許可証番号

許可者名

URL

961010040045 福盛 政春

http://www.minc.ne.jp/～f-masaharu

961010040088 株式会社ジェイオート

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

961010040423 有限会社福盛モータース

http://www.minc.ne.jp/～fukumori-mc

961010040482 鹿児島日産自動車株式会社

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

961010040532 今給黎 克彦

http://greentennisshop.jougennotuki.co
m/

961010040552 南日本印刷材料株式会社

http://www.minaminihon.co.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/

961010040688 株式会社大脇エンジニアリング

http://www.ohwaki.co.jp

961010040767 栗田 大輔

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

961010040804 平川 弥香

http://www.gomikontonstore-zakkalgbt.com

961010040842 本田 親生

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

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

961010040942 小野田 哲也

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

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

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

961020040120 株式会社ナカムラ自動車

http://ucar.mitsubishimotor.co.jp/dealer/ucarlist/h8702/kenC
=86
http://www.nakamura-jidousya.co.jp/

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/

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/

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/

961020040665 株式会社ファーレン九州

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

961020040748 株式会社ＩＴＳ

http://xbb.jp/its/

961020040785 ＳＥＬ株式会社

http://sel-stars.com/

961020040850 株式会社オーエイブイ

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

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

961020041075 株式会社ハートライフプランニング

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

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

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/

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

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/

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/

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
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

961050040007 有限会社シモイデ車輌

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

961060040047 小松 正典

http://wwwl.nisiq.net/～k-koyuki
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/

961090040176 株式会社しまうまプリントラボ

http://www.n-pri.jp

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/

961110040385 合同会社越流

http://www.ep-importers.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/

961150040119 末野 顕慈

http://burny.ocnk.net/

961150040131 株式会社ナカグマ

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

961150040139 有限会社吉田自動車建機産業

http://yosidakenki.ftw.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/

961160040074 有限会社諏訪企画

http://www.suwaplan.jp

961180040210 入部 英典

http://www5.ocn.ne.jp/～pam/

961180040321 宗方 政典

http://www.surpuris.con

961180040336 相良 博之

http://juc-aira.coron.jp

961190040056 有限会社プロショップマエダ

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

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

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/

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

961220040097 福留 悦美

http://www18.ocn.ne.jp/～dream.f

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

961240040166 株式会社ホンダ販売鹿児島東

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

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

961240040494 有限会社ダック

http://www.dack.jp/

961240040499 北方 龍也

http://tatsuya2013.jimdo.com/

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
/

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

961100040131 米倉 恵

http://ｄｍｊｕｎ．ｔｈｅｓｈｏｐ．.com/

961020041344 株式会社スマイルテクノス

http://www．smiletechnos．com/

961180040253 有限会社ワデン工業

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

961020041353 鹿児島水処理株式会社

http://www．ka-mizu．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

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/kagoshimakirishima/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 竹澤 美幸

http://kimono-isyouya.com/

961090040166 園田 伸太郎

http://kaisyu-k.com

961170040121 後藤 隆一

http://www.garage315.jp
http://www.gazooba.jp

961040040990 合同会社ＧＡＺＯＯＢＡ
http://www.gazooba.co.jp
961010041127 株式会社ＡｚｕｍａＬｅｇａｌＰａｒｔｎｅｒｓ

http://nazuna.easy-myshop.jp/

961010041135 三浦 功二

http://as-haru.easy-myshop.jp/

961090040196 前野 均

http://esprizm.com

961020041449 ＴＣシステムズ株式会社

http://avesta.tcsystems.jp

961020041452 川留 正伺

http://www.marttim.biz

961020041453 ｓｔｙｌｅ７５８株式会社

http://repair-kagoshima.com

961020041455 株式会社柴田自動車

http://kagoshimaｰShibata.com

961090040198 株式会社タバタ

http://tabata-agri.co.jp

961190040606 阿部 友美

http://hippopo.thebase.in/

961010040813 宮内 省子

http://control.xaas.jp/cmhv7a5b2t

961240040600 日髙 唯

http://www.amazon.co.jp/sp?
encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled
=&isCBA=&marketplaceID=A1VC38T7YX
B528&orderID=&seller=A22LXROMK6GJ
AZ&tab=&vasStoreID=

961040041016 祝 翔平

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paso
konshop-reuse-pc

961240040619 山口 かおり

https://shoprioka.thebase.in/

961190040096 有限会社ロマンオート東郷

https://www.dream-kirishima.jp/

961270040127 有限会社奥村農機商会

https://www.pdns.co.jp

961020041505 松元 正一

https://bob-creation.com

961040041036 内村 武司

https://www.ebay.com/str/samuraijapan
takec

961020041497 髙野 慎一

https://www.amazon.co.jp/s?me=A1DC0
Y647XA5Z0&marketplaceID=A1VC38T7
YXB528

961010041179 有限会社アルカス調剤薬局

https://www.netsea.jp.

