ま行古物商一覧
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

ま

901152010062

馬 暁飛

https://store.shopping.yahoo.co.jp/power
max

令和2年6月22日

ま

901161510051

株式会社マーキュリー

http://yukichi-kasuga.com

平成28年1月18日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.train-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

https://www.kifu-furusato.jp

平成30年10月12日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.figure-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.kougu-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.tv-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.kaden-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.gakki-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.camera-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.mbrand-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.kyozai-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.navi-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.beauty-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.rere.jp

平成27年8月20日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

https://www.reuse-centre.com

平成28年6月14日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.houseki-takakuureru.com

平成28年7月20日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

https://www.keitai-takakuureru.com

平成28年10月17日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

https://www.noukigu-takakuureru.com

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

http://www.brand-takakuureru.com

平成26年5月30日

ま

901071410024

株式会社マーケットエン
タープライズ

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

平成27年9月24日

ま

904011310010

株式会社Ｍａｒｃｈ

http:kaitori-kimono.com

平成25年2月5日

ま

909990039460

有限会社マールコーポ
レーション

http://www.kidspeko.com/

平成16年5月7日

ま

901021910029

マイクロメディアジャパン
株式会社

http://www.micromedia.co.jp

平成31年4月4日

平成29年2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

ま

901081410029

株式会社マイル

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

平成26年8月19日

ま

909990040242

有限会社マインズ

https://amima.jp

ま

901021010078

前川 良子

http://cosmostarservice.jp/

ま

901042210040

前田 麻実

https://niniroku226.thebase.in/

ま

909990043445

前田 勲

http://m-style.vc

ま

901080810029

前田 一成

http://t-treasure.com/

平成21年4月10日

ま

909990039627

前田 和仁

http://ichitama.chu.jp/

平成16年6月30日

ま

909990040418

前田 和美

http://shasinya.com

平成17年3月17日

ま

901071510027

前田 孝昭

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

平成27年12月8日

ま

901071510027

前田 孝昭

http://gmcreate.net

平成27年5月15日

ま

909990032515

前田 利子

http://www.pinks.jp/

平成19年6月22日

ま

909990032515

前田 利子

http://pinks.stores.jp

平成26年5月28日

ま

909990032515

前田 利子

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

平成26年5月28日

ま

901131710023

前田 利春

https://www.tradecarview.com

平成29年6月30日

ま

902021410007

前田機工株式会社

http://www.maedakiko.com

ま

902031110026

前田興業株式会社

http://www.maeda-kougyou.co.jp

平成23年7月27日

ま

901011510052

マカヤ株式会社

http://macaya.jp

平成27年6月30日

ま

901032110059

牧 愛華

https://sellercentral.amazon.co.jp/sw/Acc
ountlnfo/SellerProfileView/step/SellerPro
fileView?ref_=macs_gsllrinf_cont_acinfohm

令和3年7月9日

ま

901131310057

株式会社ＭＡＱＩＡ

http:www.echigoya-fukuoka.com/minami/

平成25年8月5日

ま

901021210004

有限会社マキハラ

http://www.aoitori-m.co.jp/

ま

901112010030

牧山 誠

https:/www.amazon.co.jp/sp?encoding=UT
F8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&m
arketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID
=&seller=A2UBB0PI6GGZLS&tab=home&v
asStoreID=

令和2年7月7日

ま

904041810011

株式会社ＭＡＣＲＯＪＡＰ
ＡＮ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ryukiga
n34972/

