
　

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）

４７１０１０２００００１ 有限会社カワサキショップ山梨 http://ks-yamanashi.com/

４７１０１０８００１６１ 株式会社システムインナカゴミ http://store.shopping.yahoo.co.jp/longtail

４７１０１１１００１６０ 株式会社ゼロエミッション http://www.hardoff.co.jp

４７１０１１６０００７９ 株式会社ネオスペース http://www.neospace.co.jp

４７１０１１８０００７８ 望月　治 http://mochizuki.intellect.jp/index.html

４７１０１１９００００７ 株式会社トレジャー http://www.watch-treasure.com

４７１０１１９０００２２ 有限会社タイズワーク http://www3.plala.or.jp/taiswork/

４７１０１１９００１０３ 武川  隆幸 http://www16.plala.or.jp/model_kf/

４７１０１１９００１２８ 青木　弘至 http://www.a-mizuki.com

４７１０１１９００１４５ 株式会社メイゼル http://store.shopping.yahoo.co.jp/sennendoh/index.html

４７１０１１９００２１８ 株式会社クラウン宝飾 http://www.jwl-aria.jp

４７１０１２０００１６３ 東日本通商株式会社 https://www.hnt.jp/web-shop

４７１０１２０００１６３ 東日本通商株式会社 http://store.shopping.yahoo.co.jp/hnt-netshop

４７１０１２０００１６３ 東日本通商株式会社 http://webshop.hnt.jp

４７１０１２０００１６３ 東日本通商株式会社 https//www.rakuten.co.jp/hnt-shop/

４７１０１２０００１７９ 有限会社ダイメックス http://www.colorfuldiamond.com

４７１０１２１００１０３ 篠原　豊茂 http://www.slts.jp

４７１０１２１００１１６ 島田　稔 http://royalmodel.jp

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、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。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。
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４７１０１２１００１６６ 株式会社和僑 http://www.access-ticket.com

４７１０１２１００１８４ 森澤　直美 http://days.ocnk.net/

４７１０１２２００００８ 清水　宏幸 http://chupalog.web.fc2.com/

４７１０１２２０００３３ 有限会社フィッシュランドイシハラ http://www.fish-pet.net/

４７１０１２３０００８６ 輿水　久美 http://merino-boommy.com

４７１０１２３００１１１ 株式会社タックルベリー http://b-net.tackleberry.co.jp

４７１０１２３００１１１ 株式会社タックルベリー http://www.tackleberry.co.jp

４７１０１２３００１１１ 株式会社タックルベリー http://b-net-mobile.tackleberry.co.jp

４７１０１２４０００８４ 中込　篤 http://www.giraffe-scs.com

４７１０１２６０００５９ 合同会社ＡＩＫＡＷＡ http://coin-consignment.net

４７１０１２６０００５９ 合同会社ＡＩＫＡＷＡ http://reamonnya.ocnk.net

４７１０１２６０００５９ 合同会社ＡＩＫＡＷＡ http://kobutsu-kofu.com

４７１０１２６０００５９ 合同会社ＡＩＫＡＷＡ http://prize-figure.pw

４７１０１２６０００５９ 合同会社ＡＩＫＡＷＡ http://reamonnya-2.ocnk.net

４７１０１２６０００６２ マルヨシ自動車株式会社 http://www.maruyosi.net

４７１０１２６００１２９ 株式会社フォーチュン http://www.fortune-onlineshop.com/

４７１０１２６００１４８ 古屋　宏樹 http://www.furuya-gakki.com/

４７１０１２６００１６０ 野口　芳宏 http://globalaudio.jp/
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４７１０１２７０００３４ 望月　幸文 http://iroha.ocnk.net/

４７１０１２７００１２７ 吉岡　美江 http://koufushouwa.otakaraya.net

４７１０１２８０００１８ 株式会社ＥＮＲＩＣＨ http://www.nnb-enrich.com

４７１０１２８００１５２ 株式会社Ｇｒｅｐ　Ｐｌｕｓ http://www.grepplus.co.jp

４７１０１２９００１１０ 株式会社ＳＫ http://kakuyasu-kitte.com

４７１０１２９００１５６ 株式会社やまと http://kimono-yamato.co.jp

４７１０１３００００５８ 山岸　智史 http://store.shopping.yahoo.co.jp/bit/-games

４７１０１３００００６１ 株式会社サードウェーブ http://used.dospara.co.jp/

４７１０１３００００７１ WARNAKULASOORIYA MICHELLE RUMESH UVINTHA www.autojappa.com

４７１０１３００００７６ 株式会社弥時利 http://www.midori-kofu.jp/

４７１０１３００００８６ 樋澤　博次 http://hizawa.com

４７１０１３０００１１９ 藤原　一浩 http://rokugen.daa.jp/

４７１０１３０００１４１ 株式会社ゆめや http://yumeyakimono.sakura.ne.jp

４７１０２０３０００５３ 有限会社岡自動車商会 http://www.okajidousha.com/

４７１０２０８００００８ 株式会社アダストサービス http://store.shopping.yahoo.co.jp/ac-kitchen

４７１０２０８０００５０ 株式会社ホンダ四輪販売甲信 http://www.honda4.co.jp/

４７１０２１０００１４８ 株式会社エムライン http://store.shopping.yahoo.co.jp/mline

４７１０２１３００１０７ 株式会社スマイルコーポレーション http://www.smile1.co.jp
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４７１０２１３００１０７ 株式会社スマイルコーポレーション http://www.fuga1.com

