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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631100300040号
第631100400001号
第631100400010号
第631100400012号
第631100400018号
第631100400030号
第631100400039号
第631100500001号
第631100500015号
第631100500021号
第631100500021号
第631100500021号
第631100500021号
第631100600029号
第631100600030号
第631100600032号
第631100600032号
第631100600038号
第631100700029号
第631100700032号
第631100700047号
第631100800028号
第631100800031号
第631100800039号
第631100800045号
第631100900003号
第631100900003号
第631100900007号
第631100900013号
第631100900015号
第631100900016号
第631100900027号
第631100900030号
第631100900032号
第631101000012号
第631101000019号
第631101000020号
第631101000024号
第631101000039号
第631101000041号
第631101100013号
第631101100040号
第631101100047号
第631101200007号
第631101200012号
第631101200021号
第631101200022号
第631101200029号
第631101200045号
第631101300030号
第631101300030号
第631101400005号
第631101400007号
第631101400012号
第631101400027号
第631101500012号
第631101500013号
第631101500016号
第631101500020号
第631101600013号
第631101600015号
第631101600036号
第631101600039号
第631101600051号
第631101700003号
第631101700030号
第631101700034号
第631101700051号
第631101800003号
第631101800016号
第631101800027号
第631108100010号
第631109500012号
第631109800032号
第631109800032号
第631109800032号
第631109800032号
第631109800032号
第631110100019号
第631110100027号

名

又

は

岡 秀樹
株式会社VALLEY HILL
林 秀明
甲南大学生活協同組合
株式会社ホーム・ハンズ・マツモト
合資会社ピーエヌコミュニケーションズ
有限会社Ｈ＆Ｒトレーディング
システム・ロケーション株式会社
株式会社ホーユー
有限会社リトス
有限会社リトス
有限会社リトス
有限会社リトス
株式会社川田画廊
有限会社阪神マリン
木村 友子
木村 友子
馬場 好信
阪九機械株式会社
Ａ．Ｕ．Ｎ．株式会社
株式会社しあわせ堂
株式会社三洋航空サービス
株式会社ＹＯＮＲＩＮ社
株式会社ドアトゥドア
中村 和夫
株式会社サップス
株式会社サップス
田所 祐介
株式会社イージス
天羽 健雄
外山 英憲
有限会社エヌケイ自動車
株式会社サスティーン
株式会社ペプコ
坂下 未花
株式会社エアプレイン
有限会社モトレージ
株式会社プラナ
有限会社クロカワ
株式会社エスアールシー
村松 和城
株式会社ウッドヴィレッジ
有限会社五良大甫
株式会社ベストリサイクル
株式会社Ａct１
横田 久美子
張 美津穂
竹野々 巌
株式会社リンテック
株式会社Ｔ＆Ｎホールディングス
株式会社T＆Nホールディングス
株式会社OAサポート・カケラ
柿本 洋一郎
ネクサス株式会社
梅澤 美沙
クイック・ネットワーク株式会社
玉木 龍一
酒巻 信浩
宮田 智恵子
株式会社LINXS
浅見 瞳
河野 友佳子
石田 善一
トップウォーター合同会社
瀬戸崎 由佳
中村 朋子
WALAR株式会社
アールケイプラニング有限会社
合同会社オフィス・ファイ
東屋鳥株式会社
井本 駿
高橋 健
株式会社メイカーズ
有限会社ビバリーヒルズ
有限会社ビバリーヒルズ
有限会社ビバリーヒルズ
有限会社ビバリーヒルズ
有限会社ビバリーヒルズ
株式会社カーズ神戸
渡邉 愛

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://www.kcc.zaq.ne.jp/has-oka/
https://www.truckexpoauction.jp
http://members.aol.com/kobekft/
http://www.konan-unvcoop.or.jp/main/
http://www.homehands.co.jp
http://www.parksnet.jp
http://www.hrt.jp/
http://www.slc.ne.jp
http://www.hoyu-bus.co.jp
http://www.kakuyasu-ticket.com
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/kakuyasu_ticket_com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kakuyasuticketcom
http://www.kitte-shop.jp
http://www.kawata-gallery.com
http://www.hanshin-marine.co.jp
http://spicy-leaf.ocnk.net/
http://spicyleaf.web.infoseek.co.jp
http://www.f6.dion..ne.jp/~mitsuba
http://www.hank.co.jp
http://www.10manenya.com
http://www.shiawasedo.co.jp/
http://www.jtbsanyo.jp
http://yon-rin-sha.com
http://door-door.co.jp/
http://www.automaster-kobe.com
http://www.sa-ps.com
http://www.training-machine.com
http://pinkleaf.cart.fc2.com/
http://pc-fix.jp/
http://www.nwish.jp
http://toyamahkk.com
http://www5.ocn.ne.jp/~kobenk/
http://107-e.com/
http://www.islandersmana.com
http://www.agorajapan.com
http://www.airplanemusic.jp
http://www.moto-rage.co.jp
http://www.prana-taxi.com
http://kuro1366.mame2.net/
http://www.kgb.co.jp
http://www.pckake.com/
http://www.baiseru.com/
http://www.goroudaiyu.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bestrecycle.market
http://www.act1-japan.co.jp
http://balian-display.com
http://www.rakuten.ne.jp/gold/xport/
http://www.mdc-trade.jp
http://www.lintec-kobe.co.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/yakyu-hitosuji
http://store.shopping.yahoo.co.jp/yakyu-hitosuji
http://shop.oakake.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rod-guitars
http://www.darom.jp/
http://www.five-davweek.com
http://www.919919.jp
http://www.tamakirakuzando.com/
http://mackey-books.com/
http://mizutama5.shop-pro.jp/
http://luce-vintage.shop-pro.jp
http://mothermeets.thebase.in/
http://timlessbague.shop-pro.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/zentrading
http://topwater.co.jp
http://www.lejon-antiques.com
http://claraantique.com/
http://www.kind.co.jp
https://www.rakuten.co.jp/zakka-elements
https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&redirect=true&me=A3OHNCOZRDNVFY&merchant=A3OHNCOZRDNVFY

www.azumayadori.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/dato-watch/
http://www.car-origin.com/
http://www.makersnet.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rodeogallery
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rodeogallery2
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rodeogallery3
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rodeogallery4
http://www.rodeogallery.co.jp
http://www.quinauto-kobe.com/
https://www.carsensor.net/usedcar/search.php?KW=オートガレージアイ%20%20&AR=54&PMAX=&top=1&fed=topspfws201506157ue
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631110100027号
第631110300019号
第631110400004号
第631110400008号
第631110400029号
第631110500008号
第631110500009号
第631110500015号
第631110600002号
第631110600017号
第631110600025号
第631110700016号
第631110900004号
第631111000009号
第631111000032号
第631111200016号
第631111200021号
第631111300008号
第631111300019号
第631111300026号
第631111300026号
第631111400022号
第631111400034号
第631111500007号
第631111600005号
第631111600005号
第631111600010号
第631111600023号
第631111700011号
第631111800021号
第631111800030号
第631111800045号
第631111900031号
第631111900031号
第631112000005号
第631112000012号
第631112000016号
第631112000020号
第631112000022号
第631112000025号
第631112000027号
第631112000042号
第631112000052号
第631118700034号
第631119000023号
第631119000023号
第631119500064号
第631119600015号
第631119700003号
第631120300020号
第631120300020号
第631120400012号
第631120500007号
第631120600010号
第631120600011号
第631120600021号
第631120700001号
第631120700027号
第631120800001号
第631120800045号
第631120900006号
第631121000003号
第631121000019号
第631121000019号
第631121100017号
第631121100017号
第631121100029号
第631121100032号
第631121200011号
第631121200016号
第631121200030号
第631121200031号
第631121200036号
第631121300017号
第631121300026号
第631121300026号
第631121300031号
第631121400019号
第631121500029号
第631121500029号

名

又

は

渡邉 愛
松下 義宏
榎本 節雄
川西 正典
ボントン有限会社
樋口 明子
北野 寛
齋藤 長英
北山 圭子
有限会社エフクラス
ＡｕｔｏＴｅｒｍｉｎａｌＪａｐａｎ株式会社
株式会社阪神オート
株式会社ホクシンメディカル
日産プリンス兵庫販売株式会社
株式会社ＳＯＡＲ
株式会社クローネ
樋口 秀之
AMON株式会社
株式会社HGC
有限会社ＫＮＩ
有限会社ＫＮＩ
熊野 真一
森川 修行
SAS株式会社
有限会社アートセンター
有限会社アートセンター
山内 重希
王 瑞琴
佐藤 里美
株式会社ｅｅＲｏｎｅｒ
ＥＧ合同会社
星栄株式会社
株式会社ＡＲＴＥ
株式会社ＡＲＴＥ
岡田 淳
宇野 俊雄
平塚 由岐子
田中 智子
株式会社買取蔵
ｓｏｎａ株式会社
Ｒａｒａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ合同会社
下川 由樹子
株式会社れーるぎゃらりーろっこう
江崎 正
株式会社ジャパンヴィークル
株式会社ジャパンヴィークル
株式会社ホンダオート神戸
トヨタカローラ神戸株式会社
兵庫ダイハツ販売株式会社
シーズシー有限会社
シーズシー有限会社
ＳＡＢＨＡＲＷＡＬ ＳＵＤＥＥＰ ＳＩＮＧＨ
プロスゲイト株式会社
有限会社鈴なり会
有限会社デライツ
株式会社プレストラック
柏野 愛
株式会社ロボシステム
株式会社丸文
株式会社エスプリ
株式会社フェイス
株式会社ミントエス
宏盛株式会社
宏盛株式会社
有限会社アティーヴォ
有限会社アティーヴォ
株式会社ケインドレイク
有限会社全通自動車整備タッカー
西 英徳
株式会社ケイシイピー
神戸スタンダード石油株式会社
石原 淳一
生間 信良
株式会社Aims on
株式会社イマジラボ
株式会社イマジラボ
株式会社德
株式会社Ｃｒｅｖｉｃｅ Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社 バザール商事
株式会社バザール商事

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
https://www12.asnet2.com/asanet/index/menu
http://sakekobe.pk.shopservejp/
http://www.nc55.net
http://janjan-market.hp.infoseek..co.jp
http://www.modankan.jp/
http://gingado.biz/catalog/
http://www.acoustic-h.com
http://www.aideal.com/car/
http://www.berry-bouquet.com
http://www.f-class.com
http://www.autoterminal.co.jp
http://www.hanshinauto.com
http://www.hokushinmedical.co.jp/
http://www.nissan-prince-hyougo.co.jp
http://soarmusic.com
http://www.rakuten.co.jp/krone2451
http://www.rokuden.jp/
http://amonopals.com
http://hagicyosu-dou.com
http://www.eakonya.com
http://www.osaka-eakon.com
www.otoya-violin.com
http://www.riflesports-kobe.com
http://www.sas-japan.com
http://www.rakuten.co.jp/digicameprint
http://www.rakuten.co.jp/digicameprint
https://store.shopping.yahoo.co.jp/herisson
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rokomichi0212
http://noinnoin.thebase.jp
http://www.eeroner.com
http://www.egcars.co.jp
http://www.hoshiei.co.jp
http://arte-eco.co.jp/
http://www.brandkinko.com/
http://www.okadakyuso.com
http://car-sb.spcar.jp
http://ckkobe.com/otokkinfo/
https://www.lucille-tecord.com
http://www..kaitoruzou.jp
http://suidosuji.otakaraya.net
www.raramart.co.jp
http://grungehouserecords.com/
http://www.railgallery-r.com/
http://www.flowerbeans.com/ysp/
http://www.japan-vehicle.com
http://www.jvc-kaitri.com
https://www.hondacars-kobechuo.co.jp/
http://www.c-kobe.com/web/usedcar/index.html
http://www.hyogo-daihatsu.com/
http://www.aacc.co.jp
http://www.csc-biz.com
http://www.ksons.com
http://www.bango.tv/
http://www.suzunari.jp/sale.html
http://delights.jp
http://www.presstruck.jp/
http://www.recycle-y.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/baikuya
http://www.geocities.jp/marubun_co_ltd
http://www.esprit-kobe.com
http://faith-jpn.co.jp/
http://www.mintes.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kousei-brand
http://www.rakuten.ne.jp/gold/kousei2/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/at.field
http://www.at-field-shop.jp/
http://www.kindlake.co.jp
http://www.net/shop/hyogo/2049608/
http://treasure-arts.main.jp
http://www.kobe-kcp.co.jp
http://www.kobe-standard-sekiyu.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/junstores
http://kobe-caitori.net
http://www.aims-on.co.jp
http://imagi-labo.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bii-dama
http://www.recycle-toku.co.jp
http://likenew-printer.com/
http://bqzzar.jp/
http://bqzzar.jp/
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631121600013号
第631121700033号
第631121800022号
第631121800025号
第631121800027号
第631121800028号
第631121800035号
第631121900026号
第631128900001号
第631129100006号
第631129100006号
第631129600017号
第631130000044号
第631130100003号
第631130200003号
第631130200003号
第631130300053号
第631130300056号
第631130300056号
第631130300056号
第631130300059号
第631130400001号
第631130400028号
第631130400028号
第631130400042号
第631130400042号
第631130400051号
第631130400051号
第631130400051号
第631130500020号
第631130500027号
第631130600012号
第631130600017号
第631130600025号
第631130600026号
第631130600039号
第631130600050号
第631130600051号
第631130600071号
第631130600075号
第631130700007号
第631130700025号
第631130700025号
第631130700030号
第631130700039号
第631130700043号
第631130700052号
第631130700057号
第631130700059号
第631130800006号
第631130800016号
第631130800031号
第631130800038号
第631130900002号
第631130900017号
第631130900032号
第631130900036号
第631130900048号
第631130900048号
第631130900048号
第631130900063号
第631131000003号
第631131000009号
第631131000019号
第631131000019号
第631131000020号
第631131000021号
第631131000023号
第631131100009号
第631131100022号
第631131100029号
第631131100036号
第631131100036号
第631131100044号
第631131200002号
第631131200003号
第631131200030号
第631131200033号
第631131200034号
第631131200041号

名

又

は

株式会社コインパレス
株式会社A-ｓｔｙle
株式会社まる福
株式会社泉翔
株式会社Ｒｅ ｄｅｓｉｇｎ
株式会社こうべリサイクルセンター
株式会社エイチアンドエス
平田 竜治（平田商店）
株式会社モトーレン神戸
株式会社シュテルン神戸中央
株式会社シュテルン神戸中央
兵庫トヨタ自動車株式会社
歌川 義郎
有限会社ネットワン
株式会社サードウェーブエクスチェンジ
株式会社サードウェーブエクスチェンジ
武田 剛
株式会社関西エコソリューション
木村 裕二
株式会社大黒屋
株式会社ワンス
司商事株式会社
株式会社タフリーインターナショナル
株式会社タフリーインターナショナル
秋本 亮介
秋本 亮介
安永 峰夫
安永 峰夫
安永 峰夫
フロンティアシティー株式会社
成山 慎治
塚本 新一
株式会社オークショップ富屋
有限会社関西グロサリー
株式会社神戸かきぬま
株式会社ユーエン
有限会社ＴＮＲ
株式会社アンティーウオッチマン
株式会社INRE
横山 春夫
村松 泰孝
鳥山 裕美
鳥山 裕美
株式会社大王商事
末廣 佳子
西山 牧孝
有限会社マトッティ
浅野 竜也
佐々木 良展
太田 亜紀子
加賀瀬 廣基
吉田 貴之
松田 朋子
株式会社BLP
帝眞貿易株式會社
飯島 進
ａｉ株式会社
株式会社ナガサワ文具センター
株式会社ナガサワ文具センター
株式会社ナガサワ文具センター
岩崎 稔
アンティーモバリンク株式会社
國廣 篤成
マサニ電気株式会社
マサニ電気株式会社
株式会社神戸清光
株式会社フェリシモ
今野 雅彦
田家 直樹
鈴木 雄司
株式会社ワールドモバイル
株式会社ハギノパールアンドジェム
株式会社ハギノパールアンドジェム
堤 愛子
株式会社ビジネスライフライン
太田有里子
稲垣 郁
株式会社ドスパラ
株式会社ＲｉｔｚＳｏｌｕｔｉｏｎＰｅｒｔｎｅｒ
廣本産業株式会社

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://coinpalace.jp/
http://a-style8.net
http://maruhuku.jp
http://www.sensho-sougi.net
http://ihin-raiku.com
http://www.koberc.com
http://www.h-a-s.biz
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2OS5AXXGPHXXF&marketplaceID=A1C38T7YXB528

http://www.kobe-bmw.co.jp
http://www.nmig.co.jpst-kobe.co.jp
http://www.st-kobe.co.jp/
http://www.hyogotoyota.co.jp
http://us-river.com
http://park21.wakwak.com/~zipang/
http://www.janpara.co.jp
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/janpara_shop
http://www.rqcs.net
http://ecosolution.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/motomachirhythmbox
http://www.daikokuya78.com
http://www.kimono-once.jp
http://www.i-love-ticket.com
http://www.tiryouin.com/
http://www.tou-free.co.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/r-uchida
http://www.f6.dion.ne.jp/~r-uchida
http://auctions.yahoo.co.jp/
http://www.all-pc.jp/
http://www.rakuten.co.jp/
http://www.kimono-city.com
http://www.eonet.ne.jp/gidion
http://www.sam.hi-ho.ne.jp/tomskobe/
http://www.oakshoptomiya.co.jp/
http://www.kansaigrocerv.com
http://www.jin.ne.jp./kakinuma/
http://www.u-en.co.jp
http://www.tnr-kobe.com
http://www.antiwatchman.com/
http://vitrev.inre.jp
http://www.utsuwayahana.com
http://jive-online.com
http://aether.ocnk.net/
http://showalounge.ocnk.net/
http://www.kaitoridaiou.com
http://www.eonet.ne.jp/~aifeel
http://www.rakuten.co.jp/aiaigenki
http://www.mattotti.co.jp
http://www.karamatsu-train.co.jp/kobe
http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfban509
http://www.antique-decoupage.com
http://www.eees.net/gaponrecords/
http://www.timepiece.jp/
http://www.ga-lilea.com
http://kaitori-kobe.com
http://www.contessa-mia.co.jp
http://www.asahi-jewelry.com/
http://aico.sharepoint.com
http://www.kobe-nagasawa.co.jp
http://www.nagasawa-shop.jp
http://www.rakuten.co.jp/nagasawa
http://www.marua-kobe.com/
http://www.antiwatchman.com/
http://www.fabu.jp/
http://www.masani.co.jp
http://www.masanidenki.com
http://www.kobeseiko.co.jp
http://www.felissimo.co.jp/
http://polepole-shoho.com
http://cardloop.shop-pro.jp/
http://www.ecofeel88.jp
http://worldmobile.jp
http://www.hagino-shop.com/
http://www.k24.hagino-shop.com/
http://www.c-h-o-c.com
http://bll726.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/4clochettes
http://www.sellercentral.amazon.jp
http://shop.dospara.co.jp/pc/kbe/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/brandritz
http://www.hiromoto-kk.co.jp
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許 可 証 の 番 号氏
第631131200047号
第631131200052号
第631131300008号
第631131300015号
第631131300016号
第631131300032号
第631131300057号
第631131300057号
第631131300061号
第631131300061号
第631131400007号
第631131400007号
第631131400011号
第631131400022号
第631131400026号
第631131400050号
第631131500033号
第631131500034号
第631131500035号
第631131500038号
第631131500040号
第631131500042号
第631131500049号
第631131500059号
第631131500063号
第631131500063号
第631131600003号
第631131600003号
第631131600031号
第631131600031号
第631131600047号
第631131600057号
第631131600057号
第631131600057号
第631131600062号
第631131700012号
第631131700018号
第631131700028号
第631131700028号
第631131700035号
第631131700041号
第631131800004号
第631131800007号
第631131800007号
第631131800016号
第631131800020号
第631131800027号
第631131800027号
第631131800027号
第631131800027号
第631131800036号
第631131800060号
第631131800062号
第631131900002号
第631131900037号
第631132000062号
第631132000066号
第631132000071号
第631132000101号
第631132000103号
第631132100028号
第631137700031号
第631138300006号
第631138300047号
第631138400003号
第631138400023号
第631139200026号
第631139300067号
第631139300067号
第631139400017号
第631139400051号
第631139500025号
第631139500047号
第631139700001号
第631139700001号
第631140300002号
第631140300002号
第631140300002号
第631140300009号
第631140500012号

名

又

は

有限会社松尾
大阪屋商事株式会社
株式会社ＳＯＵ
李 善銘
株式会社Good Trade Japan
山村 将史
株式会社ジェニオ
株式会社ジェニオ
有限会社キロストア
有限会社キロストア
うみねこ堂書林
野村 恒彦
馬渡 純一
カリフォルニア・レーベル株式会社
西川 邦宏
大安 立子
株式会社ＯＫビルサービス
奥村 千織
有限会社スロト
Ｊ Ｅｔｅｒｎａｌ株式会社
アイデアル合同会社
清水 雅子
株式会社マルコジャパン
株式会社 但谷
株式会社セブンアワーズ
株式会社セブンアワーズ
株式会社ブランドオフ
株式会社ブランドオフ
株式会社アリスネット
株式会社アリスネット
有限会社キィウィ
株式会社アルバート
株式会社アルバート
株式会社アルバート
株式会社アリス建築
株式会社ゴキゲンホールディングス
根本 義
増田 エミ
増田 エミ
ジャイレックス株式会社
有限会社丸三
株式会社プラントサービス
株式会社サードウェーブ
株式会社サードウェーブ
ミーズウエスト株式会社
株式会社ヒューマンスピリッツ
株式会社ＳＴＡＲ ＳＴＵＤＳ
株式会社ＳＴＡＲ ＳＴＵＤＳ
株式会社ＳＴＡＲ ＳＴＵＤＳ
株式会社ＳＴＡＲ ＳＴＵＤＳ
ＳｅｌｌＣａ株式会社
船越 嘉代
株式会社ロワール
有限会社ジップジップ
澤 直人
白鴎株式会社
水井 良彦
エフ･シー･サービス株式会社
株式会社Ｖｉｖａ
水谷 允穂子
株式会社Ｂｕｄｄｙ ｍｉｃｅ ｃｏｍｐａｎｙ
有限会社森忠政商店
大永商事株式会社
ロッコーマン株式会社
門倉貿易株式会社
島田 義明
原田商事株式会社
やながわ商事株式会社
やながわ商事株式会社
有限会社グリーンルック
株式会社テレマック
平野 洋一
ナショナル流通産業株式会社
株式会社サンセレクトジャパン
株式会社サンセレクトジャパン
有限会社文
有限会社文
有限会社文
圓尾 達三
万方商会株式会社

