さ行古物商一覧
許可証番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に
規定する文字、番号、記号（ＵＲＬ）

許可又は
届出年月日

さ

901021810011

株式会社サードウェーブ

http://used.dospara.co.jp/

平成30年1月29日

さ

901021710054

株式会社サードウェーブ
エクスチェンジ

http://www.janpara.co.jp/

平成29年7月18日

さ

902051110005

株式会社サーフシード

http://www.powerhouse-f.com

さ

901011310090

崔 淑景

http://mosto-shop-pro.jp/

平成26年2月10日

さ

901011310090

崔 淑景

http://store.shopping.yahoo.co.jp/mostoyoshika

平成26年2月10日

さ

901011310090

崔 淑景

http://mosto.ok.shopserve.jp/

平成26年2月10日

さ

901011310090

崔 淑景

http://www.mosto-yoshika.com/

平成26年2月10日

さ

901021110010

崔 成優

http://www.aicorporation.jp

平成23年2月1日

さ

909990043234

齋藤 陽一

http://www.auction-quick.com

平成19年8月7日

さ

901021010035

サイバートップ株式会社

http://www.cybertop.jp

平成22年4月6日

さ

901021010035

サイバートップ株式会社

http://www.cawcaw.co.jp

平成22年4月6日

さ

909990033571

境 慶太郎

http://store.shopping.yahoo.co.jp/mintkas
hii

平成26年2月18日

さ

901021110020

坂井 繁信

http://mobilez-keitai.com

平成28年3月23日

さ

901021110020

坂井 繁信

http://ebs58.ocnk.net/

さ

909990040585

境 晴司

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/pr
ofile/upstart2005jp.html

