や行古物商一覧
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

や

909990039784

矢ヶ部 眞弓

http://bibbidi-brocante.com/

平成17年1月6日

や

901130810019

株式会社矢ヶ部開発

http://yakabekk.com

令和1年6月21日

や

901071410027

八木 淳一郎

http://store.shopping.yahoo.co.jp/tirunhau
su

平成26年7月4日

や

901071110033

八木 正宏

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

平成23年8月8日

や

902091110007

安井 さち子

http://www.amazon.co.jp/gp/selleraccount/management/your-account.html

平成23年4月28日

や

901011810043

安川 妙美

http://field1.jp

平成30年6月22日

や

909990041314

株式会社安川情報九州

http://www.openkit.com

や

909990043097

株式会社ヤスキグルー
プ

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

平成25年6月21日

や

909990043097

株式会社ヤスキグルー
プ

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/pr
ofile/daijyu27.html

平成25年6月21日

や

909990043097

株式会社ヤスキグルー
プ

http://www.aruyan.com

平成19年6月25日

や

901011910061

安田 修一

https://ameblo.jp/uribo333

や

901111710015

安田 朋

http://earthnaut.com/

平成29年6月28日

や

901031310013

安田 浩朗

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

平成26年2月24日

や

902012210016

安田 元弘

https://starsproject.theshop.jp/

や

902010910006

有限会社やながわ

http://yngw.jp

や

901010910010

柳澤 剛

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

平成21年4月3日

や

901082210007

柳澤 浩子

https://www.ebay.com/usr/mana.japanes
ecafe

令和4年2月16日

や

909990034647

柳田 稔

http://www.90bros.com/

や

901071110011

柳原 尚子

http://ringokids.com/

や

902091910008

栁本 隆彦

http://www.kominka-y.com

や

909990031032

株式会社ヤナセ

http://brand-square.com

平成17年9月7日

や

901082010035

矢野 佳世子

http://oldfriends.jp

令和2年7月27日

や

909990043011

株式会社ヤブサメ

http://www.yabusame-net.com

平成19年6月1日

や

902051210029

山内 美樹

http://www.kitaq-ribbon.com

や

904011610043

山内 祐太郎

https://store.shopping.yahoo.co.jp/toprayt
ed

や

909990042715

山口 和男

http://aucman.biz/

や

901162110076

山口 圭一

https://www.ebay.com/str/k20nlinejapan

や

901081710009

山口 健治

http://www.vlokii.com

平成29年4月14日

や

902101910027

山口 将邦

https://www.on-rhines.com

令和1年11月20日

や

901041210006

山口 京

http://wagahaido.com

平成25年2月27日

や

901012110001

山口 めぐみ

https://www.safteycarjapan.com

平成17年12月27日

令和1年8月20日

令和4年3月25日
平成21年4月23日

平成15年12月1日

平成23年4月8日
平成31年4月12日

平成24年11月19日
令和1年7月10日
平成19年2月28日
令和3年8月23日

令和3年1月8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

や

901162110010

山﨑 英一

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&protocol=current&seller=A7X6OZSMO
N4JO&sshmPath=

令和3年1月14日

や

901111910018

山﨑 和也

https://charmant-vintage.com/

令和1年7月19日

や

904010810038

山崎 敬

http://www.ecorub.jp

平成21年1月15日

や

909990039371

山崎 浩明

http://www.h6.dion.ne.jp/~yamafami

平成16年3月16日

や

904021210007

山崎 竜史

http://duelfortuna.com/

や

901081910025

山路 暁

https//ww.amazon.co.jp/sp?encodiang=TF8&asin=B0743F9SRC&isAma
zonFulfilled=l&isCBA=&marketplaceID=A1
VC38T7YXB528&orderID=&seller=A1SICIF
L5P2JTA&tab=&vasStoreID

や

902031810002

山下 和朗

https://Regarden.thebase.in

平成30年2月21日

や

901081810011

山下 京助

http://ts-project.sakura.ne.jp/

平成30年4月20日

や

901152110027

山下 恭平

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&
marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&protocol=current&seller=A28G1HFI86
C5XI&sshmpath:

