自動車リサイクル法
事業者番号

引取業者名簿

事業者住所

【呉市】
事業者名称又は氏名

2074 1 000030 広島県東広島市安芸津町風早８０３番地９

新井 隆司

2074 1 000035 広島県呉市苗代町４４５番地の１

株式会社 荒谷商会

2074 1 000039 広島県広島市南区大州一丁目３番４４号

株式会社 アンフィニ広島

平成27年4月1日現在
代表者氏名

登録年月日

登録有効期限

事業所住所

平成24年12月12日 平成29年12月11日 呉市安浦町三津口６丁目１１-３３
代表取締役 荒谷 修
代表取締役 松田 弘

平成24年7月29日

平成29年7月28日 呉市苗代町字塚ケ迫４４５－１

事業所名称

事業所電話番号

丸新金属商会

0823-84-3822

株式会社荒谷商会

0823-30-5225

呉市西中央３丁目１－３３

株式会社アンフィニ広島 呉店

0823-21-9295

呉市広白石２丁目６－３５

株式会社アンフィニ広島 広店

0823-71-3178

平成24年10月17日 平成29年10月16日

2074 1 000043 広島県呉市豊町大長４７２４番地７

池内 唯一

平成26年1月13日

平成31年1月12日 呉市豊町大長４７８９－３

広石自動車商会

0846-66-2631

2074 1 000058 広島県呉市豊町久比１８３番地２

石原 元紀

平成25年12月2日

平成30年12月1日 呉市豊町大長４７９８－１

石原モータース

0846-66-4085

2074 1 000059 広島県呉市中央三丁目８番４号

有限会社 石丸自動車商会

平成24年10月2日

平成29年10月1日 呉市警固屋９丁目４番４号

有限会社石丸自動車商会 警固屋工場

0823-28-3515

2074 1 000061 広島県呉市天応西条四丁目３番２８号

石本 孝博

平成25年12月2日

平成30年12月1日 呉市吉浦新町一丁目６－２

カーサービス・イシモト

0823-20-3515

2074 1 000107 広島県呉市広中町１２番６号

有限会社 宇都宮モータース

平成29年10月9日 呉市広中町１２－６

有限会社宇都宮モータース

0823-71-7311

2074 1 000109 広島県呉市広名田二丁目１７番９号

宇根本 勝

平成24年10月30日 平成29年10月29日 呉市阿賀南７丁目４－９

宇根本自動車

0823-71-0091

2074 1 000122 広島県呉市海岸三丁目１７番１７号

有限会社 エス・ヴイモータース商会

平成24年10月10日

有限会社エス・ヴイモータース商会 整備工場

0823-21-7739

呉市中央２丁目４－１０

エース呉店

0823-20-6366

呉市広文化町６－１

代表取締役 石丸 誠人

代表取締役 宇都宮 哲朗

代表取締役 中島 和夫

2074 1 000130 広島県呉市和庄登町１２番２１号

株式会社 胡井油業

代表取締役 胡井 憲自

2074 1 000143 広島県呉市中央六丁目１２番１８号

有限会社 大江自動車

代表取締役 大江 賢治

2074 1 000144 広島県呉市広中新開三丁目７番１６号

大下 清孝

2074 1 000146 広島県呉市阿賀南三丁目８番１０号

有限会社 大下自動車鈑金

2074 1 000147 広島県呉市阿賀北八丁目１番２１号

大下 俊彦

2074 1 000175 広島県呉市広古新開七丁目４番６号
2074 1 000176 広島県呉市安浦町内海南四丁目８番３８号
2074 1 000182 広島県呉市広古新開四丁目３番３３号

