許可証番号

許可者名

URL

961010029200 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

http://www.smfl.co.jp

961010030172 有限会社オートショップ大栄

http://plaza29.mbn.or.jp/～
ysp_kagoshima/

961010040045 福盛 政春

http://www.minc.ne.jp/～f-masaharu

961010040071 吉村自動車販売株式会社

http://www.apple-k.com/

961010040088 株式会社ジェイオート

http://www.j-auto.ne.jp/

961010040089 有限会社下園

http://www.adusa.co.jp/

961010040102 南九州スバル株式会社

http://www.ka-subaru.co.jp/

961010040113 鹿児島トヨタ自動車株式会社

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

961010040172 鬼塚 昌次

http://www5.synapse.ne.jp/mtqueen/

961010040192 廣庭 修

http://www4.synapse.ne.jp/koubunkan/
http://www.toyota.co.jp/vistakagoshima

961010040238 ネッツトヨタ南九州株式会社
http://www.netz.minamikyusyu.jp
961010040261 加納 譲治

http://www.golfdo.com/

961010040391 寺原 直子

http://www.collectiblesfan.com/

961010040418 有限会社ニッケン物産

http://www.tokusenya.com/

961010040423 有限会社福盛モータース

http://www.minc.ne.jp/～fukumori-mc

961010040474 八丸 稔

http://www.carauc80.com/

961010040482 鹿児島日産自動車株式会社

http://www.kagoshima-nissan.co.jp

961010040509 有限会社Ｈｅａｒ ａｆｔｅｒ

http://gin-encamera.com

961010040510 ジーピーエム株式会社

http://www.gpm.co.jp/

961010040532 今給黎 克彦

http://greentennisshop.jougennotuki.co
m/

961010040545 二階堂 修平

http://www.scoop-co.jp

961010040552 南日本印刷材料株式会社

http://www.minaminihon.co.jp

961010040573 ウィング・インターナショナル株式会社

http://www.wing-i.jp

961010040577 中森 美智也

http://wwwl.bbiq.jp/kobonakamori/

961010040590 外島 貴之

http://aozora.lar.jp/

961010040594 有限会社ファーストコミュニケーション

http://www.firstcom.jp/

961010040632 永野 照二

http://hanko-kagoshima.com/

961010040652 株式会社マイスタイル

http://store.shopping.yahoo.co.jp/yamad
ai-store

961010040661 有限会社ライフクラブ

http://lifeclub.ftw.jp/

961010040672 池之上 誠

http://www.f-ikenoue.com

961010040676 有限会社鹿児島事務機商会

http://www.kajimuki.co.jp/

961010040681 ＮＤＫサポート株式会社

http://ndk-support.com/

961010040682 治久丸 季明

http://www.zanth.jp/

961010040688 株式会社大脇エンジニアリング

http://www.ohwaki.co.jp

961010040703 株式会社全日本旅行センター

http://zennihon.co.jp

961010040709 株式会社ＳＥＳＨ

http://web18.jp/8

961010040733 有限会社南日本カメラサービス

http://mn-camera.com

961010040743 オリックス自動車株式会社

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

961010040748 吉留 倫子

http://www.rakuten.ne.jp/kafka/

961010040749 一般社団法人ライフアシストネットワーク

http://www.lan-s.com

961010040767 栗田 大輔

http://tcg-nadesico.ocnk.net/

961010040788

特定非営利活動法人
アミューズジャパンクラフト

http://amusejk.org

961010040789 株式会社大平商会

http://www.ohirasyoukai.com/

961010040804 平川 弥香

http://www.gomikontonstore-zakkalgbt.com

961010040824 樗木 久美子

http://www.ririan-dance.jp

961010040842 本田 親生

http://blogs.yahoo.co.jp/youshow11714

961010040850 株式会社ビッグモーター

http://www.bigmotor.co.jp

961010040876 有限会社 創建設備

http://soukensetsubi.com

961010040879 大坪 裕文

http://www4.con.ne.jp/～kk_books

961010040888 大重 孝太

http://www/ooiss.net
