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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
・このページは、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。）の規定に基づき開設しているものです。
・ホームページを利用して古物取引を行う古物商は、公安委員会へ古物商の許可証番号、氏名又は名称、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。

許可証の番号
421010040100
421010102800
421010134300
421010189300
421010402600
421010502500
421010600400
421010603900
421010603900
421010702600
421010702600
421010703900
421010704200
421010704300
421010801300
421010902900
421011013100
421011110200
421011110700
421011212300
421011212600
421011213800
421011213800
421011213800
421011213800
421011213800
421011300400
421011301800
421011301800
421011301800
421011304200
421011400400

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）

㈱ワカイカメラ
㈱前橋ホンダ
㈱ホンダカーズ前橋中央

http://wakaicamera.com
http://dealer.honda.co.jp/hondacars-maebashikita/
http://www.hondacars-maebashichuo.jp/
㈲カワサキファクトリースカイロード http://www.skyroad.co.jp
伊藤英治
http://www7a.biglobe.ne.jp/~shop-jackson
㈱丸越
http://www.n-marukoshi.com/
黒澤 真吾
http://www.auction-daikouou.com/FC/014.html
㈲ハローカメラ
http://www.hellocamera.co.jp
㈲ハローカメラ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hellocamera
㈲アクロス
http://www.0120558315.com
㈲アクロス
http://www.across-dream.com
東日本三菱自動車販売㈱
http://www.higashinihon-mitsubishi-motor-sales.com
㈱信州ガーデン
http://www.golfdo.com/
㈱小沢商店
http://www7b.biglobe.ne.jp/~ozawa_syoten/
㈱Ｒ＆Ｗ
http://www.world-com.co.jp/
㈱ハートコミュニケーションズ
http://maebashi.otakaraya.net/
橋本冨美代
http://www.art-blue.jp
オリックス自動車㈱
http://www.orix.co.jp/auto/
松屋織物㈱
http://www.matsuyaorimono.co.jp/
群馬日産自動車㈱
http://www.gunmanissan.co.jp/
藤本 公祐
http://www.kmtools.jp
永田正人
http://korisu1.cart.fc2.com/
永田正人
http://www.amazon.co.jp/gp/aag/main?ie=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A36E
永田正人
http://openuser.auction.yahoo.co.jp/jp/user/jyurina19979398
永田正人
https://my.auction.rakuten.co.jp/list/seller/ExhibitList?__a=81054576
永田正人
http://store.shopping.yahoo.co.jp/korisushop/
萩原 憲明
http://www.gravity-lab.com
㈱ｔｗｏ－ｆｉｖｅ
http://www.rakuten.co.jp/two-five/
㈱ｔｗｏ－ｆｉｖｅ
http://www.two-five.net
㈱ｔｗｏ－ｆｉｖｅ
http://www.amazon.co.jp/shops/A1HS18CIA2D1K
㈱ライズアップ
http://www.ライズアップ.jp
㈱ライドエンタープライズ
http://ecojack.jp
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許可証の番号

氏名又は名称

421011401700
421011500700
421011501300
421011501700
421011502900
421011503200
421011503300
421011503300
421011504100
421011600700
421011601200
421011602100
421011602100
421011602200
421011602600
421012002100
421013003800
421013004900
421014000100
421014000100
421014000100
421014000100
421014199600
421019600200
421019601500
421019900300
421019900300
421019900300
421020053100
421030137500
421030216600
421030245700
421030248200
421030255900
421030262500
421030263500
421030282800
421030283700
421030292100
421030295100
421030298300
421030299400
421030309700
421030309700
421030322800
421030322800

朝日印刷工業㈱
㈱琥花堂
朋友産業㈱
松村洋二
㈲ファーストランズ
㈱オフィスフォレスト
鈴木正宣
鈴木正宣
石関智加
飯島学
㈱Ｄｒｅａｍ Ｆａｒｍ
藤森重勝
藤森重勝
㈱ＦＩＸ
㈱エスティーエス
㈲プロ・アシスト
㈱ユーロブレッツア
㈲ビー・コマース
㈲ファン
㈲ファン
㈲ファン
㈲ファン
古道和俊
群馬日野自動車㈱
ＧＮホールディングス㈱
㈱ヤマダ電機
㈱ヤマダ電機
㈱ヤマダ電機
㈲三山センター
㈱アサヒ商会
濱田化工機販売㈱
滋賀自工㈱
飯島 とし子
㈱ミニボックス
西川佐知雄
㈲モトショップシロタ
㈱ギャラージクローバ
㈲双葉自動車
高崎自動車販売㈱