オールホンダ販売 株式会社

2074 1 000200 広島県呉市広杭本町１８番８号

奥田 勝則

2074 1 000284 広島県呉市下蒲刈町下島４７９番地の３

蒲田 好隆

2074 1 000313 広島県呉市焼山中央四丁目１６番１号

木上 弘之

2074 1 000345 広島県呉市豊浜町大字大浜４０２番地の１

國廣 忠孝

2074 1 000354 広島県呉市中央六丁目３番２６号

有限会社 呉オートセンター

取締役 田盛 芳郎

2074 1 000357 広島県呉市西中央一丁目６番２１号

呉自動車 株式会社

代表取締役 渡邉 孝四郎

2074 1 000358 広島県呉市海岸二丁目１６番１９号

呉スズキ販売 株式会社

代表取締役 大髙 千鶴

平成24年10月10日

平成24年9月6日

平成29年10月9日 呉市海岸４丁目９－１
平成29年9月5日

エース広店

0823-76-6222

平成24年10月26日 平成29年10月25日 呉市中央６丁目１２－１８

有限会社大江自動車

0823-24-4747

平成24年10月10日

吉浦自動車整備工場

0823-31-8630

平成24年11月11日 平成29年11月10日 呉市阿賀南３丁目８－１０

有限会社大下自動車鈑金

0823-73-0028

平成24年10月10日

平成29年10月9日 呉市阿賀北８丁目１－２１

オールモータース

0823-73-1052

大野 英典

平成24年10月10日

平成29年10月9日 呉市広古新開７丁目４－６

大野自動車

0823-74-5361

大林 利弘

平成24年11月7日

平成29年11月6日 呉市安浦町内海南四丁目８番３８号

伸栄自動車整備工場

0823-84-3777

代表取締役 大下 茂

代表取締役 後迫 信夫

平成29年10月9日 呉市吉浦東町１－４

平成24年9月6日

平成29年9月5日 呉市広古新開４丁目３－３３

オールホンダ販売株式会社

0823-73-1177

平成24年6月3日

平成29年6月2日 呉市広白岳２丁目７－３７

奥田自動車解体

0823-73-0392

蒲田自動車整備工場

0823-65-2159

キガミオート

0823-34-2629

國広モータース

0823-68-3334

有限会社呉オートセンター

0823-21-1002

平成24年10月30日 平成29年10月29日 呉市西中央一丁目６番２１号

呉自動車株式会社

0823-21-8231

平成24年10月10日

呉スズキ販売株式会社

0823-24-1234

幸誠スバル販売株式会社 広営業所

0823-73-2933

幸誠スバル販売株式会社 仁方営業所

0823-79-2248

幸誠スバル販売株式会社 呉営業所

0823-21-1521

有限会社齊藤自動車

0823-56-2217

崎本モータース

0823-56-0571

昭和オート株式会社

0823-33-5252

有限会社スズキ四輪館ひろ

0823-74-0451

平成24年10月30日 平成29年10月29日 呉市下蒲刈町下島４８０－１
平成25年1月6日

平成30年1月5日 呉市焼山中央１丁目１－６

平成24年11月25日 平成29年11月24日 呉市豊浜町大字大浜３２３－１
平成26年1月13日

平成31年1月12日 呉市中央六丁目３番２６号

平成29年10月9日 呉市海岸２丁目１６－１９
呉市広文化町１－３５

2074 1 000375 広島県呉市広文化町１番３５号

幸誠スバル販売 株式会社

代表取締役 木村 幸尚

平成24年7月29日

平成29年7月28日 呉市仁方町戸浜２０－６

2074 1 000401 広島県呉市音戸町畑三丁目３番１０号

有限会社 齊藤自動車

取締役 齊藤 綾子

平成24年11月7日

平成29年11月6日 呉市音戸町畑３丁目３－１０

2074 1 000419 広島県呉市音戸町藤脇二丁目１８番３２号

崎本 忠光

2074 1 000485 広島県呉市焼山三ツ石町１番１１号

昭和オート 株式会社

代表取締役 森澤 大司

平成25年7月11日

2074 1 000522 広島県呉市広古新開一丁目８番３５号

有限会社 スズキ四輪館ひろ

代表取締役 中山 哲夫

平成25年1月10日

呉市西中央２丁目１－１５

平成24年9月6日
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平成29年9月5日 呉市音戸町藤脇１丁目２０－３９
平成30年7月10日 呉市焼山三ツ石町１－１１
平成30年1月9日 呉市広古新開１丁目８－３５