http://www.K-gold.co.jp

961010040903 株式会社Ｋ－ＧＯＬＤインターナショナル
Http://www.kin-Kaitori.com
961010040905 中森 裕也

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

961010040921 伊藤 春美

http://www.antill.jp

961010040926 野口 恵理香

http://fleakstock-kagoshima.stores.jp

961010040937 株式会社ＦＩｔ

http://fitcorpo.web.fc2.com/index.html

961010040942 小野田 哲也

http://jjdblily10288.wix.com/riff-recycle

961010040951 かめや釣具株式会社

http://kameya-fishing.com/

961010040953 坂口 信友

http://gatsuyasu.blog.fc2.com/

961010041022 有限会社ビクレール

http://good-neighbors.info
http://life-goes-on.net/

961010041033 松山 絢哉

http://store.shopping.yahoo.co.jp/lifegoe
son/
http://lifegoeson01.thebase.in/

961020014878 株式会社金竹ホンダ販売

http://primo.honda.co.jp/kagoshimanishi/

961020024039 株式会社イチコーテクノス

http://www4.ocn.ne.jp/～ichiko

961020027580 有限会社カーショップ中央

http://www.cs-chuo.com/

961020027584 株式会社 カーフレンドヨツモト

http://www.yotsumoto.co.jp

961020028519 宮後 洋和

http://www.ecarmall.jp/usedcar/

961020031287 株式会社ホンダバイクショップタックモーター http://www.tacmotor.jp/
961020040015 有限会社オートショップガレージツウ

http://www.ecarmall.jp/usedcar/
http://sirius.mitsubishimotors.co.jp/mcnet/search/search.asp

961020040119 鹿児島三菱自動車販売株式会社

http://ucar.mitsubishimotor.co.jp/dealer/ucarlist/h8702/kenC
=86

961020040120 株式会社ナカムラ自動車

http://www.nakamura-jidousya.co.jp/

961020040122 岩元 秀司

http://www.ecarmall.jp/usedcar/

961020040127 株式会社フルカワ

http://www.ecarmall.jp/usedcar/
http://www.kakiuchi-jidosha.co.jp/

961020040132 有限会社カキウチ自動車
http://alfaromeo-kagoshima.com
961020040141 山崎 英輝

http://www.ecarmall.jp/usedcar/

961020040146 株式会社スズキ自販鹿児島

http://sj-kagoshima.jp/

961020040293 トヨタカローラ鹿児島株式会社

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

961020040382 有限会社コンセプト・イー

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

961020040399 有限会社鴨池運送

http://www6.ocn.ne.jp/～s_label

961020040440 株式会社ワカマツ自動車

http://www.renault-kagoshima.com/

961020040469 有限会社緒方

http://www.ushop.co.jp/golf/shop/p3garden

961020040565 ブックオフコーポレーション株式会社

http://store.shopping.yahoo.co.jp/booko
ff-netstore

961020040588 パテックサプライ株式会社

http://www5.synapse.ne.jp/patec

961020040594 有限会社Ｋ・アクセス

http://www.aa-k.com

961020040616 有限会社宮野運送

http://miyano-unsou.com/

961020040618 有限会社ユーロガレージ・ナガタ

http://www.interq.or.jp/red/avvio

961020040659 有限会社オートテック

http://www.auto-tech.co.jp/
http://www.e-bike.co.jp/
http://www.8190.co.jp/
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/p
rofile/ik_mc.html
http://www.8190ds.jp

961020040661 株式会社バイク王＆カンパニー
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/p
rofile/bikeoh01.html
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/p
rofile/bikeoh02.html
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/p
rofile/bikeoh_direct_shop.html
http://store.auctions.yahoo.co.jp/html/p
rofile/bikeoh_direct_shop_sp.html

