あ行古物商一覧
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

あ

909990040946

株式会社アークコア

http://www.bike-kaitori.com

平成17年10月3日

あ

901070810043

株式会社アース

http://www.american-space.com/

あ

909990041404

株式会社アート買取協
会

http://www.artkaitori.com

平成18年2月6日

あ

909990041146

有限会社アートクルー

http://www.artcrew.co.jp/

平成17年11月2日

あ

909990041146

有限会社アートクルー

http://store.shopping.yahoo.co.jp/artcrew
-web

あ

901011710020

株式会社アート２４

http://www.artforum-sen.com

平成29年4月21日

あ

901011510072

株式会社アートハウス
２１

http://www.arthouse21.co.jp

平成27年8月26日

あ

901021510050

株式会社アーバンゲット

http://www.urbangetto.jp

平成27年6月22日

あ

909990041084

株式会社アール

http://www.tokei-kaitori.com

平成21年5月13日

あ

909990041084

株式会社アール

http://omega.tokei-kaitori.com/

平成23年9月29日

あ

909990041084

株式会社アール

http://watch.tokei-kaitori.com

あ

909990041084

株式会社アール

http://tokei-fukuoka.jp

平成27年1月28日

あ

909990041084

株式会社アール

http://vintage-watch.jp

平成17年10月13日

あ

909990041084

株式会社アール

http://www.909.co.jp/

平成17年10月12日

あ

902100910025

アール・イー合同会社

http://recycle-uniform.com

平成21年12月24日

あ

901021510026

株式会社アールキューブ http://www.rcube.co.jp

平成27年4月24日

あ

903011510009

ＲＢテクノロジー株式会
社

http://www.rb15.co.jp/

平成27年5月14日

あ

909990035350

有限会社アールブイラン
ド

http://rvland.jp/

平成19年4月5日

あ

901021910073

アイアール株式会社

http://ir.undo.jp

令和1年7月17日

あ

902131510009

株式会社アイエヌライン

http://inl1926.jp

平成27年10月14日

あ

901110910023

ＩＭＳ－ＮＥＴ株式会社

http://www.ims-net.jp

あ

901041110044

株式会社あいクリーン

http://oldfriends.jp

平成23年9月14日

あ

901021510035

株式会社愛建ホーム

http://www.aikenhome.co.jp

平成27年5月26日

あ

909990041956

有限会社アイズプロ

http://is-pro.net

平成18年7月3日

あ

901030810017

合同会社藍染衛門

http://aizome-emon.com

平成20年4月2日

あ

901021110027

ITヘルスケア株式会社

http://ithc.jp

平成23年3月16日

あ

901071310034

株式会社ＩＤＣ

http://www.idc-solutions.jp

平成25年6月29日

あ

901071310034

株式会社ＩＤＣ

http://solutions.jp

平成25年6月29日

あ

902052010063

株式会社アイテムリンク

http://www.item-e-rent.com

あ

901161610008

アイノス・トイ株式会社

http://figure.ocnk.net/

平成28年2月23日

あ

901081110031

株式会社ＩＶＭ

http://www.beans-garage.com

平成23年10月7日

あ

901010910007

有限会社アイ・ホームセ
キュリティ

http://www.bouhan24.com/

平成21年3月16日

あ

901012210011

株式会社アイリス

http://iris-tag.com

あ

909990036678

青井 敬

http://www.afz.jp/~ginnan/

平成20年11月27日

平成26年2月3日

平成24年3月5日

平成21年7月2日

令和2年8月24日

令和4年2月8日
平成17年5月24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

あ

901122010010

青井 剛志

http://store.shopping.yahoo.co.jp/chamac
ho-shop02

令和2年5月22日

あ

901112110044

青木 大介

http://akariya-car-parts.com

あ

901111710022

青木 大介

http://akariya.boo.jp

平成29年9月26日

あ

901011010019

青木 規欣

http://ts-blanding.com

平成22年4月12日

あ

909990021635

株式会社青木自動車工
場

http://www.aokiworks.jp/

平成20年2月22日

あ

904050910007

青栁 潤子

http://www.blanca-shop.com/

平成21年7月13日

あ

909990038847

青柳 博

http://www.gekiyasunandemoya.com

平成26年12月3日

あ

901081210007

赤木 香代

http://store.shopping.yahoo.co.jp/yotubas
tore

平成25年10月2日

あ

902042210003

赤星 研悟

http://www.aka-isu.com

あ

902021010003

赤水 奈菜

http://www.okirakudo.com

平成22年8月5日

あ

901042010102

赤峰 達也

https://store.shopping.yahoo.co.jp/fugadostore/

令和3年5月20日

あ

909990030784

株式会社アキヤマ

http://www.akiyama-net.co.jp/

あ

901041210022

秋山 憲一

http://web1213akiyama.web.fc2.com/

あ

903011610002

秋山 舞子

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

あ

901162010023

秋好不動産株式会社

https://www.akiyoshi-tunagu.co.jp

あ

901011310060

阿久井 由美子

http://www.simply-r.com

平成25年8月30日

あ

909990025308

有限会社アクティブ

http://g-active.co.jp/

平成19年8月31日

あ

901161910009

株式会社アクティブ・エイ https://active-age.easy-myshop.jp/
ジ

平成31年3月7日

あ

901031610049

アクティブリペア株式会
社

http://active-riPea.com

平成28年6月3日

あ

904011310036

アグリシステム株式会社

http://www.agri-system.com

平成25年6月24日

あ

901111610016

アグリフィールズ合同会
社

http://agrifields.jp

平成28年5月16日

あ

909990030558

株式会社アコア

http://www.book-eco.com

あ

901020910070

株式会社ＡＳＡＤＩＳＡ
LANKA

http://www.hygrolanka.com

あ

901131310046

アサヒエージェント株式
会社

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

あ

909990042262

旭ヶ丘産業株式会社

http://ags-kk.jp

あ

901121910015

ＡＳＡＨＩコーポレーション
株式会社

http://www.asa-con.com

令和1年8月6日

あ

901022010065

朝日国際株式会社

http://www.askkjp.com/

令和2年6月23日

あ

901021010003

旭通信工業株式会社

http://www.asa-tsu.co.jp/

平成22年1月13日

あ

909990043390

朝日無線株式会社

http://www.asahimusen.co.jp

平成19年10月2日

あ

901011010033

株式会社アストンデザイ
ンワークス

http://www.jiyuukousaku.com/

平成22年5月11日

あ

909990041392

有限会社アズリード

http://mp-azlead.jp

平成18年1月27日

令和3年8月3日

令和4年3月3日

平成15年12月18日
平成24年5月9日
平成28年4月15日
令和2年5月1日

令和2年4月1日
平成21年7月31日
平成26年2月3日
平成18年10月6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

