最終更新：平成30年1月31日

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
・このページでは、古物営業法第８条の２（本ページ末尾に条文を掲載しております。）の規定に基づき、ホームページを利用して古物取引を
行う古物商の許可証番号、氏名又は名称、ホームページのＵＲＬを掲載しています。
・許可を受けた古物商は、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのＵＲＬを届け出ることになっています（古物
営業法第５条第１項第６号、第７条第１項）。したがって、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者は、古物
営業法に違反しているおそれがあります。
・ただし、許可を受けた古物商から届出があった後、このページに届出内容が掲載されるまでには一定の日数が必要なため、このページに
掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者が、直ちに違法な業者であるとは限りません。
なお、本件に関する問い合わせは岡山県警察本部生活安全企画課営業係へ電話（０８６－２３４－０１１０ 内線３０３４、３０３５）してくださ
い。

許可証の番号

氏名又は名称

古物営業法第５条第１項第６号に規定する文字、番号、記号
その他の符号（ホームページのＵＲＬ）

更新年月日

第721130001258号 岡山スズキ自動車（株）

http://www.okayamasuzuki.co.jp

平成26年10月29日

第721100001388号 （株）丸文

http://www.marubun-car.co.jp

平成16年1月16日

http://www.bj-otaka.com/

平成15年10月15日

http://store.shopping.yahoo.co.jp/zeniya-shop

平成27年9月30日

第721010003245号 （有）三崎質店

http://www.misaki-sititen78.ecnet.jp

平成21年6月25日

第721240003262号 （株）もとい

http://dealer.honda.co.jp/hondacars-ibara

平成21年6月25日

第721010003000号 （株）ぜにや

http://ucari.mitsubishi第721010004259号 岡山三菱ふそう自動車販売（株） fuso.com/ucar1/internetVehiclesSearch.do?method=getInternetVehic 平成20年4月2日
leSearchJsp&firstTimeS510=ture
第721240005426号 ヤマムラ（株）