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://www.matsuopearl.com
http://www.osakaya-shoji.co.jp
http://nanboya.jp
http://music.geocities.jp/wprimrose14/
http://www.amber-official.jp
http://www.speakeasy-kobe.com
http://genio.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/genio-store
http://rakuten.co.jp/kilostore/
http://store.sopping.yahoo.co.jp/kirostore/
http://www.portnet.jp/~uminekodo/
http://www.portnet.ne.jp/~umineko/
http://book.saleshop.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/trickortreat
http://www.fn-innovation.com
http://www.ne.jp/asahi/rhodes/kobe
http://www.okbs.jp
https://1003books.stores.jp
http://www.suloto.jp
http://jeternal.fu.shopserve.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/maha/ea
http://www.antiques-fulari.com
http://www.kobekiraku.com/
http://www.tajiya.jp
http://7hours.shop-pro.jp/
http://7hours.jp
http://store.ponparemall.com/
http://www.brandoff-store.com/
http://alicenet-girl.com
http://www.alice-kobe.com
http://www.rakuten.co.jp/d-bland/
http://albert.ocnk.net/
http://www.guitarkaitori.com
https://www.digimart.net/shop/5123/
http://alice06kobe.com
http://www.gokigen-hd.co.jp/
https://applemacjp.com
http://www.larmesduciel.com/
http://www.larmesduciel.com/
http://www.darvish-gallery.com
http://www.itokawa.com/
http://www.aps-jp.com
http://used.dospara.co.jp/
http://used.dospara.co.jp/
http://www.muse-west.jp
http://human-spirits.co.jp
https://girlssecret.jp
https://girlsselect.jp
https://dekomo.jp
https://girlsmagazine.jp
https://sellca-sellcar.com/aution
https://r.roope.jp/house-of-alice
https://www.loire-kobe.co.jp
https://www.sakurastyle.com
http://torewan.theshop.jp
http://www.hakuo.jp
http://toneblue.com/
http://fcskobe.com/
https://viva-kk.com
http://mmichu.cart.fc2.com/
https://www.rubber-duck.jp/
http://www.idumiya.com/
http://www.onagashoji.co.jp
http://www.rokkomann.co.jp
http://www.kadoco.co.jp/
http://www.kobe-maruyo.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/video-land-mickey
http://www.yanasho.co.jp
http://www.yanasho.com
http://www.alice-kobe.com
http://www.masse.ajia
http://www.kansaijb-jidaiya.jp
http://www.japan-gift.co.jp/
http://www.pdns.co.jp
http://www.sun-jp.co.jp
http://www.disclegend.com
http://www.koberecord.com
http://www.urabanchou.com
http://homepage2.nifty.com/maruo78/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/trivandrumshop
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許 可 証 の 番 号氏
第631140500012号
第631140500012号
第631140500027号
第631140500027号
第631140600010号
第631140600019号
第631140600068号
第631140700005号
第631140800014号
第631140800016号
第631140900009号
第631140900027号
第631140900029号
第631141000023号
第631141100026号
第631141300015号
第631141400005号
第631141500017号
第631141500020号
第631141600002号
第631141600015号
第631141600018号
第631141600021号
第631141600023号
第631141700003号
第631141700009号
第631141700012号
第631141700014号
第631141700021号
第631146400389号
第631146400389号
第631146900010号
第631149600001号
第631149600013号
第631149600013号
第631149600018号
第631149600033号
第631149900012号
第631150000007号
第631150600006号
第631150700007号
第631150700017号
第631150700024号
第631150800012号
第631150900002号
第631150900008号
第631150900011号
第631150900013号
第631150900016号
第631151100031号
第631151200010号
第631151200010号
第631151500004号
第631151500015号
第631151500030号
第631151600010号
第631151600019号
第631151700006号
第631151700006号
第631151900007号
第631151900007号
第631156500039号
第631157400026号
第631158200005号
第631159400017号
第631159700029号
第631160600014号
第631160600014号
第631160600016号
第631160600019号
第631160700008号
第631160700008号
第631160800015号
第631160900011号
第631160900012号
第631160900016号
第631161100004号
第631161100025号
第631161200020号
第631161200023号

名

又

は

万方商会株式会社
万方商会株式会社
有限会社アイディーネット
有限会社アイディーネット
高田 吉之
阿曾 リカ
株式会社アール
有限会社ハナオ商会
藤田 めぐみ
株式会社富士自動車工作所
水田 利弘
加納 真治
有限会社有馬十字路
風間 華代
谷東 マリ子
鈴木 浩之
株式会社トータルリンク
株式会社カーマイスター
橋本 秀樹
株式会社ビリオニスタ
株式会社中原貴金属
株式会社新緑
榎本金庫株式会社
BitWind Secondhand Trading株式会社
髙山 慶子
土田 嘉之
髙城 英樹
株式会社ラクサス
株式会社山本商事
有限会社宝商会
有限会社宝商会
平野屋有限会社
株式会社神戸マツダ
神戸トヨペット株式会社
神戸トヨペット株式会社
トヨタカローラ兵庫株式会社
ネッツトヨタゾナ神戸株式会社
神姫産業株式会社
大月 順正
有限会社田中組重量
株式会社サーティ
有限会社オフィス匠
綿谷 直樹
小嶋 泉
有限会社カーシステム神戸
佐原 健司
福永 廣司
有限会社ＪＴＰ ＴＲＡＤＩＮＧ
有限会社黒瀬エンジニアリング
小野原 誠
株式会社ＬＥＨＯＩ企画
株式会社ＬＥＨＯＩ企画
東野 純
綿貫 朝隆
株式会社ワールドトランス
谷原 美紀
株式会社Ｇｏｏｄ Ｌｏｃｋ
白石 皓之
白石 皓之
有坂 拓土
有坂 拓土
兵庫車両株式会社
有馬 昌平
株式会社コウベカメラ
菱華石油サービス株式会社
安井 秀哲こと趙 秀哲
株式会社ＳＴＹＬＥ ＬＩＮＥ
株式会社ＳＴＹＬＥ ＬＩＮＥ
有限会社ベイス神戸
株式会社ブルーラインエクスプレス
株式会社LUXTIS
株式会社ＬＵＸＴＩＳ
山本 孝博
藤原 千恵子
株式会社ＡＭＫ
株式会社オートリバティ
姜 豊秀
勝 直樹
宮川 孝之
有限会社 東山

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://trivandrumshop.com/
http://www.trivandrumshop.com/
http://idnet.cc/
http://www.idn-jpn.com/
http://kamisawa-camera.com/
http://nico-shop.ocnk.net/
http://tokei-kobe.jp
http://www.ysp-kobe.com
http://www.sala-sala.com/
http://www.car-fuji.com
http://www.kobefs.com
http://www.kochouan.net/
http://ok-goods.main.jp
http://kaitoricom.main.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ｔonysanyo
http://h-powerstone.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/total-link
http://www.rakuten.co.jp/carmeister
http://www.h-products.biz
http://koshinohonpo.com
http://aiabia.ocnk.net/
http://artspace-shinryoku.comjimdo.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/cabinet
http://kobe.kaitoricom.com
http://www.storagejapan17.jp
http://iphonehyogo.com
http://motordi.shop-pro.jp
http://hikkoshi.luxas.jp/
http://sukedachi-hompo.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/takara78
http://store.shopping/yahoo.co.jp/takara78
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hiranoya78/
http://www.carsensor.net/direct/shop.php?KCD=080139035
http://www.kobetoyopet.com/
http://www.carsensor.net/direct/shop.phb?KCD=080206068
http://www.toyota.co.jp/corollahyogo/
http://www.zona-kobe.jp/
http://www.shinki-sangyo.com
http://www.hi-net.zaq.ne.jp
http://www.tanakagumi-juryo.com/
http://www.30auto.com
http://www.office-takumi.jp
http://www3.onc.ne.jp/~naokidoh
http://homepage2.nifty.com/comiccat/
http://www.cs-kobe.com/
http://chatchak.ocnk.net/
http://himeji.otakaraya.net/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/jtptrading/
http://www.kurosekeg.com
http://www.ec-labo.com
http://kai-torekamania.jp
http://torekamania.jp
http://www.geocities.jp/jun290710/
https://www.whats-garage.com/
http://www.worldtrans-inc.com
http://cadillackobe.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/gunshop
http://bakugaiking.com
http://trial-sell.com
http://shiro1735.official.ec/
http://shiro1735.official.ec/
http://www.4x4.co.jp/
http://www.arimacycle.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kobecamera
http://www.ryoka-sekiyu.co.jp
http://www.bancyou.com
https://auctions.yahoo.co.jp/html/profile/puu3223.html
https://auctions.yahoo.co.jp/html/profile/totorichcoco.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/clover-brandshop
http://www.blex.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ecodigi
http://www.gakkikaitori.com
http://hitplan.dip.jp/
http://www1.odn.ne.jp/~cbz68300
http://www.konishi78.com/
http://www.auto-liberty.com
http://www.shinnou.com
https://www.black-shark.jp/
http://www.product100.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/g-eagle
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許 可 証 の 番 号氏
第631161300013号
第631161300022号
第631161300022号
第631161300022号
第631161300024号
第631161300026号
第631161300026号
第631161400003号
第631161400003号
第631161400003号
第631161400011号
第631161400014号
第631161600004号
第631161700006号
第631161700007号
第631161700017号
第631161700019号
第631161800003号
第631161800013号
第631161800015号
第631161800015号
第631161800015号
第631161800021号
第631161800023号
第631161900012号
第631161900014号
第631162000001号
第631162000013号
第631162000014号
第631162000023号
第631162000025号
第631162000026号
第631162000033号
第631162000041号
第631162000043号
第631162000044号
第631165500133号
第631165500133号
第631165500133号
第631170300001号
第631170400004号
第631170400023号
第631170500001号
第631170500007号
第631170500012号
第631170500020号
第631170700020号
第631170700020号
第631170800001号
第631170800006号
第631170900005号
第631171000016号
第631171100009号
第631171100011号
第631171200002号
第631171200006号
第631171200011号
第631171300008号
第631171300008号
第631171300008号
第631171300008号
第631171300008号
第631171300013号
第631171400003号
第631171400005号
第631171400009号
第631171400014号
第631171500007号
第631171500010号
第631171500014号
第631171500018号
第631171500027号
第631171600022号
第631171600023号
第631171600023号
第631171800003号
第631171800007号
第631172000006号
第631172000020号
第631172000028号

名

又

は

名

株式会社朱門建設工業
髙原 美希
髙原 美希
髙原 美希
片岡 万寿次
兵庫メグロ株式会社
兵庫メグロ株式会社
株式会社共栄社マナベ（おたからや板宿店）
株式会社共栄社マナベ
株式会社共栄社マナベ
有限会社野村技術士事務所
知念 大輔
KUBEZYK JEREMY
株式会社家具ＭＡＲＫＥＴ
一般社団法人ウルノス
安部 嘉浩
株式会社ＦＡＭ
上月 一郎
松田 理恵
大森香織
大森香織
大森 香織
澤 利一
株式会社土井オート
月原 浩太
千葉 隆一
一般社団法人Ｔee Up Japan
佐々木 大介
Armstrong Kento
岡田 泰介
黒田 光俊
八木 宏平
金沢 裕介
株式会社ATELIER RIKI
江口 宗子
水本 達也
株式会社辻野商店
株式会社辻野商店
株式会社辻野商店
株式会社ラクヤン
小林 治雄
濱田 友博
シルバースター有限会社
谷水 豪
左成 志朗
有限会社バイクスタッフヤマダ
株式会社フューチャーワールド
株式会社フューチャーワールド
東山 登
株式会社アイヴィック
長岡 恵美
前川 和也
有限会社キャロン
株式会社ＬＩＦＥ ＴＩＭＥ
古宮 尚子
大西 哉子
株式会社セキュリティ・トラスト
フェラン神戸株式会社
フェラン神戸株式会社
フェラン神戸株式会社
フェラン神戸株式会社
フェラン神戸株式会社
株式会社 大和
進藤 健史
株式会社ベビーツーワン
株式会社Ｃａｍｅｌｌｉａ
アイワ貿易有限会社
谷水 豪
中谷 博司
元津 和典
株式会社マジックボードワークス
株式会社仲偉
吹田 篤郎
德田 禎雄
株式会社アグロワークス
神木 秀継
神木 秀継
株式会社ジオインテリアワークス
小倉 雅史
春名 智之

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
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http://www.syumon.jp
http://mainmenu.rms.rakuten.co.jp/
http://sellercentral.amazon.co.jp/gp/homepage.html/ref=sm_home_logo_myo
http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/mystatus
http://mas405.p2.weblife.me/
http://www.hyogomeguro.co.jp
http://www.hyogomeguro.co.jp
https://itayado.otakaraya.net
http://itayado.otakaraya.net
http://itayado.otakaraya.net
http://www.tom.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/dmlittleshop
http://stores.ebay.fr/retrotaking
http://www.kagumarket.co.jp/
http://www.ulnos.or.jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/cololo
https://shopping.yahoo.co.jp//leinani/
http://kobeik.sakura.ne.jp
https://grandejoie.thebase.in
https://store.shopping.yahoo.co.jp/allblue
http://www.rakuten.co.jp/allblue/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A3EPP84M6JOMGO&tab=policies&vasStoreID=#aag_

https://www.amazon.co.jp/sp?seller=A3KRTZXX5SD3AG
http://www.doi-auto.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin:BOOEZKNYXG&isAmazonFulfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A1PW8W3T78QDY9&tab=home&vasStoreID=

https://www.amazon.co.jp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A217NDXOR02URS&tab=&vasStoreID=

http://teeupjapan07.thebase.in/
https://www.amazon.co.jp/s?me=A1BIXDERHWKHST&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

https://cjlyxury.com
https://www.meryken.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A21CUCZZJFEJUJ&sshmPath=

http://www.rakuten.co.jp/wiwi/
http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A279HPSAOVCENN&sshmPath=

https://www.atelier-riki.com
https://www.chelseasouko.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kbh-tc/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tsujino78
https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsujinoshoten78
https://tsujino78.thebase.in
http://www.rakuyan.jp/
http://tifosi.theshop.jp
http://www.ryo-hin.com
http://www.silverstar.jp/
http://auctions.yahoo.co.jp/
http://sanari.ocnk.net/
http://bike-yamada.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/excellar
http://www.futureworld.jp
http://www.moonbowpapa.com/
http://ivic-kobe.jp/
http://funstyle.ocnk.net
http://y-k-shop.ocnk.net/
http://www.rakuten.co.jp/caron/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/life-time
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/auctions?userid=humanabel
http://gio06.exblog.jp/
http://s-trust-co.com
http://higashinada.peugeot-dealer.jp
http://himeji.peugeot-dealer.jp
http://kobenishi.peugeot-dealer.jp
http://nishinomiya.citroen-dealer.jp
http://nishinomiya.peugeot-dealer.jp
http://www.yamato-oneline.jp
http://tacksquare.c2ec.com
http://baby21.ocnk.net/
http://075881.com/
http://www.aiwa-trading.com/
http://auctions.yahoo.co.jp
http://www.j-used.com
http://www.goo-net.com
http://www.pyzelsurfbords.jp
http://www.re-group.jp
http://clutch-furniture.com
http://konekoya.jp
www.key-p.net/blog/
http://bonheur-shop.business.site/
http://bonheur-shop.business.site/
https://www.gio-interiaworks.com
https://sites.google.com/solid-kobe.com/solid/
http://www.amazon.co.jp/sp?=UTF8&asin=B00B3F7ITM&isAmazonFulfilied=1&ref=olp-merch-name-4&seller=AIPE5BWQ862596
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
株式会社ホンダパートナーヒロ
http://www.dream-tarumi.com/index.html
株式会社ホンダパートナーヒロ
http://www.hi-net.zaq.ne.jp/hiro3881/
井上 正夫
http://www.soundcrew-kobe.com
ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社
http://www.netzwest.co.jp/
有限会社モトブルーズ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/motobluez-store
有限会社カワサキマイスター
http://www.kawasakimeister.com
株式会社シンコー
http://www.atland.jp/
株式会社シー・リンク
http://www.sea-link.jp
コベルコ建機インターナショナルトレーディング株式会社
https://www.kobelco-kenki.com/kit/jpn/
株式会社商港エンジニアリング
http://www.alligator-ske.co.jp/
有限会社マックスウィル・トレーディング
http://www.maxwill.jp
株式会社兵庫高速運輸
http://www.hyoko.co.jp/
日本オートブリッジ株式会社
http://www.jab-r.com/
コスモンド株式会社
http://www.cosmonde.co.jp/
株式会社近畿トラック販売
http://www.beyou-c.com
トーザイ貿易株式会社
http://www.tozaiboeki.co.jp/
株式会社日本ネットワークサービス
http://www.nihonet.co.jp
ユニデザイン株式会社
http://uni-d.jp
有限会社りす
http://www.shuzoikeda.jp
グリーンコーポレーション株式会社
http://www.greenauction.jp
おくるまネットワーク株式会社
https://www.lion-nw.jp/
株式会社商港テクノサービス
http://www.h4.dion.ne.jp/~sks
有限会社コーチコーポレーション
http://www.coach-corp.com
株式会社家具ＭＡＲＫＥＴ
http://www.kagumarket.co.jp
エス･ティー貿易株式会社
http://www.putter-island.com
株式会社ジャヴァコーポレーション
http://www.j-lounge.jp/
株式会社ＦＩＳＨ ＦＯＲ
http://fishfor.jp
ワールドセーフティグラス株式会社
http://www.wosg.co.jp
ワールドウインド株式会社
http://www.worldwindow.co.jp/ec/html
有限会社アドバルーン
http://www18.ocn.ne.jp/~html/
UGARTE NAKATA RAUL
http://www.nakataautoparts.com/
清政 和也
http://prostaff.web.infoseek.co.jp/y2k/index.htm
清政 和也
http://panasonic-pcshop.ocnk.net/
清政 和也
http://pc8888.cart.fc2.com/
有限会社利再来工房
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/asai5921
坂東 正章
http://bgoods.web.fc2.com/
フジモト通商株式会社
http://www.fujimoto-trade.com/
株式会社げんき介
http://www.genki-kai.jp/
株式会社げんき介
http://store.shopping.yahoo.co.jp/genki
株式会社あかつき
http://www.akatsuki-towing.co.jp/
岩前 智
http://www.labo-technical.com/
株式会社広田ゴルフ
http://golf.ocnk.net/
株式会社山陽
http://e-sanyou.co.jp/
株式会社インパルス
http://www.e-impulse.com
西濱 陽一郎
http://super-otaku-power.com
株式会社ビューティガレージ
http://www.beautygarage.jp
有限会社エンドレス
http://www.endless-r.co.jp
株式会社モトーレン兵庫
http://www.hyogo-bmw.co.jp
大野 辰夫
http://aquatech-web.com/
有限会社あっと・はんど
http://www.athand.jp/
髙橋 貴大
http://www.loveleaf.jp/
稲田 有作
http://www.treasurehunter.jp/
谷 龍二
http://www.eonet.ne.jp/~taniryu-home/
株式会社カーコック西神戸
http://car-cok.jp
井上 幸弘
http://www.carfort.jp/
町永 敏行
http://www.auto-s-machinaga.com/
有限会社ワークス
http://www.kabegamiyasan.com
株式会社エヌズコーポレーション
http://www.yellowfish.jp
網本 次郎
http://www.hi-net.zaq.ne.jp/bufwc900
計倉 克乃利
http://www.ks-works-rs.jp
甲南建機株式会社
http://www.konan-cm.com
産屋敷 富男
http://store.shopping.yahoo.co.jp/stone-u-bu
産屋敷 富男
http://u-bu.shop-pro.jp
産屋敷 富夫
http://www.u-bu.jp/
甲南電機株式会社
http://www.konan-cm.com
松根史尚
http://auctions.co.jp/seller/style_line_0002
株式会社ハマシン
http://www.car-hamashin.com/
山口 憲
http://www.booksonlinejapan.com
緑の広場株式会社
http://www.midorinohiroba.com
西田 邦江
http://eco-aliye.com
西田 邦江
http://k-mst.net
合資会社よろずプラネット
http://marblebooks.sakura.ne.jp/
清水 賀文
http://www.eonet.ne.jp/~yoshifumishimizu
鎌田 裕雄
http://auctions.yahoo.co.jp/seller/morison_fun
Ｈ＆Ｔ株式会社
http://www.huyouhinkaisyuu-hyogo.com
株式会社カーズ
http://www3.ocn.ne.jp/~ka-rz/
五輪建設株式会社
http://ituwa.info/
http://my.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?MyeBay&CurrentPage=MyeBayPersonalInfo&gbh=1&ssPageName=STRK:ME:LNLK
今井 祐貴子
https://account.edit.yahoo.co.jp/eval_pprofile?.src=acct&.done=http%3A%2F%2Fuser.auctions.yahoo.co.jp%2Fjp%2Fshow%2Fprefs&.scrumb=nYLoavDbOlK
今井 祐貴子
株式会社ＬＩＢＥＲＯ
http://www.dena-ec.com/user/35006383//list/?sort1=ppop30,d&at=FP

許 可 証 の 番 号氏
第631178300001号
第631178300001号
第631178600021号
第631179600005号
第631179600022号
第631179700002号
第631179700011号
第631180100005号
第631180400010号
第631180500013号
第631180500019号
第631180500023号
第631180600002号
第631180600006号
第631180600019号
第631180700008号
第631181000005号
第631181300007号
第631181400003号
第631181400005号
第631181400009号
第631181400011号
第631181600007号
第631181700006号
第631181800003号
第631181800007号
第631181900003号
第631181900010号
第631181900011号
第631190200038号
第631190300049号
第631190300065号
第631190300065号
第631190300065号
第631190400037号
第631190400050号
第631190500023号
第631190500043号
第631190500043号
第631190500068号
第631190600023号
第631190600039号
第631190600055号
第631190600057号
第631190700015号
第631190700027号
第631190700028号
第631190700056号
第631190800049号
第631190800054号
第631190900023号
第631190900058号
第631191000002号
第631191000007号
第631191000009号
第631191000017号
第631191000018号
第631191000022号
第631191000040号
第631191000048号
第631191100021号
第631191100044号
第631191100044号
第631191100044号
第631191200018号
第631191200034号
第631191200046号
第631191300004号
第631191300012号
第631191300020号
第631191300020号
第631191300024号
第631191300043号
第631191300052号
第631191400003号
第631191400015号
第631191400030号
第631191400043号
第631191400043号
第631191400046号

