
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 99

トーフナエイゾウ 5040001005337 なし ●

トーフナ映像（株）

〒 262-0033 TEL： 043-273-0003

千葉市花見川区幕張本郷２丁目１４番２６号

代表者： 代表取締役 横山　一隆

サンワショウジ 4040001028413 なし ●

三和商事（株）

〒 273-0024 TEL： 047-495-0221

船橋市海神町南一丁目１５４４番地１

代表者： 代表取締役 小林　正樹

シップス 9040001035454 なし ●

（株）シップス

〒 270-2214 TEL： 047-384-5281

松戸市松飛台４０４番地１

代表者： 代表取締役 佐々木　裕之

ピーエフオー 2040001008276 なし ●

（株）ピー・エフ・オー ●

〒 260-0012 TEL： 043-222-4567

千葉市中央区本町二丁目９番１３号

代表者： 代表取締役 横溝　佳治
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リップルアート 1040001013764 なし ● ●

（株）リップルアート ●

〒 260-0025 TEL： 043-306-3662 ●

千葉市中央区問屋町３番１‐６０２号

代表者： 代表取締役 浅田　豪紀

ムービーアイ 5040001032430 なし ●

（株）ムービーアイ

〒 272-0014 TEL： 047-370-1726

市川市田尻三丁目７番３３号１０１

代表者： 代表取締役 市川　一二三

キョウエイ 2040001035213 なし ●

（株）共映 ●

〒 270-2254 TEL： 047-330-9191 ●

松戸市河原塚２２１番地の２４

代表者： 代表取締役 鹿野　砂織

フォトックマーケットパートナーズ 8040001080402 なし ● ●

フォトックマーケットパートナーズ（株） ●

〒 277-0871 TEL： 04-7131-2121

柏市若柴１７８番地４柏の葉キャンパス１４８街区２ＫＯＩＬ６Ｆ

代表者： 代表取締役 藤武　昌之

アケズミシャシンジムショ － なし ●

明角写真事務所

〒 274-0813 TEL： 047-440-2085

船橋市南三咲三丁目３０番１棟５０２号

代表者： 代表 明角　和人

キロックムービー 8040001075534 なし ●

（株）キロックムービー ●

〒 273-0005 TEL： 047-419-6591

船橋市本町六丁目３番１６号　レックスマンション８０１号室

代表者： 代表取締役 立川　彰

プロメイド 1040001028259 なし ●

（株）プロメイド ●

〒 273-0121 TEL： 047-442-5030

鎌ヶ谷市初富８００番地２１７

代表者： 代表取締役 服部　裕介

ニコメディア 7040001095590 なし ●

（株）ＮｉｃｏＭｅｄｉａ ●

〒 277-0851 TEL： 04-7111-1003

柏市向原町１番２２号

代表者： 代表取締役 岡本　寛紀

アイティーオー 6040001034698 なし ●

（株）アイ・ティー・オー ● ●

〒 270-2253 TEL： 047-389-9367 ●

松戸市日暮一丁目１０番地の５

代表者： 代表取締役 伊藤　照夫
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トーニチ 5040002008173 なし ●

（有）トーニチ ●

〒 261-0004 TEL： 043-278-6094

千葉市美浜区高洲１丁目１７番６棟２０７号

代表者： 代表取締役 浅野　亮

クリフラップ 2010802017874 なし ● ●

（有）クリフラップ ●

〒 279-0012 TEL： 047-305-1560

浦安市入船四丁目９番８号ＧＬビル２Ｆ

代表者： 代表取締役 篠塚　良雄

テックビジョン 4040001011195 なし ● ●

（株）テックビジョン

〒 264-0026 TEL： 043-290-5676

千葉市若葉区西都賀三丁目３番１号　ヒーロービル５０５号

代表者： 代表取締役 市川　千秋

サンレックス 7040001074181 なし ●

（株）サンレックス ●

〒 296-0032 TEL： 04-7093-2731

鴨川市花房字昭田５５番地３

代表者： 代表取締役 河名　洋一

アイスマート 5040001092516 なし ● ● ●

Ｅｙｅ　Ｓｍａｒｔ（株） ●

〒 276-0049 TEL： 047-779-9366 ●

八千代市緑が丘四丁目７番地４

代表者： 代表取締役 小野　寛幸
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シマワークス 1040001049800 なし ●

