
令和５年１月23日現在

許可証の番号 古物商の氏名又は名称 古物商のホームページ利用取引のＵＲＬ

第651050003721号 株式会社ＩＧＲＳ https://toshiyuki541218.wixsite.com/website-3

第651050003744号 合同会社Ａｇａｔｏ
https://mercari-shops.com/seller/shops/XkmoqtEcQhuPoGQu7X39j
T

第651090000865号 浅倉　一夫 http://sellihglist.auctions.yahoo.co.jp/user/asakurakennki

第651090000959号 安宅　啓輔 https://mana-flood.com

第651060000472号 合同会社アッソオート http://park21.wakwak.com/~asso-auto/

第651130000245号 荒蒔　剛志 http://www.ace-fishing.com/

第651140000995号 石井　大揮 https://goodoldstore.stores.jp/

第651050003738号 石関　葉子 https://www.ebay.com/usr/kumano-japan

第651050003738号 石関　葉子 https://pokemon-japan-shop.myshopify.com

第651090000926号 株式会社石橋 https://www.1484.com

第651140000910号 石原　義道 www.amazon.com.jp/shops/A16LUONWFZKLU1

第651140000910号 石原　義道 https://store.shopping.yahoo.co.jp/yokamon-shop

第651050003525号 株式会社一条 https://www.stst-used.jp

第651100001383号 株式会社一洛 http://w-1raku.ocnk.net/

第651040004054号 株式会社一歩一歩 https://auction.yahoo.co.jp/seller/epofc87776

第651020000197号 株式会社一心幸産 https://retrokanon.thebase.in/

第651060000531号 伊東　拓也 http://kirikka-original.jimdo.com

第651100000463号 伊東　佳紀 http://www.eonet.ne.jp/~korindo-kiriko

第651100001395号 稲田　務 https://seedrop.shop-pro.jp/

第651040003588号 今津　博美 http://www.giheiya.com/

第651080000620号 岩崎　公彦 http://sd-kobo.jp

第651090000835号 岩木　純也 http://jyun4004-reo0916.boyfriend.jp/

第651140000984号 岩根　崇人
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B002UNE7CW&i
sAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_10&seller=A2TWLBFTUS5
31S

第651040003980号 株式会社岩本商店 http://www.iwaoil.co.jp

第651020000233号 株式会社ＷｅｅＬ　 http://shop-weel.com

第651050003664号 ウィズプレイス株式会社 https://tokubooan.jp/

第651060000603号 ＷＩＮＤＲＯＡＤ株式会社 http://www.windroad.net/

第651050003573号 有限会社ウェイド http://www.waid.co.jp

第651100001237号 株式会社うえだ　 http://www.kk-ueda.com

第651080000525号 上田　敏由起 https://actions.yahoo.co.jp/seller/syuugatoshi

第651080000525号 上田　敏由起 https://actions.yahoo.co.jp/seller/koudakou93

第651080000682号 上田　由香 https://kobijyutuyuka.ocnk.net/

第651070000629号 有限会社上野山ポンプクリート https://www.uenoyamapump.com

第651040004405号 宇治田　弘昭
https://www.amazon.co.jp/sp?is-secure=true&&ie=UTF8&seller=A
14NFH5AG6NGUX&isAmazonFulfilled=0&asin=B08J429S2H&ref_=olp_
merch_name_2

第651060000555号 内芝　祐貴 https://www.u-conne.jp

第651070000626号 江川　義将
https://www.amazon.co.jp/gp/aag/main/?ie=UTF8&isAmazonFulfil
led=0&seller=A1Y7OK45DlAQ18

第651010000485号 株式会社エコサークルショップ http://www.ecocircleshop.jp

第651040004132号 株式会社エコノ http://www.ekono.jp

第651050003530号 ＡＧ株式会社
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/agbicycle.htm
l

第651040003720号 株式会社ＳＯＳネットワーク http://www.sosnetwork.jp/

第651080000719号 榎下　義文 https://misha.micocoulier.com

ホームページを利用して取引を行う古物商

第651140000946号 江頭　加奈
https://www.amazon.co.jp/sp?isAmazonFulfilled=0&seller=AES52
NF7EFGYV&tab=home&vasStoreID



第651010000308号 エバーサンクオート株式会社 http://www.ever39.com/

第651140000848号 株式会社エフティエンジニアリング http://wakayama-forklift.com

第651140000639号 株式会社ＭＩＣ http://miccoltd.com

第651060000600号 尾上　友香
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFul
filled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protoco
l=current&seller=A1FOGIOUVXVCH6&sshmPath=

