
自動車リサイクル法引取業者登録名簿(枚方市)
令和04年11月22日現在

自リ法登録番号 登録満了年月日 事業所名称 事業所住所 店舗電話番号

21201000003 令和7年2月1日 株式会社エムエス 枚方市春日西町四丁目
１９３－４

072-896-1355

21201000004 令和6年9月16日 吉永自動車工業株式会社 枚方市招提田近３－２６－１ 072-867-8127

21201000005 令和5年12月14日 株式会社ＯＭＡＧ　アウディ枚方 枚方市中宮大池２－３１－
１０

072-848-2300

21201000006 令和9年9月26日 大阪スバル株式会社　枚方パー
ク店

枚方市伊加賀栄町１５－１１ 072-841-6011

21201000006 令和9年9月26日 大阪スバル株式会社　カースポッ
ト枚方パーク店

枚方市伊加賀栄町１５－１１ 072-841-7155

21201000006 令和9年9月26日 大阪スバル株式会社　枚方店 枚方市池之宮１－２５－３ 072-898-0600

21201000007 令和9年9月9日 大阪ダイハツ販売株式会社　U-
CAR枚方

枚方市堂山２－３０－２０ 072-848-0556

21201000007 令和9年9月9日 大阪ダイハツ販売株式会社　枚
方店

枚方市北山１－３－１０ 072-867-3222

21201000008 令和9年10月1日 大阪トヨタ自動車株式会社　枚
方店

枚方市堂山東町１－２７ 072-848-8600

21201000009 令和9年8月4日 大阪トヨペット株式会社　枚方
店

枚方市田口４－１－５ 072-848-7123

21201000009 令和9年8月4日 大阪トヨペット株式会社　枚方
香里店

枚方市南中振２－４４－１ 072-834-6810

21201000010 令和6年12月16日 大阪トンボ交通株式会社 枚方新町１丁目１３番５２号 072-844-1400

21201000011 令和9年9月9日 大阪マツダ販売株式会社　枚方
営業所

枚方市池之宮１－２６－１８ 072-849-5190

21201000012 令和6年8月5日 株式会社オートバックス関西販
売　オートバックス東香里

枚方市茄子作東町４３－１ 072-852-1631

21201000012 令和6年8月5日 株式会社オートバックス関西販
売　オートバックス枚方バイパス店

枚方市招提東町１－３－１ 072-857-5678

21201000013 令和7年10月3日 株式会社カーチス　カーチス枚方 枚方市北山１－２－１５ 072-864-1313

21201000014 令和6年10月20日 有限会社カーライフ・アクセル 枚方市山之上東町８－５ 072-844-0808

21201000016 令和9年9月19日 株式会社片山モータース　 枚方市長尾元町二丁目７番
８号

072-857-1500

21201000018 令和8年8月14日 株式会社カミタケモータース　枚
方本店

枚方市池之宮２－３０－６ 072-849-8111

21201000019 令和9年9月4日 株式会社ＩＤＯＭ　ガリバー枚方
バイパス店

枚方市高野道１－７－１ 072-864-1281

21201000020 令和9年7月2日 株式会社関西マツダ　枚方店 枚方市甲斐田新町２－４ 072-847-8621

21201000022 令和6年12月27日 有限会社京阪テクノ 枚方市山之上東町８－１０ 072-843-0061

21201000023 令和9年5月23日 ケーテー自動車工業株式会社 枚方市出口１－２－８３ 072-845-0121

21201000026 令和9年9月26日 株式会社サンエスモータース 枚方市三栗１－２－１４ 072-851-6000

21201000028 令和6年12月9日 ＭＥＧＡＡＵＴＯ 枚方市茄子作１－１２－１２ 072-380-8701

21201000029 令和9年6月4日 株式会社スズキ自販関西　枚
方営業所

枚方市長尾家具町１－１－
６

072-840-3441
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21201000030 令和9年8月25日 株式会社スズキ自販近畿　ア
リーナ枚方中央

