か行古物商一覧
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

か

901042010078

株式会社カー＆サポート https://car-support-you.com/
ゆう

令和2年9月30日

か

909990040701

有限会社カーオフィス
ヴォーグ

http://www.car-office.com

平成17年6月9日

か

901151210032

株式会社カーコム

http://www.tradecarcom.com/

平成24年6月8日

か

901071010002

株式会社ＣａｒＣｏｎｓｅｎｔ
Ｃｏｓｔ

http://www.carconcentcost.co.jp

平成22年1月21日

か

901161710005

株式会社カー・ジョイ

http://www/.car-njoy.com

平成29年1月19日

か

909990025029

有限会社カーショップ越
後屋

http://www.rakuten.co.jp/carshopechigoy
a/

平成15年12月2日

か

901152110003

株式会社ＣＡＲＳ ＣＲＥ
Ｗ

http://cars-crew.com/

か

901081810014

株式会社カーチス

https://www.carchs.com

平成30年5月10日

か

904011110032

株式会社カープラザＳｅｉ
ｂｕ

http://www11.ocn.ne.jp/weics

平成25年5月23日

か

901151410077

カーライフグループ株式
会社

http://www.loanok.jp

平成27年2月3日

か

901152110108

甲斐 誠弥

https://FurugiShop.base.shop

令和3年9月16日

か

901072210071

甲斐 拓馬

https://caitamarket.base.shop/

令和4年8月25日

か

904022010013

有限会社カイザー

https://iris-kaiser.co.jp

か

901111210010

株式会社カイショー

http://www.taiyakaitori-no1.jp

か

901111210010

株式会社カイショー

https://golfclub-kaitori-no1.jp/lp/

か

909990041559

甲斐田 真里亜

http://mariashop.ocnk.net

平成18年3月17日

か

901131410001

株式会社開店市場

http://www.kaitenichiba.jp

平成26年1月14日

か

901131410001

株式会社開店市場

http://kaitenichiba

平成26年1月14日

か

901081910030

株式会社介福本舗

https://www.amazon.co.jp/s?me=AAJBNZ
U9A1QD&marketplaceID=A1VC38T7YXB5
28

令和1年11月7日

か

901081910030

株式会社介福本舗

https://www.rakuten.ne.jp/gold/kaifukuho
npo/

令和1年11月7日

か

901021710053

海明株式会社

http://www1.odn.ne.jp/mimikaimin/

か

903092210018

合同会社カエルドットコ
ム

https://kaerudotcom.co.jp

令和4年6月13日

か

901071110031

柿山 和徳

http://www.vivace-piano.com/

平成23年8月1日

か

909990038581

加来 俊明

http://www.herring-bones.com

平成28年10月17日

か

901031110024

角野 直人

http://trustworthy-eco-store.toypark.in/

平成23年6月6日

か

901071910004

鹿児島 優子

https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceI
D=A1VC38T7YXB528&me=AYIADJ5Q8M6
HB&merchant=AYIADJ5Q8M6HB

平成31年1月10日

か

909990042627

有限会社カサノ

http://www.kinu-ito.com/

平成19年11月1日

か

909990042627

有限会社カサノ

http://kimono-renta.com

平成26年6月4日

か

902021810002

笠間 裕子

https://www.leglantier.net

令和1年6月6日

令和3年1月7日

令和2年9月2日
平成24年7月10日
平成30年4月5日

平成29年7月18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://awotsubame.exblog.jp/