第651010000542号 大岩自動車株式会社 https://www.facebook.com/arg0018

第651010000541号 大村　由実 http://ameblo.jp/12take27/

第651010000541号 大村　由実 http://prisilla.cart.fc2.com/

第651040003082号 株式会社　オートサザン http://auto-sazan.co.jp

第651090000715号 有限会社オートサービス　タマキ http://primo.honda.co.jp/tamaki/

第651010000428号 大谷　和也 http://www.eonet.ne.jp/~garage-kaz

第651130000170号 大門　建彦 http://www.biggate.info

第651010000477号 大岩　誠治 http://www.0018.biz/

第651140000818号 大﨑　清弘 http://osaki-bijutsu.com

第651060000536号 大橋　聖茄 http://antoinette-official.com/

第651050003743号 岡　宏樹 https://sengokuoripa.base.shop/

第651090000935号 岡　佑亮
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFul
filled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protoco
l=current&seller=AXZC5ILTDUD6W&sshmPath=

第651030001035号 緒方　宏志郎 https://peraichi.com/landing_pages/view/9cwno

第651060000546号 岡室　耕司
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B01C6JYVCU&i
sAmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&order
ID=&seller=ASN8424AW619G&tab=&vasStoreID=

第651040003904号 岡本　一夫 http://www.jtw.zaq.ne.jp/cfian300

第651140000562号 岡本　浩治 http://store.shopping.yahoo.co.jp/55webscom

第651140000562号 岡本　浩治 https://store.shopping.yahoo.co.jp/smilemaker2525/

第651100001300号 岡本　憲和 http://kumanosenkaiya.ocnk.net/

第651040003834号 奥村　明彦 http://www.ast55.jp/

第651100001438号 尾﨑　友紀 https://www.ebay.com/usr/bonita707

第651030000833号 オレテゴル　アブドルハミッド http://jahan.jp

第651030000955号 株式会社オレンジピットバイク販売買取センター http://www.orangepit.jp/

第651020000180号 生地　利成 http://www.roughish.net

第651010000608号 鍛治　路子 https://sumika.base.shop/

第651050003559号 片畑　泰任 https://www.eonet.ne.jp/~kaze2001

第651040003905号 蒲田　恵一 http://locoplace.jp/t000255535/

第651050003238号 有限会社カーペイントサカモト http://www.softplan.jp/cps/

第651130000272号 栢木　拓也
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&a=B0007PYU04&s=A3
S2RQA7X6W3NO

第651060000433号 有限会社画廊ビュッフェファイブ http://www.buffetfive.com

第651090000903号 川井田　聡
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B07DHSM751&i
sAmazonFulfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&order
ID=&sellerAJEONN4YOZWI0&tab=&vasStoreID=

第651080000741号 川﨑　学
https://www.amazon.co.jp/sp?is-secure=true&&ie=UTF8&seller=A
4TCTMTSPBMIZ&isAmazonFulfilled=1&asin=B0B1TQQ3WJ&ref_=dp_mbc
_seller

第651040004208号 川尻　宗
https://www.amazomn.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFu
lfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller
=A3NT8PDISH4H2V&tab=&vasStoreID=

第651100001449号 川間　潤三
https://www.amazon.co.jp/s?me=A1T331WOMQRJUO&marketplaceID=A
1VC38T7YXB528

第651090000864号 岡本　好浩
http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/yk_emishin?user
ID=yk_emishin&u=yk_emishin

第651090000895号 川渕　健一
https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&redi
rect=true&me=AJDHWOKZW1RLX&merchant=AJDHW0KZW1RLX

第651060000546号 岡室　耕司
https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&redi
rect=true&me=ASN8424AW619G&merchant=ASN8424AW619G



第651030000823号 川村　明美 http://brocante1204.ocnk.net/

第651050003562号 株式会社貴志 http://www.kishi-ltd.co.jp/

第651090000853号 紀州農業協同組合 http://jakisyuu.or.jp/

第651050003694号 北野　達也
https://www.amazon.co.jp/s?me=AHGJSHSV7H6PQ&marketplaceID=A1
VC38T7YXB528