http://www.yamamura-k.net

平成15年10月15日

第721280006425号 コマツ美作（株）

http://www.wow-kenki.com/

平成27年6月23日

第721020007464号 （株）ヒラタ

http://www.k-hirata.co.jp

平成28年3月30日

第721090007824号 板谷 暎

http://www12.ocn.ne.jp/~ibs46572/

平成16年1月16日

第721130007844号 （株）ヤマネモータース

http://www.yamane-motors.co.jp

平成16年1月16日

第721130008539号 森石 知治

http://www.ysp-om.com/

平成18年6月7日

第721130008663号 （株）クルマヤ

http://www12.ocn.ne.jp/~kurumaya/

平成15年12月12日

http://mall.tamarun.jp/

平成26年6月25日

第721010008932号 （有）井口

http://www.lancetta.co.jp

平成23年8月18日

第721220009740号 阪本 光雄

http://www.kosho.ne.jp/~akagi/

平成21年9月30日

第721020009879号 （有）戸田屋モータース

http://www.mjbike.com/ubike/sch_shop.asp?code=609

平成16年8月9日

第721130010072号 （株）カートップ

http://www.cartop.co.jp/

平成16年4月8日

第721130010340号 沖光 隆彦

http://www.bhcomet.com/

平成16年1月16日

第721130008853号

両備ホールディングス
（株）

第721010010526号 綜合商社国際ミネル（株） http://minerugroup.com/

平成25年10月2日

http://katana-ando.co.jp/

平成18年2月6日

http://www.ajas.jp/

平成18年2月6日

第721010010595号 （株）安東貿易

第721060010628号 （株）こだま楽器

http://www.kodamagakki.com/

平成20年5月22日

第721130010722号 （有）ダイマル自動車

http://www.eurocar-daimaru.co.jp/

平成15年12月12日

第721090010929号 （有）カルマトップ

http://www.mach-shaken.com

平成16年1月16日

第721280011169号 （株）パドック

http://www.paddock-air.com/

平成18年8月1日

第721050011472号 岡﨑車輌部品（株）

http://www.okazaki-s.com

平成21年12月25日

第721100012077号 （株）スズキ自販関西

http://www.sj-kansai.jp

平成24年2月7日

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

平成20年3月19日

第721100012182号 (株）高麗堂

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/koraidokk.html

平成28年6月28日

第721300012932号 池田 洋三

http://www.pdns.co.jp

平成26年3月19日

第721120012933号 山口 直人

http://motor.geocities.jp/bikebokann/

平成20年1月10日

第721090012946号 田中 美穂

http://homepage3.nifty.com/mushi-b/

平成17年12月12日

第721010013106号 カラテック（株）

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

平成26年5月16日

第721020013170号 （有）イムサ

http://www.e-imsa.com

平成21年7月25日

第721020013360号 （有）ピアノファクトリー

http://www.pianofactory.co.jp/

平成19年3月22日

第721020013384号 （株）遊プランニング

www.444466.com

平成17年3月8日

第721020013540号 山元幹雄

http://www16.ocn.ne.jp/~fu5511jp/

平成18年3月7日

第721020012152号

三井住友
ファイナンス＆リース（株）

第721020013710号 （株）ホンダ四輪販売岡山 http://www.hondacars-okayama.co.jp/

平成18年10月30日

第721020013724号 ケイエスケイ自販（株）

http://www.ksk.ecnet.jp

平成16年1月16日

第721090013738号 東中国スズキ自動者（株） http://tochu-suzuki.jp/

平成23年7月25日

第721020013743号 昭和ホンダ販売（株）

http://www.mjbike.com/ubike/sch_shop.asp?code=613

平成16年3月3日

第721020013746号 岡山ダイハツ販売（株）

http://oka-daihatsu.co.jp/

平成26年12月26日

第721020013760号 岡山トヨペット（株）

http://toyota.mediagalaxy.ne.jp/toyopet/P017/index1.html

平成17年5月18日

第721020013761号 トヨタカローラ岡山（株）

http://www.toyota.co.jp/corollaokayama/

平成16年2月13日

（株）サンヨーオートセン
第721060013794号 ター

http://campbell-okayama.com

平成22年8月30日

http://sanyo-auto.co.jp/

平成22年8月30日

第721130013811号 ネッツトヨタ山陽（株）

http://netz-sanyo.co.jp

平成16年8月9日

第721020013863号 岡山トヨタ自動車（株）

http://www.okayamatoyota.com

平成16年3月3日

http://www.touken-sato.com/

平成19年3月19日

http://www.touken-sato.com/kaitori

平成29年6月30日

http://katananokura.jp

平成29年6月30日

https://www.j-sword.net

平成29年6月30日

第721130013885号 ネッツトヨタ岡山（株）

http://www.netzokayama.com/

平成27年7月30日

第721130013913号 （株）シティライト

http://www.city-light.net/

平成15年10月15日

第721120014012号 （有）サンオート

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

平成26年5月16日

第721090013882号 佐藤 均

第721130014023号 （株）カーセンターカワサキ http://www.cck.co.jp/

平成15年10月15日

第721280014069号 （株）ホンダカーズ津山

http://www.hondacars-tsuyama.co.jp/

平成18年8月14日

第721060014097号 山陽ヤナセ（株）

www.s-yanase.co.jp

平成17年5月18日

第721040014098号 （有）Ｋ．Ｍ．Ｔ

http://www.kmt1.com/

平成25年8月29日

第721020014172号 （株）チコ

http://www.chicoclimax.com/

平成19年10月18日

第721010014283号 （株）梅木商会

http://www.umeki-shokai.co.jp/index.html

平成16年1月16日

第721280014359号 （有）中島書店

http://nakashima-shoten.com

平成29年11月30日

第721260014412号 （有）真壁商会

http://www.makabesyoukai.co.jp/

平成16年12月15日

第721090014464号 古野 麻由子

http://m-kanjiya.com

平成27年4月30日

第721100014510号 （株）山田車両

http://www.yamada-co.jp/

平成18年3月7日

第721110014632号 （有）玉屋

http://www.rakuten.ne.jp/gold/vector-tamashima/

平成26年11月26日

第721130014667号 （有）システムトレード

http://www.systemtrade.co.jp/

平成16年8月9日

第721090014669号 モトフリーク（有）

http://www.motofreak.co.jp

平成16年1月16日

第721050014754号 （有）熊商

http://www.kumatan.net

平成19年2月15日

第721280014776号 松川商事（株）

http://www.hardoff.co.jp

平成25年12月9日

http://www.e-gauc.com
http://www.glv.co.jp/

第721130014908号

（株）ガリバー
インターナショナル

http://www.221616.com

平成15年12月12日

http://www.55g.jp
http://www.ecars.co.jp
http://www.gao.tv

平成16年12月15日

第721070015024号 土井 康

http://ww3.tiki.ne.jp/~crystal

平成16年1月16日

第721290015073号 高山 雅子

http://kokochi.net/

平成19年9月19日

第721290015226号 （有）

http://www.pdns.co.jp

平成26年2月10日

第721010015372号 植木 恵司

http://www3.ocn.ne.jp/~c-seihou/index.html

平成16年10月1日

第721080015471号 （有）ブックメイト

http://www.bookmate-net.com/

平成16年1月16日

第721130015474号 岡本容器（株）

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

平成26年5月16日

第721130015543号 （株）コルセ

http://www.chorokichi.co.jp/

平成15年12月12日

http://www.ecodrive-jp.com/

平成25年12月9日

http://www.rakuten.co.jp/eco-drive/

平成25年12月9日

第721020015850号 （株）トライテックス

http://www.car-channel.co.jp/

平成16年2月13日

第721010015913号 （株）ファントゥ

http://text-pon.com/

平成26年11月26日

第721060016281号 （株）ジャックネット

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/kaitorino1jacnet5.html 平成25年12月9日

第721130016500号 ＮＹＣ（株）

http://www.nyc-inc.jp

平成16年1月16日

第721280016604号 （株）河本電機

http://www.hardoff.co.jp

平成25年12月9日

きはんトライアングル興業

第721010015650号 大賀 猛

第721090016607号

ユニバーサルシステムズ
http://www.pdakobo.com
（株）

平成16年8月9日

http://doguya.com
http://office18.jp
http://designers18.com
http://gakki18.com
http://cycle18.com
第721100016778号 （有）ウイルパワー

平成26年6月25日
http://kinpura18.com
http://huyouhin.jp
http://otokomae18.com
http://kimono18.com
http://doguya.jp

