛田テック（株）　新潟
オートリサイクルセンター

三星金属工業（株） 豊田通商（株） 683 t/年

A06-K1-420-00-K0412
飛田テック（株）　新潟
オートリサイクルセンター下越

飛田テック（株）　新潟
オートリサイクルセンター下越

三星金属工業（株） 豊田通商（株） 683 t/年

C01-F3-407-00-K0501 （有）近松商会　武芸川工場 （有）近松商会　武芸川工場 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 34 t/年

C01-F3-418-00-K0501 会宝産業（株） 会宝産業（株） ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 137 t/年
A01-M1-422-00-K0501 豊栄興業（株） 豊栄興業（株） 中部鋼鈑（株） 豊田通商（株） 7 t/年

C01-F3-432-00-K0502 日本オートリサイクル（株） 日本オートリサイクル（株） ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 342 t/年

C01-F2-408-00-K0502
（協）長野県中古自動車
リサイクルセンター　東部町事業所

（協）長野県中古自動車
リサイクルセンター　東部町事業所

ＪＦＥ条鋼（株）　仙台製造所 丸紅テツゲン（株） 10 t/年

A01-N1-415-00-K0503 昭栄金属（株） 昭栄金属（株） 大同特殊鋼（株）　知多工場 豊田通商（株） 34 t/年

A01-N1-417-00-K0503 エヌズコーポレーション（株） エヌズコーポレーション（株） 大同特殊鋼（株）　知多工場 豊田通商（株） 7 t/年

B01-N1-428-00-K0508 清水リサイクルネット（株） 清水リサイクルネット（株） 大同特殊鋼（株）　知多工場 （株）ホンダトレーディング 68 t/年

A07-O2-416-00-K0509 日本エコカ工業（株） 日本エコカ工業（株） 大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 51 t/年

C01-F1-408-00-K0510
（協）長野県中古自動車
リサイクルセンター　東部町事業所

（協）長野県中古自動車
リサイクルセンター　東部町事業所

ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 68 t/年

B01-N1-435-00-K0512 （株）マーク・コーポレーション （株）マーク・コーポレーション 大同特殊鋼（株）　知多工場 （株）ホンダトレーディング 85 t/年

A03-O2-430-00-K0512
（株）オートセンターモリ
エコワールド事業部

（株）オートセンターモリ
エコワールド事業部

大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 68 t/年

A11-I1-408-00-K0602
（協）長野県中古自動車
リサイクルセンター　東部町事業所

（協）長野県中古自動車
リサイクルセンター　東部町事業所

関東スチール（株） 豊田通商（株） 96 t/年

A01-N1-436-00-K0607 （株）イワマワークス　本社 （株）イワマワークス　本社 大同特殊鋼（株）　知多工場 豊田通商（株） 7 t/年
A01-N1-437-00-K0608 （有）原木自動車　リサイクル工場 （有）原木自動車　リサイクル工場 大同特殊鋼（株）　知多工場 豊田通商（株） 342 t/年
A01-O2-438-00-K0611 （株）三重パーツ　本社事業所 （株）三重パーツ　本社事業所 大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 34 t/年
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その他代表者コンソーシアム番号 解体業者 破砕業者 解体自動車全部利用者



申請
（様式３－１）

自動車破砕残さの
発生抑制量（ｔ/年）

27年度
C01-F1-432-00-K0703 日本オートリサイクル（株） 日本オートリサイクル（株） ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 17 t/年
A01-S3-403-00-K0801 朝日金属（株）　本社工場 朝日金属（株）　本社工場 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 171 t/年
A01-S3-404-00-K0801 朝日金属（株）　四日市工場 朝日金属（株）　四日市工場 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 191 t/年
A01-S3-405-00-K0801 朝日金属（株）　半田工場 朝日金属（株）　半田工場 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 55 t/年
A01-S3-415-00-K0801 昭栄金属（株） 昭栄金属（株） 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 68 t/年
A01-S3-406-00-K0802 KMI（株）　養老事業所 KMI（株）　養老事業所 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 34 t/年

A01-S3-443-00-K0804
（有）岡野自動車商会
玉城処理工場

（有）岡野自動車商会
玉城処理工場

新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 34 t/年

A01-S3-436-00-K0806 （株）イワマワークス　本社 （株）イワマワークス　本社 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 7 t/年
A01-S3-437-00-K0806 （有）原木自動車　リサイクル工場 （有）原木自動車　リサイクル工場 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 342 t/年