名

又

は

名

称
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631191400046号
第631191400055号
第631191500005号
第631191500005号
第631191500045号
第631191500045号
第631191600017号
第631191600017号
第631191600017号
第631191600022号
第631191700005号
第631191700007号
第631191700020号
第631191700029号
第631191700037号
第631191800049号
第631191900031号
第631199600002号
第631199600002号
第631199600002号
第631199600002号
第631199600002号
第631199600002号
第631199600018号
第631199900025号
第631200500001号
第631200600008号
第631200800015号
第631200900008号
第631201300004号
第631201700002号
第631202100007号
第631210400006号
第631210400018号
第631210500013号
第631210800007号
第631210800011号
第631210800011号
第631210800011号
第631210800011号
第631210800019号
第631210900027号
第631211000005号
第631211000006号
第631211300010号
第631211500017号
第631211700004号
第631211700007号
第631211700010号
第631211800001号
第631300200006号
第631300300016号
第631300700021号
第631300800007号
第631301000004号
第631301100004号
第631301100013号
第631301100014号
第631301100018号
第631301300003号
第631301300015号
第631301300015号
第631301300015号
第631301400001号
第631301400001号
第631301400005号
第631301500008号
第631301500011号
第631301500021号
第631301600003号
第631301600003号
第631301700003号
第631301700006号
第631301700007号
第631301700011号
第631301700020号
第631301700021号
第631301800010号
第631301800010号
第631301800012号

名

又

は

株式会社ＬＩＢＥＲＯ
竹中 直人
三木 典子
三木 典子
茨木 幸大
茨木 幸大
西﨑 哲
西﨑 哲
（用いない）
西﨑 哲
（用いる）
松本 明紘
株式会社TURN ON
織田 幸秀
德田裕一
神澤 旨宣
有限会社オートセキュリティサイレンズ
株式会社クレール
岡村有見子
ネッツトヨタ兵庫株式会社
ネッツトヨタ兵庫株式会社
ネッツトヨタ兵庫株式会社
ネッツトヨタ兵庫株式会社
ネッツトヨタ兵庫株式会社
ネッツトヨタ兵庫株式会社
株式会社スズキ自販兵庫
株式会社バグ
村上 一郎
上山 真治
原 美和子
株式会社マルカネットサービス
小西 将則
佐野 哲雄
西山 遥香
西村株式会社
有限会社機器サービス
西脇 久美
角谷 博伯
株式会社大蔵
株式会社大蔵
株式会社大蔵
株式会社大蔵
株式会社創研
ＩＭＰＥＲＩＡＬ ＭＯＴＯＲＳ株式会社
大島 直賢
南 裕治
髙見 修平
清水 カンナ
富永 源介
橘 弘子
株式会社増田
木下こと裵 祥児
昇 洋一
角谷 忠彦
株式会社インターテック
吉田 恵子
吉岡 純一
株式会社ハナヤ勘兵衛
株式会社イケダ不動産
中島 光子
杉本 奈央子
株式会社西村工房
株式会社ジェーデザイン社
株式会社ジェーデザイン社
株式会社ジェーデザイン社
廣狩 拓也
廣狩 拓也
松﨑 拓
株式会社リュリュ
光延 彰洋
岸本 愛
株式会社デーシーイー
株式会社デーシーエー
段 俊之
株式会社Ｒ８３
土門 大作
合同会社カーズ芦屋
長谷川 正
石山 翔
トータルプロデュース・レアイナ合同会社
トータルプロデュース・レアイナ合同会社
阿多 武史

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://www.risaikuma.com
http://car-takenaka.com
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/rjsbh576
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/rjsbh576
http://www.amazon.co.jp/gp/aag/main/ref=olpmerchname2?ie=UTF8&asin=B002HK4296&isAmazonFulfilled=0&seller=AFDF1SNX08SR6

http://www.mbok.jp/u?u=8498270
http://www.antique-promenade.com
http://aｎtique-promenade.com/
https://aｎtique-promenade.com/
http://www.amazon.co.jp/shops/AL6E98FZKFF3P
http://www.valley-works.com
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/est668000
http://www.pianosalon.org
http://caresthe-kiwami.com
http://www.sirens.jp
https://www.rakuten.co.jp/clair-kobe/
http://www.amazon.co.jp/s?me=AL2FLDZN3R850
http://www.netzhyogo.jp
http://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=himeji
http://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=kobe-nishi-guc
http://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw-kobe-nishi&son=265
http://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw-tarumi
http://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_takarazuka
http://sj-hyogo.jp/
http://archery.rgr.jp/
http://www7.ocn.ne.jp/~g.s-mus/
http://uesugi.kir.jp/
http://antiques-uraku.net/
http://www.maruka.ne.jp/
http://www.auto-family.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/shrhpy
http://pro.store.yahoo.co.jp/pro.koberesale-shop
http://www.nishimura-oil.co.jp/
http://www15.ocn.ne.jp/kiki/
http://doronco.zomco.biz/
http://www.k2.dion.ne.jp/~sumiyap
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/shopshichi.html
http://www.0096.jp/
http://www.kingbrand.jp/
http://www.sunis.jp
http://www.souken-y.jp
http://www.imperialmotors.co.jp
http://www.geocities.jp/goyousyoukai/
http://motomachiekimae.otakaraya.net
http://www.rakuten.co.jp/realize-store
http://www.cachitofurniture.com
http://www.tes-tex.com
http://www.bnail.jp/binails/
http://www.fp-mast.com
http://www.albero-i.com
http://www.5228.jp/
http://members.at.infoseek.co.jp/tadauto/index-1.html
http://www.interteck.co.jp
http://mydo471235.ye.shopserve.jp
http://www.crix.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hanakan
http://www.i3333.com
http://paris-6ku.com
http://www.yohaku711.com/
http://www.haz-ashiya.com/
http://www.il-piccolo-magazzino.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ilpiccolomagazzino
https://www.jllll-design.co.jp
http://euruli.com
http://hitokuse.jp
http://www.toilandmoil.com
http://www.rakuten.co.jp/shop-ryuryu/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/syoukoudou-stoa
www.matin2015.com
http://d-dce.com/
http://d-dce.com
http://stargazer-proshop.com/
https://r-design-r83.shop-pro.jp/
http://www.amazon.co.jp/shops/A1IXWAIS5K726N
http://www.carsensor.net/shop/hyogo/309306001/#contents
https://vff.buyshop.jp
http://laporte.otakaraya.net
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A1N50K843CC741&tab=&vasStoreID=

https://www.primo-de-wan.com
http://www.legrandtresor.com
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631301800017号
第631301900002号
第631301900003号
第631301900005号
第631301900005号
第631301900011号
第631302000001号
第631302000002号
第631302000004号
第631302000028号
第631309500004号
第631309500004号
第631310000034号
第631310200009号
第631310300061号
第631310300064号
第631310300069号
第631310400032号
第631310400032号
第631310400034号
第631310400066号
第631310400068号
第631310500024号
第631310500043号
第631310500060号
第631310500066号
第631310500074号
第631310500076号
第631310600007号
第631310600014号
第631310600015号
第631310600021号
第631310600024号
第631310600024号
第631310600032号
第631310600053号
第631310700017号
第631310700018号
第631310700053号
第631310700057号
第631310700077号
第631310800012号
第631310800016号
第631310800016号
第631310800021号
第631310800030号
第631310800073号
第631310800073号
第631310900023号
第631310900026号
第631310900034号
第631310900037号
第631310900043号
第631310900046号
第631310900074号
第631311000005号
第631311000046号
第631311000064号
第631311100013号
第631311100025号
第631311100044号
第631311100053号
第631311100060号
第631311100060号
第631311100060号
第631311100077号
第631311100091号
第631311200014号
第631311200031号
第631311200034号
第631311200037号
第631311200046号
第631311200048号
第631311200062号
第631311200062号
第631311300014号
第631311300017号
第631311300022号
第631311300028号
第631311300035号

名

又

は

名

山本 雄三
イース株式会社
株式会社ＡＬumat
福留一孝
福留一孝
上田礼子
三浦 由美子
谷田 耕一郎
前田真
株式会社L'AppartmentKobe
マツダ株式会社
マツダ株式会社
高木 三津雄
株式会社テンポスバスターズ
大林 芳子
株式会社クエッション
合資会社デジタルベストサポート
矢野 美幸
矢野 美幸
池田 文枝
原 啓二
芳村 厚地
有限会社ジャムボディーサービス
坂内 定比古
石井 吾郎
西宮貨物運輸株式会社
山中 秀郎
有限会社ニューイング
有限会社ＳＴＹＬＥ
ＯＫＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
有限会社リノエ
株式会社ティ．セーリングシステム
池城 哲士
池城 哲士
近藤 みゆき
有限会社裕大
ベストワン株式会社
株式会社グラード
株式会社キュビック
髙橋 玲子
エルダーライフデザイン株式会社
久保田 政宏
長沼 愛
長沼 愛
髙木 智弘
株式会社セターレ
大兼 道夫
大兼 道夫
エネクスフリート株式会社
株式会社ニューステージ
東和商事株式会社
株式会社カーコレクションルート６６
村田 嘉之
髙吉 則明
有限会社西宮名塩ゴルフセンター
株式会社スリートレーディング
田村 憲二
ブランドガーデン株式会社
株式会社リリーフ
株式会社エクストリームスポーツジャパン
小沢 悠介
宮島医学機器有限会社
片岡 保
片岡 保
片岡 保
株式会社全国介護タクシー協会
森 知信
株式会社オートスタイルトレーディング
神戸オークション株式会社
株式会社フォレスト
福本 和也
株式会社山澤工房
株式会社サイシス
株式会社ディー・プラスイーマーケット
株式会社ディー・プラスイーマーケット
有限会社サン
梅谷 三男
株式会社ＳｕｍＷｉｎ
株式会社エルマー
株式会社キューブイノベーション

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
https://ashiya-piano.jp
https://easenetshop.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/xwpio
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B004273WI4&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A3W48DUPT76BH&tab=home&vasStoreID=

https://www.amazon.co.jp/s?me=A3W48DUPT76BH&marketplacelD=A1VC38T7YXB528

https://crossveritas.base.shop
http://wacks.jp
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=ABRM61A3BPYVO&tab=&vasStoreID=

https://www.amazon.co.jp/s?me=A23R2O1IAVW8T6&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

https://dailynine.stores.jp/
http://accuphase-kaitori.com
http://denon.accuphase-kaitori.com
http://www.takagi-piano.com
http://www.tenpos.com/
http://www.h3.dion.ne.jp/~bonjour
http://www.n-question.com/
http://www.bdsp.net/
http://pinsmarche.com
http://www.sacapapier.com
http://across.gateau.jp/
https://www.mercart.com/jp/u/351246217/
http://tsurituri.com
http://www.jambodyservice.com/
http://kodemari.net/
http://www.ishii-motorcycle.com
http://www.nisika.com/
http://www.13.ocn.ne.jp/~nokino/
http://newinginc.s111.xrea.com
http://www16.ocn.ne.jp/~c-style/
http://ｗｗｗ．okａ．cｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ．Jp
http://miraisapo.net
http://www.tsailing.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/design-vintage
http://www.hello-grapefruit.com
http://www.miyuki-kimono.com
http://www.cmiz.net
http://www.happyreed.jp
http://www.giulia.jp/
http://www.sanc-auto.com
http://www.doo-collaboration.co.jp
http://www.ogetti.net
http://www.bien-ensemble.info
http://mubyo.jp/
http://mubyo.verse.jp
http://www.yumegift.com
http://www.setareh.co.jp
http://saiin.syop-pro.jp/
http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/aboutme?userID=furumonosaiin&u=furumonosaiin

http://www.enexfleet.com
http://www.new-ecorecycle.com
http://forklift.jp/
http://www.ccr66.com
http://www.ym-carry.com
http://store.yahoo.co.jp/pueo
http://najio-golf.com/
http://www.threetrading.com
http://il-trenta30.jimdo.com
http://www.brandgarden.net
http://www.daiei.gr.jp
http://www.zerosun.net/
http://worldendsgarden.com
http://homepage2.niftycom/miyajima/
http://aine.ocnk.net/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/atone-aine
https://ciels-gem.ocnk.net/
http://www.kaigo-taxi.com
http://garagebosco.com
http://new.auto-styletrading.com/
http://fairing.jp
http://www.forest.ecweb.jp
http://www.kurumadouraku.net
http://yamazawa-kobo.com/
http://sysys.co.jp
https://demarket.co.jp
https://demarket.co.jp
http://www.suncorporation.jp
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/mitsuo/
http://www.sum-windmill.com
http://www.elmer-train.co.com/
http://www.sokutei-cube.com
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631311300063号
第631311400006号
第631311400034号
第631311400041号
第631311400051号
第631311400053号
第631311500004号
第631311500008号
第631311500010号
第631311500016号
第631311500020号
第631311500037号
第631311500037号
第631311500054号
第631311600017号
第631311600034号
第631311600052号
第631311600055号
第631311600059号
第631311600060号
第631311700003号
第631311700003号
第631311700003号
第631311700007号
第631311700011号
第631311700022号
第631311700045号
第631311700055号
第631311700076号
第631311800016号
第631311800018号
第631311800020号
第631311800037号
第631311800051号
第631311900024号
第631311900025号
第631311900027号
第631311900032号
第631311900041号
第631311900042号
第631311900046号
第631311900053号
第631311900056号
第631311900064号
第631312000001号
第631312000008号
第631312000016号
第631312000018号
第631312000022号
第631312000024号
第631312000031号
第631312000038号
第631312000039号
第631312000041号
第631312000044号
第631312000049号
第631312000051号
第631312000057号
第631312000059号
第631312000067号
第631312000067号
第631312000070号
第631312000074号
第631312000080号
第631312000082号
第631312000086号
第631319200020号
第631319300036号
第631319500020号
第631319500020号
第631319500020号
第631319500020号
第631319500027号
第631319700021号
第631319800014号
第631319900035号
第631320500013号
第631320500016号
第631320500021号
第631320500023号

名

又

は

東松 道雄
Ourense株式会社
株式会社Ｄ３
岡野 政一
位田 裕弘
株式会社クリアライフ
金武 素子
佐藤 八重子
平山 克史
有限会社ヨコシン
横瀬 久和
有限会社ハマテック
有限会社ハマテック
株式会社BJP
株式会社古材問屋
谷口 剛
龍 伸晃
高田元樹
有限会社ピアノワールド プロ
渡邊 勉
株式会社タックルベリー
株式会社タックルベリー
株式会社タックルベリー
株式会社リンクアップ
安岡 理可
株式会社クレディ
株式会社ＯＧＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
田中 克典
株式会社オカザキヨット
般若 真梧
８７１ＲＣ株式会社
株式会社スッキリン
有限会社ビッグ・フィッシュ・ストーリー
河野 真子
藤井 孝明
吉田 伸一
株式会社作州屋
山ノ井 さより
スマイルコミット株式会社
エスプランニング合同会社
岩﨑 隼人
増形 昌子
國分 健二
森 勝代
株式会社テイク・ジェー
神戸製薬株式会社
藤浦 貴之
特定非営利活動法人アトリエ凹凸
田中 伸幸
伊藤 泰子
藤原 誠
柴山 俊哉
株式会社ＳＨＡＭＳ
株式会社 Ｉ・Ｃ・Ｅ
岡本 圭祐
角 信吾
黒木 安里
有限会社ルイコレクション沖縄
堤野 聖士
有限会社ビースペックストレーディング
有限会社ビースペックストレーディング
糸山 玲央
田中 保則
株式会社ＡＩプランニング
宮内 智子
石戸 優紀
共和商事株式会社
柴田 保直
株式会社ホンダカーズ兵庫
株式会社ホンダカーズ兵庫
株式会社ホンダカーズ兵庫
株式会社ホンダカーズ兵庫
株式会社ホンダウイング夙川
株式会社オンリーカーズ
株式会社阪神小型モータース
萬関 節子
北邑 隆馬
竹下 守
萩野 隆史
坂本 卓代

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://world-antique.com
http://www.urense.co.jp/ec/
http://www.ashiya-design.co.jp/d3.html
http://ichikura.org
http://unitec.biz
http://studio-clear.net/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/sosin
http://www.amazon.co.jp/gp/aag/main?ie=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A3PDP6RTBWBVFQ

http://www.ｅａｒｔｈｆｉｅｌｄｆｉｓｈｉｎｇ.ｊｐ
http://www.yokoshin-co.jp
http://kawson21.ocnk.net/
http://ibiza027.wix.com/ibiza
http://www.ibiza-mf.com
http://www.bjpo.com
http://kozaidonya.ocnk.net/
http://www.iwanami-art.jp
https://my-ft.com
http://www.gen-rock.jp
http://pianoworld.jp/
http://kotoen.otakaraya.net
http://www.tackleberry.co.jp
http://b-net-mobile.tackleberry.co.jp
http://b-net.tackleberry.co.jp
http://l-u.jp
http://www.fareastern-oldbooks.jp/
http://www.creditcom.jp/
http://www.ogbi.co.jp
https://katsunori1981.wixsite.com/asian
http://okazaki.yachts.co.jp
https://www.sukettosan.com
https://cibiyachu.wixsite.com/⑧⑦①rc
http://www.sukkirin.jp/
http://www.happycostume.com/reuse/
http://greenford.stores.jp/
https://www.takaton-web.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/yscompany-shop
http://www.sakushu-ya.com
http://sui-suibooks.wixsite.com/index
https://www.ebay.com/usr/japan-nishinomiya_suhao
http://spl-smart.com
http://www.ebay.com/str/hayacamerajapanshop
https://www.kimono-beniya.info
https://ku-bu.com/
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/gammarayer2000?
http://www.indianmotorcycle.kobe/jpn.com
https://www.kobe-seiyaku.co.jp/
http://www.fuzzyfuzzy.tokyo
http://www.outotsu.com
http://nuvu.jp
http://kica.shop-pro.jp/
https://fujisho.work
http://www.heroes-1048style.com/
https://shams2020.com
https://i-c-e-co-ltd.jimdosite.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&seller=A3CM1JENOUR1TN

https://www.amazon.co.jp/s?me=A303SXU0V1QHM6&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

https://www.ebay.com/nsr/anlih34
http://www.colony-jp.com
http://xn--tory64a8j7arhi.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/naviunlock/info.html
https://www.rakuten.co.jp/bspex/
https://zgzg.base.shop
https://ecomart.base.ec/items/29946727
http://www.ai-plann.com
http://www.j-pomme.com
https://www.amazon.co.jp/gp/aag/main/?ie=UTF8&isAmazonFulfilled=0&seller=A262YN9W86BY0J

http://ns1.ina-kyouwa.com
http://www.r171seki.com/
http://www.carsensor.net/direct/shop.php?KCD=080788011
http://www.hondacars-hyogo.co.jp
http://www.hondacars-kobe.co.jp
http://www.carsensor.net/direct/shop.phb?KCD=080788011
http://www8.ocn.ne.jp/~h-shuku/
http://www.onlycars.co.jp
http://www.sanyo-auto.co.jp
https://antiguenanae.shop-pro.jp
http://komonjo.jp
http://www.take-m.com
http://www.newjazzthings.com/
http://www.s-tara.com/

11／28

ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631320600009号
第631320600009号
第631320700001号
第631320700004号
第631320800002号
第631320800007号
第631320900012号
第631321000003号
第631321000005号
第631321000019号
第631321100002号
第631321100010号
第631321300018号
第631321300020号
第631321400006号
第631321400007号
第631321400007号
第631321700005号
第631321700007号
第631321700020号
第631321800009号
第631321800014号
第631321800022号
第631330300001号
第631330400010号
第631330800020号
第631330800020号
第631330800020号
第631330800020号
第631330800020号
第631330800020号
第631330800020号
第631330800020号
第631330900020号
第631331000005号
第631331000005号
第631331100005号
第631331100006号
第631331100014号
第631331200012号
第631331200016号
第631331400002号
第631331400008号
第631331400012号
第631331400028号
第631331500001号
第631331500008号
第631331500015号
第631331600008号
第631331600025号
第631331700006号
第631331700022号
第631331700023号
第631331800002号
第631331800009号
第631331800018号
第631336200064号
第631336200064号
第631336200064号
第631336200064号
第631336900011号
第631337900014号
第631339600013号
第631339600013号
第631340300009号
第631340300009号
第631340400006号
第631340500015号
第631340600016号
第631340600017号
第631340800023号
第631340900024号
第631340900035号
第631341000015号
第631341100031号
第631341200003号
第631341200012号
第631341200020号
第631341300002号
第631341300011号

名

又

は

株式会社フィッチインターナショナル
株式会社フィッチインターナショナル
株式会社真都電気
株式会社ビートデザイン
有限会社ウェルビー
村上 雅彦
株式会社ＳＥＥＤ
株式会社ＥＡＳＴ－１
有限責任事業組合あんしん
武知 弘文
館 俊哉
株式会社ソアーシステム
株式会社ケイプラン・アド
風間 猛
山田 祐子
北村 宇広
北村 宇広
小野 泰洋
合同会社Ｒｈｕｍｂｌｉｎｅ
株式会社ＪＯＩＮ－ＵＳ
株式会社フォーリレイト
ワールドイン株式会社
株式会社ベストライフパートナーズ
銀栄輪業株式会社
坂谷 美弥子
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ
株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ
株式会社MonotaRO
株式会社MonotaRO
渡邊 修
株式会社クエスト
株式会社クエスト
下久保 栄二
株式会社ジョイ
株式会社ｏｎ・ａｎｄ・ｏｎ
株式会社幸英
株式会社ネーチャーネット
株式会社ＭＡＸ ＴＲＡＤＩＮＧ
善野綿業株式会社
治部電機株式会社
岩﨑 衛
株式会社ブリーズ
株式会社ＫＨカンパニー
合同会社レガーロ
山岡 由佳
株式会社エアーフロント
株式会社イズモアクティビティーズ
ボーダレス株式会社
株式会社GAI
堤野 聖士
郡山 貴人
伊本 哲秀
有限会社丸高
有限会社丸高
有限会社丸高
有限会社丸高
株式会社佐々木
吉野 隆義
ネッツトヨタ神戸株式会社
ネッツトヨタ神戸株式会社
株式会社ビッグソリューション
株式会社ビッグソリューション
ジェイアール西日本商事株式会社
前田 勝彦
西尾 里美
橋本 賀津雄
株式会社ファイナルセレクト
高木 みゆき
太田 精一
有限会社徳州エンジニアリング
株式会社スイッチ
栗栖 則彦
丸山 正樹
株式会社善
髙垣 英昭
髙山 和貴

