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ベルキャンバスチバ 6040001066403 なし

（株）ベルキャンバス千葉 ●

〒 277-0805 TEL： 04-7134-7100

柏市大青田１６２８番地２５

代表者： 代表取締役 佐藤　至宏

キョウドウコウゲイシャ 5040001001732 なし

（株）協同工芸社 ●

〒 261-0002 TEL： 043-242-1675 ●

千葉市美浜区新港１５２番地

代表者： 代表取締役 箕輪　晃

ヨミウリチバコウコクシャ 2040001007856 なし

（株）読売千葉広告社 ●

〒 260-0015 TEL： 043-227-4336

千葉市中央区富士見２丁目１７番１６号

代表者： 代表取締役 宮野　哲郎

クボトソウ 5040001026077 なし

久保塗装（株） ●

〒 272-0021 TEL： 047-333-3161

市川市八幡二丁目３番１６号

代表者： 代表取締役 久保　栄一

エリートジョウホウシャ 4040001042744 なし ● ●

（株）エリート情報社 ●

〒 286-0134 TEL： 0476-24-7161 ●

成田市東和田４１５番地１０

代表者： 代表取締役 長原　正夫

アーチサービス 3040001049237 なし

（株）アーチサービス ●

〒 284-0001 TEL： 043-309-8085

四街道市大日２２７９番地２

代表者： 代表取締役 栗原　宏之

マックス 7040001059455 なし

（株）マックス ●

〒 297-0074 TEL： 0475-25-1771

茂原市小林１９７６番地２

代表者： 代表取締役 麻生　正視

マルエイサンギョウ 8040001051205 なし ● ● ●

丸栄産業（株） ●

〒 299-0226 TEL： 0438-38-3600

袖ケ浦市滝の口２５２番地２

代表者： 代表取締役 高橋　潤

キムラプログレスコウギョウ 6040001062088 なし

木村プログレス工業（株） ●

〒 288-0012 TEL： 0479-22-5050

銚子市犬吠埼９５１２番地の２

代表者： 代表取締役 木村　隆正
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チバキョウリツ 2040001004647 なし ● ●

（株）千葉共立 ● ●

〒 262-0033 TEL： 043-276-9170 ● ●

千葉市花見川区幕張本郷一丁目３番３３号

代表者： 代表取締役 武井　幸也

ライフコミュニケーション 7040001010921 なし

（株）ライフコミュニケーション ●

〒 261-0023 TEL： 043-308-7571

千葉市美浜区中瀬１‐７‐１　住友ケミカルエンジニアリングセンタービル１７階

代表者： 代表取締役 佐々木　豊

ケンコウギョウ 5040001014404 なし ● ●

（株）ケン工業 ●

〒 275-0016 TEL： 047-473-5376

習志野市津田沼三丁目１１番１８号

代表者： 代表取締役 阿部　裕幸

コウホウシャ 3040001002286 なし ● ●

（株）弘報社 ●

〒 266-0026 TEL： 043-268-2371

千葉市緑区古市場町４７４番２６８号

代表者： 代表取締役 吉田　良一

サンケイシンブンインサツ 8010001116877 なし

（株）産経新聞印刷 ●

〒 279-0032 TEL： 047-304-1741

浦安市千鳥９番地の４

代表者： 代表取締役社長 寺塚　良一

チバケンブンカシンコウザイダン 6040005016791 なし

（公財）千葉県文化振興財団 ●

〒 260-8661 TEL： 043-222-0077

千葉市中央区市場町１１番２号

代表者： 理事長 永井　俊秀

イナガキコウギョウ 3040001042704 なし

稲垣興業（株） ●

〒 286-0025 TEL： 0476-22-2557

成田市東町１５６番地の６

代表者： 代表取締役 菊地　貴

ベイエフエム 5040001001022 なし

（株）ベイエフエム ●

〒 261-7127 TEL： 043-351-7880

千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１

代表者： 代表取締役社長 久保　健

ホシコウコク 3040001066430 なし

（株）星広告 ●

〒 277-0011 TEL： 04-7166-0841

柏市東上町６番３１号

代表者： 代表取締役 関　学
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チバテレビホウソウ 1040001004838 なし ● ●