許可又は
届出年月日

か

902011310011

加治 一郎

平成26年12月9日

か

909990030982

株式会社香椎マイカーラ http://www.westwin.co.jp/
ンド

か

901010810009

樫川 孝治

http://www.birdie2.jp

平成20年3月6日

か

909990042616

株式会社カジ・コーポ
レーション

http://kaji-corp.co.jp

平成19年1月30日

か

901111110003

梶野 信介

http://www.ne.jp/asahi/macs/macfukuoka
/

平成23年1月28日

か

901132110029

梶畑 由美子

https://afghando.com/

か

901021510020

鹿島エレクトロニクス株
式会社

http://www.kashima-electro.com

か

909990040526

鍛冶梁 勇二

https://store.shpping.yahoo.co.jp/crosswave

令和1年6月20日

か

904031910005

梶原 章利

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

令和3年11月18日

か

901022210075

主計 勝

https://hakovan.jp

か

902100810004

片山 朋行

http://kitakyushu.otakaraya.net

か

909990040523

ＣＡＴＡＬＡＮＯ ＲＩＣＨＡＲ http://imperialjapanmilitarycollectibles.co
Ｄ ＪＡＭＥＳ
m/

平成20年5月26日

か

909990040523

ＣＡＴＡＬＡＮＯ ＲＩＣＨＡＲ http://imperialjapansakecups.com/
Ｄ ＪＡＭＥＳ

平成20年5月26日

か

901131710024

香月 丈

http://jauto.work

平成29年6月30日

か

901141610002

勝部 幹生

http://trainers.cc

平成28年2月8日

か

909990040179

勝山 順一

http://www1.bbiq.jp/wajiropcss

平成17年2月3日

か

902032010014

加藤 寛

https://resale.fun

令和3年9月7日

か

901132110049

加藤 操

https://www.mercari.com/jp/u/85176107
4/

令和3年9月8日

か

901041810040

門倉 耕時

http://aozame.schoolbus.jp/

か

901011010001

門田 陽明

http://fukuoka-gate.com/

平成22年1月14日

か

901071210046

金井 賢司

http://auto-brain.com

平成26年6月19日

か

909990039384

金出 季治

http://www.kobako.info/

平成19年1月10日

か

901161610016

金堀 繁美

https://contact.auctions.yahoo.co.jp/top

平成28年3月18日

か

909990030187

カネイ商事株式会社

http://www.mmjp.or.jp/mako-shiti/

か

909990030187

カネイ商事株式会社

http://mako78.co.jp

平成23年9月13日

か

909990030187

カネイ商事株式会社

http://store.shopping.yahoo.co.jp/mako78

平成26年1月17日

か

903031310010

金子 正喜

http://onigote.com

平成25年7月12日

か

901150810083

金子 友紀

http://www.kokoronotakara.com

か

909990040031

金子 竜馬

http://dragon-market.net

平成16年11月9日

か

901011510050

寶路通商株式会社

http://www.borotrade.net/

平成27年5月11日

か

909990037265

金光 健三

http://www4.ocn.ne.jp/~kogane64

か

902122210017

椛島 美鈴

https://rubirimmblog.com/wp-admin/

平成15年11月27日

令和3年6月10日
平成27年4月10日

令和4年5月26日
平成20年12月17日

平成30年12月26日

平成15年10月30日

平成20年12月24日

平成15年11月27日

令和4年6月3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

か

901011210070

株式会社しろくま

http://www.shirokuma.asia

平成24年11月29日

か

902052010074

株式会社夢織

http://www.yumeori.co.jp

か

903030910032

株式会社カプラ

http://www.kurumaya19.com

か

902011510008

カプラン株式会社

http://www.carplan.co.jp

平成27年7月14日

か

901011310016

カホパーツ株式会社

http://www.kahoparts.co.jp

平成25年2月27日

か

901012010026

釜崎 尚三

http://www.car-syuri.jp/company/

か

901121310002

釜堀 真寿

http://kamahori-office.com

平成26年11月5日

か

901151210045

紙谷 康崇

http://www.rinebeltempo.com

平成24年7月26日

か

901162210044

上戸 隆徳

https://www.ebay.com/usr/kths_0716

か

901012110126

神野 信之

http://www.ebay.com/usr/nobukam-87

令和3年11月1日

か

901072010036

神林 朋樹

https/.www.ebay.com/str/japanproductfuk

令和2年6月25日

か

902091310016

株式会社ＣＡＭ

http://www.camkitakyusyu.com/

平成25年7月25日

か

909990038511

有限会社カムサ

http://www.kamsa.jp

平成19年4月17日

か

901042210001

亀本 裕司

https://www.amazon.co.jp/sp?seller=A397
E3TYKAB05I

か

901041710056

唐津 京

http://akatsukiyazakkaten.com

か

902050810049

株式会社カラマツトレイ
ン

http://www.karamatsu-train.co.jp

か

901152110015

雅琉株式会社

https://www.garyu-gh.com

令和3年11月19日

か

901122210023

株式会社カルカヤ

http://karukaya.fukuoka.jp

令和4年7月28日

か

909990043456

株式会社カルマ

http://www.calma.co.jp

平成19年10月22日

か

909990034792

有限会社ガレージ・アイ

http://www.garage-i.com/

平成15年11月28日

か

909990042841

ガレージ・ティアラ株式会 http://www.garagetiara.com
社

平成19年3月19日

か

901140810009

川内 雷太

http://www.retoro-katsu.jp

平成20年6月20日

か

901162210043

川上 昌志

https://www.amazon.co.jp/sp?issecure=true&&ie=UTF8&seller=AP8YNE89
NF5L2&isAmazonFulfilled=0&asin=B07TZH
PZQD&ref_=olp_merch_name_5

令和4年7月1日

か

901011910035

川上 将洋

https://www.amazon.co.jp/s?me=ajps59ql
1jsf3&marketplaceid=a1vc38t7yxb528

令和1年6月18日

か

909990039151

川口 直人

http://ww7.tiki.ne.jp/

平成16年2月5日

か

901021010049

川口 碧

http://www.carina-fukuoka.com

平成22年12月22日

か

901011510100

川崎 剛

https://WOMENUSEDGOODs.com

平成27年12月15日

か

909990041786

川崎 信義

http://www.spotjoho.com/anti/re.htm

平成18年5月17日

か

909990038490

川崎 真

http://www.koukasatei.com

平成24年5月23日

か

904011510024

川崎 正弘

https://taisinshokai.thebase.in/

か

904011510024

川崎 正弘

http://store.shopping.yahoo.co.jp/taishins
hokai

か

901162010080

川﨑 雄平

https://aohatabooks.stores.jp

令和2年9月25日
平成21年11月20日

令和2年5月11日

令和4年7月1日

令和4年1月13日
令和4年3月4日
平成20年11月12日

令和1年7月1日

平成27年10月2日
令和2年9月18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

か

902092110011

若杉 茂幸

http://store.shopping.yahoo.co.jp/harusak
ustore

令和3年4月1日

か

901151310043

川隅 敦士

http://store.shopping.yahoo.co.jp/bond012
9

平成25年11月6日

か

901042010038

河瀬 洋輔

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawase
-shop/

令和2年6月25日

か

901042010038

河瀬 洋輔

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B00NG0LV28&isAmazonFulfill
ed=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7
YXB528&orderID=&seller=A1RQMNAMGN
QF2W&tab=&vasStoreID=

