は行古物商一覧
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

は

901011610010

有限会社パ・シェール

http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user
/posecafe2

平成28年2月3日

は

901030810023

株式会社ハートアロー

http://www.aiue-auto.com

平成20年4月21日

は

909990039929

有限会社バイクショップ
フォーラム

http://www13.plala.or.jp/b-forum

平成16年10月6日

は

901130810110

有限会社バイクランド

http://www/bike-land.com

平成31年4月11日

は

901012110131

株式会社ハイタイド

https://hightide.co.jp

令和3年11月22日

は

901041910045

株式会社ＨＩＤＥ＆ＳＥＥＫ https://hsgarage.co.jp

令和1年7月25日

は

901151310002

ハイライン株式会社

http://brandingstore.jp/

令和2年2月14日

は

901151310002

ハイライン株式会社

https://www.rakuten.co.jp/branding02/

令和2年2月14日

は

901151310002

ハイライン株式会社

https://store.ponparemall.com/branding

令和2年2月14日

は

901151310002

ハイライン株式会社

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

平成26年9月9日

は

901151310002

ハイライン株式会社

https://wowma.jp/user/33613611

平成26年9月9日

は

901012210130

式会社博多機工商会

https://hakata-kikou.com

は

909990025427

株式会社博多流通

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

は

909990042116

株式会社博栄

http://www.hakuei-c.co.jp

は

901032210099

博達コーポレーション株
式会社

https://mercarishop.com/shops/QuNJgJBHQ4P4N5p7UX
MqMQ

令和4年8月10日

は

901022210098

株式会社箱ばん屋

http://hakovan.jp

令和4年7月19日

は

909990040423

橋口 節子

http://www.shop-ms.jp

平成17年3月22日

は

904112110030

橋元 直輝

https://store.shopping.yahoo.co.jp/theidea
1shop-sty1ish/

令和3年12月14日

は

901132110008

橋元 隆太

https:www.amazon.co.jp/gp/profile/amzn1.
account.AFYB7IDGSWSGW5KTV5OES5V
YB6GQ?is-secure=true&ref_=ya_d_I_profile

令和3年2月3日

は

901031410045

株式会社パステック

http://pastec.net

は

901072210005

株式会社Ｐａｃｅｌｍｅ

https://blumo-platz.com/pages/legalinfo

令和4年1月14日

は

909990039700

長谷川 伊佐男

http://www21.ocn.ne.jp/~isao

平成16年7月6日

は

902051510003

ハゼモト建設株式会社

http://hazemoto-k.co.jp/

平成27年3月3日

は

902052110012

有限会社ぱそこんや

https://machipaso.com/

令和3年2月17日

は

901041910023

畠山 隆志

https://therita.base.shop/

令和1年6月10日

は

902092010012

波多野 翔太

http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=&isAMAZONFulfilled=&isCBA=&
marketplacID=A1VC38T7YXB528&orderID
=&seller=AGFG15YGH1JW5&tab=&vasSto
reID=

令和2年3月26日

は

909990040680

八馬 俊也

http://www.bekkoame.ne.jp/~hachii-/

平成17年6月2日

は

901072110088

合同会社はちはち

https://mercarishops.com/shops/7wtgCNhUK7x7WLPHG
eLLbn

令和4年10月28日
平成15年11月27日
平成18年8月17日

平成26年10月28日

令和3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

は

901150810002

有限会社バックアップ
トーワ

http://www.bktowa.co.jp

平成20年1月24日

は

901022110020

Ｂｕｃｋｓｔａｒ株式会社

https://www.buckstar.co

令和3年2月24日

は

901162110023

服部 敏也

https://offtherecord.official.ec

令和3年3月11日

は

909990016346

株式会社花園モータース http://www.autogarden.co.jp/

は

909990041639

有限会社花みちカンパ
ニー

http://www.centertail.com

は

909990030448

株式会社パナミューズ

http://www.otakara-hakken.com/

は

902052110023

羽根 祐策

https://www.amazon.co.jp/sp?encoding=U
TF8&asin=B000W9H66K&isAmazonFulfilled
=0&ref_=olp_merch_name_1&seller=A32WB
O82A2LDJW