あ

902051510010

株式会社アセットデザイ
ン

http://www.kokurakita.com/

あ

901041310049

麻生 直人

http://www.worldantiquestore.com

あ

901012210020

麻生 匡志

https://www.amazon.co.jp/sp?=current&s
e//er=A2IFG82UTUBGQB

あ

901131910013

麻生補聴器ホールディン https://asohd.com/
グス株式会社

あ

909990043359

麻生メディカルサービス
株式会社

http://www.aso-group.co.jp/ams/

あ

909990043513

株式会社アソシエイトタ
カハシ

http://www.ast-net.com

あ

901021310124

株式会社アタカ

http://www.gbaca.jp/

平成25年12月13日

あ

901021310124

株式会社アタカ

http://www.bijutsu-kaitori.jp

平成25年12月13日

あ

909990036798

阿高 誠司

http://www.g-bianca.jp/buy

平成20年3月18日

あ

909990036798

阿高 誠司

http://www.g-bianca.jp

平成20年3月18日

あ

904011510012

足立 讓史

http://segetome.sakura.ne.jp/

平成27年1月29日

あ

902032110061

安達 永

http://bestinnovat.base.shop/

令和3年11月26日

あ

901021610018

株式会社アチェンド

http://www.accendo.co.jp

平成28年3月11日

あ

909990039073

有限会社アップルオート

http://www7.ocn.ne.jp/~misawajr/

あ

901020910106

株式会社アップレニオン

http://copyking.jp

平成22年4月7日

あ

901020910106

株式会社アップレニオン

http://re-newcopy.jp

平成22年4月7日

あ

901020910106

株式会社アップレニオン

http://uprenion.jp

平成22年4月7日

あ

902121910024

ＡＴＫＩＮＳ株式会社

https://www.pdns.co.jp/member/profile/ni
shikadomachine/

あ

909990026229

有限会社アドバーンス

http://softpit.jp/

平成17年9月30日

あ

901031610048

アドバンス株式会社

http://rentall-fukuoka.jp

平成28年6月20日

あ

904111410007

跡部 和章

http://www.amazon.co.jp/s?me=A2DoFR8
LP55I2C&marketplaceID=A1VC38T7YXB5
28

令和2年1月31日

あ

901031410024

株式会社アドマイヤー

http://www.lenard.co.jp

平成26年6月3日

あ

901082110042

株式会社アトムス

http://atmus.jp/

令和3年9月22日

あ

909990037123

有限会社あどりぶ

http://www.ad-lib.info/

あ

901011810037

合同会社アトレードジャ
パン

http://kabuair.com/

あ

904051310007

穴見 茂哉

http://boing-86ezweb.ne.jp

あ

903011910002

ａｎｉｍａｌｅｎ合同会社

https://www.animalen.jp

あ

901021610063

株式会社アバック

http://www.avac.co.jp

あ

901022210029

株式会社アバンダンス
ウェブ

https://abundanceweb.co.jp

あ

909990030908

アプライド株式会社

http://www.atwave.jp/

平成23年11月7日

あ

909990030908

アプライド株式会社

http://www.compro.jp/

平成16年1月16日

あ

909990030908

アプライド株式会社

http://www.applied.ne.jp/

平成16年1月16日

あ

909990030908

アプライド株式会社

http://www.applied-net.co.jp/

平成16年1月16日

平成27年4月3日
平成25年9月27日
令和4年2月21日
令和1年5月8日
平成19年9月20日
平成23年4月7日

平成17年12月15日

令和3年2月2日

平成15年11月27日
平成30年6月19日
平成26年10月28日
平成31年2月8日
平成28年7月20日
令和4年3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

あ

909990017185

株式会社安部

http://www.kk-abe.co.jp

平成20年7月9日

あ

909990042327

安部 圭

http://abecompany.web.fc2.com

あ

901082110002

安部 光太

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=isAmazonFulfilled=&isCBA=&m
arketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID
=&protocol=current&seller=A15M8YNPMX
NCF&sshmPath=

あ

901021410028

安部 正信

http://www.kk-abe.co.jp

あ

902092110012

株式会社ＡＰＯＬＯＮ ＪＡ https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
ＰＡＮ
UTF8&asin=&isAmazonFulilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=protocol=current&seller=A1029111NT1
Z1H50Qo7H&sshmPath=

あ

901012010116

天本 菜穂子

http://www.e-macrame.com

令和2年10月21日

あ

901011810073

株式会社アムザ

https://amuza-c.com/

平成30年10月3日

あ

902052010081

洗 輝彦

https://waines.square.site

令和2年10月22日

あ

904112210001

荒木 亨太

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&marketpl
aceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&proto
col=current&seller=A31OTS2RMQ3GAG&s
shmPath=