令和3年10月26日

か

901042010038

河瀬 洋輔

https://store.shopping.yahoo.co.jp/yk2021
-store/

令和3年10月26日

か

901030810010

川田 麻紀

http://www.geocities.jp/koboryubokujin/

平成21年1月21日

か

904052110019

川津 聖志郎

http://store.shopping.yahoo.co.jp/recycle
market/

令和3年5月18日

か

901152110092

川津 浩美

https://www.ebay.com/sch/2a-camerajp/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=

令和3年8月10日

か

909990018282

川津 幸則

http://www.geocities.jp/mcsk0805

か

901111710013

河西 亮平

https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceI
D=A1VC38T7YXB528&redirect=true&me=
A3NS576QDLH2YQ&merchant=A3NS576
QDLH2YQ

か

901161910046

河野 由美子

http://utsuwameguri.base.shop

か

902131810009

河野 理子

https://ricoroot.thebase.in

平成30年10月17日

か

901030810065

有限会社川野商店

http://uesu-kawano.com/

平成20年10月17日

か

901132110047

川畑 翔平

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B07H41QQ5K&isAmazonFulfill
ed=1&ref_=olp_merch_name_12&sell=AE5F
OEJ7U2O6M

か

901011410013

有限会社カワハラ

http://www.b-1.ne.jp

平成26年2月21日

か

903031010008

川原 修

http://iizuka.otakaraya.net

平成22年6月30日

か

901161810006

川邉 知子

yumeoibitomo-k.77@live.jp

平成30年1月25日

か

909990041301

河部 弘

http://www2.csf.ne.jp/~youtan-k

平成17年12月21日

か

902101210024

河村 忠紀樹

http://ahtiquenow.cart.fc2.com

平成24年12月26日

か

901010910031

川村 哲平

http://www.uptown-source.com

平成21年5月25日

か

903011710016

河面 直

https://www.skantiques.com

平成29年7月28日

か

901022210055

瓦 咲乃

https://newre.fashionstore.jp

令和4年4月18日

か

901032110103

韓 満寿

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFu1filled=&isCBA=
&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&order
ID=&protocol=current&seller=A5TJU2LBS
1VK8&sshmPath=

か

901011610036

神埼 洋年

http://www.suddeny.com

か

901150910073

株式会社カンチャンエン
タープライズ

http://www.kanchanenterprise.com

か

901041410068

カンボジアトレーディング
株式会社

http://cambodia-trading.com

平成15年11月20日
平成31年4月1日

令和1年10月24日

令和3年8月18日

令和3年10月22日

平成28年6月1日

平成24年7月17日
平成26年12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

き

901012010098

株式会社キービット

https://www.ebay.com/str/kiibitjapancam
era

令和2年9月7日

き

901020910075

株式会社キーマンズ九
州

http://www.keyman-s.co.jp/

き

909990036498

株式会社機械センター

http://grand-earth.com

き

901031710059

菊池 智史

http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=B01LC99EL8&isAmazonFulfilled
=1&isCBA=&marketplaceId=A1VC38T7YX
B528&orderID=&seller=AZAVY99D7PFV4&
tab=&vasStoreID=

平成29年12月7日

き

909990037650

菊池 美代子

https://store.shopping.yahoo.co.jp/syougu
nn

令和4年2月3日

き

909990041102

岸川 憲正

http://homepage2.nifty.com/myukids/

き

901012210079

岸川 真子

https://macon.base.shop/

き

901041610061

喜多 肇

http://www.heavyduty-ind.com

き

901011010028

機田 幸枝

http://www.toyvideo.net

き

909990032106

北川 清二

http://www.d9.dion.ne.jp/~kyoudai

き

901162110087

北川 大介

http://www.ebay.com/usr/daisuke_kitagaw
a

令和3年10月4日

き

909990041875

北九州福祉サービス株
式会社

http://www.kitafuku.co.jp/

平成18年6月5日

き

902051310044

株式会社北九州家守舎

http://www.yamorisha.com

平成25年12月25日

き

902131910006

北﨑 貢

http://sokki-battery.sakura.ne.jp

き

902131910006

北﨑 貢

https:://store.shopping.yahoo.co.jp/sokkib
attery

令和1年5月23日

き

901072110031

北島 瞳

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&protocol=current&seller=A24L561XQ9
IOQX&sshmPath=

令和3年4月26日

き

901012110088

北新 脩人

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

令和3年8月4日

き

903032110056

北野 龍一

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&seller=A1JVT12UAZGDG1

令和3年11月2日

き

901080810024

北平 潤一

http://infini-store.jp/

平成20年8月1日

き

902120810003

北丸 さおり

http://tenshigamaioriru.com

平成20年2月25日

き

903030910006

木月 真

https://shop7038.ocnk.net/

平成21年3月5日

き

902051310018

城戸 智子

http://k-alliance.info

き

903091910021

城戸 裕

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/hom
epage.html?ld=AZJPSOAFOOT

令和2年2月28日

き

901162210034

城戸 隆太郎

https://mercarishops.com/shops/weFUQEmf6m733uRxX
GKxBE

令和4年5月26日

き

901142210034

木下 恭輔

https://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&s
eller=A3HRC6DY4RL9DR&isAmazonFulfill
ed=1

