た行古物商一覧
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

た

901031910069

株式会社Ｔｕｒｎｉｎｇ Ｐｏｉ
ｎｔ

http://turningpoint-f.com/

令和1年12月19日

た

902051010051

株式会社第一機工

http://www.daiichikikou.com

平成22年12月6日

た

909990016813

泰栄自動車販売株式会
社

http://www.tax-itazuke.co.jp/

た

901041910017

株式会社タイキ

http://www.taiki-co.net/

平成31年3月25日

た

909990034054

株式会社大黒屋

http://www.e-daikoku.com/

平成15年9月22日

た

909990034054

株式会社大黒屋

http://www.rakuten.co.jp/e-daikoku/

た

901011610051

株式会社大黒屋

http://www.daikokuya78.com

た

902051810019

株式会社タイズ

https://ties.jp/shop/

た

901152110060

Ｄｉｃｅ株式会社

http://dice.noor.jp/

た

909990023315

有限会社タイセイ自動車 http://taxmiura.hp.infoseek.co.jp/

た

901081910015

多一株式会社

http://moreonce.com

た

909990037367

大邦通信工業株式会社

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

た

909990041020

株式会社ダイヤテクノ

http://www.hoou.co.jp/

た

902121210005

株式会社ダイワ

http://www.daiwa-fukuoka.com/

平成24年2月1日

た

901021710098

ダイワ物産株式会社

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

平成29年12月1日

た

909990038988

株式会社タウ

http://www.tau-forklift.com/

平成25年7月29日

た

909990038988

株式会社タウ

http://www.tau-reuse.com

平成22年3月12日

た

909990038988

株式会社タウ

http://www.tau-reuse.com/marine

平成22年3月12日

た

909990038988

株式会社タウ

http://www.tau-reuse.com/mobile/car

平成22年3月12日

た

909990038988

株式会社タウ

http://www.tau-reuse.com/mobile/boat

平成22年3月12日

た

909990038988

株式会社タウ

http://www.tau-mobile.com

平成22年3月12日

た

909990038988

株式会社タウ

http://www.tau-trade.com/

平成22年10月5日

た

909990038988

株式会社タウ

http://www.tau-marine.com/

平成25年7月29日

た

909990038988

株式会社タウ

http://www.tau-truck.com/

平成25年7月29日

た

901012110045

田浦 まどか

https://tmadoka.thebase.in

令和3年4月14日

た

909990034352

田浦 惠

http://mirai21.net/littlestar/

た

902051310025

髙尾 明良

http://www.c-grant.net

平成25年6月28日

た

901021510053

髙木 和義

http://store.shopping.yahoo.co.jp/r-s-ty-l-e

平成27年6月22日

た

902042110008

髙倉 健治

https://kurage0424.thebase.in

た

901072010078

高倉 文明

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=499051243X&isAmazonFulfille
d=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7Y
XB528&orderID=&seller=AQZTL6QNCS81
F

令和2年11月11日

た

902051110024

髙倉 正志

http://www.fulltakt.net

平成23年5月20日

た

909990043341

高崎 晃

http://mlbshop.jp

平成19年9月13日

平成15年11月27日

平成15年10月24日
平成28年9月1日
平成30年6月13日

令和3年5月13日
平成15年11月13日
令和1年7月10日
平成17年10月12日
平成17年9月20日

平成26年11月25日

令和3年5月19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

た

909990040073

高下 愛子

http://www.j-kids.cc

平成17年4月6日

た

901131910024

高島 和也

benriyan.work

令和1年8月19日

た

901011510089

高嶋 桂子

http://www.kanringarou.com

た

909990015060

高田 雄造

http://www2m.biglobe.ne.jp/~yuzo

平成15年12月4日

た

901110910032

高田 由里

http://fuku2.net/

平成21年11月5日

た

901130910104

高附 美奈子

http://www.cherir-house.com

た

901112110031

合同会社高辻商事

https://furugi1.theshop.jp/

た

901010910028

高根 三佳

http://www.duca7.com/

平成21年5月20日

た

902051810010

高場 博司

https://tresa.jp

平成31年4月24日

た

904041210013

高橋 けい子

http://hibitoh.cart.fc2.com/

た

901081810016

髙橋 佳祐

https://www.amazon.co.jp/sp?encoding=UTF8&asin=B013SEJ6SG&isAm
azonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A
1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A3I62P
SUW41S37&tab=home&vasStoreID=