第721010016991号 波多野 勝道

http://www.kiwame.jp/

平成18年4月7日

第721010017001号 （株）ベクトル

http://vector-park.jp

平成28年11月24日

第721090017123号 （株）タツシン

http://www.kura.net/tatsu

平成15年12月12日

第721020017177号 （株）プログレッソ

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/progresso_web_store.html

平成24年11月27日

http://www.tackleberry.co.jp/

平成18年11月29日

http://b-net.tackleberry.co.jp

平成21年5月22日

http://b-net-mobile.tackleberry.co.jp

平成23年10月27日

第721090017283号 （株）ＲＣヨコタ

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

平成26年11月26日

第721130017350号 （有）モーツァルト

http://mozart-piano.com

平成16年10月1日

第721110017370号 （有）アップタウンネット

http://www.uptown-net.com

平成17年1月20日

第721130017382号 高橋 純明

http://ww32.tiki.ne.jp/~junmei/chai/

平成16年5月12日

第721010017422号 兼井 辰生

http://just.st/7111242

平成19年3月22日

第721290017424号 道廣 義博

http://kiandou.web.fc2.com

平成24年8月6日

第721020017506号 （有）住人十彩

http://www.saku-la.com/

平成16年6月11日

第721010017513号 (株)ほんぢ園

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

平成25年8月29日

第721020017523号 スズキ岡山販売（株）

http://suzuki-okayama.jp/

平成19年3月22日

第721070017540号 藤田 恵子

http://www.susie-imports.jp/

平成16年7月15日

第721020017581号 （有）備前美術

http://bizen-yaki.com

平成16年8月9日

第721040017629号 塩尻 真弓

www.antique-nuance.com

平成16年11月10日

第721020017677号 （株）プロツァースポーツ

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

平成25年4月11日

第721090017687号 （株）カイカ

http://store.shopping.yahoo.co.jp/gallery-kaika

平成26年7月23日

第721280017719号 （有）吉田楽器店

http://www.yoshidagakki.co.jp

平成16年11月10日

第721240017720号 山名 緑

http://www.ibara.co.jp/shop/

平成17年3月8日

第721130017245号

（株）タックルベリー

第721120017789号 （有）オフィスソリューション http://www.mutenpo.com

平成16年11月10日

第721090017804号 芦田 淳

平成17年8月23日

http://syunka-syu-tou.com

第721130017844号 （有）プラスワン

http://www.plus1-airi.com/

平成21年7月27日

第721300017847号 島田 幸江

http://www.cyerry.net/~nakashima/

平成17年4月13日

第721070017870号 ウーマクビート（有）

http://www.tankendou.com/

平成17年3月8日

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

平成19年11月1日

http://www.toner-ex.com/

平成19年11月26日

第721280017948号 影山 秀幸

http://morinokoubou.cocolog-nifty.com/blog/

平成20年6月19日

第721080018007号 本屋 浩太

http://doujinshop.net

平成24年9月4日

第721040018027号 岸本 啓助

http://www.pc-exe.net

平成17年5月18日

第721020018042号 （株）光洋製作所

http://www.koyokk.com/

平成18年4月28日

第721070018050号 根木 慶太郎

http://www.451books.com/

平成17年8月23日

第721280018069号 （株）エックスランド

http://www.x-land.jp/

平成19年2月7日

第721020018094号 石野 芳明

http://www.ishino-ya.com

平成21年9月30日

第721110018102号 （有）イープラザ

http://www.rakuten.co.jp/e-copy/

平成18年9月28日

http://bella-m.com/

平成18年1月20日

http://www.oruri.jp/019bella.html

平成18年6月7日

http://willow.stweb.jp/

平成19年2月2日

http://www.yanmar-marine.jp

平成22年9月30日

http://mrpjapan-sh.sv1.allin1.jp/

平成17年12月12日

http://www.shop-niche.co.jp/

平成18年1月20日

http://store.shopping.yahoo.co.jp/niche-express

平成26年3月19日

第721080018267号 岡野 真理

http://www.tentemari.net/

平成18年1月20日

第721100018317号 （株）ヤマダ

http://www.yamada-g.co.jp/itsection/index.html

平成17年12月12日

http://www.8190.co.jp/

平成18年12月25日

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/ik_mc.html

平成21年8月28日

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/ikmotorcycle.html

平成21年8月28日

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile//bikeoh01.html

平成21年8月28日

第721020017927号 （有）オフィスクリエイト

第721120018137号 牧野 民枝

第721040018157号 柳島 広明
第721010018176号

ヤンマー舶用システム
（株）

第721280018224号 （有）城南介護センター

第721270018247号 （株）ニッチ

第721020018354号

（株）バイク王
＆カンパニー

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile//bikeoh_direct_shop.html 平成21年8月28日

https://www.8190.jp
平成27年11月30日
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bikeo-ds-shopping
第721110018418号 七島商事（有）

