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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631100100019号
第631100200006号
第631100300040号
第631100300041号
第631100400001号
第631100400010号
第631100400012号
第631100400018号
第631100400021号
第631100400029号
第631100400030号
第631100400035号
第631100400039号
第631100500001号
第631100500010号
第631100500015号
第631100500021号
第631100500021号
第631100500021号
第631100500021号
第631100500025号
第631100600002号
第631100600008号
第631100600019号
第631100600023号
第631100600029号
第631100600030号
第631100600032号
第631100600032号
第631100600038号
第631100700004号
第631100700005号
第631100700005号
第631100700014号
第631100700029号
第631100700032号
第631100700040号
第631100700047号
第631100700048号
第631100800028号
第631100800031号
第631100800039号
第631100800045号
第631100800049号
第631100900003号
第631100900003号
第631100900007号
第631100900008号
第631100900009号
第631100900013号
第631100900015号
第631100900016号
第631100900021号
第631100900022号
第631100900027号
第631100900030号
第631100900032号
第631100900035号
第631101000004号
第631101000008号
第631101000012号
第631101000019号
第631101000020号
第631101000024号
第631101000039号
第631101000041号
第631101000043号
第631101100013号
第631101100022号
第631101100039号
第631101100040号
第631101100047号
第631101200006号
第631101200007号
第631101200012号
第631101200021号
第631101200022号
第631101200029号
第631101200035号
第631101200042号
第631101200045号
第631101300002号
第631101300030号
第631101400005号
第631101400005号
第631101400007号
第631101400012号
第631101400027号
第631101400029号

名

又

は

名

西田 隆彦
桝本 和也
岡 秀樹
松﨑 純子
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
角正 繁弘
岡澤 信夫
合資会社ピーエヌコミュニケーションズ
株式会社クリスタルグループリミテッド
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
有限会社ユーザーズ
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
井上 まどか
株式会社メディマックス
有限会社ガイア
有限会社オクタゴンガレージ
有限会社エルコーポレーション
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
田附 美佐子
有限会社ＮＡＡＫ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ
有限会社ＮＡＡＫ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ
土屋 喜昭
阪九機械株式会社
Ａ．Ｕ．Ｎ．株式会社
横倉 秀彦
株式会社しあわせ堂
株式会社JAＩＣＯＮ ＩＮＴＥＲ ＮＡＴＩＯＮＡＬ
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
株式会社エコライド
株式会社サップス
株式会社サップス
田所 祐介
川合 雄祐
ムナゾウ株式会社
株式会社イージス
天羽 健雄
外山 英憲
プレミアムオートトレーディングジャパン株式会社
川崎興産株式会社
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
株式会社エヌケイコーポレーション
木村 有希
横野 泰史
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
ＳＰＴ株式会社
村松 和城
佐藤 亜矢
石本 和雄
株式会社ウッドヴィレッジ
有限会社五良大甫
松本 由和
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ＫＡＴ ＪＡＰＡＮ
的場 尚子
株式会社リンテック
株式会社放送通信機器
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
株式会社T＆Nホールディングス
柿本 洋一郎
ネクサス株式会社
梅澤 美沙
河野 佑介

称

平成30年6月30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.off-beat.net/nishida
http://www.matchando.com/
http://www.kcc.zaq.ne.jp/has-oka/
http://www.angelring.net/users/ifo/
https://www.truckexpoauction.jp
http://members.aol.com/kobekft/
http://www.konan-unvcoop.or.jp/main/
http://www.homehands.co.jp
http://www.k-gem.com
http://www.syaken-post.com
http://www.parksnet.jp
http://www.crystalgroup.co.jp/
http://www.hrt.jp/
http://www.slc.ne.jp
http://www.userskobe.com
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.jewel-inoue.com/
http://www.medimax.fem.jp/
http://gaia.kir.jp/
http://www.octagongarage.com/
http://www.jwjw.net
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.marukaze.com
http://www.eonet.ne.jp/^antiquesazure
http://www.eonet.ne.jp/^antiquesazure/index.htm
http://www.applemusic-s.info/
http://www.hank.co.jp
http://www.10manenya.com
http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfhuf800
http://www.shiawasedo.co.jp/
http://www.jatjapan.com/
http://www.jtbsanyo.jp
http://yon-rin-sha.com
http://door-door.co.jp/
http://www.automaster-kobe.com
http://www.eco-ride.jp/
http://www.sa-ps.com
http://www.training-machine.com
http://pinkleaf.cart.fc2.com/
http://www.delta-system.info
http://munanetshop.munazo.us
http://pc-fix.jp/
http://www.nwish.jp
http://toyamahkk.com
http://www.paj.co.jp
http://www.metrobooks.co.jp
http://www5.ocn.ne.jp/~kobenk/
http://107-e.com/
http://www.islandersmana.com
http://www.nk-corporation.co.jp
http://www.hello.zaq.jp/antiquequilt_kiki/
http://motoyama.otakaraya.net
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://kobe-piano.net/
http://www.pckake.com/
http://diego-store.com/
http://www.aucgarage.jp/
http://www.baiseru.com/
http://www.goroudaiyu.com
http://www.kobe-caitori.net
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://kansaiautotrading.com
http://lepanier.ocnk.net/
http://www.lintec-kobe.co.jp/
http://e431.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/yakyu-hitosuji
http://shop.oakake.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/yakyu-hitosuji
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rod-guitars
http://www.darom.jp/
http://www.five-davweek.com
www.KIND.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631101400034号
第631101500012号
第631101500013号
第631101500016号
第631101500020号
第631101500033号
第631101500033号
第631101600013号
第631101600015号
第631101600025号
第631101600036号
第631101600039号
第631101600051号
第631101700003号
第631101700005号
第631101700030号
第631101700034号
第631101700051号
第631101800003号
第631108100010号
第631109500012号
第631109500017号
第631109600001号
第631109600005号
第631109800024号
第631109800032号
第631109800032号
第631109800032号
第631109800032号
第631109800032号
第631110000002号
第631110000002号
第631110100019号
第631110300019号
第631110400004号
第631110400008号
第631110400029号
第631110500008号
第631110500009号
第631110500015号
第631110500018号
第631110500020号
第631110500021号
第631110500021号
第631110500022号
第631110500027号
第631110500031号
第631110600001号
第631110600002号
第631110600006号
第631110600012号
第631110600017号
第631110600018号
第631110600025号
第631110600026号
第631110700002号
第631110700008号
第631110700008号
第631110700011号
第631110700016号
第631110800001号
第631110800024号
第631110900004号
第631111000009号
第631111000032号
第631111100014号
第631111100026号
第631111200002号
第631111200016号
第631111200021号
第631111300008号
第631111300010号
第631111300017号
第631111300017号
第631111300019号
第631111400015号
第631111400015号
第631111400016号
第631111400018号
第631111400022号
第631111400034号
第631111500007号
第631111500021号
第631111600001号
第631111600001号
第631111600005号
第631111600005号
第631111600023号
第631111700011号

名

又

は

株式会社徳商事
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
高峰 直希
高峰 直希
株式会社LINXS
浅見 瞳
辻野 眞基子
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
朝倉 和也
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
高橋 健
株式会社メイカーズ
株式会社ヤナセ
株式会社甲南チケット
ピアノ運送株式会社
有限会社コンバル
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
株式会社いすゞユーマックス
株式会社いすゞユーマックス
株式会社カーズ神戸
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
特定非営利活動法人ＡＳＴＯ
平田 滋
永田 佳敬
永田 佳敬
有限会社ハーモニー
有限会社電創社
有限会社廣急
株式会社フェリシア
北山 圭子
若井 正
吉岡 仁義
有限会社エフクラス
細川 和子
ＡｕｔｏＴｅｒｍｉｎａｌＪａｐａｎ株式会社
運佳興業有限公司
株式会社エム・アンド・エム
株式会社リバース
株式会社リバース
株式会社セル
株式会社阪神オート
地主 道士
稲成 耕一
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
廣田 剛
濱本 健二朗
炭谷 圭児
株式会社クローネ
樋口 秀之
AMON株式会社
中口 京子
藤原 賢三
藤原 賢三
株式会社HGC
岡野 精之
岡野 精之
株式会社ラビット・カーネットワーク
株式会社スタジオアコースティック
熊野 真一
森川 修行
SAS株式会社
株式会社オーリックライフ
王 瑞琴
王 瑞琴
有限会社アートセンター
有限会社アートセンター
王 瑞琴
佐藤 里美

名

称

平成30年6月30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.norico.jp
http://www.919919.jp
http://www.tamakirakuzando.com/
http://mackey-books.com/
http://mizutama5.shop-pro.jp/
http://www.blueblue0203.thebase.in/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/blandstore
http://luce-vintage.shop-pro.jp
http://mothermeets.thebase.in/
http://moonjewel.shop-pro.jp
http://timlessbague.shop-pro.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/zentrading
http://topwater.co.jp
http://www.lejon-antiques.com
http://ticatico.jp
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
http://www.car-origin.com/
http://www.makersnet.co.jp
http://brand-square.com/
http://www.kounan.com/ticket.htm
http://www.piano.co.jp/
http://conbal.hp.infoseek.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.igal.jp
http://www.umax.co.jp
http://www.quinauto-kobe.com/
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.asto.or.jp
http://www.1shop-mall.com/
http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfeth106
http://www2.bbweb-arena.com/k-kame/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/acoustic-harmony
http://www.densousha.com
http://www.hirokyu.co.jp
http://www.andona.jp
http://www.berry-bouquet.com
http://backdropwear.com
http://www.eonet.ne.jp/rakurakudo
http://www.f-class.com
http://www.e-minicup.com
http://www.autoterminal.co.jp
http://www.kansai-cars.com
http://www.ds-living.co.jp
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/rebirth-net2.html
http://www.rakuten.co.jp/stone-b/
http://www.golfbird.net/
http://www.hanshinauto.com
http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfbzn401
http://www.inanarisan.com
http://www.hokushinmedical.co.jp/
http://www.nissan-prince-hyougo.co.jp
http://soarmusic.com
http://vivi-poo.shop-pro.jp/
http://www.fairytail-toyhouse.jp/
http://books-carbo.jp/
http://www.rakuten.co.jp/krone2451
http://www.rokuden.jp/
http://amonopals.com
http://www.marc-labo.com
http://kahteisi-japan.ciao.jp
http://kahteisi-japan.ciao.jp
http://hagicyosu-dou.com
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/a5229748102000.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/html/profile/a5229748102000.html
http://www.e-rabbit.jp/
http://www.studio-acoustic.com/
www.otoya-violin.com
http://www.riflesports-kobe.com
http://www.sas-japan.com
http://www.brandkinko.com
http://www.rakuten.co.jp/gerbera1024
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rokomichi0212
http://www.rakuten.co.jp/digicameprint
http://www.rakuten.co.jp/digicameprint
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rokomichi0212
http://noinnoin.thebase.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631111700012号
第631111700019号
第631118700034号
第631119000023号
第631119000023号
第631119600015号
第631119700001号
第631119700003号
第631120300020号
第631120300020号
第631120400012号
第631120400023号
第631120400026号
第631120400026号
第631120400026号
第631120400026号
第631120400026号
第631120400026号
第631120400026号
第631120400026号
第631120400026号
第631120500006号
第631120500007号
第631120600003号
第631120600010号
第631120600011号
第631120600014号
第631120600019号
第631120600019号
第631120600019号
第631120600019号
第631120600020号
第631120600021号
第631120600038号
第631120700001号
第631120700014号
第631120700027号
第631120700034号
第631120700043号
第631120800001号
第631120800007号
第631120800014号
第631120800014号
第631120800022号
第631120800028号
第631120800035号
第631120800040号
第631120800045号
第631120800050号
第631120900005号
第631120900006号
第631120900009号
第631120900017号
第631120900020号
第631120900020号
第631120900020号
第631120900020号
第631120900022号
第631121000003号
第631121000008号
第631121000019号
第631121000019号
第631121100017号
第631121100017号
第631121100021号
第631121100028号
第631121100029号
第631121100030号
第631121100030号
第631121100030号
第631121100032号
第631121200002号
第631121200011号
第631121200016号
第631121200019号
第631121200024号
第631121200030号
第631121200031号
第631121200036号
第631121300017号
第631121300026号
第631121300026号
第631121300031号
第631121400013号
第631121400019号
第631121500013号
第631121500029号
第631121500029号
第631121600010号

名

又

は

株式会社ズーム
木村 昭彦
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
トヨタカローラ神戸株式会社
福井 健志
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
五島 淳子
株式会社タウ
株式会社タウ
株式会社タウ
株式会社タウ
株式会社タウ
株式会社タウ
株式会社タウ
株式会社タウ
株式会社タウ
有限会社セレブレイト
プロスゲイト株式会社
白井 健一
有限会社鈴なり会
有限会社デライツ
有限会社富士商会
有限会社アイオール
有限会社アイオール
有限会社アイオール
有限会社アイオール
有限会社山口電機
株式会社プレストラック
李 千植
柏野 愛
有限会社Ｓｅｎｏ環境コンサルタント
株式会社ロボシステム
サンセリテ株式会社
有限会社グラム
株式会社丸文
株式会社Ｒ＆Ｗ
株式会社リーライズ
株式会社リーライズ
清水 豊
村川 幸稔
株式会社アークレイヤー
有限会社リラックス
株式会社エスプリ
寺本 吉信
株式会社アクアブルー
株式会社フェイス
株式会社栄進
有限会社ＴＭＳ
株式会社Ｌ・Ｅ・Ｃ
株式会社Ｌ・Ｅ・Ｃ
株式会社Ｌ・Ｅ・Ｃ
株式会社Ｌ・Ｅ・Ｃ
中島産商株式会社
株式会社ミントエス
高田 祐太
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
竹野 由美
石田 匡弘
株式会社ケインドレイク
株式会社ＴＥＮＯＲＩ ＳＴＯＮＥＳ
株式会社ＴＥＮＯＲＩ ＳＴＯＮＥＳ
株式会社ＴＥＮＯＲＩ ＳＴＯＮＥＳ
有限会社全通自動車整備タッカー
株式会社ポポンデッタ
西 英徳
株式会社ケイシイピー
松岡 美雪
株式会社TSI
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
いづつや有限会社
株式会社Ｃｒｅｖｉｃｅ Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社Ｋ’ｓ
株式会社 バザール商事
株式会社バザール商事
株式会社リーブルトラック

名

称

平成30年6月30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://zoom-kobe.co.jp
http://rokkou.otakaraya.net
http://www.flowerbeans.com/ysp/
http://www.japan-vehicle.com
http://www.jvc-kaitri.com
http://www.c-kobe.com/web/usedcar/index.html
http://www.kotakobe.com/
http://www.hyogo-daihatsu.com/
http://www.aacc.co.jp
http://www.csc-biz.com
http://www.ksons.com
http://hushlogue.com/
http://www.tau-forklift.com/
http://www.tau-marine.com/
http://www.tau-mobile/com/
http://www.tau-reuse.com/
http://www.tau-reuse.com/marine/
http://www.tau-reuse.com/mobile/boat/
http://www.tau-reuse.com/mobile/car/
http://www.tau-trade.com/
https://www.tau-truck.com/
http://www.cerebrateribon.com
http://www.bango.tv/
http://www.branet-r.com
http://www.suzunari.jp/sale.html
http://delights.jp
http://www.fujis.net
http://www.momoero.tv/
http://www.nawaya.com/
http://www.neofactory.jp/
http://www.smartmart.jp/
http://www.kcc.zaq.ne.jp/pana/panaoukoku-mokuji.index.html
http://www.presstruck.jp/
http://www.roadrunner-kobe.com/
http://www.recycle-y.com/
http://www.senocon.biz/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/baikuya
http://www.sincerite.biz
http://blupanchino.jp
http://www.geocities.jp/marubun_co_ltd
http://www.world-com.co.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/p-pal
http://www.pc-p-pal.com
http://www.town-marshal.com
http://www.recycleshop-m.com
http://bango.tv/
http://www.mjewelry.jp/
http://www.esprit-kobe.com
http://sannnomiya.otakaraya.net/
http://quitie.jp
http://faith-jpn.co.jp/
http://www.eishin.tv/
http://www.seishunnya.com/
http://am.kaitoritai.jp
http://kaitori-life.com/
http://nw.kaitori.jp/
http://www.audio-kaitori.com/
http://nakashima-sansho.com
http://www.mintes.jp
http://tmk-books.com
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://daruma-san.jp/
http://www.7b.biglobe.ne.jp/～chiritote
http://www.kindlake.co.jp
http://www.shop.tenoristones.com
http://www.store.shopping.yahoo.co.jp/tenoristones
http://www.tenoristones.co.jp
http://www.net/shop/hyogo/2049608/
http://www.popondetta.com/kobe/index.html
http://treasure-arts.main,jp
http://www.kobe-kcp.co.jp
http://www.b-snow.jp
http://www.tsi-kobe.com
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://www.kazaruya.net
http://likenew-printer.com/
http://juki-t-ks.com
http://bqzzar.jp/
http://bqzzar.jp/
http://selectwatch.shop-pro.jp/
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許 可 証 の 番 号氏
第631121600012号
第631121600013号
第631121700003号
第631121700003号
第631121700013号
第631121700032号
第631121700033号
第631121700042号
第631121700047号
第631121800007号
第631121800011号
第631128600037号
第631128900001号
第631129100006号
第631129100006号
第631129100054号
第631129600003号
第631129600007号
第631129600017号
第631130000044号
第631130100003号
第631130100043号
第631130200003号
第631130200003号
第631130200020号
第631130200030号
第631130300033号
第631130300044号
第631130300045号
第631130300053号
第631130300056号
第631130300056号
第631130300056号
第631130300059号
第631130400001号
第631130400004号
第631130400004号
第631130400009号
第631130400028号
第631130400028号
第631130400042号
第631130400042号
第631130400047号
第631130400048号
第631130400051号
第631130400051号
第631130400051号
第631130400060号
第631130500009号
第631130500020号
第631130500023号
第631130500027号
第631130500030号
第631130500047号
第631130500053号
第631130500056号
第631130600004号
第631130600008号
第631130600012号
第631130600017号
第631130600025号
第631130600026号
第631130600036号
第631130600039号
第631130600043号
第631130600050号
第631130600051号
第631130600052号
第631130600062号
第631130600066号
第631130600067号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号

