
                                                                                                                                      （譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別：うみがめ科の甲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

届出番号 氏名又は名称 法人にあって
は、その代表
者の氏名

住所 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を
行うための施設の名称

特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の所在地 届出年月日

B-001 大渕　和彦 大阪府堺市新金岡町４－５－８－５０７ 大渕アクセサリー製作所 大阪府堺市新金岡町４－５－８－５０７ 1995/6/28
B-003 有限会社ゴトウ 後藤　博行 広島県広島市佐伯区八幡東２丁目１９－２１－１ 有限会社ゴトウ 広島県広島市佐伯区八幡東２丁目１９－２１－１ 1995/6/30
B-005 丸富貿易株式会社 富永　和照 長崎県長崎市五島町８－５ 丸富貿易株式会社 長崎県長崎市五島町８－５ 1995/7/3
B-006 松原工芸社 松原　八十生 奈良県大和高田市南今里１－２ 松原工芸社 奈良県大和高田市南今里１－２ 1995/7/4
B-007 上ノ坊製作所 衛　泰洋 大阪府柏原市国分本町２－５－２７ 上ノ坊製作所 大阪府柏原市国分本町２－５－２７ 1995/7/4
B-010 東日本べっ甲事業協同組合 大澤　健吾 東京都中央区東日本橋２－１０－５化粧品会館 東日本べっ甲事業協同組合 東京都中央区東日本橋２－１０－５化粧品会館 1995/7/7
B-011 みなとやべっ甲 佐久間　暁子 東京都港区赤坂８－９－１４　ローザ赤坂３０２ みなとやべっ甲 東京都港区赤坂８－９－１４　ローザ赤坂３０２ 1995/7/7
B-012 有限会社稲垣べっ甲 稲垣　征男 東京都豊島区南長崎２－１０－１２ 有限会社稲垣べっ甲 東京都豊島区南長崎２－１０－１２ 1995/7/7
B-014 矢吹　力 埼玉県比企郡嵐山町大字志賀２７４－７７ 矢吹　力 埼玉県比企郡嵐山町大字志賀２７４－７７ 1995/7/7
B-015 高橋　静三郎 東京都豊島区西池袋２－２９－２２ 高橋　静三郎 東京都豊島区西池袋２－２９－２２ 1995/7/7
B-016 有限会社赤塚べっ甲製作所 赤塚　顕 東京都台東区谷中７－６－７ 有限会社赤塚べっ甲製作所 東京都台東区谷中７－６－７ 1995/7/7
B-017 荒井　勇蔵 東京都江戸川区大杉４－２９－１０ 荒井　勇蔵 東京都江戸川区大杉４－２９－１０ 1995/7/7
B-018 茂田　岩男 埼玉県大里郡寄居町用土１５７４ 茂田　岩男 埼玉県大里郡寄居町用土１５７４ 1995/7/7
B-020 丸橋　武夫 埼玉県大里郡花園町武蔵野１４９９－３ 丸橋　武夫 埼玉県大里郡花園町武蔵野１４９９－３ 1995/7/7
B-022 平岩　一之 東京都荒川区町屋１－２０－１７ 平岩　一之 東京都荒川区町屋１－２０－１７ 1995/7/7
B-023 タック株式会社 岡崎　泰之 大阪府東大阪市河内町９－６ タック株式会社 大阪府東大阪市河内町９－６ 1995/6/29
B-025 伊藤亀甲 伊藤　文人 埼玉県越谷市蒲生東町１７－１７ 伊藤亀甲 埼玉県越谷市蒲生東町１７－１７ 1995/7/6
B-027 渡辺　一芳 千葉県千葉市香取郡大栄町十余三３８８－１７２ 渡辺亀甲製作所 千葉県千葉市香取郡大栄町十余三３８８－１７２ 1995/7/10
B-028 山田　春美 大阪府東大阪市三ノ瀬２－２－１１ 山田　春美 大阪府東大阪市三ノ瀬２－２－１１ 1995/6/29
B-029 有限会社松仙べっ甲製作所 松本　巖 千葉県市川市市川２－２０－１ 有限会社松仙べっ甲製作所 千葉県市川市市川２－２０－１ 1995/7/7
B-030 松本　巖 千葉県市川市市川２－２０－１ 松本　巖 千葉県市川市市川２－２０－１ 1995/7/7
B-031 菅野　次郎 山形県山形市飯田４－３－８ 菅野べっ甲製作所 山形県山形市飯田４－３－８ 1995/7/7
B-032 有限会社岡眼鏡製作所 岡　国巳 東京都板橋区弥生町１５－１ 有限会社岡眼鏡製作所 東京都板橋区弥生町１５－１ 1995/7/10
B-033 菊地　宏武 長崎県長崎市坂本２－２３－６ 菊地べっ甲総本店 長崎県長崎市目覚町５－１９ 1995/6/28
B-034 本島　善四郎 栃木県足利市通４－２７９２ 本島　善四郎 栃木県足利市通４－２７９２ 1995/6/28
B-036 株式会社みや 宮本　満次 千葉県市川市北国分１－３１－６ 株式会社みや 千葉県市川市北国分１－３１－６ 1995/6/29
B-037 ひじかた工芸 土方　杉雄 東京都練馬区高野台３－３７－３４ ひじかた工芸 東京都練馬区高野台３－３７－３４ 1995/6/29
B-039 石川　忠義 千葉県山武郡九十九里町片貝４２８５ 石川　忠義 千葉県山武郡九十九里町片貝４２８５ 1995/6/29
B-042 中村　義輝 鹿児島県姶良郡姶良町西餅田１９３４－６ 中村　義輝 鹿児島県姶良郡姶良町西餅田１９３４－６ 1995/7/10
B-043 田中製作所 田中　京子 栃木県安蘇郡田沼町栃本２７７３ 田中製作所 栃木県安蘇郡田沼町栃本２７７３ 1995/7/10
B-044 山野　正景 大阪府泉南市信達市場１１６－４２５ 山野　正景 大阪府泉南市信達市場１１６－４２５ 1995/7/11
B-045 有限会社萩原甲芸 萩原　留男 埼玉県八潮市南後谷７２８ 有限会社萩原甲芸 埼玉県八潮市南後谷７２８ 1995/7/11
B-046 渡辺　三郎 東京都葛飾区東金町６－１９－４ 渡辺べっ甲製作所 東京都葛飾区東金町６－１９－４ 1995/7/11
B-047 株式会社グレイルワークス 矢野　耕一 愛媛県松山市喜与町１－６－１０ 株式会社グレイルワークス 愛媛県松山市喜与町１－６－１０ 1995/7/12
B-048 株式会社岩井商会 岩井　一雄 大阪府大阪市天王寺区大道４－１－７ 株式会社岩井商会 大阪府大阪市天王寺区大道４－１－７ 1995/7/12
B-049 池田工房 池田　和美 奈良県桜井市茅原１６８ 池田工房 奈良県桜井市茅原１６８ 1995/7/14