令和4年8月8日

ま

901081710024

まごのてＪＡＰＡＮ株式会
社

http://www.magonote-japan,net

平成29年11月2日

ま

901161610009

眞砂 和人

http://mdkazz.on.omisenomikata.jp/

平成28年2月29日

ま

901071010010

真砂 律子

http://www1.bbiq.jp/s-gear/katana3.html

ま

909990030086

有限会社マシーンサービ http://www16.ocn.ne.jp/~m-serv/
ス

平成18年9月12日

ま

901071710028

増田 淳

https://www.tedukuriyubiwa.jp/

平成29年5月25日

ま

902052110064

増田 将大

http://toreshougun.stores.jp

ま

901041310020

株式会社マスターバイ
ヤー

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

平成25年7月30日

ま

909990042749

有限会社マスター・プラ
ン

http://www.master-plan.jp/

平成19年11月2日

ま

901152110123

桝本 洋平

https://shikatools.com

令和3年10月12日

令和3年6月28日
平成22年6月14日
令和4年4月13日
平成19年10月16日

平成26年10月24日

平成24年1月13日

平成22年3月8日

令和3年8月20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

ま

901152010022

益山 慶

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

令和4年6月13日

ま

901010810061

間瀬 久美

http://www.kaduraya.net

平成20年9月9日

ま

901081810031

町田 潤之助

https://camera-kaitori.jp

平成30年11月12日

ま

901072010033

松井 佑樹

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=B007629VLO&isAmasonFulfill
ed=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7
YXB528&orderID=&seller=A2BP680UTAH
GPV&tab=&vasStoreID=

令和2年6月15日

ま

909990007418

有限会社まつゐ質舗

http://store.shopping.yahoo.co.jp/pawnsh
op-matsui

平成26年2月18日

ま

904091010024

株式会社マツウラ

http://ma2ura.com/

ま

904110910011

松浦 武士

http://cbs-dream.com/

平成21年4月27日

ま

901010810033

松尾 和宏

http://www.rakuten.co.jp/g-max-hakata/

平成20年5月27日

ま

901031510057

松尾 浩二

http://vapeshop-hookahs.com

ま

909990040641

松尾 規文

http://www.rikanavi.com

ま

901131910032

松尾 憲優

https://www.amazon.co.jp/s?me=A25FI39
KKCIQ5D&marketplaceID=A1VC38T7YXB
528

ま

901041410014

松尾 芙美

http://hachijuichi.com

平成26年3月19日

ま

909990041832

松尾 雅史

http://www.startre.jp

平成18年7月19日

ま

901151410089

松尾 政信

http://www.scissorsfriend.com

平成26年12月1日

ま

901142110024

松尾 美枝

http://www.ebay.com/usr/iriem86

令和3年6月4日

ま

901131010058

松尾 美砂

https://www.etsy.com/jp/shop/kotsubuD
o

令和1年5月7日

ま

901131010058

松尾 美砂

http://yura-ya.ocnk.net

平成22年6月11日

ま

901151410005

松尾 由香

http://haretoen.com

平成26年1月14日

ま

901012210080

松尾 由紀

https://www.comino-salon.com

令和4年8月2日

ま

901032210082

松岡 健太郎

http://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&sell
er=A1IJOGSIA4JGGD&isAmazonFulfilled=
1

令和4年7月7日

ま

901012110136

松岡 久代

https://mercarishops.com/shops/RNgjHTsc3ugKNwpkmL
LQEH

令和4年1月19日

ま

909990040329

松岡 宣道

https://www.anshinworld.com

令和3年4月14日

ま

909990031667

有限会社松尾サービス

http://www.hf.rim.or.jp/~intk1912/

平成16年1月14日

ま

909990042299

株式会社マツカワ世界
堂

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

平成19年9月18日

ま

909990042299

株式会社マツカワ世界
堂

http://store.shopping.yahoo.co.jp/matsuka
wa-sekaidou

ま

909990042283

有限会社ＭＡＸ

http://www.rakuten.co.jp/garage01/

ま

909990033757

松嵜 弘隆

http://www.d6.dion.ne.jp/~hiro.mat

ま

901021910063

松重 富由一

http://ri-pasuplaza.otakaraya.net

ま

909990040500

松下 裕史

http://www.manzou.net

ま

902131810008

松嶋 晃子

https://addtoa.thebase.in/

ま

909990024464

松島 九州男

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

平成22年12月24日

平成27年10月28日
平成17年5月25日
令和1年12月3日

平成25年11月26日
平成20年9月5日
平成15年11月17日

令和2年1月15日
平成17年4月13日
平成30年10月17日
平成20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