千葉テレビ放送（株） ●

〒 260-0001 TEL： 043-231-3115

千葉市中央区都町１丁目１番２５号

代表者： 代表取締役社長 篠塚　泉

ウェーブワン 4040002078837 なし

（有）ウェーブワン ●

〒 283-0068 TEL： 0475-55-0289

東金市東岩崎１番地２２

代表者： 代表取締役 古川　寛

ケイヨウコウジライト 3040001019223 なし ●

京葉工事ライト（株） ●

〒 274-0816 TEL： 047-464-0526

船橋市芝山六丁目２７番３号

代表者： 代表取締役 清水　守良

ユウセイグループ 6040001010022 なし

（株）裕星グループ ●

〒 266-0026 TEL： 043-263-3792

千葉市緑区古市場町４７４番地２５４

代表者： 代表取締役 川畑　裕昭

ケイヨウコウコクシャ 2040001065532 なし ● ●

（株）京葉広告社 ●

〒 277-0025 TEL： 04-7166-4411 ●

柏市千代田三丁目１５番１５号

代表者： 代表取締役 三塚　真弘

イベントコミュニケーションズ 4040001052594 なし ● ●

（株）イベント・コミュニケーションズ ● ●

〒 292-0838 TEL： 0438-30-2611

木更津市潮浜一丁目１７番地２１

代表者： 代表取締役 太田　一哉

ヤオキ 4040001007532 なし

（株）ヤオキ ●

〒 260-0801 TEL： 043-261-4565

千葉市中央区仁戸名町１３１番地１８

代表者： 代表取締役 堅田　栄治

チバニッポウシャ 5040001004850 なし

（株）千葉日報社 ●

〒 260-0013 TEL： 043-222-9211 ●

千葉市中央区中央四丁目１４番１０号

代表者： 代表取締役 大澤　克之助

ツイキ 7040002054686 なし

（有）ツイキ ●

〒 270-1422 TEL： 047-491-1201

白井市復９１番地の２

代表者： 代表取締役 築城　秀実
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ムラック 8040001076854 なし

（株）ムラック ●

〒 273-0014 TEL： 047-495-1201

船橋市高瀬町６２番地１

代表者： 代表取締役 齋木　透匡

カズサ 4040001001394 なし

（株）上総 ●

〒 262-0004 TEL： 043-257-7876

千葉市花見川区大日町１３３２番地

代表者： 代表取締役 初山　浩重

マクハリメッセ 1040001005927 なし ●

（株）幕張メッセ ●

〒 261-0023 TEL： 043-296-0001

千葉市美浜区中瀬二丁目１番

代表者： 代表取締役社長 藤野　達夫

アドアルファ 3040001000348 なし ●

（株）アド・アルファ ●

〒 260-0001 TEL： 043-233-8880

千葉市中央区都町二丁目２番７号

代表者： 代表取締役 佐川　榮一

グリーンポートエージェンシー 9040001042822 なし ●

（株）グリーンポート・エージェンシー ● ●

〒 282-0011 TEL： 0476-32-8519

成田市三里塚字御料牧場１番地１

代表者： 代表取締役 荒川　武

ヤマモトインサツ 5040001043254 なし ● ●

山本印刷（株） ●

〒 286-0124 TEL： 0476-35-2293

成田市畑ケ田７６５番地

代表者： 代表取締役 山本　泰正

セレモ 3040001017689 なし

（株）セレモ ●

〒 273-0862 TEL： 047-423-1111

船橋市駿河台一丁目２７番１号

代表者： 代表取締役 林　勇樹

セコウ 5040001003646 なし ●

（株）世広 ●

〒 263-0001 TEL： 043-215-5733 ●

千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１

代表者： 代表取締役 鈴木　定徳

エイエフエイ 4040001000801 なし

（株）エイ・エフ・エイ ●

〒 264-0036 TEL： 043-254-8132

千葉市若葉区殿台町９０番地１式田ビル１Ｆ

代表者： 代表取締役 北川　卓
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コウブンシャ 4040001026185 なし

