
令和３年２月25日現在

№ 氏名又は名称 届け出たホームページのＵＲＬ 許可証の番号

 1 合資会社　オバタ http://www.obata7.co.jp/ 231020000408

 2 有限会社石和田自動車 http://www.ishiwada.com/ 231130001833

 3 株式会社ガリバーインターナショナル http://www.221616.com/ 231130001777

 4 津嶋　幸雄 http://www13.plala.or.jp/bms-odate/ 231020000450

 5 株式会社ORISON http://primo.honda.co.jp/noshiro-higashi/ 231050000555

 6 株式会社男鹿オート http://dealer.honda.co.jp/hondacars-oga/ 231120000199

 7 株式会社オールホンダ大曲 http://primo.honda.co.jp/omagari/ 231210000727

 8 株式会社最上自動車 http://primo.honda.co.jp/yokote/ 231230000404

 9 株式会社ホンダパドック http://primo.honda.co.jp/paddock/ 231230000489

 10 トヨタカローラ秋田株式会社 http://corollaakita.co.jp/ 231170000399

 11 大内モーター株式会社 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-honjo/ 231140000448

 12 株式会社千葉自転車店 http://primo.honda.co.jp/chiba/ 231220000341

 13 有限会社清水自動車 http://www.shirakami.or.jp/~s-motor/ 231050000686

 14 株式会社ドリームリンク http://kawabata-retro.shop-pro.jp/ 231130001852

 15 株式会社ドリームリンク http://tokyo-modernclub.com/ 231130001852

 16 有限会社　エスエム商会
http://www.ju-

janaito.com/sp/dt.jsp?pk=2200014&op=s
231250000435

 17 有限会社　エスエム商会 http://www.ju-janaito.com/sp/dt.jsp?pk=1029206328006&op=s 231250000435

 18 加藤　義信 http://www13.plala.or.jp/sanahyoo/ 231230000692

 19 有限会社　秋田自動車部品商会 http://www.appakita.com/ 231130001576

 20 株式会社　ＭＥＧＳ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ http://www.ｍｅｇｓ-corporation.jp/ 231250000523

 21 齊藤　浩幸 http://junkss.ftw.jp/ 231240000354

 22 有限会社ウイング http://www.ink.or.jp/~wing/ 231010000316

 23 内藤　久 http://michinoku999.web.fc2.com/ 231250000526

 24 有限会社　Ｔ　Ｍ　Ｙ http://www.tmy.join-us.jp 231250000528

 25 有限会社　メディアシステム http://www.media-sy.com/ 231170000574

 26 平田自動車販売株式会社 http://www.moto-hirata.com/ 231180000016

 27 有限会社オートショップ横手 http://www.ju-janaito.com/sp/dt.jsp?pk=2200083 231230000618

 28 伊藤　勉 http://www.kageki-hands.com/ 231170000340

 29 株式会社　阿部モーター商会 http://www.yutopia.or.jp/~tsuyoshi/ 231250000538

 30 秋田いすゞ自動車株式会社 http://www.igal.jp 231130001939

 31 株式会社ケーワイ http://www.shirakami.or.jp/~kyltd-hide/ 231050000819

 32 北日本オート株式会社 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-katagami/ 231120000208