J01-S3-419-00-K0808
飛田テック（株）
新潟オートリサイクルセンター

飛田テック（株）
新潟オートリサイクルセンター

新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 三井物産メタルワン建材（株） 85 t/年

J03-S3-425-00-K0808 （株）松山商店　解体工場 （株）松山商店　本社工場 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 三井物産メタルワン建材（株） 34 t/年
J03-S3-440-00-K0808 （株）三洋商店　カーリボン事業部 （株）三洋商店　カーリボン事業部 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 三井物産メタルワン建材（株） 34 t/年
A01-M1-444-00-K0810 （株）吉田商会 （株）吉田商会 中部鋼鈑（株） 豊田通商（株） 34 t/年
A01-S3-407-00-K0810 （有）近松商会　武芸川工場 （有）近松商会　武芸川工場 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 34 t/年
A12-S3-442-01-K0810 （株）カーズターミナル （株）髙忠商会 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 3 t/年
A01-S3-417-00-K0811 エヌズコーポレーション（株） エヌズコーポレーション（株） 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 7 t/年

A03-O2-419-00-K0912
飛田テック（株）　新潟
オートリサイクルセンター

飛田テック（株）　新潟
オートリサイクルセンター

大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 17 t/年

A03-O2-420-00-K0912
飛田テック（株）　新潟
オートリサイクルセンター下越

飛田テック（株）　新潟
オートリサイクルセンター下越

大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 17 t/年

A01-S3-408-00-K1108
（協）長野県中古自動車
リサイクルセンター　東部町事業所

（協）長野県中古自動車
リサイクルセンター　東部町事業所

新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 96 t/年

A01-S3-438-00-K1108 （株）三重パーツ　本社事業所 （株）三重パーツ　本社事業所 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 34 t/年
A01-S3-445-00-K1109 （株）テラダパーツ　半田営業所 （株）テラダパーツ　半田営業所 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 41 t/年
A01-S3-446-00-K1202 （株）テラダパーツ　イイダ営業所 （株）テラダパーツ　イイダ営業所 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 34 t/年
A12-S3-444-00-K1204 （株）吉田商会 （株）吉田商会 新日鐵住金（株）　名古屋製鐵所 豊田通商（株） 10 t/年
J04-N1-425-00-K1208 （株）松山商店　解体工場 （株）松山商店　本社工場 大同特殊鋼（株）　知多工場 三井物産メタルワン建材（株） 34 t/年
J04-N1-426-00-K1208 （株）佐藤商店 （株）佐藤商店 大同特殊鋼（株）　知多工場 三井物産メタルワン建材（株） 34 t/年
J04-N1-426-02-K1208 （有）亀山オートパーツ （株）佐藤商店 大同特殊鋼（株）　知多工場 三井物産メタルワン建材（株） 34 t/年
J04-N1-406-00-K1208 KMI（株）　養老事業所 KMI（株）　養老事業所 大同特殊鋼（株）　知多工場 三井物産メタルワン建材（株） 34 t/年

平成27年7月7日

解体自動車の全部再資源化を行うコンソーシアム一覧

コンソーシアム番号 解体業者 破砕業者 解体自動車全部利用者 その他代表者



申請
（様式３－１）

自動車破砕残さの
発生抑制量（ｔ/年）

27年度
J04-N1-403-00-K1208 朝日金属（株）　本社工場 朝日金属（株）　本社工場 大同特殊鋼（株）　知多工場 三井物産メタルワン建材（株） 273 t/年
J04-N1-404-00-K1208 朝日金属（株）　四日市工場 朝日金属（株）　四日市工場 大同特殊鋼（株）　知多工場 三井物産メタルワン建材（株） 171 t/年
J04-N1-405-00-K1208 朝日金属（株）　半田工場 朝日金属（株）　半田工場 大同特殊鋼（株）　知多工場 三井物産メタルワン建材（株） 34 t/年
J04-N1-440-00-K1208 （株）三洋商店　カーリボン事業部 （株）三洋商店　カーリボン事業部 大同特殊鋼（株）　知多工場 三井物産メタルワン建材（株） 34 t/年