令和3年3月16日

は

904051910011

はねオンライン株式会社

https//haneonline.jp

令和1年5月31日

は

904012110009

株式会社パピー

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsunag
u-books/

令和3年9月24日

は

901022110145

合同会社ハピネス倶楽
部

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
arketplaCeID=A1VC38T7YXB528&orderID
=&ProtoCol=Current&seller=A2KYX0O4D
AK1L6&SShmPatn=

令和3年11月17日

は

909990040174

バブ クレイ アレン

http://www.old-school-iron.com

平成17年3月2日

は

901162110046

濵 貴史

https://yokabaido.com

令和3年5月24日

は

909990043136

濱 貴史

http://yokabaido.s355.xrea.com/

平成23年5月6日

は

901151410047

濵﨑 忠

http://cars-mp.com

平成26年7月7日

は

901082210037

浜本 美保子

http://www.ebay.com/usr/chatran

令和4年6月16日

は

904022010006

株式会社ｈａｍａｗａｋｉ

http://www.adloop-cars.jp

令和2年6月2日

は

903031410014

林 嘉徳

http://auctions.yahoo.co.jp

平成26年7月10日

は

901021410086

林 義教

http://www.amazon.com.jp/shops/a39jdm
mmeb1v26

平成26年10月6日

は

901082210054

林田 寛大

https://kkfurugi.theshop.jp/

は

909990040869

原 健太

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

は

904091110005

原 裕

http://www.mokei-hara.com

は

901161910040

原 亮太

https://www.amazon.co.jp/s?me=AVWTFE
3XV2MGV&marketplaceID=A1VC38T7YXB
528

は

909990042186

有限会社原建機産業

http://www.k5.dion.ne.jp/~shara/index.html

は

901032010017

合同会社ＰＡＲＡＧＯＮ
ＴＲＡＤＩＮＧ

https://paragon001.thebase.in/

は

909990041214

有限会社はら写真館

http://www.harashashinkan.com

は

901042010099

原田 恵子

http://mamagoto-ya.com/

令和3年10月25日

は

901032110101

原田 謙剛

https://ii-hakozaki.shop-pro.jp

令和3年10月11日

は

902062110010

原田 知舎

https://www.nima-artgallery.com/

は

909990042747

原田 行博

http://yana-shop.com

平成15年11月26日
平成18年4月7日
平成16年2月27日

令和4年9月6日
平成25年12月17日
平成23年3月17日
令和1年7月25日

平成19年6月18日
令和2年3月2日
平成17年11月29日

令和3年6月21日
平成20年10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

は

901152210065

原田 遼

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&seller=A10MF8120HW9ET

令和4年6月20日

は

901041210010

バリューネット株式会社

http://aun.cm

平成24年3月2日

は

902042110011

株式会社ハルヒ

https://haruhi-ltd.company

令和3年7月12日

は

909990024790

株式会社ハルマチ

http://www.harumachi.com

平成16年5月11日

は

903031510017

株式会社ＨａｌｅＱｕｌａｎｉ

http://halequlani.com

平成27年7月22日

は

901072110046

ハレコンテナ株式会社

https://hrc-gh.jp

は

901111710027

株式会社パワーリンク

http://hayabusamobile.jp

平成29年11月15日

は

901111710027

株式会社パワーリンク

http://mobaroot.com

平成29年11月15日

は

901012210047

伴 義則

http://cremona-gakki.com/

は

901131110124

繁昌 弘隆

http://www.homagerecord.com

は

902021210002

株式会社ハンズクラフト

http://www.handscraft.jp/

は

904012210026

半田 豪

https://store.shopping.yahoo.co.jp/miyano
jin2/

令和4年5月2日

は

901162010042

坂東 勇季

https://www.amazon.co.jp/s?me=AGF8NW
N3JGOVG&marketplaceID=A1vc38T7YXB
528

令和2年6月10日

は

901081010019

株式会社バンベルク

http://www.kafer.co.jp

平成22年6月17日

は

901071810003

株式会社ハンホイ

http://tiemdocuhanhhoi.asia/

平成30年6月11日

ひ

901081410004

株式会社 ＢＥＥ

http://www.ar-auto-car.com

令和1年6月25日

ひ

901011010040

株式会社P＆S

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

平成26年2月25日

ひ

901011010040

株式会社P＆S

http://0120147537.com

平成22年6月18日

ひ

909990020329

株式会社ＢＣ

http://www.bike-center.net/

平成15年11月17日

ひ

901130810102

株式会社ＰＣライフサ
ポート

http://pc-lifesupport.com

平成20年10月28日

ひ

902031410003

株式会社ＨｅａｔＷａｖｅ

http://heat-wave.jp

ひ

901012210103

株式会社Ｂｅ ｎｅｘｔ

https://mercarishops.com/shops/y38cJga8i5vmSSJoJda
w2M

令和4年8月30日

ひ

901152210074

ＢｅＨＡＳ株式会社

https://dazaifuj.official.ec/

令和4年7月21日

ひ

901081110018

株式会社Ｂ－Ｌｅｆｔｙ

https:www.amazon.co.jp/sp?encoding=UTF
8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&mar
ketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&
seller=ATR128oNTPADZ&tab=&vasStoreI
D=

ひ

901111810008

東 悠貴

https://yuyuhurugi.fashionstore.jp

ひ

909990016387

株式会社Ｈｉｋａｒｉ

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

平成15年10月7日

ひ

902122110041

挽田 佑規

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&protocol=urrent&seller=A1WNG9ZC5K
C6LD&sshmPath=

令和3年10月18日

ひ

902122110041

挽田 佑規

http://jp.marcari.com/user/profile/70434
7754

令和4年2月18日

ひ

909990041370

樋口 和宏

http://page.freett.com/dtech/

令和3年6月15日

令和4年5月10日
平成23年12月20日
平成25年6月25日

平成26年1月10日

令和1年10月17日

平成30年3月9日

平成18年11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

ひ

901082010011

樋口 雄大

http://www.amazon.co.jp/sp?encoding=UTF8&isAmazonFulfilled=&isCB
A=&marketplaceID=A1VC38T7YXB