平成30年6月11日

た

909990043318

高橋 誠也

http://eicarz.com/

平成19年8月31日

た

904022010016

髙橋 正樹

http://torekabox.theshop.jp/

令和2年11月10日

た

909990040681

高原 啓輔

http://www.tintshopjapan.com/

平成18年6月15日

た

902041510004

株式会社タカミヤ

http://takamiya.jp/index.html

平成27年5月11日

た

901021510058

髙森 啓一郎

http://www.nss-k.net

平成27年7月1日

た

909990030044

株式会社タカヤマ

http://takayama78.jp

平成24年12月27日

た

909990030044

株式会社タカヤマ

http://takayama.cc

た

909990030044

株式会社タカヤマ

http://www.e-takayama.com/

た

909990030044

株式会社タカヤマ

http://takayama78online.jp

平成30年1月9日

た

909990039461

高山 典代

http://www.chuchu-kids.com/

平成16年5月7日

た

904011010044

高山 幸宏

http://eco-net-town.com/

平成22年9月6日

た

904011810007

株式会社タカヤマ久留
米

http://takayama78online.jp

平成30年3月5日

た

904011810007

株式会社タカヤマ久留
米

http://takayama78.jp

平成30年3月5日

た

901151910052

株式会社タカラボ

https://uchino-trading.com

た

909990042138

瀧澤 昌之

http://www.otomigaki.com

平成18年8月22日

た

901151410016

田北 宏次

http://store.shopping.yahoo.co.jp/baqubaq
u

平成26年3月11日

た

901141710007

滝本 健太

http://middle-itoshima.com

平成29年5月12日

た

901021710005

瀧山 彩也

https://tenten4.thebase.in/

平成29年1月11日

た

904091710011

株式会社タクティプロ
ジェクト

http://www.takutyproject.com

た

909990041842

株式会社たく美屋

http://store.yahoo.co.jp/takumiya1956

平成18年5月15日

た

909990041842

株式会社たく美屋

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/pr
ofile/isunbousi1956.html

平成18年5月15日

た

904010810019

竹内 一朗

http://donjuan.main.jp

平成20年3月12日

た

901021610076

竹内 和久

http://www.high-price.jp/

平成27年10月20日

平成21年10月20日
令和3年5月11日

平成24年10月26日

平成19年9月14日
平成15年10月14日

令和1年8月6日

平成29年10月19日

平成28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

た

902092110043

竹内 輝雄

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

令和3年7月7日

た

901032110102

竹内 博憲

http://lccouleur10.base.shop

令和3年10月11日

た

901040810068

竹内 美穂

http://www.coco-varie.com

平成20年11月21日

た

901032110052

株式会社タケトンボ

http://goenne.com

た

901032110052

株式会社タケトンボ

http://taketombo.com

た

901021910100

田子 裕己

https://store.shopping.yahoo.co.jp/takara
noomise

た

902010910002

田坂 美奈

http://hana8787.jp/

た

909990042277

有限会社タジマエンジニ
アリング

http://www.tajimaweb.com

平成18年10月10日

た

902021610007

田代 裕三

http://souzoukan.biz/

平成28年11月15日

た

901030910019

只松 靖浩

http://www.sowale.net/

た

904051910016

立野木材工芸株式会社

http://www.tatenomokuzai.info

た

901011210035

龍石 修

http://kalavinkamusic.com/

平成24年6月28日

た

909990035819

株式会社タックルベリー

http://b-net-mobile.tackleberry.co.jp

平成23年9月12日

た

909990035819

株式会社タックルベリー

http://b-net.tackleberry.co.jp

平成21年4月15日

た

909990035819

株式会社タックルベリー

http://www.tackleberry.co.jp

平成18年11月9日

た

901012010102

辰本 卓哉

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B07WSRXMS8&isAmazonFulfil
led=1&ref_=olp_merch_name_5&seller=A3B
UTWW5PVI95P