や

909990039458

山下 秀一郎

https://www.power-planning.com

令和1年6月26日

や

901131010092

山下 真二

http://stores.ebay.com/presentjp

平成24年1月11日

や

901082210016

山下 大輔

https://ww.dandy-ihin.com/

や

901111610003

山下 結衣

http://store.shopping.yahoo.co.jp/stayaold
352

平成29年8月23日

や

901041110015

山田 奈保子

http://treasure-japan.com

平成23年2月28日

や

901071910025

山田 寛樹

https:www.amazon.co.jp/s?me=A39YOF1G
GZLETO&maketplaceID=A1VC38T7YXB52
8

令和1年6月25日

や

901152110023

山田 寛子

https://chpluslife.stores.jp

令和3年2月25日

や

901012110061

山田 太

https://usedcloth.thebase.in/

令和3年5月25日

や

909990040041

山田 昌登嗣

http://www.medianetjapan.com/2/20/sho
pping/mandt/

平成16年11月12日

や

903032010029

有限会社山田建巧

https://store.shopping.yahoo.co.jp/a-golfgarage/

令和4年4月26日

や

903032010029

有限会社山田建巧

https://www.a-golf-garage.jp/

令和4年4月26日

や

901021310053

有限会社ヤマト

http://www/realclothes.jp/

平成25年5月27日

や

901021310053

有限会社ヤマト

http://www.tovsking.jp/

平成25年5月27日

や

902020910007

大和 久美子

http://members3.jcom.home.ne.jp/156787
9801/

や

909990041016

合資会社ヤマト運輸

http://www.yamato-unyu.shop-site.jp/

平成17年9月16日

や

904090910003

有限会社大和機商

http://www.eco-yamato.com

平成21年4月22日

や

901152010056

有限会社ヤマト九州

http://yamatokyusyu.com

や

902101810023

山友商事株式会社

http://kitakyu-kaitori.com/

平成24年4月6日
令和1年9月6日

令和3年3月2日

令和4年3月2日

平成21年11月30日

令和2年6月16日
平成30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

や

901041610010

山中 裕美

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

平成28年1月12日

や

901041610010

山中 裕美

http://www.saitobaru.com

平成28年1月12日

や

901112210001

山根 拓也

https://sellercentraljapan.amazon.com/sw/macs_gsllrinf_cont_a
cinfohm

令和4年1月14日

や

901030810033

山野 玲

http://aplartshop.web.fc2.com/

平成20年6月4日

や

904012110045

山本 明

https://ubsotinego.com

や

901012010023

山本 健太郎

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/tqhqg7
5450

令和2年4月21日

や

901012010023

山本 健太郎

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/tqhqg7
5450

令和2年4月21日

や

902091910027

山本 将之

http://togo.otakaraya.net

や

901030910029

山本 光信

http://members2.jcom.home.ne.jp/pen/

や

902032010091

山本 亮

https://www.ebony-ivory-piano.com/

令和2年11月26日

や

904041210014

八女ヤンマー建機株式
会社

http://www.yame-yanmar.co.jp

平成29年10月2日

や