令和2年3月9日

ひ

901022110064

樋口 忠嗣

http://www.drleatherhakataekimae.jp

令和3年6月4日

ひ

901012110130

樋口 法義

https://chilloutbase.stores.jp/

ひ

904012010006

久冨 浩

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

ひ

901161710069

久野 滋

http://www.bonnsun.net

ひ

901012110013

株式会社ビスク

https://www.bisque-officialshop.com

ひ

909990043120

日高 武洋

http://niku9do.web.fc2.com/

ひ

901031810054

日高 由美

http://www.yap4cole.com

ひ

901162110002

有限会社ビッグアップル

https://harleyda-fukuoka.com

ひ

909990036100

株式会社ビッグワン

http://www.big-one.jp/

平成15年12月2日

ひ

909990036100

株式会社ビッグワン

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

平成25年7月26日

ひ

904012110099

株式会社ひつじや

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hitsujiy
akurume/

令和3年11月24日

ひ

901012110006

株式会社ビットライズ

https://bit-tar.com

令和3年5月28日

ひ

901150810010

有限会社ビデオ・テクニ
カル・サービス

http://candymilkn.com

平成20年2月8日

ひ

901151210002

株式会社日向計画

http://hinata-p.com

平成24年1月5日

ひ

901151310003

株式会社ﾋﾕｰﾏﾝﾊｰﾊﾞｰ

http://www.humanharbor.org

平成25年1月15日

ひ

902091010011

平岩 秀士

http://ncss24.com

平成22年4月20日

ひ

901011410060

平尾 聡子

http://www.amazon.com/shops/satokohir
ao

平成26年8月15日

ひ

909990034048

株式会社平尾自動車商
会

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

平成25年1月24日

ひ

901162010051

平方 聡

http://www.ebay.com/usr/tsukasa1114

令和2年7月15日

ひ

901042110096

平川 省吾

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&seller=A1I9BG6ZPTL7IW

令和3年9月24日

ひ

904011010047

平城商事株式会社

http://www.hirakishoji.co.jp

平成22年11月9日

ひ

901022010115

平古場 美幸

https://www.nijinohon.shop

令和2年9月14日

ひ

901132210039

平嶋 貴子

https://www.mercari.com/jp/u/47894869
3/

ひ

901012110070

平田 雅弓

https://archaic-store.stores.jp

令和3年6月8日

ひ

904012010012

平田 優二

http://www.jetspur.com

令和2年3月5日

ひ

901131410046

株式会社ビルト

http://www.built.com/

ひ

902122210016

広門 裕一

https://ebay.com/usr/yuu.world-japan

ひ

901072210042

広崎 美奈

https://kosyobgm.com

ひ

901131310043

廣瀬 直樹

http://miniart.info

ひ

904011210016

株式会社広瀬自動車

http://hirose-jidousha.jp

ひ

901161810008

廣田 猛

cbc811976@cvn.bbiq.jp

平成30年2月15日

ひ

901161810007

廣田 智子

cbc811976@cvn.bbiq.jp

平成30年2月15日

ひ

901131110005

広橋 勇介

http://kaitori-shichifuku.com

平成23年1月18日

令和3年11月22日
令和2年1月27日
平成29年12月25日
令和3年2月1日
平成19年7月2日
平成30年11月1日
令和3年1月5日

令和4年10月26日

平成26年10月21日
令和4年5月19日
令和4年5月6日
平成25年6月18日
平成24年3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

ひ

904052010017

広松木工株式会社

http://hiromatsu.Org

令和2年6月9日

ふ

909990032289

株式会社ファール

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

ふ

909990032289

株式会社ファール

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

ふ

901122110041

Ｐｈｉｓｍ合同会社

http://www.phism.jp

令和3年12月8日

ふ

901072210007

株式会社ファイブアール
カンパニー

https://crayon-motor.com/

令和4年1月25日

ふ

902050910007

株式会社ファインスター
コーポレーション

http://www.fine-star.net/

平成21年2月12日

ふ

901022110033

ファインピース株式会社

https://finepiece.delivery

令和3年3月30日

ふ

901012010010

ファナティクス・ジャパン
株式会社

http://www.softbankhawksstore.jp

令和2年3月10日

ふ

901012010010

ファナティクス・ジャパン
株式会社

https://wwwsofutbankhawksstore.jp

令和2年3月10日

ふ

909990017824

ファミリーオート販売有限 http://family-auto-hanbai.com
会社

ふ

901020810113

株式会社フィールソー
グッド

http://feelsogood.jp

ふ

909990041307

フィールドロック株式会
社

http://www.usedcarjapanese.com

ふ

901041410032

VOT 株式会社

http://www.cf-lapolapo.jp

平成26年5月19日

ふ

901081910017

株式会社Ｆｉｓｈｉｎｇ Ｉｎｎｏ
ｖａｔｉｏｎ

https://tsurigamisama.com

令和1年11月7日

ふ

901072110011

フィンクリエイト合同会社

https://fincreate.co.jp

令和3年2月24日

ふ

901082010012

浦 丹寒

http://ebay.com/str/awesomecamerasjap
an

令和2年4月15日

ふ

901072110109

フェイバリットプラス株式
会社

https://favorite-plus.shop-pro.jp

ふ

901022010009

株式会社フェリックス

https://www.tito-shop.com/

ふ

901010910045

有限会社フォーヴ

http://www.fauves.co.jp

平成21年7月14日

ふ

904011010041

株式会社フォーナイン

http://www.9999metal.com

平成23年5月18日

ふ

901021910028

株式会社フォトンダイナミ http://photondynamix.com
クス

平成31年3月27日

ふ

902052210003

深江 優

https://ebay.com/usr/masafu38

令和4年1月19日

ふ

909990040919

深町 みゆき

http://carshoplion.fc2web.com

平成17年8月8日

ふ

904020810003

有限会社深町商会

http://www.kobac.co.jp/kameiten/kakuten
sita1.asp?t1=282&t2=小郡店

平成20年3月31日

ふ

904020810003

有限会社深町商会

https://www.82venus.net/kobaccom/onlin
e/shopdata/introduction.php?shop=905

平成20年3月31日

ふ

901072110047

深山 和也

https://aosora2020is.theshop.jp/law

令和3年6月17日

ふ

901082010014

福井 輝美

http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=&isAmazonFulfilled=1isCBA=&m
arketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID
=&seller=A1GVNQRPBGHVDM&tab=&asSt
oreID=&pct-off=O