令和4年7月7日

き

901071410043

木下 真太朗

http://pesca-depot.com

平成21年8月13日
令和1年7月25日

平成17年10月18日
令和4年7月27日

平成28年11月25日
平成22年4月27日
平成15年11月13日

平成31年4月15日

平成25年3月26日

平成26年11月27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

き

909990037482

木下 輝幸

http://www.jp-bright.com/

平成16年6月3日

き

909990008474

株式会社木下楽器店

http://music-kinoshita.ocnk.net/

平成27年9月4日

き

909990042893

木林 夏一

http://www.geocities.jp/partsdock2007/pa
rtsdock2007.htm

平成19年5月1日

き

901162110083

木原 朋也

https://www.mercari.com/jp/u/96274401
0/

令和3年9月17日

き

902011510012

貴船商事株式会社

http://www.kifune-gas.co.jp

き

901021010039

金 美羅

http://oahaiki.com

平成22年4月9日

き

901010910040

木村 敦彦

http://pc-touch.com

平成21年7月1日

き

902122210009

木村 一樹

https://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&s
eller=A204S29Q45B1HO

き

909990040406

木村 周平

http://www.globalmarket-inc.com/

き

901162010046

木村 哲也

http://www.ebay.com/str/forcejapan

き

901081210017

木村 智也

http://dent.kcp-fukuoka.com/

平成24年5月30日

き

909990041345

有限会社キャストハウス

http://www.fishermansluck.com

平成18年1月10日

き

903011610020

株式会社キャナルフィー
ルド

http://c-f.jp

平成28年12月2日

き

909990040932

株式会社キャプテン

http://captain-re.com/kurume/index.html

平成28年7月26日

き

901151310072

株式会社キャラバン

mangasouko-shop.jp/dazaifu

平成27年7月15日

き

901012110030

キャンプ女子株式会社

http://www.camcierge.com

き

909990040632

九活印刷機材株式会社

http://www.q-katsu.co.jp

平成17年5月25日

き

901031410014

株式会社九州エナジー

http://www.kyuena.jp

平成26年4月21日

き

901021910097

九州Ｏｖｅｒｓｅａｓ株式会
社

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

令和1年12月24日

き

901162010055

有限会社九州機材

www.kyushukizai.jp/index.html

き

909990035730

九州キャピタルファイナ
ンス株式会社

http://www.fukugin-leasing.co.jp

き

901151310049

株式会社九州国際自動
車興業

http://k-kjk.com

き

901151310049

株式会社九州国際自動
車興業

http://store.shopping.yahoo.co.jp/k-k-j

平成25年11月12日

き

909990031218

九州スズキ販売株式会
社

http://www.suzuki-w.co.jp/kyusyu-sh/

平成15年11月28日

き

901010810042

有限会社九州総合開化

http://www.hobby-factory.jp

き

909990035157

株式会社九州高尾

http://www.kyushutakao.co.jp/

き

901021010020

株式会社九州タカラベル http://takara-outlet.jp
モント

き

901011610034

株式会社九州TSUTAYA

http://storetsutaya.tsite.jp/recycle/kaitori.html

平成28年5月25日

き

901131410036

九州テクニカルディベ
ロップメント株式会社

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

平成26年7月12日

き

909990041678

株式会社九州電話通信
機

http://www.kyu-dentu.co.jp/

平成22年5月28日

平成27年8月20日

令和4年4月7日

平成17年3月16日
令和2年7月2日

令和3年3月9日

令和2年7月28日
平成20年10月31日
平成25年7月8日

平成20年7月3日
平成21年2月25日
平成22年3月3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

き

901071410040

株式会社九州ピアノセン
ター

http://kyushu-piano.com/

平成26年10月3日

き

909990042345

株式会社九州日立シス
テムズ

http://www.kyushu-hitachi-systems.co.jp

平成24年1月19日

き

909990042345

株式会社九州日立シス
テムズ

http://www.kyunichi.co.jp

平成18年11月1日

き

909990042345

株式会社九州日立シス
テムズ

http://www.kyushu-hitachi-densa.co.jp

き

909990030839

株式会社九州マツダ

http://www.qm-style.jp

平成22年9月29日

き

909990031011

九州三菱自動車販売株
式会社

http://www.kyushu-mitsubishimotors.co.jp/page/used/

平成15年12月1日

き

909990038328

株式会社九州大和

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

平成25年5月16日

き

901152110089

株式会社Ｑ太郎フーズ

http://bb-qtarou.com/

令和3年8月4日

き

901011910008

株式会社ＱＴネット

http://www.qtmobile.jp/

平成31年3月5日

き

909990042322

株式会社久宝

https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceI
D=A1VC38T7YXB528&redirect=true&me=
A25WK9KX3TJ07W&merchant=A25WK9KX
3TJ07W

平成30年6月22日

き

901071410045

株式会社九宝

http://nagazumi.kingindou.com/

平成27年1月19日

き

909990042322

株式会社久宝

http://www.dmm.co.jp/mono/dmp//exhibitorinfo/=/exid=10748/

平成30年6月22日

き

901080810012

有限会社久和

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

き

909990043496

株式会社キュビック

http://www.sanc-auto.com

き

901012110059

株式会社 協栄エレクト
ロニクス

https://kyoei-ele.jp

き

909990031073

有限会社キョウキック

http://www.comic-net.jp/

き

909990040812

共信コミュニケーションズ http://www.kycom.co.jp
株式会社

平成17年7月13日

き

901031510047

協同組合福岡卸セン
ター

http://oroshium.shoP13.makeshoP.jp/

平成27年9月16日

き

902101710016

株式会社京治

https://kyoha.theshop.jp/

平成29年6月16日

き

909990043632

清末 陽一

http://www.benriya-az.com

き

904011210040

吉良 健治郎

http://www.mbok.jp/_l?u=8255834

き

901041410001

株式会社きらめき恒産

http://www.acl-fukuoka.com

き

901151710011

切明 義宗

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

き

902122010026

桐原 潤次

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=4063970485&isAmazonFulfille
d=0&ref_=olp_merch_name_3&seller=AIEH6
0J1P94RZ