名

又

は

フジユナイテッド株式会社
株式会社コインパレス
株式会社スターアップ
株式会社スターアップ
株式会社高見楽器工房
明神ハウジング株式会社
株式会社A-ｓｔｙle
株式会社セールスタッフ
塚本 賢一
ブルーラベル株式会社
株式会社スプリア
大安 榮晃
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
三井住友ファイナンス＆リース株式会社
兵庫三菱自動車販売株式会社
倉地 聰明
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
島村楽器株式会社
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
株式会社メノガイア
井上 光弘
上川 健二郎
東京センチュリー株式会社
株式会社丸井
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
関西ブロードバンド株式会社
関西ブロードバンド株式会社
近兼 拓史
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
伊藤 章生
秋満 秀雄
安永 峰夫
安永 峰夫
安永 峰夫
清水 里江
石居 天平
フロンティアシティー株式会社
柳生 信彦
成山 慎治
宮田 智子
有限会社長田時計店
メトロ・ジャパン株式会社
有限会社マイライフコーポレーション
株式会社ルート
有限会社ゴスペルブランチ
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ＺＥＡＬ．Ｇ・Ｐ
株式会社ユーエン
株式会社エスプリ
有限会社ＴＮＲ
株式会社アンティーウオッチマン
花井 崇
株式会社ベストウェル
有限会社８８ギガヘルツ
吉野 卓彦
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール

名

称

平成30年6月30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://fujiunited.net/
http://coinpalace.jp/
http://car-star.jp/
http://www.brand-star.shop/
http://www.takamigakkikoubou.com
http://www.ama2on.co.jp/sp?encoding=UTF8&asin=BOOLEM88Q6&isAma2onFulfilled=1&isCBA=&marketpla
http://a-style8.net
http://serubi.jp/
httpｓ://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=Ａ1ＶＣ38Ｔ7ＹＸＢ５28＆ｒｅｄｉｒｅｃｔ
＝ｔｒｕｅ＆ｍｅ＝Ａ１５ＬＲＤＮＹＱＺＪ412＆ｍｅｒｃｈａｎｔ＝Ａ15ＬＲＤＮＹＱＺＪ412
http://www.blue-label.com
http://cabine-antique.com/
http://www.ne.jp/asahi/rhodes/kobe/
http://www.kobe-bmw.co.jp
http://www.nmig.co.jpst-kobe.co.jp
http://www.st-kobe.co.jp/
http://www.smfl.co.jp
http://www.hmjg.co.jp/
http://www.asahi-net.or.jp/~zi9t-krc/
http://www.hyogotoyota.co.jp
http://us-river.com
http://park21.wakwak.com/~zipang/
http://www.digimart.net/shop/5052/
http://www.janpara.co.jp
http://sellinglist.auctions.yahoo.co,jp/user/janpara_shop
http://www.menogaia.co.jp/
http://www.blue-inn.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/amicaweb
http://www.ctl.co.jp
http://www.0101.co.jp
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.h555.net
http://www.rakuten.co.jp/kansai-bb/
http://www.boasorte.info
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://www.itokagu.com
http://www.brandwalker.jp/
http://auctions.yahoo.co.jp/
http://www.all-pc.jp/
http://www.rakuten.co.jp/
http://www.alljoscafe.com
http://www.d1.dion.ne.jp/~141tem/
http://www.kimono-city.com
http://tomoshi-bi.com/
http://www.eonet.ne.jp/gidion
http://www.eva-vintage.com
http://www.the-ticken.com/
http://www.metro-co.jp/
http://www.mylife-co.com/
http://www.root-2002.com/
http://www.gospelbrunch.org/
http://www.sam.hi-ho.ne.jp/tomskobe/
http://www.oakshoptomiya.co.jp/
http://www.kansaigrocerv.com
http://www.jin.ne.jp./kakinuma/
http://e-zeal.jp
http://www.u-en.co.jp
http://www.esprit-1000.co.jp/
http://www.tnr-kobe.com
http://www.antiwatchman.com/
http://www.nlex.jp/apple/
http://www.bestwell.co.jp
http://www.17.ocn.ne.jp/~eeghz
http://www.dp-hobby.com
http://alainsilberstein.tokei-kaitori.com
http://alange-soehne.tokei-kaitori.com
http://audemarspiguet.tokei-kaitori.com
http://breitling.tokei-kaitori.com
http://bulgari.tokei-kaitori.com
http://cartier.tokei-kaitori.com
http://chanel.tokei-kaitori.com
http://chopard.tokei-kaitori.com
http://danielroth.tokei-kaitori.com
http://franckmuller.tokei-kaitori.com
http://harrywinston.tokei-kaitori.com
http://hermes.tokei-kaitori.com
http://hublot.tokei-kaitori.com
http://iwc.tokei-kaitori.com
http://jaeger-lecoultre.tokei-kaitori.com
http://omega.tokei-kaitori.com/
http://panerai.tokei-kaitori.com
http://patekphilippe.tokei-kaitori.com
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許 可 証 の 番 号氏
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600068号
第631130600071号
第631130600072号
第631130600074号
第631130600075号
第631130700007号
第631130700008号
第631130700025号
第631130700025号
第631130700030号
第631130700034号
第631130700039号
第631130700043号
第631130700049号
第631130700052号
第631130700057号
第631130700058号
第631130700059号
第631130800006号
第631130800016号
第631130800023号
第631130800031号
第631130800038号
第631130800042号
第631130800052号
第631130800052号
第631130800054号
第631130900002号
第631130900017号
第631130900026号
第631130900032号
第631130900036号
第631130900041号
第631130900043号
第631130900048号
第631130900048号
第631130900048号
第631130900063号
第631130900064号
第631130900065号
第631131000001号
第631131000003号
第631131000006号
第631131000009号
第631131000015号
第631131000019号
第631131000019号
第631131000020号
第631131000021号
第631131000022号
第631131000023号
第631131000024号
第631131000025号
第631131000034号
第631131100009号
第631131100022号
第631131100029号
第631131100035号
第631131100036号
第631131100036号
第631131100038号
第631131100042号
第631131100044号
第631131100047号
第631131100050号
第631131200002号
第631131200003号
第631131200013号
第631131200023号
第631131200030号
第631131200033号
第631131200034号
第631131200041号
第631131200047号
第631131200050号
第631131200052号
第631131200054号
第631131300008号

名

又

は

名

株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社アール
株式会社INRE
株式会社オリジン
合同会社Ｅｃｏ－ｎｅｔ
横山 春夫
村松 泰孝
有限会社ＪＳ－Ｒｅｓｅａｒｃｈ
鳥山 裕美
鳥山 裕美
株式会社大王商事
株式会社リラックスコア
末廣 佳子
西山 牧孝
シーガレージ株式会社
有限会社マトッティ
浅野 竜也
指値市場株式会社
佐々木 良展
太田 亜紀子
加賀瀬 廣基
アンティーオークションサービス株式会社
吉田 貴之
松田 朋子
豊田 香純
株式会社大黒屋
株式会社大黒屋
岡部 敦
株式会社ＢＬＰ
帝眞貿易株式會社
株式会社ナガワ
飯島 進
ａｉ株式会社
有限会社リフレクション
大久保 美佐
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
株式会社カミネ
株式会社ディアマンジャパン
有限会社ＣＡＬＭ ＤＯＷＮ
アンティーモバリンク株式会社
有無有限会社
國廣 篤成
株式会社大丸松坂屋百貨店
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
株式会社エムエムキュー
今野 雅彦
ヘンリー・トラスト株式会社
梶原 英登
株式会社言葉屋
田家 直樹
鈴木 雄司
株式会社ワールドモバイル
株式会社ＳＵＷＡ
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
奥野 由香
清水 亨
堤 愛子
永興貿易株式会社
株式会社ＡＩカンパニー
株式会社ビジネスライフライン
太田有里子
株式会社ソフマップ
伊豫パール株式会社
稲垣 郁
株式会社ドスパラ
株式会社ＲｉｔｚＳｏｌｕｔｉｏｎＰｅｒｔｎｅｒ
廣本産業株式会社
有限会社松尾
大前 志津美
大阪屋商事株式会社
株式会社アンズ・コーポレーション
株式会社ＳＯＵ

称

平成30年6月30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://piaget.tokei-kaitori.com
http://pierrekunz.tokei-kaitori.com
http://rogerdubuis.tokei-kaitori.com
http://seiko.tokei-kaitori.com
http://tagheuer.tokei-kaitori.com
http://tokei-kobe.jp
http://tudor.tokei-kaitori.com
http://vacheron-constatin.tokei-kaitori.com
http://watch.tokei-kaitori.com
http://www.909.co.jp
http://www.tokei-kaitori.com
http://zenith.tokei-kaitori.com
http://vitrev.inre.jp
http://www.origin.am
http://ecoweb.ocnk.net/
http://www.utsuwayahana.com
http://jive-online.com
http://www.jimichi.net/
http://aether.ocnk.net/
http://showalounge.ocnk.net/
http://www.kaitoridaiou.com
http://www.sim-net.biz/
http://www.eonet.ne.jp/~aifeel
http://www.rakuten.co.jp/aiaigenki
http://furi-shop.com/
http://www.mattotti.co.jp
http://www.karamatsu-train.co.jp/kobe
http://www.sashine.co.jp/
http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfban509
http://www.antique-decoupage.com
http://www.eees.net/gaponrecords/
http://storeuser1.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/antiascom
http://www.timepiece.jp/
http://www.ga-lilea.com
http://www.spacemoth.org
http://www.daikokuya78.co.jp
http://www.daikokuya78.com
http://www.rakuten.co.jp/amigos
http://www.shop.rusutaku.net
http://www.contessa-mia.co.jp
http://www.nagawa-group.co.jp
http://www.asahi-jewelry.com/
http://aico.sharepoint.com
http://www.reflection.jp
http://www.closet-misha.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.kamine.co.jp
http://diamant-jp.com
http://www.calmdown-jp.com
http://www.antiwatchman.com/
http://www.hongkongking.co.jp
http://www.fabu.jp/
http://auction.dmdepart.jp
http://www.masani.co.jp
http://www.masanidenki.com
http://www.kobeseiko.co.jp
http://www.felissimo.co.jp/
http://store.auctions.yahoo.co.jp/ｈｔｍｌ/profile/mmq-yauc.html
http://polepole-shoho.com
http://www.apple-guitars.com/
http://empresse.ocnk.net/
http://kotobaya1230.jp
http://cardloop.shop-pro.jp/
http://www.ecofeel88.jp
http://worldmobile.jp
http://www.domino-kobe.com/
http://www.hagino-shop.com/
http://www.k24.hagino-shop.com/
http://gianbase.com/
http://www.theshimizu.com/
http://www.c-h-o-c.com
http://eikouboueki.co.jp
http://www.cycly.co.jp/
http://bll726.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/4clochettes
http://www.sofmap.com
http://feliz.tv
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
http://www.matsuopearl.com
http://www.notamkobe.com
http://www.osakaya-shoji.co.jp
http://www.haretara117.jp
http://nanboya.jp
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許 可 証 の 番 号氏
第631131300015号
第631131300016号
第631131300026号
第631131300026号
第631131300026号
第631131300026号
第631131300032号
第631131300035号
第631131300036号
第631131300052号
第631131300055号
第631131300056号
第631131300057号
第631131300057号
第631131300061号
第631131300061号
第631131400006号
第631131400006号
第631131400007号
第631131400007号
第631131400011号
第631131400016号
第631131400017号
第631131400018号
第631131400022号
第631131400026号
第631131400033号
第631131400033号
第631131400035号
第631131400038号
第631131400050号
第631131500003号
第631131500005号
第631131500010号
第631131500011号
第631131500012号
第631131500031号
第631131500031号
第631131500031号
第631131500031号
第631131500031号
第631131500031号
第631131500031号
第631131500031号
第631131500031号
第631131500033号
第631131500035号
第631131500038号
第631131500040号
第631131500042号
第631131500047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631131600054号
第631131600057号
第631131600057号
第631131600057号
第631131600062号
第631131700002号
第631131700012号
第631131700017号
第631131700018号
第631131700018号
第631131700024号
第631131700026号
第631131700028号
第631131700028号
第631131700035号
第631131700041号
第631131700042号
第631131700042号
第631131700059号
第631131700064号
第631131800004号
第631131800005号
第631131800007号
第631131800007号
第631131800016号
第631131800022号
第631131800027号
第631131800027号
第631131800027号

名

又

は

李 善銘
株式会社Good Trade Japan
昭和リース株式会社
昭和リース株式会社
昭和リース株式会社
昭和リース株式会社
山村 将史
株式会社会音社
株式会社カギ屋金物店
株式会社黄金屋
株式会社イマックビーシー
株式会社関西エコソリューション
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
清水 美佐子
清水 美佐子
うみねこ堂書林
野村 恒彦
馬渡 純一
片岡 あさ美
髙井 智世
Fedal Management有限会社
カリフォルニア・レーベル株式会社
西川 邦宏
株式会社ＦＬＹＩＮＧ ＢＩＲＤ
株式会社ＦＬＹＩＮＧ ＢＩＲＤ
林 慎一郎
株式会社リーデン
大安 立子
株式会社だいずらぼ
株式会社ヒューマンフォーラム
株式会社ニューエッジ
株式会社ファッションフリーク
大川 拓海
株式会社ギャラリーレア
株式会社ギャラリーレア
株式会社ギャラリーレア
株式会社ギャラリーレア
株式会社ギャラリーレア
株式会社ギャラリーレア
株式会社ギャラリーレア
株式会社ギャラリーレア
株式会社ギャラリーレア
株式会社ＯＫビルサービス
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
堀 浩盛
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
神吉 晋輔
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
INSOUファイナンス株式会社
株式会社ゴキゲンホールディングス
株式会社カイウル
根本 義
根本 義
株式会社ロゴロゴ．ＪＰ
杉本 征治
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
TWEホールディングス株式会社
TWEホールディングス株式会社
小西 信仁
株式会社ミント
株式会社プラントサービス
株式会社ＲｅＦ神戸
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
スリーエル･エージェンシー株式会社
株式会社ＳＴＡＲ ＳＴＵＤＳ
株式会社ＳＴＡＲ ＳＴＵＤＳ
株式会社ＳＴＡＲ ＳＴＵＤＳ

名

称

平成30年6月30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://music.geocities.jp/wprimrose14/
http://www.amber-official.jp
http://www.s-I.co.jp
https://sl-mc.jp/
https://sl-mc.jp/semicon
https://www.s-l.co.jp
http://www.speakeasy-kobe.com
http://www.undergroundgallery.jp
http://www.kagiya-kobe.com
http://ougonya.com
http://2nd.jmacbc.jp/
http://ecosolution.co.jp
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://misako-photo-office.com
http://ramecacamera.shop-pro.jp
http://www.portnet.jp/~uminekodo/
http://www.portnet.ne.jp/~umineko/
http://book.saleshop.jp/
http://shp.mobi/e.yahoo.co.jp/p/store/huwahuwa/
http://www.dresswatch.jp
http://www.darvish-court.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/trickortreat
http://www.fn-innovation.com
http://www.sumabai.com/iphone/
http://www.sumabai.com/sumaho/
http://richerie.jp
http://www.awata-ojikouen.com
http://www.ne.jp/asahi/rhodes/kobe
http://surfboard-onlineshop.com
http://www.humanforum.c.jp
http://mobax-kobe.com
http://www.wardrobe.la
http://upanishad.shop-pro.jp/
http://time-zone.jp
http://www.brandlink.jp
http://www.brandokaitori.jp
http://www.g-rare.co.jp
http://www.tokeikaitori.jp
http://ダイヤモンド高価買取.jp
http://ブランド買取店.jp
http://ルイヴィトン買取専門.jp
http://銀座青山ブランドショップ.com
http://www.okbs.jp
http://www.suloto.jp
http://jeternal.fu.shopserve.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/maha/ea
http://www.antiques-fulari.com
http://rosegarden.ocnk.net/
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://sr-caravan.com
http://albert.ocnk.net/
http://www.guitarkaitori.com
https://www.digimart.net/shop/5123/
http://alice06kobe.com
http://www.goodluck-japan.com
http://www.gokigen-hd.co.jp/
http://kaiul.com/
https://applemacjp.com
https://applemacjp.com
http://www.logo-logp.jp
http://cedre-kobe.com/
http://www.larmesduciel.com/
http://www.larmesduciel.com/
http://www.darvish-gallery.com
http://www.itokawa.com/
http://janpara.co.jp/
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/janpara-shop
http://kobe-style.crayonsite.com/
http://www.mint-mall.net
http://www.aps-jp.com
http://www.r-nagata.co.jp/
http://used.dospara.co.jp/
http://used.dospara.co.jp/
http://www.muse-west.jp
http://3lagency.com
https://girlssecret.jp
https://girlsselect.jp
https://dekomo.jp
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第631131800027号
第631137700031号
第631138000014号
第631138300006号
第631138300047号
第631138400003号
第631139200026号
第631139300067号
第631139300067号
第631139400017号
第631139400029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
第631140500012号
第631140500012号
第631140500027号
第631140500027号
第631140600003号
第631140600010号
第631140600019号
第631140600020号
第631140600068号
第631140700005号
第631140800008号
第631140800014号
第631140800016号
第631140900003号
第631140900009号
第631140900013号
第631140900027号
第631140900029号
第631141000023号
第631141100016号
第631141100026号
第631141300005号
第631141300013号
第631141300015号
第631141400005号
第631141500017号
第631141500020号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号
第631141500030号