ま

909990024464

松島 九州男

http://www.gloss-g.com

ま

901041610007

松島 美奈子

http://gochisou.sakura.ne.jp

ま

902032210046

株式会社マツシマメジャ
テック

https://www.maTsushiMa-M-tech.com

ま

902031010039

松商技研工業株式会社

http://www.matsushou.co.jp

ま

901071310012

松末 克彦

http://organ69.net/

ま

901152210029

株式会社まつだ

https://www.heartplaza-matsuda.jp

令和4年3月9日

ま

901022110106

松田 慶祐

https://www.amazon.co.jp/sp?encoding=U
TF8&seller=AYSWRRJ2K6NGO

令和3年8月9日

ま

901021610060

松田 修一

http://ms-furima.com

平成28年8月9日

ま

902032110044

松田 司

http://minne.com/@muhouan

令和3年8月18日

ま

901021410098

松田 直一

http://www.bass701.com

平成26年11月7日

ま

902051910030

松田 政臣

https://damatsuo333.shopselect.net

令和1年10月29日

ま

901081410031

松田 充広

http://www.rakuten.co.jp/g-hakataya/

令和2年4月14日

ま

904030810009

松田 充弘

http://www.gallery-plus.jp

平成22年5月7日

ま

901032210020

松田 裕太郎

https://jp.mercari.com/user/profile/1712
33514

ま

901082110050

松平 峰雄

https://oyoyoneo.com

令和3年11月17日

ま

901151420001

マツダ中販株式会社

http://www.mazda-chuhan.co.jp

平成26年12月4日

ま

909990041442

株式会社マッドマックス

http://www.madmax.jp/

平成18年6月13日

ま

902051510013

松永 公正

http://iphonequick.com/kokura

ま

902091010020

松永 圭司

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

平成22年7月12日

ま

909990043266

松永 真二

http://www9.plala.or.jp/COB

平成19年8月15日

ま

904012110063

松永 美香

https://frefac.jp

ま

902090810003

株式会社マッハ

http://www.mach5.jp/

平成20年1月30日

ま

909990040960

松場 和司

http://web2nd-pro.kir.jp

平成18年7月10日

ま

904091110006

松藤 健一

http://www.unryudo.com

平成23年5月23日

ま

901031110040

松村 佳奈子

http://inufuku-ya.com

平成23年9月30日

ま

901150910063

松村 美穂子

http://www.az-az.net

平成21年9月3日

ま

901012210041

松本 歩

https://www.ebay.com/str/samuraicamer
amart

令和4年4月13日

ま

901032210093

松元 一郎

https://www.mercari.com/jp/u/75408501
3/

令和4年8月3日

ま

901032210097

松元 典子

https://jp/mercari.com/user/profile/2741
58114

令和4年8月8日

ま

901032210097

松元 典子

https://jp.mercari.com/user/profile/6038
42369

令和4年8月8日

ま

909990042267

松山 将

http://www10.ocn.ne.jp/~matsumat

ま

902061310013

松山 幸生

http://www.mojins.net

ま

901151610019

株式会社ＭＡＴＳＵＲＩ

http://www.matsuri-jp.com

ま

901112110015

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/ace_n
o18?

令和1年6月11日
平成28年2月10日
令和4年8月10日
平成22年12月24日
平成25年2月25日

令和4年4月8日

平成27年4月9日

令和3年8月5日

平成18年10月6日

平成25年9月5日
平成28年4月18日
令和3年2月16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