さ

904010910048

酒井 隆

http://www.motorsynchro.com/

さ

909990041684

坂井 宣行

http://www.guitar-baka.com

平成18年4月24日

さ

901081010021

株式会社さかえ

http://store.shopping.yahoo.co.jp/shopsakae

平成25年2月28日

さ

901081010021

株式会社さかえ

http://sakae78.com

さ

901151210018

株式会社サカグチ

http://www.j-sakaguchi.co.jp

平成24年3月26日

さ

901041110024

坂口 恵

http://chidori-fukuoka.com

平成23年3月29日

さ

909990042115

坂田 健二

http://www.cuarto-de-moda.com/

平成18年8月17日

さ

901131210043

坂本 光

http://ＰiＫaＰiＫa885388.web.fc2.com

さ

901131210043

坂本 光

http://PIKAPIKADO.jp

平成28年7月14日

さ

909990039096

坂本 康朗

http://8621.teacup.com/minat292/shop

平成16年1月27日

さ

909990039096

坂本 康朗

http://minato292.cart.fc2.com/

さ

909990040922

坂本 道生

http://store.shopping.yahoo.co.jp/hhghappymarket

平成25年11月8日

さ

909990040922

坂本 道生

http://store.shopping.yahoo.co.jp/hhg

平成26年6月20日

さ

901011410035

相良 好章

http://booksbaton.com

平成26年5月26日

さ

901111010021

櫻木 健治

http://sakuran.p-kit.com

平成23年2月8日

平成23年7月1日
平成17年5月12日
平成21年11月20日

平成22年7月1日

平成24年6月1日

平成22年10月25日

平成22年11月12日

許可証番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に
規定する文字、番号、記号（ＵＲＬ）

許可又は
届出年月日

さ

904011410023

さくら保険コンサルティン
グ株式会社

http://www.sakura-hoken.jp

さ

901121610006

迫 幸和

http://yuki-support.jp

さ

901130910017

佐々 知亮

http://sasaya.ocnk.net/

平成21年2月17日

さ

901041210020

http://www.rakuten.co.jp/chadougu/

平成24年4月25日

さ

901010910042

佐々木 由紀

http://www12.ocn.ne.jp/~paromino

さ

901151010026

有限会社佐々木自動車
工業

http://container-kyusyu.com

さ

901011310094

笹部 浩昭

http://www.standardmanual.com

さ

902031710002

佐次 晃一

http://nike333ks4.wixsite.com/mysite-1

平成29年1月11日

さ

901080910019

貞方 大輔

http://www.locofoods.jp

平成21年8月17日

さ

902091410001

株式会社定松商会

http://sadamatsu-shoji.jp/

平成26年3月7日

さ

901031410020

佐藤 篤史

http://toughcasual.jimbo.com

平成26年5月1日

さ

909990041542

佐藤 一男

http://www.sime-jp.com

さ

909990040071

佐藤 浩一

http://satoo.japan.kz

さ

909990042516

佐藤 達士

http://refrez.net

さ

909990043595

佐藤 ちづ子

http://girls-party.ocnk.net/

さ

901141410016

佐藤 なかや

http://www.filmnote.net

平成26年9月17日

さ

909990041451

佐藤 博

http://maunakea.pupu.jp

平成18年2月17日

さ

909990020290

佐藤 真

http://www.e-furuhon.com/~sato/

さ

901031310010

佐藤 瑞枝

http://www.zf.em-net.ne.jp/~hon_hotaru/

平成25年3月21日

さ

902100810026

佐藤 康子

http://shop.chocolatecosmos.net

平成20年10月8日

さ

901131310056

株式会社サトキチ

http://www.kasuga-hochoouki.com

平成25年8月29日

さ

909990030394

佐野 邦弘

http://www.asakura.shop-site.jp

平成19年9月20日

さ

904040910001

佐野 豊

http://0960.blog54.fc2.com/

平成21年2月12日

さ

909990019289

株式会社ザ・ビッグ

http://www.bigaudio.co.jp

平成19年11月6日

さ

909990042207

サポートリンク株式会社

http://www.officelayout-eco.com

平成28年9月6日

さ

909990042207

サポートリンク株式会社

http://www.ecomon.jp

平成28年9月6日

さ

909990042207

サポートリンク株式会社

http://www.officekagu-eco.com

平成28年9月6日

さ

909990042207

サポートリンク株式会社

http://www.supportlink.co.jp

さ

909990042207

サポートリンク株式会社

http://www.office-eco.jp

さ

901071010023

株式会社サムズスタイ
ル

http://www.sams-style.co.jp

平成22年5月12日

さ

904011110028

佐村 俊博

http://akali.jp

平成23年5月12日

さ

901120910013

株式会社沢田楽器

http://www.sawadagakki.jp

さ

902051110007

澤久 清純

http://doudannsya.web.fc2.com/

平成24年1月24日

さ

909990043314

株式会社三愛

http://www.3-ai.co.jp/j_sinsha.htm

平成19年8月30日

さ

909990043610

株式会社ＳＵＮ ＩＮＴＥＲ