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.asahi-p.co.jp
http://kokkado.co.jp/
http://hoyu-sangyo.jp/
http://amazon.co.jp/shops/A1L00A6RP6GSNX
http://store.shopping.yahoo.co.jp/lands-store
http://f-foto.jp/index.shtml
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bungeinomori
http://www.bungeinomori.com/
http://fundrop.fashionstore.jp/
http://www.amazon.co.jp/shops/AC14PSXAQ5K6U
http://www.cellsensor.net
http://stor.shopping.yahoo.co.jp/infinity-space
https://www.amazon.co.jp/gp/aag/main/ref=olp_merch_name_2?ie=UTF8&asin=4101098026&isAmazonFulfilled=0&seller=A3JAAL52RVNF3F
http://pcpartsyell.cart.fc2.com/
http://www.sts-carshop.com
http://www.k3.dion.ne.jp/~p-assist
http://www.eurobrezza.co.jp
http://be-commerce.co.jp
http://www.pacya.com/
http://www.kakuhen.com/
http://www.777shop.net/
http://www.daimaou.net/
http://www12.wind.ne.jp/toy.company/
http://www.gunmahino.co.jp
http://www.audi-gunma.jp
http://ymall.jp
http://www.yamada-denkiweb.com
http://yamadakaitori.com
http://www31.ocn.ne.jp/~miyamasenta/index.html
http://www.office-box.biz
http://www.hamadakakouki.co.jp/
http://www.shiga-j.com
http://www9.ocn.ne.jp/~tkcenter/
http://www.miniboxgolf.com
http://www8.wind.ne.jp/akasakado/
http://www.motoshop-shirota.jp
http://dealer.honda.co.jp/hondacars-takasakikita/
http://www.futaba-2cv.jp
http://www.e-celsior.com
㈱シーティーアイコーポレーション http://www.cticorp.co.jp
㈱ホンダカーズ群馬中央
http://www.hondacars-gunmachuo.co.jp/
群馬トヨタ自動車㈱
http://www3.wind.ne.jp/G-toyota/
㈱ホンダカーズ高崎
http://www.hondacars-takasaki.co.jp/
㈱ホンダカーズ高崎
http://hondacars-takasaki.co.jp/
澤田 光明
http://dai4.com
澤田 光明
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/dai4_wakusei.html
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許可証の番号
421030323400
421030330100
421030342100
421030342800
421030348200
421030354300
421030376900
421030377700
421030383900
421030389500
421030390500
421030395800
421030399200
421030400200
421030402700
421030404100
421030404200
421030408300
421030411100
421030418300
421030419500
421030425100
421030428200
421030429900
421030431000
421030434900
421030435100
421030435200
421030437700
421030438000
421030438000
421030438000
421030438000
421030438000
421030438000
421030438000
421030438000
421030438000
421030438000
421030438900
421030440500
421030440700
421030440900
421030441300
421030441500
421030441500

氏名又は名称
丸裕㈱
三共自動車販売㈱
㈱シー・アイ・シー
ネッツトヨタ高崎㈱
原田拓也
古川裕一
新井薫
群馬三菱自動車販売㈱
㈱ヤナセ
㈱東和
㈱アンカー
高信化学㈱
㈱カワシマゴールド
チャレンジャー音響㈱
田中小百合
ソネット㈱
㈱アンティム
安田昌弘
㈲ＳＫＹ
荒井勇雄
㈱ＴＳＵＢＵＫＵエンタープライズ
大木理工機材㈱
北澤武充
㈱アイアール
帯金 信貴
芹沢優
㈱ワールドピースネット
泉将紀
住谷剛
㈱タウ
㈱タウ
㈱タウ
㈱タウ
㈱タウ
㈱タウ
㈱タウ
㈱タウ
㈱タウ
㈱タウ
㈲根岸プランニング
シーエフシーソフトウェア企画㈱
㈱エンプロング
㈱ＡＩカンパニー
田中伸也
㈱Ｅ・Ｓ・Ｃ
㈱Ｅ・Ｓ・Ｃ