（株）シマワークス

〒 285-0005 TEL： 043-306-6311

佐倉市宮前三丁目２３番６号

代表者： 代表取締役 中島　誠二

ランタンフィルム 4011001071587 なし ●

（株）ランタンフィルム ●

〒 270-0035 TEL： 047-700-5466

松戸市新松戸南一丁目３０２番地

代表者： 代表取締役 山本　憲一郎

ピーエイチプラス 9040001100051 なし ● ● ● ●

ピーエイチ・プラス（株） ● ● ●

〒 261-0023 TEL： 090-3244-9840

千葉市美浜区中瀬一丁目３番幕張テクノガーデンＣＢ棟３ＦＭＢＰ

代表者： 代表取締役 舟迫　洋平
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アサヒコウヨウ 7010601041419 チバシテン ● ●

朝日航洋（株） 朝日航洋（株）　千葉支店 ●

〒 136-0082 TEL： 03-3522-7161 〒 260-0028 TEL： 043-302-3201 ● ●

東京都江東区新木場四丁目７番４１号 千葉市中央区新町１８番地１０ 伊部　涼平

代表者： 代表取締役社長 尾暮　敏範

ウエスコ 4260001000622 トウキョウシシャ ● ●

（株）ウエスコ （株）ウエスコ　東京支社 ● ●

〒 700-0033 TEL： 086-254-2111 〒 273-0005 TEL： 047-460-7255

岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 船橋市本町三丁目３６番２８号 山崎　知之

代表者： 代表取締役社長 松原　利直

ハッシュウ 1010601035005 チバシシャ ● ●

（株）八州 （株）八州　千葉支社 ●

〒 135-0042 TEL： 03-5646-1901 〒 262-0033 TEL： 043-350-3551

東京都江東区木場五丁目８番４０号 千葉市花見川区幕張本郷一丁目２番２４号 加藤　超樹

代表者： 代表取締役 武部　泰三

マセコンサルタント 5010901011288 チバエイギョウショ ● ●

（株）間瀬コンサルタント （株）間瀬コンサルタント　千葉営業所 ● ●

〒 157-0067 TEL： 03-5438-7655 〒 271-0092 TEL： 047-308-3525

東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 松戸市松戸２１８３‐２０２号 飯村　達也

代表者： 代表取締役 間瀬　哲

ムサシイメージジョウホウ 6010601042731 チバシテン ● ●

ムサシ・イメージ情報（株） ムサシ・イメージ情報（株）　千葉支店

〒 135-0062 TEL： 03-6228-4056 〒 260-0028 TEL： 043-204-8831

東京都江東区東雲一丁目７番１２号 千葉市中央区新町１８番地１０ 野口　努

代表者： 代表取締役 栃木　眞司

支店長
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エヌエイチケイエデュケーショナル 4011001003978 なし ● ●