（株）弘文社 ●

〒 272-0033 TEL： 047-324-5977 ●

市川市市川南二丁目７番２号

代表者： 代表取締役 湯浅　秀俊

チバケンカンコウブッサンキョウカイ 6040005001182 なし

（公社）千葉県観光物産協会 ●

〒 260-0015 TEL： 043-225-9170 ●

千葉市中央区富士見二丁目３番１号

代表者： 会長 飯沼　喜市郎

セブンサービスキカクソウショク 5040001029658 なし ● ●

（株）セブンサービス企画装飾 ● ●

〒 279-0025 TEL： 047-351-7777 ●

浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号

代表者： 代表取締役 山村　未来男

チイキシンブンシャ 6040001020962 なし ● ●

（株）地域新聞社 ● ●

〒 273-0011 TEL： 047-420-0300 ●

船橋市湊町一丁目１番１号

代表者： 代表取締役 近間　之文

アートプレイン 9040002000143 なし

（有）アート・プレイン ●

〒 260-0811 TEL： 043-264-3740

千葉市中央区大森町３２番地１５

代表者： 代表取締役 平良　真人

ホクトシャ 2040001006924 なし

（株）北斗社 ●

〒 263-0031 TEL： 043-241-5421

千葉市稲毛区稲毛東三丁目６番９号

代表者： 代表取締役 宮崎　仁

サンヨウメディア 9040001053992 なし ● ●

三陽メディア（株） ●

〒 260-0824 TEL： 043-209-3411 ●

千葉市中央区浜野町１３９７番地

代表者： 代表取締役 亀井　茂

エアーズ 2040001053636 なし ●

（株）エアーズ ●

〒 299-0102 TEL： 0436-23-0341

市原市青柳二丁目３番地４

代表者： 代表取締役 大槻　祐介

ディーピーピー 3040001069549 なし

Ｄ．Ｐ．Ｐ．（株） ●

〒 270-1121 TEL： 04-7188-8883

我孫子市中峠１９４６番地の１

代表者： 代表取締役 東野　眞輔
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テイクオフ 1040001068461 なし

（株）テイクオフ ●

〒 277-0005 TEL： 04-7144-5364

柏市旭町１丁目１番１９号第２豊倉ビル６階

代表者： 代表取締役 木村　成紀

オニオンシンブンシャ 2040001001264 なし ●

（株）オニオン新聞社 ●

〒 260-0013 TEL： 043-201-8811

千葉市中央区中央三丁目３番１号

代表者： 代表取締役 山本　寛

ヤカ 2040001037110 なし

（株）ヤカ ●

〒 270-2255 TEL： 047-385-6111

松戸市田中新田５番地の５

代表者： 代表取締役 妻鹿　吉晃

シュウサンシャ 8040001101629 なし ●

（株）集賛舎 ●

〒 294-0014 TEL： 0470-22-2277 ●

館山市山本２２６番地

代表者： 代表取締役 島　正彦

ショウクリエイティブ 3040001035848 なし

（株）精クリエイティブ ● ●

〒 270-0003 TEL： 047-348-3696

松戸市東平賀５４５番地

代表者： 代表取締役社長 青木　精一

タック 1130001039346 なし

（株）タック ●

〒 273-0016 TEL： 047-420-9198

船橋市潮見町３４番１号

代表者： 代表取締役社長 富山　勝
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フジワールドキカクサービス 6040001028312 なし ● ●

富士ワールド企画サービス（株） ●

〒 273-0135 TEL： 047-445-9565

鎌ヶ谷市中佐津間二丁目４番１０号

代表者： 代表取締役 細野　由樹

クロエージェンシー 3040001056497 なし

（株）ＫＵＲＯエージェンシー ●

〒 292-0812 TEL： 0438-52-3235

木更津市矢那４０２７番地２

代表者： 代表取締役 黒川　奈美江

セガワトソウ 6040001035878 なし

（株）瀬川塗装 ●

〒 270-0023 TEL： 047-344-9928

松戸市八ケ崎七丁目３６番地の１７

代表者： 代表取締役 瀬川　寿雄

シンエイケンセツ 4040001026425 なし

伸榮建設（株） ●

〒 272-0031 TEL： 047-376-2207

市川市平田４丁目１２番３号

代表者： 代表取締役 三村　俊也

レントオールトウカツ 7040001034763 なし

（株）レントオール東葛 ●

〒 270-0144 TEL： 04-7144-0033

流山市前ケ崎４１２番地１

代表者： 代表取締役 高岩　博信

ワールドインサツ 2040002012698 なし ●

（有）ワールド印刷 ●

〒 264-0021 TEL： 043-310-4880

千葉市若葉区若松町２３１８番１４

代表者： 代表取締役 坪川　英二

ピーアンドティー 4040002043799 なし

（有）Ｐ＆Ｔ ●

〒 272-0836 TEL： 047-300-7035

市川市北国分一丁目２番１９号

代表者： 代表取締役 丸茂　雅弘

ヒカリエイガシャ 5040001006351 なし ●

（株）ひかり映画社 ●

〒 264-0024 TEL： 043-234-2550 ●

千葉市若葉区高品町１５８６‐６

代表者： 代表取締役 芝野　和子

イマイケンセツ 1040001071085 なし ●

今井建設（株） ●

〒 278-0035 TEL： 04-7122-2282

野田市中野台１８２番地

代表者： 代表取締役 今井　扶由子
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エーシーグローブ 8040001000822 なし ●

