な行古物商一覧
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

な

902040810005

株式会社ナイトミュージッ http://store.shopping.yahoo.co.jp/musicク
net

平成26年5月23日

な

902050910019

有限会社直光コーポ
レーション

http://www.hmh.jp/

平成21年6月17日

な

901131310079

永井 清

http://store.shopping.yahoo.co.jp/mobilew
alk

平成25年12月9日

な

909990043530

長井 さや佳

http://sweet-vertigo.ocnk.net/

平成19年11月8日

な

901011510037

長井 哲也

http://www.clutch-shot.com

平成27年4月17日

な

901081510008

中江 和徳

http://www.amazon.co.jp/shops/A239H1R
2TW8LDC

平成27年3月26日

な

901151210029

中尾 和彦

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

平成24年4月20日

な

909990041019

中尾 一弥

http://www.d6.dion.ne.jp/~mickey.m

平成17年9月16日

な

909990041019

中尾 一弥

http://www.ynass.net

平成17年9月16日

な

901022010101

中尾 香輔

https://meshy.online

令和2年8月28日

な

902062110020

中上 昌俊

https://limean.thesop.jp

な

901071310030

永川 章

http://cart.gsale.me/cyunnubo/

な

901032110094

中川 哲也

https://www.amazon.co.jp/s?me=A33QTJ
OACOCFVP&marketplaceID=A1VC38T7Y
XB528

令和3年10月1日

な

904042110029

中木戸 拓也

http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&m
arketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID
=&protocol=current&seller=AC1C0FSCIYF
3C&sshmPath=

令和3年7月6日

な

901031710053

長坂 嘉明

http://project-acht.com

な

902031710036

永島 佐智子

https://www.amazon.co.jp/s?me=A1HFLY
X7H9KTTQ&merchant=A1HFLYX7H9KTT
Q&qid

平成29年12月8日

な

901070910014

中島 知亜紀

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

平成21年5月11日

な

901011610049

中島 英樹

http://www.syokuin.co/

平成28年8月17日

な

901031310006

中島 洋生

http://www.anton-bicycle.com

平成25年2月22日

な

901010810011

中島 弘貴

http://www.e-twinkle.jp

な

901031310006

中島 洋生

http://www.anton-bicycle.jp

な

901031410029

中島 美帆

http://store.shopping.yahoo.co.jp/japanka
waiigoods

な

902021510002

中島 裕子

http://mimizusyouten.com/

平成27年2月19日

な

909990037331

中杉 純

http://www.auto-jj.jp/

平成18年12月1日

な

901051910002

中田 大城

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=
&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&order
ID=&seller=A1EENBBFU10NO1&tab=&vas
StoreID=

な

902090910029

有限会社なかたに

http://nakatani-mura.com

令和3年9月9日
平成25年6月17日

平成29年10月26日

平成20年3月7日
令和1年12月26日
平成27年3月2日

令和1年5月14日

平成21年11月13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

な

901072010053

長野 渓

https://www.amazon.co.jp/sp?_marketplac
eID=A1VC38T7YXB528&seller=A3S5744Q
75R3GU

令和2年8月5日

な

903092110035

中野 舞

https://route201.base.shop/

令和3年10月6日

な

901120910003

株式会社長野トランス
ポート

http://www.nagano-transport.co.jp

平成21年3月2日

な

901112010050

中原 裕生

https://sellercentrai.amazon.co.jp/home

令和2年10月9日

な

901132010038

中平 尊之

https://www.amazon.co.jp/s?i=merchaneitems&me=A286U0TY2Q4CBA

令和2年6月23日

な

903032110029

永松 雄真

http://www.relubbish.com

令和3年5月18日

な

901132110037

仲光 一憲

https://usedtrader.base.shop/

令和3年7月16日

な

901041410013

中牟田 豪

http://na-ta-jewel.com/

な

901012110038

中村 文

https://fukei-secondhand.com/

令和3年4月30日

な

902092010005

中村 綾

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B08BFDXPV5&isAmazonFulfill
ed=0&ref_=olp_merch_name_4