http://www.cat-a-lyst.com/

平成18年2月6日

第721080018425号 （株）エルベ

http://www.oka-fb.com/

平成18年3月7日

第721120018426号 （有）Ｎ＆Ｋ

http://store.shopping.yahoo.co.jp/n-and-k

平成26年11月26日

第721120018453号 阿部 達也

http://colorsteering.web.fc2.com/

平成18年4月7日

第721090018455号 諏訪 貴之

http://fc-a.com/

平成18年4月28日

第721280018513号 八木 誠二

http://nikonikogarakuta.web.fc2.com/

平成20年4月21日

http://www.step-1.net/recycle/

平成18年4月7日

http://store.shopping.yahoo.co.jp/step1-yh

平成26年6月25日

第721070018515号 若林 翔

http://www.shop-online.jp/ms/

平成18年7月3日

第721090018535号 岡本幸恵

http://darkapril.net

平成19年2月2日

第721020018622号 山口 浩子

http://muku.shop3.makeshop.jp/

平成18年8月14日

第721070018631号 池田 法子

http://www.jijibaba.jp/

平成19年1月19日

第721040018653号 （株）山陽こだま楽器

http://ww32.tiki.ne.jp/~sanyoukodama/

平成18年8月1日

第721090018671号 （有）くーるかーむ

http://www.figure-bangbang.com/

平成18年8月1日

第721270018749号 筏 康治

http://reuseshophara.com/

平成19年2月23日

http://j-mifune.com/

平成25年5月17日

http://store.shopping.yahoo.co.jp/j-mifune/

平成25年5月17日

第721120018514号 （有）ステップワン

第721100018753号 （有）ジュ・タドールみふね

第721130018759号

（有）ジュエリークラフト山
http://www.j-yamaji.com/index.html
路

平成18年10月30日

第721020018760号 （株）ＺＥＡＬ．Ｇ・Ｐ

http://e-zeal.jp/

平成18年10月30日

第721130018814号 (株）チャレンジ

http://otakarastore.jp

平成26年10月29日

第721210018819号 竹内 好香

http://ww91.tiki.ne.jp/~art-who/

平成19年1月4日

http://takara.net/

平成18年12月25日

http://sunnynet.ad.jp/

平成18年12月25日

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

平成27年6月23日

http://infwens.jp

平成28年4月27日

第721090018866号 （有）オルテック

http://www.olteck.jp/

平成19年6月15日

第721020018979号 三宅 志朗

http://www.geocities.jp/papadereina/

平成19年5月14日

第721110018991号 家守 修治

http://www.tamatele.ne.jp/~kemori_a/koomoku/k7/newpage2.htm

平成19年4月3日

第721090018993号 ランクルフレックス（株）

http://www.flexnet.co.jp/

平成19年4月10日

第721090019007号 岡本 初美

http://fukinashi.ocnk.net/

平成19年4月16日

第721020019011号 高橋 勇一

http://www16.ocn.ne.jp/~woodclub/

平成19年7月17日

第721130019025号 藤原 秀元

http://www.rakuichi-jp.com/

平成19年5月14日

http://www.garakutas.com/

平成19年5月22日

http://garakutas.jp/

平成19年5月22日

http://wear.garakutas.jp/

平成19年5月22日

http://t-shirt.garakutas.jp/

平成19年5月22日

http://label.garakutas.jp/

平成19年5月22日

http://garakutas.net/

平成19年5月22日

http://t-shirt.co.jp/

平成19年5月22日

第721260019037号 宮脇 保夫

http://yasuragi-oukoku.com/

平成20年6月26日

第721060019056号 井上 純一

http://icn-jp.com/

平成19年5月17日

第721110019094号 （株）ホットチェア

http://www.hotchair.co.jp/

平成19年8月10日

第721100018833号

サニーネット
テクノロジィ（有）

第721090018859号 （株）インフィス

第721080019027号 合資会社ガラクタス

第721120019105号 藤岡 信太郎

http://www.autogaragek4.com/

平成19年6月18日

第721250019117号 山下 亜未

http://www.sumiya-company.com

平成19年6月26日

第721020019141号 （有）アイディールネット

http://www.auction-hiroba.com/

平成21年3月25日

第721090019161号 眞鍋 千恵子

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

平成19年10月22日

第721020019184号 三好 輝尚

http://nao.vc/

平成19年8月29日

第721130019186号 ㈱メンテナンス山陽

http://www.tech-world.co.jp

平成22年12月13日

第721280019188号 河本 数世

http://sot-skoj.ocnk.net/

平成26年9月26日

第721210019216号 矢野 誠

http://www.trust233.com

平成23年3月17日

第721080019247号 堀尾 洋子

http://www.rare-mall.com/

平成19年12月18日

第721020019250号 西日本三菱自動車販売（株） http://www.nishinihon-mitsubishi-motor-sales.com

平成26年8月25日

第721010019296号 （株）ライフプランニング

http://josuian.com/

平成20年1月10日

第721020019302号 （株）KRG

http://www.krg-j.co.jp/

平成20年1月16日

第721130019307号 藤原 光啓

http://www.ys-hashimoto.com/index1.htm

平成20年1月10日

第721240019366号 吉原 正敏

http://www.braintechno.com/kikoudo/

平成20年3月6日

第721130019388号 （株）シンク

http://www.golfdo.com/

平成20年3月24日

第721020019390号 （株）ネットメイト

http://www.netmate-net.com/

平成20年2月1日

第721020019396号 パソラ（株）

http://www.pasora.net/

平成20年2月4日

http://www.rakuten.co.jp/nishikiya-ami/

平成21年9月30日

http://store.shopping.yahoo.co.jp/kimono-nishiki

平成26年2月10日

第721090019430号 石黒正子

http://www.ne.jp/asahi/hana/makura/

平成20年4月9日

第721290019450号 すみれ不動産（株）

http://www.megaegg.ne.jp/~hallo-1/tooldeegg/

平成20年10月24日

http://www.ticket-japan.com/

平成20年4月10日

第721120019485号 （株）キースアンディ

http://keithandy.com/

平成20年8月22日

第721280019489号 田渕 重紀

http://kodawaribito.ocnk.net/

平成20年4月24日

第721020019493号 いろは堂（株）

http://irohado.co.jp/

平成20年7月8日

第721090019519号 （株）エーゼット

http://www.kaitorijapan.jp/

平成20年7月8日

第721010019552号 大寺 浩志

http://www.ootera.net/shoin/

平成20年6月26日

第721090019554号 恒石 和代

http://coro-net.net/

平成20年9月5日

第721220019419号 （有）錦屋

第721020019470号

アジア・ネット・サービス・
インターナショナル（株）

第721020019564号 （株）ホンダドリーム中四国 http://www.dream-chushikoku.co.jp/okayama/

平成20年7月10日

第721110019568号 眞田 章伸

http://www.kurashikipowerboat.com/

平成21年12月25日

第721130019616号 （株）製紙原料佐藤商店

http://www.myfavorite.bz/satoshoten/

平成20年9月5日

第721090019619号 （株）ワンズカンパニー

http://www.ones-net.com/

平成20年8月11日

第721110019649号 （株）WIN

http://www.arisproject.com/

平成20年8月22日

第721130019674号 （株）インテックス

http://www.intex-kk.com/

平成20年10月1日

第721090019679号 （株）ダイイチミシン

http://www.daiichi-mishin.jp/

平成20年10月24日

第721130019690号 笹谷 忠史

http://www.rushout.jp/

平成20年10月1日

第721110019701号 中嶋 洋

http://www5a.biglobe.ne.jp/~arkadia5

平成20年11月10日

第721020019735号 塩野 正弘

http://mr-planning.com

平成20年11月10日

第721110019742号 （有）エスジーアイ

http://ww9.tiki.ne.jp/~sgi-corp/

平成20年10月24日

第721290019750号 大森 和夫

http://www.bf-aida.com

平成20年11月21日

第721080019751号 （株）ダイレック

http://atmosphere1110.web.fc2.com/

平成22年9月30日

第721210019756号 柴田 裕紀

http://gftmanagement.web.fc2.com/

平成20年11月10日

第721290019764号 小坂 慎吾

http://nitos.biz/

平成21年6月25日

第721130019769号 金 栄道

http://www.value-ex.com

平成21年4月27日

第721090019772号 （株）ダイヤモンドマテリアル http://www.goldroger.com/

平成25年5月17日

第721070019773号 浮田 真介

http://www.kct.ne.jp/~unosuke

平成20年12月10日

第721020019778号 （有）エイペックス

http://apex-no1.com/

平成20年12月24日

第721090019804号 （株）金剛測機

