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かながわリユースショップ認証について 

 

 

１ 概要 

３Ｒの取組みの一つであるリユースを促進するため、県民がリユース品（中古品）の

売却や購入にあたって安心してリユースショップを利用できるようにする必要があるこ

とから、一定の要件を満たした店舗について県が「かながわリユースショップ」として

認証を行うものである。 

     ※リユースショップに対する認証制度は全国の都道府県で初。 
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(1) 認証対象 

   県内で古物（古物営業法第２条第１項に規定する古物をいう。）のうち、衣類等の

７区分の品目を売買している店舗。 

※対象は当分の間、中小企業基本法に掲げる中小企業者とする。 

(2) 認証基準 

      住所や電話番号等の店舗情報や、販売するリユース品の状態（キズや故 

障の有無、付属品の有無、保証の有無）、買取るリユース品の条件に関す 

る情報の提供が行われていること等。 

 ※暴力団排除条例に掲げる暴力団経営支配法人等は認証しない。 

(3) 認証手続 

 申請に基づき書類審査や現地確認を行い、認証基準を満たしていることが確認でき

た場合に認証する。募集は随時行い、認証期間は３年間とする（申請により更新可能

で、その場合は５年間）。 
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(4) 認証の実施 

かながわリユースショップ認証書及び認証ステッカーを交付するとともに、店舗名

等をかながわリユースショップ認証簿に記載し公表する。 

   

２ 実績 

 ・国や業界団体、個別リユース業者等に対してヒアリングや意見聴取などを実施し、平

成26年４月１日に要綱を制定、認証店舗の募集を開始。 

 ・認証店舗数は、平成27年６月12日現在 ３１店舗 

 ・リユース促進のために、業界団体の協力を得ながら認証店舗数の拡大を図るため、平

成27年４月１日に要綱の一部を改正、既に認証を受けた店舗を営業しているリユース

業者が現に設けている店舗に限り開店からの年数（３年）を基準としないこととした。 

 

３ 今後の方向性 

  制度周知及び認証店舗数の拡大を図るため、普及啓発を実施する。 

[例] 

・各種イベントにおける啓発 

・県内リユース業者に対するチラシの送付。 

・県内リユース業者が利用する古物市場等での個別相談コーナーの設置、チラシの

配布。 

・業界団体のホームページ上での周知 等 
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認証
番号

認証リユース業者の名称等 リユースショップの名称 リユースショップの所在地 電話番号
取 り 扱 う
リユース品の区

分

リユースショップの連絡先
（ホームページアドレス）

R00001 株式会社リスタ
代表取締役　加山　裕之 リスタ横浜店 横浜市南区東蒔田町18-4 045-710-1115
衣類、自転車類、写真機
類、事務機器類、機械工具
類、道具類、皮革・ゴム製
品類

http://www.koyou-resta.co.jp

R00002 株式会社グッドフォーチュン
代表取締役　生出　大 株式会社グッドフォーチュン　港南店 横浜市港南区野庭611-1-104 045-843-5515
衣類、自転車類、写真機
類、事務機器類、機械工具
類、道具類、皮革・ゴム製
品類

http://www.goodfortune.co.jp

R00003 池田　澄子 リサイクルショップえびな 海老名市大谷南4-5-41 046-235-3409
衣類、写真機類、事務機器
類、機械工具類、道具類、
皮革・ゴム製品類

http://www5.hp-ez.com/hp/re-
ebina/page1

R00004 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ紅谷町店 平塚市紅谷町12-24 0463-23-6030 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00005 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ平塚店 平塚市明石町4-2-102 0463-23-6364 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00006 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ菫平店 平塚市菫平8-14 0463-35-5006 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00007 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ藤沢店 藤沢市鵠沼石上1-2-5 0466-28-1217 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00008 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ鵠沼石上店 藤沢市鵠沼石上1-8-11 0466-50-6017 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00009 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ鵠沼海岸店 藤沢市鵠沼海岸3-2-20 0466-33-8307 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00010 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ逗子店 逗子市逗子1-2-8 046-872-4880 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00011 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ逗子銀座通店 逗子市逗子1-5-9 046-871-4772 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00012 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ杉田店 横浜市磯子区杉田1-13-5 045-776-2526 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00013 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ茅ヶ崎店 茅ヶ崎市東海岸北2-1-58 0467-58-7573 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00014 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ大磯店 大磯町大磯1022 0463-61-7766 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00015 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ二宮店 二宮町二宮879-18 0463-72-6216 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00016 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ小田原店 小田原市栄町2-12-2 0465-22-2922 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00017 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ秦野店 秦野市本町1-1-11 0463-84-5544 衣類、皮革・ゴム製品類 -