あ

901031710057

荒木 健至

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

令和1年8月22日

あ

901131910034

荒木 忠孝

http://www.hanachuu.shop

令和1年11月1日

あ

901022010019

荒木 千畝

https://paintitblack.theshop.jp

令和2年3月11日

あ

904011610051

荒木 文夫

http://arakidnk.com

あ

909990041738

荒木 満代

http://www.rosetta-alice.com

あ

909990038860

ARAKIMETCALFE
PAUL ROBERT

http://homepage.mac.com/mcewaninterna
tional/

あ

901072110052

荒巻 伸明

https://www.ebay.com/str/nagaokado

あ

909990024914

荒巻 洋一

http://www.maki-hs.com

平成17年10月13日

あ

909990041327

株式会社ありがとうサー
ビス

http://www.hardoff.co.jp

平成25年11月6日

あ

909990039795

有田 茂利

http://mexico-zakka.com

平成17年2月24日

あ

909990042401

有馬 和博

http://www.fukunet.or.jp/member/bedama
ya/

平成18年12月6日

あ

904011710036

有馬 信宏

https://la-ds.jp

あ

909990039948

有吉 龍市

http://www1.bbiq.jp/mausukun/

平成18年6月23日

あ

909990042621

株式会社アルコム

http://www.arucom.ne.jp/

平成19年1月31日

あ

901081410027

株式会社アルゴリズム

http://algopark.co.jp

平成26年7月30日

あ

901040910035

株式会社アルテクス

http://www.altecs.com

平成21年8月24日

あ

902121110019

株式会社アルファプラン
ナーズ

http://t-f.shop-pro.jp/

平成23年12月27日

あ

903091810008

株式会社アロ

https://takaya-shops.com/

令和3年5月28日

あ

901132010008

粟津 正孝

http://www.mare-sneakers.com

令和2年2月26日

あ

901162010109

合同会社Ａｎｇｅｌｉｑｕｅ－ｃ https://www.etsy.com/jp/shop/atelierFU
ｏｃｏ
KU

平成19年10月17日
令和3年1月12日

平成26年4月21日
令和3年3月1日

令和4年1月6日

平成28年10月3日
平成18年5月8日
平成16年2月25日
令和3年7月5日

平成29年10月13日

令和2年12月22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

あ

901072110025

Ｍｃｃｏｌｌｉｎ Ｋｙｌｅ Ａｎｔｈｏ
ｎｙ

https://www.ebay.com/str/japanworidgoo
ds

あ

909990038852

有限会社アンチェインド
カラーズ

http://www.unchained-colors.com/

あ

901151210084

有限会社アンツ

http://www.eco-antz.com

平成24年11月21日

あ

901011310077

株式会社ａｎｔｓ

http://www.stage100-000.com

平成25年11月12日

あ

902021110008

安藤 和彦

http://dada-music.jp

あ

902062010021

安藤 仁

https//store.shopping.yahoo.co.jp/jinkeido
/

あ

901012110069

安東 麻梨耶

htttps://closer.shopselect.net

あ

902031910024

安藤 義一

https://www.jimbodo.com

あ

909990043145

安藤 由隆

http://www.e-skyhobby.net

平成19年11月27日

あ

909990017468

安藤 良介

http://www.chikuzen-bs.jp/

平成15年12月2日

あ

909990018312

株式会社安藤商会

http://www.andou-shoukai.co.jp/

あ

901011610031

株式会社アンドワークス

https://spotlight.theshop.jp

あ

909990030783

株式会社アンバーライト

http://www.amberweb.co.jp/

平成15年11月20日

あ

901070810002

株式会社アンフィニ
ミュージック

http://www.infini-music.com

平成20年2月1日

い

901021410106

株式会社Ｅ＆Ｉ

http://www.eandi.jp

い

909990042663

株式会社イーエスピー

http://www.bigboss.jp/

い

901081910010

Ｅｃｌｏｓｅｔ合同会社

http://www.rakuten.ne.jp/gold/freeseshop/

令和1年5月23日

い

901011910052

有限会社イーシー・スッ
ペック

http://wwwec-spec.jp/

令和1年8月19日

い

901021310057

有限会社ｅｇemjapan

http://www.egemjapan

平成25年5月31日

い

901021210088

イーストリンク合同会社

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

平成25年11月8日

い

901021210088

イーストリンク合同会社

http://eastlink.co.jp

平成24年9月24日

い

909990041920

飯塚 弘見子

http://www.tique.jp

平成18年8月11日

い

909990001721

株式会社飯塚ホンダ

http://honda-iizuka.co.jp/

い

901112210019

ｅデザイン株式会社

https://www.edesign-inc.jp

い

904041610004

株式会社ｅ－ＴＲＡＤＥ
ＳＥＲＶＩＣＥ

http://supremeland.shop-pro.jp

平成28年2月22日

い

904111810011

Ｉｉｎａ株式会社

http://japanauthority.mybigcommerce.com

平成30年9月6日

い

909990042935

有限会社イーポリッシュ

http://www.little-polish.com

平成19年5月15日

い

909990038919

有限会社飯盛オートセン
ター

http://www.iimori-auto.net

平成25年2月19日

い

901020910028

株式会社井浦商会

http://www.iura-shokai.com/

平成21年4月16日

い

909990043573

家永 冬子

http://aozora-ningen.ocnk.net/

い

901010810060

伊織 大輔

http://www.chanploo.com

い

909990043681

井口 敏

http://www.a-acs.jp

い

909990040711

生野 朋子

http://www.yojohon.com

平成17年6月13日

い

902022110009

合同会社 伊蔵

http://ikuradesu.co.jp

令和3年10月18日

令和3年4月5日
平成16年6月23日

平成23年8月16日
令和4年3月24日
令和3年6月8日
令和1年6月28日

平成15年11月28日
平成29年4月6日

平成26年11月19日
平成19年2月14日

平成15年11月27日
令和4年3月31日

平成19年11月27日

平成20年9月9日
平成19年12月26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

い

901151610077

イケア・ジャパン株式会
社

https://www.ikea.com

平成31年2月13日

い

902062010020

株式会社 イケゾエ

http://www.ikezoe/co.jp

令和2年8月31日

い

901152110034

池田 龍司

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&pretocol=current&seller=A3AV2CAJY
P10PF&sshmPath=

令和3年3月24日

い

901082110024

池田 美香

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B08QP666RG&isAmazonFulfill
ed=1&ref_=olp_merch_name_6&seller=A2V6
ULBHS8PGZ1

令和3年6月18日

い

901122010020

池田 由貴子

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=BO1N38ALMY&isAmazonFulfil
ld=1&ref_=olp_merch_name_4&seller=A2KQ
2VA3U281VL

令和2年8月26日

い

902122110002

池田 洋介

https://talpkeyboard.stores.jp

令和3年1月12日

い

902052010042

池部 哉太

https://www.bloomydays.jp

令和2年6月24日

い

901031210030

池見 菜穂子

http://www.con-mobi.com

平成24年5月9日

い

902051510037

株式会社イコール

http://vape-village.com

平成27年9月28日

い

901162010095

諌山 卓

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B07P81JVB2&isAmazonFulfill
ed=l&ref_=01p_merch_name_8&seller=A3EX
LG517E11PF

令和2年11月12日

い

901081110011

諫山 武史

http://reusefactory.info/

平成23年3月10日

い

901032110086

石井 一弘

https://www.amazon.co.jp/shops/A2PNG
EIFVBCLI

令和3年9月15日

い

901032110086

石井 一弘

http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/jmw
ca72055

令和3年9月15日

い

901032110086

石井 一弘

https://www.mercari.com/jp/u/81550032
1/

令和3年9月15日

い

903031010022

石井 久貴

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

い

904012010024

石川 順也

https://kizui.theshop.jp

令和2年6月18日

い

901042110075

石谷 拓巳

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B07GTRNW4V&isAmazonFu1fi
11ed=1&ref_=o1p_merch_name_5&se11er=
A2o2c0b0wo4EJI

令和3年7月13日

い

901071310003

石橋 明恵

http://www.suku2baby.net

平成25年1月18日

い

904011310004

石橋 悦治

http://kyoudou-sys.co.jp/

平成25年1月18日

い

901162110038

石橋 江莉子

https://www.amazon.co.jp/sp?asin=BOOE
Y6AV50&ie=UTF8&isAmazonFulfilled=1&la
nguage=ja_JP&ref_=olp_merch_name_7&sell
er=A1WH6E3HSR1LOZ

令和3年4月22日

い

904052110018

石橋 和樹

https://pcgpastel.thebase.in/
https://pcgshop-pastel.com

令和3年5月13日

い

901021810100

石橋 将太

https://lif.thebase.in/

令和2年3月27日

い

901082010044

石橋 勇貴

http://madebyroyalb.theshop.jp

令和2年9月16日

い

901082110012

石橋 勇志

https://yuuchannel.thebase.in

令和3年3月29日

い

901011010011

株式会社石橋楽器店

https://wwwrakuten.co.jp/ishibashi/

平成27年2月10日

令和1年10月15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

い

901011010011

株式会社石橋楽器店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ishibas
hi/

令和1年10月15日

い

901011010011

株式会社石橋楽器店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ishibas
hi-shops/

令和1年10月15日

い

901011010011

株式会社石橋楽器店

http://www.ishibashi.co.jp

い

901011010011

株式会社石橋楽器店

https://www.digimart.net/shop/1484/

令和1年10月15日

い

901011010011

株式会社石橋楽器店

https://wwwrakuten.co.jp/ishibashishops/

令和1年10月15日

い

901081910034

株式会社石橋高組

http://ishibashitakagumi.com/

令和1年11月12日

い

901111710028

石松 英樹

https://www.amazon.co.jp/sp/?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketetplaceID=A1VC38T7YXB528&orde
rID=&seller=A333FLPB6JBIGI&tab=&vasSt
oreID=

い

901122010025

石松ホールディングス株
式会社

http://ishimatsu-holdeings.jp

い

901021010032

石村 剛

http://kurumenishitetsuten.otakaraya.net

い

909990042812

いすゞ自動車九州株式
会社

http://www.igal.jp

平成19年4月2日

い

909990034674

株式会社いすゞユーマッ
クス

http://www.igal.jp

平成18年11月7日

い

901011910054

株式会社ＩＺＢＩＺ

https://www.amazon.co.jp/S?me=A2KBG
B2JCX5JSW&marketplaceID=A1VC38T7Y
XB528

令和2年5月15日

い

901111910027

株式会社イズミメディカ
ル

https://store.shopping.yahoo.co.jp/izumimedical/

令和3年8月5日

い

901042010056

泉本 昌人

https://www.amazon.co.jplsp?encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=
&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB5
28&orderID=&seller=A2TXLBHXHHGXAG&
tab=&vasStoreID=