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.maruyu-co.jp
http://www.sankyo.gr.jp
http://www.cic-jp.com
http://www.netz-takasaki.com
http://www.gbma.info/side/
http://www5c.biglobe.ne.jp/~kei-pure/
http://www.buzzwave.com
http://www.gunma-mitsubishi.co.jp/
http://brand-square.com/
http://www.slot-towa.co.jp
http://www.t-anchor.co.jp
http://www.koshin-chem.co.jp
http://www.k-gold.co.jp
http://www.challenger-onkyo.com
http://www.shackkkkk.com
http://www.sonnette.biz
http://www.e-intime.jp
http://www.ryouen.com/P.Csupport/
http://www.p-sensor.co.jp/
http://www.karamatsu-train.co.jp
http://www3.plala.or.jp/tsubuku8800/index.html
http://www.ohkiriko.co.jp
http://lsbrs.com/ls.html
http://apple-t.ir06.com
http://www.old-parts.net/
http://www8.wind.ne.jp/haruna-machinet/
http://www.huruhonkaitori.com/
http://www.gomieco.info/
http://glass-life.com/
http://www.tau-sales.com/
http://www.tau-reuse.com/
http://www.tau-reuse.com/marine/
http://www.tau-reuse.com/mobile/car/
http://www.tau-reuse.com/mobile/boat/
http://www.tau-mobile.com/
http://www.tau-trade.com/
https//www.tau-truck.com/
http://www.tau-forklift.com/
http://www.tau-marine.com/
http://www.atv-g.com
http://www.do-pocket.com
http://www.enpelong.co.jp/
http://www.cycly.co.jp/
http://ecostyle.ocnk.net/
http://www.albero-design.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/albero-design
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許可証の番号
421030441600
421030441700
421030441900
421030446600
421030448700
421030449000
421030449100
421030450600
421030451100
421030452500
421030453200
421030453400
421030455300
421030455600
421030456600
421030456800
421030457700
421030457700
421030457700
421030457700
421030457700
421030457700
421030458900
421030459000
421030465500
421030465900
421030465900
421030467300
421030467800
421030468400
421030469500
421030469600
421030470200
421030470700
421030470700
421030471600
421030472000
421030472300
421030473700
421030475300
421030476500
421030476900
421030476900
421030477000
421030477900
421030477900

氏名又は名称
㈱ミュージックランド
トリニティトレーディング㈱
㈲リレーションメイク
㈱ハウスアンドガーデン
㈱キャロッセ
㈱真祥庵
㈲ホウトク
フュージョンプロデュース㈱
松井 秀樹
ネクストドアーズ㈱
土屋 裕一
矢島 昌樹
石川 雅広
百々 泰朗
高崎精器㈱
エイコム㈱
ＫＩホールディングス㈱
ＫＩホールディングス㈱
ＫＩホールディングス㈱
ＫＩホールディングス㈱
ＫＩホールディングス㈱
ＫＩホールディングス㈱
㈱エムエフケイ
神谷 哲史
㈱心
㈱ポポンデッタ
㈱ポポンデッタ
㈱スタンダード
㈱ドリーム・トレーディング
長谷山 航
永井 明
小野塚精機㈱
㈲キュリオ
ＬＥＡＤ－ＬＡＢ㈱
ＬＥＡＤ－ＬＡＢ㈱
有坂 朋彦
茂木 岳志
㈱七豊物産
㈱クマガイコーポレイション
阪井 麗美
㈱小谷野電気
㈱ブロック
㈱ブロック
ＫＴＹ（合）
㈱ＡＲＣＨＴＲＡＤＥ
㈱ＡＲＣＨＴＲＡＤＥ

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.musicland.co.jp
http://trinity-tading.jp/
http://relation-m.com/
http://www.h-gshop.net/
http://www.cusco.co.jp
http://www.iicotoaruyo.com
http://www.majimesatei.com
http://fusion-produce.co.jp
http://www.antik-ulicka.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/nextdoors
http://suiranbook.exblog.jp/
http://www.e-yaji.net
http://takazeki.otakaraya.net/
http://www.ecosute-g.net/
http://www.tpmc.jp
http://www.a-com-system.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/brandauction
http://storeuser9.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/ki_brand
http://brandjp.jp/
http://www.rakuten.co.jp/brandauction/
http://www.mbok.jp/.l?u=8372689
https://my.auction.rakuten.co.jp/profile/itemlist?uno=PQ5g3bJRnmH
http://www.pc-nero.com
http://osakekaitori-cat.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/juicy-juicy
http:www.popondetta.com/takasaki/index.html
http://www.popondetta.com/
http://www.regold.jp
http://flexdream.jp
http://www.haseyamabikou.com
http://sys-nag.net
http://store.shopping.yahoo.co.jp/onozka
http://www.curiobooks.jp
http://www.flight-rc.jp
http://www.rc-1.net
http://indigolight.web.fc2.com/
http://kaeruyasan.com/
http://www.re-market.jp/
http://www.f-garage.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/takasakilife
http://koyanodenki.com/
http://blockinc.jp.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/blocknet/
http://www13.plala.or.jp/kty-llc/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/archtrade
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/yaarchtrade.html
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許可証の番号
421030477900
421030479200
421030480000
421030482500
421030482700
421030484900
421030484900
421030486200
421030486600
421030487400
421030487400
421030487400
421030487400
421030487400
421030487700
421030488000
421030488100
421030489200
421030489400
421030489900
421030490300
421030490900
421030492600
421030493800
421030494100
421030494300
421040102500
421040153700
421040157400
421040157700
421040159800
421040162800
421040163600
421040164400
421040164900
421040168200
421040168400
421040169000
421040169500
421040170100
421050056000
421050080900
421050081500
421050081500
421050081500
421050082700