（株）エー・シー・グローブ ●

〒 290-0056 TEL： 0436-55-8157

市原市五井５５１１番地２

代表者： 代表取締役　 畠　宏一

ビコウシャ 9040001060576 なし

（株）美工舎 ●

〒 273-0018 TEL： 047-431-3716

船橋市栄町一丁目３番４号

代表者： 代表取締役 岩崎　英徳

オフィスティースカイ 9040002033234 なし ●

（株）オフィスティースカイ ●

〒 272-0114 TEL： 047-396-1881

市川市塩焼３丁目４番２１‐１０１号

代表者： 代表取締役 久保　裕司

モリナガケンソウ 3040001037101 なし

（株）盛永建装 ●

〒 270-0022 TEL： 047-389-1378

松戸市栗ケ沢７７５番地の２４

代表者： 代表取締役 盛永　正己

アールイーナンバー 4040001085792 なし ● ● ● ●

（株）アールイーナンバー ●

〒 299-3219 TEL： 0475-71-3675 ●

大網白里市南飯塚４４０番８号

代表者： 代表取締役 柿沼　浩史

ジョウショウインサツ 3040001015206 なし

（株）常翔印刷 ●

〒 275-0012 TEL： 047-455-5161

習志野市本大久保二丁目６番１８号

代表者： 代表取締役 高橋　妙子

ノグチケンザイ　 1040001057316 なし

野口建材（株） ●

〒 283-0005 TEL： 0475-54-1261 ●

東金市田間２００５番地

代表者： 代表取締役 野口　隆利

シティライフ 3040001054798 なし ●

シティライフ（株） ●

〒 290-0225 TEL： 0436-63-7677

市原市牛久８６１番地２

代表者： 代表取締役 伊藤　英樹

フィット 9040001021925 なし ●

（株）フィット ●

〒 273-0001 TEL： 047-421-1777

船橋市市場一丁目８番１号

代表者： 代表取締役 山崎　健太朗
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ワンアップアドシステム 5040001008059 なし ● ●

ワンアップ・アド・システム（株） ● ●

〒 260-0022 TEL： 043-241-3001 ●

千葉市中央区神明町１３番地４

代表者： 代表取締役 太田　一哉

アドウェーブ 5040002017026 なし

（有）アド．ウェーブ ●

〒 260-0012 TEL： 043-202-7327

千葉市中央区本町一丁目６番８号

代表者： 代表取締役 海老根　譲

シーエムエヌ 7040001002984 なし

（株）シーエムエヌ ●

〒 260-0025 TEL： 043-238-6811

千葉市中央区問屋町１番３５号千葉ポートサイドタワー１５階

代表者： 代表取締役 見上　文昭

エイティー 6040001047551 なし ●

（株）エイティー ●

〒 289-1115 TEL： 043-444-2024

八街市八街ほ２１１番地

代表者： 代表取締役 上代　昭

フジマシートソウショク 5040003000105 なし

（資）藤間シート装飾 ●

〒 260-0015 TEL： 043-222-1221

千葉市中央区富士見２丁目８番１１号

代表者： 代表社員 藤間　健史

グリーンダイナミクス 1040001035288 なし

（株）グリーンダイナミクス ● ●

〒 270-0176 TEL： 04-7157-7385

流山市加一丁目１３番地１

代表者： 代表取締役 賀来　宏和

グッドプランニング 9040001023104 なし ● ●

（株）グッドプランニング ●

〒 273-0864 TEL： 047-423-0107 ●

船橋市宮本１‐２１‐８‐３０５

代表者： 代表取締役 今井　良介

ケースプランニング 1040001013046 なし ● ●

ケースプランニング（株） ●

〒 262-0033 TEL： 043-275-2577 ●

千葉市花見川区幕張本郷二丁目４番３０号本郷二丁目ビル２０１

代表者： 代表取締役 加瀬　順宏

サンケイチバキカク 3040001002600 なし ● ●

（株）サンケイちば企画 ●

〒 260-0013 TEL： 043-202-8600

千葉市中央区中央四丁目１７番３号　

代表者： 代表取締役 高原　秀雄
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アドユニバース 2040001000373 なし