令和2年4月20日

ふ

901011010018

株式会社福岡ガレージ
ハウス

http://antique-blue.com

平成15年11月14日
平成29年1月18日

平成26年10月22日
平成20年11月6日
平成17年12月22日

令和4年1月7日

令和2年2月18日

平成22年3月30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

ふ

909990034419

株式会社福岡九州クボ
タ

http://www.fukuoka.kubota.co.jp

平成16年9月13日

ふ

909990034415

福岡小松フォークリフト
株式会社

http://www.f-kl.jp/

平成22年7月20日

ふ

909990030585

福岡スバル株式会社

https://www.ktushu-subaru.jp/

ふ

901031110049

福岡精米機器株式会社

http://www.fukuokaseimai.jp

ふ

909990030696

福岡ダイハツ販売株式
会社

https://ucatch.daihatsu.co.jp/php/search/summary
.php?est_group_id=P00000000738

ふ

909990033604

株式会社福岡デイリー
サービス

http://www.f-d-s.co.jp

ふ

909990030404

福岡トヨタ自動車株式会
社

http://www.toyota.co.jp/fukuoka-t/

ふ

909990003691

福岡マシンテック株式会
社

http://www.f-mt.co.jp

平成16年5月27日

ふ

901021910039

有限会社福幸技研

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

平成31年4月24日

ふ

901032010028

福島 悟

http://www.amazon.jp/sp?_encoding=UTF
8&asin=&isAmazonFulled=&isCBA=&marke
tplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=sell
er=ABVP67GZYLRXI&tab=&vasStoreID=

ふ

901081310023

有限会社福嶋商店

http://www.recycle-net.info

平成25年9月10日

ふ

902050810022

福田 幸美

http://yangang.shop-pro.jp

平成20年8月12日

ふ

901021710020

有限会社福中

http://www.sei-fuku.com

平成29年3月14日

ふ

902022210014

福永 政一郎

https://heirakudo.theshop.jp/

令和4年9月15日

ふ

902052110036

合同会社福鍋

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonnFulfilled=&isCBA=
&marketplaceID=ALVC38T7YXB528&order
ID=&protocol=current&seller=A2BJ7Q1Y1
24YAP&sshmPath=

令和3年4月20日

ふ

901162110063

福原 倫子

https://www.mercari.com/jp/u/36331153
4/

令和3年7月16日

ふ

902051110044

株式会社福ふく

http://store.shopping.yahoo.co.jp/fukufuku1

ふ

902101310017

株式会社福山

http://tool-fukuyama.com/

ふ

902101310017

株式会社福山

http://csflugel.com/

ふ

901022010026

福山 貴子

https://www.amazon.co.jp/s?me=A22MEM
TPFYPN3T&marketplaceID=A1VC38T7YX
B528

ふ

909990040668

藤井 啓次

http://aile.cc/

平成19年11月2日

ふ

909990040668

藤井 啓次

http://keiji0209.fc2web.com/index.html

平成17年5月31日

ふ

902092210044

藤井 俊一

https://www.amazon.co.jp/sp?language=e
n&ie=UTF8&seller=A1BY70DR8UT0J4&isA
mazonFulfilled=1

ふ

901031810026

藤恵 依里子

https://www.warm-hearted.jp

ふ

902122210011

藤岡 徹

https://thebase.in/to_app?s=shop&shop_id
=sixteen-base-shop&follow=true

令和1年8月29日
平成23年10月20日
平成15年12月2日

平成18年9月8日
平成15年11月29日

令和2年4月6日

平成25年4月11日
平成25年9月4日
平成25年9月30日
令和2年4月15日

令和4年8月17日

平成31年1月18日

令和4年4月21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

ふ

901152010102

藤岡 理恵

http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=B015TV05RC&isAmazonFulfille
d=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7Y
XB528&orderID=&seller=A3NGMBMSPQ4
R7M&tab=home&vasStoreID=