た

909990024734

田所自動車有限会社

http://www.tadokoro.co.jp/

た

904031410006

株式会社たなか

http://www.horitoriki.jp/

平成26年8月13日

た

904011410022

田中 一孝

http://www.super-duck.jp

平成26年5月12日

た

902031410005

田中 聖隆

http://heksrom.shop-pro.jp

平成26年1月26日

た

901011110040

田中 久美

http://www.k-stockroom.com/

平成23年6月23日

た

903011010005

田中 功治

http://happytown.orahoo.com/craftbase/

平成22年2月22日

た

903011010005

田中 功治

http://www.m-craftbase.com

平成31年4月19日

た

903031210004

田中 誠悟

http://www.rasta-jyurex.jp/

平成24年4月12日

た

904011410027

田中 大地

http://store.shopping.yahoo.co.jp/dbrklyn355

た

904011410027

田中 大地

http://dbrklyn355.thebase.in/

た

909990042498

田中 剛

http://www.oikura.co.jp/shoppage/781239
5

た

909990040085

田中 豊子

http://www.shonomori-foryou.com/

た

901021710101

田中 久貴

https://store.shopping.yahoo.co.jp/leaders
shop

た

902132110003

田中 ひよ

https://www.cyeriroom.com

令和3年3月4日

た

904092110013

田中 裕信

httpps://www.tanakams.com

令和3年5月28日

た

904091010005

田中 裕之

https://www.tanakams.com

令和2年6月5日

た

909990040712

田中 真剛

http://www.geocities.jp/mttotal/

平成17年6月15日

た

909990041664

田中 靖之

http://www2.epsnet.co.jp/~gc10/

平成18年4月17日

令和3年6月17日
令和3年6月4日
令和1年11月6日
平成21年1月26日

平成21年4月3日

令和1年7月5日

令和2年9月15日

平成15年11月20日

平成26年10月31日
平成26年6月17日
平成19年7月3日
平成16年12月1日
平成30年12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

た

901121910004

田中 利奈

https://ihin-porte.com/shop/chikuzen/

平成31年4月5日

た

909990040011

田中貴金属ジュエリー株
式会社

http://www.ginzatanaka.co.jp

平成16年11月1日

た

909990037337

タナカ・トレーディング株
式会社

https://www.3915.jp

令和1年12月13日

た

909990037337

タナカ・トレーディング株
式会社

http://www.tanaka21.co.jp/

た

909990037337

タナカ・トレーディング株
式会社

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/tanaka
yasdirect

た

901012110091

株式会社タナカマル商会 https://www.maru03.com

た

904031610015

谷川 茂義

http://store.shopping.yahoo.co.jp/ueki/ind
ex.html

た

901022110108

谷川 雄次

http://hakata.iatq.net

た

903092010006

谷口 瑞希

https://wwwbuyma.com/buyer/243/356.b
tml

た

909990039638

谷崎 勝彦

http://www.netpot.co.jp/

平成16年7月1日

た

904032010010

有限会社田主丸緑地建
設

https://tanushimaru.co.jp

令和2年8月11日

た

904012110042

田上 篤史

https://mitsuri.thebase.in

令和3年5月18日

た

909990041729

喜珠有限会社

http://www.yonrin.com

平成18年5月2日

た

901012110109

田端 くる美

https://tsurutokame.official.ec/.