（株）エヌエイチケイエデュケーショナル ●

〒 150-0042 TEL： 03-3462-8122 ●

東京都渋谷区宇田川町７番１３号

代表者： 代表取締役社長 熊埜御堂　朋子

アールエスケイプロビジョン 9260001002572 なし ● ●

（株）ＲＳＫプロビジョン ●

〒 700-0824 TEL： 086-201-5067

岡山県岡山市北区内山下一丁目１番５号

代表者： 代表取締役 井上　義夫

プラスミックシーエフピー 6010001079226 なし ●

（株）プラスミック・シーエフピー

〒 104-0033 TEL： 03-3523-9520

東京都中央区新川二丁目１２番１５号

代表者： 代表取締役 増谷　冨美雄

ニッケイエイゾウ 4010001025727 なし ● ●

（株）日経映像

〒 103-0025 TEL： 03-3639-2978

東京都中央区日本橋茅場町二丁目６番１号　日経茅場町別館

代表者： 代表取締役社長 源関　隆

デジタルアンドデザインピクチャーズ 5010401036125 なし ●

（株）デジタル・アンド・デザイン・ピクチャーズ ●

〒 106-0032 TEL： 03-5414-5674 ●

東京都港区六本木七丁目１８番１１号

代表者： 代表取締役 中田　貢平

カンコウ 1120001007221 ● ●

（株）かんこう （株）かんこう　　 ●

〒 536-0006 TEL： 06-6935-6920 〒 536-0006 TEL： 06-6935-6920

大阪府大阪市城東区野江一丁目１２番８号 大阪府大阪市城東区野江１丁目１２番８号

代表者： 代表取締役 越村　雅人

ポニーキャニオン 5010401035036 なし ●

（株）ポニーキャニオン ●

〒 106-8487 TEL： 03-6230-9707

東京都港区六本木一丁目５番１７号

代表者： 代表取締役社長 吉村　隆

ソニービジネスソリューション 9010401044198 エイギョウブモンキギョウソリューションエイギョウブ ●

ソニービジネスソリューション（株） ソニービジネスソリューション（株）　営業部門　企業ソリューション営業部 ●

〒 108-0075 TEL： 03-6748-3001 〒 108-0075 TEL： 050-3809-1133 ●

東京都港区港南一丁目７番１号 東京都港区港南一丁目７番１号 松崎　直人

代表者： 代表取締役 古田　了嗣

タンセイケンキュウショ 7010501019192 なし ●

（株）丹青研究所 ●

〒 108-0075 TEL： 03-6455-8280

東京都港区港南一丁目６番４１号

代表者： 代表取締役 和田　明彦
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カガソルネット 1010001087332 なし ●

加賀ソルネット（株） ● ● ●

〒 104-0032 TEL： 03-5931-0126 ●

東京都中央区八丁堀３丁目２７番１０号

代表者： 代表取締役社長 池田　光仁

ヤマグチシネマ 9010001056156 なし ●

（株）山口シネマ ●

〒 101-0032 TEL： 03-5839-2721 ●

東京都千代田区岩本町一丁目１１番２号

代表者： 代表取締役 山口　良成

フジテレビジョン 5010401078381 ソウゴウジギョウキョク ● ●

（株）フジテレビジョン （株）フジテレビジョン　総合事業局 ● ●

〒 137-8088 TEL： 03-5500-8888 〒 137-8088 TEL： 03-5500-9567

東京都港区台場二丁目４番８号 東京都港区台場二丁目４番８号 宇津井　隆

代表者： 代表取締役 遠藤　龍之介

マイニチエイガシャ 9010001029962 なし ●

（株）毎日映画社

〒 101-0062 TEL： 03-3518-4111

東京都千代田区神田駿河台二丁目５番地

代表者： 代表取締役社長 宮嶋　極

ニッポンコクサイホウソウ 2011001056152 なし ●

（株）日本国際放送

〒 150-0041 TEL： 03-3464-8911

東京都渋谷区神南一丁目１９番４号

代表者： 代表取締役社長 城本　勝

エヌエイチケイサービスセンター 8011005000167 なし ●

（一財）ＮＨＫサービスセンター

〒 150-8328 TEL： 03-3464-1687

東京都渋谷区宇田川町４１番１号

代表者： 理事長 黄木　紀之

スイドウサンギョウシンブンシャ 5120001065389 トウキョウ ● ●

（株）水道産業新聞社 （株）水道産業新聞社　東京本社 ●

〒 531-0072 TEL： 06-6373-3603 〒 105-0003 TEL： 03-6435-7644

大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番９号 東京都港区西新橋３丁目５番２号 宮本　ひとみ

代表者： 代表取締役 西原　一裕

コニカミノルタプラネタリウム 7120001105548 なし ● ●

コニカミノルタプラネタリウム（株）

〒 170-8630 TEL： 03-5985-1711

東京都豊島区東池袋三丁目１番３号　

代表者： 取締役社長 古瀬　弘康

ナカニホンコウクウ 3180001031924 トウキョウシシャ ● ● ●

中日本航空（株） 中日本航空（株）　東京支社 ● ●

〒 480-0202 TEL： 0568-28-4851 〒 104-0031 TEL： 03-3567-6310 ●

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 東京都中央区京橋３丁目７番５号 加藤　幸洋

代表者： 代表取締役社長 柴田　拓
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ケイセイエージェンシー 7010601024893 なし ●