令和2年9月14日

ふ

901032010086

藤岡 里奈

https://www.mercari.com/jp/u/92452476
1/

令和2年9月16日

ふ

909990039212

藤上 英樹

http://www.collezione-giappone.com/

平成16年2月26日

ふ

903031210010

藤川 幸一郎

http;//www.cowboy-jp.com/

平成25年8月14日

ふ

901041410012

藤嶋 宏之

http://shop.fujishimacustomguitar.com

平成26年3月19日

ふ

902062210003

藤田 健太

https://www.amazon.co.jp?encoding=UTF8
&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplace
lD=A1VC38T7YXB528&orderlD=&protocol
=current&seller=A5UAIQOLWHN4R&sshm
Path=

令和4年2月25日

ふ

902051910009

藤田 正悟

https://store.yahoo.co.jp/youkatland/info.
html

平成31年4月22日

ふ

901131010015

藤田 大全

http://ryuuseiya.ocnk.net/

平成23年4月14日

ふ

909990039573

藤田 徹幸

http://www.antiquefujita.com/

平成16年6月10日

ふ

902091910009

伏谷 道雄

https://gasmichi.jimdo.com/

平成31年4月25日

ふ

904052110004

藤並 大樹

https//www.amazon.co.jp/sp?_encoding=U
TF8&asin=B07QRX3Y1D&isAmazonFulfille
d=1&ref_=olp_merch_name_0&seller=AIRB3
VI76HVE4

ふ

901011310057

藤本 愛

http://gallery-lumo.com/

ふ

901022010039

藤山 達弘

https://www.amazon.co.jp/sp?..encoding=
UTF8&asin=BO7GTR73W3&isAmazonfulfill
ed=O&isCBA&

ふ

901132110010

藤原 寛希

https://welfind.theshop.jp

ふ

909990013120

渕上 由利雄

http://www0926512197.com

平成16年1月14日

ふ

909990013120

渕上 由利雄

http://hpm3.nifty.com/hizenya78/

平成16年1月14日

ふ

909990013120

渕上 由利雄

http://homepage3.nifty.com/hizenya78/

平成16年1月14日

ふ

909990013120

渕上 由利雄

http://homepage3.nifty.com/hizenya781

平成16年1月14日

ふ

909990013120

渕上 由利雄

http://hpm3.nifty.com/hizenya781

平成16年1月14日

ふ

909990013120

渕上 由利雄

http://www.0926512197.com/

平成16年1月14日

ふ

909990013120

渕上 由利雄

http://www.肥前屋質店.com

平成16年1月14日

ふ

909990013120

渕上 由利雄

http://www.肥前屋質店.com/

平成16年1月14日

ふ

909990030980

ブックオフ福岡株式会社

http://lego-kaitori.com

平成31年1月4日

ふ

909990030980

ブックオフ福岡株式会社

https://oasisclothing.site

平成5年9月10日

ふ

909990030980

ブックオフ福岡株式会社

http://ehon-kaitori.com

平成31年1月4日

ふ

909990030980

ブックオフ福岡株式会社

http://youji-kyozai.com

平成31年1月4日

ふ

909990030980

ブックオフ福岡株式会社

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

ふ

909990030980

ブックオフ福岡株式会社

https://courtstreetgrill.com

令和3年1月27日

平成25年8月20日
令和2年5月11日

令和3年3月3日

平成17年10月18日
令和2年7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

ふ

909990030980

ブックオフ福岡株式会社

https://kierankramenbooks.com

ふ

909990030980

ブックオフ福岡株式会社

http://bookoff-fukuoka.jp/

平成17年10月18日

ふ

909990032852

株式会社ＢＯＯＫＳあん
とく

http://king-ya.shop-pro.jp/

平成24年9月19日

ふ

901012110009

株式会社ＢｏｏｋＳｔｏｒｙ

https://amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8
&asin=429910100&asisAmazonFulFulfilled=
1