B-054 風間　静男 東京都国分寺市西恋ヶ窪１－５－８ 風間　静男 東京都国分寺市西恋ヶ窪１－５－８ 1995/7/17
B-056 太田眼鏡製作所　 太田　真喜 埼玉県入間市野田１８８－８ 太田眼鏡製作所　 埼玉県入間市野田１８８－８ 1995/7/17
B-057 東京鼈甲株式会社 竹谷　克則 東京都練馬区平和台３－１８－１６ 東京鼈甲株式会社 東京都練馬区平和台３－１８－１６ 1995/7/18
B-058 大野商店 間中　正之 東京都板橋区大谷口１－１３－８ 大野商店 東京都板橋区大谷口１－１３－８ 1995/7/19
B-061 小幡べっ甲 小幡　和彦 群馬県太田市世良田町１１７４ 小幡べっ甲 群馬県太田市世良田町１１７４ 1995/7/19
B-063 日本プレシャス株式会社 西塚　幸男 東京都台東区竜泉３－２０－９プレシャス竜泉ビル 日本プレシャス株式会社 東京都台東区竜泉３－２０－９プレシャス竜泉ビル 1995/6/29
B-064 株式会社木間商店 木間　信一郎 東京都台東区浅草橋３－２１－２ 株式会社木間商店 東京都台東区浅草橋３－２１－２ 1995/6/29
B-065 東京鼈甲工芸品工業協同組合 矢吹　覚 千葉県松戸市稔台７－１６－８ 東京鼈甲工芸品工業協同組合 千葉県松戸市稔台７－１６－８ 1995/6/29
B-067 株式会社ヤマタ 小山　信雄 大阪府東大阪市寿町３－１８－９ 株式会社ヤマタ 大阪府東大阪市寿町３－１８－９ 1995/7/19
B-068 福田　守 千葉県流山市三輪野山１１８８－３ 福田　守 千葉県流山市三輪野山１１８８－３ 1995/7/19
B-072 竹野べっ甲 竹野　幸男 長崎県長崎市つつじが丘４－４－２９ 竹野べっ甲 長崎県長崎市つつじが丘４－４－２９ 1995/7/20
B-074 刈部　博 茨城県真壁郡真壁町田１０３５ 刈部鼈甲 茨城県真壁郡真壁町田１０３５ 1995/7/20
B-075 森　俊昭 東京都北区神谷３－３５－４ 河端鼈甲店 東京都北区神谷３－３５－４ 1995/7/20
B-076 ヤマサキオプト 山崎　正信 福岡県糸島郡志摩町桜井１８２８－１０ ヤマサキオプト 福岡県糸島郡志摩町桜井１８２８－１０ 1995/7/20
B-077 有限会社石川ベッ甲製作所 石川　浩太郎 東京都墨田区太平４－２２－５ 有限会社石川ベッ甲製作所 東京都墨田区太平４－２２－５ 1995/7/21
B-078 大澤鼈甲株式会社 大澤　健吾 東京都文京区千駄木３－３７－１５ 大澤鼈甲株式会社 東京都文京区千駄木３－３７－１５ 1995/7/21
B-079 有限会社海宝堂 木又　義弘 東京都江戸川区西篠崎１－６－２ 有限会社海宝堂 東京都江戸川区西篠崎２－２４－３ 1995/7/21
B-081 長崎玳瑁琥珀協同組合 太田　博之 長崎県長崎市大手３－１－３３ヴィラナカモト２０１号 長崎玳瑁琥珀協同組合 長崎県長崎市大手３－１－３３ヴィラナカモト２０１号 1995/7/20
B-083 垣立工芸品株式会社 大串　健治 長崎県長崎市鍛冶屋町５－７０ 垣立工芸品株式会社 長崎県長崎市鍛冶屋町５－７０ 1995/7/18
B-086 五島工芸 谷口　初男 長崎県長崎市草住町２７６ 五島工芸 長崎県長崎市草住町２７６ 1995/7/20
B-089 寺井鼈甲店 寺井　修三 長崎県長崎市新大工町５－２４ 寺井鼈甲店 長崎県長崎市新大工町５－２４ 1995/7/20
B-091 株式会社トルチー工房 西田　義雄 長崎県長崎市愛宕２－４－２３ 株式会社トルチー工房 長崎県長崎市愛宕２－４－２３ 1995/7/20
B-092 中元ベッ甲製作所 中元　信男 長崎県長崎市かき道４－５７－１ 中元ベッ甲製作所 長崎県長崎市かき道４－５７－１ 1995/7/20
B-093 有限会社日本工芸 遠藤　貴幸 長崎県長崎市麹屋町４－１７山梅ビル１階 有限会社日本工芸 長崎県長崎市麹屋町４－１７山梅ビル１階 1995/7/19
B-095 本村ベッ甲製作所 本村　栄 長崎県長崎市茂木町１２４９ 本村ベッ甲製作所 長崎県長崎市茂木町１２４９ 1995/7/20
B-099 有限会社安田 安田　龍夫 長崎県長崎市つつじが丘３－８－１２ 有限会社安田 長崎県長崎市古賀８８８－１ 1995/7/20
B-100 有限会社十六番館 川添　一巳 長崎県長崎市南山手町４－１５ 有限会社十六番館 長崎県長崎市南山手町４－１５ 1995/7/19
B-101 株式会社正田ベッ甲 正田　三年 千葉県松戸市二十世紀が丘萩町４１５ 株式会社正田ベッ甲 千葉県松戸市二十世紀が丘萩町４１５ 1995/7/24
B-102 有限会社平田製作所 平田　隆三 東京都台東区北上野１－５－９ 有限会社平田製作所 東京都台東区北上野１－５－９ 1995/7/24
B-104 中嶋屋 中嶋　幸男 長崎県長崎市八幡町５－４ 中嶋屋 長崎県長崎市八幡町５－４ 1995/6/29

（2020年12月31日時点）※届出簿へ掲載されるまでには、一定の期間を要しますので、ご了承下さい。また、掲載されていても、その事業者の取引における信用性までも保証するものではありません。

特定国際種事業者届出簿

※本届出簿は、届出年月日が平成30年5月31日までの者については、平成30年5月31日までの旧法の規定に基づく特定国際種事業の届出情報をもとに作成しています。届出年月日が平成30年6月1日以降の者については、平成30年6月1日施行の改正法の規定に基づく特
定国際種事業の届出情報を反映しています。



B-105 野村　勇 東京都中野区新井２－３９－８ 野村べっ甲製作所 東京都中野区新井２－３９－８ 1995/6/29
B-106 豪印通商株式会社 鮒村　良輝 大阪府大阪市平野区平野北１－１０－３７ 豪印通商株式会社 大阪府大阪市平野区平野北１－１０－３７ 1995/6/29
B-108 前田　信善 長崎県諫早市正久寺町４４６番地１ 長崎べっ甲製作所 長崎県諫早市正久寺町４４６番地１ 1995/7/20
B-111 二枝　永一郎 長崎県長崎市浜町３－２６ 二枝べっ甲店 長崎県長崎市浜町３－２６ 1995/7/24
B-112 観海　安幸 長崎県長崎市弥生町６６７－２ 観海べっ甲店 長崎県長崎市大浦町５－４７ 1995/7/24
B-113 和田　清美 山梨県大月市猿橋町伊良原７１ 和田　清美 山梨県大月市猿橋町伊良原７１ 1995/7/24
B-116 前田工芸 前田　政美 長崎県諫早市正久寺町３０６－１ 前田工芸 長崎県諫早市正久寺町３０６－１ 1995/7/24