氏名又は名称
㈱ＡＲＣＨＴＲＡＤＥ
㈱Ｒｏｏｍ’ｓ
ＬＩＦＥ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ㈱
園城夕佳
劉 雨
電脳㈱
電脳㈱
㈱ソフマップ
都築勤
㈲ミックス
㈲ミックス
㈲ミックス
㈲ミックス
㈲ミックス
㈱カムラッド
㈱ワイズ櫻井
㈱パラレルワールド
渡邉一真
浅見成一
河内良雄
吉澤美佐子
田中亙利
近藤建強
㈱ライト
松翔貿易合同会社
坂野一弘
㈱イクシムジェットジャパン
渡辺健一
山下仁
小野里実
小池準
㈱ゼロジャパン
平柳 俊一
新井 昭久
追川 こず恵
㈲ユーピック
横田武次郎
島野彰久
宮下木花
㈱タジマ
㈱ホンダオート富岡
後藤篤美
㈱イーエックス
㈱イーエックス
㈱イーエックス
吉村隆

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.amazon.co.jp/gp/aag/main?ie=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A315P
http://g-rooms.co.jp
http://life-innovation.co.jp
http://minoridge.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/newyork-lover
http://www.dennoh.net
http://www.oaland.jp
http:/www.sofmap.com
http://kuragano.otakaraya.net
http://store.shopping.yahoo.co.jp/mix
http://www.qoo10.jp/shop-info/mix
http://www.mixx.co.jp
http://ww.rakuten.co.jp/mix
http://www.amazon.co.jp/s?me=A27UIV18K00656
http://comrade.in.net
http://ysproject-takasaki.jp
http://www.parallelworld-txt.co.jp
http://www.amazon.co.jp/gp/aag/main/ref=aag_d_sh?ie=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=6isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&seller=AI8
http://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AAF5BOFA6IVI1&merchant=AAF5BOFA6IVI1&redirect=true
http://vintage-garden.net/
https:www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1VC38T7YXB528&redirect=true&me=ATXWQ9JF05T8&merchant=ATXWQ9JF05T8G
http://www.monogura.com
http://www.ecologylife-online.com/
http://right.co.jp
http://www.syotenso.com/
https://www.amazon.co.jp/gp/aag/main/ref=olp_merch_name_2?ie=UTF8&asin=B00OBT0PE2&isAmazonFulfilled=1&seller=A12RPFJACIC12
http://eximjet.jp
http://www15.wind.ne.jp/~things/
http://takasaki.otakaraya.net/info/
http://licca-poupee-shop.com
http://shop125.dousetsu.com/
http://wonder-price.net/
http://www.rakuten.co.jp/brandvinage/
http://www.aq-trailers.com
http://luce-chiara.shop-pro.jp/
http:www.u-pick.jp
http://sellist.aactions.yahoo.co.jp/user/busyuubizyutu
http://www.amazon.co.jp/shops/A1K41D0OO42JEJ
http://lemonstudent.thebase.in/
http://www.tajima-eco.co.jp
http://dealer.honda.co.jp/hondacars-tomioka/
http://snowberry.vis.ne.jp/
http://www.recycle-expert.com
http://www.kaitorishop.net
http://www.u-mobi.jp
http://www.iihana.com
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許可証の番号
421050086700
421050087900
421050088300
421070030300
421070050100
421070051700
421070052700
421070054400
421070054700
421090044800
421090047900
421090047900
421090047900
421090114800
421090114800
421090114800
421090142600
421090163700
421090185800
421090188100
421090233300
421090233600
421090245600
421090258100
421090259400
421090259400
421090259400
421090259400
421090273100
421090274400
421090274400
421090277300
421090289300
421090290900
421090291700
421090291700
421090293800
421090296100
421090298200
421090302300
421090304200
421090305000
421090306100
421090306300
421090306600
421090307300