名

又

は

株式会社ＳＴＡＲ ＳＴＵＤＳ
有限会社森忠政商店
有限会社コーン
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
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
株式会社カワシマ・ゴールド
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
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
横田 崇行
高田 吉之
阿曾 リカ
有限会社ビー・ネクスト
株式会社アール
有限会社ハナオ商会
株式会社サプライザー
藤田 めぐみ
株式会社富士自動車工作所
西村 梢
水田 利弘
有限会社悠豊
加納 真治
有限会社有馬十字路
風間 華代
本條 良二
谷東 マリ子
ヤマト自動車株式会社
株式会社ｃｏｒｅ ｓｅｒｅｃｔｉｏｎ
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
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライス
株式会社マーケットエンタープライズ
株式会社マーケットエンタープライズ

名

称

平成30年6月30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://girlsmagazine.jp
http://www.idumiya.com/
http://www.pandc-net.co.jp/
http://www.onagashoji.co.jp
http://www.rokkomann.co.jp
http://www.kadoco.co.jp/
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.k-gold.co.jp/
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
http://trivandrumshop.com/
http://www.trivandrumshop.com/
http://idnet.cc/
http://www.idn-jpn.com/
http://www.geocities.jp/nekoyanagirusao/
http://kamisawa-camera.com/
http://nico-shop.ocnk.net/
http://www.net-salon-mate.jp
http://tokei-kobe.jp
http://www.ysp-kobe.com
http://www.surpriser.co.jp
http://www.sala-sala.com/
http://www.car-fuji.com
http://shanti.ocnk.net/
http://www.kobefs.com
http://you-hoh-gs.ocnk.net/
http://www.kochouan.net/
http://ok-goods.main.jp
http://kaitoricom.main.jp
http://www.ecoraku.net
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ｔonysanyo
http://www.yamato-a.com/
http://ripple-traders.com/
http://h-powerstone.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/total-link
http://www.rakuten.co.jp/carmeister
http://www.h-products.biz
http://www.takakuureru.com
http://www.figure-takakuureru.com
http://www.kougu-takakuureru.com
http://www.tv-takakuureru.com
http://www.kaden-takakuureru.com
http://www.gakki-takakuureru.com
http://www.camera-takakuureru.com
http://www.brand-takakuureru.com
http://www.mbrand-takakuureru.com
http://www.train-takakuureru.com
http://www.navi-takakuureru.com
http://www.beauty-takakuureru.com
http://www.kyouzai-takakuureru.com
http://www.sax-takakuureru.com
http://www.tokei-takakuureru.com
http://www.audio-takakuureru.com
http://www.g-takakuureru.com
http://www.miyazaki-takakuureru.com
http://www.delivery-takakuureru.com
http://www.syuttyou-takakuureru.com
http://www.guitar-takakuureru.com
http://www.fishing-takakuureru.com
http://www.bicycle-takakuureru.com
http://www.pc-takakuureru.com
http://www.sports-takakuureru.com
http://www.kagu-takakuureru.com
http://www.gun-takakuureru.com
http://voice-takakuureru.com
http://www.yasukukaeru.com
http://www.rere.jp
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/maketenterprise_2006
http://store.shopping.yahoo.co.jp/yasukukaeru
http://www.rakuten.co.jp/takakuureru
http://www.rakuten.co.jp/yasukukaeru
www.amazon.co.jp/shops/A29US04SR275IU
http://www.ebay.com/usr/rere_japan
https://www.reuse-centre.com
http://www.houseki-takakuureru.com
https://www.keitai-takakuureru.com
http://www.noukigu-takakuureru.com
http://www.noukigu-takakuureru.com
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第631141500030号
第631141500030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631149400031号
第631149600001号
第631149600013号
第631149600013号
第631149600018号
第631149600033号
第631149900001号
第631149900012号
第631150000004号
第631150000004号
第631150000007号
第631150400007号
第631150600003号
第631150600006号
第631150700004号
第631150700007号
第631150700017号
第631150700024号
第631150800012号
第631150900002号
第631150900003号
第631150900008号
第631150900011号
第631150900013号
第631150900016号
第631151100020号
第631151100021号
第631151100030号
第631151100031号
第631151200010号
第631151200010号
第631151200014号
第631151300007号
第631151300007号
第631151300007号
第631151300007号
第631151300007号
第631151300007号
第631151300007号
第631151300007号
第631151300007号
第631151300007号
第631151300007号
第631151300007号
第631151400005号
第631151500004号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号

名

又

は

株式会社マーケットエンタープライス
株式会社マーケットエンタープライズ
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
水谷 賢夫
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
兵庫クライスラー株式会社
神姫産業株式会社
日向 毅
日向 毅
大月 順正
花田 泰子
ブックオフコーポレーシュン株式会社
有限会社田中組重量
吉末 香奈子
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
保田 太一
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
戸田 忍
株式会社リサイクルサポート
近藤 夏子
小野原 誠
株式会社ＬＥＨＯＩ企画
株式会社ＬＥＨＯＩ企画
平 大
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社トレジャー・ファクトリー
株式会社ＧＳＥ ＡＵＴＯ
東野 純
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマスター
株式会社リサイクルマスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター

名

称

平成30年6月30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）
hppt.//store.shopping.yahoo.co.jp/rere-store
https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&redirect=true&me=A9XNG08LAG4TY&merchant=A9XNG08LAG4TY

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://captain.ocnk.net/
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.chrysier-jeep.jp/
http://www.shinki-sangyo.com
http://eddie3.web.fc2.com/index.html
http://www.e-degi.net/car/
http://www.hi-net.zaq.ne.jp
http://www.felicitare.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bookoff-netstore
http://www.tanakagumi-juryo.com/
http://www.julia-is.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://www.viva-kobe.jp
http://chatchak.ocnk.net/
http://himeji.otakaraya.net/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/jtptrading/
http://www.kurosekeg.com
http://www.today-pc.jp
http://www.tokune.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/littlestore
http://www.ec-labo.com
http://kai-torekamania.jp
http://torekamania.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/attaka-store
http://mobile.treasure-f.com/
http://pro.treasure-f.com
http://www.mensbuy.jp/
http://www.tf-style.com/
http://www.treasure-f.com
http://www.treasurekaitori.com
http://www.trefac.jp/
http://brandcollect.com/
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/trefac.html
http://www.rakuten.ne.jp/gold/trefac/
http://www.tf-kaitori.com/
http://www.tfsports-kaitori.com/
http://gse-auto-nagata.jimdo.com/
http://www.geocities.jp/jun290710/
http://audiosound.co.jp
http://audiosound.jp
http://bicycle.co.jp
http://bicycle.co.jp
http://biken-risamai.com
http://bms925.com
http://brand-meister.jp
http://camera-risamai.co.jp
http://entame-meister.com
http://fishing-kaitori-risamai.com
http://fuyouhin-risamai.com
http://gakkidou.co.jp
http://gakkidou.jp
http://gakkidou.net
http://golf-kaitori-risamai.com
http://kougu-risamai.co.jp
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/eco111jp
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/eco222jp
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/toomookaanaa
http://televi-risamai.co.jp
http://tetsudomokei-kaitori-risamai.com
http://www.rakuten.co.jp/risamai/
http://www.rakuten.co.jp/risamai/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/risamai/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/risamai/
http://zaiko-risamai.com
http://audiosound.co.jp
http://bicycle.co.jp
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許 可 証 の 番 号氏
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500022号
第631151500030号
第631151600010号
第631151600019号
第631151700006号
第631151700006号
第631156500039号
第631157400026号
第631158200005号
第631159400017号
第631159700029号
第631160600016号
第631160600019号
第631160700008号
第631160700008号
第631160800015号
第631160900011号
第631160900012号
第631160900013号
第631160900016号
第631160900022号
第631161000007号
第631161000017号
第631161100002号
第631161100004号
第631161100024号
第631161200015号
第631161200020号
第631161200023号
第631161300013号
第631161300019号
第631161300022号
第631161300022号
第631161300022号
第631161300024号
第631161300026号
第631161300026号
第631161400011号
第631161400014号
第631161400018号
第631161400020号
第631161400021号
第631161600004号
第631161700006号
第631161700007号
第631161700017号
第631161800003号
第631165500133号
第631170300001号
第631170300002号
第631170400022号
第631170400023号
第631170400027号
第631170500001号
第631170500004号
第631170500007号
第631170500012号
第631170500020号
第631170700020号
第631170700020号
第631170800001号
第631170800006号

名

又

は

株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
株式会社リサイクルマイスター
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
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
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
株式会社ピーシーカンサイ
株式会社オートリバティ
黒木 しょうこ
遠藤 直哉
婦木 佑太
川合 裕之
姜 豊秀
酒井 真一
松本 武吉
宮川 孝之
有限会社 東山
株式会社朱門建設工業
冨田 健二
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
有限会社野村技術士事務所
知念 大輔
嶋津 かおり
ARMSTRONG KENTO
小濵 勝義
KUBEZYK JEREMY
株式会社家具ＭＡＲＫＥＴ
一般社団法人ウルノス
安部 嘉浩
上月 一郎
株式会社辻野商店
株式会社ラクヤン
安田 修
福田 淳
濱田 友博
中出 貴子
シルバースター有限会社
笹野 京子
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

名

称

平成30年6月30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://biken-risamai.com
http://bms925.com
http://brand-meister.jp
http://camera-risamai.co.jp
http://entame-meister.com
http://fishing-kaitori-risamai.com
http://fuyouhin-risamai.com
http://gakkidou.co.jp
http://golf-kaitori-risamai.com
http://kougu-risamai.co.jp
http://televi-risamai.co.jp
http://tetsudomokei-kaitori-risamai.com
http://zaiko-risamai.com
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/eco111jp
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/eco222jp
http://www.rakuten.co.jp/risamai/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/risamai/
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/toomookaanaa
http://ad01.audiosound.jp
http://gakkidou.link
http://ad01.gakkidou.jp
http://ad01.camera-risamai.jp
http://reuse-japan.co.jp
http://audiosound.link
http://ad.gakkidou.link
http://camera-risamai.link
http://kanadeya-kaitori.com/
http://utsushiya-kaitori.com/
http://www.worldtrans-inc.com
http://cadillackobe.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/gunshop
http://bakugaiking.com
http://trial-sell.com
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
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.pc-kansai.com
http://www.auto-liberty.com
http://www.ne-neon.com/
http://wistarma.com
http://olior-life.com
http//:store.shopping.yahoo.co.jp/charaoya
http://www.shinnou.com
http://www.garagewan.com
http://www9.ocn.ne.jp/-m.masa/index.html
http://www.product100.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/g-eagle
http://www.syumon.jp
http://www.rakuten.co.jp/palif-kobe/
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
http://www.tom.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/dmlittleshop
http://mamamikan.com/
http://www.conectjapanluxury.com
http://www.zippo-libertyjapan.com
http;//stores.ebay.fr/retrotaking
http://www.kagumarket.co.jp/
http://www.ulnos.or.jp
https://store.shopping.yahoo.co.jp/cololo
http://kobeik.sakura.ne.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tsujino78
http://www.rakuyan.jp/
http://www.hi-net.zaq.ne.jp/coral-sea/
http://www.mammamia.jp
http://www.ryo-hin.com
http://shop-rollingorange.com
http://www.silverstar.jp/
http://www.brand-pw.com/
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/
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ケイパーズ 弘美
http://hi-romi.com
長岡 恵美
http://funstyle.ocnk.net
町屋敷 英生
http://www.ecoyuzujapan.com
前川 和也
http://y-k-shop.ocnk.net/
有限会社あづまや呉服店
http://www.rakuten.co.jp/kimonoazumaya/
有限会社キャロン
http://www.rakuten.co.jp/caron/
株式会社ＬＩＦＥ ＴＩＭＥ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/life-time
古宮 尚子
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/auctions?userid=humanabel
楊 文涛
http://www.value-domain.com
大西 哉子
http://gio06.exblog.jp/
樺島 千恵
http://www.rakuten.co.jp/kids-kobe/
株式会社セキュリティ・トラスト
http://s-trust-co.com
フェラン神戸株式会社
http://higashinada.peugeot-dealer.jp
フェラン神戸株式会社
http://himeji.peugeot-dealer.jp
フェラン神戸株式会社
http://kobenishi.peugeot-dealer.jp
フェラン神戸株式会社
http://nishinomiya.citroen-dealer.jp
フェラン神戸株式会社
http://nishinomiya.peugeot-dealer.jp
株式会社 大和
http://www.yamato-oneline.jp
進藤 健史
http://tacksquare.c2ec.com
株式会社ベビーツーワン
http://baby21.ocnk.net/
奥田 佐和子
http://hoshinoomise.shop-pro.jp
奥田 佐和子
http://www.hoshinoomise.com
株式会社Ｃａｍｅｌｌｉａ
http://075881.com/
アイワ貿易有限会社
http://www.aiwa-trading.com/
谷水 豪
http://auctions.yahoo.co.jp
中谷 博司
http://www.j-used.com
元津 和典
http://www.goo-net.com
佐々木 哲哉
http://www.haakobe.com
株式会社マジックボードワークス
http://www.pyzelsurfbords.jp
株式会社仲偉
http://www.re-group.jp
吉田 卓哉
http://nikaimachi.otakaraya.net
吹田 篤郎
http://clutch-furniture.com
德田 禎雄
http://konekoya.jp
株式会社アグロワークス
www.key-p.net/blog/
小田 圭祐
http://www.amazon.co.jp/s?me=A1WFHUBO8Y0MLK
神木 秀継
http://bonheur-shop.business.site/
神木 秀継
http://bonheur-shop.business.site/
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
オリックス自動車株式会社
http://www.orix.co.jp/auto/
株式会社ジー・トレーデイング
http://www.g-tr.com/
有限会社メヘラン
http://homepage3.nifty.com/mehran/
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 httpｓ://www.kobelco-kenki.com/kit/jpn/
株式会社兵庫オートリサイクル
http://www.har-kobe.com/
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/
呉 春美
http://petite-h.ivory.ne.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/
いすゞ自動車近畿株式会社
http://www.isuzu-kinki.com
株式会社日本ネットワークサービス
http://www.nihonet.co.jp
八洲薬品株式会社
http://www.yashimachem.co.jp
有限会社楢崎事務所
http://www.oneofakind.jp
株式会社ビーエイチカンパニー
http://bh-c.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
新明和オートセールス株式会社
http://auto-chukosya.shinmaywa.co.jp/
グリーンコーポレーション株式会社
http://www.greenauction.jp
中神 亜紀
http://www.silvercross-catalog.com
株式会社商港テクノサービス
http://www,h4,dion,ne,jp/~sks
髙橋 平治
http://www.flat-g.net
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
有限会社ピーアンドシー
http://www.pandc-net.co.jp/
株式会社ゲベット
http://www.u-para.net/
ヤノ電器株式会社
http://www.yano-el.co.jp
有限会社アドバルーン
http://www18.ocn.ne.jp/~html/
株式会社バイク王＆カンパニー
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/bikeoh_direct_shop.html
株式会社バイク王＆カンパニー
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/bikeoh01.html
株式会社バイク王＆カンパニー
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/ik_mc.html
株式会社バイク王＆カンパニー
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/ikmotorcycle.html
株式会社バイク王＆カンパニー
http://www.8190.co.jp
株式会社バイク王＆カンパニー
https://www.8190.jp
株式会社バイク王＆カンパニー
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bikeo-ds-shopping
UGARTE NAKATA RAUL
http://www.nakataautoparts.com/
清政 和也
http://prostaff.web.infoseek.co.jp/y2k/index.htm
坂東 正章
http://bgoods.web.fc2.com/
有限会社ピアノスタッフ
http://www4.ocn.jp/~p-staff/index.html
篠田 耕
http://www.megaton.biz/