令和2年9月3日

き

902122010026

桐原 潤次

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

令和2年9月3日

き

904010910042

金 源哲（木下 源哲）

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

平成25年6月2日

き

902011510002

キングレックス株式会社

http://www.kingrex.co.jp

平成27年4月7日

き

902011210012

株式会社銀座鏡泉堂

http://www.koukakaitori.org

き

901012010092

有限会社 金修堂書店

https://kinsyudo-online.stores.jp/

平成22年10月15日

令和3年3月9日
平成19年10月31日
令和3年5月25日
平成8年8月5日

平成19年12月13日
平成24年7月5日
平成26年1月15日
平成29年3月1日

平成24年11月2日
令和2年11月4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

く

901012110012

有限会社クイーンベル
コーポレーション

http//www.waza.co.jp

令和3年2月1日

く

901021010091

株式会社空調機のホウ
エイ

http://www.kucho-houei.com/

く

901111710031

株式会社グーニーズワ
ン

http://www.gooniesone.com

平成29年12月26日

く

909990011715

有限会社久栄自動車

http://www8.ocn.ne.jp/~kan555/index.htm

平成15年12月22日

く

901011910011

株式会社くさび

https://www.studio1156.com

平成31年3月13日

く

901012110129

楠田 夏輝

https://www.ebay.com/usr/natkus_12

令和3年11月18日

く

902021910009

葛谷 憲次

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B075FC9VGY&isAmazonFulfill
ed=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7
YXB528&orderID=&seller=A1FN6E5XPBU
JO3&tab=&vasStoreID=

令和1年10月23日

く

901071310035

ＧｏｏｄＬｉｆｅ株式会社

http://lifegoodlife.com

平成25年7月10日

く

904011810012

工藤 拓夢

http://digit25.shop33.makeshop.jp

平成30年4月23日

く

901072110032

國武 良雄

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

令和3年4月26日

く

901081210030

國村 美代子

http://sky.geocities.jp/solcadeau/antique.
ntml

平成25年5月14日

く

902091810005

久保 大輔

http://www.first-glare.com

平成30年1月30日

く

901011810020

久保 哲也

https://www.material-market.com

平成30年4月10日

く

902051110037

久保 紀郎

http://shop.leather-tramp.com

平成24年9月20日

く

901021910099

窪井 塔也

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isamazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&seller=A212R9S5687XA4&tab=&vasSt
oreID=

令和1年10月29日

く

901071810029

窪喜 太一郎

http://nomaooike.otakaraya.net

平成30年9月19日

く

901071110022

久保田 真梨子

http://shop.vintage-keramik.com/

平成23年6月22日

く

909990040872

クボタシステムズ株式会
社

http://www.ksi.co.jp

く

909990041090

久保 佳男

http://www17.ocn.ne.jp/~t_b

く

904011010013

隈 亜由美

http://linenroom.main.jp

く

904100910003

熊川 勝次

http://wunderbar.web5.jp/

平成28年2月8日

く

902061110006

株式会社クマケン

http://www.kumaken-kitaq.com

平成23年4月5日

く

901031110005

熊野 秀幸

http://seiwa-auto.com

平成23年4月8日

く

901021210013

隈部 安美

http://auckland.ocnk.net/

平成24年2月20日

く

901030810042

熊本 猛

http://katw.biz

平成27年1月23日

く

909990030302

クライム株式会社

http://www.ticket-fukuoka.co.jp/

く

901012010097

クラシックギターマガジン
株式会社

http://www.com-guitar.com

く

909990043673

倉田 美由紀

http://mommy-child.com

く

901131110020

倉智 摩利子

http://hakatamariya.shop-pro.jp

く

903061810001

倉智 靖夫

https://www.kamatech.jp/

平成22年8月18日

平成17年8月3日
平成17年10月14日
平成22年5月11日

平成15年12月16日
令和2年8月31日

平成19年12月25日
平成23年2月24日
平成30年1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