ＮＡＴＩＯＮＡＬ

http://www.suninjp.com

平成19年12月6日

さ

901021110035

３９WEBシステムズ株式
会社

http://www.auction-king.jp

平成23年3月28日

平成26年5月12日
平成28年4月1日

平成21年7月6日
平成22年4月14日
平成25年12月26日

平成18年3月10日
平成16年11月25日
平成19年1月15日
平成19年11月30日

平成16年1月9日

平成21年6月18日
平成22年12月27日

平成21年11月17日

許可証番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に
規定する文字、番号、記号（ＵＲＬ）

許可又は
届出年月日

さ

901021210114

株式会社サンクス

http://thanks110.com

平成24年12月25日

さ

901020910044

株式会社サンクス

http://www.brnd.co.jp

平成21年5月25日

さ

909990025903

有限会社サンクチュア
リー

http://store.shopping.yahoo.co.jp/recycle
-bunkado

平成25年7月1日

さ

901011210012

株式会社サンケン

http://www.uredas.net

平成24年3月7日

さ

909990039952

有限会社三進商事

http://members2.jcom.home.ne.jp/165490
3501/

さ

902130810001

有限会社サンセットス
ピード

http://sunset-speed.hp.infoseek.co.jp

さ

904041210007

株式会社サンセレクト
ジャパン

http://www.sun-jp.co.jp

さ

901121610004

株式会社三十七

http://37photo.jimdo.com/

さ

901121610004

株式会社三十七

http://store.shopping.yahoo.co.jp/nikoyak
ado

平成28年10月20日

さ

909990043647

有限会社サンライズトラ
ンスポート

http://www.sunrisetransport.jp/

平成19年12月17日

さ

901151210071

株式会社三和興業

http://www.sanwa-iec.com

平成24年9月24日

し

901071110040

株式会社CSエンタープ
ライズ

http://www.csninc.jp

平成23年9月30日

し

901021810014

株式会社ジー・エス・
ティー

http://www.gst.co.jp

平成30年2月21日

し

901111610018

GMセンスラボ合同会社

http://gmsl.co.jp

平成28年6月17日

し

901021610092

株式会社シーエムフクオ
カ

http://densenichiba.net

平成28年11月7日

し

901041410037

有限会社シーオーシー

http://www.cocstore.net/

平成26年5月30日

し

909990035826

株式会社シーサイド城下 http://www.e-acb.com
町

し

901011410075

株式会社ＳｅｅＳｅｅ

http://www.9dsg.com

し

901020810058

株式会社ＣＪＣＧ・ジャパ
ン

http://cjcg-japan.co.jp/

し

909990043355

株式会社ジーズコーポ
レーーション

http://www.meritbank.net/g-club/

平成19年9月20日

し

909990041912

椎田 淳一

http://www.jlwheels.com

平成18年6月15日

し

902010910009

有限会社シータック

http://www.monkeyparts.net

し

909990042836

ＧＴＮＥＴ株式会社

http://www.gtnet.co.jp

し

909990041075

椎葉 富子

http://www.softhouse-shiiba.com

し

909990042109

ジーピーエム株式会社

http://www.gpm.co.jp

平成18年8月16日

し

901021110102

株式会社ＺＥＡＬ．Ｇ・Ｐ

http://www.zeal-gp.co.jp

平成23年8月22日

し

901021010122

ジェイアール西日本商事 http://www.trainbox.jp
株式会社

平成22年11月8日

し

901011410014

株式会社Ｊ＆Ｋ

http://www.jnk-shop.com

平成26年2月21日

し

901011410014

株式会社Ｊ＆Ｋ

http://storeuserg.auctions.yahoo.co.jp/us
er/jnkshop24

平成26年2月21日

し

901071310037

株式会社Ｊ-Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

http://store.shopping.yahoo.co.jp/brandge
nki

平成25年8月8日

し

902091510019

株式会社Ｊ－ｗｉｎｇ

http://info77283.wix.com/j-wingofficialhp

平成27年5月11日

平成16年10月14日
平成20年1月23日
平成24年6月8日
平成28年3月29日

平成23年6月20日
平成26年10月23日

平成20年7月4日

平成21年7月1日
平成19年4月10日
平成17年10月11日

許可証番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に
規定する文字、番号、記号（ＵＲＬ）

許可又は
届出年月日

し

909990039817

株式会社Ｊ・Ｂ・Ｓネット
ワーク

http://www.jbs-network.co.jp/

平成16年8月20日

し

901020810043

ジェイピーマーケット株
式会社

http://www.fishingcom.net/

し

901010810076

株式会社ジェイ・プレゼ
ンツ

http://www.j-pre.com/

し

901150810037

株式会社ジェイワンプラ
ンニング

http://www.j-oneplan.co.jp

し

909990033824

有限会社シェリーズアン
ティークス

http://store.shopping.yahoo.co.jp/shellys

平成25年7月31日

し

909990026116

株式会社ジオ

http://www.geostation.jp/

平成15年12月5日

し

902100810021

塩満 彰浩

http://yayoishop.shop-pro.jp/

平成21年1月8日

し

909990040761

志鹿 健児

http://www.khc.gr.jp/~kenzi/

平成17年6月28日

し

909990042114

式町 和幸