許 可 証 の 番 号氏
第631170800018号
第631170900005号
第631171000008号
第631171000016号
第631171000024号
第631171100009号
第631171100011号
第631171200002号
第631171200004号
第631171200006号
第631171200007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631171400008号
第631171400008号
第631171400009号
第631171400014号
第631171500007号
第631171500010号
第631171500014号
第631171500017号
第631171500018号
第631171500027号
第631171500029号
第631171600022号
第631171600023号
第631171600023号
第631171700019号
第631171800003号
第631171800007号
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631180200002号
第631180200005号
第631180400009号
第631180400010号
第631180500008号
第631180500013号
第631180500019号
第631180500023号
第631180600002号
第631180600006号
第631180600017号
第631180600019号
第631180700008号
第631180700010号
第631181000005号
第631181000008号
第631181100003号
第631181300004号
第631181300007号
第631181400003号
第631181400004号
第631181400005号
第631181400006号
第631181400011号
第631181500007号
第631181600007号
第631181700006号
第631181800003号
第631189900004号
第631190000009号
第631190100013号
第631190200038号
第631190200041号
第631190200041号
第631190200041号
第631190200041号
第631190200041号
第631190200041号
第631190200041号
第631190300049号
第631190300065号
第631190400050号
第631190400057号
第631190400062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631190500015号
第631190500023号
第631190500040号
第631190500043号
第631190500043号
第631190500045号
第631190500048号
第631190500068号
第631190600021号
第631190600023号
第631190600039号
第631190600040号
第631190600055号
第631190600057号
第631190600058号
第631190600058号
第631190600060号
第631190700015号
第631190700018号
第631190700027号
第631190700028号
第631190700044号
第631190700048号
第631190700056号
第631190700064号
第631190800036号
第631190800043号
第631190800045号
第631190800045号
第631190800049号
第631190800054号
第631190900021号
第631190900022号
第631190900023号
第631190900051号
第631190900051号
第631190900058号
第631191000002号
第631191000007号
第631191000009号
第631191000017号
第631191000018号
第631191000022号
第631191000026号
第631191000029号
第631191000033号
第631191000040号
第631191000048号
第631191000063号
第631191100021号
第631191100044号
第631191100044号
第631191100044号
第631191200002号
第631191200018号
第631191200021号
第631191200026号
第631191200046号
第631191300004号
第631191300012号
第631191300020号
第631191300020号
第631191300024号
第631191300043号
第631191300046号
第631191400003号
第631191400015号
第631191400024号
第631191400030号
第631191400041号
第631191400043号
第631191400043号
第631191400046号
第631191400055号
第631191500005号
第631191500005号
第631191500006号
第631191500024号
第631191500045号
第631191500045号
第631191500049号
第631191500053号
第631191600017号
第631191600022号
第631191600026号
第631191600036号
第631191700002号
第631191700005号
第631191700007号

名

又

は

舟岡 真弓
フジモト通商株式会社
富山 真一
株式会社げんき介
株式会社げんき介
望月 幸子
船越 康弘
株式会社あかつき
ＭＥ ＤＨＡＮ ＫＡＲ
岩前 智
株式会社広田ゴルフ
孫 信光
株式会社山陽
株式会社インパルス
株式会社スターシップ
株式会社スターシップ
旭 賢一郎
西濱 陽一郎
株式会社ワンオーエイト
株式会社ビューティガレージ
有限会社エンドレス
坂本 大介
田中 美由紀
株式会社モトーレン兵庫
米山 絵美
小嶋 唯司
株式会社ヨコタコーポレーション
株式会社トライトレーディング
株式会社トライトレーディング
大野 辰夫
有限会社あっと・はんど
藤原 健
有限会社みやび創建
髙橋 貴大
株式会社Ｇ－７デベロップメント
株式会社Ｇ－７デベロップメント
稲田 有作
谷 龍二
株式会社カーコック西神戸
井上 幸弘
町永 敏行
有限会社ワークス
株式会社エヌズコーポレーション
永田醸造機械株式会社
玉岡貿易株式会社
山中 一哲
網本 次郎
計倉 克乃利
株式会社ワキタ
甲南建機株式会社
産屋敷 富男
産屋敷 富男
産屋敷 富夫
加藤 元成
甲南電機株式会社
株式会社カーコック
森澤 大樹
株式会社ハマシン
山口 憲
緑の広場株式会社
西田 邦江
西田 邦江
合資会社よろずプラネット
清水 賀文
小森田 紀美
Ｈ＆Ｔ株式会社
株式会社カーズ
金田 博之
五輪建設株式会社
有限会社日本テクナー
今井 祐貴子
今井 祐貴子
株式会社ＬＩＢＥＲＯ
竹中 直人
三木 典子
三木 典子
伊原 孝英
株式会社ブライアント
茨木 幸大
茨木 幸大
エスアールエス株式会社
金谷 亮佑
西﨑 哲
松本 明紘
花﨑 寛朗
相互通商㈱
大内 貴博
株式会社TURN ON
織田 幸秀

名

称

平成30年6月30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://koudyyoudy.fc2web.com/
http://www.fujimoto-trade.com/
http://www.2-d.sakura.ne.jp/
http://www.genki-kai.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/genki
http://www.chaintrain.sakura.ne.jp/
http://mistral-ss.com
http://www.akatsuki-towing.co.jp/
http://agriexportjapan.com/
http://www.labo-technical.com/
http://golf.ocnk.net/
http://www.m-kshop.jp
http://e-sanyou.co.jp/
http://www.e-impulse.com
http://a-sat.jp/
http://www.bidders.co.jp/user/5571174
http://www.truss.jp/
http://super-otaku-power.com
http://www.b94.jp
http://www.beautygarage.jp
http://www.endless-r.co.jp
http://www.panpetudo.com
http://www.j-qualia.com/
http://www.hyogo-bmw.co.jp
http://www.ftait.net/
http://d-and-p.jp
http://www.hardoff.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/echari
http://www.echari.jp
http://aquatech-web.com/
http://www.athand.jp/
http://valentine.hiho.jp
http://www.miyabisouken.com
http://www.loveleaf.jp/
http://7plan.com/
http://www.g-7deveropmento.com/reuse.html
http://www.treasurehunter.jp/
http://www.eonet.ne.jp/~taniryu-home/
http://car-cok.jp
http://www.carfort.jp/
http://www.auto-s-machinaga.com/
http://www.kabegamiyasan.com
http://www.yellowfish.jp
http://www.kansaijozo-tokutoku.com/
http://www.ecoentrance.jp
http://ecs.flc.ne.jp
http://www.hi-net.zaq.ne.jp/bufwc900
http://www.ks-works-rs.jp
http://www.wakitamac.com
http://www.konan-cm.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/stone-u-bu
http://u-bu.shop-pro.jp
http://www.u-bu.jp/
http://www5.ocn.ne.jp/^raitosa/
http://www.konan-cm.com
http://www.eco-carcok.com
http://at-service.jp
http://www.car-hamashin.com/
http://www.booksonlinejapan.com
http://www.midorinohiroba.com
http://eco-aliye.com
http://k-mst.net
http://marblebooks.sakura.ne.jp/
http://www.eonet.ne.jp/~yoshifumishimizu
http://www.orangery's.jp/
http://www.huyouhinkaisyuu-hyogo.com
http://www3.ocn.ne.jp/~ka-rz/
http://www.chu2-kobe.com
http://ituwa.info/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kkb
http://my.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?MyeBay&CurrentPage=MyeBayPersonalInfo&gbh=1&ssPageName=STRK:ME:LNLK
https://account.edit.yahoo.co.jp/eval_pprofile?.src=acct&.done=http%3A%2F%2Fuser.auctions.yahoo.co.jp%2Fjp%2Fshow%2Fprefs&.scrumb=nYLoavDbOlK

http://www.dena-ec.com/user/35006383//list/?sort1=ppop30,d&at=FP
http://car-takenaka.com
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/rjsbh576
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/rjsbh576
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/mystatus?select=selling
http://blyant.jp/
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.srscorp.co.jp
http://www.ebay.com/usr/nninifuni-r
http://www.antique-promenade.com
http://www.amazon.co.jp/shops/AL6E98FZKFF3P
http://www.carsensor.net/shop/hyogo/313228001/
http://www.sogocorporation.com/
http://blogs.yahoo.jp/tak19900117
http://www.valley-works.com
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/est668000
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許 可 証 の 番 号氏
第631191700008号
第631191700015号
第631191700020号
第631191700029号
第631191700037号
第631191700041号
第631191700045号
第631191800008号
第631199500023号
第631199600002号
第631199600002号
第631199600002号
第631199600002号
第631199600002号
第631199600002号
第631199600018号
第631199900004号
第631199900004号
第631199900004号
第631199900025号
第631200400007号
第631200400027号
第631200500001号
第631200600008号
第631200700009号
第631200700016号
第631200800015号
第631200900008号
第631201000002号
第631201200012号
第631201300004号
第631201500004号
第631210300016号
第631210300016号
第631210300016号
第631210400006号
第631210400018号
第631210500013号
第631210600007号
第631210800003号
第631210800007号
第631210800011号
第631210800011号
第631210800011号
第631210800011号
第631210800019号
第631210900001号
第631210900018号
第631210900023号
第631210900027号
第631211000005号
第631211000006号
第631211000012号
第631211100007号
第631211300010号
第631211500017号
第631211700004号
第631211700007号
第631211700010号
第631211800001号
第631211800002号
第631211800002号
第631219600015号
第631300200006号
第631300300016号
第631300700011号
第631300700021号
第631300800007号
第631300800011号
第631300800016号
第631301000004号
第631301100004号
第631301100008号
第631301100013号
第631301100014号
第631301100018号
第631301300003号
第631301300008号
第631301300015号
第631301300015号
第631301400001号
第631301400005号
第631301400014号
第631301400016号
第631301400016号
第631301500008号
第631301500011号
第631301500021号
第631301600003号

名

又

は

中川 裕基
株式会社電動舎
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
岸上 俊介
濱口 澄
有限会社Ｑｖｏｕ
株式会社ホンダユーテック
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
コマツクイック株式会社
コマツクイック株式会社
コマツクイック株式会社
株式会社バグ
和田 政善
石田 博文
村上 一郎
上山 真治
北 真治
木下 美加
原 美和子
株式会社マルカネットサービス
株式会社ｖｉｖｉｄ
株式会社ＭＫＳ
小西 将則
日南 亨
ジェイネット株式会社
ジェイネット株式会社
ジェイネット株式会社
西村株式会社
有限会社機器サービス
西脇 久美
有限会社アーカム
有限会社ホープ
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
大野 純子
杉原 蒔由可
堀内 忍
ＩＭＰＥＲＩＡＬ ＭＯＴＯＲＳ株式会社
大島 直賢
南 裕治
田中 義幸
株式会社理数学院
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
株式会社ａｒｔｏ Ｗｅｓｔ
株式会社ａｒｔｏ Ｗｅｓｔ
畠中 英比古
昇 洋一
角谷 忠彦
椎葉 明
株式会社インターテック
吉田 恵子
株式会社Ｂａｙ Ｔｒｉｐ
脇 郁雄
吉岡 純一
株式会社ハナヤ勘兵衛
ＦＳ－ＮＥＴ株式会社
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
株式会社染谷尚人事務所
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
松﨑 拓
茶屋野 明
花木 聡司
花木 聡司
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

名

称

平成30年6月30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://ideawebstore.thebase.in/
http://www.dendousya.co.jp/
http://www.pianosalon.org
http://caresthe-kiwami.com
http://www.sirens.jp
https://www.skynewtypeshop.com/
http://www.sesay.jp/
http://qvou.com/
http://www.honda-uc.com/
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://auction.kuec.com/ureca/
http://tender.kuec.com/au
https://q-ureca.komatsu.co.jp/
http://archery.rgr.jp/
http://www.kobe-marriage.com
http://i33.qee.jp
http://www7.ocn.ne.jp/~g.s-mus/
http://uesugi.kir.jp/
http://echizenbooks.cart.fc2.com/
http://www.eonet.ne.jp/~sikisai-iroiro
http://antiques-uraku.net/
http://www.maruka.ne.jp/
http://www.carkoube2006vivid.com
http://www.mks-2012.com
http://www.auto-family.jp/
http://timespec.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/jplan5454
http://www.jnet-kobe.com
http://www.rental-copier.com
http://www.nishimura-oil.co.jp/
http://www15.ocn.ne.jp/kiki/
http://doronco.zomco.biz/
http://www.arcam-b.com/b/
http://www.h2.dion.ne.jp/~hope2003/
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.kjtcollector.com
http://harvestmsheart.web.fc2.com/
http://kobe-kands.ocnk.net/
http://www.imperialmotors.co.jp
http://www.geocities.jp/goyousyoukai/
http://motomachiekimae.otakaraya.net
http://www.k2.dion.ne.jp/~igsafari/
http://www.nishikawajuku.com/
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.arto-west.jp
http://www.arto-west.jp
http://www.arcam-b.com
http://www.5228.jp/
http://members.at.infoseek.co.jp/tadauto/index-1.html
http://crystalswallow.com
http://www.interteck.co.jp
http://mydo471235.ye.shopserve.jp
http://www.baytrip.jp/index.html
http://www.pineflat.jp
http://www.crix.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hanakan
http://fs-network.jp/
http://www.i3333.com
http://paris-6ku.com
http://www.yohaku711.com/
http://www.haz-ashiya.com/
http://www.hongou.jp
http://www.il-piccolo-magazzino.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ilpiccolomagazzino
http://euruli.com
http://www.toilandmoil.com
http://www.mainecooncattery.net
http://huru-ri.com
http://huru-ri.com/
http://www.rakuten.co.jp/shop-ryuryu/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/syoukoudou-stoa
www.matin2015.com
http://d-dce.com/
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許 可 証 の 番 号氏
第631301600003号
第631301600017号
第631301600017号
第631301600017号
第631301700003号
第631301700006号
第631301700007号
第631301700010号
第631301700011号
第631301700020号
第631301700021号
第631309500004号
第631309500004号
第631310100037号
第631310200009号
第631310300009号
第631310300059号
第631310300061号
第631310300064号
第631310300069号
第631310400002号
第631310400032号
第631310400032号
第631310400034号
第631310400040号
第631310400068号
第631310400074号
第631310400077号
第631310500004号
第631310500024号
第631310500043号
第631310500060号
第631310500066号
第631310500071号
第631310500074号
第631310500076号
第631310500093号
第631310500095号
第631310600006号
第631310600007号
第631310600012号
第631310600014号
第631310600015号
第631310600021号
第631310600024号
第631310600024号
第631310600032号
第631310600048号
第631310600051号
第631310600053号
第631310600064号
第631310600066号
第631310700017号
第631310700018号
第631310700049号
第631310700053号
第631310700057号
第631310700062号
第631310700075号
第631310700077号
第631310800012号
第631310800016号
第631310800016号
第631310800021号
第631310800030号
第631310800034号
第631310800039号
第631310800055号
第631310800055号
第631310800073号
第631310800073号
第631310800078号
第631310800080号
第631310900004号
第631310900009号
第631310900012号
第631310900020号
第631310900023号
第631310900026号
第631310900032号
第631310900034号
第631310900037号
第631310900043号
第631310900046号
第631310900054号
第631310900058号
第631310900058号
第631310900074号
第631310900085号

名

又

は

株式会社デーシーエー
株式会社開放倉庫
株式会社開放倉庫
株式会社開放倉庫
段 俊之
株式会社Ｒ８３
土門 大作
高山 怜巳
合同会社カーズ芦屋
長谷川 正
石山 翔
マツダ株式会社
マツダ株式会社
株式会社あかしや
株式会社テンポスバスターズ
長谷川 喜一
株式会社ハードオフコーポレーション
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
谷本 隆二
矢野 美幸
矢野 美幸
池田 文枝
澤西 喜平
芳村 厚地
有限会社ツヨシ商事
西井 毅
小林 一男
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
須賀 次郎
山中 秀郎
有限会社ニューイング
株式会社ナビアモータース
ＧＴＮＥＴ株式会社
有限会社波羅密斎
有限会社ＳＴＹＬＥ
富岡 順平
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
大谷 宏之
株式会社セレブブランド
有限会社裕大
株式会社はなまる
菅原電機産業株式会社
ベストワン株式会社
株式会社グラード
有限会社フラール
株式会社キュビック
髙橋 玲子
出口 登久
滝 史江
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
株式会社ウェルテクス
浅田 政雄
八光自動車工業株式会社
八光自動車工業株式会社
大兼 道夫
大兼 道夫
玉置 拓
株式会社フルショウ
株式会社フクモト
今道 敏之
有限会社パステル
中野 勇輝
エネクスフリート株式会社
株式会社ニューステージ
株式会社ストリートジャム
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
有限会社ネオ・テクノ
井澤 和子
井澤 和子
有限会社西宮名塩ゴルフセンター
エコツールマーケット株式会社