ま

901081210001

眞弓 純一

http://www.i-ql.jp

平成24年1月12日

ま

909990041880

有限会社マリアスカレス

http://mariascares.net

ま

902051310009

株式会社マリアドール
ジャパン

http://furugioukoku.com

ま

901072110002

Ｔｓｕｎｏｄａ ＭａｒｙＪａｎｅ
Ｍａｒｉａｎｏ

https://www.facebook.com/TsunodaMary
Jane/

ま

901021610036

株式会社丸井

http://www.0101.co.jp

ま

902102110002

丸川 徹都則

https://gprojecttcg.xsrv.jp

令和3年2月17日

ま

909990000017

株式会社丸恭大山質店

http://www.ohyama78.com

平成18年5月18日

ま

909990043388

丸善株式会社

https://www.ecoexterior.net

ま

909990039446

丸田 敏正

http://www.maruta-goya.com/

ま

901161410006

株式会社丸藤

http://minamigaoka.otakaraya.net

平成30年7月31日

ま

909990039699

丸山 裕生

http://www.fusuian.jp/

平成16年6月19日

ま

902011010004

株式会社マルヨシ

http://www.maruyosi.com

平成22年3月1日

ま

902052110068

株式会社マロン

https://flovel.thebase.in/

令和3年10月15日

ま

902052110068

株式会社マロン

https://maroonwebstore.stores.jp

令和3年10月15日

ま

902011410001

馬渡 正久

http://www.hita9-recycle.com

平成26年3月26日

ま

901031410057

株式会社マングローブカ
ンパニー

http://www.mangrove.jp

平成26年12月2日

ま

901131310017

株式会社マンソー

http://store.shopping.yahoo.co.jp/emonoy
a

ま

909990034895

株式会社まんだらけ

http://www.mandarake.co.jp/

平成16年6月1日

ま

901022110090

万方商事株式会社

https://www.yokaro.shop/

令和3年7月10日

み

909990039162

三浦 正徳

http://www.skip-kids.com

平成16年2月10日

み

909990039697

合資会社ミエロ

http://shop-eguchiya.com/

平成16年7月16日

み

902052110058

ＭＩＫＡＳＡＪＡＰＡＮ合同
会社

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

み

902091110013

株式会社ミカサトリ
ビュート

http://www.bi-shoku.jp

平成23年7月4日

み

901161610023

株式会社幹建設

http://www.golfginza.net/golfshop/shop/s
hop_76.html

平成28年6月7日

み

902090910019

御厨 康弘

http://mikuriya.p-kit.com/

平成21年5月18日

み

901011510082

三坂 栄治

http://tokyofunks.ocnk.net/

平成27年9月24日

み

901151310051

三嶋 速水

http://pluone883.com

平成25年7月25日

み

901021910074

株式会社Ｍｓ．ＩＤ

https://www.selectshopmoca.com

み

901151410018

水岩運送株式会社

http://miracle-r.com

み

909990039028

有限会社水浦商店

http://www.mizuura.com/

み

901081010040

水上 宏

http://shinwa-jidousya.com

み

901031210075

株式会社水上洋行

http://www.mizukami-abroad.co.jp

み

901082210047

水口 玲央

https://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&s
eller=A3DDA49I1HRCY

み

901022010052

株式会社Ｍｒ．Ｗｅｉｈｎａｃ
ｈｔｓｍａｎｎ

https://world-journey.com

平成18年6月7日
平成26年12月18日
令和3年1月8日
平成28年4月14日

令和2年3月4日
平成16年5月6日

平成25年11月25日

令和3年8月4日

令和1年7月22日
平成26年3月24日
平成15年12月16日
平成22年12月9日

平成24年12月27日
令和4年8月12日
令和2年6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

み

901031410041

株式会社ミスター車検

http://www.mrshaken.com

平成26年8月29日

み

901042110033

三角 作太

https://mercariapp.page.link/BvErb7jsTwy
7CFJu9

令和3年11月10日

み

901072110071

三隅 雄

https://cautiverio.theshop.jp

み

901032210095

株式会社ミスミ商会

http://misumi-bikeshop.jp

み

901012010011

株式会社ｍｉｃｅｌｌｅ

https://micelle.jp

み

901011710003

株式会社みぞえ画廊

http://www.mizoegallery.com

平成29年1月12日

み

901151410055

溝口 哲也

http://www.green-monster.jp/

平成26年7月27日

み

901071710003

溝口 良隆

http://www.mizorah-watchman.com

平成29年3月1日

み

901162110062

株式会社三武

https://www.amazon.co.jp/SP?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&iSCBA=
&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&order
ID=&protocol=Current&seller=AOL5PH91S
P8VE&sshmpath=

令和3年7月16日

み

901162110062

株式会社三武

https://www.rakuten.co.jp/mitakeshop/inf
o.html

令和3年7月16日

み

901162110062

株式会社三武

https://store.shopping.yahoo.co.jp/mitake
shop/info

令和3年7月16日

み

901042110102

御手洗 満

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

令和3年10月11日

み

901151510018

光井 智子

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

平成27年3月24日

み

904111810004

株式会社三井グループ

http://www.dreamomuta.jp

み

909990011499

三井住友ファイナンス＆
リース株式会社

http://www.smfl.co.jp/

み

901072010065

光橋 正和

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=4257037016&isAmazonFulfille
d=0&ref_=olp_merch_name_1&seller=A2NQ
U2AELDEJKH

令和2年9月25日

み

901032210006

光本 智

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=AiVC38T7YXB528&orderID
=&protocol=current&seller=A3V63Z07FR7
XG0&sshmPath=