http://www.golpara.jp

平成19年4月11日

し

901071210052

執行 里奈

http://syore.shopping.yahoo.co.jp/outletmobile

平成25年6月24日

し

909990041908

重枝 則男

http://www.kameishibo.sakura.ne.jp

平成18年6月14日

し

909990024052

重信 秀子

http://ashiato-48.com/

平成20年9月25日

し

909990035930

重松 幸穂

http://www2.csf.ne.jp/~sai-c

平成13年2月21日

し

902051110052

システージ株式会社

http://www.systage.co.jp

し

909990040870

有限会社システムサ
ポート

http://www.ss-carlife.com

平成17年8月1日

し

909990033042

有限会社ジドウシャ工房

http://store.shopping.yahoo.co.jp/carkoub
o

平成26年2月4日

し

901071310056

株式会社シトラスファー
ム

http://www.cos-parfait.com

し

902051510028

株式会社芝浦エデン

http://www.kokuranorthbowl.com

平成27年7月2日

し

902051510028

株式会社芝浦エデン

http://www.kokuraparkbowl.com

平成27年7月2日

し

902051810016

柴崎 志郎

https://stores.ebay.com/giftjapan?_rdc=1

平成30年5月31日

し

909990041402

柴村 彬

http://wgc-raku.ftw.jp/

平成18年9月21日

し

901151410046

株式会社ジプシー

http://www.rakuten.co.jp/gypshy/

し

909990041022

島 真二

http://book-soft.com/

し

909990043419

嶌村 明日香

http://www.kojikado.com

し

909990043320

嶋本 健一

http://sportsya.hp.infoseek.co.jp/

平成19年9月3日

し

904051710004

清水 啓介

http://auctions.yahoo.co.jp/user/abfly_66

平成29年3月6日

し

901071110009

清水 耐輔

http://chuukoyasan.web.fc2.com/

し

902121710015

清水 正臣

http://sim52555.cart.fc2.com/

平成29年8月23日

し

901041410016

下川 智史

http://panoramashobo.com/

平成27年1月30日

し

901150910055

下川 信之

http://www.otasuke-1041.com

平成21年8月28日

し

901020810064

株式会社ジモコム

http://dekabass.jp

平成20年7月11日

し

901021010050

下里 英寿

http://www.monchi.me/

平成22年11月15日

し

909990033098

下地 直樹

http://www.paraffin-oil.com

平成25年10月17日

し

909990033098

下地 直樹

http://www.engineoilya.com

平成25年10月17日

平成20年5月1日
平成20年11月10日
平成20年5月9日

平成23年12月19日

平成25年10月22日

平成26年7月7日
平成17年9月21日
平成19年10月11日

平成23年10月11日

許可証番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に
規定する文字、番号、記号（ＵＲＬ）

許可又は
届出年月日

し

909990022578

下田 正義

http://www32.ocn.ne.jp/~michizane/

平成17年5月18日

し

909990039608

下野 久美

http://www13.ocn.ne.jp/~sonilove/

平成16年6月23日

し

909990041257

下別府 洋

www.accesscars.jp

平成22年4月20日

し

909990040913

下山 祐輝

http://www.x-price.com

平成17年8月18日

し

901041110011

株式会社ジャック

http://www.pc-kaitrilogic.com/

平成27年12月21日

し

901151710086

株式会社ジャックス

http://iphonefukuokasime.com/

平成29年12月15日

し

901021810069

株式会社ジャパン・
ニュース・アドバンス

https://eucaly-shop/.com

平成30年8月16日

し

901121410003

株式会社ジャパンネクス
ト

http://japan-next.net

平成26年3月17日

し

901011310028

株式会社ジャパンリテイ
リング

http://chromehearts.lolipop.jp/

平成25年4月19日

し

901011310028

株式会社ジャパンリテイ
リング

http://store.shopping.yahoo.co.jp/chrome
-king-y

し

909990031078

株式会社シュテルン福
岡

http://www.idex.co.jp/stern/

平成20年2月14日

し

901010810041

株式会社ジュネバ

http://genevawatch.jp

平成22年8月12日

し

901010910018

有限会社ジョイント・カン
パニー

http://www.jco-brand.com

平成21年4月27日

し

901011810046

有限会社翔栄産業

https://store.shopping.yahoo.co.jp/clarast
yle

平成30年6月28日

し

901041010049

株式会社丈商

http://johsho.com/

し

901031610059

承天貿易有限会社

http://Pioneer.ocnk.net/

平成28年8月18日

し

901041610052

有限会社城南施工

http://ball-house.com

平成28年9月12日

し

909990040314

昭和リース株式会社

https://sl-mc.jp/

し

909990040314

昭和リース株式会社

https://www.s-l.co.jp

し

909990040314

昭和リース株式会社

https://sl-mc.jp/semicon

平成17年3月2日

し

909990040314

昭和リース株式会社

https://sl-mc.jp/semicon

平成28年4月4日

し

909990040314

