
第971010000426号 株式会社シーサー http://www.seasir.com

第971010000429号
株式会社

中央ツーリスト
http://www.5454.co.jp/

第971010000377号
株式会社バイク王

＆カンパニー

https://www.8190.jp
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bikeo-ds-shopping
http://www.8190.co.jp/

第971130000070号 沖縄ホンダ株式会社 http://www.hondacars-okinawa.co.jp/

第971130000391号
有限会社クニ・

オフィス・サプライ
http://www.kunioffice.net

第971050000404号 小原　康之 http://www.brand-kodomofuku.com

第971040800029号
琉球トータル引越
サービス有限会社

http://www.rths2000.com/

第971040800040号
アゲダ空調

食品設備株式会社
http://www.ageda.jp/

第971040000366号
有限会社

アメリカンウェーブ
http://americanwave.jp

第971010900014号
株式会社

ビッグジェイ
http://www.kanteikyoku.co.jp/

第971120900132号
有限会社

ブルーマリン石垣
http://www.hmishigaki.com/

第971090900006号 渡具知　武祐 http://www.ttnouki.com/

第971010000705号
株式会社
小禄運輸

http://www.orokutrans.co.jp/

第971130000365号 城間　直哉 http://46660.jp/

第971130000053号
沖縄トヨタ自動車

株式会社
http://www.toyota.co.jp/okinawa/

第971011200013号 梶谷　太郎 http://www.58drive.com/

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ＵＲＬ）

許可証の番号 氏名又は名称



第971041200025号 須藤　健太 http://www.20century-heights.com/

第971051200033号 比嘉　康裕 http://www.tida-support.com

第971011200045号 渡真利　哲 http://books.mangroove.jp/

第971021300003号
株式会社

第一自動車
http://syaken-daiichi.oops.jp/

第971011300024号 村田　芳彦 http://ponta010ponta.com

第971011300029号 株式会社PAMR http://www.trike.jp

第971131300020号
有限会社

アイエスジャパン
http://otakarahonpo-ebisuya.com

第971011300032号 久田　友作 http://www.extension.ne.jp

第971051300015号 島袋　広明 http://kurumajima.biz/

第971141300004号
スカイレンタリース

株式会社
https://www.skyrent.jp/

第971011300018号 宮里　千里 miyazatokoshoten.ti-da.net

第971121300007号 山田　充 http://team-kensin.com

第971041000019号
株式会社

エヌズコーポレーション
http://yellowfish.jp/

第971070000169号
有限会社
津島工業

http://www.tsushima-oki.net/

第971070000186号 渡口　さちの http://www.little-panda.jp/

第971020900007号 株式会社タム http://www.tam-sign.jp/

第971100000034号 有限会社ちゅらいふ http://chulife.jp/



第971081100006号 佐藤　芳樹 http://silent.ocnk.net/

第971136000339号
沖縄ふそう自動車

株式会社
http://www.okinawa-.fuso.jp

第971041200003号 友利　健一 http://www.o-cross.net/1325/

第971011300034号 上原　要 http://www.amazon.co.jp/shops/A14EXYQN53OJ95

第971121300013号
株式会社石垣

エスエスグループ
http://www.issg.co.jp

第971041300029号
株式会社

ゴルフパートナー
http://www.golfpartner.co.jp

第971051300047号 島袋　徳明 http://www.honwakado.jp

第971011400018号 片山　敬身 http://www.la-montre.net/

第971131400006号
株式会社

タックルベリー
http://www.tackleberry.co.jp
http://b-net.tackleberry.co.jp

第971011400012号 株式会社CFS宮商 http://miyasyo.com

第971011400017号
株式会社

九州エナジー
http://www.kyuena.jp

第971131400011号
株式会社

SONEAR LOGISTICS
http://www.sonear.co.jp

第971041400029号
株式会社沖縄総合

マリンスポーツレイフラット
http://okinawa-marine.jimdo.com/

第971138800060号 琉球三菱自動車販売株式会社 www.mitsubishi-motors.co.jp

第971130000401号
株式会社

盛厨房設備
http://chubokan.com/

第971040000125号 株式会社IDOM http://www.221616.com/

第971141400011号 山城　直美 http://store.shopping.yahoo.co.jp/ohana087



第971011400023号
株式会社

ジャンボツアーズ
http://www.jumbotours.co.jp

第971011500023号
株式会社

トランスネット
www.transnet.corp.co.jp

第971051400031号 株式会社リバーサイド
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ohana087kanteikyoku-
misato