 33 佐々木　祥悟 http://snipeweb.info/ 231170000610

 34 株式会社ティーフォー http://www.t4t4.jp 231130001994

 35 三共産業株式会社 http://www.good-job-tools.com 231210000812

 36 株式会社オートエムワン http://www.ａｕｔｏ-ｍ１.com 231210000706

 37 株式会社若林栄広堂 http://www.eikodo.net 231230000734

 38 山本　達也 http://www.ｏｎｇａｋｕｋｏｕｂｏｕ.ｉｎｆｏ/ 231230000737

 39 三浦　環 http://saku-book.style.coocan.jp 231140000644

 40 株式会社秋田物流 http://www.aｂｃ－ｍａｒｉｎｅ.com 231250000566

 41 有限会社ヒロモータース http://www.hiromotors.com/ 231210000849

 42 小畑　春佳 http://www.obata-auto. 231020000708

 43 山田　祥子 http://www.futarino.org/marguerite/ 231160000216

 44 株式会社ホンダ四輪販売北・東北 http://www.h4kt.co.jp/ 231130001809

 45 関　　典　子 http://www.shop-online.jp/tebokko/ 231050000828

 46 株式会社秋田重車輌 http://www7.ocn.ne.jp/~akiju/ 231050000868

 47 近藤オート販売株式会社 http://www.shirakami.or.jp/-kondoaouthnbi/ 231050000608

 48 佐藤　雅光 http://www.homebound.jp 231050000876

 49 株式会社バイク王＆カンパニー http://www.8190.co.jp/ 231130002066

 50 株式会社バイク王＆カンパニー http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/ik_mc.html 231130002066
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№ 氏名又は名称 届け出たホームページのＵＲＬ 許可証の番号

 51 株式会社バイク王＆カンパニー http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/profile/bikeoh01.html 231130002066

 52 株式会社バイク王＆カンパニー http://www.8190.jp 231130002066

 53 株式会社バイク王＆カンパニー http://store.shopping.yahoo.co.jp/bikeo-ds-shopping 231130002066