C01-J1-432-00-K1306 日本オートリサイクル（株） 日本オートリサイクル（株） ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 丸紅テツゲン（株） 17 t/年

A12-Y1-437-00-K1406 （有）原木自動車　リサイクル工場 （有）原木自動車　リサイクル工場 三興製鋼（株） 豊田通商（株） 615 t/年

A12-X4-437-00-K1506 （有）原木自動車　リサイクル工場 （有）原木自動車　リサイクル工場 東京製鐵（株）　田原工場 豊田通商（株） 114 t/年

平成27年7月7日

解体自動車の全部再資源化を行うコンソーシアム一覧

コンソーシアム番号 解体業者 破砕業者 解体自動車全部利用者 その他代表者



申請
（様式３－１）

自動車破砕残さの
発生抑制量（ｔ/年）

27年度
A03-O2-504-00-K0412 （株）川島商会 （株）川島商会 大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 68 t/年

A03-O2-505-00-K0412 （有）シンエイサービス （有）シンエイサービス 大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 68 t/年

A03-O2-506-00-K0412 （株）佐々木 （株）佐々木 大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 68 t/年

C01-F3-507-00-K0412 （株）啓愛社　姫路リサイクル工場 （株）啓愛社　姫路リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 256 t/年

A03-F3-502-00-K0501 ロイヤルオートパーツ（株） ロイヤルオートパーツ（株） ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 豊田通商（株） 27 t/年

A03-F3-511-00-K0502 （株）坂田商店 （株）坂田商店 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 豊田通商（株） 68 t/年

A03-O2-511-00-K0502 （株）坂田商店 （株）坂田商店 大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 68 t/年

A03-F3-513-00-K0507 （有）小屋自動車工業 （有）小屋自動車工業 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 豊田通商（株） 3 t/年

J02-P1-501-00-K0507 （株）清水 （株）清水 岸和田製鋼（株） 三井物産メタルワン建材（株） 171 t/年
A03-O2-516-00-K0510 （株）兵庫オートリサイクル （株）兵庫オートリサイクル 大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 3 t/年

C01-F3-516-00-K0511 （株）兵庫オートリサイクル （株）兵庫オートリサイクル ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 3 t/年

A03-O2-515-00-K0603 （株）マックスカーパーツ （株）マックスカーパーツ 大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 205 t/年
A03-F3-517-00-K0809 （有）平康商会　加古川工場 （有）平康商会　加古川工場 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 豊田通商（株） 3 t/年

A03-O2-509-00-K0902 （株）吉岡商店 （株）吉岡商店 大阪製鐵（株）　堺工場 豊田通商（株） 17 t/年
A03-F3-518-00-K1506 （株）新井商会 （株）新井商会 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 豊田通商（株） 171 t/年

平成27年7月7日

解体自動車の全部再資源化を行うコンソーシアム一覧

その他代表者コンソーシアム番号 解体業者 破砕業者 解体自動車全部利用者



申請
（様式３－１）

自動車破砕残さの
発生抑制量（ｔ/年）

27年度
B01-Q1-615-00-K0412 共英製鋼（株）　山口事業所 共英製鋼（株）　山口事業所 共英製鋼（株）　山口事業所 （株）ホンダトレーディング 17 t/年

C01-F3-606-00-K0501 ヤマコー（株） ヤマコー（株） ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 34 t/年

C01-F3-624-00-K0501 金城産業（株） 金城産業（株） ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 24 t/年

A08-J1-601-00-K0502 （株）福山セコ （株）福山セコ ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 68 t/年

A08-J1-602-00-K0502 （株）オートパーツ幸城 （株）オートパーツ幸城 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 3 t/年
A08-J1-603-00-K0502 （有）西川商会 （有）西川商会 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 17 t/年

A08-J1-605-00-K0502 （株）新和商会 （株）新和商会 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 10 t/年
A08-J1-616-00-K0502 （株）テクニカル・クリーン （株）テクニカル・クリーン ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 34 t/年
C01-J1-606-00-K0503 ヤマコー（株） ヤマコー（株） ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 丸紅テツゲン（株） 34 t/年
C01-F3-619-00-K0503 （有）大成商事 （有）大成商事 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 10 t/年
C01-J1-619-00-K0503 （有）大成商事 （有）大成商事 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 丸紅テツゲン（株） 10 t/年
A08-J1-606-00-K0503 ヤマコー（株） ヤマコー（株） ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 3 t/年