自動車リサイクル法
事業者番号

引取業者名簿

事業者住所

【呉市】
事業者名称又は氏名

平成27年4月1日現在
代表者氏名

2074 1 000524 広島県広島市西区三篠北町１８番７号

株式会社 スズキ自販広島

代表取締役 梅林 秀治

2074 1 000567 広島県呉市中通一丁目１番１５号

株式会社 大呉サービス・ステーション

代表取締役 山本 浩

2074 1 000577 広島県広島市西区南観音町２２番１３号

ダイハツ広島販売 株式会社

2074 1 000583 広島県呉市警固屋八丁目８番１３号

有限会社 高岡自工

2074 1 000595 広島県呉市焼山西三丁目５番１９号

高月 強一郎

2074 1 000600 広島県呉市広塩焼一丁目２１番１５号

髙原 富夫

2074 1 000614 広島県呉市広駅前二丁目１番４６号

竹中モータース 株式会社

代表取締役 大石 弘之
代表取締役 高岡 恭二

登録年月日
平成24年8月19日

事業所住所

平成24年10月30日 平成29年10月29日 呉市中通１丁目１－１５
平成24年10月10日

事業所名称

事業所電話番号

株式会社スズキ自販広島 呉営業所

0823-73-1221

株式会社大呉サービスステーション

0823-22-2835

呉市宝町３－６

ダイハツ広島販売株式会社 呉宝町店

0823-25-3677

呉市広白石一丁目１番２２号

ダイハツ広島販売株式会社 呉広店

0823-71-0163

平成29年10月9日

平成24年8月19日

平成29年8月18日 呉市警固屋８丁目８－１３

有限会社高岡自工

0823-28-0888

平成24年6月17日

平成29年6月16日 呉市焼山西３丁目５－１９

髙月自動車

0823-33-0077

平成24年9月6日
代表取締役 竹中 雅征

登録有効期限

平成29年8月18日 呉市広駅前２丁目８－３６

平成24年9月6日
平成25年7月11日

平成29年9月5日 呉市広塩焼２丁目１５－２１

髙原自動車商会

0823-73-6158

呉市広多賀谷２丁目６－１

竹中モータース株式会社 虹村工場

0823-73-5591

呉市広駅前２丁目１－４６

竹中モータース株式会社

0823-73-7000

平成30年7月10日 呉市豊町久比２４３３－１

万徳モータース

0846-66-2336

平成29年10月9日 呉市中央５丁目６－１９

株式会社中央ホンダ

0823-22-2427

株式会社中國自動車工業所

0823-22-2785

呉市西中央２丁目４－１１

トヨタカローラ広島株式会社 呉支店

0823-24-5511

呉市広白石１丁目１－２５

トヨタカローラ広島株式会社 広店

0823-71-2205

ネッツトヨタ中国株式会社 広店

0823-74-3210

有限会社ナイトー自動車販売

0823-77-0706

豊栄自動車

0823-71-3521

ネッツトヨタ広島株式会社 呉店

0823-22-1685

株式会社ノブモト

0823-31-3186

有限会社野間自動車

0823-31-3740

平成29年9月5日

