引取業者一覧(令和3年4月12日現在）
登録番号

事業者

20991000001 兵庫トヨタ自動車株式会社
20991000002 トヨタカローラ神戸株式会社
20991000003 神戸トヨペット株式会社

20991000005 ネッツトヨタ神戸株式会社

20991000006 株式会社マックスカーパーツ
20991000009 株式会社阪神小型モータース

20991000010 株式会社神戸マツダ
20991000012 兵庫ダイハツ販売株式会社
20991000013 ネッツトヨタゾナ神戸株式会社
20991000015 株式会社ネッツ神戸サポート
20991000018 株式会社ナック
20991000022 株式会社三浦オート
20991000023 株式会社西宮自動車整備
20991000024 兵庫スバル自動車株式会社
20991000030 株式会社野田ホンダ販売
20991000032 株式会社ホンダカーズ兵庫
20991000033 兵庫三菱自動車販売株式会社
20991000034 株式会社長澤自動車工業所
20991000040 有限会社旭モータース
20991000041 有限会社金谷モータース

事業所
兵庫トヨタ自動車株式会社 西宮店
兵庫トヨタ自動車株式会社 マイカーランド西宮
トヨタカローラ神戸株式会社 夙川店
トヨタカローラ神戸株式会社 西宮１７１店
トヨタカローラ神戸株式会社 甲子園店
トヨタカローラ神戸株式会社 綜合サービスセンター
神戸トヨペット株式会社 西宮店
神戸トヨペット株式会社 レクサス西宮
ネッツトヨタ神戸株式会社 ネッツテラス門戸
ネッツトヨタ神戸株式会社 ネッツテラス西宮
ネッツトヨタ神戸株式会社 ネッツテラス流通
ネッツトヨタ神戸株式会社 西宮北車両センター
ネッツトヨタ神戸株式会社 Ｕ-Car 総合センター
ネッツトヨタ神戸株式会社 ネッツテラス夙川
ネッツトヨタ神戸株式会社 ＧＲ Ｇａｒａｇｅ 西宮
株式会社マックスカーパーツ
フォルクスワーゲン西宮
阪神小型モータース
アウディ西宮
フォルクスワーゲン西宮 ユーズドカーセンター
アウディ アプルーブド オートモービル西宮
ジャガー・ランドローバー西宮店
株式会社神戸マツダ 西宮店
兵庫ダイハツ販売株式会社 ダイハツ西宮店
ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 西宮１７１店
ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 西宮店
株式会社ネッツ神戸サポート 西宮北営業所
株式会社ナック ジャック西宮支部
クライスラー・ジープ・ダッジ西宮
株式会社三浦オート
株式会社西宮自動車整備
兵庫スバル自動車株式会社 西宮１７１号店
兵庫スバル自動車株式会社 西宮国道２号店
株式会社野田ホンダ販売
株式会社ホンダカーズ兵庫 西宮南店
株式会社ホンダカーズ兵庫 西宮店
株式会社ホンダカーズ兵庫 甲子園店
株式会社ホンダカーズ兵庫 上甲子園店
兵庫三菱自動車販売株式会社 西宮店
兵庫三菱自動車販売株式会社 クリーンカー西宮
株式会社長澤自動車工業所
有限会社旭モータース
有限会社金谷モータース