昭和リース株式会社

https://sl-mc.jp/

平成17年3月2日

し

901151710042

株式会社JOCARS

http://jocars.jp

し

901111810025

白石 栄治

https;//www.ebay.com/usr/eishir0

平成30年11月20日

し

901011310086

白石 隆義

http://onestar.co

平成25年11月26日

し

902121610007

白石 達也

http://www.chapis.net

し

901131010003

株式会社白石商会

http://www.rakuten.co.jp/ai-collector/

し

902051510045

有限会社白井電機

http://shidenki.co.jp

し

901011010038

白川 千恵

http://gallery-arou.com

平成22年6月11日

し

901011810045

株式会社ジルプロジェク
ト

http://www.old-netsuke.jp

平成30年6月22日

し

909990033754

白水 勝之

http://www.platinum-hearts.com/

し

901021610081

白水 大輔

http://www.stance-and-renovatio.jp

し

909990032483

城田 康作

http://ww71.tiki.ne.jp/~shirota

平成16年1月16日

し

901131010043

新開 美樹

http://ecodays.shop-pro.jp

平成22年5月17日

し

903031310020

有限会社新開興産

http://sinkaimx36.tiki.ne.jp

平成25年10月28日

平成26年1月8日

平成23年4月4日

平成28年4月4日
平成27年11月25日

平成29年7月20日

平成28年4月25日
平成22年1月7日
平成27年11月24日

平成15年11月13日

平成28年9月9日

許可証番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に
規定する文字、番号、記号（ＵＲＬ）

許可又は
届出年月日

し

902091010024

有限会社信建設

http://www.shin-kensetu.com/

平成22年8月16日

し

909990042870

株式会社振興産業

http://www.kinoie-shinkou.com

平成19年4月20日

し

909990041567

新電子工業有限会社

http://store.p-world.co.jp/

平成18年3月17日

し

909990041567

新電子工業有限会社

http://www.kankyodensi.com/fetgiken/fetgiken.html

し

901021410020

新明和オートセールス株 http://auto-chukosya.shinmaywa.co.jp/
式会社

し

902051510041

ジンラック株式会社

http://www.jinrk.com/

平成27年10月13日

す

909990033233

株式会社瑞豊

http://kids-again.com

平成21年4月3日

す

909990038761

株式会社ＳＵＰＥＲＢＥＡ
Ｔ

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/pr
ofile/super_beat2002.html

平成17年2月16日

す

901131210099

スーペリアオートモービ
ル株式会社

http://superiorautomobile.com

平成24年12月3日

す

909990042096

株式会社スエザキサイク http://www18.ocn.ne.jp/~suezaki
ル商会

す

909990042096

株式会社スエザキサイク http://www.suezaki-bike.com/
ル商会

す

901031610032

末廣 俊也

http://www.konton.club

す

901071010050

末吉 範子

http://homepage2.nifty.com/powdersnow
13103/

す

903011610004

菅野 晃則

http://chiko.otakaraya.net

す

904111810003

杉本 拓郎

http://sp.goobike.com/shop/client_88007
31/zaiko

す

909990042304

杉山 英二

http://www.geocities.jp/hgytn220/

す

909990042088

杉山 信二

http://ai-shop.ai.shopserve.jp/

す

901020910010

スクエア・ワン株式会社

http://hikarishokubai.com

す

901111110034

鈴木 琢矢

http://searchlight.shop-pro.jp/

す

901131810016

鈴木 利和

http://kazunoki,in/

す

902091410005

鈴木 敏裕

http://kaitorieko.jimbo.com

平成26年4月11日

す

901071410016

薄 政行

http://wwwfavky.com

平成26年4月16日

す

909990013801

株式会社スズキ自販関
西

http://www.sj-kansai.jp

平成23年6月28日

す

909990030621

株式会社スズキ自販福
岡

http://www.suzuki-w.co.jp/sj-fukuoka/

平成15年12月2日

す

909990030621

株式会社スズキ自販福
岡

http://sj-fukuoka.jp

平成23年6月17日

す

901041410043

株式会社スタイル

http://stylegift.shop-pro.jp/

平成26年7月15日

す

901011710080

株式会社スタイルプロ

http://shop.dynalabo.com

平成29年12月6日

す

901021410050

スタジオフィール株式会
社

http://feel-wedding.jp

平成26年6月13日

す

901081210023

有限会社ステア

http://store.shopping.yahoo.co.jp/sweetst
yle

平成25年2月19日

す

901031610029

有限会社ステップ

http://www.rakuten.co.jp/auc-breakout

平成28年4月21日

す

901130910077

株式会社ｓｔｅｐ

http://www.rakuten.co.jp/moyougaehonpo
/

平成21年7月15日

平成22年9月7日
平成26年3月20日

平成19年10月23日
平成20年1月9日
平成28年4月26日
平成22年10月20日
平成28年4月12日
平成30年3月5日
平成18年10月18日
平成18年8月7日
平成21年2月19日
平成23年10月25日