http://www.kongosokki.co.jp

平成21年4月8日

第721090019820号 小野 千鶴

http://www.miharaono.com/mobook/

平成21年1月23日

第721020019829号 （有）パワーハウス

http://www.power-house.jp

平成21年2月10日

第721080019889号 片山 幸一郎

http://nanndemonn.com

平成22年11月12日

第721020019909号 （株）リ・ライフプロデュース http://www.relife-pro.com

平成21年6月25日

第721290019919号 丸山 拓己

http://pc-rise.net

平成21年4月8日

第721090019922号 （有）日南電設

http://www.nichinan-densetsu.co.jp

平成21年4月27日

第721110019975号 森元 美香

http://little-swallow.com/

平成21年4月27日

第721130019977号 エクサス（株）

http://www.exsasit.co.jp/secondhand.html

平成21年4月27日

第721010020007号 （株）ナガワ

http://www.nagawa-group.co.jp

平成21年8月28日

第721020020016号 丸和商事（株）

http://www.maruwasyouji.com/

平成23年1月24日

第721300020018号 平井 誠史

http://tukimiyahime.petit.cc/

平成21年6月25日

第721060020030号 （株）山陽電測

http://www.sanyodensoku.co.jp

平成21年9月30日

第721280020040号 前田 登美男

http://maeden.ina-ka.com

平成22年1月27日

第721070020044号 テクニカル（有）

http://www.lead-net.jp

平成21年7月27日

第721130020046号 （株）クロノコーポレーションhttp://www.carsense.jp/

平成21年8月28日

第721280020050号 （株）クレディアトレーディング
http://crediatrading.open365.jp

平成21年6月25日

第721030020068号 衛藤 廣隆

http://www15.ocn.ne.jp/~kazekiki

平成21年7月27日

第721080020069号 (株)王子マリーナ

http://www.h4.dion.ne.jp/~ojmarina

平成22年10月26日

第721130020093号 コマツ建機販売（株）

http://www.komatsu-kenki.co.jp

平成22年8月30日

第721110020096号 （株）原田文栄堂

http://www.labo-net.co.jp

平成21年12月25日

第721110020111号 大饗 誠士

http://www.asahi-net.or.jp/~AQ8M-OOAE

平成21年7月27日

第721010020126号 ｵｰｼﾞｰ技研（株）

http://www.og-refurbish.com

平成26年7月23日

第721090020132号 (株)ビーエスシー

http://blacksmithco.jp

平成22年11月12日

第721090020156号 （有）南風工業

http://www8.ocn.ne.jp/~nanpu/

平成23年7月25日

第721210020157号 柳澤 勇

http://www.select-gr.com/car

平成23年9月27日

第721110020171号 （株）ＭＥＩＳＴＥＲ

http://meister-corporation.com

平成22年3月31日

第721020020194号 （株）大廣製作所

http://www.oohiro.co.jp

平成21年11月30日

第721010020195号 （株）ティーケーカンパニー http://www.tk-company.co.jp

平成21年12月25日

第721130020338号 山口 泰生

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

平成26年6月25日

第721020020242号 ｅ-ｓｅｌｅｃｔ（株）

http://store.shopping.yahoo.co.jp/kaitori-honpo

平成26年5月16日

http://www.a-pachinko.com

平成21年11月30日

http://www.a-slot.com

平成21年12月25日

http://www.a-pachislo.jp

平成22年2月25日

http://store.shopping.yahoo.co.jp/a-slot

平成26年3月19日

http://home-slot.net

平成27年4月30日

第721010020304号 （株）サンキュー

http://www.kk-thankyou.jp/

平成23年2月17日

第721100020308号 （有）ナカダサービス

http://nakada-service.co.jp/

平成22年1月27日

第721020020322号 高木 基博

http://www.anzen-san.com

平成22年3月31日

第721020020360号 久保 忠雄

http://abundant.jp/i-shop

平成23年2月17日

第721130020372号 （株）フィールキャスト

http://www.kaitorimax.com

平成24年3月1日

第721250020380号 日野 教純

http://www.wakain.com

平成24年3月1日

第721080020249号 （株）ＪＥＴ ＳＱＵＡＲＥ

第721090020409号 合同会社Ｇａｒａｇｅ Ａｎｇｅｌ http://www.garage-angel.jp

平成22年2月25日

第721010020415号 （株）アークコアエレベータ http://www.kawasaki-police.com/7mary

平成22年3月31日

第721080020421号 岡野 茂

http://www5b.biglobe.ne.jp/~s_okn/c_index.htm

平成22年11月12日

第721020020430号 三共精機（株）

http://www.sankyo-seiki.com/

平成22年8月30日

第721020020460号 檜垣 孝博

http://www.kaitori1.net

平成22年5月7日

http://store.shopping.yahoo.co.jp/miku-collection

平成25年8月29日

http://store.shopping.yahoo.co.jp/okasei01

平成26年11月26日

第721020020489号 （有）ケー・ワイシステム

http://system-ky.net/

平成22年6月4日

第721010020503号 （株）アールエコ

http://www.sunmotors-recycle.com/

平成25年2月20日

第721210020532号 別府 晃弘

http://www.g-beppu.com

平成22年6月4日

http://www.testers.jp//

平成22年7月12日

第721110020540号 山本 武史

http://web.archive.org/web/*/http://www.reuren.net/

平成23年7月25日

第721130020544号 寺島 建樹

http://pro-toner.net

平成22年8月30日

第721020020545号 中川 彰

http://www.fausto-segno.com

平成22年9月30日

第721120020652号 梶原 洋平

http://kajiwara.gonna.jp/

平成22年10月26日

第721060020480号 オカセイ（株）

第721100020533号

（株）MIYAKI
CORPORATION

第721020020655号 （株）Ｇ-７デベロップメント http://store.shopping.yahoo.co.jp/7plan

平成25年4月11日

第721010020671号 山本 あかね

http://tuchinokodou.com

平成23年2月17日

第721240020684号 池田 美壽

http://www.kyouwa-kikai.com

平成22年9月30日

http://smile2han.com/

平成22年11月12日

http://akisuke.net/

平成22年11月12日

http://eco107.jp/

平成22年11月12日

http://store.shopping.yahoo.co.jp/eco107

平成26年3月5日

第721280020727号 厨子 正三

http://symms.fine.to

平成22年11月12日

第721010020731号 （有）プライウッド

http://plywood.ocnk.net/

平成24年4月2日

第721010020733号 山下 里志

http://www.akario.biz/

平成22年11月12日

第721020020739号 三宅 妙子

http://tiha.cart.fc2.com/

平成22年10月26日

第721130020749号 (株)レグルス

http://www.happyisland-marine.com

平成22年11月12日

http://www.tryangle-sys.com

平成22年11月12日

http://store.shopping.yahoo.co.jo/tryangle-sys

平成26年5月16日

第721010020790号 オリックス自動車（株）

http://www.orix.co.jp/auto/

平成23年2月17日

第721020020815号 （株）ＲＩＺクリエイト

http://www.1048.me

平成23年2月17日

第721040020824号 （株）アース

http://recycle-earth.jp/

平成23年1月24日

第721020020825号 （株）Ｒｅｃｓ２４

http://www.recs24.com/

平成23年2月17日

第721020020898号 山本 祥子

http://affection.cart.fc2.com/

平成23年12月27日

第721010020920号 伊 泰代

http://www.syinsyin.jp

平成23年4月25日

第721020020927号 （株）ＫＧ情報

http://www.kg-net.co.jp/

平成23年10月27日

第721130020940号 福井 葉子

http://www.1toner.net

平成23年9月27日

第721110020965号 岡本 佑樹

http://www5.ocn.ne.jp/~carshop/

平成23年6月20日

第721020020995号 石本 均

http://nekomatadou.jorougumo.com/

平成23年7月25日

第721100021026号 洪 千賀子

http://www.rakuten.co.jp/arabasta2011/

平成23年6月20日

第721010021056号 髙橋 あや

http://kiounibooks.com/

平成23年12月27日

第721070021066号 （株）ピエンサ

http://www.piensa.jp

平成23年12月27日

第721090020693号 與田 貴彰

第721100020758号 山崎 徳士

http://www.rakuten.ne.jp/gold/comi-choku/
http://shopping.geocities.jp/comi-choku/index.html
第721010021094号 （株）パーツ

http://www.comi-choku.com/

平成27年11月30日

http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/comichoku
http://www.dena-ec.com/user/28277666
第721130021099号 ＡＬＯＨＡ＆ＳＴＹＬＥ（有）