令和4年1月17日

み

901162210014

株式会社光安産業

https://www.mitsuyasusangyou.com

令和4年2月18日

み

909990043149

満行 綾

http://tukibags.ocnk.net/

平成19年7月10日

み

909990042853

皆川 一仁

http://fact-japan.com

平成19年10月4日

み

909990032107

ミナト電機工業株式会社

http://www.minatodenki.com

平成20年9月12日

み

909990032107

ミナト電機工業株式会社

http://store.shopping.yahoo.co.jp/minatod
ennki

み

909990038535

株式会社みなみ

http://www.shichi-minami.com

み

901042110124

株式会社みなみ荒江

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/islhc2
4626

令和4年3月1日

み

901042110124

株式会社みなみ荒江

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minami
arae/

令和4年3月1日

み

904091010012

南嶋 真

http://www.tradecarview.com/

み

901021010002

株式会社ミナミ商事

http://www.minamishoji.co.jp

み

901162110042

峰 慎太郎

https://www.bay.com/str/cancanshopjp

令和3年8月27日
令和4年8月4日
令和2年3月10日

平成30年3月5日
平成20年2月25日

平成25年3月1日
平成18年9月21日

平成22年8月4日
平成22年1月13日
令和3年5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

み

902041710008

嶺 竜太

http://parallelre/ativity.shop/

平成29年10月20日

み

909990041820

株式会社峯野

http://mineno.co.jp

み

909990037643

株式会社三橋パーツ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/mihash
i/

令和3年9月7日

み

904011410035

三原 重臣

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

平成28年1月12日

み

901041910006

宮 徹男

http://www.ashishobo.com

平成31年2月14日

み

901072110061

宮内 利彰

http://www.amazon.co.jp/sp?_enkoding=U
TF8&asin=B07FSBWD6K&isAmazonFulfille
d=0&ref_=olp_merch_name_1&seller=A24U0
X1Z93TGVU

令和3年7月19日

み

902052110006

宮川 美智代

https://www.amazon.co.jp/gp/profile/amz
n1.account.AFRXTKMB2M3VRPIZJVWGX
3XWKI5Q?is-secure=true

令和3年1月19日

み

902020910004

三宅 寛

http://eco-recyclemart.com

み

901042210041

三宅 勇輝

https://www.amazon.co.jp/sp?seller=AC2I
C4NUFMK30

み

901021910079

株式会社３８５

http://trapnest.co.jp

令和1年9月8日

み

902092210023

宮崎 元希

https://M2clothing.base.shop

令和4年5月9日

み

901012210034

宮崎 由佳

https://www.amazon.co.jp/s?me=A2WS0F
MKZ13IX9

令和4年3月28日

み

901132110039

宮﨑 莉子

https://www.mercari.com/jp/u/17158504
3/

令和3年8月6日

み

902090810021

株式会社宮崎デンソー

http://www.m-denso.co.jp

み

901132010026

宮田 朋彦

https://8198dash.com

み

901012010101

宮武 宏希

https://www.Amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=isCBA=&m
arketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID
=&protocol=current&seller=AT82JNP4QM
B2R&sshmpath=

み

909990041340

宮地 努

http://www.siddesta.jp

み

901012210058

宮成 竜矢

https://blendstore.stores.jp

令和4年5月25日

み

901032210088

宮原 清美

https://kappanoosara.stores.jp

令和4年7月27日

み

902051710025

合同会社みやび

http://miyabi-llc.jp/kurodenwa/

平成29年8月1日

み

901071210005

宮本 桂子

http://otomeya.shop-pro.jp

み

909990031274

宮本 孝史

http://www5f.biglobe.ne.jp/~mcs-fm/

平成15年11月28日

み

901070810041

有限会社ミュージック・
シャワー

http://www.rakuten.co.jp/m-shower/

平成20年11月25日

み

902052010020

株式会社ミューズ・ジャ
パン

https://www.venus-mobile.net

み

901041610003

株式会社ＭＩＲＡＩ

http://www.xnqdkl0ip56mt7a830jiq8a.com

み

901011910041

株式会社ミライカ美術

http://www.miraika-art.jp

み

901022110163

有限会社みらいサポート

https://mirai-spt.com https://store.miraispt.com

み

909990038526

有限会社ミラン・ポイント

http://milanpoint.co.jp

み

909990039202

三輪 哲夫

http://miwa-house.com/

平成18年5月25日

平成21年4月21日
令和4年5月10日

平成20年8月11日
令和2年5月19日
令和2年9月9日

平成18年7月11日

平成24年2月24日

令和2年3月6日
平成28年1月21日
令和1年6月11日

令和3年12月21日
平成20年12月18日
平成16年2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