平成30年6月5日

許可証番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に
規定する文字、番号、記号（ＵＲＬ）

許可又は
届出年月日

す

901130910077

株式会社ｓｔｅｐ

http://www.rakuten.co.jp/moyougaehonpo
/

平成21年7月15日

す

901031210020

ステレオフューチャー株
式会社

http://store.shopping.yahoo.co.jp/stereoc
amera

平成26年1月27日

す

901031210020

ステレオフューチャー株
式会社

http://stereocamera.co.jp

平成26年1月27日

す

901031210020

ステレオフューチャー株
式会社

http://stereocamera.info

平成24年3月29日

す

909990043155

株式会社ストックスイン
ク

http://www.82stocks.com

平成19年7月11日

す

901020910049

株式会社スペック

http://www.spe-c.jp

平成21年6月11日

す

904051710012

株式会社スマート・リビン http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user
グ
/sml_8547

平成29年8月21日

す

909990038930

有限会社すみとも商店

http://ww2.tiki.ne.jp/~sumitomo

平成16年1月28日

す

901161610053

株式会社ＳＭＯＫＹＭＯＴ
ＯＲＣＹＣＬＥ

http://www.smokymotorcycle.jp/

平成28年12月5日

す

901011410025

株式会社スモール

http://www.13.plula.or.jp/smallrecords/

平成26年4月25日

す

901021310050

スリー・アールシステム
株式会社

http://www.3rrr.com

平成25年5月29日

す

901021710026

スリーアールソリューショ
ン株式会社

http://3rrr-btob.jp

平成29年3月27日

す

901021810040

株式会社スリーサイズ

https://3spartners.jp/

平成30年4月16日

す

901050810001

株式会社スリーマン・
ジャパン

http://www.threeman-japan.com

す

909990041281

有限会社スリス・グルー
プ

http://pincopallina.com

せ

904041110003

株式会社成商

http://store.shopping.yahoo.co.jp/recycle
mart-yame

せ

901161610001

株式会社星水

http://office-phone.net

せ

909990007021

西南自動車工業株式会
社

http://www.seinan-j.co.jp/

平成15年9月16日

せ

909990039434

株式会社西部ビジネス
マシンズ

http://www.seibu-bm.co.jp/

平成16年4月27日

せ

901031010058

盛邦貿易株式会社

http://sayhotrading.com

せ

901071010048

SameLifeGroup株式会社 http://www.painn.jp

平成22年10月12日

せ

901020910117

瀨尾 讓

http://www.seoweb-shop.info

平成21年12月25日

せ

909990042198

株式会社ゼスト

http://store.shopping.yahoo.co.jp/zestsho
p

平成26年8月20日

せ

901131410018

ゼタコム株式会社

http://aaa-ms.com

平成26年3月17日

せ

901131410018

ゼタコム株式会社

http://www.zettacom.co.jp

平成26年3月17日

せ

901131410054

株式会社ＳＥＳＳＹＡ

http://sessya-no-nageturi.com/shop/

平成26年11月28日

せ

901050910006

株式会社ゼネラルカメラ
サービス

http://www.general-cs.co.jp

平成27年10月23日

せ

901151810020

瀬野 晃

http://dice.noor.jp

せ

901111510023

妹尾 満隆

http://www.store.shopping.yahoo.co.jp/im
portantique/

平成20年3月3日
平成17年12月15日
平成27年3月16日

平成28年1月7日

平成22年10月14日

平成30年4月16日
平成27年9月9日

許可証番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に
規定する文字、番号、記号（ＵＲＬ）

許可又は
届出年月日

せ

901030810022

株式会社セプト

http://www.reautos.com

平成20年4月10日

せ

901011210022

株式会社セブン商事

http://www.seven-shouji.com

平成24年4月26日

せ

901021210049

株式会社セブンフィール
ド

http://gal-pan.com/

平成24年5月29日

せ

901031110036

セラーストーン株式会社

http://www.cellarstone.jp

平成23年7月20日

せ

901161810012

センスティグループ株式
会社

http://sense-store.jp

平成30年3月15日

せ

901011610014

株式会社ＣｅｎｔｅｒＱ

http://centerq.net

平成28年2月15日

せ

901081010007

株式会社センタープラン
ニング

http://magokoroya.info

平成25年7月8日

せ

901081010007

株式会社センタープラン
ニング

http://audio-land.com

平成25年7月8日

せ

901081010007

株式会社センタープラン
ニング

http://callone.rash.jp

平成25年7月8日

せ

901081010007

株式会社センタープラン
ニング

http://okatazuke-network.com

平成25年7月8日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.fukuokadocomo.com

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.freedialryoban.com

平成26年7月11日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.fukuokaipod.com

平成26年7月11日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.simlockfreeiphone.com