４７１０２１３００１０７ 株式会社スマイルコーポレーション http://www.rakuten.ne.jp/gold/fuga-shop/

４７１０２１３００１０７ 株式会社スマイルコーポレーション http://stores.ebay.com/smile8cojp

４７１０２１３００１０７ 株式会社スマイルコーポレーション https//kougu-revenus.com

４７１０２１３００１０７ 株式会社スマイルコーポレーション http://www.audio-revenus.com

４７１０２１５００００６ 岩原　美智代 http://petite-ange.com

４７１０２１６００１１４ 株式会社ＩＤＯＭ http://www.221616.com

４７１０２１６００１７７ 株式会社鈴峯 http://www.suzuho-tool.com

４７１０２１７０００２７ 有限会社車楽 http://hobby-fun.jp

４７１０２１７００１０６ 株式会社ＺＯＡ http://www.zoa.co.jp

４７１０２１７００１５８ 小竹　未知浩 http://www.jewelrykoubou.com

４７１０２１８０００５０ 三菱ふそうトラック・バス株式会社 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/used_car/index.html

４７１０２１８０００５０ 三菱ふそうトラック・バス株式会社 http://www.mitsubishi-fuso.com/

４７１０２１９０００２６ 株式会社バイク王＆カンパニー http://www.8190.co.jp

４７１０２１９０００２６ 株式会社バイク王＆カンパニー http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/ik_mc.html

４７１０２１９０００２６ 株式会社バイク王＆カンパニー http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/ikmotorcycle.html

４７１０２１９０００２６ 株式会社バイク王＆カンパニー http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/bikeoh01.html

４７１０２１９０００２６ 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
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４７１０２１９０００２６ 株式会社バイク王＆カンパニー http://store.shopping.yahoo.co.jp/bikeo-ds-shopping

４７１０２１９０００２６ 株式会社バイク王＆カンパニー http://www.8190.jp

４７１０２１９０００３４ 有限会社川崎屋農機商會 http://kawasakiya.noukigu.net/

４７１０２１９０００７８ 株式会社窪田モータース http://kubotamotors.com

４７１０２２００００１３ 株式会社ツノタ http://www.tsunota.com

４７１０２２００００７５ 株式会社アサヒジュエリー https://store.shopping.yahoo.co.jp/a-j-factory/

４７１０２２０００１２３ 株式会社ラッキー商会 http://www.kofulf.jp/

４７１０２２０００１７１ 株式会社スカイウォーク http://www.zigane-kaitori.com

４７１０２２０００２１８ 有限会社ミュージックファクトリー http://www7a.biglobe.ne.jp/~piano1

４７１０２２１０００２２ 株式会社文祥堂オフィスファシリティーズ http://www.bsdbiz.com/

４７１０２２１０００３９ 中根　実 http://www.makerepair.com

４７１０２２１０００４６ 筒井　保士 http://homepage2.nifty.com/yasuyasu/

４７１０２２１０００６０ 株式会社ナガワ http://www.nagawa-group.co.jp

４７１０２２１０００６１ 柿島　一雅 http://nyloncurtain.web.fc2.com

４７１０２２１０００８２ 株式会社辰己モータース http://auto-station.jp/

４７１０２２１００１４２ 今橋　弘 http://koufu-nishi.otakaraya.net

４７１０２２１００１８５ 株式会社スルプラ http://www.surupura.com

４７１０２２１００１８６ 有限会社ステージ・ハーモニー http://www.stageharmony.com/
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４７１０２２２０００９１ 株式会社アイ・エム・エーパートナーズ http://www.reys.co.jp/

４７１０２２２００１３３ 株式会社長田電業社 http://www.ops.dti.ne.jp/~osada/index.html

４７１０２２２００１５６ 金川　俊哉 http://www.cardshophamaya.com

４７１０２２３００００８ 株式会社ジー･エフ・アイ http://www.net-gfi.co.jp

４７１０２２３００１１９ 有限会社アトラス http://www.atrus-j.com/

４７１０２２３００１３０ 株式会社ビッグモーター http://www.bigmotor.co.jp

４７１０２２３００１４９ 株式会社ゲオ http://geo-online.co.jp/

４７１０２２５００１０８ 松井　雅也 http://reuse2013.shop8.makeshop.jp

４７１０２２５００１４５ 山下商事株式会社 http://www.s-ys.co.jp

４７１０２２５００１８５ 内田　伸一 http://underneathrecord.com

４７１０２２６００１６５ 株式会社ネットジャパン http://www.net-japan.co.jp/

４７１０２２６００１７６ 多田　真也 http://www.koron-web.com/

４７１０２２８００００３ 株式会社テラダパーツ http://www.teradaparts.jp

４７１０２２８００１１０ 株式会社グランド http://re-birth8.com

４７１０２２８００１２６ 株式会社よってけし http://www.upgarage.com

４７１０２２８００１３４ 深澤　森 http://forest-camera.shop

４７１０２２９００００３ 有限会社イズム http://www.sabatetsu.com/

４７１０２２９００１１６ 株式会社オリマックス http://www.orimax.jp
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た
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・  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。