名

称

平成30年6月30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://d-dce.com
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/kaihou_senmon
http://www.rakuten.ne.jp/gold/kaihou/
http://www.kaihousouko.com/
http://stargazer-proshop.com/
https://r-design-r83.shop-pro.jp/
http://www.amazon.co.jp/shops/A1IXWAIS5K726N
https://reonofficial.stores.jp/
http://www.carsensor.net/shop/hyogo/309306001/#contents
https://vff.buyshop.jp
http://laporte.otakaraya.net
http://accuphase-kaitori.com
http://denon.accuphase-kaitori.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/sensyo
http://www.tenpos.com/
http://www.corolleflower.jp
http://www.hardoff.co.jp
http://www.h3.dion.ne.jp/~bonjour
http://www.n-question.com/
http://www.bdsp.net/
http://www.cachecache.net
http://pinsmarche.com
http://www.sacapapier.com
http://across.gateau.jp/
http://hccweb6.bai.ne.jp/~hfe05501/
http://tsurituri.com
http://homepage2.nifty.com/ko-fu-ag/
http://www.h2.dion.ne.jp/~tigers
http://cvnweb.bai.ne.jp/~kagi-99
http://www.jambodyservice.com/
http://kodemari.net/
http://www.ishii-motorcycle.com
http://www.nisika.com/
http://www.ne.jp/asahi/kosho/main/
http://www.13.ocn.ne.jp/~nokino/
http://newinginc.s111.xrea.com
http://www.sanyo-auto.co.jp
http://www.gtnet.co.jp
http://www.paramisai.com/
http://www16.ocn.ne.jp/~c-style/
http://www.jk-apparel.com/
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://store.shopping.yahoo.co.jp/g･61
http://www/celeb-brand.com
http://www.cmiz.net
http://www.hanamaru870.jp/index2.html
http://www.sugahara-denki.com
http://www.happyreed.jp
http://www.giulia.jp/
http://fleurs.co.jp/
http://www.sanc-auto.com
http://www.doo-collaboration.co.jp
http://www.dsco.jp/karaoke
http://curio.ocnk.net/
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://www.copyki-land.com
http://www.kin-clover.com
http://www.alfaromeo-hakko.co.jp
http://www.hakko-group.co.jp
http://saiin.syop-pro.jp/
http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/aboutme?userID=furumonosaiin&u=furumonosaiin

http://www.eattolunch.com
http://www.furusho.co.jp
http://petit-rose-2009.ocnk.net/
http://www.tradecarview.com/
http://www.zd.em-net.jp/~pastel/
http://sorairo-basket.com/
http://www.enexfleet.com
http://www.new-ecorecycle.com
http://streetjam.jp/
http://forklift.jp/
http://www.ccr66.com
http://www.ym-carry.com
http://store.yahoo.co.jp/pueo
http://www.neo-techno.co.jo
http://queendom.ocnk.net/
http://queendom.ocnk.net/mobile/
http://najio-golf.com/
http://www.ecotoolmarket.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631311000005号
第631311000011号
第631311000016号
第631311000046号
第631311000064号
第631311000067号
第631311100013号
第631311100025号
第631311100041号
第631311100044号
第631311100053号
第631311100058号
第631311100060号
第631311100060号
第631311100077号
第631311100082号
第631311100091号
第631311200006号
第631311200008号
第631311200012号
第631311200014号
第631311200031号
第631311200034号
第631311200037号
第631311200042号
第631311200046号
第631311200048号
第631311200062号
第631311300014号
第631311300017号
第631311300022号
第631311300028号
第631311300035号
第631311300036号
第631311300037号
第631311300042号
第631311300051号
第631311300062号
第631311300062号
第631311300063号
第631311400001号
第631311400006号
第631311400007号
第631311400034号
第631311400041号
第631311400045号
第631311400048号
第631311400048号
第631311400051号
第631311400053号
第631311400062号
第631311500004号
第631311500007号
第631311500008号
第631311500010号
第631311500016号
第631311500018号
第631311500020号
第631311500026号
第631311500037号
第631311500037号
第631311500041号
第631311500054号
第631311600001号
第631311600001号
第631311600005号
第631311600017号
第631311600034号
第631311600040号
第631311600051号
第631311600052号
第631311600055号
第631311600059号
第631311600060号
第631311600067号
第631311700003号
第631311700003号
第631311700003号
第631311700007号
第631311700011号
第631311700014号
第631311700022号
第631311700024号
第631311700033号
第631311700045号
第631311700055号
第631311700060号
第631311700060号
第631311700076号

名

又

は

名

株式会社スリートレーディング
廣瀬 聡典
有限会社セーリングスタッフ
田村 憲二
ブランドガーデン株式会社
ヤマハ発動機株式会社
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
株式会社髙橋
小沢 悠介
宮島医学機器有限会社
三須磨 晶彦
片岡 保
片岡 保
株式会社全国介護タクシー協会
株式会社アイ・ボック
森 知信
藤井 達矢
高城 幹男
株式会社カーポートマルゼン
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
藤原 竜輔
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
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
株式会社レックス
株式会社Gプロンティ
五谷 義一
株式会社クオリティ
入江 要
入江 要
東松 道雄
湯山 真理子
Ourense株式会社
株式会社マリン・ネットワーク
株式会社Ｄ３
岡野 政一
株式会社ピュア
加藤 敦子
加藤 敦子
位田 裕弘
株式会社クリアライフ
森中 健介
金武 素子
株式会社増永
佐藤 八重子
平山 克史
有限会社ヨコシン
株式会社フジデン
横瀬 久和
鎌足 徹
有限会社ハマテック
有限会社ハマテック
nextmobile株式会社
株式会社BJP
吉田 勝彦
吉田 勝彦
株式会社リアルアシスト
株式会社古材問屋
谷口 剛
松本 麻奈美
株式会社アイインザスカイ
龍 伸晃
高田元樹
有限会社ピアノワールド プロ
渡邊 勉
株式会社フィードフォワード
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
株式会社フジカーズジャパン
株式会社クレディ
株式会社ラボネットワーク
株式会社Ｍｏｆａ
株式会社ＯＧＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
田中 克典
株式会社やまと
株式会社やまと
株式会社オカザキヨット

称

平成30年6月30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.threetrading.com
http://www.r-expert.jp/
http://www.sailing-staff.co.jp
http://il-trenta30.jimdo.com
http://www.brandgarden.net
http://www.yamaha-boat.jp/used/index.html
http://www.daiei.gr.jp
http://www.zerosun.net/
http://modestylekobe.net
http://worldendsgarden.com
http://homepage2.niftycom/miyajima/
http://celebrityjapaneasecar.com
http://aine.ocnk.net/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/atone-aine
http://www.kaigo-taxi.com
http://www.670koyoen.com
http://garagebosco.com
http://www.eonet.ne.jp/^aufstieg/funasaka-time/00.html
http://norimonya.o.oo7.jp
http://maluzen.com/
http://new.auto-styletrading.com/
http://fairing.jp
http://www.forest.ecweb.jp
http://www.kurumadouraku.net
http://www.lumiere-onlinestore.jp
http://yamazawa-kobo.com/
http://sysys.co.jp
http://demarket-webshop.com/
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
http//www.rex-rental.jp
http://www.pronti.jp/
http://elecut.com
http://www.783.jp.net
http://store.shopping.yahoo.co.jp/shukugawa
http://www.shukugawa.jp.net/
http://world-antique.com
http://www.antique-deux.com
http://www.urense.co.jp/ec/
http://www/marine-network.co.jp
http://www.ashiya-design.co.jp/d3.html
http://ichikura.org
http://pure-focuson.com/
http://urx.nu/8BIr
http://urx.nu/9x１X
http://unitec.biz
http://studio-clear.net/
http://www.harbor-golf.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/sosin
http://mobax-nisikita.com
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://den-zai.jp/
http://kawson21.ocnk.net/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/mahoraba
http://ibiza027.wix.com/ibiza
http://www.ibiza-mf.com
http://www.nextmobile.work/
http://www.bjpo.com
http://www.yoshida-atl.com
http://www.yoshida-atl.com
http://eco-assist85.com/
http://kozaidonya.ocnk.net/
http://www.iwanami-art.jp
http://kimonopinky.theshop.jp/
http://www.rakuten.co.jp/mahoraba/
https://my-ft.com
http://www.gen-rock.jp
http://pianoworld.jp/
http://kotoen.otakaraya.net
http://www.f-forward.com
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.fujicars.jp
http://www.creditcom.jp/
http://www.photologi.jp
https://reusemonster.com
http://www.ogbi.co.jp
https://katsunori1981.wixsite.com/asian
http://www.KIMONO-YAMATO.co.jp
http://www.KIMONO-YAMATO.co.jp
http://okazaki.yachts.co.jp

15／28
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許 可 証 の 番 号氏
第631311800002号
第631319100017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631319800040号
第631319900046号
第631320500003号
第631320500007号
第631320500013号
第631320500016号
第631320500021号
第631320500023号
第631320600009号
第631320600009号
第631320600012号
第631320600021号
第631320600021号
第631320700001号
第631320700004号
第631320700015号
第631320800002号
第631320800007号
第631320800013号
第631320800015号
第631320800020号
第631320900007号
第631320900012号
第631321000003号
第631321000005号
第631321000019号
第631321100002号
第631321100010号
第631321100015号
第631321100015号
第631321200001号
第631321200005号
第631321200013号
第631321300017号
第631321300018号
第631321300020号
第631321400006号
第631321400007号
第631321400007号
第631321500002号
第631321500013号
第631321700005号
第631321700020号
第631330300001号
第631330400010号
第631330600007号
第631330700008号
第631330700011号
第631330700015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631330800027号
第631330900008号
第631330900019号
第631330900020号
第631331000005号
第631331000005号
第631331000013号
第631331100005号
第631331100006号
第631331100010号
第631331100014号
第631331200001号
第631331200008号
第631331200010号
第631331200012号
第631331200016号
第631331400002号
第631331400007号
第631331400008号
第631331400012号
第631331400026号

名

又

は

株式会社山野楽器
有限会社タケハラ
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
株式会社ホンダドリーム近畿
林 尚子
荒田 淳
坂上 美由紀
北邑 隆馬
竹下 守
萩野 隆史
坂本 卓代
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
株式会社ジャパンバイクオークション
木村 みちこ
木村 みちこ
株式会社真都電気
株式会社ビートデザイン
株式会社イオラニ
有限会社ウェルビー
村上 雅彦
涼松 潤
株式会社シティライト
有限会社ディ・ステーション・ミル
株式会社エンバシー
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
株式会社ブックサプライ
株式会社ブックサプライ
株式会社フェザーファクトリー
喜村 圭佑
川田 隆志
木下 好司
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
吉岡 政治
香川 洋介
小野 泰洋
株式会社ＪＯＩＮ－ＵＳ
銀栄輪業株式会社
坂谷 美弥子
佐野 慎一
株式会社マーシャルトレーディング
合同会社ふる本の森
久保クリーン興産株式会社
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
アースプランド株式会社
株式会社M・Ｐｏｗｅｒ
中塚 茂樹
渡邊 修
株式会社クエスト
株式会社クエスト
有限会社エビオ
下久保 栄二
株式会社ジョイ
天野 英武
株式会社ｏｎ・ａｎｄ・ｏｎ
株式会社エターナルサービス
株式会社テクニカルエンジニアリング
株式会社エスピーオー
株式会社幸英
株式会社ネーチャーネット
株式会社ＭＡＸ ＴＲＡＤＩＮＧ
SKレンタルサービス株式会社
善野綿業株式会社
治部電機株式会社
株式会社アデッソ

名

称

平成30年6月30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.yamano-music.co.jp
http://www.artcore.co.jp/
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
http://www.dream-kinki.co.jp/hdkobenada
http://www.r-ouchi.com
http://www.boondocksGarage.com
http://www.filterbooks.com
http://komonjo.jp
http://www.take-m.com
http://www.newjazzthings.com/
http://www.s-tara.com/
http://www.i-love-tigers.com
http://www.kachiya.com/ticket.php
http://www.j-ba.co.jp
http://mekke-mono.net
http://www.mekkeshop.com
http://shintoll7.web.fc2.com/
http://www.tama41shop.net/
http://www.iolani.jp
http://www.welbee.co.jp
http://homepage2nifty.com/kyogado/
http://hellos.onck.net/
http://www.laa-group.jp
http://www.mill-net.co.jp/
http://www.embassy.co.jp
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://kaitori.hmv.co.jp
http://www.booksupply.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/allure44
http://www.superior-designinterior.jp
http://www.kaimash.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/buwaaan
http://www.rakuten.co.jp/kpco/
http://koshien.kaitoricom.com/
http://www.kyujisensei.net
http://www.striatum.net/
http://www.striatum.net/
http://batooweb.com
http://www.taishindou
http://giganet.shop-pro.jp/
http://qururi.kawaiishop.jp
http://www.ad-cycle.com/
http://www.finefine-kids.com
http://www.on-and-on-shop.com/
http://marshal-trading.jp
http://furuhonnomori.blog100.fc2.com/
http://www.netricoh.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://www.longlife-design.com
http://www.onlycars.co.jp
http://amaiyu2038@bca.bai.ne.jp
http://furuhonkaitori.uretemasuyo.net/
http://quest-moving.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/quest-furnitureline
http://www1a.biglobe.ne.jp/a-b-o/
gbank-shop.com
http://www.joy.vc
http://vialattea.shop-pro.jp
http://on-and-on.ocnk.net/
http://www5.hp-ez.com/hp/eternai-service/page1
http://www.tec-eng-pro.com
http://colissimo-shop.net/
http://www.garage-t-up.com
http://www.nature-net.co.jp
http://www.bikers-xross.com
http://www.sk-rental.net
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bybycoms
http://www.jibu.co.jp
http://www.adesso-s.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631331400026号
第631331400028号
第631331500001号
第631331500008号
第631331500015号
第631331600008号
第631331600014号
第631331600025号
第631331700006号
第631331700023号
第631331700029号
第631331800002号
第631331800009号
第631336200064号
第631336200064号
第631336200064号
第631336200064号
第631336900011号
第631337900014号
第631339500001号
第631339600013号
第631340300009号
第631340300009号
第631340400006号
第631340500001号
第631340500015号
第631340500015号
第631340500015号
第631340500023号
第631340600002号
第631340600016号
第631340600017号
第631340600019号
第631340600024号
第631340700006号
第631340800009号
第631340800017号
第631340800021号
第631340800023号
第631340900022号
第631340900024号
第631340900029号
第631340900031号
第631340900035号
第631341000001号
第631341000015号
第631341100029号
第631341100031号
第631341200003号
第631341200012号
第631341200020号
第631341300002号
第631341300011号
第631341300024号
第631341400014号
第631341400019号
第631341500015号
第631341500034号
第631341500037号
第631341500039号
第631341500043号
第631341500045号
第631341600020号
第631341600034号
第631341700006号
第631341800004号
第631341800004号
第631350100021号
第631350300012号
第631350500002号
第631350500006号
第631350500020号
第631350500022号
第631350500024号
第631350600009号
第631350600009号
第631357200044号
第631358700034号
第631359700001号
第631359700005号
第631359700016号
第631360200058号
第631360300035号
第631360400015号
第631360400024号
第631360400029号
第631360500004号
第631360500022号
第631360500043号

名

又

は

株式会社アデッソ
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
株式会社ワールドビジネスパートナー
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
株式会社GAI
株式会社幸平
堤野 聖士
郡山 貴人
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
株式会社光岡自動車
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
有限会社ファイト
前田 勝彦
前田 勝彦
前田 勝彦
井上 敬
印南 直子
西尾 里美
橋本 賀津雄
野上 聡子
株式会社Ｄｉａ
株式会社洋服リユース関西
清水 邦夫
有限会社サンウッド
ＷＣＰ株式会社
株式会社ファイナルセレクト
株式会社フリースタンダード
高木 みゆき
有限会社アルマジロ
内 俊輔
太田 精一
株式会社ポンテック
有限会社徳州エンジニアリング
福田 修司
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
大園 篤
株式会社ワークス
深川 常治
河井 昌子
竹中 生冶
中王産業株式会社
石長 優一
株式会社ワールドインターネットショップ
郷古 信哉
エドワーズ株式会社
日産石油販売株式会社
有限会社松島商会
伊藤 茂男
伊藤 茂男
有限会社寺田モータース
松井 ひとみ
福田 俊樹
西竹 俊憲
馬場 康孝
有限会社マルイ
萩原 美佳
有限会社泉テック
有限会社泉テック
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
中島 紹昭
武田 正昭
大西 徹夫
有限会社エムエーカンパニー
有限会社輝商事
一樂 智也
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
高尾 博
有限会社マイティジャパン

名

称

平成30年6月30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.adesso-s.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.wbp-jinzai.com/
http://www.air-front.com
http://hobbyizumo.jp/
http://www.gai2017.co.jp
http://tsunagu-reuse.com
http://www.recycleaz.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/netshopveloce
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.mitsuoka-motor.com/
http://www.netzkobe.co.jp
http://big-slot.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/slot
http://www.trainbox.co.jp
http://www.8-fight.com
http://homepage2.nifty.com/oldou/
http://oldou.la.coocan.jp/
http://oldou.la.coocan.jp/
http://aozoramarket.jp
http://hammer-price.jp/2812
http://www.un-petit-peu.com/
http://hccweb1.bai.ne.jp/~hdc33601
http://auctions.yahoo.co.jp/booth/nijinokanata777shop
http://brand-dia.com
http://www.bidders.co.jp/user/2168133
http://www.gomikaisyuu.net/
http://store.shopping.yahoo.jp/sunwood/index.html
http://www.eonet.ne.jp/~fork-wcp
http://www.final-select.net
http://junkhin.com
http://www.dormitorica.com
http://famicomya.com
http://cutefabrics.shop-pro.jp/
http://seele.ocnk.net/
http://blooming.online-store.jp
http://cwaweb.bai.ne.jp/~tokusyu
http://toy-clover.com
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
http://ohzonoss.com
http://works-vm.sakura.ne.jp
http:/third-building.3ch.cx/
http://jpitem.moo.jp
http://ts-antiques.com/
http://tanachu.jp
http://yuiwadouonline.com
http://www.watchworld-shop.com
http://www.card-capital.jp
http://www.edwardsvacuum.co.jp
http://www.nissanoil.com
http://www.waste-company.jp/
https://www.attic-zakka.com
https://www.attic-zakka.com
http://www.teradamotors.com/
http://homepage3.nifty.com/ange-passe/
http://www.giocities.jp/collectivesnoopy
http://www7a.biglobe.ne.jp/~nishitake
http://www18.ocn.ne.jp/~earnest
http://bcaweb.bai.ne.jp/marui/
http://www.Lnln-shop.com
http://www.eco-logi.com
http://www.izumi-tec.jp
http://www.g-auto.com
http://www.aacnet.jp
http://www.piano-st.com/
http://tugu1957.ocnk.net/
http://www.1.bbweb-arena.com/santa/
http://www.h4.dion.ne.jp/~e9536
http://www.macompany.jp/
http://www.starjp.com/
http://www.1048style.com
http://www.accessca.com/
http://www.get1.jp
http://www.sunsun.info
http://mightyjapan.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631360600015号
第631360600032号
第631360700001号
第631360700001号
第631360700002号
第631360700004号
第631360700017号
第631360700021号
第631360700026号
第631360800005号
第631360800009号
第631360900004号
第631360900019号
第631360900019号
第631360900022号
第631360900029号
第631360900030号
第631360900030号
第631360900030号
第631361000023号
第631361000036号
第631361100008号
第631361100008号
第631361100011号
第631361100017号
第631361100018号
第631361100026号
第631361100035号
第631361200008号
第631361200009号
第631361200010号
第631361200016号
第631361200017号
第631361200022号
第631361200024号
第631361300007号
第631361300024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631361400018号
第631361500004号
第631361500023号
第631361600001号
第631361600002号
第631361600006号
第631361600008号
第631361600008号
第631361600009号
第631361700010号
第631365500015号
第631367800020号
第631369400026号
第631369500022号
第631369600022号
第631369900006号
第631369900035号
第631370200009号
第631370200030号
第631370400008号
第631370400015号
第631370400015号
第631370400015号
第631370400015号
第631370400015号
第631370400015号
第631370400021号
第631370400029号
第631370500007号
第631370500012号
第631370500013号
第631370500034号
第631370500042号
第631370500045号
第631370600024号
第631370600024号
第631370600028号