む

901112010017

向 克明

https://www.amazon.co.jp/s?me=A1F75U
4ZHBBIE2&marketplaceID=A1VC38T7YXB
528

令和2年5月14日

む

909990042026

牟田 絢加

http://nicotto.info

む

904012110102

牟田 辰也

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=1
&seller=A2JWEH6VR50JE3&sshmPath=shi
pping-rates - rates

令和3年12月7日

む

901032210085

俗多 透土鯉

http://fril.jp/shop/146e7115de83a3f5f3f5
05d7a48fc9ae?_gl=1*m0kjpk*_gcl_aw*RON
MLjE2NTc2NzcxoTEuQ2p3SONBand0N1N
XQmhBbkVpd0F40FpMYXQ3Z0dlQkgzT3R
RRGlfZmNWazFUTUxBcjcxMW10UElPY2N
o0C1yRVJ6STRXZlg3X0RGWF9Sb0NHREl
RQXZEX0J3RQ..*_ga*MTc1Nzk3MDM4Ny
4xNjU00DE4MDY5*_ga

令和4年7月12日

む

901032210085

俗多 透土鯉

http://jmty.jp/profiles/6299610442c16a00
bd35ed1d

令和4年7月12日

む

901032210085

俗多 透土鯉

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/tuzuri
man

令和4年7月12日

む

901032210085

俗多 透土鯉

http://jp.mercari.com/user/profile/85103
7669

令和4年7月12日

む

901030810068

牟田 智洋

http://member.fukunet.or.jp/globarise/

平成30年11月29日

む

901030810068

牟田 智洋

http://www.fukunet.or.jp/member/greendr
ive/

平成23年10月31日

む

901082210008

村井 梨沙

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&isAmazonFulfiled=&siCBA=&market
placeID=A1VC38T7YXB528&orderID=&pro
tocol=current&seller=A3UQDHTRYNMIH6
&sshmPath=

令和4年2月16日

む

909990024904

村上 彰一

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/pr
ofile/mottmott_1970.html