氏名又は名称
中野武弘
中島 悠太
㈱ＴｉーＡｍｏ
㈲ナカムラモータース
Ｐｉｎｋ ｃｈｅｒｒｙ
㈱ティフ
㈱宮本製作所
石井 精
㈱スターライド
㈲松島自動車
福地順三
福地 順三
福地 順三
亀井博
亀井博
亀井博
㈲モトハウス・ライムグリーン
㈲三上オート工業
㈲ミツエ自動車
㈲ホリプロモーション
㈲平田商会
三菱ふそうトラック・バス㈱
㈲ブルドッカータゴス
井上啓
㈱ブランドオフ
㈱ブランドオフ
㈱ブランドオフ
㈱ブランドオフ
山岸 正明
小杉 真希夫
小杉 真希夫
高山 博光
須藤 慶樹
㈱リンピオ
合同会社ブルータス
合同会社ブルータス
西原 明香
㈱ｃｏｌｏｒｓ
横田 実香子
白川鉄工㈱
㈲ヤマダ金属商会
合同会社Ｋ・Ｒ通信
合同会社真実忠誠
鶴淵心
㈱リトラス
内川清貴

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://www4.ocn.ne.jp/~repir/
http://rosieforest.ocnk.net/
http://www.ti-amo.co.jp
http://www.nakamura-motors.com
http://pinku-cherry.ocnk.net/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~dtp/
http://www.miyamoto-s-s.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/relyce-store
http://www.dusty-mc.com
http://www6.ocn.ne.jp/~matusima/
http://www.fukuchishoten.com
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/fukuchishoten.html
http://www.fukuchishoten.net
http://www.subarushop.jp
http://www.fiat500.net
http://www.kamei-car.com
http://www.limegreen.co.jp
http://www.mikamiauto.com/
http://www15.ocn.ne.jp/~mitsue
http://www.pit-service.co.jp/
http://www.hiratashoukai.co.jp
http://www.mitsubishi-fuso.com/
http://store.shipping.yahoo.co.jp/bd-tagos
http://www.cosme-rey.com
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/brandoff_tokyo.html
http://www.rakuten.co.jp/brandoffginza/
http://www.brandoff.jp/
http://www.brandoff.co.jp/
http://www.bookshonline.jp/mobile/
http://www.once-five.com
http://www.bowx2.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kimono-muni
http://eznetshoppers.com
http://www.sakai-unyu.co.jp/
http://telloopisesaki.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/telloopisesaki
http://www.amazon.co.jp/shops/A32K0HMOLNP6U5
http://www.brand-up.jp
http://architeriorsr.shop-pro.jp
http://www.shirakawa-i.co.jp
http://www6.ocn.ne.jp/～yamakin
http://kr-communication.com/
http://www.trueandloyaltrading.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tennismind
http://www.retrus.co.jp/
http://www.exdeal.biz
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許可証の番号
421090309500
421090310100
421090310100
421090310800
421090311000
421100036000
421110096700
421110157300
421110158100
421110158100
421110158100
421110158100
421110175500
421110186800
421110187900
421110187900
421110187900
421110187900
421110187900
421110187900
421110187900
421110197900
421110198300
421110201900
421110203500
421110210800
421110211100
421110211600
421110218500
421110220500
421110222900
421110224400
421110229700
421110229700
421110230200
421110232400
421110233200
421110234200
421110237100
421110239200
421110245400
421110247200
421110247200
421110247200
421110249200

氏名又は名称
㈱イザナギ
藤澤智恵
藤澤智恵
堀込多津子
㈱エンタメフリーク
小茂田 智雄
㈱オートセールス龍
堀口昌彦
㈱ガリバーインターナショナル
㈱ガリバーインターナショナル
㈱ガリバーインターナショナル
㈱ガリバーインターナショナル
鹿山浩二
荻原物産㈱
㈱バイク王＆カンパニー
㈱バイク王＆カンパニー
㈱バイク王＆カンパニー
㈱バイク王＆カンパニー
㈱バイク王＆カンパニー
㈱バイク王＆カンパニー
㈱バイク王＆カンパニー
星野恵子
大翔屋
㈱大創
三井住友ファイナンス＆リース㈱
㈱サン・エンジニアリグング
㈱ピーシーデポコーポレーション
竹澤順一
アイパーツ㈱
㈱ポス
ネオプランニング㈱
㈱カネコトレーディング
㈱ジーエムワイ
㈱ジーエムワイ
㈲武藤農機具店
㈱ゆうき
㈱金井工事
㈱ゲオ
久保田 淳
㈱銀座屋
㈱コムロ楽器
中島 元雄
中島 元雄
中島 元雄
茂木直之