961140040111 株式会社イロドリ

https://irodori-store.com

961020040741 有限会社リサイクルＥＬＥＶＥＮ

auctions.yahoo.co.jo/html/profile/fz_400
_99.html

961110040457 合同会社ＰＳＭＣ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paso
don

961190040635 スミ 共平

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding
=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA
=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&or
derID=&seller=A3EWKST6UWI51K&tab=
&vasStoreID=

303261707043 松澤 文子

http://fusa.base.shop

961020040146 株式会社スズキ自販鹿児島

http://www.suzuki.co.jp/dealer/sjkagoshima/

961010041209 オフィスキット株式会社

http://office-kit.net/

961010041208 石渡産業株式会社

http://www.ishiwata-sangyou.com

961040040695 株式会社エコランド

https://store.shopping.yahoo.co.jp/reuse
-com

961020041534 八坂 哲弘

http://ukiyoe-salon.myshopify.com

961110040470 吉松 美保

http://www.thefactoryjapan.com

961040041071 下神 幸誠

https://sellercentraljapan.amazon.com/gp/homepage.html?

961040041073 坂元 功一郎

https://www.mercari.com/jp/u/2672667
56/

961020041540 本多 阿弥芽

https://orioripa.theshop.jp

961010040804 平川 弥香

https://gomikonton.official.ec/

961050040123 株式会社南国リゾート

https://chirancc.jp

961050040124 岡野 和典

http://okano-s.com

961150040227 朝野 修平

https://yulaku.stores.jp/

961020041543 葉山 優子

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding
=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA
=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&or
derID=&protocol=current&seller=AFXY8
DNIJLVM2&sshmPath=

961010041243 有村 耀

https://SennenGenzin.thebase.in

961190040634 春山 芳英

https://store.shopping.yahoo.co.jp/haru
michi-store/

961070040150 本坊 真衣子

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding
=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA
=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&or
derID=&protocol=current&seller=A2FM4
GFP0OD7AV&sshmPath:

961110040479 いわつき電気株式会社

https://i-denki.jp

961010041248 株式会社Ｖａｌｏｒｅ

https://valore001.stores.jp/

961040041084 松本 銀次郎

https://www.mercari.com/jp/u/9320967
92/

961040041085 株式会社エムズインターナショナル

http://www.emuzu-trading.com/

961010041240 株式会社シュウテック

http://shutec-k.jp/

961240040646 有限会社生活サポート鹿児島

http://www.lifesapoto.com

961040041089 野中 あゆみ

https://www.amazon.co.jp/s?me=A3LSE
DGSMCS1EM&marketplaceID=A1VC38T
7YXB528
https://brandasahi.base.shop/

961090040216 川元 政美
https://brandshop-asahi.stores.jp/
961020041557 井原 幸喜

https://store.shopping.yahoo.co.jp/cozy
space/

961020041561 情家 輝雄

https://www.ebay.com/usr/karyo-45

961040041095 西 弘輝

http://www.amazon.co.jp/shops/A3HZ1
9ZQXOTYGW

961010041242 ＩＵＳＥ合同会社

https://iuse.co.jp/

961040041100 平 喜登

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding
=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA
=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&or
derID=&protocol=current&seller=AUZUU
4Q5CN38

961240040652 ＭＩＧＨＴＹ ＷＯＲＫＳ．ＪＡＰＡＮ株式会社

https://www.mightyworks2002.jp/

961020041566 大島自動車株式会社

https://www.carsensor.net/shop/kagos
hima/040032002/#contents

961160040144 今野 昭

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding
=UTF8&seller=A11UIZ7TTEHV4G

961210040209 石塚 裕樹

https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding
=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA
=&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&or
derID=&protocol=current&seller=A3FQF
LD0H7RWY9&sshmPath=

961240040656 株式会社アスエール

http://jobsapo-k.jp

961110040285 株式会社ｅｃｏｍｍｉｔ

http://www.ecobaseglobal.com

961040040832 ＨＫＳビクトリージャパン株式会社

https://tokyoichiba.jp/

961010041272 株式会社リードプラス

https://leadplus.shopselect.net

961090040221 稲田 祐希

https://yorurioripa.base.shop/

961190040494 株式会社金吾商会

http://kingoshokai.com

961020041573 前 凌太

https://sellercentral.amazon.co.jp/hz/sc
/account-information

961240040661 株式会社ｅｎ ａｒｔ＆ｄｅｓｉｇｎ

kyusyu-sanmarino.com

431060034550 中間 博明

http://hallelujah.hiho.jp/