J02-F3-607-00-K0504
ツネイシＣバリューズ（株）
カーリサイクル事業本部

ツネイシＣバリューズ（株）
カーリサイクル事業本部

ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 三井物産メタルワン建材（株） 17 t/年

C01-F3-631-00-K0504
（株）アールエコ
サンモータースリサイクル工場

（株）アールエコ
サンモータースリサイクル工場

ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 75 t/年

A10-J1-627-00-K0512 （有）国寅商店 （有）国寅商店 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 34 t/年
A10-J1-617-00-K0601 （株）佐伯商会 （株）佐伯商会 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 34 t/年
A10-J1-626-00-K0502 （有）みうら （有）みうら ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 65 t/年
B01-F3-636-00-K0602 （株）山下 （株）山下 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 （株）ホンダトレーディング 3 t/年
C01-F3-638-00-K0607 （株）桃太郎部品 （株）桃太郎部品 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 51 t/年

M01-J1-631-00-K0607
（株）アールエコ
サンモータースリサイクル工場

（株）アールエコ
サンモータースリサイクル工場

ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 新建物産（株） 376 t/年

A08-J1-609-00-K0706 （株）三広商会 （株）三広商会 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 7 t/年
A08-J1-608-00-K0710 （株）中村解体 （株）中村解体 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 44 t/年
A08-J1-614-00-K0710 （有）和氣商店 （有）和氣商店 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 17 t/年

岡﨑車輌部品（株）　岡山市一日市事業所

岡﨑車輌部品（株）　本社
A08-J1-625-00-K0710 （有）宇野自工　本社 （有）宇野自工　本社 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 85 t/年
A08-J1-639-00-K0804 （有）山陰ユーピー販売 （有）山陰ユーピー販売 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 3 t/年
A08-J1-630-00-K0805 （有）村上パーツ （有）村上パーツ ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 34 t/年
A08-J1-640-00-K0810 （有）東和 （有）東和 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 3 t/年
A08-J1-611-00-K0810 （株）エビス （株）エビス ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 34 t/年

平成27年7月7日

34 t/年

解体自動車の全部再資源化を行うコンソーシアム一覧

コンソーシアム番号 解体業者 破砕業者 解体自動車全部利用者 その他代表者

A08-J1-623-00-K0710 岡﨑車輌部品（株）　岡山市一日市事業所 豊田通商（株）ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所



申請
（様式３－１）

自動車破砕残さの
発生抑制量（ｔ/年）

27年度
A08-J1-612-00-K1002 松江広域再生資源（協） 松江広域再生資源（協） ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 17 t/年
A08-J1-613-00-K1002 エコテクノ（株） エコテクノ（株） ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 17 t/年
A08-J1-622-00-K1002 （株）ＢＡＮ （株）ＢＡＮ ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 17 t/年
A08-Q1-602-00-K1003 （株）オートパーツ幸城 （株）オートパーツ幸城 共英製鋼（株）　山口事業所 豊田通商（株） 7 t/年
A08-J1-641-00-K1103 （株）荒谷商会 （株）荒谷商会 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 34 t/年
A08-J1-604-00-K0503 （株）セコ （株）セコ ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 17 t/年

J02-J1-607-00-K1105
ツネイシＣバリューズ（株）
カーリサイクル事業本部

ツネイシＣバリューズ（株）
カーリサイクル事業本部

ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 三井物産メタルワン建材（株） 342 t/年

J02-J1-632-00-K1105 大栄商事（株） 大栄商事（株） ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 三井物産メタルワン建材（株） 17 t/年
A08-X2-625-00-K1310 （有）宇野自工　本社 （有）宇野自工　本社 東京製鐵（株）　岡山工場 豊田通商（株） 85 t/年
A08-X2-608-00-K1312 （株）中村解体 （株）中村解体 東京製鐵（株）　岡山工場 豊田通商（株） 44 t/年
A08-X2-614-00-K1312 （有）和氣商店 （有）和氣商店 東京製鐵（株）　岡山工場 豊田通商（株） 17 t/年
A08-X2-611-00-K1401 （株）エビス （株）エビス 東京製鐵（株）　岡山工場 豊田通商（株） 34 t/年
A08-X2-601-00-K1401 （株）福山セコ （株）福山セコ 東京製鐵（株）　岡山工場 豊田通商（株） 17 t/年
A09-X3-605-00-K1405 （株）新和商会 （株）新和商会 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 68 t/年