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://www.i-love-tigers.com
http://www.kachiya.com/ticket.php
http://shintoll7.web.fc2.com/
http://www.tama41shop.net/
http://www.welbee.co.jp
http://homepage2nifty.com/kyogado/
http://www.brandseed.jp
http://east-1.co.jp
http://www.yukumi-anshin.com
http://www.top-piano.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/cococollection
http://www.spooky.co.jp
http://www.rakuten.co.jp/kpco/
http://koshien.kaitoricom.com/
http://www.kyujisensei.net
http://www.striatum.net/
http://www.striatum.net/
http://giganet.shop-pro.jp/
http://seayou.co.jp
http://qururi.kawaiishop.jp
https://for-relate.com
http://www.godaddy.com
http://gardens.otakaraya.net
http://www.ad-cycle.com/
http://www.finefine-kids.com
http://be.monotaro.com
http://ha.monotaro.com
http://ihc.monotaro.com
http://ihc.monotaro.mobi
http://www.mnotaro.mobi
http://www.monotaro.com
http://www.monotaro.sg
http://www.monotaro.my
http://furuhonkaitori.uretemasuyo.net/
http://quest-moving.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/quest-furnitureline
gbank-shop.com
http://www.joy.vc
http://on-and-on.ocnk.net/
http://www.garage-t-up.com
http://www.nature-net.co.jp
http://www.bikers-xross.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bybycoms
http://www.jibu.co.jp
https://utsuboru.stores.jp
http://www.breeze-jpn.com
http://www.kh-company.com
http://www/hermesregalo.jp
http://www.univers-y.com/
http://www.air-front.com
http://hobbyizumo.jp/
http://re-tool.net
http://www.gai2017.co.jp
http://www.recycleaz.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/netshopveloce
https://www.amazon.co.jp/sp?-encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A54E1J

http://www.78-st.com/shop/marutaka/marutaka.html
http://www.marutaka777.co.jp/
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/ippin78marutakahonten
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/ippin78marutaka
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/uriboukun2222
http://hccweb5.bai.ne.jp/yoshino/
http://www.netzkobe.co.jp
http://www.carnyandes.com
http://big-slot.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/slot
http://www.trainbox.co.jp
http://oldou.la.coocan.jp/
http://www.un-petit-peu.com/
http://hccweb1.bai.ne.jp/~hdc33601
http://www.final-select.net
http://www.dormitorica.com
http://seele.ocnk.net/
http://cwaweb.bai.ne.jp/~tokusyu
http://switch-amagasaki.jimdo.com/
http://jamshopping.jp/web/nothingness/home
http://famille-jp.com
http://www.parts1-amagasaki.com/
http://www.ssg69.com
http://www.cyclegetter.com
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631341300024号
第631341400014号
第631341500015号
第631341500034号
第631341500037号
第631341500039号
第631341500039号
第631341500043号
第631341800004号
第631341800004号
第631341800013号
第631341900028号
第631342000042号
第631350100021号
第631350300012号
第631350500022号
第631357200044号
第631358700034号
第631359700001号
第631360200058号
第631360400029号
第631360500004号
第631360500043号
第631360600032号
第631360700001号
第631360700001号
第631360700002号
第631360700021号
第631360800009号
第631360900004号
第631360900019号
第631360900019号
第631360900029号
第631361000023号
第631361000036号
第631361100008号
第631361100008号
第631361100011号
第631361100017号
第631361100018号
第631361100035号
第631361200009号
第631361200010号
第631361200022号
第631361200024号
第631361300007号
第631361300026号
第631361300026号
第631361300026号
第631361300026号
第631361300026号
第631361300026号
第631361300026号
第631361300026号
第631361300026号
第631361300026号
第631361300026号
第631361300026号
第631361400007号
第631361400008号
第631361400012号
第631361400017号
第631361500004号
第631361600001号
第631361600006号
第631361600008号
第631361600008号
第631361700010号
第631361800025号
第631361800030号
第631361900013号
第631361900018号
第631361900023号
第631361900024号
第631361900028号
第631361900033号
第631365500015号
第631369400026号
第631369500022号
第631369600022号

名

又

は

名

大園 篤
株式会社ワークス
河井 昌子
竹中 生冶
中王産業株式会社
石長 優一
石長 優一
株式会社ワールドインターネットショップ
伊藤 茂男
伊藤 茂男
東海パーツ株式会社
武林 洋介
株式会社Ａｇ Ｇｌｕｅｃｋ
有限会社寺田モータース
松井 ひとみ
有限会社マルイ
株式会社ゼネラルオート
株式会社朝日オートセンター
株式会社川本ピアノサービス
大西 徹夫
有限会社アクセスコーポレーション
有限会社Ｇｅｔ１コーポレーション
有限会社マイティジャパン
玉泉 年啓
田中 宏明
田中 宏明
坂本 貴宣
真砂 隆伸
鈴木 健雄
シンワリース販売株式会社
宮田 朋子
宮田 朋子
福井 謙吾
渡 紳一郎
株式会社エクス・マキナ
引地 亜以子
引地 亜以子
株式会社コープ環境サービス
株式会社シグマプロシード
山田 修
長谷川 清文
株式会社フェアリー・アド・コーポレーション
田中 誠二
山﨑 純一郎
小巖 朝子
株式会社メモリーゴールド
株式会社朝日オートセンター
光畑 拓自
株式会社フェイス
株式会社フェイス
株式会社シースペース
楠元 隆司
クリエイテイヴ ファクトリイ合同会社
クリエイテイヴ ファクトリイ合同会社
平野 景太
高橋 勝巳
和田 弘子
福田 真一
森岡 陽子
榊 恭平
河野 英樹
田中健一
宮内 祥行
今田 昌希
楠元 隆司
クリエイテイヴファクトリイ合同会社
クリエイテイヴファクトリイ合同会社
オンアパートメント株式会社
張間 綾
株式会社ライフクリエイト
ﾀﾞﾙﾏｷｬﾋﾟﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
株式会社EIGHT
アンダーアップ
守本健朗
小原 直也
村澤 征一郎
株式会社塚口丸十質舗
高谷 和也
有限会社田中美術
株式会社キッズドリーム

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://ohzonoss.com
http://works-vm.sakura.ne.jp
http://jpitem.moo.jp
http://ts-antiques.com/
http://tanachu.jp
http://yuiwadouonline.com
https://www.japaneseantiqueshop.com
http://www.watchworld-shop.com
https://www.attic-zakka.com
https://www.attic-zakka.com
https://toukaiautoparts.jp
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B0060S2V8K&isAmazonFulfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A2UP4N1NWWZTJQ&tab=&vasStoreID=

http://hokusetsukushiro.net
http://www.teradamotors.com/
http://homepage3.nifty.com/ange-passe/
http://bcaweb.bai.ne.jp/marui/
http://www.g-auto.com
http://www.aacnet.jp
http://www.piano-st.com/
http://www.h4.dion.ne.jp/~e9536
http://www.accessca.com/
http://www.get1.jp
http://mightyjapan.com/
http://www.eva.co.jp/
http://www.jp-mquest.com/index.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/marinequest
http://www.officenetplan.co.jp/
http://www.eonet.ne.jp/~masagogk/
http://cwaweb.bai.ne.jp/~hnkt/
http://www.sinwa-lease.co.jp
http://bouquet.a.la9.jp/shop.html
http://www.biene-biene.com
http://fukui-bunkodo.jp/
http://www.yarikuri-turbo.com/
http://p-tool.net
http://store.shopping.yahoo.co.jp/robin-hood
http://www.robin--hood.jp
http://www.coop-kankyo.co.jp/
http://www.sigmapro.co.jp/
http://www.eonet.ne.jp/～club-ys/
http://hankyutsukaguchi.otakaraya.net
http://www.geocities.jp/washian_kimono/index.htm/
http://ts-cop.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/fourseam
http://sweetnostalgia.ocnk.ne/
http://www.memory-gold.com
http://www.aacne.jp
http://www21.ocn.ne.jp/~syn
http://www.face-tool.com
http://www.face-tool.com
http://www.syarin.com
http://www.cl-record.com/
http://www.zen-world.com
http://www.japancrafts.net
http://stores.ebay.com/nipponlover9091/
http://www.schatzi.jp
http://www.car-viking.com
http://lienhair.com
http//www.amazon.co.jp/gp/aag/main/ref=olp_mersh_name_4?ie=UTF8&asin=BOOGDF7RRAC&isAmazonFuilled=1&seller=A38WBOIQ8OWXGI

http://www.rakuten.co.jp/reggina
http://www.rakuten.co.jp/bears-gem/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kixtupuya
http://dealmarket.jp
http://moriedo.com
http://www.cl-record.com/
http://www.zen-world.com
http://www.japancrafts.net
http://on-apartments.com
https://yutoro.thebase.in/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/fujikaden88
http://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A3KBSN7AWMGPA4&merchant=A3KBSN7AWMGPA4

http://eight-car.co.jp
http://www.underup.net
https://www.bolo-kids.com
https://www.708works.jp
http://coral-tsr.jp/
http://www.marujyu.net/
http://www.baikuya-kazu.com
http://kobetanag.sakura.ne.jp
http://www.kidsdream.co.jp/
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631369900006号
第631369900035号
第631370300002号
第631370500013号
第631370500034号
第631370500042号
第631370600050号
第631370700016号
第631370700037号
第631370800010号
第631370900008号
第631370900016号
第631370900025号
第631370900027号
第631371000025号
第631371000025号
第631371000046号
第631371000049号
第631371100006号
第631371100014号
第631371100018号
第631371100042号
第631371100043号
第631371200015号
第631371200021号
第631371200021号
第631371200034号
第631371300006号
第631371300012号
第631371300025号
第631371300025号
第631371300030号
第631371300035号
第631371300041号
第631371400001号
第631371400007号
第631371400018号
第631371400023号
第631371500023号
第631371600002号
第631371600026号
第631371600037号
第631371700003号
第631371700009号
第631371700031号
第631371700036号
第631371800019号
第631371900015号
第631371900022号
第631372000064号
第631379000022号
第631379000022号
第631379500061号
第631379600008号
第631380200021号
第631380400012号
第631380400016号
第631380500017号
第631380500023号
第631380500027号
第631380600027号
第631380600027号
第631380600031号
第631380600039号
第631380700031号
第631380700033号
第631380800035号
第631381100010号
第631381100010号
第631381100010号
第631381100010号
第631381100010号
第631381100010号
第631381100010号
第631381100010号
第631381100010号
第631381100010号
第631381100010号
第631381100010号
第631381100023号

名

又

は

名

佐藤 利弘
谷口 敏弘
吉見 育樹
有限会社ハウ・エンタープライズ
有限会社Ｂｅ
有限会社ＶＯＩＣＥ ＯＮＥ
中川 譲
岡村 和幸
株式会社エスエスオート
三宅 巧
分 禎英
檜山 敦央
沢田 和也
相馬 一義
小野 貴史
小野 貴史
株式会社Ｇ-７モータース
瀧原 茂雄
株式会社グリーンアクロス
坂本 直樹
金子 隆亮
袋井 麻衣
株式会社ＥＩＫＩ ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＴＲＡＤＩＮＧ
株式会社Ｋ-ＳＴＹＬＥ
建林 永一
建林 永一
株式会社ラビタス
新納 力
中西建工株式会社
有限会社津田電機
有限会社津田電機
土屋 猛
合資会社セールテック
株式会社ｄｅｆ
株式会社丸恭
株式会社Ｄ－Ｓｔｕｄｉｏ
内田産業株式会社
有限会社環境科学研究所
株式会社富士美術
三鼓 由希子
株式会社ファイクロ
株式会社私たちにできること
津田 昌紀
佐々木 清文
関西車輌サービス株式会社
株式会社Ｕｎｉｔｙ
株式会社ＤＡＸ
尾﨑 裕也
藤原 芳貴
株式会社たみや建設工業
株式会社川島商会
株式会社川島商会
柳田 瑞枝
株式会社パルス
小寺 伸二
株式会社喜谷運送サービス
東興テック有限会社
梅村 聡
佐川 順一
黒山 一郎
岸本 悟
岸本 悟
ＦＭトレード株式会社
西山 浩一
株式会社エスト
中田 健二
守安 明彦
株式会社ナリタゴルフ
株式会社ナリタゴルフ
株式会社ナリタゴルフ
株式会社ナリタゴルフ
株式会社ナリタゴルフ
株式会社ナリタゴルフ
株式会社ナリタゴルフ
株式会社ナリタゴルフ
株式会社ナリタゴルフ
株式会社ナリタゴルフ
株式会社ナリタゴルフ
株式会社ナリタゴルフ
大杉 一弥

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://www.interq.or.jp/blue/tamuro/FamilyAuto/
http://hccweb1.bai.ne.jp/litopa
http://retrobooth.co
http://www.how-ep.com/
http://www.be-eurostyle.com/
http://www.voiceone.tv/
http://shopxnoa.cart.fc2.com/
http://www.tenstrings.net
http://ssauto.jp
http://www.t-breath.com
yuuk-yamasitaJp
http://ac.mobile.yahoo.co.jp/whatshot/introduction/?k=
http://www.mbok.jp/
http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/mystatus
http://store.shopping.yahoo.co.jp/surtup-itami
http://www.surfup-itami.jp
http://www.bike7.co.jp/
http://wwwl.ocn.ne.jp/~mahly/
http://www.green-acros.jp
http://www.shinkoauto.com
http://www.facebook.com/moblismo
http://www.macell.net
http://www.treasure-treading.com
http://brand-kstyle.com
http://itami.otakaraya.net
http://itami.original-otakaraya.net
http://www.rabi-tus.com
http://jackmuniere.web.fc2.com/
http://hccweb1.bai.ne.jp/～hde34901/kotobuki/
http://www.tsudadenki.co.jp
http://www.tsudadenki.com
http://bphikari.com/
http://q-106.net
http://www.def-cs.com
http://www.marukyo.info
http://www.dstudio-net.com
http://www.ecouchida.com
http://www.kumistyle.net
http://www.hagaking.net
http://www.mitsuzumi-shobo.com
http://www.hobiland-shop.com
http://kaitori50.com
http://koyahigashi.otakaraya.net
http://www.sevenrays.net
http://www.ka-ss.com
http://www.unity-express.info
https://store.shopping.yahoo.co.jp/surfup-itami
http://www.kids-garage.jp/
http://pc-re-service.com
https://www.tami8.com/
http://e-kawasima.co.jp
http://www.e-kawasima.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rifure
http://www.pals-net.co.jp
http://seasblue.org/
http://www.kitaniunso.co.jp/
http://www.toko-forklift.com/
http://marinebasket.com/
http://www.hypertext-book.com/
http://www.kuroyama.jp/
http://sake-tuuhan.com
http://www.eonet.ne.jp/~kishimoto/
http://www.fmtrade.co.jp/
http://www.nishiyamashinkyu.com/
http://www.rakuten.co.jp/woody-house/
http://hicolors.com
http://www.jastrade-jp.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tansakutai
http://www.amazon.com/shops/A25VNJZAQS9P8T
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tansakutai/
http://www.golfball-kaitori.com/
http://www.naritagolf.co.jp/
http://www.aftergolf.net/gekiyasu/shop/narita/
http://store.ponparemall.com/cowcow
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/tansakutai747
http://stores.ebay.com/NARITA-GOLF-JAPAN/
http://www.rakuten.co.jp/cowcow/
http://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2677UGXTMIJ47&merchant=A2677UGXTMIJ47&redirect=true

http://www.naritagolf.co.jp/index.html
http://saikeiwork.com
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631381100023号
第631381100029号
第631381100029号
第631381100029号
第631381200025号
第631381300012号
第631381300012号
第631381300012号
第631381300028号
第631381400002号
第631381400029号
第631381500009号
第631381500023号
第631381600002号
第631381600007号
第631381600013号
第631381600017号
第631381600027号
第631381600031号
第631381600032号
第631381700003号
第631381700003号
第631381700003号
第631381700003号
第631381700004号
第631381700008号
第631381700017号
第631381700020号
第631381700023号
第631381700024号
第631381800004号
第631381800006号
第631381800023号
第631381900016号
第631381900016号
第631381900017号
第631381900029号
第631382000002号
第631382000036号
第631382000038号
第631382000043号
第631382000044号
第631389700001号
第631390100019号
第631390500010号
第631390500020号
第631390500022号
第631390500040号
第631390700012号
第631390800018号
第631390900013号
第631390900023号
第631391000006号
第631391000044号
第631391100019号
第631391100019号
第631391100025号
第631391200006号
第631391300007号
第631391300019号
第631391500003号
第631391600009号
第631391600021号
第631391600028号
第631391700021号
第631391700021号
第631391700038号
第631391800006号
第631391800009号
第631391800011号
第631391800011号
第631391800011号
第631391800024号
第631391800024号
第631391800024号
第631391800029号
第631391800033号
第631391800037号
第631391900008号
第631391900019号

名

又

は

名

大杉 一弥
株式会社ＲＩＳＥ
株式会社ＲＩＳＥ
株式会社ＲＩＳＥ
尾上 一也
株式会社ＤＩＳＫ
株式会社ＤＩＳＫ
株式会社ＤＩＳＫ
有限会社グッドアシスト
淀井 睦味
大島 廣司
株式会社たかくら
株式会社Pit Life
山添 武史
西 亜理沙
髙見 璃奈
カワシマ精機株式会社
株式会社大一電化サービス
株式会社オートスクエア
株式会社オートスクエア
株式会社ＫＢＮＥＴ
株式会社ＫＢＮＥＴ
株式会社ＫＢＮＥＴ
株式会社ＫＢＮＥＴ
福田 克也
鈴木 彩華
別所
正
奥出 将紀
白﨑 宏光
神谷 浩二
嶋﨑 幹人
株式会社ピープルウィッシュ
有限会社カトレアグラス
株式会社リバリュー
株式会社リバリュー
山陰 さち
桐内佳（王佳梅）
横矢 香
清水 尚
田村 由梨
藤尾 涼太
根間 美映香
中山 由美
伸宏商事有限会社
川村 三恵子
大谷 倫子
有限会社河南堂
叶岡 光太郎
Ｏ－ＲＵＳＨインターナショナル株式会社
西嶋 正明
鮎川 清三
株式会社Ａ・Ｓ・Ｂ
株式会社フィフティーゴー
藤井 覚
薦田 裕子
薦田 裕子
中谷 純
山内 大典
株式会社アップルオート
株式会社バイクショップマサキ
株式会社スサノオ・インベスト&カンパニー
株式会社 長澤建築
田中 稔
畑山 智明
山口照明株式会社
山口照明株式会社
株式会社星山
阿部 のぞみ
川﨑 浩史
有限会社x-saab
有限会社x-saab
有限会社x-saab
株式会社TSマネジメント
株式会社TSマネジメント
株式会社TSマネジメント
川﨑 浩史
三好 英二郎
梶野 太陽
株式会社デジタルサポート
株式会社創-netwoeks

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://store.shopping.yahoo.co.jp/saikei-store
http://auction.yahoo.co.jp/seller/riseriseco?ngram=I&u=riseriseco/
http://www.rakuten.co.jp/riserise/
https//www.rakuten.co.jp/riserise/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kazukobo-vip
http://www.rakuten.ne.jp/gold/barce/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/daitokka/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/thumbs-up/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ashikogi
http://bonbon-mignon.ocnk.net/
http://www.old-warehouse.shop-pro.jp
http://kaitoript.com
http://pitlife.sakura.ne.jp/
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/vbnc46151
http://corinkimono.stores.jp
http://hanayayosuke.stores.jp
http://kawashimaseiki.com
http://www.daiichidenka.co.jp
http://www.autosquare.co.jp
http://www.autosquare.co.jp
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/kbnet4_0131.html
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/birth_71689vpb.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kbnet2019v1
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kbnet2019v2
http://store.shopping.yahoo.co.jp/jmnwoccntikkswleuutyr22rpa/
http://vivace-vivace.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tb-store/
http://www.masaokude.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bcdgames
http://auctions.yahoo.co.jp/seller/garden_of_disc
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2UIYL7E6EU95Z&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

http://salondepot.shop-pro.jp/
https://www.kensetumap.com/company/387213/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/revalue-store
https://www.amazon.co.jp/sp?＿encoding=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&seller=A2YHY22MZKUMNX&sshmPath=

https://yamatokage.theshop.jp
https://kougenshouji.com
http://hanagoromoshop.amebawnd.com/
http://zash.tokyo
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/.daisycatinboots
https:llwww.amazon.co.jp/sp?-encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=Current&seller=ANNIXXK6lWS7U&sshmpath=

https://www.amazon.co.jp/sp?-encoding=UTF8&asin=4834747/4X&isAmazonFUlfilled=0&ref_=olp_merch_name_1&seller=A2CSJMA6MCHQGQ

http://store.shopping.yahoo.co.jp/art-roppongi-store
http://www.shinkoauto.com
http://www.cute-album.com/
http://www.happysmile.cc/
http://www9.ocn.ne.jp/~kannando/
http://www.e-quickdraw.com/
http://www.o-rush.com
http://www.jttk.zaq.ne.jp/badj1300/
http://www.eonet.ne.jp/~proxy21/
http://www.auto-style-bb.com/
http://www.fifty-go.com
http://people-pj.com
http://pochischna.ocnk.net/
http://labroche.jp
http://takarazukashobo.com/
http://www.wildhatch.com/
http://www.apple-auto.net/
http://www.bsmasaki.com
http://susanoo-invest-co.p-kit.com
http://gk-corporation.com/
http://takarazuka-obayashi.otakaraya.net
http://www.celtnofue.com
http://www.interflex-ymgs.com
http://annex.interflex-ymgs.com
http://www.movin.ne.jp/
http://www.yay-zakka.com/
http://hibarigaoka-hanayashiki.otakaraya.net
http://www.x-saab.join-us.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tokagey
http://www.rakuten.co.jp/tokager
https://tsmanagement.co.jp
https://quebottle.shop-pro.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/y-tsm
http://hibarigaoka-hanayashiki.otakaraya.net
https://preciousing.com/
http://www.rareandwonder.com
http://www.digital-support.jp
https://musicbase.biz
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631391900024号
第631391900024号
第631392000016号
第631392000033号
第631392000033号
第631398400004号
第631399600004号
第631399700002号
第631399900015号
第631399900015号
第631400400005号
第631400600008号
第631400600014号
第631400700013号
第631401000024号
第631401100012号
第631401100014号
第631401200009号
第631401300009号
第631401600023号
第631401700001号
第631401700005号
第631406800006号
第631410600008号
第631410700004号
第631410900010号
第631411200008号
第631411400001号
第631411400004号
第631411400005号
第631411600002号
第631418100011号
第631418100011号
第631418600002号
第631419700010号
第631420200014号
第631420500006号
第631420700010号
第631420800009号
第631420900008号
第631421000001号
第631421000012号
第631421100014号
第631421600001号
第631421600008号
第631421700005号
第631421800004号
第631428900006号
第631500100052号
第631500600027号
第631500700034号
第631500800015号
第631500800016号
第631500800040号
第631500800040号
第631500800040号
第631500800040号
第631500800040号
第631500900026号
第631501200020号
第631501200037号
第631501200038号
第631501200043号
第631501200044号
第631501300004号
第631501300024号
第631501500019号
第631501500038号
第631501500038号
第631501500039号
第631501500044号
第631501600023号
第631501600035号
第631501600038号
第631501600049号
第631501600049号
第631501700011号
第631501700024号
第631501700027号
第631501700027号