４７１０２２９００１２２ 株式会社ＭＹ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ http://www.classicharley.jp

４７１０２３０００００３ 株式会社ＡＭＣ https://www.rakuten.co.jp/amc-cad/info.html

４７１０２３００００２９ 東住機器販売有限会社 http://toujyu.jp

４７１０２６１０００８７ 株式会社塩部自動車 http://www.shiobe.com

４７１０２３０００１０８ ピコピコピーコ株式会社 http://www.p-ko.com

４７１０２３０００１２５ 株式会社国玉宝飾 https://store.shopping.yahoo.co.jp/shinjunomori

４７１０２３０００１２５ 株式会社国玉宝飾 https://www.rakuten.co.jp/shinjunomori/

４７１０２３０００１２５ 株式会社国玉宝飾 https://wowma.jp/user/39557444

４７１０２３０００１２５ 株式会社国玉宝飾 https://auctions.yahoo.co.jp/seller/baibaigo_53

４７１０２３０００１２５ 株式会社国玉宝飾
https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&redirect=true&me=A11AICE0
Q8AFI3&merchant=A11AICE0Q8AFI3

４７１０２３０００１５３ 井上　琢磨
https://www.amazon.co.jp/S?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=ASWWQCT2HHZXF&merchant
=ASWWQCT2HHZXF

４７１０２３０００１６０ 株式会社フォレストカメラ https://forest-camera.shop

４７１０２３０００１６１ 合同会社富士モーター http://fujimotors.net

４７１０２３１００００２ 株式会社クロスフォー https://crossfor.co.jp

４７１０３１５００１０３ ジット株式会社 http://www.jitdirect.jp/

４７１０３１７０００６１ 有限会社たけの商会 http://www.truck-shop.jp

４７１０３２１００１１５ 株式会社山十産業 http://yamajyuu.jp/

４７１０３２２００１４６ ウェストフィールド株式会社 http://www.west-field.jp
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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。

４７１０３２４００１８５ 河西　潤 http://www.zero-auc.com

４７１０３２５００１６１ 望月　強 http://www.image2013.jp/wordpress

４７１０３２６０００５５ ミダイ産業株式会社 http://www.minamialps.biz

４７１０３２７０００５５ 株式会社カインズ http://www.kinz.jp

４７１０３２８００１２５ 株式会社和ツアーズ http://www.cvk.ne.jp/~nagomi/

４７１０３２９０００４５ 荻野　敦生 https://tsukigasa.buyshop.jp

４７１０３２９０００６３ 丸栄情報システム株式会社 http://store.shopping.yahoo.co.jp/chasseur~onlineshop

４７１０３３０００１００ 内藤　佳人 http://store.shopping.yahoo.co.jp/shop-wisteria

４７１０３２９００１７６ 大陸商事株式会社 https://www.tairiku-s.com/

４７１０４１７０００８２ 櫻本　心 http://garakutaya.life.coocan.jp/

４７１０４１９００１３０ 有限会社静工建設 http://www.liolio.jp/

４７１０４２００００８０ 株式会社マイ・スタンダード http://mystandard.biz/

４７１０４２２０００４１ 株式会社ウェイ http://www.rakuten.co.jp/shop-way

４７１０４２４００１７６ 株式会社アウトイン http://store.shopping.yahoo.co.jp/brands

４７１０４２５０００２９ 佐藤　健一 http://jack-in-the-box.ocnk.net/

４７１０４２９００１３４ 植松　優 http://mtn-motors.crayonsite.net/

４７１０５１８００１３３ 有限会社北杜 http://www.u-hokuto.co.jp/

４７１０５２１００１４３ 株式会社セレンディック http://www.serendic.com/
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・  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。