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://akbh.jp
http://www.amazon.co.jp/shops/AT6K9D0QBIJJU
http://store.shopping.yahoo.co.jp/2mxzn5k9xc755wljnvp2yiqwfu/
http://gomez-shv.shop-pro.jp/
http://www.bookforest.jp/
http://www.nagaiya.com
http://ryuinc.com/
http://www.page.sannet.ne.jp/mhori/
http://www.glv.co.jp/
http://www.221616.com
http://www.glv.co.jp/
http://www.gao.tv
http://www.ne.jp/asahi/wao/top/
http://www.ogi-b.co.jp/
http://www.8190.co.jp
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/ikmotorcycle.html
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/ik_mc.html
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/bikeoh01.html
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/bikeoh_direct_shop.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bikeo-ds-shopping
https://www.8190.jp
http://www7.plala.or.jp/souffler
http://6807.teacup.com/tomcat/shop
http://www5.wind.ne.jp/daiso/
http://www.smfl.co.jp
http://www.sun-engi.co.jp
http://www.pcdepot.co.jp
http://w3.oroti.com/~gamushara2007/
http://www.i-parts.co.jp
http://www.reeb-auto.com/index.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tomo2store
http://www.recycle-partner.com
http://www.grand-master.jp
http://www.gm-label.com
http://www.pdns.co.jp
http://shop.uki-1.co.jp
http://www.kanai-kouji.co.jp/
http://geo-online.co.jp/
http://ucar-gunma.com/
http://www.ginzaya.co.jp
http://komurogakki.jp
http://taiyoservice.thebase.in
http://taiyoservice.biz/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/taiyo-s/
http://net-maron.com/
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許可証の番号
421110250800
421110251000
421110257400
421110259200
421110260000
421110262100
421120000855
421120000947
421120001006
421120001195
421120001198
421120001198
421120001198
421120001198
421120001207
421120001215
421120001215
421120001252
421120001281
421130012310
421130136000
421130136000
421130149500
421130160700
421130167300
421130178100
421130178800
421130179200
421130182600
421130182700
421130183600
421130186700
421140004023
421140048000
421140050200
421140051200
421140053400
421140055500
421140061400
421140061700
421140064400
421140066300
421140068300
421140068300
421140069100

氏名又は名称
若林正志
片柳秀行
際美国際貿易㈱
㈱ワイルドループ
㈲萩原商会
清水昇
今井努
㈱プリマベーラ
川島正智
㈱エスアイ堂
㈱チャーム
㈱チャーム
㈱チャーム
㈱チャーム
㈱ＡＴｏＲｉＫＡ
黒沢 秀光
黒沢 秀光
北関東木工機センター㈱
坂本雅貴
㈲川村モータース
中部自動車販売㈱
中部自動車販売㈱
㈱小林機械
鈴木浩之
㈱スナガ
㈱スリーアール
大嶋隆行
㈱レバレッジ
笠原 寿之
細田 めぐみ
㈱クローバーランド
㈲小野田農機
㈱ホンダパルカワライ
山田千佳
㈲エフテックス
横山能隆
阿部智
㈲グローバルスタンダード
㈱ワイズ
㈲アズイズ
岩脇由典
小林 悟
㈱ライズ
㈱ライズ
㈱フロンテイジ

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://gunmaoota.otakaraya.net
http://www.onmoku.com
https://shop108260456.world.taobao.com
http://www.wideloop.co.jp
http://mokkoukikai.com/
http:www.geocities.jp/koubou_shimizu
http://www.shopping-charm.jp
http://www.team-prima.co.jp
http://www.garage-tomo.com/
http://www.sidoh.com
http://www.charm.co.jp/
http://www.shopping-charm.jp
http://www.rakuten.co.jp/chanet
http://store.shopping.yahoo.co.jp/chanet
http://storeuser5.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/extreme_shop_tora
http://acefactory.web5.jp
http://acefactory.jp/
http://www.geocities.jp/cgqkx429/
http://collectiongroup.ocnk.net/
http://kawamura-motors.net
http://www.e-bcn.co.jp/
http://www.bcn-s.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kikai4406
http://www.cottage-workplace.com/
http://www.sunaga-boat.co.jp
http://www.ｔｈｒee-re.co.jp
http://www.juc-gunma.fine.to
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/ktm_no_life.html
http://www.geocities.jp/biklebox_kasahara/
http://tsukumoya.cart.fc2.com/
http://www.cloverland.jp
http://www.pdns.co.jp
http://dealer.honda.co.jp/hondacars-kiryuchuo/
http://sweethouse.dee.cc
http://ftex.co.jp
http://www.grand-master.jp
http://www.jewelry-maruai.biz
http://www.ppps.jp
http://www.ys-carland.com/
http://www.az-art.net
http://www.medianetjapan.com/2/20/shopping/oznu/
http://www.rakuten.co.jp/go-color/
http://tool-off.com/
http://store.austions.yahoo.co.jp/html/profile/watarunishimura-rise3.html
http://mizuamudo.com/
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許可証の番号
421140069100
421140071500
421140072100
421140074600
421140077200
421140079600
421140080000
421140081000
421140081800
421140082800
421140083300
421140083900
421140084800
421140085900
421140086200
421140086500
421140086800
421140087300
421140087700
421160073600
421160095300
421160103700
421160129100
421160132100
421160136000
421160136000
421160136800
421160138100
421160138100
421160139300
421160140600
421160141900
421160142700
421160143900
421160143900
421170057800
421170080900
421170082700
421170099000
421170100400
421170100400
421170111800
421170114400
421170116500
421170117000