第651120000966号 株式会社紀南酸素熔材店 http://www.rifnet.or.jp/~kinansns/

第651140000898号 紀ノ川木材倉庫株式会社 http://www.nankai-marina.jp/

第651080000252号 黍原　滋 https://acutions.yahoo.co.jp/html/profile/s_kibi7.html

第651080000252号 黍原　滋 https://acutions.yahoo.co.jp/seller/s_kibi7

第651130000236号 株式会社きらり福祉会 http://factory.kirari2012.asia/

第651050000284号 有限会社杭ノ瀬質舗 http://www.kuinose.com

第651050000284号 有限会社杭ノ瀬質舗 http://store.shopping.yahoo.co.jp/kuinose78

第651050000284号 有限会社杭ノ瀬質舗 http://store.shopping.yahoo.co.jp/familyshop1972/

第651040003955号 杭ノ瀬　有紀子 http://retale.jp

第651010000581号 株式会社空海 https://wowma.jp/user/56062935

第651010000581号 株式会社空海 https://akise.base.shop

第651010000581号 株式会社空海 https://store.shopping.yahoo.co.jp/akise

第651140000668号 釘﨑　仁 http://www.motogaragelife.com

第651060000621号 口井　藍 https://bluedaisys2.theshop.jp/

第651100000953号 工藤　剛一 http://www8.ocn.ne.jp/~fukuda-m/

第651040003880号 久保　惠嗣 http://www.kubogofuku.com/

第651020000202号 久保田　大地 https://kpcsupport.wixsite.com/pcsuport

第651140000906号 熊谷　好二郎 http://www.tradecarview.com/pr/2744504/

第651040004395号 熊谷　沙季 https://kinosu2022.base.shop/

第651030000830号 株式会社ＧＬＡＮＣＥ http://www.glance-designs.jp

第651050003726号 栗田　詩音 https://buyageonline.base.shop/

第651030000891号 鍬初　梨紗 https://kanoa39.shopinfo.jp/

第651030000846号 Ｋ－ＦＩＬＥ株式会社 http://www.x-fire.org/

第651010000527号 有限会社クライススズキ http://www.s-arena-hashimoto.com

第651050003717号 株式会社くらしの意匠 https://seizoh06.theshop.jp/

第651040004198号 肥沼　秀秋 https://koin.cart.fc2.com

第651070000452号 株式会社合同自動車 http://www9.ocn.ne.jp/~godocar/

第651060000228号 小阪　正己 http://maruhuku.ftw.jp

第651040003520号 小西　睦子 http://www.bbweb-arena.com/users/koniyan/

第651140000945号 西郷　研太
https://www.amazon.co.jp/sp?encoding=utf8&ASIN=B004FN2EPW&is
AmazonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderI
D=&sellerA2MDMEKU9HOZ92&tab=&vasStoreID=

第651040003623号 有限会社酒一 http://www.cypress.ne.jp/sakaichi

第651040004046号 榊󠄀原　聖司 https://stone.shopping.yahoo.co.jp/samuraistrade

第651040004046号 榊󠄀原　聖司 https://stone.shopping.yahoo.co.jp/samuraistrade1

第651120001055号 坂本　桂祐 https://store.shopping.yahoo.co.jp/skmt3onlinestore

第651040004129号 株式会社Ｓａｋｕｒａ　Ｇａｒａｇｅ４４ http://www.sakura-garage44.com/

第651040004264号 笹谷　賢
http://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulf
illed=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A
PG7OXYNHQSBC&tab=&vasStoreID=