901031710039

株式会社ヤワラヤ

http://www.vitoria-fukuoka.com

平成29年8月2日

や

904051610016

ヤンマーグリーン株式会
社

https://www.yanmar.com/jp/about/compa
ny/ygs/

や

909990040817

ヤンマー舶用システム株 http://www.yanmar式会社
marine.jp/admin/indexes/menu

ゆ

909990021117

ユイ株式会社

http://www.jujanaito.com/sp/dt.jsp?pk=7000392

ゆ

901011210063

有限会社淺井染色整理
工場

http://www.asai-net.com

ゆ

901021310006

有限会社エスト

http://kenkouda.net

平成25年1月17日

ゆ

901021310006

有限会社エスト

http://stamp-aitaiyou.com

平成25年1月17日

ゆ

901021210066

有限会社山内ガレージ

http://www.yamauchigarage.com

平成24年7月13日

ゆ

909990026576

株式会社ユーコーリプロ

http://www.yu-ko-repro.co.jp

平成20年10月14日

ゆ

901161510053

株式会社友心

http://yushin-magokoro.com

平成27年11月10日

ゆ

902091410011

株式会社ユーピーシグマ http://www.upsigma.jp/modules/giogs/

ゆ

901072110044

株式会社ユープラン

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

ゆ

901021710094

youモバイル合同会社

https://www.youmobile_shop.com

ゆ

909990037517

株式会社ユーリンクス

http://www.aladdin-fc.jp

平成19年2月8日

ゆ

901151910042

株式会社Ｕ Ｒｏａｄ Ｑｓ
ｈｕ

http://www.carlease-fukuoka.jp

令和1年7月16日

ゆ

909990038206

油機エンジニアリング株
式会社

http://kenki-platform.com

令和3年6月1日

ゆ

901042010044

雪見 信介

http://kimono-wako.stores.jp/

令和2年7月8日

ゆ

903031310011

ユゲデンキ株式会社

http://yugedenki.com

ゆ

904090810015

有限会社豊解体工業

http://www.yutaka-group.net/

令和3年11月25日

令和2年1月9日

平成21年7月8日

平成28年11月28日
平成22年6月7日
平成18年5月10日
平成24年11月12日

平成26年6月25日
令和3年5月27日
平成29年11月10日

平成25年7月2日
平成20年11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

ゆ

909990042746

株式会社ユナイト

http://www.unitedmotors-f.com

平成19年3月9日

ゆ

901022110131

ユニオン株式会社

https://uniondesu.com/

令和3年10月8日

ゆ

909990038356

株式会社ユニス仲道電
器

https://store.shopping.yahoo.co.jp/saxkait
orilab/

令和4年3月11日

ゆ

901161410032

株式会社ユニファ・メデイ http://www.unifa-med.jp/
カルカンパニー

平成26年8月28日

ゆ

909990040262

湯ノ口 典正

http://www16.ocn.ne.jp/~ps.f

平成17年2月15日

よ

901022110140

楊 婷婷

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

令和3年10月29日

よ

901020810127

株式会社よかろうもん．
Ｃｏｍ

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

よ

901012210022

横井 修二

https://www.eby.com/usr/hello-contact

令和4年2月21日

よ

901022110156

横尾 千里

https://sellercentral_japan.amazon.com/s
w/Acconuntlnfileview/step/SellerProfileVi
ew?ref_=macs_gsllrinf_cont_acinfohm