４７１０５２４００１１７ 岩崎　惠一 http://www.queens-gate.jp

４７１０５２５００１１８ 蠣瀬　勝久 http://yamanashi777.cart.fc2.com/

４７１０５２６０００３０ 蒲澤　五郎助 http://store.shopping.yahoo.co.jp/spong-ya

４７１０５２６０００４１ 柿崎　喜治 http://www.ysk.jp.net/

４７１０５２６００１６７ 有限会社オンワード・レディー http://deco-botanical.com

４７１０５２７０００２９ 下田　健雄 http://www3.nns.ne.jp/~muuan/

４７１０５２７００１２９ 株式会社アートメディア http://www.artmedia-1.biz/

４７１０５２９０００７５ ｓｔｏｒｉｅｓ合同会社 http://www.balaeniceps-rex.com

４７１０５２９００１０９ 寺西　圭介 http://www.tane-mahuta.com

４７１０６２１０００８０ 伊藤　憲一 http://www.yin.or.jp/user/i-keniti/

４７１０６２１００１３２ 芦澤　大介 http://www.pb01.net/

４７１０６２２００１９２ 株式会社ヨダ兄弟商会 http://www.yoda-bros.com

４７１０６２６００１４１ 伊藤建材株式会社 http://ｗｗｗ.itohkenzai.com

４７１０６２７００１６１ 武川　豊 http://www.yutakanouki.com

４７１０８１７００１３８ 有限会社サンフィールド http://hammer-price.jp/1900

４７１０９２１０００３８ 豊田　好江 http://www.renaissancephoto.com

４７１０９２７００１６３ 株式会社クレバークリエイティブ http://store.shopping.yahoo.co.jp/redblind

４７１０９２９０００２３ 田中　孝宏 https://grooveline.jp
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４７１０９２９０００２３ 田中　孝宏 https://grooveline.shop

４７１０９２９００１１３ 島田　大輔 http://store.shopping.yahoo.co.jp/rapinesu/

４７１０９２９００１４１ 株式会社クラッグボーイズ http://www.freeclimbing.jp

４７１１０１０００１４１ 小川　訓嗣　 http://www.asahi-net.or.jp/~sn9n-ogw/

４７１１０２０００１６２ 狩野　紀彦 http://katy.jp/sw256/

４７１１０２１０００２１ 檜垣　美雪 http://i-l-a.shop-pro.jp

４７１１０２１０００９９ 白川　晃 http://yamakai.net/

４７１１０２１００１９０ 中村　勝太 http://www.sedoriya.com/

４７１１０２２０００５４ 株式会社小澤農機具商会 http://www.ozawa21.co.jp/

４７１１０２３００００１ 後藤　貴俊 http://www.eclat-p.com

４７１１０２３００１６４ 岸川　勇太 http://store.shopping.yahoo.co.jp/3bmiedlvncz6slpozpecfx3amm/

４７１１０２４００１４０ 萩原　賴男 http://kobutu.fruits.jp/

４７１１０２４００１５５ 石井　史雄 http://tokyo.koyoshobo.jp/

４７１１０２７０００９０ 株式会社ＮｅｏＮ http://neon.p-kit.com/

４７１１０２８００００８ 土屋　元子 http://heartfield-shop.com/

４７１１０２９０００５８ 株式会社石川工務所 http://www.densho-sha.co.jp

４７１１０２９００１３５ 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ｆｉａｔｏ http://www.studiofiato.com/

４７１１０５３０５５６７ 根津自動車工業株式会社 http://nezujiko.com
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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。

４７１１１１２００１１６ 土屋　拓也 http://www.h6.dion.ne.jp/~kyoto.hs

４７１１１１５００１０２ 青柳　成彦 http://www11.ocn.ne.jp/~jdpshop/index.htm

４７１１１１７００１８０ 遠藤　直子 http://takuminotsuritarou.hp.gaiax.com/homeCmd

４７１１２１８０００３９ アイアールシー株式会社 http://www.ircforall.net

４７１１２１８０００４６ 岡本　裕貴 http://www10.ocn.ne.jp/~oka-moto/

４７１１３０８００２２４ ホンダ自動車販売株式会社 http://www.hondacars-yamanashihigashi.com/

４７１１３１１０００６８ 石川　泰永 http://www.kosho.ne.jp/~entakubks

４７１１３１４００１２２ ＳＡＥＩＤＩ　ＫＡＬＫＨＯＲＡＮＩ　ＭＡＨＭＯＯＤ http://store.shopping.yahoo.co.jp/carparts-fujiyama

４７１１３１５０００９５ 有限会社ヴィクトリー http://www.cameraya.biz/

４７１１３１５０００９５ 有限会社ヴィクトリー http://www.dezikamekaitori.com/

４７１１３１５０００９５ 有限会社ヴィクトリー http://www.terebikaitori.com/

４７１１３１５０００９５ 有限会社ヴィクトリー http://www.videocamera-kaitori.com/

４７１１３１５０００９５ 有限会社ヴィクトリー http://www.sumano-kaitori.com/

４７１１３１５０００９５ 有限会社ヴィクトリー http://www.camera-kaitorikakaku.com/

４７１１３１５０００９５ 有限会社ヴィクトリー http://www.kamerakaitori.com/

４７１１３１５０００９５ 有限会社ヴィクトリー http://www.sitagi-kaitori.com/

４７１１３１５０００９５ 有限会社ヴィクトリー http://www.mizugikaitori.com/

４７１１３１５０００９５ 有限会社ヴィクトリー http://www.turizao-kaitori.com/
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４７１１３１５００１７５ 佐藤　淳智 http://www.asamaya.jp