2074 1 000638 広島県呉市豊町久比２０１０番地

田村 信行

2074 1 000648 広島県呉市中央五丁目６番１９号

株式会社 中央ホンダ

代表取締役 中桶 孝美

平成24年10月10日

2074 1 000649 広島県呉市三条二丁目８番５号

株式会社 中國自動車工業所

代表取締役 田中 雄二

平成24年10月30日 平成29年10月29日 呉市三条２丁目８－５

2074 1 000707 広島県広島市西区庚午中一丁目１８番１３号

トヨタカローラ広島 株式会社

代表取締役 本多 功樹

平成24年9月6日

平成29年9月5日

2074 1 000708 広島県広島市西区庚午中一丁目１８番１３号

ネッツトヨタ中国 株式会社

代表取締役 市田 治己

2074 1 000712 広島県呉市郷原町３７６６番地の１

有限会社 ナイトー自動車販売

代表取締役 内藤 源氏

2074 1 000735 広島県呉市阿賀南二丁目７番５号

中野 忠雄

2074 1 000780 広島県広島市西区南観音五丁目１６番７号

ネッツトヨタ広島 株式会社

代表取締役 奥原 賢次郎

2074 1 000786 広島県呉市狩留賀町２番９号

株式会社 ノブモト

代表取締役 信本 淳司

平成24年7月8日

2074 1 000790 広島県呉市狩留賀町１４番１２号

有限会社 野間自動車

代表取締役 野間 勝利

平成24年8月19日

2074 1 000803 広島県呉市広古新開三丁目４番２６号

有限会社 花浦自動車

代表取締役 花浦 忠義

平成24年9月6日

平成29年9月5日 呉市広古新開３丁目４－２６

有限会社花浦自動車

0823-73-0590

2074 1 000806 広島県呉市川尻町西五丁目５番１７号

株式会社 花本商会

代表取締役 花本 英行

平成24年10月10日

平成29年10月9日 呉市川尻町西５丁目５－１７

株式会社花本商会

0823-87-3182

2074 1 000816 広島県呉市倉橋町１７３４番地の５

濱本 孝志

平成24年11月7日

平成29年11月6日 呉市倉橋町１７３４－５

倉橋モータース

0823-53-1145

2074 1 000830 広島県広島市佐伯区石内南一丁目４番１号

株式会社 ピットイン鯉城商事

平成24年9月19日

平成29年9月18日 呉市広白石２丁目１３－５

2074 1 000861 広島県広島市中区広瀬北町２番２４号

2074 1 000862 広島県広島市西区観音町７番８号

広島トヨタ自動車 株式会社

広島トヨペット 株式会社

平成24年10月17日 平成29年10月16日 呉市広大新開１丁目２－７
平成24年8月21日
平成24年9月6日

代表取締役 安部 英雄
代表取締役 藤井 一裕

代表取締役 古谷 敏明

平成24年8月19日

平成24年9月6日

平成24年10月2日

平成29年8月20日 呉市郷原町３７６６－１
平成29年9月5日 呉市阿賀南２丁目７－５
平成29年8月18日 呉市宝町３－３０
平成29年7月7日 呉市狩留賀町２－９
平成29年8月18日 呉市狩留賀町１４－１２