B-118 株式会社甲洋 柳沼　悌二 東京都文京区本駒込４－７－７ 株式会社甲洋 東京都文京区本駒込４－７－７ 1995/7/24
B-120 大野　順治 岡山県岡山市曽根３６９－４ べっ甲クラフト大野 岡山県岡山市曽根３６９－４ 1995/7/24
B-121 磯貝　實 東京都江東区亀戸３－３２－４ 磯貝　實 東京都江東区亀戸３－３２－４ 1995/7/25
B-122 山下　正税 長崎県長崎市星取町１－５－７ 山下べっ甲製作所 長崎県長崎市星取町１－５－７ 1995/7/20
B-124 藤田　誠 長崎県長崎市上小島２－６－１４ 藤田　誠 長崎県長崎市上小島２－６－１４ 1995/7/20
B-125 浜田　博之 長崎県西彼杵郡尺瀬戸町瀬戸下山郷６８５－１ 浜田べっ甲製作所 長崎県西彼杵郡尺瀬戸町瀬戸下山郷６８５－１ 1995/7/20
B-127 飛永　幸伸 長崎県長崎市愛宕３－８－１９ 飛永べっ甲製作所 長崎県長崎市愛宕３－８－１９ 1995/7/20
B-128 柴田　千鶴子 長崎県長崎市諏訪町７－４ 柴田べっ甲店 長崎県長崎市諏訪町７－４ 1995/7/20
B-129 猿渡　弘明　 長崎県長崎市大浜町６９６－３ 猿渡べっ甲製作所 長崎県長崎市大浜町６９６－３ 1995/7/20
B-130 有限会社坂本べっ甲店 坂本　博文 長崎県長崎市矢の平２－１５－１７ 有限会社坂本べっ甲店 長崎県長崎市矢の平２－１５－１７ 1995/7/20
B-132 川政べっ甲製作所 川口　皓二 長崎県長崎市新大工町２－２６ルーチェ新大工２Ｆ 川政べっ甲製作所 長崎県長崎市新大工町２－２６ルーチェ新大工２Ｆ 1995/7/20
B-133 大野　和博 長崎県長崎市石神町３９－８ 大野べっ甲製作所 長崎県長崎市石神町３９－８ 1995/7/20
B-134 大園　博之 長崎県長崎市新大工町３－１６ 大園べっ甲製作所 長崎県長崎市新大工町３－１６ 1995/7/20
B-135 株式会社江崎べっ甲店 江崎　淑夫 長崎県長崎市魚の町７－１３ 株式会社江崎べっ甲店 長崎県長崎市魚の町７－１３ 1995/7/20
B-136 有限会社池崎鼈甲店 池崎　良二 長崎県長崎市鍛冶屋町６－３３ 有限会社池崎鼈甲店 長崎県長崎市鍛冶屋町６－３３ 1995/7/20
B-137 荒木　宏 長崎県長崎市西北町３９－１０ 荒木鼈甲眼鏡枠製作所 長崎県長崎市西北町３９－１０ 1995/7/20
B-144 小山　作二 大阪府東大阪市若江南町２－２－２ 小山　作二 大阪府東大阪市若江南町２－２－２ 1995/7/25
B-145 植松ベッ甲 植松　友市 東京都文京区千駄木１－２０－３ 植松べっ甲 東京都文京区千駄木１－２０－３ 1995/7/25
B-147 村上　健一 埼玉県川口市東本郷１１０－５ 村上　健一 埼玉県川口市東本郷１１０－５ 1995/7/25
B-149 大阪べっ甲事業協同組合 岩見　博 大阪府大阪市中央区南船場２－９－１５ 大阪べっ甲事業協同組合 大阪府大阪市中央区南船場２－９－１５ 1995/7/26
B-151 株式会社池田商店 池田　俊一郎 大阪府大阪市阿倍野区文の里２－１８－７ 株式会社池田商店 大阪府大阪市阿倍野区文の里２－１８－７ 1995/6/29
B-153 オハラ商事㈱ 岩見　晃宏 大阪府大阪市生野区勝山北２－６－１４ オハラ商事㈱ 大阪府大阪市生野区勝山北２－６－１４ 1995/7/22
B-154 岩見　博 大阪府大阪市天王寺区真法院町７－３１ オハラ工芸製作所 大阪府大阪市天王寺区真法院町７－３１ 1995/7/24
B-155 株式会社岡彦 忍橋　昌史 大阪府大阪市生野区生野西２－２－６ 株式会社岡彦 大阪府大阪市生野区生野西２－２－６ 1995/7/26
B-156 有限会社プラージュ 古川　倫 大阪府大阪市生野区生野西２－２－６ 有限会社プラージュ 大阪府大阪市生野区生野西２－２－６ 1995/7/26
B-157 蘇光株式会社 園田　隆二 大阪府大阪市中央区南船場２－９－１５ 蘇光株式会社 大阪府大阪市中央区南船場２－９－１５ 1995/6/28
B-160 吉田　佐市 北海道岩見沢市４条西１２ー１－１４ 吉田　佐市 北海道岩見沢市４条西１２ー１－１４ 1995/6/29
B-162 さんみのべっ甲店 倉田　信太郎 東京都豊島区長崎１－２７－１０ さんみのべっ甲店 東京都豊島区長崎１－２７－１０ 1995/7/24
B-163 細野　敏雄 埼玉県越谷市下間久里３２８－４ 細野　敏雄 埼玉県越谷市下間久里３２８－４ 1995/7/24
B-166 中田　忠雄 東京都世田谷区北沢１－２０－１５－２０１ 中田　忠雄 東京都世田谷区北沢１－２０－１５－２０１ 1995/7/25
B-167 有限会社ケイ工芸 小崎　敦二 長崎県西彼杵郡長与町高田郷７１－１ 有限会社ケイ工芸 長崎県西彼杵郡長与町高田郷７１－１ 1995/7/25
B-168 株式会社川下べっ甲 川下　末義 広島県広島市佐伯区五日市町大字昭和台２７－３ 株式会社川下べっ甲 広島県広島市佐伯区五日市町大字昭和台２７－３ 1995/7/26
B-170 池崎　悟 長崎県長崎市元町５－２ 池崎　悟 長崎県長崎市元町５－２ 1995/7/26
B-171 永田　清 兵庫県神戸市北区ひよどり台１－４－１３２－１０４ 永田　清 兵庫県神戸市北区ひよどり台１－４－１３２－１０４ 1995/7/27
B-172 岸辺　誠 長崎県西彼杵郡時津町左底郷２３２－７ 岸辺　誠 長崎県西彼杵郡時津町左底郷２３２－７ 1995/7/27
B-173 柴田　正男 長崎県長崎市勝山町３６－２ 柴政べっ甲店 長崎県長崎市勝山町３６－２ 1995/7/27
B-175 依田ベッ甲製作所 依田　政男 東京都調布市富士見町４－２－３９ 依田ベッ甲製作所 東京都調布市富士見町４－２－３９ 1995/7/27
B-178 加藤　和敏 長崎県長崎市柳谷町１７－１２ 加藤亀甲製作所 長崎県長崎市柳谷町１７－１２ 1995/7/27
B-179 田川　順一 長崎県長崎市今博多町５６ 鼈甲屋たがわ 長崎県長崎市今博多町５６ 1995/7/27
B-181 山岡べっ甲販売㈱ 山岡　秀雄 長崎県諫早市永昌東町９７－２ 山岡べっ甲販売㈱ 長崎県諫早市永昌東町９７－２ 1995/7/27
B-182 株式会社山岡工芸　 山岡　勝次 長崎県諫早市貝津町１１２２－６ 株式会社山岡工芸　 長崎県諫早市貝津町１１２２－６ 1995/7/27
B-185 磯貝　一 東京都墨田区横網２－５－５ （株）磯貝べっ甲専門店 東京都墨田区横網２－５－５ 1995/7/29
B-189 有限会社尾上べっ甲製作所 尾上　久恵 長崎県諫早市小船越町２６９－１ 有限会社尾上べっ甲製作所 長崎県諫早市小船越町２６９－１ 1995/7/31