枚方市中宮大池２－３１－６ 072-808-6617

21201000030 令和9年8月25日 株式会社スズキ自販近畿　枚
方営業所

枚方市南中振２－４６－１８ 072-832-2300

21201000031 令和6年12月23日 株式会社スフィンクス 枚方市春日東町一丁目
４８４－２番

072-897-3055

21201000034 令和7年3月10日 有限会社高橋自動車商会 枚方市池之宮４－１６－１ 072-840-0033

21201000035 令和7年4月14日 株式会社谷口自動車 枚方市招提平野町４－１６ 072-857-3939

21201000037 令和9年8月7日 トヨタカローラ大阪株式会社　枚
方招提店

枚方市招提大谷２－８－１５ 072-855-5350

21201000037 令和9年8月7日 トヨタカローラ大阪株式会社　Ｕ
－Ｃａｒ枚方中央店

枚方市池之宮１－２－２０ 072-849-9500

21201000037 令和9年8月7日 トヨタカローラ大阪株式会社　枚
方中央店

枚方市池之宮１－２－２７ 072-848-0500

21201000037 令和9年8月7日 トヨタカローラ大阪株式会社　枚
方店

枚方市南中振２－４５－４ 072-831-4641

21201000038 令和7年6月29日 株式会社永山自動車　枚方工
場

枚方市村野高見台１－４０ 072-848-4832

21201000040 令和9年10月23日 西田自動車販売株式会社 枚方市東船橋１－７－１ 072-856-1612

21201000041 令和8年2月20日 西日本三菱自動車販売株式
会社　枚方店

枚方市堂山東町１－２３ 072-840-2151

21201000042 令和8年4月26日 日産大阪販売株式会社　枚方
東店

枚方市池之宮４－１５－１１ 072-848-5721

21201000042 令和8年4月26日 日産大阪販売株式会社　枚方
店

枚方市池之宮４－８－１０ 072-840-2341

21201000042 令和8年4月26日 日産大阪販売株式会社　Ｕ　ｃ
ａｒｓ枚方店

枚方市中宮大池２－２－１ 072-847-2323

21201000042 令和8年4月26日 日産大阪販売株式会社　Ｕ　ｃ
ａｒｓ香里

枚方市南中振２－４３－３ 072-833-1883

21201000042 令和8年4月26日 日産大阪販売株式会社　香里
店

枚方市南中振３－４－１ 072-831-4481

21201000042 令和8年4月26日 日産大阪販売株式会社　枚方
ヒルズ店

枚方市北山１－３－１２ 072-864-2315

21201000043 令和9年6月13日 ネッツトヨタ大阪株式会社　牧野
店

枚方市三栗１－２８－１５ 072-867-1000

21201000043 令和9年6月13日 ネッツトヨタ大阪株式会社　枚方
店

枚方市出屋敷西町１－７－
１

072-847-1000

21201000043 令和9年6月13日 ネッツトヨタ大阪株式会社　くず
葉店

枚方市南楠葉１－２５－１ 072-855-1000

21201000044 令和9年6月17日 ネッツトヨタ新大阪株式会社　く
ずは北山店

枚方市高野道２－３６－１ 072-866-7300

21201000044 令和9年6月17日 ネッツトヨタ新大阪株式会社　U-
Carくずは北山店

枚方市高野道２－３６－１ 072-866-7400

21201000044 令和9年6月17日 ネッツトヨタ新大阪株式会社　く
ずは牧野店

枚方市上島町８－１６ 072-850-3731

21201000044 令和9年6月17日 ネッツトヨタ新大阪株式会社　枚
方店

枚方市池之宮１－２４－１５ 072-847-6751

21201000044 令和9年6月17日 ネッツトヨタ新大阪株式会社　枚
方テクノセンター

枚方市池之宮１－２４－１５ 072-849-8411
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21201000044 令和9年6月17日 ネッツトヨタ新大阪株式会社　枚
方山之上店