令和3年9月30日

た

902121810003

田原 昌育

https://maskerwebshop.com/

平成30年1月17日

た

901080810026

田原 勇二

http://hakurai.pq.shopserve.jp/

平成20年7月17日

た

901080810026

田原 勇二

http://aamu.jp/

平成20年8月14日

た

901030810029

玉置 裕一郎

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

平成20年6月11日

た

909990015527

有限会社玉屋質店

http://store.shopping.yahoo.co.jp/tamaya0
078

平成26年3月19日

た

909990015527

有限会社玉屋質店

http://www.shichi-tamaya.co.jp/

た

902051010042

爲岡 正人

http://www.brainchild-net.com

平成22年11月2日

た

901012010052

爲廣 勇

https://fronTail.fashionstore.jp/

令和2年6月30日

た

901012110035

株式会社ｔｈａｌｙｓ

www.thalysinc.com

令和3年3月25日

た

902031810028

株式会社タロー

https://www.buy-taro.com

平成30年7月6日

た

901011310073

株式会社ダン・インターメ http://www.dan-itm.co.jp
ディエイト

ち

901010910006

株式会社チェッカー

http://www.checker-fukuoka.com/

平成21年3月16日

ち

909990033312

チェッカーモータース株
式会社

http://www.chrysler.jp

平成10年9月16日

ち

901011610002

株式会社チカラ

http://www.kotobanochikara.org

ち

903011110019

株式会社筑豊観光

http://chikuhou-kankou.jp

ち

909990036645

株式会社筑陽工業所

http://www.chikuyo.co.jp

ち

909990041641

有限会社ＴＩＣＲＯ ＭＡＲ
ＫＥＴ

http://www.ticro.com

平成18年4月10日

ち

901041810033

有限会社千寿企画

https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceI
D=A1VC38T7YXB528&me=A2EF70VQHB
SPE6&merchant=A2EF70VQHBSPE6

平成30年8月23日

平成16年1月9日
令和1年12月13日
令和3年8月4日
平成28年10月27日
令和3年8月18日

令和2年3月9日

平成15年10月20日

平成25年10月18日

平成28年1月6日
平成23年11月11日
平成31年4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

ち

901142010041

ＣＨＡＶＥＺ ＭＡＲＹＰＡＵ
ＬＩＮＥＦＡＹＥＢＬＡＳ

https://facebook.com/fandomandhobbies/

ち

903032110002

株式会社中央産業

http://chuosangyo.web.fc2.com/

令和3年1月14日

ち

903090910015

株式会社中央パーツセ
ンター

http://www.cpc-r.co.jp

平成21年8月3日

ち

909990038846

有限会社中部産業

http://www.tyuubusangyou.jp/

平成15年9月22日

ち

909990042693

中馬 一司

http://www.candy-dog.jp

平成19年2月22日

ち

901010910067

張 邦彦

http://mobilejapan.ps.land.to

平成21年11月26日

ち

901010910067

張 邦彦

http://mg1.jp/u1/mobilejapan/

平成21年11月26日

ち

901011110070

長 真澄

http://www.ktp-fukuoka.com

ち

909990041520

調和工業九州株式会社

http://www.chowa-k.com

平成18年3月7日

つ

901022010126

株式会社ツアーバンク

https://www.tourbank.co.jp

令和2年10月5日

つ

901142110001

塚本 圭

https://www.amazon.cp.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B08L4DNLFB&isAmazonFulfill
ed=0&ref_=olp_merch_name_55&seller=A1S
29SUU6E54B6