（株）京成エージェンシー ●

〒 110-0003 TEL： 03-5808-7520 ●

東京都台東区根岸２丁目２２番１号

代表者： 代表取締役社長 井出　明彦

トウエイ 6010001034866 なし ●

東映（株）

〒 104-8108 TEL： 03-3535-3631

東京都中央区銀座三丁目２番１７号

代表者： 代表取締役 手塚　治

テレビアサヒエイゾウ 5010401018924 なし ● ●

テレビ朝日映像（株） ●

〒 106-0032 TEL： 03-3587-8111

東京都港区六本木１丁目１番１号

代表者： 代表取締役 若林　邦彦

ケイプロビジョン 3010401035178 なし ● ●

（株）Ｋプロビジョン ●

〒 107-0052 TEL： 03-5574-7210

東京都港区赤坂四丁目１３番１３号

代表者： 代表取締役社長 中嶋　望

ティビーエススパークル 7010401139405 なし ● ●

（株）ＴＢＳスパークル ● ● ●

〒 107-8002 TEL： 03-5571-5020

東京都港区赤坂５丁目３番６号

代表者： 代表取締役社長 高橋　啓志

コクサイマイクロシャシンコウギョウシャ 1011101007287 なし ● ●

（株）国際マイクロ写真工業社

〒 162-0833 TEL： 03-3260-5931

東京都新宿区箪笥町４番地３

代表者： 代表取締役 森松　義喬

チュウオウコウギョウ 9030001044150 なし ● ●

中央航業（株）

〒 362-0051 TEL： 048-780-1088

埼玉県上尾市大字地頭方３３２番地７

代表者： 代表取締役 小池　盛文

アフロ 2010001055098 なし ●

（株）アフロ ●

〒 104-0045 TEL： 03-3546-0900 ●

東京都中央区築地四丁目１番１７号

代表者： 代表取締役 青木　紘二

エヌエイチケイグローバルメディアサービス 5011001003977 なし ● ●

（株）ＮＨＫグローバルメディアサービス ● ●

〒 150-0047 TEL： 03-5454-3853 ●

東京都渋谷区神山町９番２号

代表者： 代表取締役 荒木　裕志
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ライズビデオエイテイ 5013301013243 なし ●

（株）ライズ・ビデオ・エイテイ

〒 171-0014 TEL： 03-3988-0804

東京都豊島区池袋三丁目２６番１４号

代表者： 代表取締役 上田　明

フォーファイヴ 6010401095426 なし ● ●

（株）フォー・ファイヴ ●

〒 105-0021 TEL： 03-5733-0320

東京都港区東新橋二丁目４番６号

代表者： 代表取締役社長 柳原　康治

ヨシモトコウギョウ 2120001126730 なし ●

吉本興業（株） ●

〒 160-0022 TEL： 06-6643-1122

東京都新宿区新宿５丁目１８番２１号

代表者： 代表取締役 岡本　昭彦

ベックス 5010401092564 なし ●

（株）ＶＥＣＫＳ ●

〒 107-0062 TEL： 03-5414-1633

東京都港区南青山一丁目１５番１８号　リーラ乃木坂６階

代表者： 代表取締役 田島　剛

ニッテレアックスオン 8010001033445 なし ●

（株）日テレアックスオン ● ●

〒 105-7422 TEL： 03-5962-8160 ●

東京都港区東新橋一丁目６番１号　日テレタワー２２階

代表者： 代表取締役 加藤　幸二郎

テクノマックス 8010701012252 ●

（株）テクノマックス （株）テクノマックス　　 ● ●

〒 140-0002 TEL： 03-5462-1200 〒 140-0002 TEL： 03-5462-1210

東京都品川区東品川１丁目３番３号 東京都品川区東品川１丁目３番３号 武石　英三　

代表者： 代表取締役 武田　康孝

パソナアートナウ 4011201013637 なし ●

（株）Ｐａｓｏｎａ　ａｒｔ　ｎｏｗ ●

〒 100-8228 TEL： 080-8507-8502

東京都千代田区大手町二丁目６番２号

代表者： 代表取締役 大日向　由香里
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サライ 4010401044954 なし ●

