
ら行古物商一覧

許可証番号 氏名又は名称 　     許可又は         
届出年月日

　 　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）

ら 901021910003 株式会社ライズ・トレー
ディング

https://rize-trading.com/ 平成31年1月15日

ら 909990040110 有限会社ライツ http://www.espec-lights.com 平成17年8月19日

ら 902032210070 有限会社ライフ・イズ https://www.xn--ecka0e4e6d.com/ 令和4年11月11日

ら 902090910006 株式会社ライフクリエイト http://www.lifecreate-kc.com/ 平成25年7月18日

ら 901022010154 株式会社ライフシフト http://nanakumayotsukado.otakaraya.net/
info/index.html

令和2年12月11日

ら 901022210063 ライフライン株式会社 https://www.life-line.asia 令和4年5月12日

ら 901022110037 株式会社ＬＩＷＯＮ http://store.shopping.yahoo.co.jp/kitchen
-marufuku

令和3年4月7日

ら 901161510039 ラインナップ株式会社 http://www.lineup-fukuoka.jp/ 平成27年8月17日

ら 901032210012 株式会社ＬＵＸＳＥＥＤ https://www.rakuten.co.jp/sugartime/ 令和4年1月28日

ら 901021210105 ラド観光株式会社 http://www.rado.co.jp 平成24年11月22日

ら 901022010147 Ｌａｐｉｎ　Ｌｕｎａ合同会社 https://www.rakuten.co.jp/geminass/ 令和2年11月10日

ら 901130810064 有限会社ラルテフィッ
チェ

http://www.lartefice.co.jp 平成20年6月30日

ら 901081210018 株式会社ランドリーズ http://www.laundrys.jp 平成24年6月26日

ら 901021810001 株式会社ランド・ワーク
ス

http://landworks.jp/ 平成30年1月5日

ら 901071410026 ＬＡＭＢＩＥ　ＤＡＲＲＥＮＡ
ＳＨＬＥＹ

http://my.ebay.com/ws/eBaySAPI.dll?MY
Ebay&currentPage=MyBayPersonalInfo&Cl
assic=true&ssPageName

令和2年6月30日

り 901012210009 李　聖愛 http://www.ebay.com/str/noctashop 令和4年2月3日

り 902050910020 李　唯志（星木　唯志） http://www.hoshiki.jp 平成21年7月2日

り 901162110101 合同会社リアークス https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=
&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&order
ID=&protocol=current&seller=A1QB0C38A
3HXK&sshmPath=

令和3年11月12日

り 909990043558 リーディングエッジ株式
会社

http://twinkle-star.l-edge.co.jp 平成22年7月26日

り 901032210002 株式会社Ｒｅｌｉ https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=
UTF8&isAmazonFulfilled=&isCBA=&market
placeID=A1VC38T7YXB528&orderID=&pro
tocol=current&seller=A4AFJMU7OWD41&
sshmPath=

令和4年1月6日

り 901021910015 株式会社陸商会 http://www.katazukeou.com/ 平成31年2月20日

り 901022010103 リサイクルリンク株式会
社

https://store.shopping.yahoo.co.jp/recycle
-link/

令和3年12月10日

り 901070910029 有限会社リソール http://www.lisol-ltd.com 平成21年7月21日

り 901130810120 リッツグローバル株式会
社

http://ritzglobal.jp 平成20年12月3日

り 902061810016 リバレックス株式会社 http://www.riverex.co.jp 平成30年11月28日

り 901132110050 株式会社リフォームＤＡＹ
Ｓ

https://r-luce.com 令和3年9月8日

https://www.xn--ecka0e4e6d.com/
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り 901012110041 株式会社Ｌｉｆｔｌａｃｔ http://lifract.thebase.in 令和3年4月5日

り 901012010123 合同会社Ｒｅｐｌｕｓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/re-
plus-shop

令和2年11月4日

り 902032010029 株式会社リフレズ https://refrez.net/ 令和2年5月19日

り 901022110022 リペアサービスＯｎｅＦｌａｔ
株式会社

http://www.one-flat.com 令和3年3月3日

り 901040910015 株式会社リユース http://j-reuse.net/ 平成21年4月17日

り 904011510029 株式会社リユースネット
ワーク

https://store.shopping.yahoo.co.jp/keitai-
i-kamitsu

令和1年5月30日

り 901022310044 リュウテック昇降機株式
会社

https://www.ryutec-skk.co.jp 令和5年2月21日

り 904012210024 廖　子佳 https://picotton.fashionstore.jp/ 令和4年4月1日

り 901042110007 合同会社リルド興産 https://fkok-aircon.com 令和3年2月4日

り 901021710011 株式会社リンクイット http://www.boujeloud.com 平成29年2月17日

る 901022110005 株式会社ルーク https://www.amazon.co.up/s?me=A1EEN
BBFU10NO1&marketplaceID=A1VC38T7Y
XB528

令和3年1月12日

る 901142210020 合同会社Ｌｕｐｉｎｕｓ https://www.ebay.com/usr/iriem86 令和4年5月10日

る 909990040450 株式会社ル・モンド http://www.jade.dti.ne.jp/~lemonde 平成17年3月29日

れ 901021910018 株式会社レイメイ藤井 http://raymay.co.jp 平成31年2月26日

れ 901162010002 株式会社ＲＥＩＷＡ　ＣＯＲ
ＰＯＲＡＴＩＯＮ

https://kaitori-thomas.com 令和2年1月23日

れ 902032110073 レクサー合同会社 https://mercariｰ
shops.com/shops/7mxALGeALDraz7AaR
Sqj9M

令和3年12月28日

れ 902031110016 株式会社レビユー物流 http://store.shopping.yahoo.co.jo/top-
gakuseihuku

平成25年7月2日

れ 901032210042 株式会社ＲＥＮＳ https://www.amazon.co.jp/sp?seller=A1X1
QQGUSBO4YO

令和4年4月11日

れ 901122010018 株式会社レンビス http://renvis.co.jp 令和2年8月4日

ろ 901141310017 株式会社ロイヤルバ
リュー

http://royaluevalue.jp/ 平成25年10月21日

ろ 902032110030 株式会社ローズコーポ
レーション

https://rose-online.jp 令和3年5月26日

ろ 902092210057 株式会社ロコ https://loco-corp.com 令和4年12月15日

ろ 901042310021 LONG　JOSHUA　ALAN www.kai-tora.net 令和5年3月2日

https://www.ryutec-skk.co.jp
https://loco-corp.com
http://www.kai-tora.net