令和2年7月15日

い

902102110034

磯貝 日果梨

http://woaini318.thebase.in/

令和3年7月16日

い

901112110038

磯部 雅之

https://www.amazon.co.jp/shops/A38GX
PUB33Z82J

令和3年7月2日

い

901022010081

株式会社一雅

https://www.amazon.co.jp/shops/AWJOS
SH7NA6C7

令和2年7月16日

い

901162210026

一木 豊

http://www.amazon.co.jp/s?me=A2N7YV0
96OPQRU&marketplaceID=A1VC38T7YXB
528

令和4年4月20日

い

901011210049

株式会社一蔵

http://ichiri-mall.jp/

平成27年9月3日

い

901020910086

一ノ瀬 智恵

http://www.littlefairy.com/shopbouquet.htm

平成21年9月11日

い

909990041265

市橋 康一

http://www.kansaibrake.jp

平成17年12月7日

い

901151610074

井手 健博

blog.pcnetshopping.com

平成28年11月25日

い

901021810048

井手 千亜紀

http://www.a-cham.com

平成30年5月17日

い

901151710028

井手 道洋

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

平成29年5月2日

い

901111610012

イデマネージメント合同
会社

http://www1.bbiq.jp/happylife/

平成28年4月4日

い

902101210023

伊藤 大輝

http://directauto.jp

平成25年5月2日

平成22年3月3日

平成29年11月16日

令和2年9月15日
平成28年4月14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）

http://itomasa.net

許可又は
届出年月日

い

901141010021

伊藤 昌

平成22年12月22日

い

909990008107

有限会社糸島モータース http://www.itomos.co.jp

い

909990033057

株式会社ＩＤＯＭ

http://www.ecars.co.jp/

平成15年11月18日

い

909990033057

株式会社ＩＤＯＭ

http://www.e-gauc.com

平成10年6月12日

い

909990033057

株式会社ＩＤＯＭ

http://www.glv.co.jp/

平成10年6月12日

い

909990033057

株式会社ＩＤＯＭ

http://www.221616.com/

平成15年11月18日

い

909990033057

株式会社ＩＤＯＭ

http://www.55g.jp/

平成15年11月18日

い

909990043545

稲冨 博文

http://www11.ocn.ne.jp/~inatomi

平成19年11月14日

い

901151110006

稲見 育美

http://store.shopping.yahoo.co.jp/ohtec87
0

平成26年2月20日

い

901151110006

稲見 育美

http://ohtec.shop-pro.jp

平成23年1月17日

い

901161910037

稲森 直幸

http://www.bs-inamori.com/

い

901030810019

株式会社犬丸カズヱ

http://inumarukazue.com/

い

909990043231

株式会社いのうえ

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

平成26年2月10日

い

901132010081

井上 愛理

https://www.physis-store.com/

令和2年12月21日

い

909990039808

井上 明

http://www.misumidenki.com/

平成16年8月19日

い

901071910006

井上 綾乃

https://daisy-toys.com/

平成31年1月31日

い

901022110104

井上 和英

http://repair-koubou/

令和3年8月2日

い

901152010053

井上 敬介

https://military-cag.com

令和2年6月3日

い

901010910073

井上 幸治

http://www.keitaihonpo.net

平成22年8月4日

い

901142010015

井上 新一郎

http://gemclub-th.com

令和2年4月28日

い

909990040950

井上 大吾

http://www.geocities.jp/d_s_garage/

い

901032110078

井上 貴史

https://www.mercari.com/jp/u/86540311
1/

令和3年8月26日

い

901041710001

井上 卓哉

https://store.shopping.yahoo.co.jp/olap

平成30年7月6日

い

909990041383

井上 智暁

http://factorysunrise.com

い

902122210004

井上 信雄

http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=B0859CNKVL&isAmazonFulfille
d=1&ref_=dpmerehant_link&seller=APM01Z
TZEZPOP

令和4年1月28日

い

901031310048

井上 裕彦

http://bookshop-yuzu.com/

平成26年5月8日

い

909990039722

井上 政和

http://homepage3.nifty.com/sep/

平成16年7月16日

い

902031710037

井上 正成

https://www.amazon.co.jp/shops/A27QK7
BKB35662?ref_=v_sp_storefront

平成29年12月8日

い

902052210014

井上 美波

http://studio-rin.wixsite.com/studio-rin

い

909990041894

井上 幸夫

http://nostalgia.jf.land.to

平成18年6月9日

い

909990042250

株式会社井上商会

http://inoue-buhin.co.jp

平成18年10月3日

い

901011510026

井上通商株式会社

http://inoue-trading.co.jp

平成27年3月17日

い

901011610035

猪岡 綾乃

http://www.ayanone203.jp/

平成28年5月31日

い

904111010015

猪股 理恵子

http://ofps.web.fc2.com/

平成22年8月30日

い

909990008902

井野屋商事株式会社

http://bikerevive.jp

平成14年4月23日

令和1年8月2日
平成20年4月2日

平成17年8月29日

平成20年2月16日

令和4年3月4日

平成25年9月6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

い

901152110042

伊波 千賀子

https://tilla.thebase.in

令和3年4月14日

い

901011810008

伊原 寛治

http://www.m-lovers.com/

い

902052010026

伊原 純子

http://coffee2020se.thebase.in/

い

909990032775

株式会社イベロジャパン

http://www.ibero.co.jp/

平成16年3月18日

い

909990026440

今井 敏博

http://www.imaishoten.com/

平成20年3月17日

い

904011410054

今井 万里子

http://casai.thebase.in

平成26年11月6日

い

902060810003

今井 盛徳

http://wakiraku.jp

平成20年4月3日

い

902042210009

株式会社今井書店

http://www.imaishoten.com

令和4年4月14日

い

909990042717

今崎 千秋

http://www.f-beach.com

い

902052010007

今地 通義

https://www.ebay.com/str/kyotodo

い

909990043567

今西 俊夫

http://pcssmile.com

い

902031310027

今橋 智恵美

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

い

902132110017

今村 健太

http://www.pizza-bloom.com/

い

909990039111

今村 順一

http://www.pencil-fk.com/

平成16年1月5日

い

901011910037

今村 タエ

http://am7ongakuya.cart.fc2.com

令和1年6月19日

い

901031410034

今村 直

http://www.spoonguitar.com

平成26年8月4日

い

909990039228

今村 秀敏（李 相柱）

http://www.asahimotors-ih.com/

平成16年3月3日

い

901012110124

今村 雅子

https://sfsg.base.shop

令和3年10月22日

い

901162010091

今村 元気

https://www.amzon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=B075DYH4D7&isAmazonFulfille
d=1&ref_=olp_merch_name_1&seller=AM6X
14PMIQ425