氏名又は名称
㈱フロンテイジ
野村 忠寿
上原 隆幸
菊地 浩司
㈱ソフトキュービック
㈱桐生旅行
㈱ナカヤマオートサービス
斎藤 生
㈱ｅ-バリュー
初谷一臣
木村美奈子
田村イサ子
新井美貴
アイ・プランニング㈱
久保田昌
舘石皓哉
塩沢栄
藍原恵美子
佳希歌合同会社
加藤自動車㈲
いすゞ産業㈱
工藤治孝
橋本強
小林岩雄
須田 崇司
須田 崇司
山本 格
伊井 明生
伊井 明生
㈲鈴京
鹿島エレクトロニクス㈱
竹内幸誉
㈲ほりえ酒店
ハラックス㈱
ハラックス㈱
小林寅男
㈱猿ヶ京自動車
㈲鈴木商会
羽鳥真吾
月夜野オート㈲
月夜野オート㈲
内山康恵
阿部春夫
㈱トラスト
橋本修一

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/mizuamudo
http://www.voice-garage.com/
http://www.otakarahonpo-ebisuya.com/
http://onepackkiryu.com/
http://www.softcubic.co.jp
http://kiryu-ryoko.com
http://park12.wakwak.com/～welcure-cars/
http://www.mary-hudson.com
http://e-value.co.jp
http://82net-shouten.com
http://koubouyume.cart.fc2.com
http://135service.com
http://www.amazon.co.jp/shops/A2TRLOZKALX7HX
http://duas-d.com
http://www.amazon.co.jp/shops/A3V4SIOV63ZZ9A
http://tarpit45.com
http://www17.plala.or.jp/shiozawa-kaitai/
http://www.amazon.co.jp/shops/AYASNTYVCX95
http://www.rakuten.co.jp/kanoka-rental/
http://park8.wakwak.com/~katojidosha/
http://www.wind.ne.jp/isuzu/
http://www.e-walkjp.com
http://recyclezero.web.fc2.com/
http://www.hanamizuki@otakaraya.jp
http://ota.otakraya.net
http://shibukawa.otakaraya.net
http://www.7.ocn.ne.jp/~tukuriya/
http://www.c-creek.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/curtiscreek
http://www.chikyuya.co.jp
http://www.kashima-electro.com
http://furugijima.html.xdomain.jp/
http://store.yahoo.co.jp/horie-saketen
http://www.rakuten.co.jp/harax-ss/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/harax-ss
http://www3.kannet.ne.jp/~kgt/
http://www5.kannet.ne.jp/~saruji/
http://www.suzukishoukai.com/
http://www.hatocame.com/
http://www.goo-net.com/usedcar_shop/0402514/
http://www.tsukiyono-auto.com/
http://www.nahele.com
http://homepage3.nifty.com/junkworldconn/
http://ks-market.ocnk.net/
http://homepage2.nifty.com/bunanomi/
9 / 12 ページ

許可証の番号
421170123400
421170123900
421180059800
421180061000
421190045900
421190049900
421200000045
421200000045
421200000137
421200000201
421200000440
421200000440
421200000441
421200000447
421200000450
421200000455
421200000476
421200000495
421200000522
421200000536
421200000565
421200000650
421200000693
421200000693
421200000693
421200000703
421200000721
421200000724
421200000735
421200000735
421200000736
421200000742
421200000765
421200000774
421200000785
421200000818
421200000829
421200000842
421200000844
421200000845
421200000853
421200043793
421200058167
421200090016
421200091025
421200531392