（株）さらい ●

〒 105-0011 TEL： 03-5777-5206

東京都港区芝公園三丁目１番１３号　アーバン芝公園２階

代表者： 代表取締役 楠見　忠司

オオタニ　イチロウ － なし ●

大谷　一郎

〒 153-0051 TEL： 03-5724-7138

東京都目黒区上目黒５丁目２３番５‐２０４号　チサンマンション

代表者： 大谷　一郎

スズキエイガ 4010002011544 なし ●

（有）鈴木映画

〒 110-0016 TEL： 03-3837-8134

東京都台東区台東二丁目１２番６号　クリーンコーポ１Ｆ

代表者： 代表取締役 鈴木　直巳

ロントラ 9011001072218 なし ●

ロントラ（株） ●

〒 150-0013 TEL： 03-6455-6875

東京都渋谷区恵比寿三丁目７番１７号Ｍ２ビル１階

代表者： 代表取締役 西村　佳之

カンタナジャパン 4010001161480 なし ●

（株）カンタナジャパン ●

〒 113-0033 TEL： 03-5689-1006

東京都文京区本郷三丁目２８番１２号日活本社ビル内

代表者： 代表取締役社長 三浦　剛

サイクロイド 7020001055828 なし ● ●

（株）サイクロイド ●

〒 150-0001 TEL： 03-6450-5724 ●

東京都渋谷区神宮前５丁目２８番地２号　シャンブル神宮前３０７

代表者： 代表取締役 小松　秀樹

セイビンエイゾウケンキュウジョ 5011402005085 なし ●

（有）セイビン映像研究所

〒 173-0036 TEL： 03-3973-6724

東京都板橋区向原２丁目６番１１号

代表者： 代表取締役 臼井　令子

スリーエーコウボウ 1011101010761 なし ●

（株）スリーエー工房 ●

〒 160-0008 TEL： 03-3357-0657 ●

東京都新宿区四谷三栄町６番２号ホームスビル３階

代表者： 代表取締役 河崎　一志

ジュウロクビット 9011101063505 なし ● ●

（株）１６ｂｉｔ． ●

〒 160-0022 TEL： 03-5341-4963

東京都新宿区新宿五丁目１２番１５号ＫＡＴＯビル２Ｆ

代表者： 代表取締役 松上　元太
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サイバーネットワーク 7010401073406 なし ● ●

（株）サイバーネットワーク ●

〒 168-0082 TEL： 03-5344-9511 ●

東京都杉並区久我山三丁目１８番１７号

代表者： 代表取締役 鎌田　裕一郎

ピーピーアイ 1010402019000 なし ●

（有）ピーピーアイ ●

〒 106-0031 TEL： 03-3796-7379 ●

東京都港区西麻布一丁目１４番５号永都ビル西麻布３０１

代表者： 取締役 山田　崇博

テーブルクロス 8010401112716 なし ●

（株）テーブルクロス ●

〒 104-0061 TEL： 03-4455-4777

東京都中央区銀座１‐２２‐１１銀座大竹ビジデンス２Ｆ

代表者： 代表取締役 城宝　薫

ショウチクエイゾウセンター 8010001111589 なし ●

（株）松竹映像センター

〒 135-0091 TEL： 03-6758-0240

東京都港区台場二丁目３番５号台場ガーデンシティビル７階

代表者： 代表取締役 山下　良則
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フィールドノート 2011001030314 なし ●

（株）フィールド・ノート ●

〒 150-0013 TEL： 03-5423-5021

東京都渋谷区恵比寿１丁目１番７号

代表者： 代表取締役 國末　基生
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