平成20年8月11日

む

902032010001

村上 貴光

http://shoppers.otakaraya.net

む

909990033348

村上 信雄

http://www4.osk.3web.ne.jp/~dejima/

む

904051510004

村上 弘一

https//www.tradecarview.com/ja/pr/2654
796/

む

901131210069

村上 芳樹

http://www.4labweb.com

む

921200000153

村川 慎吾

https://store.shopping.yahoo.co.jp/feels20
02/index.html

令和3年4月1日

む

902052110049

村田 早紀

https://chaivintage.thebase.in

令和3年7月8日

む

909990031137

有限会社村田時計店

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

む

909990039148

村本モータース株式会社 http://muramotok.co.jp/group/motors.htm

平成16年2月4日

め

909990041867

株式会社銘港

http://www.mei-ko.jp

平成18年6月2日

め

909990043148

株式会社めがねのヨシ
ダ

http://www.yoshida-moji.com

め

901022010089

株式会社メディア・ラボラ
トリー

https://y-cs.jp

め

904010810005

有限会社メディアロード

http://www.jyomon.com

平成20年1月18日

め

904010810005

有限会社メディアロード

http://store.shopping.yahoo.co.jp/mediaro
ad1290

平成25年5月20日

平成18年7月25日

令和2年1月29日

平成15年12月1日
令和1年6月17日
平成25年9月10日

平成15年10月21日

平成19年7月10日
令和2年8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

め

909990038867

株式会社メディエイター

http://www.mediator.co.jp

平成19年5月8日

め

909990038867

株式会社メディエイター

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

平成26年4月1日

め

904011510040

株式会社メディカル・サ
ポーティング

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

平成27年6月15日

め

901161910001

株式会社メディカルイン
グス

http://www,m-ings.com

平成31年1月24日

め

901051210008

株式会社メディコネ

http://store.shopping.yahoo.co.jp/jyohokai
kan-ys

め

901131210042

有限会社メディコン

http://www.medicom.me

め

909990042330

有限会社メディックフクダ http://6911.teacup.com/smile/shop

も

903092110004

株式会社モア

https://store.shopping.yahoo.co.jp/moash
op2020/

も

901040910006

毛利 万樹

http://www.neo-pro.net/

平成21年2月23日

も

901111810009

株式会社モーターアク
ション

http://motoraction7.under.jp

平成30年4月24日

も

901161710004

株式会社モーターフロン
ト

https://store.shopping.yahoo.co.jp/motorf
ront/

平成29年1月19日

も

909990041067

有限会社モスト

http://www.allmostnew.jp

平成17年10月6日

も

901071710041

有限会社モデルアート社 http://www.hobby-box.jp

平成29年8月3日

も

909990042285

モデルクレジット株式会
社

http://www.modecca.co.jp

平成18年10月12日

も

909990042285

モデルクレジット株式会
社

http://www.modelcard.co.jp

平成18年10月12日

も

901020810052

ＭＯＴＯ－ＰＩＴ合同会社

http://moto-pit.sakura.ne.jp

平成20年5月28日

も

901162010092

ＭＯＮＯトレーダーズ株
式会社

https://www.monotraders.net

も

901161610020

ＭＯＮＯトレーダーズ株
式会社

monotraders.net

平成28年4月13日

も

901011310001

合同会社モバイルエンペ http://phone2.jp
ラー

平成25年1月8日

も

901021110033

モビリティ株式会社

http://www.mobi-con.jp

も

901082110047

百田 捷馬

http://www.amazon.co.jp/sp?_encodin=UT
F8&asin=B000K0D2Willed=0&ref_=olp_merc
h_name_16&seller=A11NUQOTAY36E6

令和3年11月5日

も

901082110047

百田 捷馬

https://mercarishops.com/shopsVnWK55pB84YMFJpK5j
H８ｅ

令和3年11月5日

も

901082210017

森 浩一郎

https://www.amazon.co.jp/sp?issecure=true&&ie=UTF8&seller=A32K021M
SM8USU&isAmazonFulfilled=1&asin=B08B
TP92VL&ref_=olp_merch_name_19

令和4年3月3日

も

901012010064

森 文枝

http://thelittlestandard.com

も

904011910046

森 美恵子

https://05a.jp/

も

901031510059

森尾 孝

http://www.morio2enterprise.com

も

901032110104

森下 真行

https://paypayfleamarket.yahoo.so.jp/user
/p7810633

平成28年11月11日
平成24年5月15日
平成18年10月27日
令和3年5月7日

令和2年11月4日

平成23年3月25日

令和2年6月25日

令和2年2月7日
平成27年11月18日
令和3年10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

も

901032110104

森下 真行

https://www.mercari.com/jp/u/71392926
8/

令和3年10月25日

も

901032110104

森下 真行

https://magi.camp/maypage/items/prese
nteds

令和3年10月25日

も

901012110107

森園 聖人

https://brautigan.stores.jp/

令和3年9月14日

も

909990031775

株式会社モリタ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/morita
autoparts/

令和4年3月24日

も

901151810072

盛多 隆文

https://freiheit-cars.jp

令和1年11月22日

も

909990039185

森田 智彦

http://www.mdshp.com

平成17年5月20日

も

909990040665

守田 道由

http://www.tia-rose.com/

平成17年5月30日

も

901031510049

株式会社モリタ環境テッ
ク

http://www.morita119-kt.com/techmach/

平成27年9月10日

も

901081910036

株式会社モリタゴルフ

http://morita-golf.co.jp

令和1年11月18日

も

901040910014

森塚 賢一

http://www.hethel.jp

平成21年4月13日

も

902011710010

森永住建産業株式会社

https://store.shopping.yahoo.co.jp/yuyu7080

平成29年12月6日

も

909990037841

有限会社モリヤマ

http://www.shopmoriyama.com/

平成17年7月13日

も

909990014114

森山 栄二

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kamey
a78/

も

909990012776

森山 成人

http://www.monoshop-noke.jp

も

904011910029

諸岡 晋一

https://www.walantan.com/

も

901022010100

諸熊 恭祐

http://www7b.biglobe.ne.jp/~littleuk

令和2年8月21日

も

901020910062

諸熊 恭祐

http://www7b.biglobe.ne.jp/~littleuk

平成21年7月10日

も

901041110040

有限会社モンターニュ

http://www.montagne.uj.shopserve.jp/

平成23年8月10日

も

901032110047

合同会社ＭＯＮＢＬＡＮＣ

https://www.ebay.com/sch/kunimats_59/
m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=

令和4年3月14日
平成19年6月12日
令和1年6月7日

令和3年5月31日