B-190 有限会社田中 田中　淳功 東京都台東区谷中３－２２－８ 有限会社田中 東京都台東区谷中３－２２－８ 1995/7/25
B-191 幸手屋亀甲製作所 高橋　和雄 長野県小諸市加増１４０５ 幸手屋亀甲製作所 長野県小諸市加増１４０５ 1995/7/20
B-193 有限会社山田ベッ甲 山田　靖男 福井県福井市三十八社町１４－５－５ 有限会社山田ベッ甲 福井県福井市三十八社町１４－５－５ 1995/7/20
B-196 川口鼈甲店 川口　洋正 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉２９６７番地１３ 川口鼈甲店 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉２９６７番地１３ 1995/6/29
B-197 釜崎　桂子 長崎県長崎市諏訪町７－１０ 釜崎　桂子 長崎県長崎市諏訪町７－１０ 1995/7/28
B-198 株式会社長崎鼈甲会館 釜崎　桂子 長崎県長崎市諏訪町７－１０ 株式会社長崎鼈甲会館 長崎県長崎市諏訪町７－１０ 1995/7/28
B-200 イマサト工芸 今里　修 長崎県長崎市三和町２３ イマサト工芸 長崎県長崎市三和町２３ 1995/7/25
B-201 肥前工芸 中嶋　政治 長崎県長崎市田中町７９－５８ 肥前工芸 長崎県長崎市田中町７９－５８ 1995/7/25
B-204 株式会社前田ベッ甲店 前田　槙 長崎県諫早市鷲崎町３００－１ 株式会社前田ベッ甲店 長崎県諫早市鷲崎町３００－１ 1995/7/20
B-207 中山製作所 中山　勲 大阪府柏原市田辺１－２－２３ 中山製作所 大阪府柏原市田辺１－２－２３ 1995/7/22
B-208 有限会社長崎出島商会 石盛　光司 長崎県西彼杵郡三和町晴海台６０－９ 有限会社長崎出島商会 長崎県西彼杵郡三和町晴海台６０－９ 1995/7/21
B-209 石盛商会 石盛　光司 長崎県西彼杵郡三和町晴海台６０－９ 石盛商会 長崎県西彼杵郡三和町晴海台６０－９ 1995/7/21
B-210 有限会社イシモリ 石盛　令子 長崎県長崎市館内町８－１０ 有限会社イシモリ 長崎県長崎市館内町８－１０ 1995/7/31
B-211 相澤　幹男 東京都台東区谷中５－３－３ 相澤べっ甲製作所 東京都台東区谷中５－３－３ 1995/7/24
B-212 峰本　幹夫 愛媛県松山市東長戸２－３－１８ 峰本べっ甲メガネ枠修理製作所 愛媛県松山市東長戸２－３－１８ 1995/7/25
B-213 株式会社幸保 幸保　郁夫 大阪府大阪市生野区巽北１－７－５ 株式会社幸保 大阪府大阪市生野区巽北１－７－５ 1995/6/28
B-216 中山　秀一 東京都江戸川区西瑞江３－３－１０４ 中山べっ甲製作所 東京都江戸川区西瑞江３－３－１０４ 1995/7/25
B-218 森園　晃 広島県福山市今津町６－１０－３６ 森園　晃 広島県福山市今津町６－１０－３６ 1995/7/26
B-219 岡橋元商店 岡橋　潤一 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南１－３－６ 岡橋元商店 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南１－３－６ 1995/7/30
B-221 松尾　一彦 長崎県西彼杵郡多良見町西川内名５０ 松尾べっ甲製作所 長崎県西彼杵郡多良見町西川内名５０ 1995/7/29
B-224 フクチべっ甲 福田　治水 長崎県長崎市本河内町１０２１ フクチべっ甲 長崎県長崎市本河内町１０２１ 1995/7/25
B-225 一般社団法人日本べっ甲協会 田中　淳功 東京都千代田区神田佐久間町四丁目２番地 一般社団法人日本べっ甲協会本部 東京都千代田区神田佐久間町四丁目２番地 1995/7/31
B-226 マルセン 峠　千恵子 長崎県西彼杵郡三和町晴海台５４－１７ マルセン 長崎県西彼杵郡三和町晴海台５４－１７ 1995/7/30
B-228 矢吹　覚 千葉県松戸市稔台７－１６－８ 矢吹　覚 千葉県松戸市稔台７－１６－８ 1995/7/31
B-229 金丸べつ甲製作所 畑本　金次 長崎県長崎市目覚町２１－１１ 金丸べつ甲製作所 長崎県長崎市目覚町２１－１１ 1995/7/25
B-234 有限会社昭栄ベッ甲製品製作所 原　松三郎 東京都江戸川区小松川４－６６ 有限会社昭栄ベッ甲製品製作所 東京都江戸川区小松川４－６６ 1995/7/31



B-235 なかしま工芸 中嶋　政治 福岡県筑後市大字熊野１４１７ なかしま工芸 福岡県筑後市大字熊野１４１７ 1995/7/25
B-239 オプトニシカワ 西川 兵庫県神戸市長田区大谷町２－１３－２７ オプトニシカワ 兵庫県神戸市長田区大谷町２－１３－２７ 1995/7/5
B-241 西　武生 長崎県長崎市小江町２１１７－４ 西　武生 長崎県長崎市小江町２１１７－４ 1995/7/31
B-242 金田　孝之 長崎県長崎市音無町１５－２６ 金田工芸 長崎県長崎市音無町１５－２６ 1995/7/31
B-243 永田　勇三 長崎県長崎市西山１－１０－９ 永田べっ甲 長崎県長崎市西山１－１０－９ 1995/7/31
B-245 宮崎亀甲店 宮崎　郁政 長崎県長崎市籠町５－１５ 宮崎亀甲店 長崎県長崎市籠町５－１５ 1995/7/25
B-246 萬谷　宗久 奈良県奈良市二名平野二丁目２０８７ アクセサリーまんたに 奈良県奈良市二名平野二丁目２０８７ 1996/9/13
B-248 株式会社アイボリー 小嶋　一仁 東京都台東区上野５－２３－８ 株式会社アイボリー 東京都台東区上野５－２３－８ 1997/7/10
B-249 ウエダ企画 上田　四四三 大阪府大阪市天王寺区真法院町１７－２６ ウエダ企画 大阪府大阪市天王寺区真法院町１７－２６ 1997/9/18
B-251 佐野　基也 高知県安芸郡奈半利町乙４７０５ 佐野　基也 高知県安芸郡奈半利町乙４７０５ 1998/7/10
B-252 田邉　元司 東京都葛飾区奥戸１－１４－７ 嗣元製作所 東京都葛飾区奥戸１－１４－７ 1999/6/7
B-253 田中　豊 栃木県安蘇郡田沼町栃本１９０１－３ 有限会社カリブ 栃木県安蘇郡田沼町栃本１９０１－３ 2000/7/20
B-254 田中　昭二 栃木県安蘇郡田沼町栃本２７０３－３ 田中工芸 栃木県安蘇郡田沼町栃本２７７３ 2001/6/1
B-255 椿井　克己 千葉県千葉市稲毛区黒砂台２－３－１５ 椿井　克己 千葉県千葉市稲毛区黒砂台２－３－１５ 2001/6/7