J02-X2-607-00-K1405
ツネイシＣバリューズ（株）
カーリサイクル事業本部

ツネイシＣバリューズ（株）
カーリサイクル事業本部

東京製鐵（株）　岡山工場 三井物産メタルワン建材（株） 17 t/年

B01-X2-624-00-K1409 金城産業（株） 金城産業（株） 東京製鐵（株）　岡山工場 （株）ホンダトレーディング 68 t/年
B01-X2-636-00-K1409 （株）山下 （株）山下 東京製鐵（株）　岡山工場 （株）ホンダトレーディング 34 t/年
A08-X2-630-00-K1410 （有）村上パーツ （有）村上パーツ 東京製鐵（株）　岡山工場 豊田通商（株） 34 t/年
A08-X2-622-00-K1411 （株）BAN （株）BAN 東京製鐵（株）　岡山工場 豊田通商（株） 17 t/年

J02-X2-631-00-K1506
（株）アールエコ
サンモータースリサイクル工場

（株）アールエコ
サンモータースリサイクル工場

東京製鐵（株）　岡山工場 三井物産メタルワン建材（株） 57 t/年

平成27年7月7日

解体自動車の全部再資源化を行うコンソーシアム一覧

コンソーシアム番号 解体業者 破砕業者 解体自動車全部利用者 その他代表者



申請
（様式３－１）

自動車破砕残さの
発生抑制量（ｔ/年）

27年度
N01-S1-701-00-K0412 西日本オートリサイクル（株） 西日本オートリサイクル（株） 新日鐵住金（株）　八幡製鐵所 西日本オートリサイクル（株） 523 t/年

C01-F3-703-00-K0412 （株）啓愛社　九州リサイクル工場 （株）啓愛社　九州リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 137 t/年

C01-F3-704-00-K0412 （株）久保田オートパーツ （株）久保田オートパーツ ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 273 t/年

C01-F3-705-00-K0412 （株）ヒノデリユースセンター （株）ヒノデリユースセンター ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 68 t/年

C01-F3-706-00-K0412
（株）吉川金属商事
長崎リソースファクトリー

（株）吉川金属商事
長崎リソースファクトリー

ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 丸紅テツゲン（株） 178 t/年

O01-O3-707-00-K0501 熊本新明産業（株） 熊本新明産業（株） 大阪製鐵（株）　西日本熊本工場 神鋼商事（株） 171 t/年

O01-O3-708-00-K0501 （株）中山商店　熊本工場 （株）中山商店　熊本工場 大阪製鐵（株）　西日本熊本工場 神鋼商事（株） 85 t/年

O01-O3-709-00-K0501 （株）星山商店　ＡＲホシヤマ （株）星山商店　ＡＲホシヤマ 大阪製鐵（株）　西日本熊本工場 神鋼商事（株） 3 t/年

O01-O3-711-00-K0508 （株）荒川商店　七ツ島事業所 （株）荒川商店　七ツ島事業所 大阪製鐵（株）　西日本熊本工場 神鋼商事（株） 3 t/年

O01-O3-712-00-K0509 （株）井上商店　西都工場 （株）井上商店　西都工場 大阪製鐵（株）　西日本熊本工場 神鋼商事（株） 34 t/年
A03-F3-714-00-K0512 （株）國吉商店 （株）國吉商店 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 豊田通商（株） 3 t/年
A03-F3-717-00-K0512 （株）宮里 （株）宮里 ＪＦＥ条鋼（株）　姫路製造所 豊田通商（株） 61 t/年
C01-F1-703-00-K0412 （株）啓愛社　九州リサイクル工場 （株）啓愛社　九州リサイクル工場 ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 34 t/年