令和2年9月23日

な

903032110053

中村 和晃

https://u-hero.jp

令和3年10月6日

な

902100910021

中村 暢亮

http://air9.biz

な

901011610033

中村 裕子

http://boutonniere1224.shop-pro.jp/

な

903091310017

中村 博文

http://reset-all.com

な

901122010023

中村 稔

https://chaosolipia39.thebase.in

な

901151710050

株式会社なかむら医療
器

http://www.nakamura-y.com/

な

909990040519

株式会社ナカムラ自動
車

http://www.nakamura-jidousya.co.jp

な

909990039779

中森 祥之

http://store.shopping.yahoo.co.jp/colorlife
ss

平成26年12月3日

な

904052110027

中山 恵

https://store.shopping.yahoo.co.jp/nakaya
ma6223/

令和3年8月12日

な

901010910019

株式会社ナガワ

http://www.nagawa-group.co.jp/

平成21年4月30日

な

901082010037

ナックスデザイン株式会
社

https://www.kenchikumania.com/

令和2年7月31日

な

901042110008

鍋島 祥太

https://www.amazon.co.jp/s?me=A3VJ5K
7H1CS4H&marketplaceID=A1VC38T7YXB
528

な

901031310027

奈良﨑 高弘

http://soundbase-fukuoka.com

平成25年7月8日

な

909990032445

楢原 三伸

http://comfort.ocnk.net/

平成21年2月9日

な

909990032445

楢原 三伸

http://www.comfort-830.com/

平成21年2月9日

な

901022010024

楢原 裕樹

https://store.shopping.yahoo.co.jp/asobiy
ori/

な

904011710009

南海部品株式会社

https://inin.porte.com

に

909990040952

仁戸田 修

http://www.golf-station.jp

に

901042110062

株式会社Ｎｉｋｏｔｔｏ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/nikotto
japan/

令和3年6月28日

に

901042110062

株式会社Ｎｉｋｏｔｔｏ

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

令和3年6月28日

平成26年3月19日

平成21年11月25日
平成28年5月16日
平成25年10月15日
令和3年3月1日
平成29年8月30日
平成17年9月2日

令和3年2月4日

令和3年3月3日
平成29年4月1日
平成17年12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

に

901042110062

株式会社Ｎｉｋｏｔｔｏ

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/yoshi_f
actory0519

令和3年6月28日

に

909990043549

西 大輔

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

に

902102110037

西 峻範

https://www.amazon.co.jp/shops/A2NR91
BM02IC7C

に

901011510081

西 裕子

http://octillion.base.ec

平成27年9月24日

に

909990043487

西川 雅之

http://www.fuari.jp

平成19年9月27日

に

909990021384

西川 義昭

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

平成25年7月21日

に

901161910004

西里 和人

http://taisetsuya-kaitori.jp

令和1年8月6日

に

904012010034

株式会社西田

http://www.fm-nishida.com

令和2年6月4日

に

901022110010

西田 安正

http://www.jukebox.blue/

令和3年2月10日

に

902031410032

西留 昭吾

http://www.fuseworks.us

平成26年11月1日

に

902031810036

株式会社西日本医療福
祉総合センター

http://www.leben21.com

平成30年9月27日

に

909990014826

株式会社西日本楽器

http://www.nishigaku.co.jp

平成21年2月19日

に

909990014826

株式会社西日本楽器

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

に

902051010003

西日本観光旅行株式会
社

http://www.wj-tour.co.jp

平成22年1月18日

に

901041210052

西日本住設 株式会社

http://www.nishijyu.co.jp

平成24年9月27日

に

901010910078

株式会社西日本情報
サービス

http://www.njs.ne.jp

平成29年1月11日

に

903031710021

有限会社西日本総建

http://sakura-rentacar.jp

平成29年6月21日

に

901041610039

株式会社西日本通商

http://www.nishinihon-tsusho.com

に

909990012141

西日本ディーゼル株式
会社

http://www.nishinihon-d.co.jp

に

909990040967

有限会社西日本ヨットシ
ステム

http://www.n-y-s.co.jp

に

902031310033

西日本リユース株式会
社

http://reuse96.com

に