事業所所在地
兵庫県西宮市神祇官町５番５号
兵庫県西宮市浜松原町９番２６号
兵庫県西宮市郷免町２－２０
兵庫県西宮市青木町５－１３
兵庫県西宮市小松北町２丁目８番１号
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目１１０番地
兵庫県西宮市深津町２番２３号
兵庫県西宮市津門大塚町１１－４５
兵庫県西宮市林田町１１－５
兵庫県西宮市上甲子園４丁目１番５号
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目１１２
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目１１２
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目１１２
兵庫県西宮市城ヶ堀町１番２１号
兵庫県西宮市東町２丁目１番３６号
兵庫県西宮市阪神流通センター１丁目６１
兵庫県西宮市神楽町１２番１号
兵庫県西宮市産所町１２－１８
兵庫県西宮市甲子園口６－１３－２２
兵庫県西宮市宮西町２－２３
兵庫県西宮市上甲子園５－２－２
兵庫県西宮市甲子園口５丁目１３番２４号
兵庫県西宮市室川町３番１０号
兵庫県西宮市柳本町４１番地－１
兵庫県西宮市丸橋町８番８８号
兵庫県西宮市津門大箇町９番１０号
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目１１２
兵庫県西宮市津門稲荷町３番１号
兵庫県西宮市六湛寺町１番２７号
兵庫県西宮市上甲子園１丁目２番１３号
兵庫県西宮市与古道町３番２６号
兵庫県西宮市河原町４番８号
兵庫県西宮市津門大塚町１１番４０号
兵庫県西宮市中須佐町１番６号
兵庫県西宮市川西町１０番３２号
兵庫県西宮市下大市東町６番２８号
兵庫県西宮市甲子園口３丁目２９番２３号
兵庫県西宮市上甲子園２丁目１－１１
兵庫県西宮市小曽根町１丁目４－３３
兵庫県西宮市甲子園一番町４３－１
兵庫県西宮市今津山中町１２番１８号
兵庫県西宮市野間町４番１０号
兵庫県西宮市能登町１番１号

電話番号
0798-63-7222
0798-37-1139
0798-37-1055
0798-71-1601
0798-41-8400
078-903-0561
0798-56-8577
0798-36-1508
0798-63-6600
0798-35-0105
078-907-3501
078-904-1791
078-904-2699
0798-23-2800
0798-35-5200
078-907-1390
0798-36-8800
0798-26-0621
0798-69-6888
0798-26-8880
0798-32-5588
0798-63-6006
0798-71-3990
0798-72-0800
0798-51-6777
0798-23-1071
078-907-2505
0798-34-7777
0798-26-1111
0798-47-4987
0798-22-8443
0798-74-1084
0798-23-2311
0798-23-2121
0798-34-6360
0798-52-6381
0798-66-1123
0798-45-0101
0798-47-1881
0798-41-1859
0798-36-4858
0798-67-9103
0798-67-6328

20991000047
20991000050
20991000055
20991000056
20991000068

生瀬自動車株式会社
三幸石油株式会社
株式会社桂田モータース
株式会社ヤナセ
絹川 誠（絹川自動車工業）

20991000081 株式会社ＩＤＯＭ
20991000105 有限会社摩耶鈑金
20991000111 有限会社クレセント保険サービス
20991000120 兵庫日産自動車株式会社

20991000123 日産大阪販売株式会社
20991000128 株式会社モトーレン阪神
20991000138
20991000139
20991000140
20991000144
20991000145
20991000146
20991000147

有限会社ムーブメント
フェラン神戸株式会社
西宮小型自動車販売株式会社
株式会社山村自動車鈑金工作所
細見 浩樹
株式会社ＳｋｙＦａｉｔｈ
エネクスフリート株式会社

20991000148 株式会社ネクステージ
20991000149 木村 宏（木村オート）
20991000150 株式会社スズキ自販兵庫
20991000151 篠田実業株式会社
20991000152 株式会社阪急阪神エムテック
20991000153
20991000154
20991000155
20991000156
20991000157