961020040665 株式会社ファーレン九州

http://www.nakamura-jidousya.co.jp/

961020040674 ヤンマー舶用システム株式会社

http://www.yanmar-marine.jp

961020040680 株式会社IDOM

http://www.221616.com/

961020040704 株式会社ありがとうサービス

http://www.hardoff.co.jp

961020040724 三菱ふそうトラック・バス株式会社

http://www.mitsubishi-fuso.com

961020040748 株式会社ＩＴＳ

http://xbb.jp/its/

961020040758 株式会社Ｓｉｎｋ Ｔａｎｋ

http://www.maywa.co.jp/sinktank/

961020040768 有限会社楽援隊

http://www.rakuentai.net/

961020040772 株式会社タクマ建設

http://e-takuma.jp

961020040785 ＳＥＬ株式会社

http://sel-stars.com/

961020040797 宇田 高明

http://daisansouko.com

961020040824 三川 秀昭

http://gold-ship.jp

961020040846 吉村 恵

http://netshop3493.cart.fc2.com/

961020040850 株式会社オーエイブイ

http://www.oav.co.jp/

961020040898 株式会社九州建産

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

961020041001 池江 秀彰

http://www.cangoxina.com

961020041006 株式会社ＫＵＫＯ ｔｏ ＫＩＫＯ

http://kukotokiko.shop-pro.jp

961020041023 株式会社ファースト

http://store.shopping.yahoo.co.jp/reuse
-market

961020041030 株式会社ゴルフパートナー

http://www.golfpartner.co.jp/

961020041058 株式会社ゲオ

http://geo-online.co.jp/

961020041075 株式会社ハートライフプランニング

http://www.ie-zakka.net/

961020041113 株式会社蓮’ｓ ｓｈａｍｒｏｃｋ

http://storeuser9.auctions.yahoo.co.jp/u
ser/kagoshima 0729
http://www.two-feive.net