く

901071910056

株式会社ＧＲＡＺＩＥ

https://369vintage.com/

令和2年6月10日

く

902010910022

倉橋 かほり

http://re-birth69.com

く

902010910022

倉橋 かほり

http://www.magnet-holic.com

平成22年6月10日

く

904011010018

有限会社クラビアート

http://claviart.com

平成22年5月20日

く

901161810033

ＣＲＡＷＴ株式会社

http://kaitoruzousan.com

平成30年6月8日

く

901020810098

株式会社クラマ

http://www.kurama1979.com/

令和1年6月24日

く

902101710028

庫元 健二

https://www.amazon.co.jp/s?me=A2FFKU
6XMYP1QQ

く

901010910020

藏本 英俊

http://isaac-shop.com

く

901072110068

株式会社ＧＲＡＮ

https://www/rakuten.ne.jp/gold/granbeau
tyon-line/

令和3年8月18日

く

901071510008

株式会社クリーン・レー
ベル

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

平成27年9月25日

く

902121510006

株式会社グリーンフィッ
シュ

http://green-fish.net

平成27年3月20日

く

902122010014

株式会社グリーンフィッ
シュ

http://green-fish.net/

令和2年6月17日

く

901021810091

株式会社グリーンメディ
カル

https://www.green-medical.jp

平成30年10月12日

く

901021510078

栗下 愛絵

http://kego.otakaraya.net

平成27年10月28日

く

901111510009

ＣｒｙｓｔａｌＬｉｆｅ株式会社

https://www.pc-city.co.jp

平成30年10月31日

く

901040810058

栗田 卓郎

http://suijindo.com

く

903011210002

栗田 伸仁

http://ameblo.jp/nobbysbase

平成24年2月7日

く

901112110051

クリフチャンネル株式会
社

http://pc.cliffch.com

令和3年8月31日

く

904040810004

栗山 新吾

http://secondhand.ocnk.net/

平成20年3月28日

く

904011810015

株式会社クルーク

https://klug-shop.jp

平成30年5月21日

く

909990033798

有限会社クルーズ

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

平成26年2月14日

く

901010810065

株式会社くるくる屋

http://www.curu2.com

平成20年9月22日

く

909990013412

株式会社クルマーズ

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

平成15年12月11日

く

909990030856

株式会社車工房

http://www.kurumakoubou.com/

平成15年11月28日

く

902040910001

株式会社クレイン

http://www.jewel-cafe.jp

平成23年7月14日

く

901021810008

グレインマシナリー西日
本株式会社

http://www.gm-chubu.jp/

平成30年1月26日

く

901130910037

株式会社クレストジャパ
ン

http://moto-crest.ocnk.net/

平成21年3月24日

く

909990040736

株式会社クレセント貿易

http://www.noppin.com

く

909990040736

株式会社クレセント貿易

http://www.crescent-shop.com

平成17年6月22日

く

901021810045

合同会社クローバー

https://store.shopping.yahoo.co.jp/clover
-yafu-ten

平成30年4月27日

く

901011810023

株式会社グローバルヴィ https://drone-global.net
レッジ

く

901081010041

有限会社グローバルエク http://www.global-epcl.com
セレントプロダクツ

平成21年12月21日

平成29年12月20日
平成21年4月30日

平成24年1月16日

平成24年9月6日

平成30年4月27日
平成22年12月10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

く

901022210039

株式会社グローバルジャ https://www.globaljapaneight.com
パンエイト

令和4年3月17日

く

901070810022

株式会社グローバルリン http://www.global-linx.com
クス

平成20年6月13日

く

901161410005

グローライズ株式会社

http://oonojyo.otakaraya.net

平成26年6月30日

く

901112010048

黒川 和幸

https://www.amazon.co.jp/s?me=A16CF5
JU5GE416&marketplaceID=A1VC38T7YX
B528

く

901022010131

黒木 隆志

https://bugi.thebase.in/

令和2年10月23日

く

901152010121

黒澤 りえ

https://www.goshotemari.com/

令和2年10月13日

く

902101610023

株式会社CROSS

http://cross-kitakyu.com

く

901131110097

株式会社クロスプラン

http://crossplan.co.jp/

平成23年10月5日

く

901021510068

株式会社クワノ

http://www.s-kuwano.co.jp

平成27年7月31日

く

901021510068

株式会社クワノ

http://www.areyakoreya.com

平成27年7月31日

く

901021410060

桒野 宏幸

http://shinkohin.com

平成26年7月11日

く

901031510008

桑原 一啓

http://kakdeco.com

平成27年3月4日

け

909990042914

有限会社Ｋ

http://milknet.hopstep.jp/index.html

平成19年5月11日

け

901070910017

株式会社圭

http://www.axess-jp.com/

平成21年5月14日

け

901012010072

有限会社ＫＩアドバンス

http://recordshopbagism.com

け

909990043134

株式会社ケイ・アイ・シー http://www.union3.jp
企画

平成23年8月24日

け

902031210018

合同会社Ｋ－ｗｉｎｇｓ

http://kz-dream.info

平成24年5月14日

け

909990043340

株式会社ケイウォッチ
コーポレーション

https:/onlyonewqtch.theshop.jp/

令和1年12月18日

け

909990043340

株式会社ケイウォッチ
コーポレーション

http://ki-watch.com/

平成21年1月16日

け

909990043340

株式会社ケイウォッチ
コーポレーション

http://www.ki-watch.com/

平成21年1月16日

け

901141610020

株式会社ＫＬＤ

https://kld-c.jp

令和1年6月14日

け

902120810002

株式会社ＫＯコーポレー
ション

http://www.k-o-corp.com

平成20年3月4日

け

909990039035

株式会社Ｋ－ＧＯＬＤイン http://www.k-gold.co.jp
ターナショナル

平成17年7月19日

け

901041210026

株式会社 KGTM

http://www.triumph-fukuoka.jp

平成24年5月21日

け

909990042409

株式会社ケイズエンター
プライズ

http://store.yahoo.co.jp/hobby-shop-ks/

け

909990039229

有限会社ケイズプロジェ
クト

http://www.ksproject.com/

平成16年3月5日

け

902051910002

合同会社Ｋ２

http://ibori.otakaraya.net

平成31年1月7日

け

901021710077

ケイティケイ株式会社

http://www.ktk.gr.jp

け

904012110048

株式会社ケイマックス

https://kmax-k.co.jp/

令和3年5月26日

け

901132210025

株式会社Ｋメディカル

https://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&s
eller=A21JI26RZY3Q6Z&isAmazonFulfilled
=1