 54 株式会社バイク王＆カンパニー http://www.8190ds.jp 231130002066

 55 有限会社マリンジャック http://www.marinejack.jp 231170000407

 56 秋田ふるさと農業協同組合 http://www.akita-furusato.or.jp 231230000776

 57 丹後谷　剛 http://tangoya-art.com 231130002096

 58 奈良　義幸 http://gachapaso.web.fc2.com 231020000726

 59 高橋興業株式会社 http://www.noshiro-bowl.co.jp 231050000884

 60 佐藤　幸一 http://ideha-slow-rv.com 231230000782

 61 田原　悦子 http://www.amazon.co.jp 231180000094

 62 有限会社ゲット http://www.autoliveget.com 231230000701

 63 株式会社タックルベリー http://www.tackleberry.co.jp 231130002140

 64 株式会社タックルベリー http://b-net.tackleberry.co.jp 231130002140

 65 株式会社未来屋書店 http://www.miraiyashoten.co.jp 231180000100

 66 合資会社村山 http://www.rakuten.co.jp/act-one/ 231130002061

 67 合資会社村山 http://store.shopping.yahoo.co.jp/actone 231130002061

 68 小野　由美子 http://www.rakuten.co.jp/yumi20092/ 231170000685

 69 ヨコウン株式会社 http://www.yokoun.co.jp 231230000793

 70 オリックス自動車株式会社 http://www.orix.co.jp/auto/ 231130002160

 71 株式会社菅原自動車 http://www.sugawara-akita.co.jp/ 231020000585

 72 板澤　勇雄 http://www.itasawasyobou.com 231130000618

 73 株式会社秋田スズキ http://sj-akita.jp/ 231130001385

 74 池端　収 http://www2.odn.ne.jp/~han69320 231130001762

 75 株式会社タックルベリー http://b-net-mobile.tackleberry.co.jp/ 231130002140

 76 アインペリアル株式会社 http://www.rakuten.co.jp/goyoutashi/ 231180000087

 77 株式会社高憲商事 http://www.shounandream-ucar.net/ 231250000510

 78 有限会社パキザ商事 http://www.pakeeza.jp/ 231170000587

 79 加藤　秀明 http://www.bunkoudo.com 231140000677

 80 横山　亘 http://www.sou-koubou.com/ 231130002240

 81 株式会社富久屋 http://www.woodnote.co.jp/ 231230000826

 82 鳥海自動車株式会社 http://www.choukai.co.jp 231230000827

 83 照井　範興 http://www.yutopia.or.jp/~tfarm/ 231250000610

 84 仙道　良憲 http://paso-life.com 231170000736

 85 株式会社ゲオ http://geo-online.co.jp/ 231180000121

 86 佐々木　和万 http://www.lightsaver-jp.com/ 231130002273

 87 株式会社ハードオフコーポレーション http://www.hardoff.co.jp 231020000763

 88 株式会社エコプラス http://www.eco-plus.jp 231210000854

 89 株式会社角昌機械店 http://www.pdns.co.jp/member/profile/kakusho/ 231010000151

 90 有限会社ナガサワ農機 http://www.pdns.co.jp/member/profile/ugn7530/ 231110000260

 91 鹿子澤　睦子 http://rescueshoes.com/ 231180000053

 92 青山　重公 http://store.shopping.yahoo.co.jp/jshop 231220000537

 93 株式会社エコプラス http://www.hardoff.co.jp 231210000854

 94 株式会社デラックスウエア http://dalees.ocnk.net/ 231010000348

 95 三共産業株式会社 http://store.shopping.yahoo.co.jp/goodjobtools 231210000812

 96 株式会社ホンダハート http://store.shopping.yahoo.co.jp/heart-netshop 231020000784

 97 劉　学旎 http://www.rakuten.ne.jp/gold/lapislazuli/ 231050000940

 98 株式会社ゴルフパートナー http://www.golfpartner.co.jp/ 231170000751

 99 有限会社コルチカム http://www.colchicum.net/ 231130002306

 100 山本　訓也 https://sites.google.com/site/candygroupjapan/ 231130002303
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№ 氏名又は名称 届け出たホームページのＵＲＬ 許可証の番号