961020041142 ＳＥＶＥＮＴＨ ＣＯＤＥ株式会社

http://amazon.co.jp/shops/A1HS18CIA
2D1K
http://www.rakuten.co.jp/two-five/

961020041149 小谷 良太

http://www.otakaranet.con

961020041173 新日本建機リース株式会社

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

961020041221 岩田屋株式会社

http://www.fune-bank.com

961020041240 畠中 秀彰

samurai.japan-onlinestores.com

961020041243 原 善秀

http://zanjoy.jp

961020041287 株式会社建築工房Ｗｏｒｋ・Ｓｐａｃｅ

http://ｋ-ｗｓ．Ｉｎｆｏ/

961020041289 株式会社マリンショップ久保

http://homepage3.nifty.com/kubomarine/

961030029886 黒岩 剛

http://www.ecarmall.jp/usedcar/

961040017390 浜田博自動車株式会社

http://www.hamada-h.co.jp/

961040040346 株式会社ＰＬＡＣＥ

http://store.shopping.yahoo.co.jp/.place
-y

961040040375 有限会社大成輪業

http://wwwl.bbiq.jp/taisei

961040040404 有限会社鹿児島真興商会

http://www.secohan.co.jp/

961040040447 有限会社プロフィット

profit-info.jp/

961040040448 山下 比呂志

http://beglad.fc2web.com/

961040040462 有限会社安泰商事

http://www.recyclemart-ka.net/

961040040472 手島 孝一

http://itdcreation.com/

961040040487 九州太陽株式会社

http://www.kyusyu-taiyo.com/

961040040490 永野 正明

http://www.h-d-nagano.com/

961040040501 株式会社アローズモーターサイクル

http://www.minc.ne.jp/～m-tamazato

961040040518 国治建設株式会社

http://www6.ocn.ne.jp/～kuniharu/

961040040543 永吉 真夕子

http://ribbon.ocnk.net/

961040040548 香月 健吾

http://www.tokiwa-kai.com/

961040040555 有限会社新日本自動車

http://www.sinnihon5523.jp

961040040565 株式会社ウィズ鹿児島

http://www3.synapse.ne.jp/with-kk/

961040040573 俵積田 寛志

http://ayarawat.ocnk.net/

961040040602 株式会社ナガワ

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

961040040618 肥後 真美

http://bonvent.jp

961040040621 合同会社ジュークジョイントミュージック

http://www.bbbg.jp

961040040627 日高 洋一

http://gold-ship.jp

961040040631 原 明彦

http://www4.synapse.ne.jp/koubouhara/
http://tonefarbe.com/

961040040710 田中 大輔
http://www1.enekoshop.jp/shop/tonefar
be
961040040711 阿左美 聡

http://www.kids-stage0912.com

961040040717 川野 浩

http://books-nekoya.jp

961040040750 大協株式会社

mizu-daikyo.jp

961040040764 株式会社東和オフィスマシン

http://www.towaoffice.com

961040040770 新田 安弘

https://geony67.stores.jp/

961040040795 中畠 晴成

485wt7325@plala.or.jp

961050027423 有限会社大渡自動車

http://primo.honda.co.jp/kawanabe/

961050040007 有限会社シモイデ車輌

http://www.synapse.ne.jp/shimoide/

961050040019 株式会社ケイズ・コーポレーション

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

961050040088 有限会社木原金属工芸社

miniko@minos.ocn.ne.jp
http://homepage3.nifty.com/kagoshimano1/

961060040035 有限会社 ディ・シィ・ティ
http://www.pululu.com/
961060040047 小松 正典

http://wwwl.nisiq.net/～k-koyuki
http://kagoshima.com/

961060040050 株式会社ＭＲ・ダイケンシステムズ
http://xn--lcksj0n.com/
961070030695 株式会社ロータスハシグチ

http://lotas-hashiguchi.co.jp
http://www1.ocn.ne.jp/～ariki/

961070040086 有限会社有木機工

http://arikikiko.com
http://www.pdns.co.jp

961070040101 有限会社ほんダフル

http://store.shopping.yahoo.co.jp/honda
furu

961090040103 里 淳一郎

http://qukkaru69.hp.infoseek.co.jp/

961090040104 桑鶴 洋行

http://www.geocities.jp/option_rp

961090040111 有限会社松山自動車

http://www.matsuyamajidousya.com/

961090040138 株式会社カワノ技研

http://www17.ocn.ne.jp/～kawano39

961090040176 しまうまプリントシステム株式会社

http://www.n-pri.jp

961100028240 中夷 富久

http://evisusyoukai.web.fc2.com/

961100040117 有限会社ダイロクノ

http://www.dairokno.jp

961100040126 德重 祐樹

http://rysbg22.shop-pro.jp/

961110040239 有限会社バイクショップちしき

http://ys-chishiki.com/

961110040327 田原 浩子

http://www.countryfan.info/market_n/sh
opinfo.aspsid=1029
http://www.rakuten.co,jp/ktkt/

961110040363 株式会社ケイ・ティー
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ktkt
http://www.ep-importers.com/
961110040385 合同会社越流
http://www.etsuryu.com/
961130040109 さつま建機産業株式会社