http://shop.aloha-life.jp/

平成23年10月27日

第721100021119号 （株）ＥＰＲＯＭ

http://tiara-go.com

平成23年9月27日

第721020021142号 ハワイアンスタイル（株）

http://hawaiianstyle.co.jp

平成23年8月18日

第721130021173号 阿南 亜矢

http://www.wrap-film.com

平成23年10月27日

http://www.ebooks-wing.com/

平成23年9月27日

http://www.furuhon-kaitori.net/

平成28年2月26日

http://komadori.jp.net/

平成28年2月26日

http://store.shopping.yahoo.co.jp/komadori-jp

平成28年2月26日

第721040021182号 中山 博喜

http://www.pros-online.jp/
第721070021187号 プロス㈱

平成26年8月25日
http://store.shopping.yahoo.co.jp/pros-online

第721210021244号 山蔭 利勝

http://omomuki810.web.fc2.com

平成23年11月28日

第721020021271号 三洋エンジニアリング（株） http://www.sanyo-eng.co.jp

平成24年2月7日

第721020021279号 （株）マックスガイ

http://www.the-gold.jp

平成25年4月11日

第721030021311号 楠戸 佳奈子

http://maruko.xb.shopserve.jp/

平成23年12月27日

第721090021342号 フレックスオート（株）

http://www.flexauto.co.jp/

平成24年2月7日

第721030021343号 大内 茂

http://as-book.com

平成24年1月13日

第721020021351号 李 元義

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

平成25年6月20日

第721220021360号 花本 二朗

http://kitagimarina.web.fc2.com

平成24年4月2日

第721100021369号 （株）レック

http://0009.co.jp

平成24年3月1日

第721100021384号 小橋 彦治

http://www.shop-online.jp/keigetudou/adm

平成24年3月1日

第721130021393号 （有）若林

http://wakabayashi-jewel.co.jp/

平成24年5月9日

第721130021400号 ㈱エヌディエス

http://www.tiki.ne.jp/mobile/hanbai/

平成26年2月10日

第721090021408号 河口 孝徳

http://kurashiki.otakaraya.net

平成24年6月27日

第721130021431号 喜多商事（株）

http://www.cco.ne.jp/piano-k/

平成24年4月2日

第721250021434号 佐棟 恵美

http://shop-online.jp/honey/

平成24年5月9日

第721110021450号 （株）あうる

http://owl-music.ocnk.net

平成24年6月27日

第721010021460号 （株）ソフマップ

http://www.sofmap.ｃom

平成24年5月9日

第721130021479号 大掛 茂

http://p-monde.ocnk.net/

平成24年6月27日

http://www.kanmoninternational.com

平成24年5月9日

http://www.usedjapanesebikes.com

平成24年5月9日

第721120021493号 （株）はなまる

http://www.hanamaru870.jp

平成24年5月29日

第721130021497号 井上 英樹

http://ujokosho.sakura.ne.jp/

平成24年5月29日

http://medio.bz/

平成24年5月29日

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

平成28年12月21日

http://www.rushout.jp/

平成24年6月27日

第721280021490号 ㈱関門インターナショナル

第721020021522号 （株）ドリスピ

第721130021541号 ＳＳＹ（株）

第721010021544号 東岡山空調サービス（有） http://www4.oninet.ne.jp/cocoro/

平成24年6月27日

第721280021556号 （株）エヌコーポレーション http://shop.bewest.net

平成24年8月6日

第721020021559号 田中 孔二

http://www.rakuten.co.jp/kaiyo-planning

平成24年6月27日

第721010021587号 日下 洋一

http://sweet-soulmusic.shop-pro.jp/

平成24年11月2日

第721080021651号 （株）ステップ

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

平成25年11月6日

第721090021662号 キャナルオークション（株） http://www.canalauction.com/

平成24年9月4日

第721280021666号 ヨシダミュージック（株）

http://www.100ymc.com/

平成24年12月10日

第721010021675号 (株）一蔵

http://ichiri-mall.jp/

平成27年8月28日

第721090021681号 諏訪 佳世

http://fc-a.com

平成24年9月4日

第721100021686号 岡崎 裕徳

http://hironoriya.net

平成24年11月2日

第721040021702号 （株）ゆうぷらす

http://www.you-plus.info

平成25年2月20日

第721040021709号 戸田 武志

http://www.bikemartjapan.com/

平成24年11月27日

第721090021713号 中村 剛志

http://www.camp-eq-store.com

平成24年10月4日

第721280021718号 上原 誠

http://www.upground.net

平成24年12月26日

第721010021729号 （株）響

http://www.furima-hibiki.jp

平成24年12月26日

第721130021731号 （株）加賀商会

http://kagashoukai.sakura.ne.jp

平成24年11月27日

第721100021736号 岡 義晴

http://e.gmobb.jp/colline-auto/

平成24年11月2日

第721270021741号 住田 康子

http://www.foggyforest.net

平成25年2月20日

第721020021768号 三秋 友香理

http://www.kobincho.com/

平成24年12月10日

第721020021794号 渡邉 知子

http://strawberryswing.ocnk.net/

平成25年1月21日

第721290021800号 赤堀 義男

http://net-sincerity.com/

平成25年2月20日

第721020021810号 田中 貴子

http://www.auction-japan.jp

平成26年2月10日

第721090021811号 ㈱ビッグモーター

http://www.bigmotor.co.jp

平成25年1月21日

第721040021817号 ㈱スカイピット

http://www.skypit.jp/

平成25年1月21日

http://f-a-l.jp
第721020021818号 （株）藤井自動車研究所

平成26年11月26日
http://fujii-a-lab.vpweb.jp

第721020021830号 福井 一朗

http://www.milbooks.ｃom

平成24年12月26日

第721130021884号 （株）フタバ図書

http://futababook.com/

平成25年2月20日

第721020021895号 （株）エコ・インダストリー

http://www.ecoindustry.jp/blog/

平成25年2月20日

第721130021903号 岡山県農業機械商業協同組合 http://www.okayamanoukishou.com

平成27年5月28日

第721020021917号 （株）ふもっふ

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

平成25年3月14日

第721130021918号 渡邉 賢二

http://hanmyouken.net

平成25年3月14日

第721020021925号 サンヨービルマネージメント（株） http://sanyobm.co.jp/

平成25年8月29日

第721010021941号 大谷 美紀

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

平成26年6月25日

第721050021985号 大槻 隆司

http://kimonoyayuki.com

平成25年4月11日

第721020022007号 大月 千亜紀

http://rainbowkids519.cart.fc2.com/

平成25年8月29日

第721020022024号 (株）ｉＣｏｍｐａｎｙ

http://www.keitaioukoku.jp

平成28年5月25日

第721010022041号 小倉 康平

http://shop.themansion-web.com/

平成25年10月2日

第721100022048号 中村 文子

http://pastel.chips.jp

平成25年6月20日

http://www.slonet.jp/

平成25年8月2日

http://www.pachinet.jp

平成25年11月6日

第721110022079号 （株）ゆきむら

http://www.yukimura.co.jp/index.html

平成25年8月29日

第721020022084号 髙松 和仁

http://bokudo.com

平成26年1月17日

第721130022108号 （株）カーフェ

http://www.carfe.jp

平成25年10月2日

第721130022121号 ＧＴＮＥＴ（株）

http://www.gtnet.co.jp

平成25年8月29日

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/redbox_market.html

平成27年3月25日

http://www.redbox.co.jp/

平成28年9月23日

http://red-bacchus.com/

平成28年9月23日

第721280022133号 ＰＣらいふ（株）

http://www.pc-life.co.jp

平成26年3月5日

第721020022135号 （有）ツールアシスト

http://01ichiba.com/

平成25年8月29日

第721010022136号 中川 幸徳

http://www.gosyado.com

平成25年8月29日

第721270022144号 （有）トライ企画

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

平成26年1月17日

第721090022166号 （有）塚崎保険事務所

http://store.shopping.yahoo.co.jp/la-clara

平成26年5月16日

第721010022189号 内田 聡

http://boundary243.com/

平成26年6月25日

第721100022197号 髙良 昭一

http://store.shopping.yahoo.co.jp/sk-shoten

平成26年7月23日

第721010022206号 Ｃｅｌｇａ，ＪＡＰＡＮ（有）

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

平成25年11月6日

第721020022228号 宮本 佳幸

http://www.fukutoku75.com/fukutoku/

平成26年3月5日

第721010022230号 （株）アサノカメラ

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

平成26年11月26日

第721130022235号 西川 一博

http://www.rakuten.co.jp/thirtytwo-s

平成26年2月10日

第721110022245号 ㈱プラスワン

http://www.cc-sanyo.com

平成26年2月10日

第721010022251号 在本 淳子

http://kappadou-kogoro.jp/

平成26年7月23日

第721090022284号 木尾 久恵

http://velvet-blue.com

平成26年3月19日

第721210022300号 岡田 洋子

http://lema-ansha.sakura.ne.jp

平成26年3月19日

第721010022323号 三宅 祥平

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

平成29年4月24日

第721100022358号 （株）南国自然農園

http://store.shopping.yahoo.co.jp/lets-pc

平成26年8月25日

第721120022374号 伊東 嗣仁

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

平成26年7月23日

第721130022391号 （株）ラッキーデイス

http://luckydays.jp

平成26年7月23日

第721270022403号 マイクロハード（株）

http://www.microhard.co.jp

平成26年6月25日

第721270022406号 川﨑 啓司

http://www.daisystore.jp/

平成27年3月25日

第721020022407号 阪上 順子

http://store.shopping.yahoo.co.jp/seven-77

平成26年8月25日

第721010022411号 八杉 良子

http://store.shopping.yahoo.co.jp/seven-shop

平成27年2月27日

第721020022421号 河田 新吾

http://www.salvage-tcg.net/

平成26年5月16日

第721130022428号 （有）関西ﾗｼﾞｴｰﾀｰ

http://kanraji.com/

平成26年7月23日

第721240022434号 多賀 伸一

http://ameblo.jp/08521473690

平成26年6月25日

第721080022076号 ＪＵＳＴ ＤＯ ＩＴ．(株)