名

又

は

名

井本 愛子
玉泉 年啓
田中 宏明
田中 宏明
坂本 貴宣
刀根 慎一
砂川 健次
真砂 隆伸
稲元 和史
山下 実恵
鈴木 健雄
シンワリース販売株式会社
宮田 朋子
宮田 朋子
道上 博子
福井 謙吾
株式会社テルテルアドバンス
株式会社テルテルアドバンス
株式会社テルテルアドバンス
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
青笹 繁
長谷川 清文
鎌田 美雪
株式会社フェアリー・アド・コーポレーション
田中 誠二
伊島 信也
株式会社ｅ－plan
山﨑 純一郎
小巖 朝子
株式会社メモリーゴールド
佐藤 直人
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
冨士田 美菜
宮内 祥行
吉村 潤也
今田 昌希
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
おうちの窓口株式会社
オンアパートメント株式会社
株式会社塚口丸十質舗
田中 康司
高谷 和也
有限会社田中美術
株式会社キッズドリーム
佐藤 利弘
谷口 敏弘
加藤 隆一
株式会社アズ・ココ
山本 良
株式会社ＴＣＥ
株式会社ＴＣＥ
株式会社ＴＣＥ
株式会社ＴＣＥ
株式会社ＴＣＥ
株式会社TCE
上田 喜久
矢野 竜己
坂本 匡績
成田 裕明
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
株式会社ダイハツカーネット
屋宜 佳孝
屋宜 佳孝
岡野 功

称

平成30年6月30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://iskra.ocnk.net
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://yualife.net/index.html/
http://kens-auto.web5.jp/
http://www.eonet.ne.jp/~masagogk/
http://www.enfantz.net/
http://www.nicokids.net
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://daryasmine.jp
http://fukui-bunkodo.jp/
http://493190.com
http://493190.net
http://teruteru.co.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://www.tabinekodou.com
http://hankyutsukaguchi.otakaraya.net
http://www.sougouhonpo.com
http://www.geocities.jp/washian_kimono/index.htm/
http://ts-cop.jp/
http://www.aisim.jp
http://www.e-plan-e.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/fourseam
http://sweetnostalgia.ocnk.ne/
http://www.memory-gold.com
http://on-apartments.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/
http://www.wtastey.shop-pro.jp
http://dealmarket.jp
http://kaitori-curio.com/
http://moriedo.com
http://www.syarin.com
http://www.cl-record.com/
http://www.zen-world.com
http://www.japancrafts.net
http://house-sos.com/
http://on-apartments.com
http://www.marujyu.net/
http://www.bopper/jp
http://www.baikuya-kazu.com
http://kobetanag.sakura.ne.jp
http://www.kidsdream.co.jp/
http://www.interq.or.jp/blue/tamuro/FamilyAuto/
http://hccweb1.bai.ne.jp/litopa
http://www.katoh-kikaku.com
http://www.az-coco.co.jp
http://allegretto.sucre.ne.jp/
http://rakuten.co.jp/tce-direct/
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/pc_comfull.html
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/protile/pon_664.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tce-direct
http://www.amazon.co.jp/gp/aag/details/ref=aag_m_as/377-3150921-5762913?ie=UTF8&asin=&isamazonfulfilled=&iscba=&marketplaceid=A1VC38T7YXB528&seller=A2KT6sww8QWRVO

http://www.tce-direct.com
http://www.maru24.net
http://hccweb5.bai.ne.jp/~heg43401
http://bcaweb,bai,ne,jp/~agk70201
http://kobedf.com
http://www.how-ep.com/
http://www.be-eurostyle.com/
http://www.voiceone.tv/
http://www.vixi.co.jp
http://www.amazon.co.jp
http://www.auctions.yahoo.co.jp
http://www.echos3.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631370600030号
第631370600037号
第631370600038号
第631370600049号
第631370600049号
第631370600049号
第631370600049号
第631370600050号
第631370700005号
第631370700016号
第631370700035号
第631370700037号
第631370700044号
第631370800010号
第631370800020号
第631370800020号
第631370800020号
第631370800022号
第631370800023号
第631370800024号
第631370900005号
第631370900007号
第631370900008号
第631370900014号
第631370900016号
第631370900023号
第631370900025号
第631370900027号
第631370900033号
第631370900036号
第631370900038号
第631370900038号
第631370900038号
第631370900048号
第631370900049号
第631370900058号
第631371000013号
第631371000025号
第631371000025号
第631371000030号
第631371000044号
第631371000046号
第631371000049号
第631371100006号
第631371100014号
第631371100018号
第631371100031号
第631371100042号
第631371100043号
第631371200001号
第631371200015号
第631371200021号
第631371200021号
第631371200023号
第631371200026号
第631371200034号
第631371200038号
第631371300006号
第631371300012号
第631371300025号
第631371300025号
第631371300029号
第631371300030号
第631371300033号
第631371300035号
第631371300041号
第631371400001号
第631371400007号
第631371400018号
第631371400021号
第631371400021号
第631371400023号
第631371400027号
第631371400028号
第631371500003号
第631371500008号
第631371500014号
第631371500023号
第631371600002号
第631371600003号
第631371600022号
第631371600026号
第631371600037号
第631371700003号
第631371700009号
第631371700031号
第631371700036号
第631379000022号
第631379000022号

名

又

は

名

株式会社ＣＦＤ
松下 道子
有限会社金田商事
株式会社ベストバイ
株式会社ベストバイ
株式会社ベストバイ
株式会社ベストバイ
中川 譲
有限会社コストプラス
岡村 和幸
エヌ・オートビジネス株式会社
株式会社エスエスオート
株式会社ランドエージェンシー
三宅 巧
株式会社ロードカー
株式会社ロードカー
株式会社ロードカー
細田 美和
株式会社トータルテクノサービス
有限会社高島産業
ヤマトホームコンビニエンス株式会社
加島 充悟
分 禎英
株式会社ラスタライズ社
檜山 敦央
株式会社マルニシ
沢田 和也
相馬 一義
新谷 雅彦
アオショー株式会社
稲葉 好信
稲葉 好信
稲葉 好信
有限会社ムーヴワン
株式会社エムテック
株式会社アルヘイム
李 賢仙
小野 貴史
小野 貴史
南 幸夫
株式会社ＩＭＰＡＬＡ
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
株式会社シュテツン天王寺
袋井 麻衣
株式会社ＥＩＫＩ ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＴＲＡＤＩＮＧ
株式会社プライマリケア
株式会社Ｋ-ＳＴＹＬＥ
建林 永一
建林 永一
山平 尚孝
大賀 伸彦
株式会社ラビタス
金 周用
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
塩井 いずみ
土屋 猛
株式会社アンダーマウンテン
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
片山 一徹
片山 一徹
有限会社環境科学研究所
田中 秀人
株式会社松村
芝本 大吾
十川 貴志
土谷 真有香
株式会社富士美術
三鼓 由希子
丸徳運輸株式会社
株式会社INDIVIDUAL LOGIC
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
株式会社川島商会
株式会社川島商会

称

平成30年6月30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.nasa-cfd.com
http://www.chakara.com/
http://kaneda-shoji.eco.coocan.jp
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/kingram_jyusou.html
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/ryouhin_kaikan.html
http://www.gunholic.jp
http://www.kingram.co.jp
http://shopxnoa.cart.fc2.com/
http://www.hanshin-movie.jp/
http://www.tenstrings.net
http://www.ncom21.net/
http://ssauto.jp
http://www.landagency.co.jp/
http://www.t-breath.com
http://www.car-conveni.com
http://www.u-pohs.jp
http://www.volvo-roadcar.co.jp
http://powerm.web.fc2.com
http://totaltechno.net
http://shpserve.Jp/
http://www.rakuten.co.jp/ms522855/
http://www.azcoco.com
yuuk-yamasitaJp
http://www.itami@chic.ocn.ne.jp
http://ac.mobile.yahoo.co.jp/whatshot/introduction/?k=
http://www.maru24.net/
http://www.mbok.jp/
http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/mystatus
http://www.amazon.co.jp/
http://スクラップ.net
http://reuseshop.net/
http://www.nekonote99.com/
http://www.yorozugoto.com/
http://www5.ocn.ne.jp/~move1
http://mtec.rer.jp
http://www.poporo.ne.jp/~sakuma-kansai/
http://lebouquet.web.fc2.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/surtup-itami
http://www.surfup-itami.jp
http://tradesystems.info/furuhon/newpage2.html
http://ktm-impala.com
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.stern-tennoji.co.jp
http://www.macell.net
http://www.treasure-treading.com
http://www.grobalauto.com
http://brand-kstyle.com
http://itami.otakaraya.net
http://itami.original-otakaraya.net
http://www.vinrage.net
http://www.mugstation.net
http://www.rabi-tus.com
http://www.rakuten.co.jp/lepartage/
http://jackmuniere.web.fc2.com/
http://hccweb1.bai.ne.jp/～hde34901/kotobuki/
http://www.tsudadenki.co.jp
http://www.tsudadenki.com
http://team0tiara.com
http://bphikari.com/
http://v-closet.jp
http://q-106.net
http://www.def-cs.com
http://www.marukyo.info
http://www.dstudio-net.com
http://www.ecouchida.com
http://www.amazon.co.jp
http://www.yahoo.co.jp
http://www.kumistyle.net
http://store.shopping.yahoo.co.jp/wasteyanen
http://auctions.yahoo.co.jp/
http://sellinglist.auctions.jp/user/camonnu2
http://www.pithouse-roco.com
http://2sisters.thebase.in/
http://www.hagaking.net
http://www.mitsuzumi-shobo.com
http://www.marutokuunyu.com
http://individual-kansai.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
http://e-kawasima.co.jp
http://www.e-kawasima.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631379500061号
第631379600008号
第631379900027号
第631379900027号
第631380200021号
第631380300042号
第631380400012号
第631380400016号
第631380400041号
第631380400043号
第631380500017号
第631380500023号
第631380500026号
第631380500027号
第631380600027号
第631380600027号
第631380600031号
第631380600039号
第631380600041号
第631380700031号
第631380700033号
第631380800002号
第631380800024号
第631380800027号
第631380800035号
第631380900026号
第631380900037号
第631381000006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
第631381100023号
第631381100029号
第631381100029号
第631381200004号
第631381200025号
第631381200031号
第631381300012号
第631381300012号
第631381300012号
第631381300013号
第631381300021号
第631381300026号
第631381300028号
第631381400002号
第631381400010号
第631381400020号
第631381400029号
第631381500009号
第631381500010号
第631381500014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631381600033号
第631381700003号
第631381700003号
第631381700004号
第631381700008号
第631381700017号
第631381700020号
第631381700024号
第631381800001号
第631381800005号
第631381800006号
第631381800007号
第631381800008号
第631389700001号
第631390100019号
第631390400016号
第631390500006号
第631390500007号
第631390500010号
第631390500017号

名

又

は

柳田 瑞枝
株式会社パルス
株式会社ガリバーインターナショナル
株式会社ガリバーインターナショナル
小寺 伸二
有限会社小林ネットワークス
株式会社喜谷運送サービス
東興テック有限会社
長坂 秀子
渡邊 大幸
梅村 聡
佐川 順一
有限会社クールアックス
黒山 一郎
岸本 悟
岸本 悟
ＦＭトレード株式会社
西山 浩一
株式会社ブルームコーポレーション
株式会社エスト
中田 健二
松岡 由規雄
植山 哲男
三木 卓治
守安 明彦
中田 進
中岡 俊治
株式会社キャン
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
大杉 一弥
株式会社ＲＩＳＥ
株式会社ＲＩＳＥ
株式会社ゆみのコーポレーション
尾上 一也
山野 智也
株式会社ＤＩＳＫ
株式会社ＤＩＳＫ
株式会社ＤＩＳＫ
吉岡 なつ美
北村 圭佑
株式会社電建
有限会社グッドアシスト
淀井 睦味
金澤 稔
有限会社グッドアシスト
大島 廣司
株式会社たかくら
株式会社KIZUNA
株式会社汐早
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
株式会社辻阪工業
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
神谷 浩二
本城 剛
田村 由梨
株式会社ピープルウィッシュ
平見 貴美
株式会社Hubest International
中山 由美
伸宏商事有限会社
有限会社オー・ディー
有限会社森原システムエンジニアリング
後藤 宰俊
川村 三恵子
中野 清治

名

称

平成30年6月30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/rifure
http://www.pals-net.co.jp
http://www.221616.com
http://www.gao.tv/
http://seasblue.org/
http://www.jttk.zaq.ne.jp/networks/
http://www.kitaniunso.co.jp/
http://www.toko-forklift.com/
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baasv608/
http://www.aeromake.com
http://marinebasket.com/
http://www.hypertext-book.com/
http://homepage3.nifty.com/coolaxe/
http://www.kuroyama.jp/
http://sake-tuuhan.com
http://www.eonet.ne.jp/~kishimoto/
http://www.fmtrade.co.jp/
http://www.nishiyamashinkyu.com/
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/bloom2006.html
http://www.rakuten.co.jp/woody-house/
http://hicolors.com
http://www.benriyaunsobin.jp
http://www.bookmart-seiwadai.com
http://ateliermiki.jp
http://www.jastrade-jp.com
http://www.eonet.ne.jp/~rig-dock
http://otakarabox.chips.jp
http://www.car-buyking.jp/
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
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/
http://www.yumino.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kazukobo-vip
http://tinderbox.ocnk.net/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/barce/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/daitokka/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/thumbs-up/
http://sknote.net
http://www.tutti-onlineｓ.com
http://m-denken.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ashikogi
http://bonbon-mignon.ocnk.net/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/fukurou-shokai
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ashikogi
http://www.old-warehouse.shop-pro.jp
http://kaitoript.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kizuna88
http://miiko.shop-pro.jp
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://www.tsujisaka.co.jp
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/kbnet4_0131.html
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/birth_71689vpb.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/jmnwoccntikkswleuutyr22rpa/
http://vivace-vivace.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tb-store/
http://www.masaokude.com
http://auctions.yahoo.co.jp/seller/garden_of_disc
http://gunze.cart.fc2.com/
https://www.mercari.com/jp/u/610051354/
http://salondepot.shop-pro.jp/
http://antiques-nimes.ocnk.net/
http://www.hubest.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/art-roppongi-store
http://www.shinkoauto.com
http://wwwjttk..zaq.ne.jp/odlimited/
http://www.morihara.jp/
http://www.booboo-trading.com
http://www.cute-album.com/
http://bookshelf.blog.ocn.ne.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631390500020号
第631390500022号
第631390500023号
第631390500028号
第631390500040号
第631390600011号
第631390600033号
第631390700012号
第631390700025号
第631390800018号
第631390800032号
第631390800049号
第631390900013号
第631390900023号
第631390900025号
第631390900027号
第631391000006号
第631391000017号
第631391000035号
第631391000044号
第631391100007号
第631391100019号
第631391100025号
第631391100027号
第631391100030号
第631391100031号
第631391100034号
第631391200003号
第631391200006号
第631391200020号
第631391200030号
第631391200034号
第631391300007号
第631391300019号
第631391400003号
第631391400008号
第631391400013号
第631391500003号
第631391500014号
第631391500033号
第631391600009号
第631391600021号
第631391600028号
第631391700021号
第631391700021号
第631391700025号
第631391700038号
第631391800006号
第631391800011号
第631391800011号
第631391800011号
第631391800018号
第631398400004号
第631399500006号
第631399500026号
第631399600004号
第631399700002号
第631399900015号
第631399900015号
第631399900021号
第631400000008号
第631400300014号
第631400400005号
第631400500008号
第631400500009号
第631400500012号
第631400500014号
第631400600006号
第631400600008号
第631400600014号
第631400700013号
第631400800008号
第631400800024号
第631400900003号
第631400900016号
第631400900024号
第631401000001号
第631401000012号
第631401000024号
第631401100012号
第631401100014号
第631401200003号
第631401200004号
第631401200009号
第631401300009号
第631401300010号
第631401400017号
第631401500014号
第631401600006号