C01-F1-706-00-K0412
（株）吉川金属商事
長崎リソースファクトリー

（株）吉川金属商事
長崎リソースファクトリー

ＪＦＥ条鋼（株）　鹿島製造所 丸紅テツゲン（株） 44 t/年

O01-O3-701-00-K0708 西日本オートリサイクル（株） 西日本オートリサイクル（株） 大阪製鐵（株）　西日本熊本工場 神鋼商事（株） 7 t/年

B01-Q1-722-00-K1005 （株）パーツライン 本社 （株）パーツライン 本社 共英製鋼（株）　山口事業所 （株）ホンダトレーディング 68 t/年

B01-Q1-723-00-K1005
（有）ビッグウェーブカワサキ
坂ノ市営業所

（有）ビッグウェーブカワサキ
坂ノ市営業所

共英製鋼（株）　山口事業所 （株）ホンダトレーディング 51 t/年

C01-J1-706-00-K1303
（株）吉川金属商事
長崎リソースファクトリー

（株）吉川金属商事
長崎リソースファクトリー

ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 丸紅テツゲン（株） 44 t/年

J06-R1-702-01-K1301 （有）ビッグ大里 北九州ELV（協） 九州製鋼（株）　佐賀工場 三井物産メタルワン建材（株） 24 t/年
J06-R1-702-02-K1301 （有）尼岡産業 北九州ELV（協） 九州製鋼（株）　佐賀工場 三井物産メタルワン建材（株） 17 t/年
J06-R1-702-03-K1301 （有）太陽興業 北九州ELV（協） 九州製鋼（株）　佐賀工場 三井物産メタルワン建材（株） 7 t/年
J06-R1-702-04-K1301 （有）ヤマダ商会 北九州ELV（協） 九州製鋼（株）　佐賀工場 三井物産メタルワン建材（株） 3 t/年
J06-R1-702-05-K1301 （株）凪野メタル 北九州ELV（協） 九州製鋼（株）　佐賀工場 三井物産メタルワン建材（株） 7 t/年

J06-R1-702-06-K1301
（株）モリタ
自動車リサイクル事業部　生産処理課

北九州ELV（協） 九州製鋼（株）　佐賀工場 三井物産メタルワン建材（株） 7 t/年

J06-R1-702-07-K1301 （株）三橋パーツ 北九州ELV（協） 九州製鋼（株）　佐賀工場 三井物産メタルワン建材（株） 7 t/年

A09-X3-706-00-K1312
（株）吉川金属商事
長崎リソースファクトリー

（株）吉川金属商事
長崎リソースファクトリー

東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 512 t/年

平成27年7月7日

解体自動車の全部再資源化を行うコンソーシアム一覧
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申請
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自動車破砕残さの
発生抑制量（ｔ/年）

27年度
A09-X3-725-00-K1312 （株）吉川金属商事　鳥栖営業所 （株）吉川金属商事　鳥栖営業所 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 683 t/年
A09-J1-725-00-K1402 （株）吉川金属商事　鳥栖営業所 （株）吉川金属商事　鳥栖営業所 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 豊田通商（株） 34 t/年
A09-X3-704-00-K1403 （株）久保田オートパーツ （株）久保田オートパーツ 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 137 t/年
A09-X3-712-00-K1403 （株）井上商店　西都工場 （株）井上商店　西都工場 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 171 t/年
A09-X3-702-01-K1405 （有）ビッグ大里 北九州ELV（協） 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 34 t/年
A09-X3-702-02-K1405 （有）尼岡産業 北九州ELV（協） 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 10 t/年
A09-X3-702-03-K1405 （有）太陽興業 北九州ELV（協） 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 10 t/年
A09-X3-702-04-K1405 （有）ヤマダ商会 北九州ELV（協） 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 10 t/年
A09-X3-702-05-K1405 （株）凪野メタル 北九州ELV（協） 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 10 t/年

A09-X3-702-06-K1405
（株）モリタ
自動車リサイクル事業部　生産処理課

北九州ELV（協） 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 10 t/年

A09-X3-702-07-K1405 （株）三橋パーツ 北九州ELV（協） 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 10 t/年
A09-X3-705-00-K1407 （株）ヒノデリユースセンター （株）ヒノデリユースセンター 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 137 t/年
B01-X3-718-00-K1408 （株）オートパーツ伊地知 （株）オートパーツ伊地知 東京製鐵（株）　九州工場 （株）ホンダトレーディング 34 t/年
A09-X3-703-00-K1412 （株）啓愛社　九州リサイクル工場 （株）啓愛社　九州リサイクル工場 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 102 t/年
A09-X3-726-00-K1503 （株）新生 （株）新生 東京製鐵（株）　九州工場 豊田通商（株） 171 t/年

平成27年7月7日
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