901012110074

西野 圭一

http:/www.ribletradingcard.shop/

に

901021510113

株式会社ニシベ計器製
造所

http://e-nishibe.co.jp

に

909990041813

西村 美香

http://bigbless.com

に

901112010022

西村 道子

http://mercari.com/jp/mypage/identificati
on/

令和2年6月4日

に

902092110030

西村 友輔

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tomo2
0netshop/

令和3年5月12日

に

902092110030

西村 友輔

http：/store.shopping.yahoo.co.jp/kaiwind20/

令和3年10月14日

に

901131710018

西森 佳代

http://toricotte.cotorino.com

平成29年5月23日

に

901010910013

株式会社日動画廊

http://www.nichido-garo.co.jp

平成21年4月8日

に

909990031225

株式会社ニチベイエレク
トロニクス

http://www.j-net.gr.jp/nichibei/

平成19年11月16日
令和3年9月7日

平成25年3月7日

平成28年7月6日
平成23年2月17日

平成17年9月2日
平成26年5月23日
令和3年6月15日
平成27年12月21日
平成18年5月23日

平成18年6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

に

901022110130

株式会社日旅九州エン
タプライズ

http://www.nta-nke.co.jp

令和3年10月8日

に

902051110010

有限会社ニックス・ジャ
ム

http://www.nix-jam.com

平成23年3月17日

に

909990009760

有限会社日興産業

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

に

901031810035

株式会社日晃堂

http://www.nikkoudou-kottou.com/

に

902121510011

株式会社日新インターナ http://www.japan-auction-agency.com
ショナル

に

909990041525

日進化学株式会社

http://www.nissinkagaku.jp/

平成18年3月10日

に

909990040312

日新自動車株式会社

http://www.nissin-web.com

平成17年2月25日

に

901072110014

ＮＩＰＰＯＮ株式会社

https://nipponvn.com

に

902061810013

有限会社ニナタ商事

http://mojiekimae.otakaraya.net

平成30年9月13日

に

901131310076

二宮 知佐子

http://www.csf.ne.jp/~clay2001/

平成25年12月3日

に

901131310076

二宮 知佐子

http://clay2001.web.fc2.com/

平成26年2月14日

に

909990037471

二宮 剛

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

に

901151410065

ＮＩＨＯＮＡＵＴＯＩＮＴＥＲＮ
ＡＴＩＯＮＡＬ株式会社

http://nihonautointernational.comr

平成26年9月13日

に

909990042468

日本幸協株式会社

http://www.n-koukyou.com

平成18年12月5日

に

909990043346

日本紙料有限会社

http://www.nihonshiryo.com

平成19年9月14日

に

909990043084

有限会社日本ダストサー http://www.jds-r.co.jp/
ビス

に

909990043133

日本通信工業株式会社

http://www.nihon-tsushin.co.jp/

平成19年7月5日

に

901130810025

合同会社日本デジタル
エンジニアリング

http://www.jde.jp

平成20年4月4日

に

909990039179

株式会社日本テレメッ
セージ

http://www.nittere.net/

平成16年2月18日

に

901020910092

日本電子株式会社

http://www.jeol.co.jp

平成21年10月1日

に

909990043433

日本ＰＣサービス株式会
社

http://www.management-creative.jp/

平成19年10月15日

に

909990040079

ニューコ・ワン株式会社

http://www.avclub.co.jp

平成16年11月26日

に

909990021941

株式会社二輪館フチワ
キ

http://www.2rinkan.co.jp/

に

901011510098

ニワカソフト株式会社

http://xn--iphonegx4e5a9uu424ac5sdle1c.com

平成27年12月3日

ね

901011410033

株式会社ＮＥＸＡＳ４

http://mobarika-tenjin.com

平成26年5月26日

ね

904051910002

ネクスト株式会社

https://next-machine.jp/

ね

901011210059

ﾈｸｽﾄｳォｰｸ株式会社

http://next-walk.com

平成24年10月23日

ね

904011210062

ＮｅｘｔＤｒｅａｍ株式会社

http://next-dream.co.jp/

平成24年12月11日

ね

903011010003

有限会社熱帯魚館

http://www.ne.jp/asahi/tropical/fish/

ね

909990030374

ネッツトヨタ北九州株式
会社

http://www.hellonetz.com/

平成15年11月28日

ね

909990030374

ネッツトヨタ北九州株式
会社

http://www.shuntsenka.com/

平成15年11月28日

ね

909990030374

ネッツトヨタ北九州株式
会社

http://www.netzkitakyushu.com/