令和3年1月12日

つ

901161810004

築地 洋平

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tosous
even

平成30年7月26日

つ

901041910033

辻 直孝

https://www.amazon.co.jp/s?me=A3BPVS
KX9XBTV3&marketplaceID=A1VC38T7YX
B528

令和1年6月18日

つ

901010910025

辻 英信

http://syokunin.net

平成21年5月19日

つ

901152010155

辻󠄀野 雄弥

https://propup.jp

令和2年12月18日

つ

909990040690

辻原 和弥

http://tireyasan.client.jp/

つ

902011410006

筒井 貞義

http://miyakoubou.jp

平成26年5月27日

つ

909990042359

堤 俊介

http://223-net.com

平成19年11月16日

つ

903091210002

株式会社ＴＳＵ－ＮＥ

http://www.tsu-ne.com

平成24年2月13日

つ

909990042770

椿 隆行

http://members2.jcom.home.ne.jp/xe8taobagen/newpage7.htm

平成19年3月20日

つ

904101010002

津村 知美

http://www.rakuten.co.jp/leaf-t/

平成22年3月30日

つ

904101010002

津村 知美

http://www.leaffriends.com/

平成22年3月30日

つ

901161810057

株式会社ｔｒｅｅ ｆｉｅｌｄ

https://auctioons.yahoo.co.jp/seller/mats
udayjyk

平成30年12月26日

つ

904112110018

津留 聡

https://www.amazon.co.jp/shops/A4JFI3
QK0UE8F

令和3年9月1日

つ

909990018275

都留 司

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

つ

904012110085

剣ソフトウェア株式会社

http://www.tsurugisoft.co.jp

つ

909990043143

靍田 由香

http://robby.kir.jp/

つ

902122110035

鶴田 侑希憲

https://delightservice.jp

て

901012010130

合同会社ティアレ

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFu1filled=&isCBA=
&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&order
ID=&protocol=current&seller=A3GPA392G
OB3ZC&sshmpath=

て

902052010010

株式会社Ｔ＆Ｋコーポ
レーション

http://www.kawasakiplaza.net/kitakyushu/

令和2年12月24日

平成23年11月4日

平成17年6月6日

平成15年10月21日
令和3年10月25日
平成19年7月9日
令和3年9月3日
令和2年11月20日

令和2年1月23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

て

902101110022

株式会社Ｄ＆Ｄマネージ
メント

http://www.dd-management.co.jp/

平成23年10月20日

て

909990042339

株式会社ディー・エス・ア
イ

http://www.semi-dsi.co.jp

平成18年10月31日

て

909990033342

有限会社ティーケイエス

http://www.u-tks.co.jp

平成21年11月5日

て

909990041587

株式会社ＴＣＬＡ

http://www.o-rush.com

平成18年3月23日

て

902031010005

有限会社ティーズ・イン
ダストリー

http://www.yokamon.jp/shop/y537/

て

902101010015

株式会社Ｄ－ＳＷＥＡＲ

http://www.d-swear.com

て

902012110026

ＤＴグループ株式会社

https://dtgroup.jp

令和3年10月7日

て

904051310005

株式会社ティ・プラン

http://t-plan.boo.jp/

平成25年6月7日

て

901131310050

株式会社ディー・ワーク
ス

http://dworks-gp.com

て

904011510060

株式会社Ｔワールド

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

平成27年10月28日

て

901011310050

ディヴィーナジャパン株
式会社

http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/u
ser/atnanks3

平成25年8月6日

て

903011810018

株式会社ディエス

https://www.dsexporters.com

平成30年12月18日

て

909990031185

有限会社テイク・ワン

http://homepage2.nifty.com/ysp-f/

平成15年11月14日

て

901041410039

合同会社TKS

http://xh-1dkzb390nlmb990f684afqhea.com

て

902051110053

株式会社ディティーク

http://ditique.co.jp

て

909990043090

株式会社ディブ

http://www.takara-shop.biz/

て

901031010034

株式会社ディライテック

http://www.pasokon8.com

平成22年7月2日

て

901071810028

株式会社ディライトジョイ

http://delightjoy.shop-pro.jp

平成30年6月7日

て

901072010041

株式会社ディライトジョイ

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B07BXNN2BR&isAmazonFulfill
ed=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7Y
XB528&orderID=&seller=A1A739EAFN478
C&tab=home&vasStoreID=