令和3年12月3日

よ

902131410010

横川 慎一

http://ooruri-an.com/

平成26年12月10日

よ

901151310061

横川 知子

http://gocochi.exblog.jp

平成25年10月22日

よ

904090910002

横田 よし子

http://kofu-kasuri.com

平成21年3月4日

よ

901161710008

横山 博幸

http://recycleshopnext.com

平成27年11月10日

よ

909990038896

吉 淳一

http://www5.0038.net/~hitsujiya

平成15年10月23日

よ

901131910006

吉浦 真吾

http:www.chics-fukuoka.com/

よ

909990040057

吉岡 克典

http://www.brand-max.jp

よ

901012110083

株式会社吉岡貿易

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

令和3年7月8日

よ

901012110083

株式会社吉岡貿易

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

令和3年7月8日

よ

901151610001

吉河 義邦

http://store.shopping.yahoo.co.jp/yoyokun
iya

平成28年2月8日

よ

901011410043

株式会社吉川工務店

http://storeuser10.auctions.yahoo.co.jp/jp
/user/kyplaza634

平成26年6月12日

よ

909990040351

吉國 研一郎

http://www.est.hi-ho.ne.jp/kenyou/

平成17年3月7日

よ

901012110087

吉澤 麗

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&seller=AY21Z2X6DHGRC

令和3年7月28日

よ

901042210009

吉住 剛

https://store.azr.jp

よ

901011810018

吉田 久美

https://magicfunfair.base.shop/

平成31年3月12日

よ

902051810024

吉田 芳一朗

http://www.heyacollehome.com/

平成30年10月1日

よ

901131210057

吉田 新也

http://magokorodou.net

平成28年3月14日

よ

901040910017

吉田 武

http://alice-sbs.jp/

平成21年5月11日

よ

901040910017

吉田 武

http://store.shopping.yahoo.co.jp/alicesbs-y

平成21年4月30日

よ

901161410050

吉田 透

http://tony-base.com

よ

902051610021

吉田 博樹

http://www.store.shopping.yahoo.co.jp/do
ualma/

平成28年9月15日

よ

902051610021

吉田 博樹

http://www.store.shopping.yahoo.co.jp/do
nalma/

平成28年9月15日

よ

901021810030

吉田 文隆

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

平成30年4月25日

平成20年12月25日

平成31年2月12日
平成16年11月17日

令和4年2月7日

平成26年12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

よ

902102110047

吉田 康治

https://jp.mercari.com/user/profile/8280
83269

令和3年12月13日

よ

904011910062

吉田 豊

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

令和3年7月31日

よ

901011010020

吉田苑株式会社

http://yoshidaen.jp

平成22年4月12日

よ

901011010020

吉田苑株式会社

http://www.yoshidaen.com

平成22年4月12日

よ

909990036677

株式会社ヨシダ楽器

http://www.yoshida-music.com/

平成23年5月31日

よ

909990021691

株式会社吉田時計店

http://www.yoshida-moji.com

平成19年7月24日

よ

901021910044

吉富 夕華

https://flatadg.com

よ

901031410032

吉永 裕子

http://petitmimosa.com/

平成26年7月18日

よ

902051010041

株式会社ヨシノコーポ
レーション

http://www.rental-mine.com

平成22年11月2日

よ

901021510077

有限会社芳華商事

http://boy-fukuoka.net

よ

904091110007

株式会社よしはら

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

よ

904012110012

吉原 晃治

https://store.shopping.yahoo.co.jp/brandpl
aza-kurume/

よ

904012010040

吉原 隆浩

http://www/yoshies.net

よ

909990015072

吉原 滝雄

http://www33.ocn.ne.jp/~miyako4649

平成16年2月26日

よ

903031510024

吉村 隆憲

http://www.mediator.co.jp/category/shop
stock/shop-iizuka

平成27年12月2日

よ

903031510024

吉村 隆憲

http://www.mediator.co.jp/category/shop
stock/shop_iizuka

平成27年12月2日

よ

901011810078

吉村 徳秀

http://nantoka.cc

よ

909990036492

吉村 文雄

http://kitacute.net/myp/yoshi/

平成20年7月23日

よ

902090810014

吉村 泰昌

http://www7a.biglobe.ne.jp/~fuyo-hinsodaigomi-benriya/

平成21年2月20日

よ

909990013633

株式会社吉村質店

http://store.shopping.yahoo.co.jp/yashimu
ra78

平成26年2月25日

よ

909990013633

株式会社吉村質店

http://www.yoshimura78.com/

よ

902032010085

吉森 千亜貴

https://hapujr.base.shop/

令和2年11月11日

よ

901070910019

米倉 賢一郎

http://www.rakuten.co.jp/hakata-smile/

平成21年5月14日

よ

901070910019

米倉 賢一郎

http://hakata-smile.shop-pro.jp/

平成21年5月14日

よ

901030810063

与之村 好英

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

平成20年10月7日

よ

904012110084

ＹＯＲＯ株式会社

tps://yorozuya-kurume.com

令和3年10月18日

よ

901031110053

株式会社四輪社

http://yonrinsya.com

令和1年5月13日

平成27年10月23日

平成23年6月7日
令和3年9月8日
令和2年6月24日

平成30年10月26日

平成15年10月29日

平成23年10月31日