平成15年11月28日

平成15年11月14日
平成30年4月26日
令和1年5月24日

令和3年3月4日

平成15年10月24日

平成19年6月21日

平成16年2月6日

平成31年4月2日

平成22年1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

ね

909990030494

ネッツトヨタ西日本株式
会社

http://www.netz-nishinihon.jp/

平成16年6月2日

ね

909990030493

ネッツトヨタ福岡株式会
社

http://www.toyota.co.jp/netzfukuoka

平成15年12月10日

ね

909990030493

ネッツトヨタ福岡株式会
社

http://gazoo.com/netz/fukuoka

平成15年12月10日

ね

901081910024

合同会社ネットランド

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

ね

901161910012

有限会社ネットワーク
パーフェクトシザーズ

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

平成31年3月11日

ね

901021410058

株式会社Ｎｅｒｆ

http://www.dena-ec.com/user/33238699

平成26年8月12日

ね

901021410058

株式会社Ｎｅｒｆ

http://www.amazon.co.jp/shops/A20UPE
A6LH6UDB

平成26年7月4日

ね

901080810037

株式会社念願

http://www.nengun.com

平成20年11月19日

の

909990008484

株式会社ノーム

http://primo.honda.co.jp/nohm/

平成15年11月27日

の

903031910007

野上 大輔

https://ecfukuoka.com

平成31年3月11日

の

904051210005

野口 和範

http://www.sekikagu.co.jp/odm/

平成24年3月26日

の

903031610001

野口 国満

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

の

904090910010

野口 桂史

http://www.keimax-shop.com

の

901072010049

野口 裕司

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B00401Z3BG&isAmazonFulfill
ed=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7
YXB528&orderID=&seller=A3FUOF4XALW
7GG&tab=&vasStoreID=

令和2年7月29日

の

901012010071

野口コイン株式会社

https://www.noguchicoin.co.jp

令和2年7月13日

の

901011310066

野口コイン株式会社

http://www.noguchicoin.co.jp

平成25年9月12日

の

901082010041

野坂 悠貴

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&seller=ACZH5RNQVTOWT

令和2年8月31日

の

901142110012

野﨑 和加子

http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=&isAmazonFulfilled=&CBA=&ma
rketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=
&protocol=current&seller=A33HYGAX4FR
B1U&sshmPath=

令和3年4月5日

の

901021510042

野田 圭祐

http://auctions.yahoo.co.jp

平成27年6月2日

の

904041110005

野田 隆二

http://www.nodaya-jp.com

平成23年7月6日

の

904041610016

野鶴 誠治

http://www.nozzle-shobou.com

の

901082110014

野波 丈倫

https://www.ebay.com/usr/no1maniashop
noha

の

901070810011

野原 崇博

http://auction-ohashi.com

の

909990043017

信国 依知夫

http://www.tec-chemical.com

の

909990033054

信国 英樹

http://www.gekiyasu-biyou.com/

の

901072110070

登尾 芳光

amazon.co.jp/sp?_encoding=B085tpv2Bj&i
samazonfulfilled=1&ref_=olp_merch_name_1
0&seller=a1mzle3dx28dk0

の

901081510018

許山 茂

http://muromi.otakaraya.net

の

901112110045

野見山 晋

https://www.mercari.com/jp/u/24989141
9/

令和1年9月3日

平成28年2月4日
平成21年8月26日

平成28年9月27日
令和3年4月6日
平成25年6月28日
平成19年6月1日
平成26年3月14日
令和3年8月27日

平成27年7月24日
令和3年8月5日

許可証番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に
規定する文字、番号、記号（ＵＲＬ）

許可又は
届出年月日

の

909990040202

野見山 光彦

http://www.raycreation.biz

平成17年1月24日

の

901012010030

株式会社ノムラ

http://www.kknomura.com

令和2年5月13日

の

909990042308

野村 隆博

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

の

909990042724

株式会社ノン・ストリア
コーポレーション

http://www.nonstria.com

平成18年10月28日
平成19年5月25日