平成26年7月11日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.houjiniphone.com

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.carnavi-ichiba.com

平成28年12月28日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.nikonkaitori.com

平成28年12月28日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://fukuokaryoban.com

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.fukuokakeitai.com

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.macstore.jp

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.fukuokaiphone.com

平成24年4月5日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.honeysyouten.com

平成23年11月11日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.goldiphone.jp

平成23年11月11日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.fukuokanexus.com

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://junkhin.jp

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://biurayrecorder.jp

平成28年12月28日

平成27年1月9日

平成26年3月17日
平成27年1月9日
平成28年5月26日

平成27年1月9日

平成23年11月11日
平成26年3月17日

許可証番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に
規定する文字、番号、記号（ＵＲＬ）

許可又は
届出年月日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.junkhinpc.com

平成24年2月16日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.junkhiniphone.com

平成24年2月16日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.fukuichishiroromu.com

平成24年1月17日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.junkhinapple.com

平成24年2月8日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.junkhinmac.com

平成24年6月26日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.junkhingame.com

平成24年6月26日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.fukuokarecycleshop.com

平成24年6月26日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.galaxykaitori.com

平成24年7月10日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.ipadkaitori.com

平成24年7月10日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.macrecycle.net

平成24年8月22日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.junkhinaudio.com

平成24年8月22日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://www.xperia.me

平成26年3月17日

せ

901021110128

株式会社センチュリオン
エンタープライズ

http://wwwpcrecycle.jp

平成26年3月17日

せ

901021710027

株式会社全豊

http://zenho.info/

平成29年3月31日

そ

901011410012

株式会社ＳＯＵ

http://nanboya.jp

平成26年2月13日

そ

902021110005

宗 正信

http://www.three-books.com

平成23年7月20日

そ

903091010016

有限会社総合

http://sougou-sekiyu.com

そ

909990040999

有限会社総販

http://www.souhan.com

平成17年9月12日

そ

901130910008

株式会社創坊

http://beauty.skmeijin.jp/www.mucchan.c
o.jp/pc/index.html

平成21年1月21日

そ

901021510023

合同会社ＳｏｗｉｎｇＳｅｅｄ
ｓ

http://figuregame.net

平成27年4月21日

そ

904011510042

株式会社ソースタート

http://www.crane-games.net

平成27年6月15日

そ

902091110018

曽川 彩

http://www.daitouryu.com/katana/

平成23年8月30日

そ

902090910005

曾川 竜磨

http://www.daitouryu.com/katana/

平成21年6月1日

そ

909990041465

祖谷 守

http://www.mei-ko.jp

平成18年9月21日

そ

901021510054

株式会社ＳＯＸ・イエロー
ハット

http://www.bs-sox.com

平成27年6月22日

そ

901021510025

外尾 英介

http://www.s-sotoo.com

平成27年4月24日

そ

901110910016

園田 千秋

http://munakata-syd.ocnk.net/

平成21年7月27日

そ

901011210014

株式会社ソフマップ

http://www.sofmap.com

平成24年3月14日

そ

901021410042

株式会社染谷尚人事務
所

http://www.hongou.jp/

平成26年5月26日

平成22年10月12日

そ

許可証番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に
規定する文字、番号、記号（ＵＲＬ）

901041810019

ＳＯＲＡ ＣＨＩＰ合同会社

https://www.amazon.co.jp/s?ie=UTF8&me
=A937HLUCVR4JT

許可又は
届出年月日

平成30年7月10日