http://www.satsumaks.com

961140040014 株式会社ホンダさつま

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

961140040018 田上 洋

http://www.kagoshima-mall.co.jp/tanoue

961150015080 合資会社宇佐商会

http://www12.ocn.ne.jp/～paddock/

961150029279 有限会社 広島オート

http://www.minc.ne.jp/maz-izumi

961150040077 有限会社クレインオートタビラ

http://www.ju-janaito.com/

961150040112 小田 健二

http://www3.synapse.ne.jp/mr-danjii/

961150040119 末野 顕慈

http://burny.ocnk.net/

961150040131 有限会社中熊機工商会

http://www.nakaguma.co.jp/

961150040139 有限会社吉田自動車建機産業

http://yosidakenki.ftw.jp/

961150040187 西野 利政

http://anikinoie.sakura.ne.jp

961160040003 有限会社菱刈ホンダ販売

http://www.carsensor.net

961160040017 株式会社南国ホンダ

http://nangokuhonda.web.fc2.com/

961160040060 村岡 泰志

http://www.technical-search.shopsite.jp/

961160040074 有限会社諏訪企画

http://www.suwaplan.jp

961180040080 ピアノ運送株式会社

http://www.piano.co.jp/

961180040156 株式会社ゴルフ・ドゥ九州

http://www.golfdo.com/

961180040158 馴松 真由美

http://anfantan.com/

961180040188 エスアールエス株式会社

http://www.srscorp.co.jp

961180040194 前山 孝仁

http://www.agirity.com/

961180040210 入部 英典

http://www5.ocn.ne.jp/～pam/

961180040233 福岡 剛

http://www.five-fifths.jp

961180040240 町田 康南

http://www.ems-shop.jp/

961180040260 竹元 俊一

http://blog.livedoor.jp/sevenespresso

961180040321 宗方 政典

http://www.surpuris.con

961180040336 相良 博之

http://juc-aira.coron.jp

961180040347 株式会社九州エナジー

http://www.kyuena.jp

961180040351 小倉 直忠

http://mist827.wix.com/reuse-syamisen

961190040056 有限会社プロショップマエダ

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

961190040272 平野 伸広

http://kago1.net/

961190040288 株式会社コーセイ

http://www.kosei.ltd.com/

961190040381 イワタホーム株式会社

http://www.iwata8.jp

961190040400 株式会社Ａｆｆｉｎｏ

http://www.life-auto.jp

961190040405 仲田 優子

http://lunaantique2008.luna.bindsite.jp/

961190040416 株式会社トゥインクル

http://twinkle.jpn.com

961190040493 株式会社堀切商会

http://horikirisyoukai.sakura.ne.jp

961190040499 扇園 幸一

http://www.nicsurf.com/

961210027468 株式会社ホンダ大隅

http://dealer.honda.co.jp/hondacarsshibushi

961210040031 株式社ホンダプリモ曽於

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

961210040125 瀬戸山 直子

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

961210040157 磯邊 由希

http://www.inchallah-lalala.jp/

961220021584 貴島 政嗣

http://www.synapse.ne.jp/kenseikan/

961220029798 宮内機械有限会社

http://www.pdns.co.jp

961220040021 有限会社谷自動車産業

http://www.tani-auto.co.jp

961220040093 徳留 直樹

http://www3.synapse.ne.jp/nt-japan/

961220040097 福留 悦美

http://www18.ocn.ne.jp/～dream.f

961220040098 春木 繁

http://6931.teacup.com/harukitetu/sho
p

961220040107 稲葉 繁実

http://www5.synapse.ne.jp/oosaki-kikai

961220040139 株式会社島津

http://www.adlibman.com/

961220040145 蓬野 茂樹

http://kuruma-jyuuki-roi.ocn/

961220040146 田中 寿恒

http://pcdemagic.info

961230040092 株式会社エー・ジェー・シー

http://www.risa-at-price.com

961240040166 株式会社ホンダ販売鹿児島東

http://dealer.honda.co.jp/hondacarskanoya

961240040299 コウセイ物流株式会社

http://kousei-b.com/

961240040323 神田 照久

http://www.egakou.com/

961240040344 アイ・ティー・エス・ジャパン株式会社

http://www.be-stock.com/shop/

961240040352 水野 晃均

http://k-twoteeth.ocnk.net

961240040366 井手添 誠

http://www.pc-mecha.com

961240040434 ヒューズ有限会社

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

961240040448 宮迫 孝子

http://www.satsumaogojo.com/

961240040494 有限会社ダック

http://www.dack.jp/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/selthc
are