B-256 めがねの梶 梶　憲司 兵庫県兵庫県宝塚市清荒神２－７－１ めがねの梶 兵庫県伊丹市伊丹１－１３－５１ 2001/7/13
B-257 株式会社東急ハンズ 木村　成一 東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号 東急ハンズ渋谷店 東京都渋谷区宇田川町１２－１８ 2001/7/23
B-258 株式会社東急ハンズ 木村　成一 東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号 東急ハンズ新宿店 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２４－２ 2001/7/23
B-259 株式会社東急ハンズ 木村　成一 東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号 東急ハンズ池袋店 東京都豊島区東池袋１－２８－１０ 2001/7/23
B-260 株式会社東急ハンズ 木村　成一 東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号 東急ハンズ町田店 東京都町田市原町田４－１－１７ 2001/7/23
B-261 株式会社東急ハンズ 木村　成一 東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号 東急ハンズ横浜店 神奈川県横浜市西区南幸１－３－１　横浜モアーズ５Ｆ～７Ｆ 2001/7/23
B-262 株式会社東急ハンズ 木村　成一 東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号 東急ハンズ心斎橋店 東京都大阪市中央区南船場３－４－１２ 2001/7/23
B-263 株式会社東急ハンズ 木村　成一 東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号 東急ハンズ三宮店 東京都神戸市中央区下山手通２－１０－１ 2001/7/23
B-268 栃木べっ甲 田中　博 栃木県安蘇郡田沼町栃本１９０１－４ 栃木べっ甲 栃木県安蘇郡田沼町栃本１９０１－４ 2003/4/14
B-269 仲川　文教 北海道小樽市住ノ江２－３－１９ カメヤ　フィッシング　タックル 北海道札幌市西区二十四軒４条７丁目５番２４号 2003/6/25
B-272 江戸べっ甲 青木　瞳 東京都北区志茂４－２－７ 江戸べっ甲 東京都北区志茂４－２－７ 2003/7/17
B-274 株式会社邦楽ナビ 高山　義一 東京都文京区大塚５－１５－２０ 株式会社邦楽ナビ 東京都文京区大塚５－１５－２０ 2003/12/15
B-275 小藤　敦子 神奈川県横浜市港南区野庭町６６１－８ 小藤　敦子 神奈川県横浜市港南区野庭町６６１－８ 2004/9/22
B-278 寺松　明子 東京都大田区山王４－７－１８－２０３ 寺松　明子 東京都大田区山王４－７－１８－２０３ 2004/11/5
B-279 ジャパンオプティカル株式会社 小島　陽一郎 東京都千代田区岩本町３－５－５アーバンスクエア岩本町ビル ジャパンオプティカル株式会社 東京都千代田区岩本町３－５－５アーバンスクエア岩本町ビル 2004/10/1
B-282 佐田　澄子 千葉県船橋市夏見４－１２－２８ 佐田　澄子 千葉県船橋市夏見４－１２－２８ 2006/2/20
B-285 山田工房 山田　正好 長崎市小菅町２１－１７ 山田工房 長崎市小菅町２１－１７ 2006/7/10
B-291 ＫＩＮＥＩ　 井上　欣映 富山県富山市稲荷元町２－８－２２ ＫＩＮＥＩ 富山県とやまし 2009/1/28
B-292 株式会社カマタ 鎌田　正男 京都府京都市下京区大宮通松原下ル上５条町３８９番地 株式会社カマタ 京都府京都市下京区大宮通松原下ル上５条町３８９番地 2009/3/4
B-293 安藤商事株式会社 安藤　忠夫 東京都葛飾区小菅４丁目９番１号 安藤商事株式会社 東京都葛飾区小菅４丁目９番１号 2009/8/24
B-294 末吉　豊 広島市中区千田町３丁目１１－７－５０１ 末吉　豊 広島市中区千田町３丁目１１－７－５０１ 2009/9/4
B-296 有限会社金森 金森　進 広島県福山市伏見町４－４ 有限会社金森 広島県福山市伏見町４－４ 2009/11/15
B-297 アクセサリー　シイズ 六車　京子 兵庫県尼崎市塚口町１－３２－５ アクセサリー　シイズ 兵庫県尼崎市塚口町１－３２－５ 2010/1/30
B-298 有限会社アイアール 志垣　生美　 岡山県岡山市南区泉田４２５－１１ 有限会社アイアール 岡山県岡山市南区泉田４２５－１１ 2010/2/13
B-299 高南企業有限会社 高山　弘之 東京都大田区東海４－９－７ 高南企業有限会社 東京都大田区東海４－９－７ 2010/3/10
B-300 新古美術さくや 田邉　義明 岡山県岡山市南区箕島２９８－３ 中四国道具市場 岡山県倉敷市中庄１１５５－１ 2010/5/14
B-302 新古美術さくや 田邉　義明 岡山県岡山市南区箕島２９８－３ 新古美術さくや 岡山県岡山市南区箕島２９８－３ 2010/5/14
B-304 南　裕治 兵庫県神戸市北区星和台５丁目７－１７ おたからや　神戸元町駅前店 兵庫県神戸市中央区元町通１－１４－１３ 2010/7/6
B-305 株式会社茶源 堀木　英人 四日市市松本３－４－７ 株式会社茶源 四日市市松本３－４－７ 2010/7/15
B-307 栗山　清一 和歌山県伊都郡かつらぎ町新田４１－４ 昌喜堂 和歌山県伊都郡かつらぎ町新田４１－４ 2010/7/14
B-309 有限会社堺美術オークション会 谷　匠行 大阪府堺市美原区小平尾９３３ 有限会社堺美術オークション会 大阪府堺市美原区小平尾９３３ 2010/10/6
B-310 リユースショップはら 筏　康冶 岡山県真庭市勝山１４３１ リユースショップはら 岡山県真庭市勝山１４３１ 2010/9/9
B-311 大澤　基伸 京都市左京区岩倉中河原町１４０ 大澤　基伸 京都市左京区岩倉中河原町１４０ 2010/10/7
B-314 道具商　北川 北川　清一 京都市山科区東野八代５の１６ 道具商　きたがわ 京都市山科区東野八代５の１６ 2010/10/25
B-316 風天 若林　公之 埼玉県狭山市中央１－１６－５　２０１ 風天 埼玉県狭山市中央１－１６－５　２０１ 2010/11/16