ふ

901021210031

株式会社ＢＯＯＫＲＩＶＥＲ http://www.bookriver.jp/

平成24年4月13日

ふ

904011110011

船津 正臣

http://monange.shop28.makeshop.jp/

平成23年2月15日

ふ

909990033085

株式会社フューチャーオ
フィス福岡

http://www.fof.co.jp

平成21年2月26日

ふ

904012110019

株式会社Ｆｌｉｇｈｔ

https://www.amazon.co.jp/shops/A3G5G
B2C92RDJ4

ふ

901021410093

株式会社ブライト

http://www.smart1-shop.com

ふ

901130810077

ブライト株式会社

http://sct-xwd.com

平成20年7月28日

ふ

901130810077

ブライト株式会社

http://shift-ss.com

平成20年7月28日

ふ

909990031417

有限会社プラグイン

http://www.rakuten.ne.jp/gold/chuyaonline-fukuoka/

平成27年3月24日

ふ

909990031417

有限会社プラグイン

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

平成27年3月24日

ふ

909990031417

有限会社プラグイン

http://store.ponparemall.com/chuyaonline

平成27年3月24日

ふ

909990031417

有限会社プラグイン

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

ふ

909990031417

有限会社プラグイン

http://www.chuya-online.com/

平成16年12月20日

ふ

909990031417

有限会社プラグイン

http://www.pluginguitars.com/

平成16年12月20日

ふ

901161910019

株式会社プラス

https://www.plus-japan.com

ふ

902032110010

株式会社ブラスク

http://fishing-branch.shop

ふ

904021710006

株式会社ＰＬＡＮＥＴ

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&seller=A3G7VZE4VB5BTH&tab=&vasS
toreID=

ふ

901031810051

合同会社ブランドソ
リューション

http://chihaya.otakaraya.net

平成30年9月5日

ふ

904012110110

株式会社ＦＲＥＥ ＡＳＳＩ
ＳＴ

https://toreca-stream.com/

令和3年12月20日

ふ

901151810050

株式会社ブリスクエスト

https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceI
D=A1VC38T7YXB528&me=A3A4PMNI8IW
64V&merchant=A3A4PMNI8IW64V