名

又

は

株式会社リテラリー
株式会社リテラリー
株式会社エン・インターナショナル
株式会社FOREST
株式会社FOREST
大和金属工業株式会社
株式会社アン
青山 良蔵
有限会社ウィッツ
有限会社ウィッツ
株式会社ビッグジャンプ
立中 晃一
小杉 哲弘
石田石油有限会社
大上 智恵子
東 綾子
池田 弘幸
井川 弘一
塩谷 員宏
株式会社テルナ
須貝 善文
清川 雅美
三田ダイハツトヨタ販売株式会社
神山 多恵子
株式会社フレッシュ急便
酒造 祐介
雪岡 修美
株式会社木下楽器
株式会社木下楽器
東洋ハイテック株式会社
前川 美樹
株式会社多紀ホンダモーター
株式会社多紀ホンダモーター
株式会社クインオート
篠山オートセンター株式会社
大喜自動車工業株式会社
太田自動車株式会社
有限会社ウッディコーセー
有限会社まるきん農林
並岡 光王
株式会社ＧＯＯＤ
株式会社酒井農機商会
株式会社スズキ中兵庫販売
株式会社joyspo
渕上 智之
株式会社Ａｐｒｅｃｏ
株式会社ワコーパレット
有限会社バイクメカサービス
森 雅秀
有限会社ＳＡＳＵＧＡ
株式会社カワサキモータースジャパン
株式会社大森ビジネス
株式会社モグ
株式会社三協パーツ商会
株式会社三協パーツ商会
株式会社三協パーツ商会
株式会社三協パーツ商会
株式会社三協パーツ商会
髙濱 克浩
有限会社アステック
株式会社明和
株式会社明治建築
株式会社ＧＥＩＳＴ
桑田 卓
株式会社ギンエイ
松浦 英志
松江 孝泰
株式会社カーサービス真砂
株式会社カーサービス真砂
平田 信和
森下 一平
株式会社クララベル
岡村 操
堀 考志
畑田 誠也
アサヒ産業株式会社
高村 幸宏
アサヒ産業株式会社
吉間 重徳
吉間 重徳

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
https://store.shopping.yahoo.co.jp/literal-shop
https://store.shopping.yahoo.co.jp/literal-shop
http://www.en-inter-inc.jp/english
http://s.forest-stone.net/html/
http://m.forest-stone.net/html/
http://www.angelot.co.jp
http://www.takarazuka-an.co.jp
http://www2.odn.ne.jp/toolbox/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/piston
http://witZ.co.jp/
http://www.bigjump.co.jp/
http://www.beare.info/
http://ameblo.jp/uesugisasayama/entry-12060337248.html
http://www.ishida-auto.net
http://www.usagino-kimonoya.com/
http://happydays.ocnk.net/
http://www.mediinet.com
http://happyfishingsupply.vpweb.jp
http://jucsandam.twinstar.jp/
http://www.terna.jp
http://www.office-zensei.com
https://birthofvenus.theshop.jp
http://www.sandadaihatsutoyota.jp
http://www15.ocn.ne.jp/~g.m.auto/index.html
http://www.eonet.ne.jp/~freshexp/
http://www.eonet.ne.jp/~arc-en-ciel
http://sougenan.ocnk.net/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/gakkiyasan111
http://www.kinoshita-gakki.com
http://www.toyohi.co.jp
http://furudouguanshinhonpo.com
http://www.hondacars-sasayama.co.jp
https://www.hondanet.co.jp/hondacars-sasayama/
http://www.queenauto.co.jp/
http://www.sasayamaautocenter.co.jp/
http://www.lotas-daiki.com/
http://www.jidosya.net/
http://www.kozai.net/shop/?id=71
http://www.marukin1.com
http://srore.shopping.yahoo.co.jp/nostalgic_dream
http://www.the-all-car-to-good.com
http://www.sakai-nouki.com
http://www.queenauto.co.jp
http://www.bee-house-sports.com
http://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=AIVC38T7YXB528&me=A2IDOI9PNTVQYX&merchant=A2IDOI9PNTVQYX&redirect=true

http://wakurajapan.com
http://www.wako-pallet.co.jp
http://www.bikemecha.com/
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/asakaze0130.html
http://www2.bbweb-arena.com/sasuga/
http://www.dream-plus.jp
http://www.omori-bs.co.jp
http://www.mog2.co.jp
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/sankyo621
http://starpartsjapan.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/star-parts
https://wowma.jp/user/37243751
https://www.rakuten.co.jp/auc-star-parts/
https://simplelife-t.com
http://www.astec-web.com
http://www.meiwa-e7.com
http://www.ｍｅｉｊｉ-ｋｅｎｃｈｉｋｕ.ｃｏｍ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/shop-archery
http://asiamarinejapan.asia/
http://ｓｔｏｒｅ.ｓｈｏｐｐｉｎｇ.ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ/ｇｉｎｅｉ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kobijyutu-matsuura
http://auctions.yahoo.co.jp
cs⓪③⑤.jimdo.com
http://cs⓪③⑤.jimdo.com
http://www.handclap.info
http://trepia.net/
http://www.rakuten.co.jp/hype
http://sincerus5.shop-pro.jp/
http://www.rakuten.co.jp/momokobuu/
http://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1vc38T7YxB528&redirect=true&me=A1vT8MRSYUOTFZ&merchant=A1vT8MRSYUOTFZ

http://www.asahimulti.co.jp/
http://savannacars.theshop.jp
http://www.asahimulti.co.jp/
http://www.takarakujikonyudaikoya.net
http://www.shop-online.jp/takarakuji/

16／28

ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631501800001号
第631501800003号
第631501800009号
第631501800017号
第631507800026号
第631508700007号
第631509600022号
第631509600022号
第631510700004号
第631510700022号
第631510800020号
第631511000009号
第631511200012号
第631511200012号
第631511500004号
第631511500005号
第631511600023号
第631511600025号
第631511800004号
第631511800006号
第631511800012号
第631512000013号
第631512000034号
第631519700019号
第631520000005号
第631520700001号
第631520900003号
第631520900009号
第631521100008号
第631521300010号
第631521350005号
第631521350006号
第631521400003号
第631521400004号
第631521400006号
第631521450002号
第631521450003号
第631521500001号
第631521500001号
第631521500008号
第631521550002号
第631521600003号
第631521700003号
第631521700004号
第631521700008号
第631521800002号
第631521900001号
第631521900002号
第631529950007号
第631530700007号
第631531200011号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531700002号
第631531800008号
第631531800008号
第631531800008号
第631531900011号

名

又

は

名

鶴田 論士
株式会社ＥＶＯ
木田 翔
正井 俊郎
有限会社ウイングショップエース
矢野 克彦
株式会社ナック
株式会社ナック
株式会社バーテック
小林 美希デイミ
稲岡 奈津子
株式会社ＷｉｎｰＷｉｎ
株式会社ビーティーエス
株式会社ビーティーエス
有限会社よろずや工事工業
日本車輌株式会社
岡建設株式会社
大西産業株式会社
平井 信二
寺坂 年弘
株式会社ミストラル
金剛株式会社
株式会社エムクライム
株式会社多田自動車商会
有限会社エム・アンド・ワイオートジャパン
有限会社バイクショップトダ
桐藤 直樹
株式会社ケーピーシステム
大月 信二
山陽タイル販売株式会社
冨田 伸一
中内 美砂子
舛田 泰隆
株式会社カンベ自動車
井上 稔也
田渕 隆志
藤井 猛
蓬莱 節子
株式会社けやき
株式会社Ｋソレイユ
小林農機株式会社
株式会社宮下木材
長谷川 剛
臼井 欣之
株式会社ウエストワンズ
田中 茜
小林 卓矢
仲田 悟史
株式会社カワイ商会
仲井 優子
株式会社高見商会
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Global Arrows
株式会社Ｇｌｏｂａｌ Ａｒｒｏｕｓ
グラフ株式会社
株式会社北條
株式会社北條
株式会社北條
日本エー・アイ・シー株式会社

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
https://synnefo.shop
https://evo.easy-myshop.jp/
http://octet.base.shop/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~tmasai/microscope.html
http://www5e.biglobe.ne.jp/~wingshop/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~kyshoten/
http://chrysler-jeep.jp
http://www.jacnet.jp
http://www.vertec-kobe.com/
http://www.suzukig.com
http://usagidou2012.jimdo.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/caresolution
http://nek08.info
http://nek08.rupro.net
http://kokkuncup.jp/
http://j-vehicle.com
http://www.oka-corporation.jp
http://www.kiremono.com
http://pc-jam.net
https://www.ebay.com/usr/terasakasakasu_4
http://www.k-mistral.co.jp
http://zkingkong.com
https://weed10.com/
http://www.kurumaaru.com
http://www.myauto.jp/
http://www.bstoda.com
http://nffigue.hp.infoseek.co.jp/
http://dead.sea.kpsystem.co.jp/books/
http://www42.tok2.com/home/tsuki001/
http://www.sanyo-tile.co.jp
http://www.sobayu-raku.com
http://www.geocities.jp/koyomi-misa/
http://www.wonderbike.jp
http://www.kanbe-jidousha.com
http://www.inoya.net/
http://furuhakoya.c2ec.com
http://www.geocities.jp/perfecboy77/index.html
http://kurashi.hoccorin.com
http://k-y-k.com/
http://www.k-soleil.jp
http://www.tanboya.jp/
http://miyashita-wood.com
http://www.hasegawa-koumuten.com
http://itami-sportscenter.otakaraya.net
https://www.wcc.jp
http://maddervintage.com
https://hotapple.shopselect.net/
https://www.eonet.ne.jp/^hobby-kumabowl
http://www.kawaishokai.co.jp/
http://www.asahi-shoukai.com
http://www.rakuten.co.jp/herahetokasai/
http://book.-arrows.jp/
http://mac-arrows.jp/
https://appliance-arrows.com/
https://audio-arrows.com/
https://beautyequipe-arrows.com/
https://camera-arrows.com/
https://carnavi-arrows.com/
https://cd-arrows.com/
https://child-arrows.com/
https://drone-arrows.com/
https://electool-arrows.com/
https://figure-mx.com/
https://fishing-arrows.com/
https://game-brother.com/
https://indmachine-arrows.com/
https://johnnys-arrows.com/
https://mdltrain-arrows.com/
https://music-arrows.com/
https://pc-arrows.com/
https://phone-arrows.com/
https://record-arrows.com/
https://tdc-arrows.com/
https://wedgdress-arrows.com/
https://eco-fami.com
https://graph-oms.stores.jp
http://www.rakuten.co.jp/kimono-hojo/
http://auctions.yahoo.co.jp/seller/daruma182000
http://store.shoppinp.yahoo.co.jp//kimono-hojo
http://www.aladdin-direct.com
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631532000001号
第631532000002号
第631532000027号
第631540200007号
第631540200007号
第631540500010号
第631540700001号
第631541000001号
第631541000012号
第631541000015号
第631541100001号
第631541200006号
第631541300003号
第631541300004号
第631541300012号
第631541300012号
第631541300012号
第631541500003号
第631541500008号
第631541500008号
第631541500009号
第631541500009号
第631541700008号
第631541800005号
第631541900007号
第631541900008号
第631541900013号
第631541900015号
第631542000001号
第631542000003号
第631542000006号
第631542000011号
第631547300024号
第631548800007号
第631548800007号
第631550100002号
第631550100036号
第631550200028号
第631550200038号
第631550200038号
第631550400001号
第631550400014号
第631550400015号
第631550400030号
第631550400044号
第631550500002号
第631550500002号
第631550500027号
第631550500053号
第631550500058号
第631550600022号
第631550600024号
第631550600025号
第631550600030号
第631550600033号
第631550600037号
第631550600042号
第631550600048号
第631550600053号
第631550600062号
第631550600071号
第631550700015号
第631550700021号
第631550700025号
第631550700031号
第631550700033号
第631550700042号
第631550700049号
第631550700051号
第631550800017号
第631550800020号
第631550800033号
第631550800049号
第631550800060号
第631550900019号
第631550900019号
第631550900046号
第631551000001号
第631551000003号
第631551000028号

名

又

は

株式会社FOREST
佐伯 俊隆
宮沢 一翔
釘本 仁
釘本 仁
山田 和子
田中 佑加子
宮田 明
長谷川 武彦
藤原 彰人
宮崎 雅行
レスキューピーシー株式会社
大西 悟
藤本 薫弘
稲見 良一
稲見 良一
稲見 良一
株式会社ヴィラ－ジュ
ステップ株式会社
ステップ株式会社
株式会社こてら商店
株式会社こてら商店
有限会社ツノダ商事
蓮池 勝治
株式会社ヨシダ
有限会社内橋綿行
徳岡 克博
山口 直正
株式会社東田ドライ
依藤 望
越川 誠司
角田 千鶴
飛田 秀喜
多賀 伸行
多賀 伸行
株式会社Ｋｕｒｏｋａｗａ
株式会社フィールキャスト
山根 強
溝呂木 健一
溝呂木 健一
山風 彰彦
野島 三鈴
木村 英樹
有限会社アングラーズドリーム
有限会社ＡＮＧＥＬ
小辻 克美
小辻 克美
旭株式会社
倉田 智
有限会社カスヤビジネスサービス
吉田 愛子
松本 直樹
有限会社ＮＩＣＯＳ＆ＳＯＮＳ
佐藤 好美
稲岡 美千子
株式会社新和測器
有限会社ＨＩＲＯ ＪＡＰＡＮ
株式会社カーフレンドトップ
森 美晴
ナチュラルクローバージャパン株式会社
魏 祥敏
野邊 和俊
ロイヤル自動車販売株式会社
前田 聖一
近藤 孝治
栗田 茂輝
トモカ株式会社
アサヒ熔工株式会社
堀 臣吾
原 國良
株式会社丸池機工
クロロス・ジャパン株式会社
山田 弥生
平瀬 雅士
岡本 喜信
岡本 喜信
梶 正浩
金澤産業株式会社
株式会社ミナトコーポレーション
ｍｏｂｉｌｅ ｓｅｖｅｎ株式会社

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://yorozumall.com/
https://tsvintage.stores.jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/never-laundry
https://store.shopping.yahoo.co.jp/digitalkugimoto
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/bfbft35886
http://threesnails.jugem.jp
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/naruto/
http://www.sky.sannet.ne.jp/gongtian_ming/
http://23.pro.tok2.com/~choraku/scoutingforboys/kadokado.html
http://www.fujitec-plus.com
http://kimamaya.shop-pro.jp/
http://www.resq-pc.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/antiq-cocoy
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ｓａｎｄａｉｄｏｕｒａｋｕ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/１anｇhter
http://www007.upp.so-net.jp/yamame-nousagi/
https://yomonn.wixsite.com/inamishowkai
http://virage-co.com
http://www.nishiwki-taxi.co.jp/
http://www.nishiwki-taxi.co.jp/
http://handskotera.net/index.html
http://handskotera.net/index.html
http://www.tsunoda-s.net/
https://maisonqyc.thebase.in
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bellybutton
https://singu-uchihashi.com
https://anshindo-taka.com
http://www.y-homebuild.com
https://rinavis.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=4334927580&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A6CBCIO23MPES&tab=&vasStoreID=/

https://hesobunko.thebase.in
http://osietesedori.press
http://arthida.vo.shopserve.jp/
http://tr-harima.net/
http://tr-harima.net
http://www.kingfamily.co.jp/
http://www.kaitorimax.com
http://www.bmw-value.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/mizocool
https://store.shpping.yahoo.co.jp/mizocool
http://www.paw.hi-ho.ne.jp/ymkz/
http://furumamadou.fc2web.com/ho-mupe-jitoppu.htm
https://www.amazon.co.jp/sp? encoding=UTF8&asin=B00V436IEO&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A23ERVSG7GAR45&tab=&vasStoreID=

http://www.tackleberry.co.jp/
http://www.power-sports.jp/
http://www.eonet.ne.jp/～garage-bow/
http://www.eonet.jp/~garage-bow/
http://www.f-34.jp/
http://www.satokokonokado.com/
http://www.kasuyabs.com/
http://www.poteseni.com/
http://blue-777.com/
http://www.nikosandsons.co.jp
http://cherir.jp/
http://www.famille-net.com
http://www.sokkiya.com/
http://www.hirojapan.co.jp
http://www.beyou-c.com
http://www.fastcutrecords.com
http://www.bb.banban.jp/lohas
http://uniquestation.ocnk.net/
http://www.rh-bull.com/
http://www.royal-car.jp
http://kanondo.net/
http://www.kuniokado.shop-web.org/
http://www.resaleshop-kakogawa.com/
http://www.tomoca.jp
http://www.asahi-weld.co.jp
http://www.geocities.jp/forty0450five/
http://harashoten.web.fc2.com/
http://www.maruike-kikou.com/
http://www.chloros.jp/
http://www.seita-star.com
http://www.m2-style.com/
http://homepage3.nifty.com/all-goods/
http://www.eonet.ne.jp/～kensetu
http://knet.deca.jp
http://www.kanazawa-s.com/
http://www.3710corp.com
http://mobileseven.info
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631551000028号
第631551000028号
第631551000032号
第631551000046号
第631551000077号
第631551100008号
第631551100030号
第631551200013号
第631551200014号
第631551200017号
第631551200026号
第631551200045号
第631551200054号
第631551200060号
第631551300005号
第631551300007号
第631551300018号
第631551300025号
第631551300025号
第631551300027号
第631551300039号
第631551300051号
第631551400017号
第631551400033号
第631551400039号
第631551500055号
第631551600025号
第631551600063号
第631551700008号
第631551700028号
第631551700030号
第631551700040号
第631551700067号
第631551700067号
第631551700067号
第631551700069号
第631551700070号
第631551800006号
第631551800006号
第631551800006号
第631551800011号
第631551800011号
第631551800011号
第631551800013号
第631551800013号
第631551800041号
第631551800067号
第631551800075号
第631551800075号
第631551800081号
第631551800081号
第631552000073号
第631556700073号
第631557200021号
第631558300015号
第631559600060号
第631559900059号
第631560400014号
第631560600008号
第631560700005号
第631560700005号
第631560800015号
第631560800015号
第631560900003号
第631560900008号
第631561000006号
第631561000008号
第631561200006号
第631561300001号
第631569200014号
第631569200014号
第631569200014号
第631569400031号
第631571600002号
第631571700002号
第631571700007号
第631571900008号
第631600100058号
第631600300029号
第631600300036号

名

又

は

名

mobile seven株式会社
mobile seven株式会社
柴田 裕司
有限会社広興姫路
野村 知子
谷内 俊夫
安田 比佐志
清谷 成生
堀江 政徳
荒井 美保
山内 立己
株式会社Ｆｕｊｉｉ
株式会社ＡＣＲ
富士コンピューター販売株式会社
共栄通商株式会社
椎木 貴士
南 真一
ＥＵＭ合同会社
ＥＵＭ合同会社
株式会社ケーアイリビング
株式会社ゴルフライフ
株式会社ジー・ピー・エー・コーポレーション
俵迫 登四郎
長岡 清一
株式会社ＮＡＯ
原 清和
株式会社アゲイン
石見 友美
永田 知宏
粂 惠美
原田 拓海
小南 明子
澤田 圭司
澤田 圭司
澤田 圭司
広川 善一
森本 孝幸
株式会社Ｄｅｎｔ Ｈａｒｉｍａ
株式会社Ｄｅｎｔ Ｈａｒｉｍａ
株式会社Ｄｅｎｔ Ｈａｒｉｍａ
小林 一彦
小林 一彦
小林 一彦
中木村 明
中村 明
GeoSales Japan株式会社
株式会社アイン・カーサポート
株式会社ファストカット
株式会社のぞみ商事
ワールドカーズオートモービル株式会社
ワールドカーズオートモービル株式会社
松本 誠
有限会社福田モータース
東城自動車工業株式会社
藤原 賢一
西田 達也
有限会社ティーズクラブ
岩田 あい子
山本 陽子
川瀬 嶺奈
川瀬 嶺奈
有限会社AR JAPAN
有限会社AR JAPAN
ＦＵ技研株式会社
髙橋 美恵
水澄 ひとみ
株式会社御吉兆
株式会社ＢＡＴＳＵＧＵＮ
黒瀬株式会社
大西事務株式会社
大西事務株式会社
大西事務株式会社
有限会社伊保モータース
株式会社Ｂeaver
株式会社クレインフィールド
大崎 隆二
株式会社 BBS CARS
株式会社堀尾自動車部品
内海 宏誠
株式会社エコリング