第971051400031号 根間　丈伸 http://www.yuikazimarine-okinawa.com

第971131500113号 株式会社ジーエルエス http://store.shopping.yahoo.co.jp/golfaid930

第971141500120号 有限会社南十字星 http://www.sc-okinawa.co.jp

第971041500251号
株式会社オルタ沖縄トレーディング

ジャパン
http://www.altokinawa.com

第971071500260号 兼久　牧子 http://garacuta.com

第971141500288号 渡慶次　美帆 https://kujirabooks.stores.jp

第971011600008号 株式会社沖縄船食 http://locker-okinawa.com

第971041600052号 合同会社アイル http://www.ilu098.com

第971051600100号 山本　拓 http://www.palmseason.com

第971041600117号 折田　智美 http://estrellas1025.shop-pro.jp/

第971141600161号
Office i Corporation

株式会社
http://www.officeiokinawa.jp

第971061600210号 久保　和也 http://military-ryukyu.com

第971011600237号
ラッキーリング

株式会社
http://bukubuku.okinawa/

第971011600267号 神田　航平 http://www.golfcraft-oki.com



第971041700061号 村上　純司 http://www.liquid.okinawa

第971091700134号
Nandina-Cloud

株式会社
http://www.nanten-dpark.net
http://nanten.theshop.jp/

第971011700069号 山城　翼 http://www.aile-okinawa.com/

第971140000131号 株式会社グローブ http://www.thrift-webshop.com

第971121700199号
有限会社

ホンダ販売石垣
http://www.honda-hi.co.jp/

第971021700251号 上原　和雄 http://www.k-sanshinkan.com

第971121700285号 株式会社双葉建機 http://futaba-isigaki.com/

第971011700296号 有限会社カネマサ http://kanemasa.grupo.jp/

第971021800040号 平安山　良太 http://www.goldjewelry-r.com/

第971141800049号 安里　柚花 http://pureja-okinawa.com/

第971051800126号 仲松　美希 https://onkokinawa.shopselect.net/

第971041800131号 ディ・スペック株式会社 https://www.dspec.jp

第971011800160号 株式会社ゆたしく
https://ilt-shop.jp
https://pbs-lhc.com
https://ubs-graceful.com/

第971011800155号 株式会社アシストワン https://luxym.net

第971041800196号 米須　睦 http://www.komesu34.com/

第971111800203号 根岸　淳子 https://www.artgallery-negishi.com

第971021800211号 エヌズコーポレーション株式会社 http://www.enuzu-corp.jp/



第971141800215号 株式会社木立 https://kodachi.jp

第971091800217号 中井　伸哉 https://roadandsky-motors.com

第971051900020号 エコ全国株式会社 http://www.eco-okinawa.net/

第971011900280号
株式会社

沖縄歯科器材
http://okishizai.jp

第971131900296号 渡真利　麗雄
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=4907
40025X&isAmazonFulfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1
VC38T7YXE

第971051900297号
株式会社

バランスマネジメント
https://chou-pore.com
https://www.rakuten.co.jp/chou-porte/

第971051900298号 金城　努
https://www.amazon.co.jp/s?me=A36SQU6I3M4T7E&mark
etplaceID=A1VC38TZYXB528

第971041900308号 城間　三千代 https://www.Camomille358.thebase.in

第971071900316号
株式会社

ネクステージ
https://www.nextage.jp

第971011900319号 高良　愛香 http://perrosplus.teshop.jp

第971122000046号
有限会社

八重山エンジニア
https://yaeyama.engineer/

第971141900344号
日本レンタ

＆パーク株式会社
http://www.japan-rp.co.jp

第971131900326号 坂元　健吾 https://www.ebay.com/str/goodlifejapan

第971011400008号 翁長　亜樹 http://rainbow-ishigaki.life/

第971042000084号
株式会社

フランクスピード
http://www.flank-speed.com

第971041000019号 株式会社エヌズコーポレーション https://yellowfish.jp

第971011300002号
沖縄セルラー電話

株式会社
https://onlineshop.au.com/top/CSfTop.jsp



第9711202000079号 平良　元樹
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2TKW8PDAL9804&mar
ketplaceID=A1VC38T7YXB528

第971042000078号 青嵐株式会社
http://www.amazon.co.jp/s?me=A3PKOORQLI94R5&mark
etplaceID=A1VC38TZYXB528

第971061900023号 上間　歩夢
https://www.amazon.co.jp/sp?ecoding=UTF8&asin=&isAm
azonFulfilled=1&isCBA=&marketplaceYXB528&orderID=&s
eller=AUOMVIRIAMN2P&tab=&vasStoreID=

第971011900057号 イン・リンク株式会社 http://www.okinawa-rentalbike.com/

第971031900058号 上地　佑来 https://okioku.com/mypage/sellerinfo/2343

第971011900070号
株式会社

アイランドボート
http://www.island-boat.com/jp/

第971021900107号 株式会社LUCUS https://www.lucus-japan.com/okinawa/index.html

第971121900142号 株式会社アイテック http://itec-okinawa.com/itec

第971111900135号 株式会社かたあき
https://kataaki.com/
https://kataaki-rent.com/

第971021900134号 重田　理菜 https://tsuku2.jp/rian-okinawa

第971121900132号
Mａｒｉｎｅ Stars Japan

株式会社
http://ishigaki-diving-field.com

第971011900143号
システムナイト

株式会社

https://digi-coordi.com/
https://wowma.jp/user/45016788
https://store.shopping.yahoo.co.jp/digi-coordi/
https://www.qoo10.jp/shop/digi-coordi

第971041900148号 伊波　あゆみ
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&asin=4884
748522&isAmazonFullfilled=0&isCBA=&marketplaceID=A1
VC38TZYXE

第971021900152号 玉那覇　慶司朗 https://www.shingakibankin-sharaku.jp

第971091900203号
ゼロパワー研究所

株式会社
http://zero-power.net

第971101900221号 飛田　亮 https://motobu-rental..com

第971111900223号 宮本　啓三 http://www.miyazo.net



第971141900225号 髙島　健剛 http://garagerepco.crayonsite.com

第971011900059号 石原　昌浩 http://kokuba.otakaraya.net

第971011900233号 株式会社QP http://www.net-qp.com

第971012000067号 照喜名　小百合 https://santa.okinawa/

第971051300047号 島袋　徳明 https://store.shopping.yahoo.co.jp/honwakado