第651130000073号 有限会社サワイ https://www.pdns.co.jp

第651130000073号 有限会社サワイ https://www.pdns.co.jp/member/profile/sawai_shirahama

第651040003715号 株式会社ＳＡＮＷＡ http://store.shopping.yahoo.co.jp/wakayamachubox

第651040003611号 椎﨑　武司 http://store.shopping.yahoo.co.jp/hikarikenki1002

第651040003611号 椎﨑　武司 http://www.hikarikenki.jp

第651050003568号 ジェイテック株式会社 http://www.sales-truck.com

第651090000911号 株式会社ジェムスター http://www.rakuten.co.jp/gemstar/



第651120000598号 柴　育男 https://furouan.com

第651010000604号 芝　創吾 https://www.ebay.com/str/jpculturestore

第651010000610号 柴渕　和久 https://newtovintage.stores.jp/

第651010000610号 柴渕　和久 http://shop.maindish.info/

第651010000610号 柴渕　和久 https://maindish.base.shop

第651040004419号 株式会社島精機製作所 https://blueknit.jp

第651050003452号 株式会社島鉄工所 http://www.marine-shima.jp/

第651040003170号 株式会社シュテルン和歌山 http://www.mercedes-benz-aeon.jp

第651040003170号 株式会社シュテルン和歌山 http://www.stern-wakayama.co.jp

第651040003170号 株式会社シュテルン和歌山 http://www.mb-izumisano.jp

第651140001020号 白綛　理沙 https://ec1995.thebase.in/

第651120001066号 新宮自動車整備工業協同組合 https://store.shopping.yahoo.co.jp/skj-parts/

第651120001035号 新宮ホンダ販売株式会社 https://dealer.honda.co.jp/hondacars-minamiwakayama/

第651080000747号 陣座　尚盛 https://jmty.jp/profiles/635d35d86065d32489bab3d3

第651010000357号 新菱オート株式会社 http://www.shinryo-auto.co.jp/

第651100001402号 新谷　栄子 https://www.rakuten.co.jp/umeorange/html

第651100001402号 新谷　栄子 https://www.ebay.com/str/suekobo

第651040003671号 有限会社新和
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFul
filled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protoco
l=current&seller=A1P18MIMLN1C6G&sshmPath=

第651040003671号 有限会社新和 https://www.rakuten.co.jp/fankle/

第651040003671号 有限会社新和 https://www.wowma.jp/user/42514509

第651040003671号 有限会社新和 https://store.ponparemall.com/fankle

第651040003671号 有限会社新和 https://fankle.base.shop

第651050003242号 菅谷　真理 http://www.cypress.ne.jp/ocean-c/

第651090000953号 杉岡　洋行
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFul
filled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protoco
l=current&seller=A1O3266IRU6T6B&sshmPath=

第651040004055号 杉若　信志 http://store.shopping.yahoo.co.jp/superb-japan

第651040004055号 杉若　信志 http://www.camera.superb-japan.com

第651040004055号 杉若　信志 http://www.superb-japan.com

第651050000011号 株式会社スズキ自販和歌山 https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-wakayama/

第651110000256号 鈴木石油株式会社 http://www.suzuki-sekiyu.co.jp/

第651140000132号 株式会社スズキモーター和歌山 http://www.suzukimw.jp

第651040004404号 鈴木　竜次 http://atelier-droog.com

第651140000650号 株式会社スーパーホンダ和歌山 http://primo.honda.co.jp/kusumi/

第651040004397号 株式会社スマイル・クリエイト
https://www.amazon.co.jp/sp?is-secure=true&&ie=UTF8&seller=A
3IKS7ZAK56FG7&isAmazonFulfilled=1&asin=B07XL95PL3&ref_=olp_m
erch_name_1

第651130000257号 瀨川　正浩 https://www.newlife-lab.jp

第651080000507号 株式会社セキネ http://store.shopping.yahoo.co.jp/j-sekine2nd

第651030000847号 株式会社セキュリティフォーユー http://www.securityforyou.co.jp

第651030000902号 株式会社センターバレイ http://www.center-valley.com

第651020000219号 株式会社千乃恵 https://kamuro-car.com

第651040004091号 株式会社ソフトプラン http://softplan.jp

第651040004091号 株式会社ソフトプラン http://tikusan.com

第651040004091号 株式会社ソフトプラン http://tikusan.jp

第651140000998号 泰安工業株式会社 https://clubhaus.jp

第651030000416号 大興産業株式会社 http://www.autobacs.com/store/top/

第651050003398号 太陽シールパック株式会社 http://www.taiyosealpack.co.jp

第651100001340号 平　欽 http://sunfield-taira.com/

第651100001340号 平　欽 https://www.noukinavi.com/



第651140000981号 大保　正和 https://www.ebay.com/str/masasjapanoldcameraandlenses

第651050003524号 髙垣　義依 http://store.shopping.yahoo.co.jp/dreamsmeteor

第651030001025号
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFul
filled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protoco
l=current&seller=A20AG0A0VU1409&sshmPath=