名

又

は

名

大谷 倫子
有限会社河南堂
福井 利夫
渡邊 康博
叶岡 光太郎
ＳＫＹＥ ＭＡＲＴＩＮ ＴＥＲＲＡＳ
加藤 裕之
Ｏ－ＲＵＳＨインターナショナル株式会社
井ノ上 健介
西嶋 正明
松岡 一平
有限会社ファナティック
鮎川 清三
株式会社Ａ・Ｓ・Ｂ
森本 真司
田中 由紀子
株式会社フィフティーゴー
つるや株式会社
株式会社タイムズコーポレーション
藤井 覚
株式会社ダイシン
薦田 裕子
中谷 純
成田 麻里矢
日新商事株式会社
株式会社スリー・アール
株式会社システムギアトレーディング
西 義裕
山内 大典
デジパット株式会社
株式会社T-NET
エコミュ株式会社
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
株式会社針谷商店
板倉 修二
岩中 三紀
株式会社スサノオ・インベスト&カンパニー
籔田 利枝
大西 澄江
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
株式会社リシャールファクトリー
株式会社星山
阿部 のぞみ
有限会社x-saab
有限会社x-saab
有限会社x-saab
島田 裕也
大和金属工業株式会社
株式会社エスオーエス
山本 冨美子
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
株式会社フィリッジ
松川商事株式会社
中川 順行
株式会社ビッグジャンプ
白鳥 富貴雄
有限会社ワークシップ
西田 敏之
有限会社神戸本舗
株式会社ジーエイチシー
立中 晃一
小杉 哲弘
石田石油有限会社
株式会社楽
坂本 成昭
松宮 明
阿部 博美
株式会社ＰＬＡＴＩＮＵＭ ＪＡＰＡＮ
ニチワ電機株式会社
中川 俊幸
大上 智恵子
東 綾子
池田 弘幸
小前 司
平岡 義和
井川 弘一
塩谷 員宏
株式会社profoundly creative device
髙橋 祥子
ヒキタ工業株式会社
堀田 要

称

平成30年6月30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.happysmile.cc/
http://www9.ocn.ne.jp/~kannando/
http://www.jttkzaq.ne.jp/bafuk503
http://www.geocities.jp/rcprq577/
http://www.e-quickdraw.com/
http://www.skyeservice.com/
http://www.k3.dion.ne.jp/~c-world
http://www.o-rush.com
http://kensuke7inoue81139.web.fc2.som/
http://www.jttk.zaq.ne.jp/badj1300/
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baabv204/backstage.htm
http://www.e-axios.com
http://www.eonet.ne.jp/~proxy21/
hhttp://www.auto-style-bb.com/
http://www.booksurfin.jp
http://otpgiza2010.web.fc2.com/
http://www.fifty-go.com
http://www.rakuten.co.jp/jopro/
http://www.times.ne.jp
http://people-pj.com
http://www.daishin1964.jp
http://pochischna.ocnk.net/
http://takarazukashobo.com/
http://junk-apartment.com/
http://www.nissin-shoji.co.jp
http://www.used-turigu.com
http://www.sgtr.jp
http://www.reinette.ne.jp
http://www.wildhatch.com/
http://digipat.net
http://t-para.net
http://storeuser5.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/ecommu_co
http://www.apple-auto.net/
http://www.bsmasaki.com
http://www.khariya-s.com
http://www.jttk.zaq.ne.jp/gallery-kura
http://orangenetvintage.com
http://susanoo-invest-co.p-kit.com
http://pipiamefu.otakaraya.net
http://www.su-mix.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.richard-factory.com
http://www.movin.ne.jp/
http://www.yay-zakka.com/
http://www.x-saab.join-us.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tokagey
http://www.rakuten.co.jp/tokager
http://www.honkaitoriya.com/
http://www.angelot.co.jp
http://www.110.co.jp
http://www3.ocn.ne.jp/~tetsudou/
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.kaitorimax.com
http://www.hardoff.co.jp
http://www.jttk.zaq.ne.jp/bacqi406
http://www.bigjump.co.jp/
http://www.muse.dti.ne.jp/~atsp
http://www.worksip.co.jp/
http://www17.ocn.ne.jp/~kurumaya/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kobe-store-y
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/biyoukenkouoroshi.html
http://www.beare.info/
http://ameblo.jp/uesugisasayama/entry-12060337248.html
http://www.ishida-auto.net
http://www.pc-anaba.net/
http://www7.;plala.or.jp/shipping/
http://www.kaerudo3.com
http://oretsubu.shop-pro.jp
http://www.platinum-japan.co.jp
http://www.nichiwadenki.co.jp/
http://the-agt.jp/
http://www.usagino-kimonoya.com/
http://happydays.ocnk.net/
http://www.mediinet.com
http://barnshelf.com/
http://fusigido-books.t-akuukan.com
http://happyfishingsupply.vpweb.jp
http://jucsandam.twinstar.jp/
http://www.jyukenjyuku.jp
http://chouette-femme.net/
http://www.hikita.co.jp/
http://sweetenemyrecords.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631401600011号
第631401600023号
第631401700001号
第631401700005号
第631406800006号
第631409500002号
第631410600005号
第631410600008号
第631410700004号
第631410700008号
第631410800013号
第631410900010号
第631411000004号
第631411200008号
第631411400001号
第631411400004号
第631411400005号
第631411600002号
第631418100011号
第631418600002号
第631419700010号
第631420500006号
第631420700010号
第631420700013号
第631420800009号
第631420900008号
第631421000001号
第631421000012号
第631421100014号
第631421400004号
第631421400012号
第631421500008号
第631421600001号
第631421600008号
第631421600014号
第631421700005号
第631421800004号
第631428900006号
第631500100052号
第631500400034号
第631500400039号
第631500500004号
第631500500037号
第631500500053号
第631500600027号
第631500600046号
第631500700017号
第631500700034号
第631500800015号
第631500800016号
第631500800042号
第631500900014号
第631500900035号
第631501000022号
第631501000030号
第631501000043号
第631501200020号
第631501200026号
第631501200037号
第631501200038号
第631501200043号
第631501200044号
第631501300004号
第631501300024号
第631501300032号
第631501400005号
第631501400005号
第631501400005号
第631501400005号
第631501400008号
第631501400010号
第631501400036号
第631501500004号
第631501500019号
第631501500038号
第631501500038号
第631501500039号
第631501500044号
第631501600001号
第631501600003号
第631501600003号
第631501600007号
第631501600007号
第631501600014号
第631501600023号
第631501600035号
第631501600038号
第631501600049号
第631501600049号

名

又

は

有限会社マキアージュ
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
油谷 稔
菅野 隆
神山 多恵子
株式会社フレッシュ急便
アクティブ株式会社
澤本 高廣
酒造 祐介
横谷 幸文
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
株式会社クインオート
篠山オートセンター株式会社
太田自動車株式会社
有限会社ウッディコーセー
有限会社田園
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
國枝 弘美
株式会社トータルシステムズ
藤木 慎一
株式会社joyspo
渕上 智之
株式会社アデオスジャパン
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
野口 忍
長尾 貴司
株式会社リサイクルパーツ竹内商会
村中 昭雄
有限会社俳誥通信
有限会社ＳＡＳＵＧＡ
山田 博之
髙山 彰
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
大岩 道博
ユーピーシー合同会社
株式会社ウェーブ
新田 智章
サイフォンス株式会社
株式会社バディ
有限会社アステック
藤原 宏樹
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
長田 英樹
前坂 郁夫
前坂 郁夫
前坂 郁夫
前坂 郁夫
木原 明美
佐藤 かつ江
織田 明久
半山 奈菜
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
髙安 庸平
森下 一平
森下 一平
足立 良平
足立 良平
石野 泰俊
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

名

称

平成30年6月30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://あっぷる工房.com
http://www.terna.jp
http://www.office-zensei.com
https://birthofvenus.theshop.jp
http://www.sandadaihatsutoyota.jp
http://xweb.to/damp-13/
http://www1.ocn.ne.jp/~fushobo
http://www15.ocn.ne.jp/~g.m.auto/index.html
http://www.eonet.ne.jp/~freshexp/
http://www.active-kk.net/
http://recyclrestart.web.fc2.com/
http://www.eonet.ne.jp/~arc-en-ciel
http://www.eonet.ne.jp/~yokotanisyozi
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
http://www.queenauto.co.jp/
http://www.sasayamaautocenter.co.jp/
http://www.jidosya.net/
http://www.kozai.net/shop/?id=71
http://denen-web.com
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://nararan.ocnk.net/
http://www.total-systems.jp
http://www.yoroconde.com
http://www.bee-house-sports.com
http://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=AIVC38T7YXB528&me=A2IDOI9PNTVQYX&merchant=A2IDOI9PNTVQYX&redirect=true

http://store.shopping.yahoo.co.jp/garagen2016
http://wakurajapan.com
http://www.wako-pallet.co.jp
http://www.bikemecha.com/
http://ｓｔｏｒｅ.auctions.ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ/html/profile/asakaze0130.html
http://8712.teacup.com/onikoobako/shop
http://www.dvd-off.jp/
http://www5.ocn.ne.jp/~takeuti/
http://homepage3.nifty.com/akiomrnk/
http://haikai.etowns.org/
http://www2.bbweb-arena.com/sasuga/
http://www18.ocn.ne.jp/~katikati/index.htm
http://www.the-jacaranda.com
http://www.dream-plus.jp
http://www.omori-bs.co.jp
http://www.mog2.co.jp
http://www.camerakids.jp
http://upc.jp
http://www.plandoweb.jp
http://cronus.ocnk.net/
http://awield.jp/
http://www.rakuten.co.jp/funfunpark
http://www.astec-web.com
http://ｓｔｏｒｅ.ｓｈｏｐｐｉｎｇ.ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ/ｈｅｒｏｈｅｒｏ
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://store.shopping.yahoo.co.jp/rescmart
http://abus-memory.ocnk.net/
http://store.shopping.yahoo.co,jp/abusmemory
http://store.shopping.yahoo.co,jp/soundquake
http://store.shopping.yahoo.co,jp/toys-memory
http://ｋｏｓｙｏ－ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔ.ｊｐ/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/fmcle6ilbtbyv7vcikbcp6phve/
http://www.lieto-store.jp
http://irointerior.thebase.in
http://auctions.yahoo.co.jp
cs⓪③⑤.jimdo.com
http://cs⓪③⑤.jimdo.com
http://www.handclap.info
http://trepia.net/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/myray
http://trepia.net/
http://trepia.net/
blanket-oldstuff.com/
http://blanket-oldstuff.com
http://computer.shop-pro.jp/
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/
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許 可 証 の 番 号氏
第631501700024号
第631501700027号
第631501700040号
第631501800001号
第631501800003号
第631507800026号
第631508700007号
第631509600022号
第631509600022号
第631509700006号
第631510500004号
第631510500005号
第631510600018号
第631510700003号
第631510700004号
第631510700022号
第631510800015号
第631510800020号
第631510900003号
第631511000009号
第631511200012号
第631511200012号
第631511200020号
第631511400010号
第631511500004号
第631511500005号
第631511500010号
第631511600023号
第631511600025号
第631511800003号
第631511800004号
第631519700019号
第631520000005号
第631520700001号
第631520700008号
第631520900003号
第631520900009号
第631521100008号
第631521100011号
第631521150014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631521450008号
第631521450011号
第631521500001号
第631521500001号
第631521500008号
第631521550002号
第631521550013号
第631521550013号
第631521600003号
第631521700003号
第631521700004号
第631521700008号
第631529950007号
第631530500004号
第631530500004号
第631530500004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

名

又

は

名

アサヒ産業株式会社
吉間 重徳
株式会社日本システムレボリューション
鶴田 論士
株式会社ＥＶＯ
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Ｂｅ遊
有限会社カタヤマヨシミプロモーター
山口 孝二
有限会社大吉
鎌田 一慶
株式会社バーテック
小林 美希デイミ
株式会社たけなか呉服店
稲岡 奈津子
角石 美和
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
株式会社コーベヤ
株式会社タイヤーサービスセンター
有限会社よろずや工事工業
日本車輌株式会社
大河内 彰
岡建設株式会社
大西産業株式会社
米澤 由佳子
平井 信二
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
盛 弘仁
桐藤 直樹
株式会社ケーピーシステム
大月 信二
ブルーローズ株式会社
鶴田 淳也
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
株式会社アクアファームズ
株式会社モデラ
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
山尾 智子
山尾 智子
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
株式会社カワイ商会
北條 聖一郎
北條 聖一郎
北條 聖一郎
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Globa Arrows
株式会社Globa Arrows
株式会社Globa Arrows
株式会社Globa Arrows
株式会社Globa Arrows
株式会社Globa Arrows
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hｔｔp：//ｗｗｗ．asahimulti.co.jp/
hｔｔp：//ｗｗｗ．ｔakarakujikonyudaikoya.net
http://www.sr-j.com/
https://synnefo.shop
https://evo.easy-myshop.jp/
http://www5e.biglobe.ne.jp/~wingshop/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~kyshoten/
http://chrysler-jeep.jp
http://www.jacnet.jp
http://www.beyou-c.com
http://www.ky-promotor.com/
http://www.wkobo.com
http://www5.ocn.ne.jp/^daikiti113.htm/
http://kmt-tools.com
http://www.vertec-kobe.com/
http://www.suzukig.com
http://kimono-takenaka.jp/
http://usagidou2012.jimdo.com/
http://www.rakuten.co.jp/ecopara
http://store.shopping.yahoo.co.jp/caresolution
http://nek08.info
http://nek08.rupro.net
http://www.kobeya.sp.co.jp
http://www.tsc.bz
http://kokkuncup.jp/
http://j-vehicle.com
http://web-atelier-midori.com
http://www.oka-corporation.jp
http://www.kiremono.com
https://kazya.handcrafted.jp
http://pc-jam.net
http://www.kurumaaru.com
http://www.myauto.jp/
http://www.bstoda.com
http://www7b.biglobe.ne.jp/~nekoshorin/
http://nffigue.hp.infoseek.co.jp/
http://dead.sea.kpsystem.co.jp/books/
http://www42.tok2.com/home/tsuki001/
http://www.masque-rade.jp/
http://R-Prendre.com
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://www.shop-online.jp/aquafarms
http://modela.jp
http://kurashi.hoccorin.com
http://k-y-k.com/
http://www.k-soleil.jp
http://www.tanboya.jp/
http://kireibiken.webnode.jp/news-/
http://kireibiken.webnode.jp/news-/
http://miyashita-wood.com
http://www.hasegawa-koumuten.com
http://itami-sportscenter.otakaraya.net
https://www.wcc.jp
http://www.kawaishokai.co.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kimono-hojo
http://www.rakuten.co.jp/kimono-hojo/
http://auctions.yahoo.co.jp/seller/daruma182000
http://www.asahi-shoukai.com
http://www.rakuten.co.jp/herahetokasai/
http://book.-arrows.jp/
http://mac-arrows.jp/
https://cd-arrows.com/
https://figure-mx.com/
https://child-arrows.com/
https://phone-arrows.com/
https://fishing-arrows.com/
https://audio-arrows.com/
https://mdltrain-arrows.com/
https://music-arrows.com/
https://tdc-arrows.com/
https://pc-arrows.com/
https://carnavi-arrows.com/
https://record-arrows.com/
https://electool-arrows.com/
https://appliance-arrows.com/
https://camera-arrows.com/
https://drone-arrows.com/
https://beautyequipe-arrows.com/
https://wedgdress-arrows.com/
https://johnnys-arrows.com/
https://indmachine-arrows.com/
https://drone-arrows.com/
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許 可 証 の 番 号氏
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531400002号
第631531500005号
第631531700002号
第631531700008号
第631539800004号
第631540500010号
第631540700001号
第631540900006号
第631541000001号
第631541000012号
第631541000015号
第631541000018号
第631541100001号
第631541200006号
第631541300003号
第631541300003号
第631541300004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631547300024号
第631548800007号
第631548800007号
第631550100002号
第631550100036号
第631550200028号
第631550400001号
第631550400014号
第631550400015号
第631550400028号
第631550400030号
第631550400044号
第631550500002号
第631550500002号
第631550500027号
第631550500053号
第631550500058号
第631550600018号
第631550600022号
第631550600024号
第631550600025号
第631550600030号
第631550600033号
第631550600037号
第631550600038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631550700029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631550800066号
第631550900003号
第631550900017号
第631550900019号
第631550900019号
第631550900020号
第631550900021号
第631550900046号
第631551000001号
第631551000003号
第631551000028号
第631551000028号
第631551000028号
第631551000032号
第631551000036号
第631551000046号

名

又

は

株式会社Globa Arrows
株式会社Globa Arrows
株式会社Globa Arrows
株式会社Globa Arrows
株式会社GlobalArrows
髙見 勝信
グラフ株式会社
上田 正信
岩国 賢
山田 和子
田中 佑加子
株式会社アシダ
宮田 明
長谷川 武彦
藤原 彰人
岸本 将志
宮崎 雅行
レスキューピーシー株式会社
大西 悟
大西 悟
藤本 薫弘
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
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
山風 彰彦
野島 三鈴
木村 英樹
有限会社サイエントサポート
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
清水 善忠
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
有澤 政義
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
井藤 貴司
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
黒谷 直志
横河商事株式会社
金児 和憲
岡本 喜信
岡本 喜信
ＪＮＩＥＤ ＢＡＣＨＡＲ
株式会社エフスタイル
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
ｍｏｂｉｌｅ ｓｅｖｅｎ株式会社
ｍｏｂｉｌｅ ｓｅｖｅｎ株式会社
柴田 裕司
株式会社ウィード
有限会社広興姫路