B-317 いわの美術株式会社 岩野　正則 神奈川県横須賀市汐入町４－５５－９ いわの美術株式会社 神奈川県横須賀市汐入町４－５５－９ 2010/11/15
B-320 松本　富士夫 埼玉県所沢市下富１２７２－８１ げた屋　松本　富士夫 埼玉県所沢市下富１２７２－８１ 2010/12/10
B-322 金塚　豊春 茨城県かすみがうら市岩坪１、５０４－１ 金塚　豊春 茨城県かすみがうら市岩坪１　５０４－１ 2010/12/14
B-327 株式会社NEWS 小山　行弘 東京都世田谷区南烏山６－１８－１４ 株式会社NEWS 東京都世田谷区南烏山６－１８－１４ 2010/12/22
B-328 株式会社ＷＥＬＬ 小山　行弘 東京都杉並区井草４－１７－５　１Ｆ ＷＥＬＬ 東京都杉並区井草４－１７－５　１Ｆ 2010/12/22
B-329 リサイクルショップＩＮＤＩＧＯ 田中　康弘 東京都渋谷区笹塚２－２２－２　サングローリービル１Ｆ ＩＮＤＩＧＯ 東京都渋谷区笹塚２－２２－２　サングローリービル１Ｆ 2010/12/22
B-330 株式会社ＷＥＬＬ 小山　行弘 東京都世田谷区世田谷３－１－１　ハウスアウトバーン１Ｆ ＮＥＷＳ世田谷店 東京都世田谷区世田谷３－１－１　ハウスアウトバーン１Ｆ 2010/12/22
B-331 株式会社ＥＤＵＣＯ 大森　忠弘 神奈川県川崎市幸区中幸町３－８　ロックフルズ１０　１Ｆ　 ＮＥＷＳ川崎中幸町店 神奈川県川崎市幸区中幸町３－８　ロックフルズ１０　１Ｆ　 2010/12/22
B-332 リサイクルショップＺＡＣＫ戸越 野尻　豊充 東京都品川区戸越２－１－３　丸雄ビル１Ｆ ＺＡＣＫ戸越 東京都品川区戸越２－１－３　丸雄ビル１Ｆ 2010/12/22
B-333 株式会社Ｄ．ＳＴＯＣＫ 土谷　高吉 東京都板橋区東新町１－１－５ ＺＡＣＫときわ台 東京都板橋区東新町１－１－５ 2010/12/22
B-334 株式会社レンガ 榊原　雅一 東京都稲城市平尾１－４１－３ 骨董倶楽部 東京都稲城市平尾１－４１－３（１－３４－１５） 2010/12/21
B-336 株式会社エイブイ 髙橋　昭治 東京都中野区上鷺宮５丁目１０番１号 株式会社エイブイ 東京都中野区上鷺宮５丁目１０番１号 2010/12/27
B-338 南海古美術店 山根　雄太郎 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１８４７ 南海古美術店 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１８４７ 2011/1/3
B-339 株式会社六家 葛岡　功裕 大阪府大阪市東鴻池町１－４－３２ 株式会社六家 大阪府東大阪市東鴻池町１－４－３２ 2010/12/11
B-340 ますけん 増田　健太郎 東京都町田市本町田１１７３－１ ますけん 東京都町田市本町田１１７３－１ 2010/12/22
B-341 村岡　明 東京都目黒区中町２－３３－９－２１０ 和寂 目黒区五本木３－６－７　１Ｆ 2011/1/7
B-342 大鳥居　徳男 茨城県稲敷市浮島３４７３ 大鳥居　徳男 茨城県稲敷市浮島３４７３ 2011/1/5
B-347 プロトラスト株式会社 益永　研 東京都渋谷区東１－２７－１０　東海ビル５階 プロトラスト株式会社 東京都品川区東五反田１－１１－７ 2011/1/26
B-348 株式会社早川美術 早川　俊雄 東京都杉並区松ノ木３－１６－１６ 株式会社早川美術 東京都杉並区松ノ木３－１６－１６ 2011/2/7
B-349 株式会社東急ハンズ 木村　成一 東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号 株式会社東急ハンズ梅田店 大阪市北区梅田３丁目１－１ 2011/2/7
B-350 フェニックス工房 高津　美津江 広島県広島市東区若草町７－１５－４０２ フェニックス工房 広島県広島市東区若草町７番１５－１Ｆ 2011/3/1
B-353 山桜 吉本　厚子 広島県東広島市黒瀬町国近６０５－１１６ 山桜 広島県東広島市黒瀬町国近６０５－１１６ 2011/3/23
B-534 株式会社コジマアクセサリー 小嶋　一仁 東京都中央区日本橋横山町７－９ 株式会社コジマアクセサリー 東京都中央区日本橋横山町７－９ 2011/5/12
B-535 宮里　実 埼玉県川口市東川口０２－１９－４ なかすみや 埼玉県川口市東川口２－１９－４ 2011/5/2
B-537 生野　正 東京都板橋区前野町１－３３－７ 有限会社誠友堂 東京都板橋区前野町１－３３－７ 2011/6/25
B-539 株式会社小山美術 小山　明男 新潟県新潟市西蒲区横戸４６８ 株式会社小山美術 新潟県新潟市西蒲区横戸４６８ 2011/7/14
B-540 あんてぃっく壱 松﨑　一郎 千葉県市川市市川２－６－１４ あんてぃっく壱 千葉県市川市市川２－６－１４ 2011/7/29



B-541 遠藤　大祐 神奈川県相模原市南区東林間２－２０－１９ えんや 神奈川県相模原市南区東林間２－２０－１９ 2011/8/18
B-542 長谷川　努 群馬県高崎市日高町２５４－７ 古民具・古美術「壺」イチ 群馬県佐渡郡玉村町坂井１２５３ 2011/10/17
B-543 中村甲芸 中村　秀樹 香川県高松市川島東町９８３－１ 中村甲芸 香川県高松市川島東町９８３－１ 2011/11/12
B-544 ダイフクロジステックス株式会社 高篠　巧一 愛知県名古屋市中村区名駅３－１３－２８　名駅セブンスタービル５０７ ダイフクロジスティクス株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅３－１３－２８　名駅セブンスタービル５０７ 2012/5/28
B-545 株式会社リベラ商会 太田　博之 大阪市西区南堀江２－１３－２８　リベラビル 株式会社リベラ商会 大阪市西区南堀江２－１３－２８　リベラビル 2012/5/31
B-546 山内　朝喜 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町１－７－２９－１０２ 恒絃会　大阪教室 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町１－７－２９－１０２ 2012/7/13
B-547 手作り小品工藝　鰍工房 松浦　康夫 東京都練馬区下石神井４－２２－６ 鰍工房 東京都練馬区下石神井４－２２－６ 2012/9/12
B-548 飯塚　正明 東京都北区中里１－１４－６ 丸屋質店 東京都北区中里１－１４－６ 2012/11/26