平成30年9月14日

ふ

901012210101

株式会社ブルースカイ

https://kitchencar-producers.com

ふ

901130910066

ブルースカイ株式会社

http://blueskyjapan.co.jp

平成22年11月9日

ふ

901021910027

株式会社Ｆｒｕｉｔｓ

http://www.monchi.me/

平成31年3月25日

ふ

901131110106

ブルーミング株式会社

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

平成23年10月28日

ふ

901131110106

ブルーミング株式会社

http://thimblesweets.com/

平成23年10月28日

令和2年5月22日

令和3年1月19日

令和3年3月10日
平成26年10月20日

平成25年3月1日

平成31年4月22日
令和3年3月10日
平成29年5月23日

令和4年8月25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

ふ

901132110035

古川 元大

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&seller=A2JWEKVWIAZGON

令和3年6月30日

ふ

901041510012

古川 竜介

http://antique.frogrocks.net

平成27年4月9日

ふ

901081610030

古川 航

http://www.f-piano.net/

ふ

901081910005

株式会社ＦＬＡＲＥ

http://www.carsensor.net/shopnavi/3051
86001

平成31年4月17日

ふ

904051410007

株式会社ブレイクスルー

https://tsuhandan.sho-sei.jp

平成30年9月21日

ふ

901011010002

フレームワークスジャパ
ン株式会社

http://www.framej.com

平成22年1月14日

ふ

904032110008

株式会社ブレーン・コー
ポレーション

http://cleaning-ukiha.com

ふ

901010910026

ＢｌｅｓｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株
式会社

http://www.bless-international.com/

ふ

901151210003

株式会社プレタロウ

http://www.puretarou.com/

ふ

901042010063

株式会社フレリコ

https://www.frerico.co.jp

ふ

901012010067

株式会社ブレンダ

http://www.wanoca.jp

ふ

909990038851

プロショップＡ＆Ｐ有限会
社

http://www.auduo-1.com/

ふ

909990024484

株式会社フロンティア・ロ http://www.frontier-logi.jp/
ジ

へ

909990033499

株式会社ベイズ

http://www.baize.jp/

へ

909990041560

株式会社ベイブルック

http://www.baybrook.co.jp/

へ

902010810006

平和商事株式会社

https://store.shopping.yahoo.co.jp/heiwa0
7/

へ

902091910010

ペースメーカーゆがわ有
限会社

https://pacemaker-inc.com/

へ

901131110121

有限会社ＢＥＯＲＣ

http://interior-beorc.com

へ

901131110121

有限会社ＢＥＯＲＣ

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

へ

901021010110

株式会社ベストエフォー
ト

http://pcaid.shop-pro.jp

平成22年10月6日

へ

901010810034

有限会社ベネフィット

http://www.f-benefit.com

平成20年5月27日

へ

901040810040

株式会社ベビーフレンド

http://www.baby-friend.com

平成20年6月27日

へ

901042010010

株式会社 ベルオートミ
ズタ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/apmark
ets/

へ

902040810006

株式会社ヘルスタウン

http://www.healthtown.jp/

平成20年12月16日

へ

902040810006

株式会社ヘルスタウン

http://www.powerhealth.jp/company/inde