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://store.shopping.yahoo.co.jp/msts
https://mecatools.net
http://spcialcycle.cart.fc2.com/
http://www.used-prefab.com
http://www.cache2web.com
http://nozomi-pc.eco.coocan.jp
http://www.jsp-kakogawa.com/
http://www.paddock-jp.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/dnojp
http://www.cherrybeans.jp
http://www.eonet.ne.jp/～hangover
http://www.pawn-fujii.jp
http://www.acr-net.com
http://www.fujicomp.co.jp
http://www.kyoeitsusho.co.jp
http://www.mushroom-tools.net
http://www.sound-store-circle.com
http://eum.co.jp
http://mobauro.com
http://ki-living.com
http://www.golf-life.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/r-factory
http://www.frosch911.jp
http://www.bb.banban.jp/nagaoka/
http://70collection.com
http://www.calm7777.com
http://knet.deca.jp
http://appu.a.laq.jp
https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A①VC③⑧T⑦YXB⑤②⑧&me=A⑨WQGWGZRKFCL&merchant=AWQGWGZRKFCL

http://store.shopping.yahoo.co.jp/shop-kotonoha
http://stores.eday.com/panisoni
http://mush-us.com/
http://music-color.jp/
http://music-amuse.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/music-amuse
https://store.shopping.yahoo.co.jp/yuzuri-ai
https://hiraoka.otakaraya.net
http://www.dent-harima.net/
http://biketank-dent.net/
http://kobe-himeji-hekomi.com/top/
http://futureworld.ocnk.net/
http://futureworld.ocnk.net/
http://futureworld.ocnk.net/
http://awazu.otakaraya.net
http://awazu.otakaraya.net
http://www.geosalesjapan.com
http://www.ein.flc.ne.jp
http://fastcutrecords.com
http://nozomi-service.com/
http://world-cars.jp
http://World-cars.jp/
https://www.amazon.co.jp/sp?seller=A3S93E4HHNI2EQ
http://www.eonet.ne.jp/~ysp-kakogawa/
http://www.tojoz.net/
http://www.bekkoame.ne.jp/~motopit/
http://www.bea.hi-ho.ne.jp/mh-craft
http://www.ts-club.com/
http://www.k3.dion.ne.jp/~kohge/
http://www.lace-dot.com/
http://cartensyou.web.fc2.com/
http://tensho1.com/
http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/hrjst223
http://www.thirdeye-design.com
http://www.fu-giken.com/
http://www.atelier-heureux.com
http://www.kirumonoya.net
http://www.gokitcyou-toukei.jp/
http://batsugun.jp
http://www.kurose-japan.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp./usedpc
http://www.rakuten.ne.jp/gold/used-pcshops
http://www.used-pc.co.jp/
http://www.iho-motors.co.jp
http://wwwftp.eonet.ne.jp
http://crane-field.com/
http://www.romeolynx.com
http://bbscars.com
http://www2.memenet.or.jp/mhorio/
http://www.karinbook.com
http://www.eco-ring.com
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631600300036号
第631600300036号
第631600400030号
第631600400050号
第631600400051号
第631600400064号
第631600400069号
第631600400070号
第631600500014号
第631600500016号
第631600500017号
第631600500020号
第631600500036号
第631600500049号
第631600500050号
第631600500056号
第631600500059号
第631600500073号
第631600500073号
第631600600004号
第631600600012号
第631600600025号
第631600600032号
第631600700009号
第631600700031号
第631600700062号
第631600700067号
第631600800010号
第631600800015号
第631600800029号
第631600800084号
第631600900004号
第631600900008号
第631600900013号
第631600900016号
第631601000003号
第631601000018号
第631601000078号
第631601100018号
第631601100088号
第631601200031号
第631601200045号
第631601200092号
第631601300021号
第631601300024号
第631601300075号
第631601400022号
第631601400071号
第631601500011号
第631601500051号
第631601500051号
第631601500051号
第631601500052号
第631601600037号
第631601600038号
第631601700011号
第631601700030号
第631601700043号
第631601700044号
第631601700047号
第631601700055号
第631601800003号
第631601800003号
第631601900016号
第631601900037号
第631601900040号
第631601900043号
第631602000002号
第631602000006号
第631602000007号
第631602000018号
第631602000020号
第631602000030号
第631602000037号
第631602000058号
第631602000058号
第631602000068号
第631602000072号
第631604901749号
第631605900213号

名

又

は

株式会社エコリング
株式会社エコリング
坂口 泰文
窪田 豊
株式会社創芸社
佐藤 恭介
有限会社ＮＩＮＥ ｉｎｔ．
有限会社エイブルコーポレーション
有限会社関西コンピュータマネージメント
片山 貴信
松本 健司
藤 健司
日俣 隆弘
姫路環境整備株式会社
株式会社Ｔ・Ｓ・Ｋ
田中 千寿
有限会社T＆K
有限会社カンタービレ
有限会社カンタービレ
植月 嘉保留
持留 恒平
丈山有限会社
蔭山 義勝
長谷川 信吾
水田 淳一
金 盛源
株式会社平塚自動車
目叶 健一
五百旗頭 真
有限会社ダルマヤ
藤川 徳彦
株式会社ＪＲＣ
田上 幸子
株式会社４０２
株式会社前後前
株式会社旭測器
美安 弘二
株式会社アイソッキ
株式会社アドスポーツ
清瀬 明則
見當 孝敏
筧 久明
株式会社CENTURIUM
有限会社システム関西
株式会社三共メンテツク
南 梨恵
渡邊 祐介
株式会社エコロニスタ
廣瀬 恵理こと洪 錫貞
株式会社ペパレス制作所
株式会社ペパレス製作所
株式会社ペパレス制作所
吉田 航
島津 招平
濱野 景一
株式会社うめや
常次 栄裕
油研化学株式会社
株式会社ニチエイ興商
株式会社トリニティー
株式会社わたなべ
金山 展明
金山 展明
裵 賢吾
小笠原 千恵美
小﨑 雄一
福永 雅文
株式会社ＨＰＳＴＹＬＥ
松岡 和代
小形 純子
株式会社サンシャインホーム
株式会社ベルニール
株式会社ロペ積木
ジェイマックス株式会社
イーヅカ株式会社
イーヅカ株式会社
河野 淳子
石川 道昌
株式会社石本商店
株式会社ヤマトヤシキ

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://ecoauc.com/client
http://ecoauc.com/client
http://www.h3.dion.ne.jp/~art-deco
http://www.d2.dion.ne.jp/~yyta/
http://www:sogeisha.jp/
http://www.d5.dion.ne.jp/~kyosuke/
http://www.nrc-motoring.com
http://www.you-parts.com
http://www.y-kcm.co.jp/
http://hammer-price.jp/2806
http://www.faustdr.com
http://www.nejp/asahi/stubbom/racers/
http://www.eonet.ne.jp/~r-style
http://www.himeji-kankyo.co.jp/
http://www2.memenet.or.jp/ticketpure/
http://www.juniper.jp/
http://www.geocities.jp/jemnet_co/index.htm
http://store.shopping.yahoo.co.jp/brandshop-cantabile
http://www.info@brand-cantabile.jp
http://www.moku.ne.jp
http://www1.winknet.ne.jp/~kiwami
http://www.k5.dion.ne.jp/~mey
http://grit-one06.hp.infoseek.co.jp
http://homepage2.nifty.com/seascape-c/
http://www1.winkenet.ne.jp/~mijun
http://autoparts.web.fc2.com/
http://www.hiratsukajidousya.com
http://www.kenken2950.sakura.ne.jp
http://www.motosearch2000.jp
http://darumaya8.jugem.jp/
http://www.nino-mc.com
http://www.fk-jrc.com/
http://www.geocities.jp/m2happyw
http://www.402auto.net/index.html
http://www.zengozen.co.jp
http://www.a-sokki.jp/
http://www1.odn.ne.jp/miyasutatami
http://www.aisokki.jp
https://addsports.official.ec
http://akiyose.com
http://sien.pepaless.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=BOOFYM9B54&isAmazonFulfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A2VFX2JNN9FQF8&tab=&vasStoreID=

http://ibukiya.net
http://sk-g..jp
http://www.yumeoriyakata.com
http://www.shikky.jp
http://www.glanz-2656.jp
https://www.kinburry-himeji.com/
http://www.geocities.jp/erisu2015
http://med-g.jp/
http://sien.pepaless.com/
http://med-g.jp/
http://www.store-himeji.com/index.php
http://www.jp-bikefactory.com
http://misahamaguitar-fg.eco.coocan.jp/
http://www.umeya1951.jp
http://www.bronco-himeji.com
http://www.yuken-chem.co.jp
http://www.nichiei-ks.com
http://kreislermusic.com
http://www.watakoo.com
http://n-rpachinkoslot.jimbo.com
http://n-rpachinkoslot.jimbo.com
https://coolfin.jp
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/evollution1225?
http://amakawabunko.thebaje.in
https://gm-moja.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/brand117
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/momokuma2002
https://www.eonet.ne.jp/~shironeko-ya1
https://www.sunshinehome.co.jp/
https://bellnir.stores.jp/
https://www.rakuten.co.jp/himeji-tumiki/
http://web-artmuseum.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/interiortool
https://www.rakuten.ne.jp/gold/interiortool/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=4048693158&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_rating_6&seller=A2FB5LAE64TI77
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B000059o1|&iSAmazonFulfilled=0&ref_=olp.merch_name_7&seller=A3M6oq1RkRBB18

http://howmuch.jp
http://www.yamatoyashiki.co.jp
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
株式会社ひめじや
http://www.himejiya.net
株式会社伏見堂
http://www.fusimido.com
淡井 敏明
http://www.americans.jp
橋本 公
http://www.miyako-gun.com/
株式会社文化堂
http://www.m-bunkado.co.jp
ジーピーエム株式会社
http://www.gpm.co.jp/
新井 春吉
http://www.pudock-jp.com
有限会社バイクショップオオカワ
http://www.bike-ohkawa.co.jp/
トヨタカローラ姫路株式会社
http://www.c-himeji.jp/
株式会社中古車のフジオカ
http://www.carfujioka.co.jp
株式会社ホンダ四輪販売山陽
http://dealear.honda.co.jp/hondacars-sanyo/
姫路三菱自動車販売株式会社
http://sirius.mitsubishi-motors.co.jp
伊藤 伸二
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/dreamart/
伊勢 勝彦
http://homepage2.nifty.com/stock0777/
ヤンマー舶用システム株式会社
http://www.yanmar-marine.jp/admin/indexes/menu
株式会社引越家マック
http://www.hikkoshiyamac.com
株式会社コウメイ
http://koumei.jp
株式会社コウメイ
http://www.eonet.ne.jp/~koumeijapan
株式会社車工房的之
http://www.eonet.ne.jp/~kurumakobomatono
株式会社テルミック
http://used-keitai.jp/
濱﨑 隆史
http://www.kaitorinoyakata.com
有限会社ベータミュージック
http://store.shoppingyahoo.co.jp/beta-music
有限会社ベータミュージック
http://www.beta-music.com
大西 毅（おおにし つよし）
http://carscafe-carbell.com/
有限会社エフ情報ネットワーク
http://www.f-jouhonet.com
児玉 和也
http://gradeup.jp/
齋藤 守
http://de-michel.com
齋藤 守
http://www.rakuten.co.jp/coppola88/
株式会社黒白
http://ecoyasu.com
安本 直樹
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/nyoldies.html
安本 直樹
http://www.nyoldies.com
株式会社スミモト
http://sumimoto-art.co.jp
Ｂｉｇｌｏｖｅ＆ｓｔａｔｅｌｅｓｓ株式会社
http://biglove-stateless.com/
信和油圧工業株式会社
http://www.shinwa-hyd.co.jp
信和油圧工業株式会社
http://www.shinwa-hyd.co.jp
株式会社結商
https://yuisho.co.jp
釣田 晃
http://harima.theshop.jp/
植田 恵二
http://all-for-one.info/
株式会社インターパーツ （アップガレージ姫路店）
http://www.upgarage.com/shop/129
株式会社インターパーツ （アップガレージ神戸西店） http://www.upgarage.com/shop/178
株式会社ＫＤＩ
https://www.kdiinc.jp
株式会社ＫＤＩ
http://関西道具市場.jp
広畑日産自動車株式会社
http://www.harley-himeji.com
広畑日産自動車株式会社
http://www.harley-himeji.com
http://www.hirohata-nissan.co.jp
広畑日産自動車株式会社
株式会社エヌ・アイ・アイ
http://www.anihiro.jp/
株式会社イーグル
http://store.shopping.yahoo.cｏ.jｐ/otaichi
株式会社イーグル
http://www.rakuten.co.jp/otaichi
株式会社イーグル
https://www.otaichi.com/
久保 誠
http://recycle-putaro.com
岩田 勝行
http://www.photo-house-u.com/
有限会社ドゥ・ベスト
http://www.geocities.jp/dobestco/
酒木 賢泰
http://ai-ko.jp
株式会社プライド・ケイ
http://nobu_05.aug@hera.eonet.ne.jp
黒田 晋平
http://3939verymuch.blog6.fc2.com/
有限会社THE QUEENS
http://www.thequeens.jp
株式会社播州卸問屋
http://tc7.jp
松本 真悟
http://antiquesbrown.ocnk.net/
埴岡 芳行
http://toyo.jpn.ｃｏｍ
東和建設株式会社
http://towa-kensetsu.net/line-x/
有本 浩二
http://analog-do.net/
株式会社フロムファーストプラン
http://chickenstreet.jp/
株式会社フロムファーストプラン
http://chickenstreet.jp/
くるま屋スピッツ
www.kurumaya-spitz.com
株式会社ｅ－Ｌｉｆｅ
http://kigaru-ya.com
三木 生也
http://www.banks-amp.com
是川ホンダ販売株式会社
http://dealer.honda.co.jp/hondacars-seiban/
黒川 裕貴
http://legrandbleu-lux.com
株式会社市川ゴルフ
http://www.golfpartner.co.jp
株式会社ZILLION
http://www.golfpartner.co.jp
藤本 壮啓
https://store.shopping.yahoo.co.jp/diy-life/
藤本 壮啓
http://store.shopping.yahoo.co.jp/diy-life/
株式会社パルコーポレーション
http://store.shopping.yahoo.co.jp/guitar—shop
株式会社パルコーポレーション
http://www.guitar.co.jp
株式会社パルコーポレーション
http://www.guitars-shop.com
有限会社バウハウス
http://bau-antiques.com
有限会社バウハウス
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bau-antiques
有限会社バウハウス
http://www.rakuten.co.jp/bau-antiques/
株式会社ハマダ
http://www.hamada-inc.co.jp
臼井 洋志
http://www.keitainet.net/agapeart/

許 可 証 の 番 号氏
第631606900049号
第631607500037号
第631608600079号
第631608700022号
第631608700088号
第631608800012号
第631608800048号
第631608900035号
第631609600005号
第631609600009号
第631609600011号
第631609600041号
第631609700048号
第631610000024号
第631610500019号
第631610800008号
第631610900003号
第631610900003号
第631610900011号
第631610900013号
第631611000009号
第631611100007号
第631611100007号
第631611100012号
第631611100024号
第631611100032号
第631611200001号
第631611200001号
第631611200002号
第631611300008号
第631611300008号
第631611300018号
第631611300034号
第631611500018号
第631611500018号
第631611500030号
第631611600004号
第631611700002号
第631611700003号
第631611700003号
第631611900008号
第631611900009号
第631617500010号
第631617500010号
第631617500010号
第631619300004号
第631619900030号
第631619900030号
第631619900030号
第631620500002号
第631620600009号
第631620600010号
第631620800013号
第631621000004号
第631621000005号
第631621100001号
第631621100004号
第631621100008号
第631621200005号
第631621200010号
第631621300009号
第631621600005号
第631621600005号
第631621700006号
第631621800006号
第631629600007号
第631629800010号
第631631200008号
第631631600001号
第631631700006号
第631631800009号
第631631800009号
第631638800004号
第631638800004号
第631638800004号
第631640000004号
第631640000004号
第631640000004号
第631640200003号
第631640700016号

名

又

は

名

称

21／28

ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631640800008号
第631640900002号
第631641100011号
第631641100022号
第631641300006号
第631641300012号
第631641700018号
第631641800016号
第631641900002号
第631642000046号
第631648300006号
第631650350003号
第631650800005号
第631650850005号
第631650950004号
第631651100001号
第631651200001号
第631651200001号
第631651300003号
第631651550001号
第631651850001号
第631660200001号
第631660500003号
第631660600001号
第631660600007号
第631660800005号
第631661400002号
第631661400004号
第631661600002号
第631661600004号
第631661700001号
第631661700001号
第631661700003号
第631661900002号
第631666200015号
第631670800003号
第631671100002号
第631671800001号
第631680900004号
第631681200002号
第631681350001号
第631681500001号
第631681500001号
第631681500001号
第631681500001号
第631682000010号
第631686300031号
第631700300002号
第631701100001号
第631701100002号
第631701800007号
第631702000003号
第631709400008号
第631709800005号
第631717900003号
第631720300002号
第631730000003号
第631730800002号
第631730850006号
第631731260001号
第631731260001号
第631731300009号
第631731400002号
第631731850003号
第631731850003号
第631741300001号
第631760150002号
第631761200003号
第631801000001号
第631801000002号
第631801100001号
第631801200005号
第631801300005号
第631801500001号
第631801600005号
第631801800003号
第631801800005号
第631807200005号
第631807200005号
第631807200005号

名

又

は

名

木部 忠仁
株式会社タマダ自動車
福原 進太郎
森田 真理
株式会社西川殖産
株式会社龍野衛生公社
株式会社福本組
ウエストオーシャントレーディング株式会社
髙橋 裕太
増谷 和生
(株)スズキ販売西兵庫
山田 克己
和田 博成
今岡 理恵
吉田 きくえ
竹田 直人
宮艸 岳文
宮艸 岳文
疋田 健一
岡田匡暢
松井 利之
亀井 義明
株式会社ヤナギハラ
ゴーマルイチ株式会社
西村 俊英
橋羽 一恵
株式会社クラフトワン
池町 竜太
EMERY MARK ALEXANDER
西宮 秀幸
矢野 典香
矢野 典香 (忠臣蔵問屋 わたや）
株式会社Beginning
額田 照久
合資会社金川工作所
ブルーベル株式会社
冨本 勲
株式会社農業ライフ
株式会社ワイルド
Ｄ－ＪＫ株式会社
澤江 雅章
株式会社 テレマン楽器
株式会社 テレマン楽器
株式会社 テレマン楽器
株式会社 テレマン楽器
渡辺 久嗣
株式会社ホンダプリモ山崎
前畑 美保
株式会社リサイクルアドベンチャー
小山 里志
平山 克士
馬場 剛彦
有限会社イーセン貿易
株式会社ベルテックス自動車販売
塚本 昭治
渡邉 政仁
有限会社プレイングコーポレーション
有限会社はなと商会
株式会社浜田時計店
成田 康子
成田 康子
岡﨑 正人
本井 梨恵
株式会社Ａ’ｐｅｉｒｏｎ
株式会社Ａ’ｐｅｉｒｏｎ
社会福祉法人さいか
ハバタック株式会社
高垣 茂光
株式会社ダイセイ
株式会社にしの
株式会社新岡商店
小畑 慎史
宮地 利弘
合同会社Ａ－Ｒｅｖｏ
道添 雅好
弓狩 健二
高山 傑
淡路ホンダ販売株式会社
淡路ホンダ販売株式会社
淡路ホンダ販売株式会社

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://www.geocities.jp/takkun-japan-limited/
http://www.tmdj.com
http://www.glamorous-guitars.net/
http://kokoroiki.shop34.makeshop.jp/
http://eternity-kaitori.com
http://www.tatsuno-eiseikousha.com/
https://www4.hp-ez.com/hp/fukumotogumi0601
https://www.west128.info/
http://taishi.otakaraya.net
http://honpa-yorozuya.com
https://www.suzuki.co.jp/dealer/suzuki-nishihyogo/
https://yamaiku.net
http://www.tomoeauto.com/
http://farmfest.ocnk.net/
http://www.ac.auone-net.jp/~noeru
http://bb.yahoo.co.jp/
http://www.eonet.ne.jp/~3893/
http://www.soumoku.biz/
http://yoyo.ocnk.net/
http://auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=oka_syouten
http://www.matsui-jidousyaseibi.jp
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/hit_k_ka.html
http://www.k-yanagihara.com/
http://www.cs501.jp/
http://www.h7.dion.ne.jp/~hvmo
http://www.akodantsu.com
http://www.craft1.jp
http://rs-purchase.jp
http://www.kominkastudio.com
http://www.ne.jp/asahi/nishimiya/syouten/
http://akowataya.com/
http://akowataya.com/
http://www.be9innin9.jp
https://ebisushoukai.jimdo.com/
http://www.kanagawa-works.jp
http.//store.shopping.yahoo.co.jp/pctokutoku
http://www.tomimoto-watch.com/
http://nogyo-life.com
http://www.wild.co.jp/
http://www.d-jk.com
http://www.geocities.jp/racingteamsspeed/
http://gakkiplazarecord.sakura.ne.jp
http://ocarinahouse.sakura.ne.jp
http://piano-gakkiplaza.sakura.ne.jp
http://www.telemann-gakki.com
http://www.best-auto-works.jp
http://hondacars-yamasaki.jp/
http://store.shoppong.yahoo.co.jp/p-kids
http://買取専門.com
http://www.mobile-eden.com/
http://www.strongdepot.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A3CUOAKUO37J2R&tab=&vasStoreID=

http://www.geocities.jp/esentrading
http://www.vertex-cars.jp
http://www.auto-tsukamoto.com/
http://www.tanto-silk.net/shop/
http://www.rakuten.co.jp/auc-old-wine/
http://hanato.co.jp
http://www.hamadatokeiten.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/roseroses
http://www.rose.ne.jp/~roserose/jensen/jensen.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/proskiwebshop
http://www.happytogether.jp
https://www.apeiron.co.jp
https://www.apeiron.co.jp
http://toyooka-saika.or.jp
http://www.kurumaya.biz/tajima/
http://www.takagakicycle.com
http://kannon-tobira.com
http://www.148246.com
http://n-lighting.com/
http://www.carsensor.net/shpnavi/305350001
http://www4.ocn.ne.jp/~okoto1/
http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/shimamon_push
http://www.eonet.ne.jp/～motogarage/
http://www.mulock.co.jp
http://www.shunyoso.jp
http://dealer.honda.co.jp/hondacars-awaji/
http://primo.honda.co.jp/awaji/
http://www.dream-awaji.com/

22／28

ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631810600002号
第631810600003号
第631810660001号
第631819700002号
第631819700002号
第631831600011号
第631831600011号
第631831700006号
第631839500006号
第631100700042号
第631102000001号
第631102000002号
第631102000004号
第631102000053号
第631102100006号
第631102100020号
第631102100025号
第631102100026号
第631102100030号
第631102100031号
第631102100034号
第631102100041号
第631102100043号
第631102100044号
第631102100047号
第631102100054号
第631102100055号
第631102100058号
第631102100060号
第631102100063号
第631111800044号
第631112100001号
第631112100006号
第631112100017号
第631112100018号
第631112100029号
第631120900006号
第631120900006号
第631121700028号
第631122000001号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000018号
第631122000052号
第631122000053号
第631122000055号
第631122100014号
第631122100017号
第631122100025号
第631122100026号
第631122100033号
第631122100037号
第631122100040号
第631122100048号
第631131100005号
第631131500016号
第631131800027号
第631131800041号
第631131900006号
第631131900037号
第631132000005号
第631132000011号
第631132000037号
第631132000037号
第631132000040号
第631132000043号
第631132000057号