第651040003652号 有限会社髙橋自動車商会 http://www12.plala.or.jp/TRS/

第651050003748号 武田　直樹 https://TSUGiideas.theshop.jp

第651100001281号 田上　雅春 http://www.naxnet.or.jp/~tgm-net/index.html

第651030001017号 田口　慧 https://www.ebay.com/str/chel0store

第651030001042号 田口　豊紘 http://www7b.biglobe.ne.jp/~plusone/

第651040004412号 田子　宗一郎 https://magi.camp/users/114076850

第651050003342号 多田　勝紀 http://slowlife.i-am-a-cube.com

第651050003533号 多田　さおり http://slowlife.shop-pro.jp/

第651140000922号 辰巳　泰我 https://tigertatsumi.stores.jp

第651120001017号 田中　秀典 https://car-connect-tanaka.p-kit.com

第651050003383号 田中　祐樹 http:store.shopping.yahoo.co.jp/y-works-net-net-55

第651100000728号 田辺ダイハツ販売株式会社 http://www2.kiilife.jp/ns2/tanabedaihatsu/cnts/usedcar/

第651100000666号 田辺ホンダ販売株式会社 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-tanabe/

第651030001062号 谷澤　志乃 https://www.buyma.com/buyer/10410827.html 

第651030001062号 谷澤　志乃 https://store.shopping.yahoo.co.jp/platinum-1/

第651110000273号 谷舞　章彦 http://store.shopping.yahoo.co.jp/umiphoto

第651100001376号 谷本　将太 https://www.mercari.com/jp/u/165263873/

第651020000246号 株式会社taromonworld https://kyupokeca-kaitori.com/

第651020000246号 株式会社taromonworld https://auctions.yahoo.co.jp/seller/happyone_myoji

第651060000488号 田和　慎司 http://www.noukiya.com

第651040004365号 田和　展代 https://sakurabooks.base.shop

第651060000582号 辻　祥矢 https://ikora-w.com/syoutengai

第651020000231号 https://fujiwakayama.com/

第651060000475号 辻垣内　嘉紀 http://www.tsujigaito.com/

第651060000475号 辻垣内　嘉紀 http://www.foresalinks.co.jp/

第651040004390号 辻川　淳
https://www.amazon.co.jp/sp?is-secure=true&&ie=UTF8&seller=A
3CI5YM8JWV0PC

第651100001424号 https://www.remonde.jp/

第651040004227号 土橋　浩二
https://www.amazon.co.jp/gp/aag/main/?ie=UTF8&isAmazonFulfil
led=0&seller=AYKMLIZ143OZ2

第651050003498号 株式会社つり具のマルニシ http://store.shopping.yahoo.co.jp/f-marunishi

第651050003498号 株式会社つり具のマルニシ http://www.f-marunishi.com

第651050003498号 株式会社つり具のマルニシ http://www.rakuten.co.jp/marunishi/

第651050003498号 株式会社つり具のマルニシ http://f-marunishi-webshop.com/

第651050003498号 株式会社つり具のマルニシ https://zenmarket.jp/ja/s/marunishi

第651020000144号 株式会社ディエムジーオート http://www.dmg-auto.com/pc/

第651060000542号 株式会社ティーエムテック http://www.gensenkan.jp

第651110000266号 株式会社ＤＥＥＰ　ＢＬＵＥ http://www.deep-blue.co.jp

第651040004305号 土井　大介 http://suzumaru.otakaraya.net

第651080000594号 株式会社とち亀物産 http://www2.ocn.ne.jp/~kame3

第651140000832号 東洋建機株式会社 http://www.toyokenki.jp

第651140000832号 東洋建機株式会社 https://store.shopping.yahoo.co.jp/k-takumi-w

第651040003994号 東洋自動車販売株式会社 http://www.toyo1973.com

第651140000839号 株式会社ドリーム産業 http://www.dreamsnet.com

第651040001022号 トヨタエルアンドエフ和歌山株式会社 http://toyota-lf-wakayama.com/

第651050000027号 トヨタカローラ和歌山株式会社 http.//www.toyota.co.jp/corollawakayama/



第651010000611号 中谷　純二 https://www.wakayamabook.com

第651010000611号 中谷　純二
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFul
filled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protoco
l=current&seller=A1HY006NTWHHHG&sshmPath=