４７１１３１７０００５２ 富士冷熱株式会社 http://store.shopping.yahoo.co.jp/pcfreak

４７１１３１９０００９２ 加賀美　正二 http://www.kawaguchiko.ne.jp/~kagami

４７１１３２１０００４１ 有限会社富士 http://yugenfuji.jpindex.html

４７１１３２１０００４１ 有限会社富士 http://yugenfuji.jp/

４７１１３２１００１００ 有限会社丸宮建設 http://maru38.net/

４７１１３２２０００２４ 株式会社アクタス広瀬 http://www.actus-hirose.com/

４７１１３２６０００６６ 株式会社白鷹 http://www8.plala.or.jp/hakutaka-marine/

４７１１３２６０００９３ 金澤　彰英 http://noukigu-kaitorimasu.com

４７１１３２７０００１９ 渡邊　幸子　 http://p-up-collection.jimdo.com

４７１１３２７０００９１ 株式会社ＨＡＦ－ＳＳＳ http://fujiyoshida.otakaraya.net/

４７１１３２７０００９７ 山田　功 http://enkuu.muse.weblife.me

４７１１３２７００２０１ 増山　稔 http://p-zozan.com/

４７１１３２７００２０３ 渡邊　松雄 http://kosekouen.otakaraya.net

４７１１３２８００１１１ 萱沼　康代 http://www.aruruzu.com

４７１１３２９０００６４ 株式会社Ｍｔ．Ｆｕｊｉ　ＬＯＣＡＬ http://mtfuji-local.com

４７１１３２９００１０７ 株式会社そらのした http://www.soranoshita.net

４７１１３６００６４９２ 株式会社ホンダ四輪販売出羽 http://hondacars-fujiyoshida.com
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・  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。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。

４７１１３３００００５５ 長田　孝洋 http://www.standard-point.com

４７１１３３０００１５７ 丹羽　茂 https://www.monty-magic-market.com

４７１１４２０００２０５ 古本買取通販ドットコム株式会社 http://kosuke.lolipop.jp

４７１１４２０００２０５ 古本買取通販ドットコム株式会社 http://www.furuhon-kaitori.com

４７１１４２０００２０５ 古本買取通販ドットコム株式会社 http://arth.shop-pro.jp/

４７１１４２０００２０５ 古本買取通販ドットコム株式会社 http://mottainaihonpo.closed.jp

４７１１４２０００２０５ 古本買取通販ドットコム株式会社 https://www.mottainaihonpo.com/shop/

４７１１４２０００２０５ 古本買取通販ドットコム株式会社 https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/

４７１１４２０００２０５ 古本買取通販ドットコム株式会社 https://www.mottainaihonpo.com/

４７１１４２２００１８９ 古本宅配買取ドットコム株式会社 http://www.manga-zenkan.jp

４７１１４２２００１８９ 古本宅配買取ドットコム株式会社 https://www.furuhon-kaitori-honpo.jp

４７１１４２５０００３８ 小林　大助 http://www.e-tinyforest.com

４７１１４２５０００５０ 有限会社スガヤ http://mlsgy2213.zerostore.jp

４７１１４２５００１０２ 有限会社ジョーカー http://joker-shop.com

４７１１４２９０００７１ 株式会社ポルンガ http://polunga.jp/

４７１１４２９０００８１ ＳＡＴＯ　ＪＥＮＮＩＦＥＲ　ＣＡＳＴＲＯ https://www.facebook.com/jennifer.sato.37

４７１１５２１０００４５ 株式会社近藤製作所 http://www15.plala.or.jp/kss555/

４７１１５２１０００６２ 株式会社アクセプト http://accept.ie-yasu.com
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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）
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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。

４７１１５２２００１３０ 株式会社レーザーテック http://lasertec.jp/

４７１１５２４０００９４ 野伏　秀行 http://www/rakuten.co.jp/yorozuya8888

４７１１５２８００１２３ 甘利　正司 http://www.goobike.com/shop/client_8502518/

４７１０３２０２００５６ 坂本　智史
https://www.amazon.co.jp/sp_encoding=UTF8&asin=B0065T6O8W&isAmazonFulf
illed=1&isCBA=&marketplaceID=AIVC38T7YXB528&orderID=&seller=A18DIQ816
ADBLV&tab=&vasStoreID

４７１０２３０００１６０ 株式会社 フォレストカメラ https://forest-camera.shop 

４７１０２３０００１６１ 合同会社富士モーター https://fujimotors.net 

４７１０９２０１９００４ 合同会社鐵ノ家　　 http://tetsunoya.com    

４７１０９２０１９００４ 合同会社鐵ノ家　　 https://store.shopping.yahoo.co.jp/cantera

４７１１０２０１９０４０ ＥＭ．Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ株式会社 http://cammall.jp   

４７１０１２０１９０５０ 株式会社ＳＯＸ・イエローハット http://www.bs-sox.com

４７１１０２０１９０６５ 三森商事株式会社　　 http://www.mitsumori-ltd.com/

４７１０２２０１９０７９ 株式会社ｅｋａ－ｈｅａｒｔ http://eka-heart.jp

４７１０４２０１９０８０ アニバーサリー有限会社 http://eka-heart.jp

４７１０１２０２００２８ 合同会社Ｔｒａｄｅｌｙ　　　 www.tradelyjapan.com

４７１０２２０２００７５ エイレック株式会社　　 https://peraichi.com/landing_pages/view/ireck

４７１１４２０２００８９ いちえ不動産株式会社 http://www.boroyashiki.com

４７１１４２０２００９２ 株式会社昌宗　　　 https://www.ihinseiri-sunagu.jp/    

４７１０９２０２０１２２ 株式会社ｍｕｋｕｎｏｋｉ－ｊｐ http://mukunoki-jp.com
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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）
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・  このページでは、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。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。