かながわリユースショップ認証店一覧

取り扱うリユース品の区分は、次のとおりです。
　　　衣類　　　自転車類　　　写真機類　　　事務機器類　　　機械器具類　　　道具類　　　皮革・ゴム製品類             ※一覧中のホームページアドレスは外部サイトです。

http://www.koyou-resta.co.jp/
http://www.goodfortune.co.jp/
http://www5.hp-ez.com/hp/re-ebina/page1
http://www5.hp-ez.com/hp/re-ebina/page1
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認証
番号

認証リユース業者の名称等 リユースショップの名称 リユースショップの所在地 電話番号
取 り 扱 う
リユース品の区

分

リユースショップの連絡先
（ホームページアドレス）

かながわリユースショップ認証店一覧

取り扱うリユース品の区分は、次のとおりです。
　　　衣類　　　自転車類　　　写真機類　　　事務機器類　　　機械器具類　　　道具類　　　皮革・ゴム製品類             ※一覧中のホームページアドレスは外部サイトです。

R00018 株式会社デジャヴ
代表取締役　大河原　勉 カトナ伊勢原店 伊勢原市伊勢原2-2-25 0463-96-6566 衣類、皮革・ゴム製品類 -

R00019 株式会社ティスナ
代表取締役　小松　睦男 ブランカスタ元町店 横浜市中区吉浜町2-4 045-663-7745
衣類、道具類、皮革・ゴム
製品類

http://www.brankasta.com/

R00020 株式会社ティスナ
代表取締役　小松　睦男 ブランカスタ浜松町店 横浜市西区中央2-7-10 045-290-3390
衣類、道具類、皮革・ゴム
製品類

http://www.brankasta.com/

R00021 株式会社ティスナ
代表取締役　小松　睦男 ブランカスタ和田町店 横浜市保土ヶ谷区仏向町41 045-331-2865
衣類、道具類、皮革・ゴム
製品類

http://www.brankasta.com/

R00022 株式会社ティスナ
代表取締役　小松　睦男 ブランカスタ小机店 横浜市港北区小机町1508 045-472-4444
衣類、道具類、皮革・ゴム
製品類

http://www.brankasta.com/

R00023 株式会社ティスナ
代表取締役　小松　睦男 ブランカスタ小田原店 小田原市栄町2-9-46 0465-23-5588
衣類、道具類、皮革・ゴム
製品類

http://www.brankasta.com/

R00024 株式会社オパールコーポレーション
代表取締役　星野　和義
ユーズドセレクトショップオ
パール伊勢佐木町店

横浜市中区伊勢佐木町3-98 045-253-1977
衣類、道具類、皮革・ゴム
製品類

http://www.used-kaitori.com/

R00025 株式会社オパールコーポレーション
代表取締役　星野　和義
ユーズドセレクトショップオ
パール横浜西口店

横浜市西区南幸2-8-9 045-317-3881
衣類、道具類、皮革・ゴム
製品類

http://www.used-kaitori.com/

R00026 株式会社ソレイユ
代表取締役　勝山　陽介
リサイクルショップグッドプ
ライス川崎店

川崎市川崎区貝塚1-4-15 044-222-3785
自転車類、写真機類、事務
機器類、機械工具類、道具
類

http://www.good-price.co.jp/

R00027 株式会社アーネスト
代表取締役　齊藤　淳 買取市場 川崎市麻生区早野498-1 044-986-8245
衣類、自転車類、写真機
類、事務機器類、機械工具
類、道具類、皮革・ゴム製
品類

http://kaitori1ba.com/

R00028 フジシロ工業有限会社
代表取締役　藤田　惇 フジシロリサイクル本店 寒川町一之宮4-8-72 0467-74-7600
衣類、自転車類、写真機
類、事務機器類、機械工具
類、道具類、皮革・ゴム製
品類

http://www.recycle-fujishiro.com/

R00029 フジシロ工業有限会社
代表取締役　藤田　惇 フジシロリサイクル２号店 寒川町一之宮4-11-28 0467-74-6661
衣類、自転車類、写真機
類、事務機器類、機械工具
類、道具類、皮革・ゴム製
品類

http://www.recycle-fujishiro.com/

R00030 フジシロ工業有限会社
代表取締役　藤田　惇 フジシロリサイクル平塚店 平塚市東真土2-2-8 0463-71-6648
衣類、自転車類、写真機
類、事務機器類、機械工具
類、道具類、皮革・ゴム製
品類

http://www.recycle-fujishiro.com/

R00031 株式会社グッドフォーチュン
代表取締役　生出　大 株式会社グッドフォーチュン 磯子店
横浜市磯子区田中一丁目26番
10号　山口ビル101

045-843-5515
衣類、自転車類、写真機
類、事務機器類、機械工具
類、道具類、皮革・ゴム製
品類

http://www.goodfortune.co.jp

http://www.brankasta.com/
http://www.brankasta.com/
http://www.brankasta.com/
http://www.brankasta.com/
http://www.brankasta.com/
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http://www.good-price.co.jp/
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