B-549 打見　恭二 埼玉県所沢市山口３３－１　グランディール３０１ おそらく工房 埼玉県所沢市山口４２ 2013/1/25
B-550 株式会社泰陽貿易 中島　善助 沖縄県浦添市内間２－２２－１８ 株式会社泰陽貿易 沖縄県浦添市内間２－２２－１８ 2013/4/20
B-551 相川　寿子 東京都台東区清川２－１２－３ あい川質店 東京都台東区清川２－１２－３ 2013/4/24
B-552 株式会社イーリス 上田　信之 広島県尾道市栗原町１－１ 株式会社イーリス 広島県尾道市栗原町１－１ 2013/6/3
B-553 株式会社陽光商事 温　継龍 京都市上京区瑞光院前町４６－４ 株式会社陽光商事 京都市上京区瑞光院前町４６－４ 2013/7/31
B-554 高田　恵司 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚１０２０－３１ べっ甲の高田 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚１０２０－３１ 2014/1/10
B-555 株式会社ムカデヤ 藤井　義久 京都府京都市左京区下鴨上川原町３５番地 株式会社ムカデヤ 京都府京都市左京区下鴨上川原町３５番地 2014/3/19
B-556 ACT 野中　秀彦 長崎県諫早市小船越町１１８７－２５ ACT 長崎県諫早市小船越町１１８７－２５ 2014/6/4
B-557 寺島　隆二 東京都練馬区桜台４－５－７－２０６ 寺島　広竜 東京都練馬区桜台４－５－７－２０６ 2014/7/5
B-558 原　丈晃 徳島県徳島市南田宮２－６－３８ 原　丈晃 徳島県徳島市南田宮２－６－３８ 2014/7/18
B-559 江見　進 京都府亀岡市東別院町柏原上日影４６ 龍鶴（江見　則勝） 京都府亀岡市東別院町柏原上日影４６ 2014/10/17
B-560 曽根　敬一 東京都委正しく向原１－２－１－２０７ ソネ工芸 東京都委正しく向原１－２－１－２０７ 2015/1/27
B-561 池田工業株式会社 池田　俊雄 岐阜県郡上市八幡町初納字堂前４０９－１ 池田工業株式会社 岐阜県郡上市八幡町初納字堂前４０９－１ 2015/7/10
B-563 松久　章子 大阪府堺市美原区さつき野東２－５－１５ 松久　章子 大阪府堺市美原区さつき野東２－５－１５ 2016/6/30
B-564 中島　憲司 広島県広島市安芸区中野２－１－１９ 中島　憲司 広島県広島市安芸区中野２－１－１９ 2016/9/23
B-565 株式会社ウッドプラン 森聖一郎 長崎県大村市水主町２－６７４－１ 株式会社ウッドプラン 長崎県大村市水主町２－６７４－１ 2016/10/1
B-566 麗新株式会社 朱　瑩祁 東京都板橋区坂下一丁目２８番２－１階 集宝堂（麗新株式会社） 東京都板橋区坂下一丁目２８番２－１階 2016/12/22
B-567 株式会社良品堂 金　志剛 東京都板橋区坂下一丁目２８番２号 株式会社良品堂 東京都板橋区坂下一丁目２８番２号 2016/12/22
B-568 江原漆工所 江原繁治 愛知県名古屋市昭和区御器所１－１５－３ 江原漆工所 愛知県名古屋市昭和区御器所１－１５－３ 2017/3/31
B-569 平古場　悠 長崎県長崎市上西山町３－２ 平古場　悠 長崎県長崎市上西山町３－２ 2017/5/22
B-570 株式会社武蔵野楽器 元村信彦 東京都北区豊島１－５－６ 株式会社武蔵野楽器 東京都北区豊島１－５－６ 2017/6/6
B-571 信宏国際商事株式会社 蘇　宏偉 神戸市中央区中山手通３丁目２－２－１１６ 信宏国際商事株式会社　楽久希 神戸市中央区中山手通３丁目２－２－１１６ 2017/10/4
B-572 有限会社カンザン 木村　慎吾 群馬県利根郡みなかみ町谷川４３０ 有限会社カンザン 群馬県利根郡みなかみ町谷川４３０ 2017/11/1
B-573 ケーツープランニング 郡山　浩二 大阪府大阪市生野区巽中４－３－１－７０３ ケーツープランニング 大阪府大阪市中央区南船場１－１１－９長堀八千代ビル４階 2017/11/1
B-574 サンフェイス 藤原　貴久 鹿児島県霧島市隼人町姫城３丁目７８　新田住宅Ａ サンフェイス 鹿児島県霧島市国分中央１丁目７－３０ 2017/11/14
B-575 中島ピック製作所 中島　大輔 愛知県名古屋市中川区万場１丁目６０５－３ 中島ピック製作所 愛知県名古屋市中川区万場１丁目６０５－３ 2017/11/16
B-576 小山　朝重 香川県高松市飯田町６９８番地２ 小山　朝重 香川県高松市飯田町６９８番地２ 2017/11/28
B-577 MATSUSAKI　KNIVES　WORK　SHOP松﨑　猛 長崎県佐世保市小野町１５１ MATSUSAKI　KNIVES　WORK　SHOP 長崎県佐世保市小野町１５１ 2017/12/1
B-578 Makkari knives 間狩　純平 福岡県鞍手郡小竹町赤地１７８７－１６ Makkari knives 福岡県鞍手郡小竹町赤地１７８７－１６ 2017/12/21
B-580 宮前　敏行 鹿児島県鹿児島市西陸３丁目４３－８ 宮前　敏行 鹿児島県鹿児島市西陸３丁目４３－８ 2017/11/24
B-581 峰　彰子 東京都大田区中央４－１８－２０－２ 峰　彰子 東京都大田区中央４－１８－２０－２ 2018/2/1
B-583 大谷　至 兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原３－２５－２９ 山海の屋代 兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原３－２５－２９ 2018/3/13
B-584 平山　晴美 埼玉県蕨市北町４－５－１３ 平山　晴美 埼玉県蕨市北町４－５－１３ 2018/3/15
B-585 金子眼鏡株式会社 金子　真也 福井県鯖江市宮前２－３０２－２ 金子眼鏡株式会社宮前事業所 福井県鯖江市宮前２－３０２－２ 2018/3/29
B-586 有限会社長崎工芸 田川　賢吾 長崎県長崎市大浦町７－５　トーカンマンション東山手１階 有限会社長崎工芸 長崎県長崎市大浦町７－５ 2018/4/19
B-587 有限会社申貿易 申　暁峰 福岡市西区姪浜駅南２丁目１６－２２－１０３ 有限会社申貿易 福岡市西区姪浜駅南２丁目１６－２２－１０３ 2018/4/20
B-588 株式会社エコトラスト 酒谷　賢治 大阪府大阪市中央区谷町３－４－２　名阪第一ビル５階 株式会社エコトラスト 大阪府大阪市中央区谷町３－４－２　名阪第一ビル５階 2018/5/1