x.html

平成20年12月16日

ほ

901072110039

ＢＯ ＷＡＬＴＥＲ

https://jcomics.org/

令和3年5月21日

ほ

901072110039

ＢＯ ＷＡＬＴＥＲ

https://ebay.it/usr/neko_zero_shop/

令和3年5月21日

ほ

901072110039

ＢＯ ＷＡＬＴＥＲ

https://www.instagram.com/mangashop.ja
p/

令和3年5月21日

ほ

901112210039

彭 シュウ

https://fukuokaecostyle.com

ほ

909990043621

合資会社芳香園

http://houkouen.net

ほ

901112110013

法﨑 伸一

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sumisu
mi/

平成28年11月16日

令和3年4月13日
平成21年5月19日

平成24年1月6日
令和2年8月5日
令和2年6月30日
平成15年10月3日
平成23年10月19日
平成20年8月6日
平成18年3月20日
令和4年3月24日
令和1年5月8日
平成23年12月5日

平成29年2月9日

令和4年9月20日

令和4年7月5日
平成19年12月10日
令和3年2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

ほ

901011510051

株式会社宝石修飾工房
波多ゑ

http://www.cho-sei.com/

平成27年6月30日

ほ

901031310041

株式会社ＢＯＡＲＤＩＮＧ

http://www.jetlink-nts.com/

平成25年9月25日

ほ

909990017999

帆代 豊

https://www.fanfan1.com

ほ

909990019329

株式会社ぼっくり屋

http://bokkuriya.com

ほ

902041410005

Ｐｏｓｓｉｂｌｅ株式会社

http://www.possible-japan.com

ほ

901021810049

株式会社ほっとエコライ
フ

http://hot-ecolife.jp/

ほ

902041510008

帆柱興産株式会社

http://www.rakuten.co.jp/mastak-i/

平成27年9月3日

ほ

902041510008

帆柱興産株式会社

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

平成27年9月3日

ほ

902021910006

堀 隆典

https://www.mercari.com/jp/u/21954262
4

令和1年8月27日

ほ

901132110017

堀田 尚平

https://www.ebay.com/usr/striderxxx75

令和3年4月5日

ほ

901121910007

株式会社ポルテ

http://porte-g.co.jp

令和1年5月8日

ほ

901131510019

株式会社ボルテック

http://0120201194.com

平成27年6月9日

ほ

901012110079

本多 功典

thhps://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=4594079431&isAmazonFulfille
d=0&ref_=olp_merch_name_4&seller=A2PO
TCUR96GBKA

令和3年6月16日

ほ

909990016238

株式会社ホンダカーズ北 http://www.hondacars-kitakyushu.co.jp/
九州

平成31年4月15日

ほ

909990018781

株式会社ホンダキットイ
イ

http://www.hondakitee.com

平成21年12月8日

ほ

909990024267

株式会社ホンダショップ
ライフ

http://www.hslife.co.jp/

ほ

909990039522

株式会社ホンダドリーム
九州

http://www.dream-kyushu.co.jp/

ほ

909990031557

株式会社 ホンダ四輪販 https://www.honda-kyushukita.co.jp/
売九州北

ほ

909990042993

株式会社ＢＯＮＤ

https://www.bond666.com

ほ

902052110082

本藤 達夫

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&protocol=current&seller=A21027XX9N
GNTF&sshmPath=

令和2年3月25日
平成21年6月18日
平成26年3月3日
平成30年5月17日

平成15年11月20日
平成20年9月5日

令和4年4月19日
令和4年6月7日
令和3年11月17日