961240040496 セルスケアイノベーション株式会社
http://www.selthcare.jp
961240040499 北方 龍也

http://tatsuya2013.jimdo.com/

961240040516 株式会社ビッグエンタープライズ

http://www.mk-auto.jp

961240040556 西山 洋

http://www.denaec.com/user/37626834?e=myp_top_user
_001

961240040559 ライズ株式会社

http://www.sakurakoubou.net

961260040043 梅木農林機工株式会社

http://umekinorinkiko.wix.com/carpente
r-jp

961280024329 田村 孝一郎

http://store.shopping.yahoo.co.jp/tamur
aganguten

961290040154 池田 善次郎

http://www42.tok2.com/home/zen2004
/
http://www.minc.ne.jp/～lucky/garage

961290040156 福永 勝郎
http://www.minc.ne.jp/～lucky/car
961290040169 岩山 みほ子

http://www.autooceannet.com

961290040174 堀木 勝彦

http://homepage3.nifty.com/KCNYA200
4/

961290040247 オーシャンブロードバンド株式会社

http://www.s500.jp

961290040275 南 博美

http://tewlveseventeen.ocnk-net/

961290040276 アジア通信工業株式会社

http://www.aziatsushin.com

961290040280 有限会社観光ネットワーク奄美

http://www.amami.com/

961290040298 株式会社奄美卸センター

http://www.oroshi-center.net/

961320040094 喜山 榮次郎

http://www5.synapse/aquaresort/syanp
se-auto-page/

961330040076 株式会社伊集院

http://ijyuin.jp

961330040082 田中 和美

http://www.sabuya328.com/

961100040131 桑木野 恵

http://ｄｍｊｕｎ．ｔｈｅｓｈｏｐ．.com/

961040041070 株式会社はなまる

http://www．hanamaru870．jp/

961020041344 株式会社スマイルテクノス

http://www．smiletechnos．com/

961010041063 松下 文子

http://acsdirect．sakuraweb．com/

961180040253 有限会社ワデン工業

http://sellinglist．auctins.yahoo.co.jp/user/recycleclub0601

961010040588 株式会社ピーシーデポストアーズ

http://www．pcdepot．co.jp/

961020041353 鹿児島水処理株式会社

http://www．ka-mizu．co.jp/

961040040931 株式会社やまと

http://KIMONO-YAMATO．co.jp/

961010041077 神田 弓

https://www.amazon.co.jp/s?marketplaceID=A1V
C38T7YXB528&redirect=true&me=A24YXHHVV4
PDW0&merchant=A24YXHHVV4PDW0

961020041367 株式会社リモテックＫＯＹＯ

https://wwwl.bbiq,jp/remotech-koyo

961020041370 サンタツ株式会社

http://aview.shop

961020041376 モーターリンクス株式会社

http://www.partstec.jp

961020041381 大目 淳平

http://nanei.otakaraya.net

961050040106 福留 隆子

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

961320040115 琉 涼子

http://www.tow-moon.jp/

961290040324 株式会社アミティエル

http://reuseproject.online

961040040899 濵﨑 裕充

http://ring-way.jp

961190040580 老谷 カオリ

http://peepaco bb@kc4.so-net.ne.jp

961190040456 株式会社ヘルプ

http://iphone-buyer.net/kagpshimakirishima/index/

961030040196 株式会社ＯＫＣ

http://www.okami-otoriyose.jp

961020040796 福島 康子

http://fukushima-jewelry.jp/

961020041420 貴島 大悟

https://www.xn--dqjva.com

961040040978 垂野 雅樹

https:auctions,yahoo,co,jp/seller/happyf
oryou2018?

961020041422 宮下 充

http://www.garage-kira.com

961230040117 郷原 昌平

https://uniquepc.jp

961050040109 株式会社プロエイト

https://www.pro-8.com/

961190040579 和服屋

http://kimono-isyouya.com/

961090040166 園田 伸太郎

http://kaisyu-k.com

961170040121 後藤 隆一

http://www.garage315.jp