第721070022128号 （有）橋本酒販

第721010022435号 （株）シファカ

http://mon.cifaka.jp

平成26年11月26日

第721030022449号 （株）ナノヴィレッジ

http://www.nano-village.com

平成26年6月25日

第721020022452号 河内 雅美

http://store.shopping.yahoo.co.jp/earth-box

平成27年2月27 日

第721090022454号 友田 裕也

http://favoritesurfsk8.shop-pro.jp/

平成26年6月25日

第721130022474号 田邉 壽秋

http://www.media-land.jp

平成26年8月25日

http://www.en-design.info
第721010022484号 西谷 拓也

平成28年8月23日
http://www.mitsumori-piano.net

第721290022500号 板坂 信儀

http://www.car-produce-glanz.com

平成27年6月23日

第721090022502号 （株）ハヤシ建設工業

http://www.okayama-ihinseiri.com

平成26年11月26日

第721280022511号 （株）NEXTORE

http://nextore.ocnk.net/

平成26年7月23日

第721270022522号 （有）デジタルワークス

http://www.digiworks.co.jp

平成26年7月23日

第721130022566号 山﨑 翔平

http://www.used-zass.jp/

平成26年8月25日

第721090022602号 （株）ｎｅｘｕｓ

http://nexus-ok.co.jp/

平成27年5月28月

第721290022605号 三宅 眞生

http://www.marunikenkatabami.com

平成26年9月26日

第721270022618号 マルチ（株）

http://www.maruchi-oshibori-uesu.jp

平成26年10月29日

第721100022623号 合同会社ネクサス

http://store.shopping.yahoo.co.jp/nexus-thanks/

平成26年10月29日

第721130022629号 小松原 真由美

http://bockae.ocnk.net/

平成26年9月26日

第721130022640号 (株）新見ｿｰﾗｰｶﾝﾊﾟﾆｰ

http://niimi-solar.com/recycle/top.html

平成26年10月29日

第721010022679号 （株）ＡＩカンパニー

http://www.cycly.co.jp/

平成27年1月30日

http://meirodo.com

平成26年12月26日

http://www.kindaru.com

平成27年1月30日

第721090022731号 Ｔａｋｅ Ｃａｒｅ（株）

http://delivery-care.com

平成27年5月28日

第721220022738号 内海(株）

http://www.utsumi.jp/

平成27年4月30日

第721100022751号 重本 謙二

http://www.kct.ne.jp/~kenjichitose

平成27年7月30日

第721020022715号 (株）明露堂

第721090022787号 (株)アソシエテニスプランニング https://www.associer.net

平成29年9月29日

第721010022802号 （株）ポポンデッタ

http://popondetta.com/okayama/index.html

平成27年4月30日

第721240022828号 （株）シャンテ

http://www.yakage-ya.com

平成27年4月30日

第721040022835号 （有）いしかわ

http://okayamahigashi.otakaraya.net

平成27年11月30日

第721270022838号 山縣 稔

http://www.artbase.jp

平成27年3月25日

第721130022841号 Ｒｅ'Ｓ（株）

http://re-s.net

平成27年4月30日

第721130022849号 江端 信仁

http://www.kumadori-jp.com

平成27年7月30日

第721130022877号 宮慶 弘毅

http://g-s-roots.sakura.ne.jp

平成27年4月30日

第721010022883号 (株）MARS1999

http://www.mars1999.com

平成27年7月30日

http://www.grangy.jp/
第721240022888号 (株）グランジー

平成27年4月30日
http://www.rakuten.jp/grangy/

第721090022890号 橋本 啓太

http://www.giftkaitori.net

平成27年8月28日

第721020022895号 茅野 泰明

http://gimme-gim.me

平成27年5月28日

第721090022906号 安東 由夏

http://www.melrose-shop.jp

平成27年4月30日

第721020022912号 藤木 祐一

http://3star.biz

平成27年11月30日

http://forest.egoism.jp

平成27年5月28日

https://forestforestforest.stores.jp

平成27年6月23日

http://forest.saleshop.jp

平成28年3月30日

第721130022942号 (株）ＤＲＥＡＭＥＲ

http://www.dreamer111.com

平成28年2月26日

第721130022947号 井上 秀昭

http://www.recycle-i.jp

平成27年6月23日

第721020022952号 石坂 亨

http://www.granmama.com/

平成27年9月30日

第721280022953号 今井 憲詩

http://imakikaku.cart.fc2.com/

平成27年6月23日

第721090022915号 湯槙 淳一

http://cos-log.com/
第721090022971号 山名 正晃

平成27年7月30日
http://store.shopping.yahoo.co.jp/cos-log

第721020022978号 （株）ブレイブ３９

http://www.brave39.com

平成27年11月30日

第721020022982号 (株）タカミヤ

http://takamiya.jp/index.html

平成27年12月25日

第721090022999号 佐々木 信介

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

平成28年2月26日

第721020023026号 ぐりんらいふ（株）

http://www.glife.jp

平成27年11月30日

第721020023041号 （有）瑞雲堂ライフサービス http://www.zuiundo.jp/company/

平成27年11月30日

第721020023043号 (株）ＡＬＩＶＥ

http://www.okayama-rapture.com

平成27年12月25日

第721020023079号 三和精機(株）

http://sanwaseiki-ltd.co.jp/

平成27年10月30日

第721010023089号 （株）セキュリティハウス

http://www.security-house.co.jp/

平成28年3月30日

http://cardshop-guild.jp

平成27年12月25日

http://cardshop-kings.com

平成28年6月28日

第721110023117号 増成 寿勇

http://www.nature-family.com

平成27年10月30日

第721110023156号 (株）ハンズオン

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/nk_store00377.html

平成27年12月25日

第721020023165号 (株）Ｓａｌａ’ｓ

http://sala.ocnk.net/

平成27年12月25日

第721090023175号 （株）セレクタ

http://daisy.tokyo

平成28年1月29日

第721130023195号 PERSIST(株）

http://iphone-mobile.com

平成27年12月25日

第721220023201号 （株）ナルテック

http://www.narutec.com

平成28年3月30日

第721110023229号 （株）ステディグリーン

http://www.steady-green.com

平成28年1月29日

第721020023234号 栗原 稔

http://store.shopping.yahoo.co.jp/kurino-shop

平成28年9月23日

第721020023271号 (株）カードラボ

http://www.c-labo.jp/

平成28年3月30日

第721100023283号 (有）ケイマックススピード