て

901151010065

デーヴィージャパン株式
会社

http://www.daveyjapan.com

て

902121810004

株式会社ＤＣＦグループ

http://d-c-forest.com/

て

901011010010

株式会社データ復旧セン http://www.datadoctor.jp
ター

平成22年3月3日

て

901011010010

株式会社データ復旧セン http://www.drivedata.jp
ター

平成22年3月3日

て

909990025751

出口 倫且

http://carshop-d.net

て

909990020671

出口 隆二

http://urechau10106.com

平成20年6月16日

て

909990020671

出口 隆二

http://auto.jocar.jp/dragon/

平成20年6月16日

て

909990020671

出口 隆二

http://www.car-db.com/dragon/

平成20年6月16日

て

909990020671

出口 隆二

http://www.jujanaito.com/sp/dt.jsp?pk=7000551

平成20年6月16日

て

909990020671

出口 隆二

http://www.jujanaito.com/sp/dt.jsp?pk=1107227259650

平成20年6月16日

平成22年3月4日
平成22年7月21日

平成25年7月11日

平成26年6月9日
平成23年12月22日
平成19年6月22日

令和2年7月1日

平成25年9月6日
平成30年1月17日

平成20年11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

て

909990041411

テクネソリューションズ株
式会社

http://www.techne.co.jp/

平成18年2月7日

て

909990040088

株式会社テクノ・エンジニ http://www.techno-e.jp/
アリング

平成19年7月13日

て

909990040088

株式会社テクノ・エンジニ http://homepage2.nifty.com/celebrity/
アリング

平成16年12月2日

て

909990039192

有限会社テクノサーチ

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

て

909990043498

デジタルゲイト株式会社

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

て

909990043498

デジタルゲイト株式会社

http://www.digitalgate.net

平成23年3月25日

て

909990043498

デジタルゲイト株式会社

http://ebsolutions.co.jp

平成23年3月14日

て

901021010024

株式会社デジタルネッツ

http://oacopy.com

平成22年3月11日

て

909990036274

有限会社デジタルハン
マー

http://www.digitalhummer.com/

て

901041310001

株式会社デジックス

http://www.digixweb.com

て

901121510001

株式会社テック

http://tec-inc.co.jp/

て

901151610031

株式会社テックエイト８

http://tech8eight.com

て

909990031858

有限会社テックナイン

http://www.tech9.co.jp/

て

901071210009

株式会社Ｄｅｄｉｅｕ

http://www.thimbleazure.com/

平成24年3月19日

て

902101910001

株式会社テムテック

http://temtec.jp

平成31年1月31日

て

901041610030

寺崎 昭博

http://arae.otakaraya.net

平成28年6月8日

て

901131010029

寺嶋 毅

http://oikura.jp/shop/teraya

平成22年6月8日

て

901050810005

株式会社寺松商店

http://www.teramatsu.co.jp

平成20年9月18日

て

901031710054

寺本 祐成

http://rookie777.jp

て

901042110106

株式会社ｔｅｒａｌｉｎｋ

https://www.teralink.jp

令和3年10月20日

て

901030910009

天億兆株式会社

http://exportcarsjapan.com

平成21年2月13日

て

901020910114

電通サービス株式会社

http://dentsu-service.co.jp

平成28年6月29日

て

901021510051

電脳株式会社

http://www.dennoh.net

平成27年6月22日

と

901031610045

株式会社東海産業

http://www.charming-brand.com

平成28年6月13日

と

909990038841

東京センチュリー株式会
社

http://www.ctl.co.jp

平成20年6月11日

と

902131310005

洞口 和久

http://buzen-1123

平成25年10月8日

と

909990010255

東西産業株式会社