枚方市田宮本町１４－３０ 072-841-2221

21201000044 令和9年6月17日 ネッツトヨタ新大阪株式会社　Ｕ
－Ｃａｒ枚方山之上店

枚方市田宮本町１４－３０ 072-841-2221

21201000044 令和9年6月17日 ネッツトヨタ新大阪株式会社　レ
クサス枚方

枚方市堂山東町５－１ 072-847-3600

21201000045 令和5年1月8日 株式会社林屋商店　 枚方市須山町３２－２ 072-847-5115

21201000046 令和9年11月12日 枚方自動車販売株式会社 枚方市津田北町１－３３－
２１

072-858-8133

21201000047 令和6年12月23日 株式会社ブレイカロード 枚方市茄子作二丁目14番３
号
丁目14番３号

072-852-0075

21201000048 令和6年12月23日 藤田自動車 枚方市長尾西町１－７－１４ 072-868-6254

21201000049 令和6年8月24日 古田自動車 枚方市招提元町１－３２－
３０

072-857-6818

21201000050 令和9年9月26日 株式会社ホンダ北大阪　樟葉店 枚方市招提元町２－８－２４ 072-867-0023

21201000050 令和9年9月26日 株式会社ホンダ北大阪　枚方駅
前店

枚方市新町 １－１２－１ 072-844-0023

21201000050 令和9年9月26日 株式会社ホンダ北大阪　枚方池
之宮店

枚方市堂山東町６－２ 072-849-0023

21201000051 令和9年8月4日 株式会社ホンダ四輪販売関西　
ホンダカーズ大阪　枚方東店

枚方市高野道１－７－１０ 072-851-1171

21201000051 令和9年8月4日 株式会社ホンダ四輪販売関西　
ホンダカーズ大阪　枚方中央店

枚方市池之宮４－１０－１ 072-847-0808

21201000051 令和9年8月4日 株式会社ホンダ四輪販売関西　
ホンダカーズ大阪　枚方バイパス
店

枚方市堂山東町５－６ 072-840-2240

21201000051 令和9年8月4日 株式会社ホンダ四輪販売関西　
ホンダカーズ大阪　U-Select 枚
方南

枚方市南中振２－３０－１４ 072-834-2251

21201000052 令和9年10月8日 マツダ中販株式会社　中日本営
業部

枚方市長尾峠町１０－１ 072-867-0088

21201000054 令和7年11月7日 有限会社丸三レッカー 枚方市西田宮町９－１１ 072-841-0110

21201000057 令和6年5月25日 株式会社ヤナセ　枚方支店 枚方市大峰南町５－３０ 072-897-1717

21201000060 令和9年10月1日 有限会社山田自動車工作所 枚方市伊加賀西町１１－２２ 072-845-2220

21201000061 令和6年12月1日 株式会社弥生石油店　弥生ひ
らかたＳＳ

枚方市西禁野２－４－１０ 072-849-3071

21201000062 令和7年2月11日 丸三レッカー 枚方市東田宮１－１６－２０ 072-843-0119

21201000065 令和5年12月11日 株式会社服部モーター商会
　MINI 枚方

枚方市宮之阪４丁目28-23

21201000065 令和5年12月11日 株式会社服部モーター商会
　Keihan BMW　枚方店

枚方市堂山東町1-20 072-890-7611

21201000066 令和6年7月4日 シティオートサービス 枚方市長尾峠町２０－１ 072-850-6175

21201000067 令和6年11月26日 山文商事株式会社　ＤＤセルフ
枚方ＴＳ

枚方市高野道１－２０－１ 072-867-0115
072-867-0115
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21201000067 令和6年11月26日 山文商事株式会社　セルフ池
之宮東ＳＳ

枚方市池之宮４－１６－９ 072-849-1761

21201000067 令和6年11月26日 山文商事株式会社　ＤＤセルフ
枚方池之宮ＳＳ

枚方市堂山２－８－１０ 072-849-8650

21201000068 令和7年6月9日 株式会社K-TAKE 枚方市西招提町2238-7 072-896-6511

21201000069 令和7年11月26日 株式会社大京 枚方市春日西町1丁目55番
1号

072-897-1129

21201000070 令和8年1月12日 株式会社枚松 枚方市大字穂谷2186-1 072-860-7943

21201000071 令和8年1月27日 有限会社キンキオートバイ 枚方市尊延寺７４１－１ 072-859-6655

21201000072 令和9年11月21日 株式会社片岡商事　枚方事業
所

枚方市南中振3丁目70番30
号

080-1455-7617
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