４７１０６２０２０２０６ ＩＮＶＥＮＩＥＮＴ株式会社 https://invenient.co.jp/

４７１１４２０２０２２８ 中古機械買取販売株式会社 https://www.chukoichi.com

４７１０５２０２０２３１ 有限会社味匠　　　 https://kiyosatoboku.sakura.ne.jp              

４７１１３３０００１５７ 丹羽　茂 https://www.monty-magic-market.com       

４７１０３３１０００１７ 藤巻　昌美 http:/www.seikatu-kaitori.com

４７１０２３１０００２３ 浅田　純 https://www.amazon.co.jp/s?merchant=A126R5TSER54JW

４７１１４３１０００３４ 寺田　哲史 https://www.teradaartbookstore.net

４７１０４３１０００４０ 長谷部　政彦
https://store.shopping.yahoo.co.jp/atelier-ubazakura
https://www.rakuten.ne.jp/gold/ubazakura

４７１０９２０１９００３ 萩原　大輝  　　　
https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AIXGQGS
QKON6&merchant=AIXGQGSQKON6

４７１１０２０１９０３８ 名取　一三 http://fruits.jp/~kazumi/

４７１０７２０１９０４１ 若林　圭子 https://www.nanbu-agri.com

４７１０１２０１９０４４ 天野　寛人 https://www.amazon.co.jp/s?me=A2ELNANKX4NIMU&marketplaceID=A1VC38T7YXB5

４７１１３２０２００１６ 羽田　陽介 https://milfol.stores.jp

４７１１４２０２００４９ 坂本　智史
https://www.amazon.co.jp/sp_encoding=UTF8&asin=B0065T6O8W&isAmazonFulf
illed=1&isCBA=&marketplaceID=AIVC38T7YXB528&orderID=&seller=A18DIQ816
ADBLV&tab=&vasStoreID

４７１０５２０２００８６ 小澤　弘司 http://www.phyton-mori.com

４７１０２２０２００８８ 松永　亮太 http:/kougakukaitoripichan.web.fc2.com

15



　

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）
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・  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。し
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　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。

４７１１３２０２０１０２ 後藤　成滋 https://beanspc.jp

４７１０５２０２０１０７ 髙妻　達也 http://www.iroiro-kobo.com

４７１０５２０２０１０８ 林　誠三郎 http://seizaburo.bappy888.net/

４７１０１２０２０１１８ 金丸　亮太
https://www.amazon.co.jp/sp?_encodibg=UTF8&asin=B07ZGQW2TK&isAmazonF
ulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderD=&seller=A1RSBI6
LBALIF9&tab=&vasStoreID=

４７１０１２０２０１４１ 輿石　和人 https://www.maquimaska.com/

４７１０３２０２０１５４ 浅川　晶子
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B00IX7CMDA&isAmazonFu
lfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A29WA1G
NVXJZ4Y&tab=&vasStoreID=

４７１０４２０２０１９１ 保坂　安通志
https://www.amazon.co.co.jp/sp?_encoding=UTF8&isAmazonFulfilled=0&seller=A
2QSDN73O5IWNI

４７１１３２０２０２０５ 村崎　星次
https://www.amazon.co.jp/ap?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfi11ed=&isCB
A=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&order&seller=A1ZJG3NYOSFB3R&tab=&
vasStoreID=

４７１０４２０２０２１２ 二反田　豊
https://www.amazon.co.jp/ap?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfi11ed=1&isC
BA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller=A2R
HT4MLIMO6Z2&sshmpath=

４７１０２２０２０２１６ 齋藤　舞子 https://madamescotch.stores.jp/

４７１１４２０２０２５４ 杉本　米子 https://store.shopping.yahoo.co.jp/sugimotoshouten

４７１０９２０２１００６ 有限会社花の樹 http://www.ehananoki.com

４７１０９２０２１００１ 宇佐美　優生 https://monogatari35.thebase.in/

４７１０４２０２１００４ 坂元　秀光 https://kalpa-jewelry.myshopify.com
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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）
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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。

４７１０１２０２１０１９ 菅井　義幸 https://cbmarche.buyshop.jp

４７１０４２０２１０２６ 赤羽　裕子 https://tinytotroom.stores.jp/

４７１０６２０２１０２８ 小田切　良太
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B0852H4L2X&isAmazonFul
filled=0&ref_=olp_merh_name_4&5eller=A2YVPJUZ2BCZBP

４７１０４２０２１０２９ 山田　元貴
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=
&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&prot
ocol=current&seller=A3HHODGQIDKS00&sshmPath=