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

と

909990039091

東通西日本株式会社

http://www.to2.jp

と

901150810074

ドゥ・トラスト株式会社

http://www.golfdo.com

平成20年10月30日

と

902050810033

株式会社東武住販

http://kaigo.toubu.co.jp

平成20年8月18日

と

901021610044

株式会社豆腐の盛田屋

http://tofu-moritaya.com/

平成28年5月6日

と

901072110092

東洋ステンドグラス株式
会社

https://www.toyo-sg.co.jp

令和3年10月29日

と

909990042302

株式会社トーカ堂

http://www.tokado.jp

と

901031310049

合同会社どーしん

http://torekaoh.jp

平成16年2月2日
平成27年11月11日

平成16年5月7日

平成25年1月17日
平成27年1月9日
平成28年5月24日
平成15年11月20日

平成30年1月9日

平成15年11月28日
平成17年3月29日

平成18年10月17日
平成25年11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

と

901011110072

株式会社トータルオフィ
ス

http://www.totaloffice-web.co.jp

平成23年11月15日

と

901080810018

東野 吉泰

http://members3.jcom.home.ne.jp/cannon
996sps/

と

909990042329

株式会社トーマイ

http://www.protogolf.co.jp

と

901162010106

時津 健大

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B07J9Y68VW&isAmazonFulfill
ed=1&ref_=dp_mbc_seller_rating&seller=A6
ZVEMJB6NGNG

令和2年12月15日

と

909990025909

株式会社ドクターヒュー
ズマン

http://suctions.yahoo.co.jp/booth/nakam
u-huse

平成7年5月8日

と

901010910029

徳永 謙太

http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/umi
neco777

平成21年5月20日

と

909990040127

徳永 武将

http://www.tokukobi.com

平成20年8月22日

と

909990040127

徳永 武将

http://members10.tsukaeru.net/tokukobi

平成16年12月16日

と

909990014571

有限会社徳永自動車

http://www.tokunaga30.com/

平成15年11月27日

と

901022010125

有限会社とどろき酒店

http://shop.todoroki-saketen.com/

と

902121210011

株式会社轟の森ドラゴン

http://urechau10106.com/

平成24年5月11日

と

902121210011

株式会社轟の森ドラゴン

http://auto.jocar.jp/dragon

平成24年5月11日

と

909990042268

戸畑質屋協同組合

http://www.geocities.jp/tobata78/

平成18年10月6日

と

902062110015

泊 達夫

https://store.shopping.yahoo.co.jp/megab
eam/

と

902031910009

冨岡 正浩

http://mihara-jidousha.com/

と

901131110073

有限会社とみた

http://www.y-tomita.co.jp

平成23年8月1日

と

901021910060

富田 康一郎

https://www.shlleton.com

令和1年7月10日

と

902061110009

冨永 恵子

http://encounter.ocnk.net/

平成23年5月19日

と

909990041553

富永 真一

http://www.cinderella-style.com/

平成18年3月16日

と

909990040521

友井 英子

http://homepage3.nifty.com/best21/ecar/
index.html

平成17年4月20日

と

909990040521

友井 英子

http://ecar.web.infoseek.co.jp/ecar/index.
html

平成19年4月20日

と

902090910020

友重 建一

http://www2.hp-ez.com/hp/deltawarp

平成21年7月13日

と

902090910020

友重 建一

http://www2.hpez.com/hp/deltawarpanime

平成21年7月13日

と

903012110036

友田 朋恵

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B0972K3NDN&isAmazonFulfill
ed=1&ref=_=olp_merch_name_9&seller=A2D
G6MRUZXZN9O