名

又

は

有限会社ポッポドイ・ケアハウス
金 永洙
株式会社パソコン森田
田中 正司
田中 正司
グリーン制御有限会社
グリーン制御有限会社
村上 友治
株式会社ブイ・アイ・ピー
株式会社萬歳
松本 章宏
澤村 一登
株式会社アクディア
萩原 駿
南家 絵梨
株式会社Useful One
株式会社グッズ
株式会社ミラテクドローン
北村 知宏
株式会社エフ、ジー、ノーション
株式会社サンミント柴商
赤井安全硝子株式会社
株式会社山正
井上 力哉
井口 涼平
株式会社ティ・アイ商事
安藤 未来
株式会社ＳＣＷ
城 陽子
友田実里
株式会社シューアンドコー
鳴瀬 裕輝
山田 千夏
林 壯一
田中 日香里
金 龍秀
株式会社フェイスグループ
株式会社フェイスグループ
株式会社アウトソーイングシステム
株式会社ゆら不動産
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社かもめ
株式会社マーシャルトレーディング
株式会社hm solution
株式会社AVAN
株式会社神戸CC
合同会社華通商事
ジイテックス株式会社
新生実業株式会社
株式会社ＳｔｙｌｅＡｇｅｎｔ
播本 太一
合同会社Ｅｌｅｔｈ
Ｚｅｎｐａｎ株式会社
株式会社ジェム・アンド・ディ
山口 洋二
株式会社ＳＴＡＲ ＳＴＵＤＳ
株式会社バリュープランニング
森田 敦
澤 直人
株式会社リメイク
株式会社ポートリハビリサービス
株式会社 白井商会
株式会社白井商会
株式会社バイヤース
ヤングブロス株式会社
田邉 栞

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://www.poppo-doi/jp/
http://www.gao.tv/
http://0799.jp/
http://store.shopping.yahoo.jp/sunwood/anst
http://www.atc.ne.jp/user/ans/
http://www.green-st.net/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/green-st/
http://wwwamazon.co.jp
http://www.vip.trading.jp
https://www.jyueidou.com
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2DWS22WQ4TJDM&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sheepshopyhsh/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/ticketta/
https://ippuku.life
http://www.erin-shop.com
https://net.indigoblue.shop/
http://www.goods-kobe.com/
https://www.miratecdrone.co.jp/
https://coroqube.thebase.in
https://washindenshin.shop-pro.jp/
http://www.sunmint-shibasho.co.jp/
https://www.asg.co.jp
https://yamamasa-bousai.jp/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A3EFCHPWAJX4Y0&sshmPath=

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B085LGQFKS&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_11&seller=AHXSL1TJV6HGE

http://cga.base.shop/
https://mionni.shop-pro.jp/
https://shiun-chop.com
https://www.mercari.com/jp/u/539699258/
https://www.ebay.com/str/bridgejapan2021
http://woround.thebase.in/
https://flamingom.stores.jp/
https://ehonnotokoro.stores.jp
https://www.rakuten.co.jp/iexcl/
https://sande839323.base.shop
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B07NC793XK&isAmazonFufilled=1&ref_=olp_merch_name_8&seller=A3E7W6JEM5WHQE

https://store.shopping.yahoo.co.jp/faith-ys/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/faith-ys/
http://www.outsewingsystem.co.jp
http://www.kobe-busicolle.net/yurafudousan
https://www.nw.kaitoritai.jp/
https://www.sound-kaitori.com/
https://www.nu-kaitori.com/
https://www.kakusan-kaitori.com/
https://www.kaden-kaitori.net/
https://www.ilink-kaitori.net/
https://www.esthe-kaitori.com/
https://www.drone.kaitori.com/
https://www.cosme-kaitori.com/
https://www.camera-kaitori.net/
https://www.audio-resound.com/
https://www.audio-kaitori.com/
https://www.am-kaitori.com/
https://www.kobe-kaitori.com
https://www.urueco.com
https://www.eco-kagu.com
http://marshal-trading.jp
quruquru.net
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/hnykt_honohaya_xxbakzokxx?
https://kobecc.jp
https://shop440483285.taobao.com
https:geetex.co.jp
http://jurei.jp
https://www.project-re.site
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/bonisawo
https://eleth-japan.com
http://www.ebay.com/usr/hamada.japan.store
https://retentir.base.shop
http://www.art.zaq.jp/petitpoint/index.html
https://avbank.jp/
https://www.b-three.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/morita-sogo/
http://torewan.theshop.jp
http//remeke.009.sakura.ne.jp/sk22/
http://.port-rs.co.jp
http://shiraicamera.com
http://shiraicamera-shop.com
kaitori-collection.jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/young-iryoten/
http://honnosiori.com
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631132000061号
第631132000080号
第631132000082号
第631132000083号
第631132000086号
第631132000090号
第631132000095号
第631132000095号
第631132000101号
第631132000103号
第631132000105号
第631132100009号
第631132100011号
第631132100013号
第631132100029号
第631132100031号
第631132100034号
第631132100040号
第631132100041号
第631132100053号
第631132100065号
第631132100073号
第631132100074号
第631132100081号
第631132100091号
第631140500012号
第631141500006号
第631141800002号
第631141800003号
第631141800004号
第631141800013号
第631141800026号
第631141900003号
第631141900003号
第631141900005号
第631141900020号
第631141900026号
第631141900031号
第631141900034号
第631141900035号
第631142000002号
第631142000012号
第631142000017号
第631142000017号
第631142100007号
第631142100008号
第631142100010号
第631142100012号
第631142100015号
第631142100025号
第631142100031号
第631142100031号
第631142100031号
第631142100031号
第631142100033号
第631142100036号
第631142100043号
第631142100051号
第631142100051号
第631142100051号
第631142100051号
第631146400389号
第631149900012号
第631151200010号
第631152000004号
第631152000014号
第631152000032号
第631152000039号
第631152100004号
第631152100026号
第631152100031号
第631152100043号
第631152100046号
第631156200420号
第631160600014号
第631160600014号
第631161500006号
第631161500006号
第631161500006号
第631162000025号

名

又

は

名

株式会社 ACJ
株式会社イースランド
株式会社神戸トレーディング
森本 亜紀子
大月 佐保子
一本松 悠貴
指値市場株式会社
指値市場株式会社
株式会社Ｖｉｖａ
水谷 允穂子
アンティーオークションサービス株式会社
東亜商事株式会社
エレファントプラス株式会社
林 雅弘
有限会社ウーノ
株式会社ミンハオジャパン
大西 彬文
株式会社エイチアンドエス
有限会社アクティブアール
ＴＯＢＵ株式会社
株式会社平山商会
山根 雅美
合同会社ＫＥＥＮ
潟山 和代
トータル・リサイクル合同会社
万方商会株式会社
株式会社kirakira
安田 裕哉
株式会社水島酸素商会
アイペック株式会社
橋本 歩未也
村本 裕子
神昌クリエイト合同会社
神昌クリエイト合同会社
株式会社グリーンパック
株式会社アセンダント
小池 智紘
ハピポート株式会社
赤石 慶子
楽さす株式会社
籔内 佳代
森澤 佳史
小島麻里
小島麻里
有限会社つるや本店
株式会社ＲＡＢＩＸ
Mrs.Princess
内藤 武久
廣山 幸平
大川 諄哉
円谷 啓司
円谷 啓司
円谷 啓司
円谷 啓司
坂本 大熙
株式会社えのもとでんき
高野 由里
株式会社Ｃ＆Ｃ
株式会社Ｃ＆Ｃ
株式会社Ｃ＆Ｃ
株式会社Ｃ＆Ｃ
有限会社宝商会
神姫産業株式会社
株式会社ＬＥＨＯＩ企画
梅本 勇太
小池 晶子
株式会社エヌクオリティ
株式会社黄金家
種 敦啓
株式会社グローウイングス
濱本 風香
松下 裕一
東上 勝哉
元禄商事合資会社
株式会社ＳＴＹＬＥ ＬＩＮＥ
株式会社ＳＴＹＬＥ ＬＩＮＥ
株式会社ＴОМОＥ
株式会社ＴОМОＥ
株式会社ＴОМОＥ
黒田 光俊

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
https://millebonheurkobe.stores.jp/
https://god-toreka.com/
kobetrading.co.jp/about-us/
https://cramtrunk.shop-pro.jp/
g-loeil.com
https://akatsuki-shobo.com/
https://sashine.co.jp/
https://rosegarden-watch.com/
https://viva-kk.com
http://mmichu.cart.fc2.com/
https://antiquehanako.ocnk.net
https://hachi-eleven.com/
https://elephant-plus.com
Solucha.com
http://www.uno-kobe.jp/tokutei/
http://www.minghaojapan.com
https://sasaka.theshop.jp
https://h-a-s.biz/
https://www.active-r.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/b-works/
https://kobe-hirayama.co.jp/
https://repairhonpo-kobe.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A5YDTKUIU5XAA&sshmPath=

https://happycoffee.jp
https://starman.store
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ys-trivandrumshop
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kirakirastudio-b
https://www.creekmotorcycle.com/
http://www.mizushimasanso.co.jp
http://i-pec.co.jp
https://fril.jp/shop/3fe4eae32a288ac8d7d4c72bbeb58/ed
https://furuomoi.thebase.in
http://www.rakuten.co.jp/kobeseimen
https://www.treasure-mart.com
https://www.ebay.com/str/perfectsatisfactioncamera
https://defunkt555.wixsite.com/website-3
http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A11J3OA1OBCDW1&tab=&vasStoreID=
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=4499330521&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A2Q66D1PV10KUU&tab=&vasStoreID=

http://www.kimono-nuts.ruby-2d.com
http://hikkoshi.luxas.jp/
https://www.shiminuki110.co.jp
https://www.ebay.com/str/kobeonestore
http://thu9118.owndshop.com/
http://thumbelina-pets.com
httos://tsuruyahonten.jp
https://rabix-kobe.com/
https//www.mrsprincess.net/
https://www.78goemon.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A1AFEBXKTASMN0&sshmPath=

https://carbbit.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A19JQ0I2ZZ5T9Z&sshmPath=

https://tsubudarake.base.shop
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/tsubudarake
https://www.mercari.com/jp/u/116655418/
http://lostbird.buyshop.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/1893/
https://deepbluejasmine.com
http://www.candc-iroom.com/index.html
https://amazon.co.jp/stores/iRoom/page/52D612A1-2E2E-41C4-A984-354AFA89C3A6?ref_=ast_bln

https://www.rakuten.ne.jp/gold/carinterior-bellatrix/
https://wowma.jp/user/43415925
http://store.shopping.yahoo.co.jp/7takara
http://www.rakuten.co.jp/mobil-cafe/
https://oripayamei.base.shop/
https://www.amazon.co.jp/sp_encoding=UTF8&asin=B07MTXDJ8W&isAmazonFulfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A1A8E22XKY90SS&tab=&vasStoreID=

https://velvet-antique.stores.jp
https://n-quality.com
https://ougonya.com
https://www.reera.net
https://www.camelion-kaitori.com/
http://zeus8888zeus.base.shop
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kariteya/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B08SC5B6W7&isAmazonFufilled=0&ref_=olp_merch_name_1&seller=ALRYXL86BI5C6

http://store.shopping.yahoo.co.jp/kobe78genroku
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/puu3223
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/totorichcoco
https://store.shopping.yahoo.co.jp/tomoe3/
https://www.amazon.co.jp/s?me=A27AD27BEUEQMT
https://www.rakuten.co.jp/tomoe3butuzou/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/fast-retail/
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631162100005号
第631162100012号
第631162100014号
第631162100022号
第631162100027号
第631162100032号
第631162100036号
第631162100037号
第631162100040号
第631162100040号
第631170800001号
第631171800022号
第631171800025号
第631171900001号
第631171900002号
第631171900004号
第631171900009号
第631171900010号
第631171900011号
第631171900022号
第631172100015号
第631172100026号
第631172100039号
第631172100044号
第631172100048号
第631172100049号
第631172100050号
第631172100050号
第631172100054号
第631179700011号
第631179700011号
第631182000003号
第631182100009号
第631189800001号
第631191500015号
第631191500015号
第631191600021号
第631191900032号
第631191900033号
第631192000015号
第631192000019号
第631192000031号
第631192000037号
第631192000048号
第631192000051号
第631192000060号
第631192000063号
第631192000065号
第631192000066号
第631192000070号
第631192000077号
第631192000085号
第631192100004号
第631192100022号
第631192100041号
第631192100058号
第631192100078号
第631198800013号
第631198800013号
第631199600018号
第631201500022号
第631201700016号
第631201700021号
第631202000025号
第631202100007号
第631202100007号
第631202100007号
第631202100007号
第631202100007号
第631202100007号
第631202100007号
第631202100007号
第631202100007号
第631202100007号
第631202100021号
第631202100024号
第631202100033号
第631212000040号
第631212100006号
第631212100014号

名

又

は

名

美濃 広之
REL合同会社
ブルーラベル株式会社
さくら株式会社
伊 わかな
原 響子
北川 隆彦
株式会社Ｒｉｔ２
蔀 俊
蔀 俊
東山 登
谷 愛子
吉田 一真
水野 利洋
株式会社エブリ
福田 啓亮
楚輪 拓己
谷口 拓也
新谷 絵梨佳
白井 俊壮
BAHRAMI MOHAMMAD
大西 正人
後藤 哲也
坂本 夕子
杉村 光
田口 美香
前村 俊太
前村 俊太
株式会社大室明治也
株式会社シンコー
株式会社シンコー
株式会社自由港書店
ジーライオンファイナンス＆リース株式会社
吉田 一恵
株式会社テクノファレック
株式会社テクノファレック
株式会社ＫＴインターナショナル
合同会社Good morning
吉仲完文
杉浦 大貴
山内 英明
髙見 智子
フジユナイテッド株式会社
橋本 優可子
合同会社ＭａｔｅＲｉａｌ
株式会社WINPORT
安達 宏二
山野井 千明
山尾 遼
原 浩一
江口 美保
田守 豊幹誉
竹内 徹
百瀬 和也
山口 弘城
向井 柊磨
竹林 裕
有限会社小屋自動車工業
有限会社小屋自動車工業
株式会社スズキ自販兵庫
株式会社ヒョウ工務店
株式会社河合塗研
中村 秀幸
為岡 勉
西山 遥香
西山 遥香
西山 遥香
西山 遥香
西山 遥香
西山 遥香
西山 遥香
西山 遥香
西山 遥香
西山 遥香
株式会社ＡＮＤ ＯＮＥ
オンタック株式会社
北 真治
牧野 春菜
株式会社MKR
宇野 彦一

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://www.minotrading.jp
https://www.am-sell.com
https://www.blue-label.com
http://www.sakurareform.link
http://posthuman.stores.jp
https://www.koko1.online
https://www.mercari.com/jp/u/789014682/
https://rit2.com
amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B078KGGDWF&isAmazonFulfilled=0&ref_=olp_merch_name_1&seller=AUHF9BIRBGXDV

http://jp.mercari.com/user/profile/960582320
http://moonbowpapa.g2.xrea.com
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/guyuo522_at
http://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A26C5F8607AQDR&merchant=A26C5F8607AQDR

https://mts2016.com
http://myodaniekimae.otakaraya.net
https://www.aihondou-tm.jp
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B07GPK5XSK&isAmazonFulfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A8TN1Q9ELK2OZ&tab=&vasStoreID=

https://t-style2800.jimdofree.com/
https://cerastore.thebase.in/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koreander-books/
https://flyingcarpet.jp
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A2LADWRZM4ESQS&sshmPath=
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A3VTAXZMF156Z4&sshmPath=

https://rakuyou-sha.stores.jp/
https://www.mercari.com/jp/u/253920799/
https://www.atelier-mamina.com
https://mobile.twitter.com/nomupoou_
https://www.mercari.com/jp/u/752786573/
https://ohmuromeijiya.co.jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/atland-shop/
https://rakuten.ne.jp/gold/atland/
https://jiyukoh-book.shop-pro.jp
https://glion-lease.com
https://municloset.thebase.in/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/farec-dairect/
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/farec89
http://www.amazon.co.jp/shops/A2F08AU4T0R2DG
https://www.amazon.co.jp/s?me=A3GY123PI66170
http://www.amazom.co.jp/s?me=A1WJ573AWS7LRF&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

https://baragaki1128.base.shop/
http://mfburrasca.jp
https://www.amazon.co.jp/s?me=A1VXEGC2IRW4VZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

https://fujiunited.net
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2TVJ549F8PPSP&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

https://maziq\m.com/
http://winport.link/
https://www.eonet.ne.jp/~fujiroku
https://www.ebay.com/usr/ibuki-japan?_trksid=p2047675.12559
https://store.shopping.yahoo.co.jp/express-mart
https://www.ebay.com/usr/arigato-happy
https://mercari-shops.com/shops/b3ugURkmfXeVfzDUXTehKc
http://www.tirecenter7.com
http://chiku-rin.com/
https://www.ebay.com/usr/genmai22
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B00LTJV0YG&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_4&seller=AJ3FSM2I0K6TJ

https://parklife-used.stores.jp/
https://www.mercari.com/jp/u/820549136/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koyaautoparts
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koyaautoparts
https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-hyogo/
http://www.hyou.co.jp
http://www.kawaitoken.co.jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/ecoplankobe
https://www.grappnia.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koberesale-shop/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koberesale-shop2/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koberesale-shop3/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koberesale-shop4/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koberesale-shop5/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koberesale-shop6/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koberesale-shop7/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koberesale-shop8/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koberesale-shop9/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/koberesale-shop10/
https://www.and-1.net
https://ontaq.com
https://echizenbooks.shop-pro.jp
https://gecca.ltd
https://mkrinc.net
https://boogiewoogie.ocnk.net/
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631212100022号
第631301600003号
第631301600003号
第631301900004号
第631301900011号
第631302000011号
第631302000013号
第631302000021号
第631302100004号
第631302100004号
第631302100014号
第631302100018号
第631302100021号
第631302100033号
第631302100034号
第631310400032号
第631311900044号
第631312000005号
第631312000009号
第631312000065号
第631312000081号
第631312100001号
第631312100007号
第631312100007号
第631312100007号
第631312100012号
第631312100024号
第631312100033号
第631312100044号
第631312100052号
第631312100053号
第631312100057号
第631312100082号
第631312100083号
第631312100088号
第631312100089号
第631312100092号
第631312100094号
第631312100096号
第631312100099号
第631312100099号
第631312100099号
第631312100099号
第631312100099号
第631312100099号
第631312100099号
第631312100099号
第631312100099号
第631312100099号
第631312100100号
第631312100103号
第631312100105号
第631312100107号
第631312100110号
第631312100111号
第631312100111号
第631312100111号
第631312100111号
第631312100111号
第631321900014号
第631321900026号
第631322000003号
第631322000004号
第631322000019号
第631322000027号
第631322000033号
第631322100004号
第631322100005号
第631322100008号
第631322100008号
第631322100010号
第631322100012号
第631322100014号
第631322100016号
第631322100016号
第631322100020号
第631322100036号
第631322100038号
第631331900030号
第631331900032号

名

又

は

トゥールコーポレーション株式会社
株式会社ディーシーイー
株式会社デーシーイー
有限会社ミニヨンヌパリ
上田礼子
脇郁雄
船山貴之
株式会社フォレグロスト
嶋中 千夏
嶋中千夏
株式会社鶴鳴荘
株式会社レジィーナロマンティコ
加藤 久典
河合 広和
古賀 寛之
矢野 美幸
株式会社ピボーテ
吉川 勇気
大石 輝
𠮷𠮷村大助
豊田 朗
ＰＯＰＥＹＥ株式会社
株式会社 ｋａｗａｂｅ ｃｏｍｐａｎｙ
株式会社 ｋａｗａｂｅ ｃｏｍｐａｎｙ
株式会社 ｋａｗａｂｅ ｃｏｍｐａｎｙ
千賀 誠
玉田 彰
Z-DEVELOPMENT株式会社
山東 天海
特定非営利活動法人元気が出る本屋
長谷 あすか
三苫 志穂
東條 陽平
塩谷 俊郎
小林 隆明
垣内 英利
株式会社Ｋａｍｉｗａｚａ－Ｊａｐａｎ
髙木 美吹
木下 和顕
中島 恵子
中島 恵子
中島 恵子
中島 恵子
中島 恵子
中島 恵子
中島 恵子
中島 恵子
中島 恵子
中島 恵子
山口 純一
江前 厚史
川野 愛
漆原 佳代
株式会社ＣＨＣ
田中 隆年
田中 隆年
田中 隆年
田中 隆年
田中 隆年
野副 ありさ
岸 優来
柳田 隆史
株式会社ポスレジ比較館
株式会社ダブル
吉田 明子
樋口 好伸
林 尚子
林 真聖
宮崎 剛
宮崎 剛
片桐 彩乃
松尾 将樹
宮本 力矢
SONU SOFIA HIROMI
SONU SOFIA HIROMI
株式会社要商会
北島 康裕
保本 奈々
崔 龍徳
株式会社JapaneseCulture