株式会社ピットイン鯉城商事 マツダオートザム呉東店

0823-72-2288

呉市中央２丁目１番２４号

広島トヨタ自動車株式会社 呉店

0823-21-1544

呉市広白石２丁目８－５

広島トヨタ自動車株式会社 広店

0823-73-2626

呉市中通１丁目３－３４

広島トヨペット株式会社 呉店

0823-25-2424

呉市広文化町４－６

広島トヨペット株式会社 広店

0823-72-1234

平成29年9月5日

平成29年10月1日

2074 1 000863 広島県広島市西区三篠町三丁目１４番１７号

広島日産自動車 株式会社

代表取締役 前 泰弘

平成24年10月2日

平成29年10月1日 呉市中央１丁目５－３０

広島日産自動車株式会社 呉広店

0823-23-2311

2074 1 000864 広島県安芸郡坂町北新地一丁目２番５９号

広島日野自動車 株式会社

代表取締役 上野 弘文

平成24年8月19日

平成29年8月18日 呉市広徳丸町３－４

2074 1 000868 広島県広島市中区幟町１３番４号

2074 1 000869 広島県広島市中区小網町６番１７号

株式会社 広島マツダ

広島三菱自動車販売 株式会社

代表取締役 松田 哲也

代表取締役 岡本 精二

平成24年10月2日

平成24年6月3日
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広島日野自動車株式会社 呉支店

0823-71-4101

呉市中通１丁目２－３７

株式会社広島マツダ 呉店

0823-22-3791

呉市広文化町１－２７

株式会社広島マツダ 広店

0823-71-3231

呉市阿賀中央５丁目８－３８

広島三菱自動車販売株式会社 呉支店

0823-72-3151

呉市三条２丁目４－１２

広島三菱自動車販売株式会社 呉三条営業所

0823-22-1080

平成29年10月1日

平成29年6月2日

自動車リサイクル法
事業者番号

引取業者名簿

【呉市】

事業者住所

事業者名称又は氏名

平成27年4月1日現在
代表者氏名

登録年月日

2074 1 000871 広島県呉市豊町大長５９１５番地８

広島ゆたか農業協同組合

代表理事 横本 正樹

2074 1 000872 広島県呉市広横路一丁目３番３１号

有限会社 広整備工場

代表取締役 安倍 勇治

2074 1 000878 愛媛県松山市久万ノ台２２２番地１

株式会社 フォードフジ

代表取締役 三好 秀一

2074 1 000917 広島県呉市広町田一丁目３番４５号

有限会社 藤村自動車

代表取締役 藤村 大仁

2074 1 000934 広島県東広島市西条町吉行４２２番地の３

古谷 義堅

2074 1 000941 広島県呉市築地町４番３１号

有限会社 平和オート

代表取締役 森田 員正

2074 1 000960 広島県呉市広町田一丁目２番１８号

株式会社 ホンダアーバン

代表取締役 土路生 修

平成24年8月19日

2074 1 000967 広島県呉市音戸町波多見一丁目１番３７号

株式会社 ホンダネクサス

代表取締役 平田 益信

平成24年10月10日

登録有効期限

事業所住所

株式会社 ホンダカーズ広島

代表取締役 舘野 幸宏

広島ゆたか農協 農機車輌センター

0823-66-3298

平成24年8月19日

平成29年8月18日 呉市広横路１丁目３－３１

有限会社広整備工場

0823-72-0011

株式会社フォードフジ 呉店

0823-25-1125

平成24年10月30日 平成29年10月29日 呉市海岸４丁目８－４
平成24年9月6日

平成29年9月5日 呉市広町田１丁目３－４５

有限会社藤村自動車

0823-71-6864

平成26年7月9日

平成31年7月8日 呉市広町５０４１－２

フルタニ商会 第３倉庫

0823-74-1213

有限会社平和オート

0823-21-1123

平成29年8月18日 呉市広町田１丁目２－１８

株式会社ホンダアーバン

0823-73-1055

平成29年10月9日 呉市音戸町波多見１丁目１－３７

株式会社ホンダネクサス

0823-51-3131

株式会社ホンダカーズ広島 広東店

0823-73-2424

株式会社ホンダカーズ広島 呉西中央店

0823-25-0500

株式会社ホンダカーズ広島 呉東店

0823-22-4511

株式会社ホンダワコード