４７１０１２０２１０４６ ＦＥＲＮＡＮＤＥＺ　ＪＥＮＮＹ https://www.facebook.com/tisay.fernandez.940

４７１１３２０２１０５０ 宮下　紀子 https://galleryskatt.thebase.in

４７１０５２０２１０５７ 木村　浩昭 http://ｏｎｌｉｎｅ-lab.info/

４７１０３２０２１０６４ 株式会社マツノ https://www.bbb-bike.com/shop/detail/3254

４７１１３２０２１０７７ 株式会社柏電通 http://www.edison-club.com

４７１１３２０２１０８０ 分部　瑞樹
https://www.amazon.co.jp/sp?_encording=UTF8&asin=
&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&prot
ocol=current&seller=A17ＪＰＨＹＲ33ＬDKＥＸ&sshmPath=

４７１１３２０２１１１７ Ｙ－ｍａｃ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 https://ymac.co.jp

４７１０２２３００１０８ 山﨑　幸宏 https://store.shopping.yahoo.co.jp/real-scape/

４７１０４２５０００９５ 清水　洋子 https://ecospclover.bese.shop

４７１１３２１００１１３ 株式会社とりあたま https://store.shopping.yahoo.co.jp/1or8-3

４７１０２２０２０００１ 株式会社エヌディーシー http://mukoumachi.otakaraya.net
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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）

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、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。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。

４７１１４２０１９１２９ 山本　圭子 http://tanokura.otakaraya.net

４７１０１２９０００９０ 三神　一浩 http://necomachi.jp/

４７１０１０８００１０５ 山梨スバル自動車株式会社 https://www.yamanashi-subaru.co.jp/

４７１１３２８０００７３ 成瀬　佑一 https://store.shopping.yahoo.co.jp/toukyousyobou

４７１０２３１０００５６ 株式会社ワイ・イー・エス https://www.yes-coos.com

４７１０２２０２０１６４ 深沢　実 https://ltreasure.base.shop/

４７１０２２０１９０９０ グローデトレーディング株式会社 https://store.shopping.yahoo.co.jp/growdetradingltd/

４７１０４２０２１０５１ 山本　祥和 https://store.shopping.yahoo.co.jp/yyshop1st/

４７１０１２０２０２９８ 株式会社エスケー https://sk-jpstore.com

４７１０１２０２１１４２ 河西　健人
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B07F3RJS6B
&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_3&seller=A2B1CNL6HXHIRF

４７１０１２０２００９２ 株式会社昌宗　　　 https://www.ihinseiri-sunagu.jp/    

４７１０１２０２０２９７ 小原　治 https://www.chelsaandfriends.com

４７１０１２０２１１０５ 村松　資夫 http://www.shousenkyo.com

４７１０１２０２１１４０ ＦＡＮＧ　ＹＵ　ＣＨＩＮＧ　 https://store.shopping.yahoo.co.jp/cuteshop/

４７１０２２０２００３１ 有限会社エヌディーシー http://mukoumachi.otakaraya.net

６４１０５００００７８０ 松永　成生
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmasonFulfilled=&isCB
A=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&sellar=A3B8
TUXOHWUEAXsshmPath=
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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）

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、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。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。

４７１０２２０２０２５９ 本田　弘志 https://hotate-guitars.com

４４１３５０００１２９７ エドワーズ株式会社 https://www.edwardsvacuum.com

４５１４００００８３９４ 合同会社ＭＩＬ https://www.amazon.co.jp/shops/A2HQMQZ0EM42E0

４７１０６２０２０１７０ 秋山　正太 https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&a=B009ZQFYYM&s=AFTYGZER5P3U9

４８１２３２００００４８ 丸山　ユニス　パウリノ https://m.facebook.com/KIkay's-Cage-111686853930846

４７１０１２０２１１８９ 株式会社ワンライフ http://onelife.shop-pro.jp

４７１０１２０２１１９６ 株式会社ＥＡＳＹ－ＮＥＴ http://easynet-live.com

４７１０１２０２１２５２ 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｘｐｅｒｔ http://store.shopping.yahoo.ttp://store.shopping.yahoo.co.http://globaleexpert.co.jp

４７１０１２０２２００５ 株式会社アニーヴ https://www.rakuten.co.jp/cocoall/

４７１０１２０２２０１２ 株式会社ＧＥＮＥ https://gene-onlinestore.com

４７１０２２０２１１６１ ＲＥＮＴＡＬｉｎｇ株式会社 https://rentalink.jp/

４７１０２２０２１１９０ 株式会社甲斐エステート https://www.golfdo.co.jp

４７１０２２０２２０３９ 株式会社ＤＡＭＩ https://gamonii.com

４７１０５２０２１１８４ 北原　有 https://naomoon.base.shop

４７１０５２０２１１９１ 泉田　秀美 https://izumiwaku.thebase.in/

４７１０６２０２１１８１ 村松　德穗
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B08P5SMWDP&isAmazonF
ulfilled=1&ref=olp_merch_name_1&seller=AHK9VCX7AYB50