B-589 株式会社尚道 大塚　尚通 富山県富山市婦中町笹倉１３６番地５ おたからや経堂店 富山県富山市経堂３丁目１２－１８　Ｖｉｃｔｏｒｙ　経堂Ｃ－ＩーＴ 2018/4/7
B-591 鈴木　美朗 埼玉県さいたま市西区高木６９７－４ 鈴木　美朗 埼玉県さいたま市西区高木６９７－４ 2018/5/28
B-592 浜田　智成 神奈川県横浜市港南区上永谷５－１２－８３ 浜田　智成 神奈川県横浜市港南区上永谷５－１２－８３ 2018/5/30
B-593 株式会社I・NAK 可児　良雄 岡山県岡山市東区九幡７５３－１ おたからや新福店 岡山県岡山市南区新福１丁目１９－３８ 2018/5/30
B-594 高橋　美佐枝 長崎県長崎市川上町１５－６ 斉藤商店 東京都練馬区平和台１－１－１６ 2020/4/8
B-595 本間　靖弘 北海道札幌市手稲区星置３条７丁目３番２１号 おたからや北34条店 北海道札幌市北区北３２条西３丁目１－１５ 2018/7/17
B-596 山本　賢人 静岡県田方郡函南町平井１２９６－４ おたからや函南店 静岡県田方郡函南町間宮７６８－４　吉田ビル２ＦＣ 2018/7/31
B-597 大成　勇太 千葉県流山市向小金２－２２７－１０　フローラル南柏２０５ おたからや六丁目店 千葉県柏市柏６丁目４－２４　柏ビル１階 2018/8/30
B-598 飯塚　一雄 神奈川県横須賀市汐入町５－７２ おたからや本町どぶ板通り店 神奈川県横須賀市本町３－１１ 2018/9/1
B-600 株式会社　レーベンドリーム 高橋　和彦 秋田県横手市駅南2丁目1-51 おたからやかまくら店 秋田県横手市赤坂字館ノ下９９－１ 2019/1/23
B-601 株式会社Ｆｕｊｉ 藤野　祐二 大阪府大阪市城東区古市1丁目19番30-08号 株式会社Ｆｕｊｉ 大阪府大阪市城東区古市1丁目19番30-08号 2019/2/13
B-602 昭和産業株式会社 村瀬　大一郎 岐阜県岐阜市香蘭1丁目1番地 昭和産業　木曽ミスズ 長野県木曽郡木曽町福島２４３２番地 2019/2/12
B-603 風間　賢史 埼玉県三郷市早稲田7-25-5グランパルク３０１ おたからや南口店 埼玉県三郷市三郷アヴァンセフルール１０３ 2019/3/20
B-604 山中　康雅 兵庫県神戸市北区花山東町2番23－301 Ｏｒｄｅｒ 兵庫県神戸市西区北別府二丁目7番2号 2019/4/19
B-605 中島　凪 千葉県船橋市前原東２－１３－１４ ＮＡＧＩ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＵＤＩＯ 千葉県船橋市前原東２－１３－１４ 2019/5/8
B-606 西川　幸子 埼玉県川口市飯塚２－８－４３　マートルコート川口３０５ caca 埼玉県川口市飯塚２－８－４３　マートルコート川口３０５ 2019/5/8
B-607 有限会社河田質店 倉内　正行 神奈川県横浜市中区曙町１－９ 河田質店 神奈川県横浜市中区曙町１－９ 2019/5/16
B-608 五十嵐　峰雄 福井県福井市勝見2丁目４－２０ おたからやパリオＣＩＴＹ店 福井県福井市松城町１２－７ 2019/5/30
B-609 尾﨑　勝美 福岡県北九州市八幡東区春の町三丁目１０番１７－４０３号 おたからや皿倉店 福岡県北九州市八幡東区天神町８番３－１０１号 2019/6/17
B-611 アイシン電子工業株式会社 落合　四郎 栃木県宇都宮市石井町２５５３番地１ おたからや陽西店 栃木県宇都宮市陽西町２－１３ 2019/7/9
B-612 株式会社リバロ 小林　裕和 北海道札幌市中央区南９条西６丁目１番３２号ヒーズビル５階 おたからや東区役所前店 北海道札幌市東区北１１条東８丁目１番３号高岡ビル１階 2019/7/22
B-613 株式会社セルクル 小笠原　正巳 秋田県大仙市佐野町１６－１７ おたからや大曲店 秋田県大仙市大曲栄町１３－４０ 2019/7/24
B-614 大國　善夫 神奈川県相模原市中央区田名１５７５番地１ おたからや小山町店 東京都町田市小山町２６０８番地４ 2019/8/5
B-615 田村　英司 岩手県盛岡市向中野二丁目２７番１５号 おたからや青山店 岩手県盛岡市青山三丁目１６番１０号 2019/10/1
B-616 中桐　悠太 兵庫県神戸市北区道場町日下部７３１－１シャトレ小竹１－１０１ おたからや霞ヶ丘店 兵庫県神戸市垂水区霞ヶ丘７－９－２９ 2019/10/4
B-617 岳野　忠 長崎県長崎市横尾２－１５－９－４０３ TAKENO 長崎県長崎市赤首町７８７－１ 2020/2/8
B-618 カレイプランニング株式会社 森　忠史 長崎県大村市東三城町１５９ カレイプランニング株式会社 長崎県大村市東三城町１５９ 2020/3/13
B-619 樋口　晴一 大阪府豊中市本町７丁目３番７号 樋口興産 大阪府豊中市浜２丁目５番２１号 2020/4/6
B-622 PROTECTJAPAN株式会社 髙橋　寛 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目２番２８号 おたから駅前本町店 愛知県一宮市本町三丁目９番２３号 2020/7/6
B-623 福丸オークション株式会社 福丸　靖久 京都府京都市中京区室町通丸太町下ル道場町１０番地 福丸オークション株式会社 京都府京都市中京区室町通丸太町下ル道場町１０番地 2020/7/28
B-624 上山　勝太 兵庫県神戸市西区玉津町新方１５３番地の４３ TRスタイル 兵庫県神戸市西区玉津町新方１５３番地の３３ 2020/7/28



B-625 橋本　敬久 兵庫県神戸市西区玉津町今津２０６の８ 工房はしもと 兵庫県姫路市緑台２丁目１０－１０ 2020/9/7
B-626 日建物産株式会社 髙橋　寛 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目２番２８号 おたからや覚王山ルナプラザ店 愛知県名古屋千種区法王町二丁目５番地月見ヶ丘マンションH棟２階２０７号室 2020/9/25
B-627 株式会社ホットプラス 山下　豪 京都府京都市右京区西京極堤下町４４番地１ 株式会社ホットプラス 京都府京都市右京区西京極堤下町４４番地１ 2020/11/9
B-628 有限会社日経アイ・エヌ・ティー 池田　章 東京都中央区築地二丁目１１番７号 おたからや　築地店 東京都中央区築地二丁目１１番７号 2020/11/18
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