0823-73-0088

平成24年11月28日 平成29年11月27日 呉市築地町４－３１

平成24年10月30日 平成29年10月29日 呉市西中央４丁目４－１６
呉市幸町２－１

2074 1 000975 広島県呉市広古新開二丁目１３番８号

株式会社 ホンダワコード

2074 1 000985 広島県呉市三条三丁目３番１４号

増田 壽邦

平成24年10月17日 平成29年10月16日 呉市三条３丁目３－１４

藤井自動車商会

0823-21-3313

2074 1 000992 広島県呉市中央六丁目３番２７号

有限会社 松尾スズキ

代表取締役 松尾 義之

平成24年10月10日

平成29年10月9日 呉市中央６丁目３－２７

有限会社松尾スズキ

0823-25-8613

2074 1 001063 広島県呉市倉橋町字横挽９６９３番地の１５

有限会社 室尾商会

代表取締役 末釜 弘之

平成25年5月16日

平成30年5月15日 呉市倉橋町字横挽９６９３－１５

有限会社室尾商会

0823-54-1611

2074 1 001130 広島県呉市下蒲刈町下島１７０７番地の３

有限会社 山本モータース

代表取締役 山本 初喜

平成24年10月10日

平成29年10月9日 呉市下蒲刈町下島１７０７－３

有限会社山本モータース

0823-65-2127

2074 1 001134 広島県呉市広古新開一丁目４番２５号

株式会社 ユウキオート販売

代表取締役 西岡 邦彦

平成24年8月1日

平成29年7月31日 呉市広古新開１丁目４－２５

株式会社ユウキオート販売

0823-74-0830

2074 1 001146 広島県呉市本通五丁目１番１０号

株式会社 吉川モータース

代表取締役 吉川 勝寛

平成24年9月6日

平成29年9月5日 呉市本通５丁目１－１０

株式会社吉川モータース

0823-21-5005

2074 1 001150 広島県呉市安浦町大字内海南三丁目１７番６号

吉田 勇

平成25年1月6日

平成30年1月5日 呉市安浦町内海南三丁目１７番６号

吉田自動車

0823-84-7007

2074 1 001219 広島県呉市中通二丁目１番１０号

有限会社 ガレージクラブ

代表取締役 末田 雅士

平成26年3月5日

平成31年3月4日 呉市中央五丁目１番３号

有限会社ガレージクラブ

0823-24-6300

2074 1 001220 広島県呉市朝日町１９番１０号

イロハ自動車 株式会社

代表取締役 田盛 芳郎

平成26年3月5日

平成31年3月4日 呉市朝日町１９番１０号

イロハ自動車株式会社

0823-25-0811

2074 1 001272 広島県呉市川尻町小仁方二丁目５番１８号

有限会社 片岡自動車

代表取締役 片岡 博樹

平成26年7月20日

平成31年7月19日 呉市川尻町小仁方２丁目５－１８

有限会社片岡自動車

0823-87-6300

2074 1 001283 広島県呉市苗代町字大歳１０１４番地１

イーストバウンド 有限会社

取締役 髙橋 敬和

平成26年7月28日

平成31年7月27日 呉市苗代町字大歳１０１４－１

イーストバウンド有限会社

0823-33-3542

2074 1 001394 広島県呉市広古新開八丁目８番９号

有限会社 マツオカ自動車

代表取締役 松岡 和弘

平成22年4月26日

平成27年4月25日 呉市広古新開八丁目８番９号

有限会社マツオカ自動車

0823-74-1481

2074 1 001418 広島県呉市広多賀谷一丁目９番３０号

株式会社 こっこー

代表取締役 槙岡 達真

平成24年12月3日

平成29年12月2日 呉市広多賀谷一丁目９番３０号

株式会社 こっこー

0823-71-9191

2074 1 001457 広島県呉市阿賀南二丁目８番１０号

有限会社 リモート林

代表取締役 林 純雄

平成26年8月31日

平成31年8月30日 呉市阿賀南２丁目８－１０

有限会社リモート林

0823-71-3009

2074 1 001878 広島県呉市広多賀谷一丁目８番４３号

川畑 文二

2074 1 001984 広島県呉市焼山中央二丁目５番３号

八景山自動車工業 有限会社

2074 1 002091 広島県呉市広横路二丁目１３番１６号

神垣 政範

2074 1 002162 広島県呉市倉橋町１１３３９番地の１

林 佳弘

平成23年2月8日