第651040003575号 有限会社ナカムラパーツ http://www10.ocn.ne.jp/~n-parts/

第651120000953号 中村　康男 http://www.zc.ztv.ne.jp/bi3dezgs

第651060000566号 中村　祐己 http://chokopia.base.shop

第651140000797号 中圖　基晴 http://www.cb1991.com

第651100001246号 中元　宏 http://www.memorialart.jp

第651040003529号 株式会社ＮＡＸ http://www.naxnet.or.jp/~netwill/

第651100001259号 なすオート株式会社 http://www.nasuauto.jp/

第651050003511号 南海部品株式会社 http://store.shopping.yahoo.co.jp/wakanan-store

第651040002933号 ナンバーワン株式会社 http://www.number1.jp

第651010000569号 贄川　博之 https://hitsujiyaold.thebase.in

第651040004308号 西浦　太輔
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B00V3EKIO0&i
sAmazonFulfilled=1&ref_=olp_merch_name_1&seller=A1MURRQ5XNKG
AH

第651060000538号 西中　綱 http://www.mc27.net

第651050003715号 https://www.ebay.com/str/trianglesjapan

第651060000601号 西山　將明
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFul
filled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protoco
l=current&seller=A2BKQLOVVGK97T&sshmPath=

第651050003441号 日産プリンス和歌山販売株式会社 http://www.nissan-prince-wakayama.co.jp/

第651050003593号 新田　匡規
https://www.amazon.co.jp/gp/help/seller/privacy-policy.html/
ref=ms-mhelp-prvst?ie=UTF8&seller=AYBHHCENOS2KO

第651050003009号 ネッツトヨタ和歌山株式会社 http://www.netz-w.com

第651050003647号 野村　尚子 https://www.restore-technica.com/

第651040003559号 有限会社ハヤシ・シザーズ http://www.hayashi-scissors.com

第651140000793号 有限会社バイクショップＭ’ｓ http://www.bikeshop-ms.jp

第651040003832号 有限会社　ハザマエンジニアリング http://www.e-hazama.net

第651100001203号 橋本　祥子 http://www.essencezakka.com/

第651100001203号 橋本　祥子 http://www.rakuten.co.jp/naturalzakka/

第651040003965号 有限会社服部鈑金塗装 http://www.hattori-bankin.com/

第651060000598号 花蜜　航 https://www.amazon.co.jp/sp?seller=A34BGHXQXZ030G

第651140000912号 濵本　尚希
https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&redi
rect=true&me=A1115CXA7Y7M2M&merchant=A1115CXA7Y7M2M

第651030000669号 有限会社林書店 http://www.honya-town.co.jp/sb/783432/

第651090000833号 林　直希 http://www.eonet.ne.jp/~kousitsu

第651040003942号 原　功紀 http://www.rustleather.com/

第651050003671号 原　泰史 http://www.wakaura-classic.jp/top.html

第651140000939号 原田　昌紀
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=B00E3CP9UM&i
sAmazonFulfilled=1&isCBA=&=marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orde
rID=&seller=A1ZWD22CMDMFST&tab=&vasStoreID=

第651050003745号 原田　悠里 https://bagbagselect.base.shop

第651030000888号 原塚　直樹 http://store.shopping.yahoo.co.jp/nstore1

第651050003179号 株式会社ピーシーチャレンジ http://www.pc-challenge.com

第651040003137号 株式会社ピーシーハウス http://www.pch.co.jp

第651030000929号 株式会社ＰＤＩ http://pdi-shop.com/

第651040004409号 株式会社ヒーランズ https://mercari-shops.com/shops/PGCyPsWkzE3sixfUmurggU

第651040003978号 東　晃宏 http://treathouse.jp

第651050003696号 株式会社ビズコム https://www.biz-com.jp

第651050003482号 平松　博 http://matsuyatokeiten.com

第651080000470号 廣畑　佳男 http://www.naxnet.or.jp/~hwbhb/

第651080000613号 廣畑　佳伸 http://www.eonet.ne.jp/~bhb

https://mercari-shops.com/shops/PGCyPsWkzE3sixfUmurggU


第651050003445号 廣見家具株式会社 http://www.hiromi-kagu.co.jp/

第651040003936号 株式会社ＦＩＮＥ　ＴＲＡＤＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ http://fineparts.nq.shopserve.jp/

第651020000194号 株式会社ファイン http://www.fine-auto-service.com

第651030000962号 合同会社福太 http://mizokawa.original-otakaraya.net

第651100001431号 福田　雅人
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFul
filled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protoco
l=current&seller=A1JL3Q63QXO0KJ&sshmPath:

第651100000940号 株式会社藤原農機 http://www.fujiwara-nouki.com/

第651100000940号 株式会社藤原農機 http://www.agriz.net/

第651100000940号 株式会社藤原農機 http://www.rakuten.ne.jp/gold/agriz-fujiwaranouki/

第651100000940号 株式会社藤原農機 https://www.pdns.co.jp

第651100001190号 古井　光久 http://www.pdns.co.jp/

第651120001061号 古橋　治人 http://manufact-jam.com

第651030000827号 株式会社プロスパーアイ http://store.shopping.yahoo.co.jp/kinokuniya5935

第651030000827号 株式会社プロスパーアイ https://www.kinokuniya-antique.com

第651050003683号 合同会社プラグ https://www.books-plug.com

第651050003577号 株式会社紅屋商会 http://beniya-paint.com/

第651060000589号 堀田　将之 https://wwwpampam.thebase.in/

第651010000576号 株式会社法徳堂 http://hotokudo.com

第651040001158号 株式会社ホンダショップ和歌山 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-wakayamaminami/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.rakuten.co.jp/gekiyasukaguya/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://store.shopping.yahoo.co.jp/kaguya

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://store.shopping.yahoo.co.jp/charisma-bon

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://store.shopping.yahoo.co.jp/bon-like

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://store.shopping.yahoo.co.jp/gachinko

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://store.shopping.yahoo.co.jp/kagubiyori

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.rakuten.co.jp/model-bon/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.rakuten.co.jp/bon-like/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.rakuten.co.jp/chair-bon/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.rakuten.co.jp/gachinko/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.rakuten.co.jp/kagubiyori/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.rakuten.co.jp/chairsma-bon/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.rakuten.co.jp/bon-kagu/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.rakuten.co.jp/nihoninterior/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.gekikagu.com/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.deskya.com/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.hontana.com/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.wood-carpet.com/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.chair-sale.com/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.kitchenkagu.com/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.za-isu.com/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.futom-sale.net/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.bon-online.net/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.kotatsuya.net/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.tvrack.net/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.table-sale.com/

第651060000459号 株式会社ぼん家具 http://www.garden-goods.net/

第651040003422号 株式会社マーケットジャパン http://www.ticketsuper.jp/w/

第651030000622号 株式会社マーズスピードジャパン http://www.mars-speed.co.jp

第651060000509号 前北　泰司 http://www.valcony.net



第651090000958号 前田　拓哉 https://mercari-shops.com/shops/.fh3mFmoP48ZkJb7GhVr4J8

第651050003719号 前田　匡紀 https://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&seller=A1JL4UWDAC6O32

第651130000254号 正木　章義 http://ys-masaki.com/

第651020000100号 松岡　修平 https://store.shopping.yahoo.co.jp/fine-auto

第651010000584号 松田　幹久
https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&redi
rect=true&me=A22POV6QUOBWJ4&merchant=A22POV6QUOBWJ4

第651140000881号 松三建材株式会社 http://matsusan.co.jp

第651140000974号 松野　光佑
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFul
filled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=
A174V4KSCVIH9E&tab=&vasStoreID=

第651040004106号 松本　浩典 http://store.shopping.yahoo.co.jp/kirakudo

第651050003535号 有限会社マリンクラフト http://www.marinecraft.co.jp

第651040002193号 丸長商事株式会社 marucho-shoji.jp

第651040003557号 株式会社マルトミレンタ http://www.marutomirenta.co.jp/

第651050003733号 丸山　修一 https://toreichishop.base.shop/

第651050003733号 丸山　修一 https://mercari-shops.com/shops/FEanuW2An3sbuY6ssMjNTX

第651050003733号 丸山　修一 https://www.amazon.co.jp/sp?seller=A2TGDV1ZCPBH1T

第651030000637号 見上　精次郎 http://www.eonet.ne.jp/~mikami-yaho

第651030000222号 株式会社ミック http://www.mic-w.co.jp/

第651080000748号 南出　桂子
https://www.amazon.co.jp/sp?is-secure=true&&ie=UTF8&seller=A
1G74QJN4M0JYF&isAmazonFulfilled=0&asin=B0B7KY6B3D&ref_=olp_m
erch_name_10

第651060000413号 源　秀輝 http://www10.plala.or.jp/gen-ai/

第651100001324号 峯上　良平
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/mine_watch_st
ore.html