名

称
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https://beautyequipe-arrows.com/
https://wedgdress-arrows.com/
https://johnnys-arrows.com/
https://indmachine-arrows.com/
https://game-brother.com/
http://bouzan.jp
https://graph-oms.stores.jp
http://www.amazon.co.jp/shops/A30SNIV4SL30K9
http://store.shopping.yahoo.co.jp/outdoor-holoholo
http://threesnails.jugem.jp
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/naruto/
http://www.kk-ashida.jp
http://www.sky.sannet.ne.jp/gongtian_ming/
http://23.pro.tok2.com/~choraku/scoutingforboys/kadokado.html
http://www.fujitec-plus.com
http://kaeru-pc.com
http://kimamaya.shop-pro.jp/
http://www.resq-pc.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/antiq-cocoy
http://www.rakuten.co.jp/antiq-coco/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ｓａｎｄａｉｄｏｕｒａｋｕ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/１anｇhter
http://www007.upp.so-net.jp/yamame-nousagi/
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/
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://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=&marketplace
http://www.pc-az.com/
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://mk-meiko.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.suisei.biz/
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://car6932.com
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://ktmhp.com/hp/angelmarket-7
http://www.yokogawa.com/jp-ycl/
http://taisei1.com
http://homepage3.nifty.com/all-goods/
http://www.eonet.ne.jp/～kensetu
http://jnied.iinaa.net
http://www.free-run.jp/
http://knet.deca.jp
http://www.kanazawa-s.com/
http://www.3710corp.com
http://houjin.mo-7.net
http://kaitori.mo-7.net
http://mobileseven.info
http://ｓｐecialcycle.cart.fc2.com/
http://www.weed10.com
http://www.used-prefab.com
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許 可 証 の 番 号氏
第631551000070号
第631551000077号
第631551100008号
第631551100019号
第631551100030号
第631551100051号
第631551200013号
第631551200014号
第631551200017号
第631551200026号
第631551200045号
第631551200047号
第631551200054号
第631551200056号
第631551200056号
第631551200060号
第631551300005号
第631551300007号
第631551300012号
第631551300018号
第631551300025号
第631551300025号
第631551300027号
第631551300039号
第631551300051号
第631551400012号
第631551400017号
第631551400033号
第631551400039号
第631551500054号
第631551500055号
第631551600017号
第631551600025号
第631551600063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631551800041号
第631556700073号
第631557200021号
第631558300015号
第631559600060号
第631559800001号
第631559800001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631560900006号
第631560900008号
第631560900009号
第631561000006号
第631561100009号
第631561200006号
第631561300001号
第631561700012号
第631569200014号
第631569200014号
第631569200014号
第631569400031号
第631571500001号
第631571600002号
第631571600012号
第631571700002号
第631571700007号
第631600100058号
第631600300029号
第631600300036号
第631600300036号
第631600300036号
第631600300054号
第631600400020号
第631600400030号

名

又

は

名

永田 征子
野村 知子
谷内 俊夫
船越 宏行
安田 比佐志
栗間 稔
清谷 成生
堀江 政徳
荒井 美保
山内 立己
株式会社Ｆｕｊｉｉ
小山 真史
株式会社ＡＣＲ
後藤 彰
後藤 彰
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
赤松 建司
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
武田 幸子
俵迫 登四郎
長岡 清一
株式会社ＮＡＯ
細谷 秀樹
原 清和
田中 豪
株式会社アゲイン
石見 友美
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
GeoSales Japan株式会社
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
山中 慶子
山中 慶子
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
株式会社神戸車両商会兵庫南
髙橋 美恵
有限会社オオウチマリン
水澄 ひとみ
山西 秀和
株式会社ＢＡＴＳＵＧＵＮ
黒瀬株式会社
合同会社トイバンク
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
株式会社家道楽
株式会社Ｂeaver
アライドパワー株式会社
株式会社クレインフィールド
大崎 隆二
株式会社堀尾自動車部品
内海 宏誠
株式会社エコリング
株式会社エコリング
株式会社エコリング
株式会社ヤスヒラ
城山電子株式会社
坂口 泰文

称

平成30年6月30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://yes.shop-pro.jp
http://www.cache2web.com
http://nozomi-pc.eco.coocan.jp
http://www.g-head-motorcycle.com/
http://www.jsp-kakogawa.com/
http://www.rougepalette.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.dent-harima.net
http://www.acr-net.com
http://wind-surfing.biz/
http://www.basic-d.com/
http://www.fujicomp.co.jp
http://www.kyoeitsusho.co.jp
http://www.mushroom-tools.net
http://kakogawa-studio.shop-pro.jp./
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://art.shopselect.net
http://www.frosch911.jp
http://www.bb.banban.jp/nagaoka/
http://70collection.com
http://www.rakuten.co.jp/hh99/
http://www.calm7777.com
http://genki-store.jp/
http://knet.deca.jp
http://appu.a.laq.jp
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://www.geosalesjapan.com
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://navynet-pipi.com
http://piko-shop.com
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.keep9.jp/
http://www.atelier-heureux.com
http://genkimon.jp
http://www.kirumonoya.net
http://www.nageryannse.com
http://batsugun.jp
http://www.kurose-japan.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/crystal-navigation
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://www.iedouraku.com
http://wwwftp.eonet.ne.jp
famouscardealers.com
http://crane-field.com/
http://www.romeolynx.com
http://www2.memenet.or.jp/mhorio/
http://www.karinbook.com
http://www.eco-ring.com
http://ecoauc.com/client
http://ecoauc.com/client
http://www.yasuhira.com/
http://www.shiroyama.co.jp
http://www.h3.dion.ne.jp/~art-deco
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許 可 証 の 番 号氏
第631600400040号
第631600400050号
第631600400051号
第631600400064号
第631600400069号
第631600400070号
第631600400072号
第631600500014号
第631600500016号
第631600500017号
第631600500020号
第631600500025号
第631600500029号
第631600500034号
第631600500036号
第631600500041号
第631600500049号
第631600500050号
第631600500056号
第631600500073号
第631600500073号
第631600600004号
第631600600012号
第631600600025号
第631600600032号
第631600600042号
第631600700009号
第631600700031号
第631600700048号
第631600700052号
第631600700055号
第631600700062号
第631600700067号
第631600800010号
第631600800015号
第631600800029号
第631600800046号
第631600800052号
第631600800084号
第631600900004号
第631600900008号
第631600900011号
第631600900013号
第631600900016号
第631600900056号
第631601000003号
第631601000018号
第631601000078号
第631601100018号
第631601100088号
第631601200031号
第631601200045号
第631601200053号
第631601200092号
第631601300021号
第631601300024号
第631601300075号
第631601400022号
第631601400037号
第631601400039号
第631601400042号
第631601400076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631604901749号
第631605900213号
第631606900049号
第631607100001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

名

又

は

名

松浦 呂樹
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
富士スチール工業株式会社
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
住中 進
原田 洋孝
有限会社キャッチオール
日俣 隆弘
有限会社フォレスト
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
福本 紀久雄
長谷川 信吾
水田 淳一
有限会社CUORE
キンキ自動車株式会社
滝本 修司
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
川原 亜弥
有限会社Athome
藤川 徳彦
株式会社ＪＲＣ
田上 幸子
西村 尚一
株式会社４０２
株式会社前後前
株式会社ルネ・デュー
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
黒田 雅美
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
蜂谷 佳男
株式会社ＷＴＴ
北野 貴将
アイディックシステム株式会社
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
株式会社石本商店
株式会社ヤマトヤシキ
株式会社ひめじや
青田 正勝
株式会社伏見堂
淡井 敏明
橋本 公
株式会社文化堂
ジーピーエム株式会社
新井 春吉
有限会社バイクショップオオカワ
トヨタカローラ姫路株式会社

称

平成30年6月30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.uranus.dti.ne.jp/~tomnet/
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.fuji-steel.com/
http://www.y-kcm.co.jp/
http://hammer-price.jp/2806
http://www.faustdr.com
http://www.nejp/asahi/stubbom/racers/
http://www.techno-k.com/users/misumi/
http://www.6.ocn.ne.jp/~g-harada/
http://pop-beans.com
http://www.eonet.ne.jp/~r-style
http://www.eonet.ne.jp/~pcatwarket
http://www.himeji-kankyo.co.jp/
http://www2.memenet.or.jp/ticketpure/
http://www.juniper.jp/
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://irie.ocnk.net/.
http://homepage2.nifty.com/seascape-c/
http://www1.winkenet.ne.jp/~mijun
http://www.rakuten.co.jp/cuore/
http://www.kinki-company.co.jp
http://apis-auto.coron.jp
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.coelacanthantiques.com/
http://www.athome-soft.jp/
http://www.nino-mc.com
http://www.fk-jrc.com/
http://www.geocities.jp/m2happyw
http://www.isfactory.asia
http://www.402auto.net/index.html
http://www.zengozen.co.jp
http://www.lune-deau.com/
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&isAmazon
Fulfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A2VF
http://masamism.cart.fc2.com/
http://ibukiya.net
http://sk-g..jp
http://www.yumeoriyakata.com
http://www.shikky.jp
http://www.glanz-2656.jp
http://stｙle-bee.jimdo.com/
http://www.reparis.jp
http://mattari-zakka.com/
http://www.idick.co.jp
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
http://howmuch.jp
http://www.yamatoyashiki.co.jp
http://www.himejiya.net
http://www1.winknet.ne.jp/~aotasaikuru/
http://www.fusimido.com
http://www.americans.jp
http://www.miyako-gun.com/
http://www.m-bunkado.co.jp
http://www.gpm.co.jp/
http://www.pudock-jp.com
http://www.bike-ohkawa.co.jp/
http://www.c-himeji.jp/
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平成30年6月30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/
有限会社ファーストステップぱそす
http://www.pasosu.com/
有限会社シライパーツ
http://sparts.jp/
伊勢 勝彦
http://homepage2.nifty.com/stock0777/
神成 一志
http://www.equal-equal.com/
株式会社ＺＯＡ
http://www.zoa.co.jp/
ヤンマー舶用システム株式会社
http://www.yanmar-marine.jp/admin/indexes/menu
田中 宏昭
http://www.koolaupcific.jp/
緒方 一成
http://urban-wearshop.com
柴田 将人
http://haikara-kids.com
株式会社引越家マック
http://www.hikkoshiyamac.com
イエローツリー株式会社
http://www.yellow-shop.net
イエローツリー株式会社
http://www.yellowtree.jp
株式会社みなとのてんらんかい
http://www.minaten.com
アーベス株式会社
http://aves.jp/
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/
有限会社ウェブビレッジ
http://www.webvillage.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
安本 直樹
http://nyoldies.com
三木 正彦
http://chisanana.zerostore.jp
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/
軌保 秀作
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tamo-shop/
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
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
広畑日産自動車株式会社
http://www.hirohata-nissan.co.jp
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/
株式会社フジカワタイヤ
http://www.fujikawa-tire.com/
酒木 賢泰
http://ai-ko.jp
小林 洋一
http://todaygp.dip.jp/
株式会社蔵王
http://www.theou.co.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
大協建材株式会社
http://www.daikyo-k.biz/
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/
Rolly-Polly Japan
http://www.rolly-pollty.com
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
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/
木部 忠仁
http://www.geocities.jp/takkun-japan-limited/
粕谷 勇介
http://www.gomuno-ki.com

許 可 証 の 番 号氏
第631609600009号
第631609600011号
第631609600041号
第631609700048号
第631609900053号
第631610000015号
第631610000024号
第631610100034号
第631610500014号
第631610500019号
第631610600007号
第631610700018号
第631610700028号
第631610800008号
第631610800018号
第631610800018号
第631610800031号
第631610900001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631611100035号
第631611200001号
第631611200001号
第631611200002号
第631611300008号
第631611300008号
第631611300008号
第631611300015号
第631611300018号
第631611300034号
第631611500018号
第631611500018号
第631611500030号
第631611600004号
第631611600031号
第631611700002号
第631611700003号
第631611700003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631620700002号
第631620800013号
第631620900002号
第631621000002号
第631621000004号
第631621000005号
第631621100001号
第631621100004号
第631621100008号
第631621200005号
第631621200008号
第631621200010号
第631621300009号
第631621600005号
第631621600005号
第631621600015号
第631621700006号
第631621800006号
第631629600007号
第631629800010号
第631631200008号
第631631600001号
第631631700006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
第631640800008号
第631640800028号

名

又

は

名

称
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許 可 証 の 番 号氏
第631640900002号
第631641100011号
第631641100022号
第631641300006号
第631641300012号
第631641300017号
第631641400007号
第631641400011号
第631648300006号
第631650800005号
第631650850005号
第631650950004号
第631651100001号
第631651200001号
第631651200001号
第631651300001号
第631651300003号
第631657200002号
第631660200001号
第631660400006号
第631660500003号
第631660600001号
第631660600007号
第631660800005号
第631661000002号
第631661400002号
第631661400004号
第631661600002号
第631661600004号
第631661700001号
第631661700001号
第631661700003号
第631666200015号
第631669900006号
第631670800003号
第631671100002号
第631680700004号
第631680900004号
第631681200002号
第631681200005号
第631681350001号
第631681350003号
第631681500001号
第631681500001号
第631681500001号
第631681500001号
第631686300031号
第631700300002号
第631701100001号
第631701100002号
第631709400008号
第631709800005号
第631710600005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631741300001号
第631760150002号
第631761200003号
第631761300003号
第631800600003号
第631800600011号
第631800700008号
第631800900010号
第631801000001号
第631801000002号
第631801000003号
第631801000006号
第631801000006号
第631801100001号
第631801200005号
第631801200015号
第631801300005号
第631801500001号
第631801600005号
第631801700003号
第631801800003号
第631807200005号
第631807200005号
第631807200005号
第631810600002号
第631810600003号
第631810660001号

名

又

は

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
増谷 和生
粕谷 亜矢子
有限会社バンブーオート
株式会社スズキ販売西兵庫
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
株式会社ナウコーポレーション
疋田 健一
横家 正
亀井 義明
清水 隆雄
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
株式会社未来屋書店
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
合資会社金川工作所
有限会社エビス商会
ブルーベル株式会社
冨本 勲
株式会社ホームセンターアグロ
株式会社ワイルド
Ｄ－ＪＫ株式会社
椎葉 陽一
澤江 雅章
中谷物産株式会社
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
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
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
木村 一久
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
社会福祉法人さいか
ハバタック株式会社
高垣 茂光
北村 敏樹
淡路ブロードバンド株式会社
宮前 昌弘
淡路運搬機株式会社
株式会社ワントップ
株式会社ダイセイ
株式会社にしの
株式会社オアシス
久昌 均
久昌 均
株式会社新岡商店
小畑 慎史
株式会社シゲマル
宮地 利弘
合同会社Ａ－Ｒｅｖｏ
道添 雅好
藤原 伸隆
弓狩 健二
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
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

名

称

平成30年6月30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.tmdj.com
http://www.glamorous-guitars.net/
http://kokoroiki.shop34.makeshop.jp/
http://eternity-kaitori.com
http://www.tatsuno-eiseikousha.com/
http://honpo-vorozuya.com/
http://www.ventigre.com
http://www.bamboo-auto.com/
http://www.arena-nishihyogo.jp/
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://now.aioi.ne.jp
http://yoyo.ocnk.net/
http://www.shop-online.jp/setouchijidosya
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/hit_k_ka.html
http://mite2net.jp/
http://ｗｗｗ.ｋ-ｙanagihara.com/
http://www.cs501.jp/
http://www.h7.dion.ne.jp/~hvmo
http://www.akodantsu.com
http://www.miraiyashoten.co.jp
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
http://www.kanagawa-works.jp
http://www.ako-wai2.com/~ebisu/index.html
hppt.//store.shopping.yahoo.co.jp/pctokutoku
http://www.tomimoto-watch.com/
http://www.hardoff.co.jp
http://www.wild.co.jp/
http://www.d-jk.com
http://shop.latka-factory.com/
http://www/geocities.jp/racingteamsspeed/
hｔｔｐ://www.bansydo.com
http://gakkiplazarecord.sakura.ne.jp
http://ocarinahouse.sakura.ne.jp
http://piano-gakkiplaza.sakura.ne.jp
http://www.telemann-gakki.com
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.geocities.jp/esentrading
http://www.vertex-cars.jp
http://www.fureai-net.tv/value/
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
http://toyooka-saika.or.jp
http://www.kurumaya.biz/tajima/
http://www.takagakicycle.com
http://www.piazzaclassica.com
http://www.awaji-bb.jp
http://www.plumuangelic.com
http://www.unpanki.co.jp
http://www.bb-village.com
http://kannon-tobira.com
http://www.148246.com
http://oasis-mall.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/majesta87tonite
http://www.r-j-c.jp
http://n-lighting.com/
http://www.carsensor.net/shpnavi/305350001
http://www.shigemaru.jp/
http://www4.ocn.ne.jp/~okoto1/
http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/shimamon_push
http://www.eonet.ne.jp/～motogarage/
http://www.januspoint.net/
http://www.mulock.co.jp
http://dealer.honda.co.jp/hondacars-awaji/
http://primo.honda.co.jp/awaji/
http://www.dream-awaji.com/
http://www.poppo-doi/jp/
http://www.gao.tv/
http://0799.jp/
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許 可 証 の 番 号氏
第631810800002号
第631810860001号
第631811400002号
第631819700002号
第631819700002号
第631820400005号
第631820500002号
第631830700008号
第631831150001号
第631831600011号
第631831600011号
第631831700006号

名

又

下條 良太
ａｗａｔｓｕ株式会社
水谷 藍子
田中 正司
田中 正司
大村 裕一
森田 和幸
藤江 直也
波戸﨑 大助
グリーン制御有限会社
グリーン制御有限会社
村上 友治

は

名

称

平成30年6月30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://www8.plala.or.jp/candG/
http://www.awatsu.com
http://www.komamedou.com
http://store.shopping.yahoo.jp/sunwood/anst
http://www.atc.ne.jp/user/ans/
http://www.atc.ne.jp/user/singen2/
http://www.workgroup.ne.jp/
http://fs-factory.secret.jp
http://outburn.jp/
http://www.green-st.net/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/green-st/
http://wwwamazon.co.jp