 101 株式会社備品レンタルセンター http://bihin-rc.co.jp 231170000753

 102 小笠原　純一 http://www13.plala.or.jp/pcsup/ 231130002307

 103 髙階　和哉 http://store.shopping.yahoo.co.jp/just-rock/ 231130002304

 104 熊谷　榮子 http://total-ten.com/ 231180000167

 105 川上　芳徳 http://store.shopping.yahoo.co.jp/toranyan3/ 231170000591

 106 秋田ダイハツ販売株式会社 https://akitadaihatsu.co.jp/ 231130001381

 107 貝塚　亨 http://akita-garou.mond.jp/ 231130000327

 108 嶽石　陽介 http://store.shopping.yahoo.co.jp/hfs05/ 231140000708

 109 株式会社モトーレン秋田 http://www.akita-bmw.co.jp 231130000415

 110 松本　学 http://komatsukanamonoten.jp 231140000718

 111 株式会社オートサービスグローバル http://www.a-s-global.com 231010000383

 112 吉原　麗生 http://store.shopping.yahoo.co.jp/yossinoomise/ 231020000799

 113 誠安株式会社 http://crystal-seian.co.jp 231250000643

 114 今野　広志 http://konno-music.com/ 231140000724

 115 中村　美之 http://www.carple-akita.com 231180000131

 116 ライジング株式会社 http://raising-time.com/ 231210001064

 117 株式会社サイバーギア http://store.shopping.yahoo.co.jp/cybergear 231170000773

 118 合同会社みちひらき http://www.mono-katari.jp 231110000357

 119 髙茂合名会社 http://www.yamamo1867.com 231250000653

 120 秋田マテリアル株式会社 https://partsfind.base.ec 231160000245

 121 遠藤　大介 http://www.mokumerecords.net 231250000654

 122 大石　誠 http://snowboard-kaitori.com/ 231120000312

 123 秋田マテリアル株式会社 http://store.shopping.yahoo.co.jp/effieco/ 231160000245

 124 株式会社やまと http://www.kimono-yamato.co.jp 231180000215

 125 大友　俊 https://nohoshobo.stores.jp 231130002399

 126 佐藤　厚子 https://wowma.jp/user/40121973 231130002406

 127 株式会社リプロデザイン http://www.repro-design.co.jp 231170000312

 128 合同会社ＬＯＣＡＬＩＶＥ http://www.localoop.jp/ 231180000222

 129 株式会社イノヴァキタ http://www.innovaxt.com 231180000224

 130 工藤　実 https://jigeko.thebase.in 231130002384

 131 菅原　真人 https://ROVER.shopselect.net 231180000217

 132 株式会社Ｎext https://www.rakuten.co.jp/nextore/ 231130002414

 133 竹名　忠芳 http://takena.org 231130002395

 134 山科　崇宏 https://amzn.to/2Md6mIx 231160000264

 135 合同会社ダイバーシティあきた http://dsakita.shop-pro.jp/ 231130002315

 136 有限会社秋田チケット http://www.akita-ticket.com/ 231130001455

 137 株式会社こまちライフサービス http://komachi-ls.jp/ 231250000562

 138 鈴木　健太 http://magi.camp/users/2015471283 231180000242

 139 株式会社トリマージェイピー https://sheltermarine.jp 231120000319

 140 アンカレッジ・イーストジャパン株式会社 http://izumisotoasahikawa.otakaraya.net 231130002443

 141 トヨタL＆F秋田株式会社 https://lf-akita.com/ 231130001834

 142 黒澤　大樹 https://www.daikokudou.com 231010000398

 143 株式会社　オールホンダ https://dealer.honda.co.jp/hondacars-akitachuo/ 231170000215

 144 株式会社万粒ランドリソース http://www.mlr.co.jp/ 231010000341

 145 田村　正之 http://ikobutsu.com 231130002458

 146 中川　雄 https://rootworksupply.com/ 231180000264

 147 門間　澪奈 https://trenet-oldthing.mysyopify.com/ 231180000259

 148 株式会社那波伊四郎商店 https://akita-kagu.com/ 231130002433

 149 畑澤　敏之 https://store.shopping.yahoo.co.jp/juntage 231180000123

 150 佐々木　駿 https://akiyamokko.base.shop 231130002455
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 151 ネッツトヨタ秋田株式会社 https://www.netz-akita.co.jp/ 231130002469

 152 秋田県産株式会社 http://www.akitakensan.co.jp/ 231130002472

 153 増田　昌子 http://www.sunsun-kikaku.com/ 231220000603

 154 合同会社SSインベスター
https://www.amazon.co.jp/sp?_&isCBA=&marketpla
ceID=A1VC38T7YXB528&orderID=&seller=A1TNR

W3KVPPSJU
231050001025

 155 井川　弥生
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asi
n=B01NCLHP51&isAmazonFulfilled=1&ref_=olp_mer

ch_name_1&seller=A15KOIXD4M232E
231250000695

 156 鈴木　大助

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asi
n=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A1
VC38T7YXB528&orderID=&protocol=current&seller

=ASXLWENKN6O05

231180000274

 157 株式会社スズキアリーナ秋田中央 https://www.suzuki.co.jp/dealer/sa-akitachuo/ 231170000815

 158 有限会社スウィッチ https://store.shopping.yahoo.co.jp/switchjpn 231130001784

 159 有限会社センナミトレーディング https://gallant-doo.com 231130002176

 160 藤原　悠希 https://hk1129.base.shop 231250000696

 161 佐々木　尚子 https://cof1202.fashionstore.jp/ 231230000938

 162 合同会社ダイバーシティあきた https://store.shopping.yahoo.co.jp/diversity8 231130002315

注１：

注２：

　ホームページを利用して古物の取引を行う事業者は、そのホームページに氏名又は名称、許可を受けた公安委
員会名及び許可証の番号等を表示する義務があります。また、許可を受けた公安委員会のホームページにはその
氏名又は名称、ＵＲＬ及び許可証の番号が掲載されます。

　ホームページを利用して古物の取引を行っている事業者で、このページに掲載されていない事業者や掲載してい
る事項と異なる表示を行っている事業者は、古物営業法に違反しているおそれがあります。ただし、事業者の届出
後に、掲載内容が更新されるまで時間を要しますので、掲載されていないからと言って直ちに違反している事業者
とは言えません。
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