令和2年10月30日

い

903011510012

合同会社ｉｍｕ

http://auctions.yahoo.co.jp

平成27年7月24日

い

901012010131

井村 賢人

http://redappleshop.thebase.in/

令和2年11月20日

い

901010910054

入江 展親

http://www.worldrun.jp

平成21年8月21日

い

901022010139

入口 真梨奈

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paddin
gtonstore

令和2年12月25日

い

904011310047

彩設計コンサル株式会
社

http://irodorisekkei.com/

い

909990039512

祝迫 森和

http://www.morikazu.com/

い

901122110028

祝原 尚宙

https://jp.mercari.com/user/profile/7970
51399

令和3年8月17日

い

902122110012

岩城 有里紗

https://aatamshoping.official.ec/

令和3年3月15日

い

909990006916

岩城 泰久

http://www.car-station.co.jp/kouei

い

901022110112

岩切 大征

https://auctions.yahoo.co.jp/sellerlpbabz3
9207

い

909990041691

岩下 正文

http://iwashou.com

平成18年4月28日

い

901041310002

岩田 通

http://kashii.otakaraya.net

平成25年2月20日

い

909990043296

岩継 順子

http://aahweekend.4.tool.ms/

平成20年3月6日

い

901020910059

岩永 友樹

http://www.rakurakusyou.com/

平成21年7月9日

い

901151110056

岩藤興業株式会社

https://control.xaas.jp/zcmnnznqix

い

904041310011

有限会社岩部

http://iwabe.web5.jp

平成30年2月22日
令和2年3月27日

平成19年2月28日
令和2年1月20日
平成21年3月27日

平成26年2月6日
令和3年11月30日

平成25年10月29日
平成16年5月20日

平成15年12月5日
令和3年8月27日

平成23年9月30日
平成25年5月2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

い

904042010034

有限会社岩部

http://iwabe.web5.jp/

令和2年11月27日

い

909990041899

岩本 達也

http://www.whatsup2001.com

平成18年6月12日

い

901011210024

株式会社インクリード

http://www.inclead.jp

平成24年5月15日

い

901082110013

株式会社飲食再生事業
団

http://mongiwa.com

い

901021910002

株式会社インターメディ
カル

https://www.intermedical.jp

平成31年1月11日

い

901071210003

株式会社インディゴ

http://www.i-c-c.jp/

平成24年1月18日

い

901111910009

株式会社インデペンデン
ス

https://store.shopping.yahoo.co.jp/camera
cantit

平成31年3月22日

い

901031010038

ＩＮＴＲＡ合同会社

http://www.intrallc.co.jp

平成22年7月26日

い

909990041303

株式会社インフォリンク

http://www.infolink.co.jp/about.html

い

901041610031

株式会社インプルーブ

http://5-cars.jp/

平成28年5月19日

う

901131410041

株式会社Withpleasure高
島屋

http://www.wp-takashimaya.com

平成26年9月19日

う

901011710004

株式会社ＷＩＴＣＨ ＶＡＬ
ＬＥＹ

http://www.witch-valley.com/

平成29年1月19日

う

901022010102

株式会社Ｗｈｉｔｆｉｅｌｄ

http://sou-tn.jp

う

909990025504

株式会社ウイングス

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

平成15年12月1日

う

901131910005

株式会社うーの家

http://www.woonoie.com

平成31年2月21日

う

901011810012

ＷＥＩＷＥＩホールディング
ス株式会社

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ululia

平成30年9月27日

う

901140810008

株式会社ウェーブ

http://www1.enekoshop.jp/shop/wave/

平成20年5月30日

う

902092110025

植木 大吾

https://oripaase.thebase.in

令和3年4月23日

う

901011410058

株式会社ウエストブレイ
ン

http://rmtwks.com/

平成26年8月1日

う

909990041524

上田 せつ

http://www.angelsgarden.info

平成18年3月9日

う

909990040046

上田 海保

http://tricktreat.us/

う

901131110042

上野 健一

http://www.rise-kaitori.com

平成23年4月20日

う

901151310036

上野 菜都実

http://noeu.thebasa.in/

平成25年6月12日

う

904050910003

上原 伊織

http://buhinya-riverland.com

平成21年6月15日

う

902102210002

植山 和美

https://jp.mercari.comuser/profile/44779
4505

う

909990041601

株式会社ウキコ

http://www.ukico.co.jp

う

901072010013

牛尾 正和

https://beboprecords.shop-pro.jp/

う

904041610020

牛島 淳子

http://www.88b.info

う

904041610005

牛島 壽文

http://kotobukiantique.blog.bbiq.jp

う

901132110054

宇田 翔馬

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B09888P7W9&isAmazonFulfill
ed=0&ref_=olp_merch_name_41&seller=A2L
OVJHIP9DCXT

う

904091010016

内田 辰慈

http://www.hangar-m.com

う

902100810033

内田 雅和

http://www.fishing-sanzo.com/

平成20年10月9日

う

901121910001

内田 裕士

http://www.nisiyori.com

平成31年2月21日

令和3年4月1日

平成17年12月22日

令和3年8月6日

平成16年11月15日

令和4年2月7日
平成18年3月30日
令和2年2月28日
平成28年11月10日
平成28年2月26日
令和3年9月8日

平成22年10月29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

う

909990035651

内田 陽子

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

平成28年4月18日

う

909990043113

宇野 康久

http://www.fukuoka-stamp.jp/

平成19年6月28日

う

909990038698

有限会社うの商会

http://www.boyslove3.com/

平成15年9月4日

う

909990038698

有限会社うの商会

http://www.hgame1.com/

平成15年9月4日

う

904111210012

馬原 浩介

http://aiyou-sizai.com

平成26年6月17日

う

901012110110

海山 笑未

https://gris.theshop.jp

令和3年9月30日

う

902052010079

梅木 陸

https://www.amazon.co.jp/s?me=A26HLB
UDVX8TNR&marketplaceID=A1VC38T7YX
B528

令和2年10月21日

う

909990041456

梅嵜 春枝

http://www.151578.com

平成18年2月20日

う

904052210005

梅崎 正道

https://sanchi-kagu.jp

う

904112010010

梅崎 志洋

https://www.amazon.co.jp/sp_encoding=U
TF8&asin=B01N2VKGZG&isAmazonFulfille
d=0&isCBA=&marketplaceIO=A1VC38T7Y
XB528&orderID=&seller=A24T1PQNOFTE
YX&tab=&vasStoreID