アドユニバース（株） ●

〒 260-0015 TEL： 043-216-5922

千葉市中央区新千葉三丁目１番７号

代表者： 代表取締役 難波　正徳

エーワンネットワーク 6040002020838 なし

（有）エーワンネットワーク ●

〒 273-0015 TEL： 047-437-6208

船橋市日の出二丁目２番１３号第２ナカイチビル１０２号

代表者： 代表取締役 青野　哲三

エスシーエス 1040001009829 なし ●

（株）エス・シー・エス ● ●

〒 262-0033 TEL： 043-445-8822

千葉市花見川区幕張本郷１丁目３番５号大岩ビル

代表者： 代表取締役 坂本　愉喜雄

ツモリインサツセンター 5040002007794 なし ●

（有）津森印刷センター ●

〒 263-0002 TEL： 043-422-2210 ●

千葉市稲毛区山王町４２３番地の１０

代表者： 代表取締役 津森　久男

サイトウコウムテン 7040002099376 なし ●

（有）齊藤工務店 ●

〒 294-0001 TEL： 0470-22-9101

館山市竹原２６８番地

代表者： 代表取締役 齊藤　信

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

ニッセン 7040001066204 なし

（株）日宣 ●

〒 277-0902 TEL： 04-7192-2000

柏市大井１８８２番地の７

代表者： 代表取締役 井畑　和士

アムス 6040001000155 なし

（株）アムス ●

〒 260-0017 TEL： 043-202-5541 ●

千葉市中央区要町１５番２号

代表者： 代表取締役 今村　和雄

エステートソウ 5040002044623 なし

（有）エステー塗装 ●

〒 270-0006 TEL： 047-341-4719

松戸市大金平２丁目１００番地３

代表者： 代表取締役 鈴木　勇
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イベントサービス 6040001000683 なし ●

（株）イベントサービス ●

〒 260-0808 TEL： 043-268-7878

千葉市中央区星久喜町１４０１番地

代表者： 代表取締役 川島　清武

カンドウシャ 8040001081375 なし ●

（株）感動舎 ●

〒 260-0013 TEL： 043-223-0125

千葉市中央区中央三丁目８番１２号

代表者： 代表取締役社長 田中　博

ニホンサイジ 2040001036450 なし

日本催事（株） ●

〒 270-0031 TEL： 047-346-3725

松戸市横須賀２丁目１８番地の１２

代表者： 代表取締役 浜野　久美

エスアイシー 1040001016833 なし

（株）エス・アイ・シー ●

〒 273-0003 TEL： 047-422-5522

船橋市宮本１‐２１‐８

代表者： 代表取締役 斉藤　博雄

ヴァネッチャキカク 5040002014320 なし

（有）ヴァネッチャ企画 ●

〒 262-0023 TEL： 043-215-2101

千葉市花見川区検見川町一丁目６６９番地２０ララ検見川２０４

代表者： 代表取締役 児玉　大介

ビスメディア 6040001009592 なし ●

（株）ビスメディア ●

〒 260-0013 TEL： 043-306-7201

千葉市中央区中央三丁目８番８号

代表者： 代表取締役 水口　正

サンベルク 4040002040920 なし ●

（有）サンベルク ●

〒 279-0003 TEL： 047-352-3405

浦安市海楽二丁目３番２号

代表者： 代表取締役 山崎　恵佐

アベスクリーンインサツ 2040001065144 なし

阿部スクリーン印刷（株） ●

〒 277-0852 TEL： 04-7145-5282

柏市旭町八丁目５番５号

代表者： 代表取締役 阿部　研一

プラスワン 7040001068893 なし

（株）プラスワン ●

〒 277-0005 TEL： 04-7108-5599

柏市柏７６２番地柏グリーンハイツＧ‐３０３号

代表者： 代表取締役 竹下　徹
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エムアンドエムエンタープライズ 7040001009996 なし ● ● ●