第651020000200号 株式会社ミモナ http://www.shop-orange.jp/

第651060000431号 宮井　利広 http://www.gensenkan.jp

第651010000574号 宮下　勝次 http://kusakarimiya.com

第651060000425号 森　敏幸 http://www.eonet.ne.jp/~mori-agri

第651060000425号 森　敏幸 http://www.eonet.ne.jp/~mori-nouki/index.html

第651120001022号 森岡　優美 https://foolishapril.theshop.jp/

第651100000888号 守田　勝豊 http://www.aikis.or.jp/~bworks

第651140001003号 森口　敦司
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFul
filled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&protoco
l=current&seller=A1URJHZOOHF3Z2&sshmPath=

第651050003550号 八木　大輔
http://www.amazon.co.jp/gp/aag/details/ref=aag_m_ss?ie=UTF8&
asin=&IsAmazonFulfilled=&isCBA=&marketPlaceID=A1VC38T7YXB528
&seller=A9XKPDHR310W4#aag_legalinfo

第651040001263号 八栄モーター株式会社 http://www.volvo-yasaka.co.jp

第651040004371号 八代　秀樹 https://www.amazon.co.jp/sp?seller=A2EW7970O6G0BD

第651050003688号 安田　光男 https://rockanddo.theshop.jp

第651100001436号 柳沢　岳 https://www.yanagiseisakusho.com/

第651100001447号 矢野　瑞己 https://zuikadobooks.stores.jp/

第651100001454号 山口　菜穂 https://store.shopping.yahoo.co.jp./kogagestore/

第651110000277号 山崎　正紀 https://diveisland.theshop.jp/

第651060000623号 山路　逸斗 https://KEVERLAND.official.ec

第651050003183号 山田　章 http://www.78-matsuya.com

第651050003183号 山田　章 http://www.colle-kawaii.com

第651050003183号 山田　章 https://store.shopping.yahoo.co.jp/78-matsuya/

第651100000944号 山本　公彦 http://tetuma.jp/index.html

第651090000964号 山本　康成 https://mercari-shops.com/seller/shops/Cq5sWxZbk6EkUZGPFqh5v

第651140000991号 山本　夕貴 https://launcher2021.stores.jp/

第651050003194号 湯川　智久 http://www.art-tec.jp

第651010000566号 株式会社ミルジード
http://www.amazon.co.jp/gp/aag/main/ref=0&seller=A1RE7ZKVCTG
JK1



第651050003283号 株式会社ユーズ http://www.e-okaidoku.com/

第651120000995号 米倉　敏郎 http://compi.biz/

第651060000357号 ライフ有限会社 http://sound-support.jp/

第650600000564号 合同会社ライトカーゴ海南 http://hakobu-kainan.com

第651050003731号 株式会社revere
https://www.amazon.co.jp/sp?_&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&s
eller=A2TWLBFTUS53IS&

第651100001061号 有限会社リサイクルハウスワン http://store.shopping.yahoo.co.jp/lightheart-shopping

第651100001061号 有限会社リサイクルハウスワン http://store.shopping.yahoo.co.jp/lightheart

第651100001061号 有限会社リサイクルハウスワン http://www.lightheart-shopping.jp

第651100001061号 有限会社リサイクルハウスワン http://www.r-house1.com

第651100001061号 有限会社リサイクルハウスワン http://www.lightheart.jp/

第651120000941号 有限会社リフレわかやま http://pc-supply.jp

第651140000908号 レイズ株式会社
https://www.amazom.co.jp/gp/aag/ref=olp_merch_name_1?ieUTF8&
asin=B007PQYFM6&isAmazonFulfilled=1&seller=A3V1GT155FO077

第651130000274号 株式会社和奏 https://store.kimonokikunoya.com/

第651050000030号 和歌山ダイハツ販売株式会社 http://dd.daihatsu.co.jp/wakayamaD/

第651050000030号 和歌山ダイハツ販売株式会社
http://u-catch.daihatsu.co.jp/cgi-
bin/search/zaiko_group_w.cgi?d_hansya_id=391

第651050000030号 和歌山ダイハツ販売株式会社 http://wakayama.dd.daihatsu.co.jp/

第651050000030号 和歌山ダイハツ販売株式会社
http://u-catch.daihatsu.co.jp/php/serch/summary.php?d_hansya
_id=391

第651040003168号 和歌山トヨペット株式会社
http://toyota.mediagalaxy.ne.jp/toyopet/P010/indexA.htmlttp:
/

第651120000925号 株式会社わくわくドッカーン本舗 https://store.shopping.yahoo.co.jp/sakurabiyori39/

第651140000857号 和田　浩美 http://alicegarden7.cart.fc2.com/