令和2年4月15日

う

901121610003

梅田 孝幸

https://a-l-p.jp

平成28年3月2日

う

901110810002

梅谷 真知子

http://www1.bbiq.jp/umezebra

平成20年2月8日

う

902032010038

梅原 学

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/bongo
ropta

令和2年6月16日

う

901012110134

浦 浩嗣

https://www.ebay.com/usr/tweek-japan

令和3年12月1日

う

901152110070

浦田 まどか

http://www.amazon.co.jp/s?me=A2L7A22
6R4AWS1&marketplaceID=A1VC38T7YXB
528

う

901031510005

株式会社うらべ

http://urabe.life.coocan.jp

平成27年2月24日

う

901141810023

ウララカオーディオ合同
会社

http://urarakaaudio.com/

平成30年6月26日

う

903012010028

瓜生 尚弘

https://store.shopping.yahoo.co.jp/rshopr
yu/

令和3年4月22日

う

909990030191

上門 卓弘

http://irukafu.starfree.jp/

令和2年1月14日

え

901022210001

株式会社営研

https://happyisland.official.ec/

え

909990038899

株式会社ＨＩＫ

http://www.hik-ar.com/

平成19年7月17日

え

909990038899

株式会社ＨＩＫ

http://www.realticket.co.jp/

平成19年7月17日

え

901071310023

株式会社Ｈ＆Ｒ

http://www.gachagacharare.com/

平成25年3月25日

え

901121110003

株式会社Ｈ．Ｂ．Ｃ

http://www.biker-hbc.com/

平成23年1月24日

え

901021110054

ＡＲ株式会社

http://hakata.otakaraya.net

平成23年5月10日

え

901020810036

株式会社ＡＩカンパニー

http://www.cycly.co.jp/

平成20年4月18日

え

904011310005

株式会社ＡＡＵメディカル http://aau-jr.com/

え

903030810036

株式会社ＡＦＤ通信

http://www.afd24.jp

え

901161610031

株式会社Ａ－ｃｒｏｓｓ

http://www.across-car.biz

平成28年7月26日

え

901041010038

株式会社Ａ．Ｋ．商会

http://www1.bbiq.jp/airisyokai

平成22年7月21日

え

904091910004

株式会社Ａ－Ｓｔｙｌｅ

http://tsubuku.otakaraya.net

令和1年7月11日

令和4年2月8日

令和3年6月9日

令和4年1月7日

平成25年1月18日

平成20年10月22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

え

902051710018

株式会社エーツー

http://www.suruga-ya.jp/

平成30年6月18日

え

901071510054

株式会社ＡｔｏＺ

http://akahoshi-hobby.com

え

901151210033

株式会社エー・ワイ・エス http://www.ays-net.co.jp/

平成24年5月9日

え

901162110043

江木 裕一朗

https://www.mercari.com/jp/u/67757987
91

令和3年5月12日

え

901021810033

エクサ通信株式会社

http://exacom.co.jp

平成30年4月25日

え

901021910036

ｅｘｉｍ株式会社

https://www.create-fk.net

平成31年4月18日

え

904051010008

株式会社エグゼライフ

http://exelife.sakura.ne.jp/

平成23年10月14日

え

902032010006

江口 達也

https://mercari.com/jp/u/31778374

令和2年3月19日

え

902032010006

江口 達也

https://www.buima.com/buyer/7171548.h
tml

令和2年3月19日

え

904011210002

江口 ひとみ

http://fukutarou.cart.fc2.com/

え

901161510054

江口 裕美

http://anelapua.com

え

901071610001

江口 雅敏

http://miyabi-antiques.com

平成28年4月26日

え

901120910007

株式会社エコクリーン

http://www.eco-clean.co.jp/

平成21年7月1日

え

909990030003

株式会社エコビッツ

http://www.ecomall.ne.jp/

え

909990030003

株式会社エコビッツ

http://netshop.ecomall.ne.jp

平成28年6月23日

え

901031810007

江﨑 香織

http://www.ksksfactory.com

平成30年2月2日

え

909990041176

エスアールエス株式会社 http://www.srscorp.co.jp

え

902031210024

有限会社エス・アンド・
シー

http://www.chambre-mille-feuilles.com

え

901082210002

株式会社Ｓ＆Ｔ

http://www.styanyan.base.shop

え

901141410010

ＳＫレンタルサービス株
式会社

http://www.sk-rental.net

え

901022110028

株式会社ＳＣ

http://ihin-sc.com

え

901151910026

株式会社STU

https://s-techunit.com

令和1年5月10日

え

901070910018

株式会社エストワン

http://www.est1.jp/

平成21年5月7日

え

901021210075

株式会社Ｓ・Ｂ・Ｃ

http://sbc.jp.net

平成24年8月6日

え

902101510011

合同会社エスリヴァー
ファシリティズ

http://vintagegolf.ocnk.net/

平成27年5月18日

え

903011610007

株式会社ＥＳＯＲＡ

http://one-camera.com/

平成28年5月13日

え

902011710007

株式会社ＥｔｅｒｎａｌＶｉｓｉｏｎ http://www.eternalvision-exporttrade.com

え

909990043171

株式会社エトウ時計店

http://eto-group.net

え

901021810036

株式会社縁

https://www.kofukofu-enishi.com/

え

909990040067

ＮＲ株式会社

http://www.n-resource.co.jp

え

901012010127

株式会社Ｎ＆Ｈ

https//www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=B00BS3Q0XE&isAmazonFulfille
d=1&ref_=olp_merch_name_1&seller=A1M0
UOI9HBXLE9

え

901131110111

株式会社エヌエイホーム

http://www.na-home.net

え

903032110024

株式会社エヌエーメタル

http://na-metal.jp

平成27年11月13日

平成24年1月30日

平成27年11月10日

平成20年12月10日

平成20年10月17日
平成24年7月13日
令和4年1月21日
平成26年4月16日

令和3年6月1日

平成29年6月1日
平成19年11月20日
令和1年11月15日
平成16年11月24日
令和2年11月12日

平成23年11月18日
令和3年4月14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

え

909990041681

株式会社エヌ・エス・エッ
クス

http://www.nsx-net.co.jp

平成18年4月20日

え

904041710009

株式会社エヌケイ技研

http://Chikumatu-kun.com

平成29年9月15日

え

901011810048

株式会社ＮＫトラスト

http://nk-trust.co.jp/home/

平成30年7月9日

え

901012110004

株式会社ＮＫトラスト

https://nk-trust.co.jp

令和3年1月12日

え

904111010009

株式会社エヌシーみいけ http://www.nc-miike.co.jp

え

909990040190

エヌディーリース・システ
ム株式会社

http://www.ndls.co.jp/autovalue/

え

901161810028

株式会社Ｎ－ＴＥＣ

https://www.n-tec8808.co.jp/company/

え

901011010015

榎元 直志

http://www.supekuri.jp/

え

901022110038

株式会社Ｆ＆Ａ

https://www.f-a-a.jp

え

904031710013

株式会社エフアンドエス

http://www.f-s0511.com/

え

901070910030

ＦＫＲ株式会社

http://www.sangiken.com/comshop

え

909990041211

有限会社エフ・ケー・
サービス

http://www1.bbiq.jp/fkservice/

え

901011810079

合同会社ＦＣＯ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sugilab

令和1年10月31日

え

901031610061

株式会社エフ・ティ・シー
通信

http://store.shopping.yahoo.co.jp/ftctusin
1975

平成28年9月15日

え

901021410013

株式会社エフ・テック

http://f-ts.net

え

904111110018

有限会社エム・アール企
画

http://storeuser9.auctions.yahoo.co.jp/jp/
user/kikakumr

え

909990041072

株式会社エム・アイ・ケー http://www.mik-net.co.jp

平成17年10月7日

え

901021210005

株式会社Ｍ＆Ｍ

http://mmcloset.com

平成24年1月13日

え

901131510026

有限会社エムアンドエム

http://mandm-honda.com

平成27年8月26日

え

901011810031

株式会社ＭＳソリュー
ションズ

https://www.xeam.jp/

え

902051810027

ＭＳＴ株式会社

https://iphonekokura.com

え

901081410023

株式会社エムケイケイ

http://car.makjp.net/

平成26年6月5日

え

901162110035

エムケー厨設株式会社

https://chubo-rental.com

令和3年4月13日

え

901021010045

株式会社エム・シークリ
ニック

http://store.shopping.yahoo.co.jp/mcclinic
2

平成26年1月14日

え

901021010045

株式会社エム・シークリ
ニック

http://www.camera-doctor.jp/

平成22年7月13日

え

909990039041

株式会社ＭＣＧ福岡

http://www.mcgarage.com/

平成15年12月15日

え

909990042144

株式会社エムスクェア

http://www.em-cycle.com

平成18年8月24日

え

904022110001

Ｍ Ｓｔａｔｉоｎ株式会社

https://imamura-cars.com

令和3年1月19日

え

901142110023

株式会社エムズ福岡

http://msfukuoka.jp

令和3年5月20日

え

902051510038

恵山 大輔

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

え

909990043623

株式会社エリジオン

http://aias.dee.cc/

え

909990040374

有限会社エルグ

http://www.l--g.com

平成22年6月3日
平成18年10月25日
平成30年5月9日
平成22年3月15日
令和3年4月7日
平成29年10月13日

平成21年8月6日
平成17年11月22日

平成26年3月7日
平成23年11月14日

令和2年1月23日
平成30年11月19日

平成28年5月16日
平成19年12月11日
平成17年3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