氏名又は名称
小林正夫
ウブカタ資源㈱
齊藤豊
塚田とみ子
藤野 由貴男
㈱インフォセクション
㈱スズキ自販群馬
㈱スズキ自販群馬
富士スバル㈱
㈱ハードオフコーポレーション
木村勝行
木村勝行
㈲ＭＧＣ
㈲遠藤自動車
㈲江崎商会
早川雄士郎
内山建
堤真由美
㈱ポパイの家具
㈱レストポ
㈲昴技研
根本 泰彦
㈱タックルベリー
㈱タックルベリー
㈱タックルベリー
㈱イーアップ
八木 妙子
㈱Ｈｉｔｏ企画
㈱あらたや
㈱あらたや
㈱ケイ・ドリーム
茂木 正人
㈱どう楽車
鮫島 眞由美
白井 武志
㈲大和
㈱エイシン
石井美幸
㈱スタイルジャパン
新井康介
安田要
ネッツトヨタ群馬㈱
㈲中島ホンダ
㈲上州オート
㈱石原オート販売
㈱ホンダカーズ前橋

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/powerstage
http://www.usrc.jp
http://www.hajime-recycle.com/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~usagiya/
http://mugikoya.ocnk.net/
http://kitakaruizawaclub.com
http://www.suzuki.co.jp/
http://sj-gunma.jp/
http://www.fujisubaru.co.jp/
http://www.hardoff.co.jp
http://www.initial-p.net
http://pshop.blog74.fc2.com
http://j-mgc.com
http://www.enj.co.jp
http://maebashi.cool.ne.jp/spoesaki/top.htm
http://www12.wind.ne.jp/hukkatuya/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/marys6144
http://readingroom.iinaa.net/
http://www.popai.hs.plala.or.jp/company.html
http://www.restpo.com/
http:///www.subaru-giken.com
http://www.bookroot.info
http://www.tackleberry.co.jp
http://b-net.tackleberry.co.jp
http://b-net-mobile.tackleberry.co.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/i-up
http://rosesalon.net/
http://maebashioshima.kingindou.com/
http://www.arata-ya.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/secondgear
http://www.keidream.com
http://mogi-2rin-koubou.in.coocan.jp
http://www.dorakusha.co.jp
http://menbers3.jcom.home.ne.jp/yamaneko-kan/
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/innote2014.html
http://www.yamato-rs.com
http://www.ps-eishin.com/
http://tomte-home.com/
http:www.autostyle-japan.com
https://www.amazon.co.jp/shops/A1R17ZZESP8AXM
http://stores.shop.ebay.com/yustwo2-mini-car-shop
http://netzgunma.co.jp/
http://dealer.honda.co.jp/hondacars-maebashihigashi/
http://www.jyosyuauto.com
http://dealer.honda.co.jp/hondacars-maebashiminami/
http://www.hondacars-maebashi.co.jp
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許可証の番号
421040170000
421140061200
421140061200
421110262100
421050088900
421030495000
421030495600
421110262600
421110262600
421030492700
421030496900
421030317900
421030492100
421140035500
421110263200
421140090000
421012002100
421090320300
421090309500
421090309500
421090309500
421110262700
421120001327
421170129700
421090288200

氏名又は名称
萩原康太郎
㈱サクライデンキ
㈱サクライデンキ
清水昇
三木裕一
山崎剛
㈱ＢＬＡＺＥＡＣＥ
石橋潔尚
石橋潔尚
小鮒功敏
㈱奥泉自動車
細村武夫
岡崎なつき
㈱トーエイ
㈱ゴルフ・ドゥ
㈱ＧｒｅｅｎＣａｍｐ
㈲プロ・アシスト
㈱大澤電機商会
㈱イザナギ
㈱イザナギ
㈱イザナギ
大木祐一朗
ＹＴＳ㈱
㈱ＴＯＯＬｓＢＯＸ
AJ BRIDGE㈱

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://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/syouwa48071
http://www.amazon.co.jp/shops/A2AC75LGHZZ8A
http://auctions.yahoo.co.jp/booth/kadensentai
http://store.shopping.yahoo.co.jp/sbsshop
http://www.stores.ebay.com/jartculture
http://www.september-records.com
http://www.rakuten.co.jp/blazeace/
http://www.hardwave.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hardwave
http://tonyacho.otakaraya.net
http://www.carsensor.net/shop/gunma/221299004
http://gettakasaki.thebase.in/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bifuya
http://www.toei-trailer.com
http://www.golfdo.com
http://www.greencamp.co.jp/service.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/proassist-recycle
http://osawa-denki.co.jp/
https://www.amazon.co.jp/shops/A3D2SCXCVGQNAP
http://store.shopping.yahoo.co.jp/akhb
http://www.rakuten.ne.np/gold/akbh
https://bictree-koubou.shop-pro.jp/
https://taylanbox3.wixsite.com/ytscoltd
http://www.toolsbox.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ajb-mart

○ 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、法第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７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）
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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）
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たっては、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。
許可証の番号

氏名又は名称

２～４（略）
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