令和4年6月30日

令和2年9月28日

平成28年10月26日

令和2年7月13日

平成18年11月17日

平成29年9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

け

901132210025

株式会社Ｋメディカル

https://store.shopping.yahoo.co.jp/chouch
oushop7/info.html

令和4年6月30日

け

904091910008

株式会社ＫＲＣ

http://moc-camper.com/

令和1年7月25日

け

901021710016

株式会社ケー・アンド・
イー

http://www.k-and-e29.com/

け

902041910004

株式会社ＫＭＣ ＪＡＰＡ
Ｎ

https://www.kmcjapan.com

け

901021710006

ゲームクリエイターズギ
ルド株式会社

http://guild-bar.com

平成29年1月31日

け

909990037881

有限会社ゲットマーケッ
ト開発

http://mtdr.jp/

平成15年12月5日

け

902091610024

株式会社玄海通商

http://genkaihikkosi.com

平成28年12月2日

け

909990041399

玄海ヤンマー株式会社

http://www.yanmar.com/jp/about/compa
ny/genkai_yanmar/

平成30年9月19日

け

901041310017

檢﨑 雄二

http://www.beadspark.net

平成25年3月12日

け

901151610040

権丈 愛

http://www.inoka.net

平成28年6月25日

け

904010810083

株式会社ケンビル

http://kenbill.com

平成20年11月13日

け

904010810083

株式会社ケンビル

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

平成20年12月24日

け

909990040483

見聞堂株式会社

http://www.kuradashi-honpo.com/

け

909990040483

見聞堂株式会社

http://www.usedpc-king.com

平成18年7月19日

け

909990040483

見聞堂株式会社

http://www.pc-zeong.jp

平成17年7月30日

こ

901151710065

有限会社コアテック・九
州

https://coatec.co.jp

こ

909990042862

小泉 晴義

http://www.eion-sys.com

平成19年4月19日

こ

901012010121

小泉 美紀

https://kizunaya.kawaiishop.jp/

令和2年10月28日

こ

901151110020

有限会社幸桜

http://www.yoka-hikkoshi.com

平成23年4月15日

こ

909990042791

株式会社光輝

http://kouki.cc/

平成19年3月26日

こ

901022110141

髙口 幸雅

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

こ

901082210015

合志 のぞみ

https://thereshegoes.base.shop

こ

909990039990

有限会社高祖自転車商
会

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

こ

901142010028

髙武 将樹

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B01EW3BHLG&isAmazonFulfill
ed=1&ref_=olp_merch_name_1&seller=A3HC
9K77PTUEA

こ

902101010010

上妻 里美

http://dimple-zakka.com

平成22年5月19日

こ

902101310023

株式会社紅梅

http://ashiba-syokunin.com

平成25年11月5日

こ

901132010064

株式会社弘文堂

http://www.koubundo.co

こ

909990039240

株式会社高陽

http://el-golf.co.jp/

平成16年3月22日

こ

902050910034

株式会社光和商事

http://lacerise.jp

平成21年9月25日

こ

902050910034

株式会社光和商事

http://www.lacerise.jp

平成21年9月25日

こ

909990018415

株式会社古恵良販売

https://Koera.shop/

平成26年2月26日

こ

901030810001

ＧＨＯＳＴ ＤＥＳＩＧＮ株式 http://www.ghost-d.com/
会社

こ

902092010056

株式会社ゴールド商社

http://gold-shousha.jp

平成29年2月28日
令和1年5月17日

平成18年3月9日

平成29年10月12日

令和3年11月5日
令和4年3月2日
平成16年10月25日
令和2年9月28日

令和2年9月24日

平成21年6月23日
令和2年12月7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

こ

909990042154

株式会社ＫＯＷＡイン
ターナショナル

http://kowa-int.jp

平成18年8月28日

こ

909990043660

コーワコーポレーション
株式会社

http://www.rakuten.co.jp/net-gear/

こ

904012110041

コーワコンピュータ株式
会社

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/ubadd
63765

こ

902100810041

古賀 清春

http://www.micro-science-koga.com

平成25年12月17日

こ

902100810041

古賀 清春

http://store.shopping.yahoo.co.jp/ks17490

平成25年12月17日

こ

901152010135

古賀 桂太郎

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=BO76W7JB6S&isAmazonFulfill
ed=l&ref_=dp_mbc_seller_rating&seller=AJZ
XS2DZ054TQ

令和2年10月28日

こ

901072110094

古賀 彰太

https://jp.mercari.com/user/profile/6547
87905

令和3年11月11日

こ

909990034563

古賀 真次

http://homepage2.nifty.com/kogaybd/

平成15年10月16日

こ

909990031778

古賀 隆

http://www.ms-maverick.com/

平成15年11月28日

こ

901082110049

古賀 剛

https://www.amazon.co.jp/sp?encoding=U
TF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&m
arketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID
=&protocol=current&seller=A3CTLUKBZA
91DH&sshmPath=

こ

909990018046

古賀 知行

http://www.kogashoten.com/

こ

909990018046

古賀 知行

http://kogashoten.jp

こ

901162110017

古賀 浩樹

https://simpleoripa.thebase.in

令和3年2月16日

こ

901042210028

古賀 浩敬

https://www.regroup.website/reofficialsite

令和4年4月13日

こ

901071010047

小金丸 祐里栄

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&popup1&seller=A3N85AG6NSQOGM&sshmpat
h=shipping-rates - rates