令和3年10月18日

と

901071810030

友田 美恵

http://www.lucky-union.com

と

901081110026

外谷 利之

http://store.shopping.yahoo.co.jp/pcinvert
er

と

903011810002

豊﨑 絋平

http://www.yosooikan-toyosaki.com

と

901122110030

豊住 宏文

https://karisuma.shop/

と

909990030358

トヨタカローラ博多株式
会社

http://www.toyota.co.jp/c-hakata/

平成24年7月31日
平成18年11月15日

令和2年10月5日

令和3年7月9日
平成31年4月15日

平成30年6月7日
平成27年11月27日

平成30年2月22日
令和3年9月3日
平成15年12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

と

901011610022

株式会社ドライビング・
フォース

http://www.smaren-biz.com/

平成28年3月23日

と

901021810019

トライム株式会社

http://www.truim.jp

平成30年3月14日

と

902031310005

トラスト株式会社

http://www.kimonodoraku.jp

平成25年1月22日

と

909990040702

有限会社トラスト・イン
ターナショナル

http://e-okuruma.com

平成19年5月2日

と

909990040704

株式会社トラスト・トレー
ド

https://www.gluck.jp

平成29年6月1日

と

901151410030

有限会社トラックアズマ

http://www.truckazuma.co.jp

と

901151310058

株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮ
Ｅ

http://www.truck-one.com

平成25年10月18日

と

909990040958

株式会社トラベルウイン
ズ

http://www.travel-wins.com

平成22年11月22日

と

901010810008

株式会社トラベルウエス
ト

http://www.travelwest-fuk.com/

平成20年2月26日

と

901081610020

株式会社ＴＲＡＭ

http://tramjapan.com

平成28年7月11日

と

901012110128

株式会社トラヤチェーン

https://torayachain.co.jp

と

909990041015

有限会社ＤｒｅａｍｓＣｏｍ
ｅＴｒｕｅ

http://www.dreams-office.com/

と

901011310068

株式会社ドリームファクト http://www.tron-e.com
リー

と

903032110007

株式会社ドリームフィット

https://dreamfit.raku-uru.jp

令和3年1月19日

と

902052010062

株式会社ドリス

https://remembrance-doris.com

令和2年8月24日

と

901022010061

鳥巣 憲太朗

https://harutan.base.shop

令和2年6月23日

と

901162110060

鳥谷 潤平

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&protocol=current&seller=A24TOCV6L
HIKOR&sshmPath=

令和3年7月16日

と

902131510001

株式会社ＴＲＡＤＥ ＷＩＮ
Ｄ

http://ma728ko.ocnk.net/

平成27年2月5日

と

902131510001

株式会社ＴＲＡＤＥ ＷＩＮ
Ｄ

http://store.actions.yahoo.co.jp/html/prof
ile/fauto0728.html

平成27年2月5日

と

909990041977

株式会社トレードバンク

http://www.monobank.jp

平成18年7月6日

と

901041710046

合同会社ＴｒｅａｓｕｒｅＪａｐ
ａｎ

https://treasure-japan.com

平成29年11月6日

と

901161610025

株式会社トレジャー・ファ
クトリー

http://www.mensbuy.jp/

平成28年6月17日

と

901161610025

株式会社トレジャー・ファ
クトリー

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

平成28年6月17日

と

901161610025

株式会社トレジャー・ファ
クトリー

http://www.trefac.jp/

平成28年6月17日

と

901161610025

株式会社トレジャー・ファ
クトリー

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

平成28年6月17日

と

901161610025

株式会社トレジャー・ファ
クトリー

http://brandcollect.com/

平成28年6月17日

と

901161610025

株式会社トレジャー・ファ
クトリー

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

平成28年6月17日

平成26年4月25日

令和3年11月9日
平成17年9月16日
平成25年9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

と

901161610025

株式会社トレジャー・ファ
クトリー

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

平成28年6月17日

と

901161610025

株式会社トレジャー・ファ
クトリー

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

平成28年6月17日

と

901161610025

株式会社トレジャー・ファ
クトリー

http://www.tr-style.com/

平成28年6月17日

と

902052010016

トレンドサーチ合同会社

http://tresa.jp

令和2年2月18日