http://www.k-maxspeed.com

平成28年4月27日

第721090023301号 井上 努

https://www.kurasiki.jp

平成30年1月31日

第721010023310号 (株）服部管楽器

http://kanngakki.jp/

平成28年4月27日

第721090023112号 山田 昇平

第721030023315号 髙橋 大輝

http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/vw60y.html

平成28年5月25日

第721080023376号 岡口 雅史

http://icckojima.com/

平成28年7月29日

第721030023378号 二階堂 満

https://toyforce.buyshop.jp/

平成28年6月28日

第721090023379号 三宅 まい

http://www.santaku-net.com/

平成28年7月29日

第721110023382号 (株）アカセ木工

http://www.masterwal-shop.com

平成28年6月28日

第721030023418号 長濱 範章

http://nandemokandemo-shop.com/

平成28年7月29日

第721050023459号 椛沢 洋

http://enn-scandinavian-design.net

平成28年10月25日

第721090023461号 岡野興業(株）

http://www.linksland.co.jp/

平成28年8月23日

第721090023464号 合同会社MELEEDIAM

http://www.melee.jp/

平成28年8月23日

第721130023484号 (株）あとりえＯＮＥ’Ｓ

http://www.atelier-ones.com

平成28年9月23日

第721010023510号 かめや釣具(株）

http://www2.odn.ne.jp/kameya/

平成28年10月25日

第721130023521号 時岡 知則

http://www.minicar-red.shop/

平成29年2月23日

第721130023530号 合同会社As-Moy

http://chapacity2.ocnk.net/

平成28年10月25日

第721130023532号 久松 篤史

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

平成28年10月25日

第721070023568号 竹内 晋平

https://outsiderbks.thebase.in

平成28年12月21日

https://www.amazon.co.jp/gp/aag/main/ref=olp_merch_name_1?ie=
UTF8&asin=B01N0S6684&isAmazonFulfilled=0&seller=A18GS4TYU9KERR
www.amazon.co.jp/gp/aag/main/ref=olp merch name 1?ie=
UTF8&asin=B01N0S6684&isAmazonFulfilled=0&seller=A18GS4TYU9KERR

第721060023589号 青木 理紗

平成29年1月20日

http://store.shopping.yahoo.co.jp/amesan-ohisan-used
http://amesan-ohisan.jp/
平成29年2月23日
http://store.shopping.yahoo.co.jp/amesan-ohisan

第721110023629号 (有）谷野自動車工業

http://www.taninobp.com

平成29年1月20日

第721240023669号 平井 達也

http://ryusendo.on.omisenomikata.jp/

平成29年3月15日

第721220023676号 (株）ＢＰサービスタバヤシ http://www.bp-tabayashi.com

平成29年3月15日

第721020023680号 (株）ルーツ

http://g-s-roots.sakura.ne.jp

平成29年3月15日

第721020023742号 (株）ネクサライズ

https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&redir
平成29年6月30日
ect=true&me=A32GW9VDQ6OLC1&merchant=A32GW9VDQ6OLC1

第721130023754号 (株)エーワンフィールド

http://www.rakuten.co.jp/b1-golf/

平成29年7月31日

第721060023769号 髙木 将伍

http://hinabiya.net/

平成29年5月22日

第721120023794号 黒川 聖馬

http://dpf-dpd.com

平成29年6月30日

第721070023802号 天野 和美

http://www.krapfen-baum.com

平成29年6月30日

第721010023810号 大下 慎祐

http://hamon-okayama.com

平成29年6月30日

第721070023813号 江田 香緒理

http://spaceheart.jp

平成29年7月31日

第721010023824号 FESTIVA（株）

http://vector-park.jp/

平成29年6月30日

第721020023846号 (株)山陽食器

http://sanyou-tableware.shop

平成29年7月31日

第721010023863号 島 光輝

http://vector-park.jp/

平成29年9月29日

第721090023893号 (株)バイクＣｉｔｙ

https://www.819410.com

平成29年8月31日

第721120023919号 笠原 康弘

http://www.gc-k.com

平成29年11月30日

第721130023930号 (株)イーチ

http://tokaichi.otakaraya.net

平成30年1月31日

第72113002393１号 惣市 英康

https://sites.google.com/site/yumenoshinsoundcom/home

平成30年1月31日

http://www.erubu.com/

平成29年10月31日

第721060023934号 (有)エルブ

http://store.shopping.yahoo.co.jp/yotubisi
平成29年12月25日
http://auctions.yahoo.co.jp/html/profile/hama_group2015.html

第721010023939号 (有)岡山ツーバイ工業

http://xn--jckte8ayb1f8192auja.com/

平成29年10月31日

第721020023943号 (株)ＫＫＥ

http://www.k-k-e.co.jp

平成29年10月31日

https://store.shopping.yahoo.co.jp/mospli-store
第721100023983号 藤井 健二

https://www.amazon.co.jp/shops/A2ZE24BYLHQDSE?ref_=v_sp_store
front

平成29年11月30日

参 考
○ 古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）（抄）
第８条の２ 公安委員会は、第５条第１項第６号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に
接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 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
(3) 許可証の番号
２ 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
第５条 第３条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなけ
ればならない。（後略）
(1)～(5) （略）
(6) 第２条第２項第１号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電
気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に
送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。）により公衆の閲覧に供し、その取引の申込
みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係
る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
(7) （略）
２～４ （略）
第７条 古物商又は古物市場主は、第５条第１項各号に掲げる事項に変更（同項第２号の所在地の変更にあっては、同一の
公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。）があったときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記
載した届出書を提出しなければならない。
２～４ （略）