４７１０２２９００１６５ 青木　昌子 https://catnap126.thebase.in/
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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。

４７１０７３１０００２４ 株式会社ＲｅａｃｔＯｎ https://www.reacton.co.jp

４７１０７２０１９０３６ 有限会社　友栄 http://care-net.biz/19/ma-galet

４７１０９２０２２０１８ 堤　健史郎 https://www.flawless-onlineshop.com

４７１１０２０２１２３１ 上田　功太 https://torekayarita.official.ec/

４７１１３２０２１１７５ 株式会社シーエーディー https://castore.buyshop.jp

４７１１５２０２２００２ 飯島　稔貴 https://www.ensemble---vintageshop.com

４７１１５２０２２０５３ 株式会社小俣興業 http://omata-company.com

４７１０１２０２２１０６ 有限会社トアシステム http://yumemusubi.bis/

４７１０２２０２２１０７ 水越　愛理 http://hanademokazarow.stores.jp

４７１０３２０２２０７６ 白井　亜矢子 http://mira-isha.com

４７１０３２０２２１２６ 前沢自動車工業株式会社 http://maezax.com

４７１０４２０２２１１１ 岡本　竜太 https://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&seller=A1pc6VSW73G7fZ

４７１０４２０２２１１５ 株式会社基礎技術コンサルタント http://kisogijyutu.com/

４７１０４２０２２１３５ 長田　隼哉 https://dac.theshop.jp

４７１０５２０２２０６９ 德川　めぐみ https://www.fancy15.com

４７１０５２０２２０７１ 合同会社８８ＰＥＡＫＳ https://88motors.jp/

４７１０５２０２２１３０ 三井　心也 https://www.ebay.com/usr/gumich_8

４７１１０２０２２０６５ 株式会社常葉サービス・クリアアウト峡東https://www.tokiwa-service.com/

20



　

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）

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、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。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。

４７１１４２０２２０９７ 株式会社ラトレイユ https://www.latraille.jp

４７１０２２０２２１４６ 中央ＯＡサービス株式会社 https://store.shopping.yahoo.co.jp/jimukiya/

４７１０２２０２２１４８ 株式会社Ｂ．Ｌ．Ｓ https://bls-bell.com

４７１０６２０２２１５１ 深田　孝尚 https://tsdynamic.fashionstore.jp

４７１０１２２００１１７ 株式会社フォネット https://mercari-shops.com/shops/N6926JfGZ4E6Xzw47cJava

４７１１３２０２１２２６ 秋田　大輔 https://store.shopping.yahoo.co.jp/ryoma-shop/

４７１０２２０２２１６５ 髙尾　徹 https://will-system.net

４７１０６２０２２１７０ 有限会社井上急送
https://store.shopping.yahoo.co.jp/inoex-japan/
https://mercari-shops.com/shops/ojSsceYvcg5xj6at8y4ZCG

４７１０３２０２２１７３ 長田　彩乃 https://cocosocoyama.theshop.jp/

４７１０６２０２２１８２ 望月　十九雄

https://www.amazon.co.jp/sp?is-
secure=true&&ie=UTF8&seller=A26N4ABKIN16CM&
isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_1

４７１１３２０２２１９６ 親松　鷹平
https://www.amazon.co.jp/sp?isssecure=true&&ie=UTF8&seller=A2Y8AO227M8
TI9J&I sAmazonFulfilled=l&asin=B01778QNIU&ref_=olp_merch_nsme_5

４７１０４２０２２１９８ ＣＭ　Ｔｅｃｈ合同会社 https://store.shopping.yahoo.co.jp/cmtech/

４７１０９２０２２２０９ 小田切　駿之介 https://shop-cbj.myshopify.com/policies//egal-notice

４７１０２２０２２２１４ 株式会社Ｃ https://www.c-coltd.com/

４７１０１２０２２２１８ 保坂　礼子 https://www.amazon.co.jp/s?me=A24410STV0P5B5&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

４７１０９２０２２２１９ 田中　勇樹 https://portrail-furniture.com
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４７１０２２０２２２２４ 三浦　友樹 https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=ACOXVCCHD8ZY6

４７１０２２０２２２２６ 株式会社バロン宝飾 https://shop.avaron.jp

４７１０１２０２２２３７ 松澤　恵太 https://hacobe.official.ec/

４７１０２２０２２２４６ 田島　敏弥 https://ebay.com/usr/tajigonji

４７１１０２０２２２４７ 大嶋　清治 https://kamen-tenji.com/

４７１０５２０２２２５０ 輿水　睦 https://www.ebay.com/usr/sasayuki22

４７１０３２０２２２５３ 株式会社ミヤザワ https://luxway4u.com

４７１１３２０２２２５６ 佐々木　芳絵 https://tohrian.base.shop

４７１０１２０２２２５９ 関根　大輔 https://cameratopic.com/wordpress/

４７１０１２０２２２７０ 赤岡　桂司 https://innocentak.theshop.jp

４７１０５２０２２００９ 中嶋　聡 https://try-angle.shop/

22