平成28年2月7日 呉市倉橋町１１３３９－１

2074 1 002167 神奈川県川崎市幸区鹿島田１丁目１－２

三菱ふそうトラック・バス 株式会社

代表取締役 アルバート・キルヒマン

平成23年3月30日

平成28年3月29日 呉市広名田１丁目５－２８

2074 1 002170 広島県広島市西区南観音町９番２７号

日産プリンス広島販売 株式会社

代表取締役 瀬塚 高年

平成23年4月21日

平成28年4月20日

2074 1 002190 広島県広島市佐伯区五日市港三丁目７番１１号

いすゞ自動車中国四国 株式会社

代表取締役 大西 隆司

事業所電話番号

平成30年8月18日 呉市豊町久比２４１

呉市広白石２丁目９－３５
2074 1 000974 広島県広島市南区大洲一丁目４番３８号

事業所名称

平成25年8月19日

平成24年6月3日

平成29年6月2日 呉市広古新開２丁目１３－８

平成26年12月22日 平成31年12月21日 呉市広多賀谷１丁目８－４３
代表取締役 神田 一生

代表取締役 坂本 浩一

ヒロスズキ販売

0823-75-2338

平成27年1月8日

平成32年1月7日 呉市焼山中央２丁目５－３

八景山自動車工業有限会社

0823-33-3056

平成27年2月9日

平成32年2月8日 呉市広名田１丁目３－６７

クオリティ自動車

0823-71-3355

平成24年4月23日
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林自動車

0823-54-1523

三菱ふそうトラック・バス株式会社 中国ふそう広島東支店 呉サービスセンター

0823-71-4171

呉市中通１丁目３－２

日産プリンス広島販売株式会社 呉中通店

0823-22-5270

呉市広白石２丁目１－５

日産プリンス広島販売株式会社 広店

0823-72-5231

いすゞ自動車中国四国株式会社 呉サービスセンター

0823-22-1515

平成29年4月22日 呉市三条二丁目４－１４

自動車リサイクル法
事業者番号

引取業者名簿

事業者住所

【呉市】

平成27年4月1日現在

事業者名称又は氏名

代表者氏名

2074 1 002197 広島県呉市蒲刈町田戸１０２８番地３

有限会社 脇本モータース

代表取締役 脇本 茂則

2074 1 002202 広島県呉市安浦町大字女子畑１８４番地の２
2074 1 002207 広島県呉市苗代町１０１５番地の３
2074 1 002223 広島県呉市郷原町字一ノ松光山２５０７番地９２０

株式会社 田島

代表取締役 田島 久行

2074 1 002249 広島県呉市郷原町甲２３７９番地の９７

株式会社 広神トレーディング

代表取締役 金子 康紀

2074 1 002304 広島県呉市広白岳５丁目１０番１２号

沖原 正明

2074 1 002308 広島県呉市広多賀谷三丁目５番１３号

エイト金属 株式会社

代表取締役 田島 厳

2074 1 002327 広島県東広島市西条町吉行４１３

株式会社 古谷商会

古谷 一夫

登録年月日

登録有効期限

事業所住所

事業所名称

事業所電話番号

平成24年5月30日

平成29年5月29日 呉市蒲刈町田戸１０２８－３

有限会社 脇本モータース

0823-66-0786

平本 広司

平成24年7月17日

平成29年7月16日 呉市安浦町大字女子畑１８４－３

GANBARUZOO～

0823-84-6224

津川 晋一

平成24年9月20日

平成29年9月19日 呉市苗代町１０１５番地の３

津川晋一

0823-33-2385

平成25年5月2日

平成30年5月1日 呉市郷原町字一ノ松光山２５０７番地９２０ 株式会社 田島

平成22年11月1日 平成27年10月31日 呉市郷原町甲２３７９－９７

0823-70-3100

株式会社広神トレーディング

0823-30-3168

平成24年10月19日 平成29年10月18日 呉市広白石一丁目１番１５号

沖原モータース

0823-71-9350

平成24年12月27日 平成29年12月26日 呉市広多賀谷三丁目５番１３号

エイト金属 株式会社

0823-71-0009

古谷商会 呉営業所

0823-74-1213

平成27年2月10日
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平成32年2月9日 呉市広徳丸町２２－４２