平成22年10月14日

こ

901071010047

小金丸 祐里栄

http://store.shopping.yahoo.co.jp/tumugi0
864

平成26年12月26日

こ

901021910083

小串 洋一

http://www.jazz-riverside.jp

令和1年8月22日

こ

902022010002

酷特商通株式会社

https://kokutoku.com

令和2年5月25日

こ

903032110040

國分 奏希

https://shg0423.stores.jp/

こ

904092110015

ＣＯＣＯＭＩ株式会社

https://www.ebay.com/usr/cocomi_japan

令和3年6月22日

こ

909990041637

小佐々 優

http://www.kosasa.com

平成18年4月6日

こ

901011810038

ゴザルジャパン株式会社 https://www.eBay.com/usr/info-84204

平成30年6月22日

こ

902051410014

兒島 靖彦

http://www.cojimaya.jp

平成26年5月19日

こ

901031210065

合同会社ｇｏｏｄｓｐｅｅｌ

http://good-speel.shop-pro.jp/

こ

901021610053

有限会社コスミック

htp://www.divecosmic.com

こ

903011910013

ＣＯＳＭＯ ＡＲＴＳ株式
会社

https://cosmo-arts.com/

こ

901130910070

株式会社コスモコア

http://cosmocore.com

こ

909990042406

コソデジャパン・コーポ
レーション

http://www.kosode-japan.co.jp/

平成19年12月20日
令和3年5月14日

令和3年11月15日

平成16年1月4日
平成26年1月28日

令和3年8月2日

平成24年11月28日
平成28年6月14日
令和2年1月8日

平成21年7月6日
平成18年11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

こ

909990042406

コソデジャパン・コーポ
レーション

http://www.rakuten.co.jp/kosode-japan/

平成18年11月15日

こ

902052210010

小谷 伸一

https://www.amazon.co.jp/sp?marketplac
eID=A1VC38T7YXB528&seller=A2L3B8P9
5LPXRS&isAmazonFulfilled=1&ref=dp_mer
chant_link

令和4年2月18日

こ

901132210002

児玉 和音

https://dogu-kodama.shop-pro.jp

令和4年1月14日

こ

909990043026

児玉 優子

http://ldg-books.com

平成19年6月5日

こ

901121810011

五反田 一寿

http://rely-on.info

こ

904112010021

後藤 健児

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B00FQgt20M&isAmazonFullled
=0&isCBA=&marketplaceID=AorderID=&sel
ler=A3I44oRI8GEY4H&tab=&vasStoreID=

令和2年7月14日

こ

902120810009

後藤 美代子

http://www.g-kurukuru.com

平成20年8月6日

こ

909990022301

株式会社後藤ガレージ

http://www.gotogarage.co.jp/

こ

902031110004

コニカメタル株式会社

http://www.konika-metaru.co.jp

平成23年1月17日

こ

909990038228

小西 貴代美

http://www8.plala.or.jp/ANGEL_KISS/top.
htm

平成15年12月1日

こ

909990040268

小林 和宏

http://www3.coara.or.jp/~kiyuan

平成17年2月16日

こ

909990038171

小林 剛

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

平成31年3月25日

こ

901012110103

小林 翔太

https://lind072fuk.official.ec

こ

909990043096

小林 孝

http://store.shopping.yahoo.co.jp/shoposeven07

こ

902051310021

小林 奈津美

http://narurupink.cart.fc2.com/

平成25年6月6日

こ

902051310021

小林 奈津美

http://narurulove.cart.fc2.com/

平成25年6月6日

こ

901021510033

株式会社呉服のたかは
し

http://gofukunotakahashi.co.jp

平成27年5月15日

こ

904112110032

株式会社呉服のねごろ

http://kimono-reserve.com

令和4年7月1日

こ

901031010004

小町本舗株式会社

http://komachihompo.com

平成22年1月8日

こ

902132010020

小松 祐一

https://www.noel-store.com

令和2年8月31日

こ

909990025096

コマツクイック株式会社

http://auction.kuec.com/ureca/

こ

909990025096

コマツクイック株式会社

http://www.kuec.com/

平成15年10月20日

こ

909990025096

コマツクイック株式会社

http://pr.kuec.com/

平成15年10月20日

こ

909990025096

コマツクイック株式会社

http://g-ureca.komatsu.co.jp/

平成15年10月20日

こ

909990025096

コマツクイック株式会社

http://tender.kuec.com/au

平成21年8月27日

こ

901021810055

合同会社コミコミ倶楽部

http://www.carsensor.net/shopnavi/3181
90001

平成30年10月5日

こ

902091510001

株式会社コムハンズ

http://www.comhands.net

平成27年1月13日

こ

902022010003

合同会社コモダ

https://www.ebay.com/str/manpukucame
ra

こ

901012110105

小柳 徹朗

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

こ

909990039034

株式会社ゴルフ・ドゥ九
州

http://www.golfdo.com/

平成30年8月31日

平成15年11月12日

令和3年9月7日
平成26年1月15日

平成21年8月27日

令和2年6月26日
令和3年9月7日
平成15年12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

こ

901132210021

株式会社ゴルフランドウ
エスト

https://www.golfland.co.jp

令和4年6月30日

こ

901021110021

コレクション有限会社

http://www.f-collection.jp

平成23年1月28日

こ

901030810008

コンシダレット株式会社

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

平成25年11月5日

こ

903011710011

株式会社コンドウ

http://kondo-bungu.com

平成29年6月26日

こ

902032210006

近藤 健太郎

https://store.shopping.yahoo.co.jp/rodma
n/

令和4年1月28日

こ

901032210059

近藤 史哲

https://www.ems-jp.com

令和4年5月24日

こ

901151710043

近藤 佳史

https://www.repiacp-net.com

平成29年7月20日

こ

901011110036

株式会社コンプランド

http://store.shopping.yahoo.co.jp/compra
ndo

平成25年9月13日