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
https://tourscorporation.com
https://ec-dce.com
https://ec-dce.com
https://migparis.com
https://crossveritas.base.shop
http://www.pineflat-antique.com
https://www.amazon.co.jp/s?me=A3GL68GK6SOR4A&marketplaceID=A1VC38T7YXB528
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A2OMY9YNK5DIOF&sshmPath=

www.247archives.on/ine
www.247archives.online
https://crane-ashiya.com
https://sanctuarycafe.jp
http://w8-car.site/
https://www.strawberryandpeoples.com
https://www.ebay.com/sch/bmcb24/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
https://store.shopping.yahoo.co.jp/pinsmarche/
https://pivote.work
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kobijutsuyoshikawa/
https://mercari-shops.com/shops/7QA7XdMPSdTCkgtPvfRSQG
https://brandlemonde.base.shop
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=AGD3U0HY4689J&sshmPath=

http://www.popeye-inc.co.jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsuibami/info.html
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B079SY65RS&isAmazonFulfilled=0&ref_=olp_merch_name_1&seller=A2HBDDV7XM2PBY

https://www.rakuten.co.jp/kawabecompany/info.html
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B07226QY37&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_5&seller=A2UF9FAXS2XIRE
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A27300Z5012SK6&sshmPath=

jp1297600997vzqf.trustpass.alibaba.com/company-profile.html
https://used-calmo.stores.jp
http://b-bookstore.net/
https://papershopjapan.com
https://amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B07J65GN6T&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_2&seller=A1DD3K7ZU1F9QY

https://www.ebay.com/usr/youhei.basket-13
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B00AWMDY61&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_0&seller=A32OXUGTSK429W

https://www.ebay.com/str/kscollections
https://www.amazon.co.jp/sp?seller=A369SIIQGJ72BH
www.kamiwaza-japan.co.jp
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&seller=A2C0GEO1BEG8VC
https://www.ebay.com/sch/japan-antique-camera.startrading/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=

https://store.shopping.yahoo.co.jp/masaki-store/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/gisele-store/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/yuruyuru-store/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kt1-store/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kt2-store/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kt3-store/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/miyabigold-store/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/workingman-store/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/workingman1-store/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/workingman2-store/
https://jp.mercari.com/user/profile/949762596
https://yorima.base.shop
https://kawano-reuse.stores.jp
https://www.amazon.com/sp?_encoding=UTF8&asin=B07XF55L75&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_1&seller=A31JX4WNQ7FOTY

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B07NGG8H7K&isAmazonFulfilled=1&ref_=dp_mbc_seller&seller=A35H08CJHOKVZG
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B084SBSRKJ&isAmazonFulfilled=0&1anguage=en&ref_=dp_mbs_seller&seller=AHJJJLVQKVBJD

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/yae509
https://store.shopping.yahoo.co.jp/diamondsmile/
https://fril.jp/shop/d44585daa8500ff490499fbd955f6fad
https://jp.mercari.com/user/profile/238355718
https://store.shopping.yahoo.co.jp/maisonede-makana/
http://toubyusproduction.stores.jp/
http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A2H3M8RPB4NU11&tab=&vasStoreID=

http://www.posregihikakukan.com
https://w-ms.co.jp/
https://www.amazon.co.jp/sp?_enconding=UTF8&asin=B0160P4KUO&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_10&seller=A1LSWD2SEPH5X6

https://diy10010.com
http://www.r-ouchi.com
https://www.amazon.co.jp/sp?＿encoding=UTF8&asin=B01KZ842MS&isAnazonFulfilled=1&ref＿=dp＿mbc＿seller＿rating&seller=A3W0SJ96PRZI31
https://www.amazon.co.jp/sp?＿encoding=UTF8&asin=BO1DSGPJ6M&isAmazonFulfilled=O&ref＿=olp＿merch＿name＿1&seller=A14B9YAB5MU956

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tm2store/
https://www.ebay.com/usr/samurai-ka-snop
https://www.ebay.com/usr/gononwind
88style.theshop.jp/law
https://shopee.sg/shop/392436592/
https://shopee.tw/shop/392434375/
https://obrigadoonline.shop-pro.jp/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&seller=A32AZYNT1ICA9G
https://hitotsubo.stores.jp
http://settings3.ebay.com/editBusinessRegistration
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&isAmazonFulfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A2JCL929BFN
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631331900034号
第631332000009号
第631332000011号
第631332000016号
第631332000026号
第631332000034号
第631332000034号
第631332000041号
第631332000041号
第631332000048号
第631332100005号
第631332100014号
第631332100015号
第631332100021号
第631332100031号
第631332100036号
第631332100040号
第631332100046号
第631332100051号
第631332100056号
第631336200064号
第631336200064号
第631336200064号
第631341600027号
第631341800029号
第631341900003号
第631341900008号
第631341900010号
第631342000022号
第631342000026号
第631342000032号
第631342000034号
第631342000036号
第631342000039号
第631342000040号
第631342000049号
第631342100010号
第631342100016号
第631342100018号
第631342100021号
第631342100023号
第631342100029号
第631342100030号
第631342100038号
第631342100047号
第631342100055号
第631342100058号
第631342100062号
第631342100063号
第631361200004号
第631361900001号
第631362000017号
第631362000023号
第631362000027号
第631362000034号
第631362000038号
第631362100002号
第631362100012号
第631362100013号
第631362100014号
第631362100019号
第631362100020号
第631362100021号
第631362100023号
第631362100028号
第631362100029号
第631362100032号
第631362100044号
第631362100045号
第631362100046号
第631362100046号
第631371900011号
第631372000005号
第631372000024号
第631372000030号
第631372000045号
第631372000064号
第631372100035号
第631372100056号
第631372100056号

名

又

は

グローバルアーチ株式会社
有限会社ハーモニー楽器
Amiストア
萩 ひとみ
株式会社 幸平
有限会社エビオ
有限会社エビオ
株式会社アドバンテージ
株式会社アドバンテージ
文 智英
山崎 佳子
神庭 希
合同会社MEILIX
関上 大作
西岡 繭美
アモルファスコア販売株式会社
福本 昌代
株式会社アイモール
株式会社ＣｏｌｏｒｆｕｌＳｙｓｔｅｍ
小原 弘樹
有限会社丸高
有限会社丸高
有限会社丸高
稲野 仁人
広栄商事株式会社
TNKサービス株式会社
塩田 竜也
株式会社エルムシップ
合同会社ＡＬＬ ＳＥＬＬ
鮫島 寛幸
永江 祐介
有限会社松島商会
川人 淳
有限会社明優サービス
株式会社名神キャブレータ技研
Ｚａｐ Ａｕｔｏ Ｅｘｐｏｒｔ株式会社
中川 泰
有限会社藤サービス
日本ライティング株式会社
高垣 紀宏
神田 哲拓
中尾 大地
堀内 孝太
上田 哲也
株式会社ＡＳＧＡＴＥ
株式会社ＦＡ ｗｏｒｋｓ
阿部 慧士
大石 翔太
株式会社クイーン
楠元 英夫
株式会社ＮＧＵＣｏｍｐａｎｙ
松下竜太
髙杉 佳代子
香川竜也
株式会社ＫＡNＥＨＡＣＨＩ
丸山貴之
中武智之
葉山建設工業株式会社
小山田充伸
中牟田賢三
末広 祐介
M&L ALLIANCE合同会社
株式会社アルトホープ
エアグランデ株式会社
日野真由美
金山 真也
株式会社ＮＥＸＲＥＡＭ
株式会社ＡＭＧ
合同会社ＪＤＭコンシュアージュ
松井 諒
松井 諒
ワイエムエス合同会社
田中 健吾
有限会社河本カメラサービス
株式会社FUN SUPPLY
株式会社テクノ
株式会社たみや建設工業
石田 拓也
宮崎 雅弘
宮崎 雅弘

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
http://grobal-arch.co.jp/
https://harmony.fukunaga-repair.com/
https://amistore.thebase.in/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/honey-shop-store
http://tsunagu-reuse.jp
http://www.a-b-o.co.jp
http://www.a-b-o.co.jp
http://www.advantage-net.co.jp
http://www.advantage-net.co.jp
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A3RPGJQQKRN7RG&sshmPath=

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B06XBZTX82&isAmazonFulfilled=1&ref_=olP_merch_name_1&seller=A1XCFGLA2AIRCM

https://kaminote-baby.jp/
https://www.meilix-s.com
https://rondomixer.jp
amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B08CN5J99B&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_3&seller=AAY7BHZLEO7PG

https://amcore.co.jp/company/
https://dentdelion22.thebase.in
https://www.rakuten.co.jp/bekkohompo
https://camelgear.myshopify.com
https://otasuke051.com
https://www.rakuten.co.jp/ippin78marutaka/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/ippin78marutaka/
https://www.marutaka777.co.jp
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=&seller=A3461PDSLDZWRX
http://www.koeishoji.co.jp
http://www.huyouhin-pro.com
https://sirafu.thebase.in/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B071J7BBN6&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=AQB33IYEMQU0F&tab=&vasStoreID=

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A3OMPGV8GHTIVR&tab=&vasStoreID
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A11WWNWZ48WB1N&tab=&vasStoreID
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B0045UADW6&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A3404P72LUHELD&tab=&vasStoreID

http://www.waste-company.jp/
https://sellercentral.amazon.co.jp/sw/AccountInfo/SellerProfileView/step/SellerProfileView?ref_=macs_gsllrinf_cont_acinfohm

http://www.meiyu-s.co.jp
https://meishin-cab.com
https://www.zapautoexport.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=AAA24727S5AYL&sshmPath=

http://www.fuji-sv.ecnet.jp
https://zwebonlinestore.com
https://kohgenrecord.thebase.in
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=AIVC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A2UZQT4YB60MGR&sshmPath=

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B08W69531V&isAmazonFulfilled=0&ref_=olp_merch_name_29&seller=A7NIYN8SJ192N

https://bike-ryujin.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A3DVXDEOFU0VQL&sshmPath=

https://asgate-inc.com
http://www.fa-works.co.jp/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&seller=A3VK3FZN2SBQMG
https://zensneaker.com/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B088LDZTXQ&isAmazonFufilled=0&ref_=olp_merch_name_6&seller=AF9BKSI3A63QP

http://biblica-atlas.main.jp/
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/ngucollection
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2G4017GJCXWBW&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

https://www.amazon.co.jp/s?me=AU8Q8R6JQ4330
https://www.chase-usedclothing.com
https://www.rean.jp
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=4875398042&isAmazonFulfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=AY0H3518021B1&tab=&vasStoreID=

https://www.amazon.co.jp/s?me=A1S0WHB1BFL3G6&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

http://www.hayama-k.co.com/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A76ONJPOZRP0N&sshmPath=

https://www.izumidk.com/
amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=BO7NT1BSXR&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A1lJYOCPGRJZ17&tab=&vasStoreID=

http://www.buyingagent.net/
https://www.amazon.co.jp/s?me=A26ULD66IJSNRH&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

https://www.ebay.com/usr/eagrande.camera.japan
http://www.amazon.co.jp/s?me=AUWO5FA9UZ7ZM&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

https://deepdiver.thebase.in/
https://www.amazon.co.jp/s?me=A1P34C5L80D6KF&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

https://khjapan.com
www.jdmconcierge.com
https://www.kaitori-ms.com
https://mercari-shops.com/shops/2QUkHKhnVZgJ8TwTJi8bjh
https://yms-reuse.shop-pro.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/next-tone
https://kawamotocamera.com/
https://funsupply.jp
http://www.tecno.jp/
https://www.tami8.com/
https://www.amazon.co.jp/sp?seller=A1LFK0C85B7TOS
https://make-parallel.shop-pro.jp/
https://make-daniel.shop-pro.jp/
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631380700038号
第631381400023号
第631381400023号
第631381900005号
第631381900005号
第631382100003号
第631382100023号
第631382100023号
第631382100029号
第631382100037号
第631382100041号
第631391500024号
第631391900021号
第631392000015号
第631392000037号
第631392000063号
第631392000068号
第631392000073号
第631392100004号
第631392100005号
第631392100008号
第631392100009号
第631392100018号
第631392100025号
第631392100027号
第631392100034号
第631392100040号
第631392100056号
第631399600004号
第631402000033号
第631402000037号
第631402100012号
第631402100021号
第631402100024号
第631402100024号
第631402100024号
第631402100027号
第631402100028号
第631402100032号
第631412000004号
第631412100001号
第631412100004号
第631412100009号
第631412100012号
第631420200006号
第631420200025号
第631422000027号
第631422000027号
第631422100001号
第631422100002号
第631500200046号
第631501900030号
第631501900030号
第631502000030号
第631502100021号
第631502100023号
第631502100034号
第631502100046号
第631502100046号
第631502100046号
第631502100047号
第631502100051号
第631502100067号
第631502100068号
第631502100071号
第631512000027号
第631512000034号
第631520200007号
第631521900001号
第631522000008号
第631522000009号
第631530700012号
第631530700012号
第631532100010号
第631542000013号
第631542100023号
第631550100002号
第631551000028号
第631551000028号
第631551100024号

名

又

鎌谷 義和
頭鬼 里加
頭鬼 里加
株式会社ＣｏｑｕｅｔｔｅＰａｒｉｓ
株式会社ＣｏｑｕｅｔｔｅＰａｒｉｓ
松川 優太
株式会社スマイル
株式会社スマイル
德永 崇
鬼頭 加奈美
隈部 彩夏
山内 康稔
横濱はるか
株式会社mys
小川 洋平
村上 直人
奥村 憲一
山内 杏子
朱江
一般社団法人真涼会
妹尾 一樹
株式会社EIC
株式会社みどりまん
家門 秀行
株式会社リンクステクノロジー
森川 昌一郎
平田 啓司
後藤 拓馬
株式会社アン
大下 翔吾
神田 莉奈
村上 歌織
ＵＮＢＹ株式会社
株式会社もったい９
株式会社もったい９
株式会社もったい９
野村 拓通
北勝 智也
有限会社ＭＡＹ
丸本 浩史
小菅絵理奈
志野 厚貴
畑休燃料株式会社
清水 宣良
垣内 拓真
井上 剛嘉
慎 淑恵
慎 淑恵
小澤 由里
足立 龍樹
有限会社 上島商会
亀井 充
亀井 充
株式会社Rebro
十都 裕貴
口野 浩寿
塩 将人
石川 美保子
石川 美保子
石川 美保子
三栗野 功大
芦田 雅彦
小坂 颯一朗
鎌倉 忠司
株式会社プレミアムガレージ
村上 かおり
株式会社エムクライム
村上 紳和
小林 卓矢
Guide-Maker株式会社
比護 大士
北條 治朗
北條 治朗
株式会社クールバンク
篠原 康輔
成田 和真
株式会社Kurokawa
mobile seven株式会社
mobile seven株式会社
株式会社N-FACTORY

は

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/deuce.1jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/chirpy/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/furatto/
https://coquetteparis-coco.stores.jp/
https://coquetteparis.com
https://www.amazon.co.jp/sp?＿encoding=UTF8&asin=B01I1F7J6S&isAmazonFulfilled=1&ref＿=olp＿merch＿name＿3&seller=A3A8J5OHXSPUFY

https://smile.ne.jp
https://nidraassassin.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A3M77QBACIFBWP&sshmPath=

https://www.mercari.com/jp/u/834784002/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/mkcandy/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bluesheet24shop/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kids-recia
https://store.shopping.yahoo.co.jp/mountain-river
https://kankorecord.shop-pro.jp
https://fivedunique.theshop.jp/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B084ZFZMPV&isAmazonFu
http://www.casimasi.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B08164VTWH&isAmazonFulfilled=0&ref_=olp_merch_name_6&seller=A345U02V3QZO1B

http://www.shinryoukai.or.jp
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B07HP6GYV9&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_7&seller=A2JITHX2TX2IGN

https://www.ebay.com/usr/yyrriirkgsoti455
https://www.midoriman.com
https://kouseidou.jp/
https://www.links1.co.jp
https://www.ebay.com/str/netshophope
https://store.shopping.yahoo.co.jp/rrshop0051/
https://smartdesign-tz.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/musical-shop/
https://jack-projects.stores.jp
https://www.mercari.com/jp/u/924202600/
https://ruban.base.shop/
https://www.unby.jp/
http://mottai9.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/mottai9-yk/
https://auctions.yahoo.co.jp/mottai9_0012
https://www.mercari.com/jp/u/514346221/
https://jp.mercari.com/user/profile/975414823
https://www.rakuten.co.jp/nicobase/
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/ezvso44759
https://archipelago-shop.com
https://scenica.official.ec
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A3JJA18G1V6ZE2&sshmPath=

https://act2.theshop.jp
http://www.kakiuchi-housei.com
https://www.ebay.com/str/japanshop21
https://sanadake.stores.jp/
https://sanadake.stores.jp/
https://www.ebay.com/user/funthing_store
https://www.amazon.co.jp/sp?＿encoding=UTF8&asin=＆isAnazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=AE7UNCXG799RF&sshmPath=

https://store.shopping.yahoo.co.jp/net-buhinkan-ys
https://tortue326.shopselect.net
https://www.qoo10.jp/shop/3tortue2de6mer
https://kaitoribusters.com
http://webshop888.com/
https://marker.supersale.jp/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B07G9YSWT1&isAmazonFulfilled=0&ref_=olp_merch_name_1&seller=A1HNP6XYA2VNMD

https://www.ebay.com/usr/mihishi84
https://www.ebay.com/usr/ishikawao
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B00GSOLMFE&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_2&seller=A1TLFCRE95BNTF

https://21k-rental.stores.jp
https://kazu777.base.shop
https://flatmil.official.ec
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&seller=A1NEPLA1KDFC4A
https://store.shopping.yahoo.co.jp/t-jnky/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A1HGN4WL3TTDDN&sshmpath=

https://weed10.com/
https://choYASU.thebase.in
https://mercari-shops.com/shops/zGKexX2nM3sMToxXzBfkFB
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/guide913
https://www.amazon.co.jp/sp?encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCAB=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=AqQZ7JXI0RR2I&tab=&vasStoreID=

https://www.galleryjiro.com/
https://auctions.yahoo.co.jp/html/profile/bassio18.html
https://coolbank.co.jp
https://usedbluemoon.official.ec
https://totalrepairnaritaya.com
https://takuhaikaitori.ecomoly.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/mobileseven/
https://kokouro.com
https://auctions.yahoo.co.jp/html/profile/kcjb4312.html
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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
許 可 証 の 番 号氏
第631551900001号
第631551900001号
第631552000086号
第631552100017号
第631552100032号
第631552100036号
第631561000008号
第631561500008号
第631561500008号
第631562000005号
第631562100007号
第631562100014号
第631562100016号
第631562100021号
第631571900004号
第631572000002号
第631601200045号
第631602100006号
第631602100018号
第631602100020号
第631602100023号
第631602100031号
第631602100036号
第631602100041号
第631602100062号
第631602100065号
第631609600011号
第631611400024号
第631611400024号
第631611900037号
第631612100005号
第631612100020号
第631612100031号
第631612100051号
第631621600004号
第631622000023号
第631622000038号
第631622100010号
第631622100025号
第631632100003号
第631632100007号
第631640300014号
第631641500015号
第631642000038号
第631642000046号
第631642100007号
第631642100013号
第631642100020号
第631651900002号
第631662100007号
第631662100012号
第631662100013号
第631662100013号
第631682100003号
第631712000007号
第631732100005号
第631732100017号
第631762060001号
第631811900001号
第631812000012号

名

又

は

ルクシーライズ合同会社
ルクシーライズ合同会社
株式会社ＢＲＵＥ
兒玉 香菜子
株式会社ＷＥＫＥＴ
小林 明由美
株式会社御吉兆
武本 良昭
武本 良昭
合同会社ハツダ商店
山本 茉保
株式会社キャプテン
宮先 泰平
合同会社トイバンク
坊池 美紀子
橋本 大輔
筧 久明
株式会社はるかエステート
永井 周子
株式会社Long Beach
中村 由美
毛利 みな
株式会社BASALA
株式会社キレイニ
株式会社ＷｏｒｋＳ
小林 克至
株式会社ホンダ四輪販売山陽
株式会社エコリングリシャイン
株式会社エコリングリシャイン
原 和正
株式会社アールエス
川瀬 貴哉
株式会社皇紀
本庄 健助
山田 洋介
武木田 純一
合同会社ストック・コンシェルジュ
高橋 憲之
野﨑 悟
伊賀 葉子
株式会社カーライフコンサルタントはるな
植木 淳二
株式会社生田社寺建築
粕谷 亜矢子
増谷 和生
永井 芳貴
伊森 剛樹
宮地 学
濱本 哲也
田中 亘
瀬尾 諒介
平田 飛翔
平田 飛翔
株式会社スタイルハウス
岩本工業株式会社
株式会社ビトーアールアンドディー
河田 欣也
ＣＹＬ合同会社
山市 ひとみ
堂本 篤志

名

称

令和3年12月３日現在
古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号その他の符号
（ホームページのＵＲＬ）
https://gooden.stores.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/gooden/
https://www.upgarage.com/shop/235
http://tpstore.thebase.in/
https://tcg-pocket.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=AIVC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A1E4X7N8W1MGOW&sshmPath=

http://www.gokitcyou-toukei.jp/
http://www.cleebs.com/
http://www.rakuten.ne.jp/clebs/
http://www.hatsuda-showten.com
https://malby.thebase.in
http://www.tire-captain.com/
https://chieftrading.stores.jp
https://www.ebay.com/usr/rbdjapan-shop
http://www.eonet.ne.jp/~jagbase
https://tsuku2.jp/zgzzgngucgf91vg
http://yurakusha.shop25.makeshop.jp
https://www.haruka-estate.net/company/
https://www.ebay.com/usr/sakura0000
https://longbeach-himeji.com/
https://trava.thebase.in/law
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A3PU7F3RX5E4FY&sshmPath=

https://ayagq.com
https://kileinistore.thebase.in/
https://www.works2021.net
https://www.saddy-rental.shop
https://www.hondanet.co.jp/hondacars-sanyo/
https://reshine-brandshop.myshopify.com
https://www.rakuten.ne.jp/gold/reshine/
https://nayabunko.thebase.in
https://cartrade-rs.com/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&seller=AKVDWFNA7CZX8
https://store.shopping.yahoo.co.jp/zeke-zero/
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A3HDP1W8Z63CTI&sshmPath=

http://www.3156retro.com/
http://www.kcam.info
amazon.co.jp/sp?_=merch_name_2&seller=A1K6XDNX6J6PNN
https://www.amazon.co.jp/shops/A155LTWK588QQO
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B01ESIDGMI&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_1&seller=A3NCYE4XO008XN

https://hako.supersale.jp/
https://carlife-haruna.jp
http://shopping.yahoo.co.jp/sekeueda
http://www.ikuken123.com/
https://www.ventigre.com
http://honpa-yorozuya.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B073LR73MK&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_15&seller=A3MP305IVYUTWN

https://osmund-drive.com
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B00006LJKJ&isAmazonFulfilled=0&ref_=olp_merch_name_20&seller=A15DV8AOXBZ92R

https://store.shopping.yahoo.co.jp/notarido/
https://www.ebay.com/usr/wattan26
https://frats.official.ec/
https://usedselectr.official.ec
https://mercari-shops.com/shops/ykkQrm6ebkcXN5vURhFB9J
http://www.stylehouse007.com/
https://iwamotokogyoinc2020.wixsite.com/website
http://www.jb-power.co.jp
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A2VBY4OOR590DI&sshmPath=

http://store.shopping.yahoo.co.jp/selectshop-himawari
http://www.p.yamaichiya.com
https://komono-club-awaji.raku-uru.jp