え

901022210014

株式会社エル・ロジ・コン
サルティング

https://l-ogi.com

え

904090910016

遠藤 英樹

http://www.ct-endo.com

え

901012110054

株式会社ＥＮＤＲＯＯＬ

https://www.amazon.co.jp/SP?seller=A1D
X72AKR8KNKV

令和3年5月13日

え

901012110054

株式会社ＥＮＤＲＯＯＬ

https://endrool.com/

令和3年5月13日

お

909990033876

有限会社オアシス

http://www.ticketking.jp

お

903091810012

株式会社桜栄

http://www.respect.bz

平成30年7月5日

お

901082010034

王野 梓

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isCBA=&marketplaceID=

令和2年7月14日

お

901081610029

株式会社オウル

http://www.owl.jp

平成28年11月16日

お

901081610029

株式会社オウル

http://healthy-eye.com

平成28年11月16日

お

901151410035

株式会社Ｏ．Ｒ．Ａ

http://autoshop-ora.info

平成26年5月6日

お

901151010044

株式会社オー･アール・
エス

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

平成22年7月1日

お

901041310029

大石 明男

http://moba-9.iphone-mobarika.com

平成25年8月8日

お

901081610005

大石 和義

http://retro-game-collection.com

平成28年3月1日

お

902011010009

大石 健一

http://ookenic.ocnk.net/

お

904020810009

大石 純

http://mulhandz.net

お

901081210026

大内 芳弘

http://www.buddys-mc.com

お

901162110020

有限会社ＯＡネットワー
ク

http://www.oanet.jp/

令和3年3月4日

お

901162010040

大久保 良彦

www.point-mode.com

令和2年6月10日

お

901072010040

大河 武彦

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&seller=A2SRECLZ45L7UY&tab=&vasS
toreID=

お

901131110086

大河 武彦

http://www.tukinami.biz

お

909990042035

大河 雅実

http://kappadou.biz/

お

904051210004

株式会社大川デァイン
ミュージアム

http//www/sekikagu/odn/

平成30年6月1日

お

909990042859

有限会社大川電通

http://www.kumin.ne.jp/odc

平成19年4月18日

お

902052110039

大木 万里子

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B0040EGNIU&isAmazonFulfille
d=1&ref_=olp_merch_name_4&seller=A3TC
S3QVQENKBX

お

901081710021

大里 隆明

https://alllight.thebase.in/

平成29年9月15日

お

909990040640

大里 謙二

http://www.assemblage-cd.com/

平成24年10月3日

お

901082010031

大沢 慶祐

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&seller=A203JSZPDYNMOD

お

909990025606

大城 一

http://www.oshiropiano.com

平成25年9月20日

お

909990038937

有限会社大関質店

http://oozeki78.web.fc2.com/frame.html

平成23年4月14日

お

909990043392

大園 公叙

http://raff.jp

平成20年3月27日

お

901022110008

太田 健一朗

http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&seller=A2TTYIBN702TGV

令和4年2月2日
平成21年11月10日

平成25年10月30日

平成22年11月2日
平成20年8月7日
平成25年1月11日

令和2年7月1日

平成24年8月8日
平成18年7月25日

令和3年5月13日

令和2年7月3日

令和3年2月1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

お

904091510003

太田 信司

http://www.ootaya.jp

平成27年7月7日

お

901012110003

大田 隆幸

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&protocol=current&seller=A1DXRD63P
LKINC&sshmpath

お

902041310006

太田 寛

http://can0077.web.fc2.com

お

901022210028

太田 裕一

http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=B005X5Q75Y&isAmazonFulfilled
=0&ref_=olp_merch_name_1&seller=AX8EC
VHLX5BE8

お

904031610010

太田 唯己

http://www.ganguu.jp

平成28年7月13日

お

903092110023

太田 優真

http://putin.base.shop

令和3年7月27日

お

903090910010

有限会社大田質屋

http://www.oota78.jp

平成21年6月17日

お

903090910010

有限会社大田質屋

https://store.shopping.yahoo.co.jp/oota78
/

平成21年6月17日

お

909990031746

大谷 敬吾

http://www.ransendou.com

お

902101610003

大谷 聖人

http://mercury2015.net/

お

902131410008

有限会社大田薬品

http://store.shopping.yahoo.co.jp/shopsor
airo/

平成26年10月16日

お

902131410008

有限会社大田薬品

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

平成26年10月16日

お

909990039570

大塚 智徳

http://6926.teacup.com/onkotisinndo/sho
p/

お

902051510026

大塚 雄太

http://iphonekokura.com

平成27年6月5日

お

909990024242

大坪 秀樹

https://store.shopping.yahoo.co.jp/bikeposs/

令和4年4月27日

お

904092010011

大坪ＧＳＩ株式会社

https://www.ogsic.jp

令和2年4月16日

お

902121410009

株式会社オートウェイ

http://www.autoway.jp/

平成26年8月19日

お

909990040721

有限会社オートエクス

http://www.autoex.co.jp

平成17年6月16日

お

909990041228

株式会社オートサイクル
白垣

http://www.ac-shiragaki.com

お

909990030190

株式会社オートサルーン http://www.himawarinet.co.jp/hayama
羽山

平成15年11月27日

お

909990030303

株式会社オートマックス

http://www.auto-max.co.jp/

平成15年11月27日

お

909990025426

有限会社オートマックス
買取サービス

http://www.auto-max.co.jp/

平成15年11月27日

お

909990034752

有限会社オートリサイク
ルナカシマ福岡

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/aucti
on/

平成30年7月27日

お

902122110006

大中 都起子

https//www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&seller=A1XYLUQH71L5N3

令和3年2月9日

お

902091810020

大西 淳

http://midgethobby2018.raku-uru.jp

お

901151410013

大西 健

http://www.helvetica-online.com

お

901012110014

大西 博之

http://candlestudioone.com

お

909990042433

有限会社大西エアー
サービス

http://www.onishi-air.jp/

お

901161910021

大仁田 拓朗

http://pc-square.jp

お

901032110062

大野 哲也

https://mr-ishidai.sokomonoshop.jp/

令和3年1月8日

平成25年8月29日
令和4年3月2日

平成19年6月5日
平成28年1月18日

平成16年6月10日

平成17年11月28日

平成30年12月12日
平成26年3月10日
令和3年2月5日

平成20年7月9日
平成31年4月25日
令和3年7月14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

お

901161810002

大野 由紀

knmt7777@yahoo.co.jp

平成30年1月18日

お

901161810002

大野 由紀

knmt7777@gmail.com

平成30年1月18日

お

901011310040

大野 裕

http://tomisho-art.com/

平成25年11月8日

お

901022110045

大野 友里絵

https://yugiorigina/.base.shop

お

909990037837

大場 敬志

http://www.retoro-katsu.jp

平成20年7月14日

お

902050910016

株式会社大庭産業

http://www.forkliftrental.co.jp

平成21年5月21日

お

902050910016

株式会社大庭産業

http://www.41-4009.net

平成21年5月21日

お

904011510062

有限会社オオハシ商会

http://ohashi-shokai.com

平成27年10月9日

お

901150910034

大濵 邦敏

http://www.ohamashop.com

平成21年6月5日

お

901112110056

大原 朋子

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&protocol=current&seller=A16R8M00D
EF2SX&sshmPath=

令和3年11月4日

お

901020910072

株式会社大廣製作所

http://www.oohiro-online.com

お

901020910072

株式会社大廣製作所

http://www.oohiro.co.jp

お

909990035362

株式会社大牟田ホンダ
販売

http://primo.honda.co.jp/shin-omuta/

平成15年11月27日

お

909990035362

株式会社大牟田ホンダ
販売

http://.honda.co.jp/hondacarsomutachuo/

平成25年11月25日

お

902022110003

株式会社大村商会

https://omura-shokai.co.jp

令和3年3月15日

お

902051710014

大山 奈央

http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/
mystatus

平成29年4月3日

お

909990040933

岡 京

http://www.kumin.ne.jp/yonpachi

お

901131310058

小笠原 誠也

http://egworks-antique.com

平成25年9月6日

お

904112010013

緒方 彩人

https://www.ebay.com/str/falaina

令和2年4月30日

お

909990041854

岡田 和也

http://web1.nazca.co.jp/agent/

平成18年6月7日

お

901012110108

岡田 武

https://www.ebay.com/str/jaip

令和3年9月21日

お

902012010006

岡田 智彦

http://www.amazon.co.jp/sp?encoding=UTF8&asin=iSAmazonFulfilled=1
&isCBA=&marketPlaceID=A1VC38T7YXB5
28&or...