株式会社トヨタユーゼック
山文商事株式会社
電装兵庫株式会社
KSファクトリー株式会社
ユタカ株式会社

20991000158 有限会社ナヤモータース

生瀬自動車株式会社
三幸石油株式会社 アメニティ甲子園サービスステーション
株式会社桂田モータース
株式会社ヤナセ 西宮支店
絹川自動車工業
ガリバー １７１西宮店
ＬＩＢＥＲＡＬＡ西宮
有限会社摩耶鈑金
有限会社クレセント保険サービス
兵庫日産自動車株式会社 甲東園店
兵庫日産自動車株式会社 西宮店
兵庫日産自動車株式会社 西宮店西館
兵庫日産自動車株式会社 上甲子園店
日産大阪販売株式会社 西宮店
日産大阪販売株式会社 西宮北店
日産大阪販売株式会社 夙川店
株式会社モトーレン阪神 西宮支店
株式会社モトーレン阪神 ＢＭＷプレミアムセレクション西宮
有限会社ムーブメント
プジョー西宮店
西宮小型自動車販売株式会社
株式会社山村自動車鈑金工作所
ピーコック
株式会社ＳｋｙＦａｉｔｈ
西宮インター給油所
西宝塚ＳＳ
山口町ＳＳ
木村オート
スズキアリーナ西宮
篠田実業株式会社 本社工場
西宮工場
山口工場
ＴＡＡ兵庫会場
山文商事株式会社 鳴尾南ＳＳ
電装兵庫株式会社 西宮営業所
KSファクトリー株式会社
ユタカ株式会社 本社営業所
有限会社ナヤモータース 本社工場
本郷中古車センター

兵庫県西宮市生瀬町一丁目２６番２４号
兵庫県西宮市上甲子園一丁目１番７号
兵庫県西宮市甲子園口四丁目２２番２８号
兵庫県西宮市津門飯田町３番３８号
兵庫県西宮市鳴尾町１丁目１８－１０
兵庫県西宮市林田町１０番１６号
兵庫県西宮市和上町５番１７号
兵庫県西宮市山口町上山口２０１７番地の４
兵庫県西宮市今津巽町５番３２号
兵庫県西宮市下大市東町２５番１９号
兵庫県西宮市神楽町１２番３号
兵庫県西宮市神楽町１２番１０号
兵庫県西宮市上甲子園５丁目１番５号
兵庫県西宮市中島町２１－８
兵庫県西宮市能登町７－２３
兵庫県西宮市郷免町３－２０
兵庫県西宮市津門大箇町４番３号
兵庫県西宮市津門大箇町１０番６号
兵庫県西宮市山口町下山口１６４０－２
兵庫県西宮市中島町１９番１９号
兵庫県西宮市津門川町１１番１６号
兵庫県西宮市神楽町４番２１号
兵庫県西宮市山口町下山口三丁目１１番１１号
兵庫県西宮市鳴尾浜三丁目７番１１
兵庫県西宮市今津出在家町１０番７１号
兵庫県西宮市生瀬東町３番７号
兵庫県西宮市山口町下山口５丁目１６番２０号
兵庫県西宮市市庭町４番２５号
兵庫県西宮市津門大塚町１１番３５号
兵庫県西宮市西宮浜２丁目７番地３
兵庫県西宮市深津町７番５号
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目１
兵庫県西宮市甲子園浜２－１６
兵庫県西宮市上田中町１６－２６
兵庫県西宮市津門稲荷町５－２
兵庫県西宮市久保町１０番１４号
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目１１２番地
兵庫県西宮市東町一丁目１０番３０号
兵庫県西宮市鳴尾町３－１－２４

0798-81-0202
0798-47-0456
0798-67-5506
0798-66-3333
0798-47-3217
0798-69-3811
0798-38-8685
078-903-0368
0798-23-5954
0798-52-1121
0798-22-1535
0798-26-0823
0798-35-0321
0798-69-0623
0798-71-2339
0798-35-6486
0798-37-3525
0798-39-1390
078-907-3111
0798-63-2311
0798-22-2263
0798-34-2759
078-904-1838
0798-81-5145
0798-23-9033
0798-81-7491
078-903-2256
0798-33-1007
0798-61-1333
0798-33-3256
0798-65-2090
078-903-5776
0798-44-3201
0798-47-0152
0798-33-2282
0798-37-2118
090-3675-2837
0798-22-1384
090-3727-2482