令和2年5月18日

お

901112010040

岡田 知之

https://www.v-create-f.com/

令和2年8月25日

お

909990043183

岡田 知之

http://v-create-f.com

お

901162010082

尾形 昌則

http://secondshop2.com/

令和2年9月24日

お

901162010082

尾形 昌則

http://www.amazon.co.jp/s?me=A1PJHYI
R90A0W5&marketplaceID=A1VC38J7YXB
528

令和2年9月24日

お

901011810006

緒方 美輝

http://ticketworld.online

平成30年2月8日

お

901112010036

岡野 大輔

http://www.amazon.co.jp/S?me=AGZ2GJ7
IGUJKL&marketplaceID=A1VC3817YXB52

令和2年8月18日

お

909990036477

岡野 陽一

http://incin.net/

平成19年4月20日

お

909990008449

株式会社岡林写真機店

http://www.okabayasi.co.jp

平成19年4月10日

お

909990040386

小河原 清治

http://www.kt-p.com/

平成17年3月10日

令和3年4月14日

平成27年1月20日
平成21年8月7日

平成17年8月24日

平成19年10月26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

お

901132110060

岡部 香

https://store.shopping.yahoo.co.jp/umekiti
/

令和3年11月10日

お

901132110060

岡部 香

https://store.shopping.yahoo.co.jp/umekiti
2/

令和3年11月10日

お

901072110008

岡部 健吾

https://nethnicfuk.theshop.jp/

お

901111710011

岡松 佳代

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

平成29年3月30日

お

909990038294

岡本 薫

http://www5f.biglobe.ne.jp/~okalin/

平成16年2月24日

お

901161810030

岡本 和之

http://fixer.pecori.jp/

平成30年9月25日

お

901161810030

岡本 和之

http://sai-sai.biz/

お

901010910053

岡谷鋼機九州株式会社

http://www.okk-okaya.co.jp

平成21年8月21日

お

901042210007

小川 秀樹

http://yotume65.base.shop

令和4年2月7日

お

909990040560

小川 将史

http://chadougu-ogawa.jp/

平成30年8月31日

お

901012110080

小川 元気

https://snugvintage.official.ec/

令和3年7月14日

お

901072210006

小河原 道隆

https://eportal.ebay.co.jp/portals

令和4年1月17日

お

901011210032

荻 正仁

http://www.giox2.com

お

902122210013

尾木 涼祐

https://www.amazon.co.jp/sp?issecure=true&&ie=UTF8&seller=A27591V5
278SVO&isAmazonFulfilled=1

お

909990039000

置鮎 正則

http://www.a1city.ne.jp/~rubber

平成15年11月28日

お

902051410030

奥 由美子

http://natumeshoten.stores.jp

平成26年10月20日

お

902051410030

奥 由美子

http://natumeshoten.saleshop.jp

平成26年10月20日

お

901020910046

小串 隆幸

http://www.ogushiip.jp/

お

901031910027

合同会社オクトパスカン
パニー

http://thevintage.info

令和1年5月24日

お

901122010029

奥野 孝嘉

http://plust.business.site/

令和2年11月2日

お

903032010007

オク宝合同会社

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/pinkdr
agon1102

令和2年4月15日

お

901031110067

小倉 一成

http://alpha-fukuoka.com

平成23年12月7日

お

909990020836

有限会社小郡ホンダ
モーター

http://dealer.honda.co.jp/hondacarsogoori/

平成15年12月2日

お

901161910023

尾嵜 朗

https://grips.thebase.in

令和1年10月17日

お

902041910003

尾崎 勝美

http://sarakura.otakaraya.net

お

902061310009

尾崎 浩

http://ozakipiano.com

お

901150810080

尾城 太一朗

http://auto-sum.com/index.html

お

909990020435

小田 実

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

お

909990041876

小田 圭彦

http://www.e-r-h.com

お

902031710026

有限会社小田原興産

http://www.odahara-kosan.co.jp

お

901022110158

越智 宣充

https://www.keizcamera.com

お

901021210054

株式会社男前ケータイ

http://www.otokomae-keitai.co.jp

平成24年6月8日

お

902101910011

有限会社音ワ

https://www.otowastyle.net/

平成31年4月5日

令和3年2月8日

平成30年6月7日

平成24年6月28日
令和4年4月28日

平成21年5月29日

令和1年6月12日
平成25年6月11日
平成20年11月21日
平成26年2月3日
平成19年5月17日
平成29年9月8日

令和3年12月14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

お

901081910018

鬼塚 和枝

https://www.amazon.co.jp/s?me=AJ6XVIJ
BVT1F2

令和1年7月1日

お

901032210044

鬼塚 広大

http://melon-oripa.stores.jp/

お

901151710084

小野 浩太郎

https://www.amazon.co.jp/shops/AG2LQ
5DBCD8AA?ref_=v_sp_storefront

お

902012110016

小野 太郎

http://reliureshoten.com

令和3年6月29日

お

901032210035

小野 哲大

https://www.amazon.co.jp/sp?issecure=true&&ie=UTF8&seller=A2YGGMZ
6PSHTP6&isAmzonFulfilled=0&asin=47930
02145&ref_=olp_merch_name_3

令和4年3月18日

お

903011510016

小野 泰秀

http://utusiki.com

お

901021110122

尾上 竜大

http://www.takumi-kobou.com

お

909990040128

小野寺 隆

http://www.flowerpink.com

平成16年12月16日

お

901041610063

小野寺 千枝

https://thevaults.theshop.jp

平成30年9月21日

お

901041610063

小野寺 千枝

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

令和1年7月12日

お

901082010022

小幡 慶太郎

http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=B00VRFMMVW&isAmazonFulfill
ed=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7Y
XB528&orderID=&seller=A1UVSV3NU721F
9&tab=&vasStoreID=

令和2年5月15日

お

901021510008

有限會社オフィスオガワ

http://thanks-j.jp

お

909990041961

株式会社オフィス企画

http://www.kagumiru.com

お

901030910051

有限会社オフィステイク
２

http://fishing-auction.lolipop.jp

平成21年11月27日

お

909990039762

株式会社オフィスバス
ターズ

http://www.officebusters.com

平成16年12月20日

お

901041610062

株式会社オリゾン

http://www.brandshop-porto.jp

平成28年11月28日

お

901042010017

株式会社オリゾンエン
タープライズ

http://www.brandshop-porto.jp

令和2年4月14日

お

901151520001

オリックス自動車株式会
社

https://cert.orix.co.jp

お

909990016388

オリックス自動車株式会
社

http://www.orix.co.jp/auto/

お

901012110044

株式会社Ｏｒｏ－ＧｉｏＳｔｙｌ
ｅ

https://oro-gio.co.jp/

お

901072010059

Ｏｎｇｏｉｎｇ株式会社

https://shop230802211.taobao.com

お

904011110045

有限会社ＯＮＴＨＥＲＯＡ
Ｄ

http://www.otr.cc/

お

901011610054

株式会社オンワード樫山 http://crosset.onward.co.jp

令和4年5月19日
平成29年12月12日

平成27年10月16日
平成23年11月4日

平成27年1月23日
平成20年6月4日

平成27年8月24日
平成15年11月26日
令和3年4月14日
令和2年9月1日
平成23年9月28日
平成28年9月28日