（株）エムアンドエムエンタープライズ ●

〒 260-0843 TEL： 043-312-2211

千葉市中央区末広三丁目１番７号

代表者： 代表取締役 柴　公一

シンポウコーポレーション 7040001017628 なし ● ●

（株）シンポウコーポレーション ●

〒 273-0866 TEL： 047-495-0860 ●

船橋市夏見台三丁目１２番２５号

代表者： 代表取締役 竹口　朋子

タシロハタマクコウギョウ 3040001004332 なし

田代旗幕工業（株） ●

〒 264-0028 TEL： 043-231-1027

千葉市若葉区桜木４丁目１９番３３号

代表者： 代表取締役 田代　富士夫

フジインサツ 2040001006528 なし

（株）富士印刷 ●

〒 263-0021 TEL： 043-255-4111 ●

千葉市稲毛区轟町三丁目６番１８号

代表者： 代表取締役 鎌田　松男

ホウショウシャ 2040001016378 なし ● ●

（株）萌翔社 ● ●

〒 262-0015 TEL： 043-254-8611 ●

千葉市花見川区宮野木台二丁目１０番５５号

代表者： 代表取締役 杉山　渉

ショクイクネット 7040001012075 なし ●

食育ネット（株） ●

〒 260-0006 TEL： 043-224-6322 ●

千葉市中央区道場北一丁目９番３‐１０８号

代表者： 代表取締役 浅野　美希

マエダインサツ 4040002093068 なし

（有）マエダ印刷 ●

〒 270-1121 TEL： 04-7188-2428 ●

我孫子市中峠１５１５番地の１２

代表者： 代表取締役 植田　晃

シラトリトソウ 1040001037598 なし

（株）白鳥塗装 ●

〒 270-2265 TEL： 047-703-8585

松戸市常盤平陣屋前３番地の１

代表者： 代表取締役 横山　知正

コアコミュニケーション 2040002101344 なし ● ●

（有）コアコミュニケーション ● ●

〒 294-0045 TEL： 0470-23-7519

館山市北条７００番地の２

代表者： 代表取締役 児玉　秀一
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ビーバーニング 3040001085397 なし

（株）ビーバーニング ●

〒 277-0005 TEL： 04-7157-4702

柏市柏七丁目１０番１７号第３マツダビル１‐Ｂ

代表者： 代表取締役 海老原　広幸

プロペラコウコク 3040002019404 なし

（有）プロペラ広告 ●

〒 275-0028 TEL： 047-493-8510 ●

習志野市奏の杜二丁目２番２‐１１１６号

代表者： 取締役 斎藤　真治

スイミー 4040002100889 なし ● ●

（有）スイミー ● ●

〒 296-0041 TEL： 0470-92-0004 ●

鴨川市東町１４００番地２‐１２０２号

代表者： 代表取締役 色摩　恵美

カミシロデザインジムショ 3040002003003 なし

カミシロデザイン事務所（有） ●

〒 260-0044 TEL： 043-253-8568

千葉市中央区松波二丁目４番１８号

代表者： 代表取締役 上代　朋行

フヨウインサツ 6040001006689 なし

（株）富葉印刷 ●

〒 260-0017 TEL： 043-222-4141 ●

千葉市中央区要町９番７号

代表者： 代表取締役 平賀　浩之

テンソウ 2040001005075 なし

（株）展装 ●

〒 262-0004 TEL： 043-215-6222

千葉市花見川区大日町１２７４番地

代表者： 代表取締役 櫻井　督海

オープンロード 3040003005997 なし ●

オープンロード（同） ●

〒 260-0045 TEL： 043-306-9880

千葉市中央区弁天一丁目２１番４号小川第三ビル２Ｆ

代表者： 代表社員 小川　起生
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アクア 4040001023488 なし ● ●

（株）ＡＱＵＡ ●

〒 274-0825 TEL： 047-404-7107

船橋市前原西四丁目１番１１号

代表者： 代表取締役 瀧口　和宏

エース 6040001060232 なし

（株）エース ●

〒 297-0074 TEL： 0475-20-3600

茂原市小林１９７６番地２

代表者： 代表取締役 阪本　憲

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

イープロ 9040001076366 なし

（株）イープロ ●

〒 260-0027 TEL： 043-304-6401

千葉市中央区新田町１０番１号

代表者： 代表取締役 佐藤　真也

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１丁目１０番地の５

代表者： 代表取締役 伊藤　照夫

マリッジイノベーション 5040001079918 なし

（株）マリッジイノベーション ●

〒 273-0005 TEL： 047-411-1444

船橋市本町三丁目３６番２８号　ホーメスト船橋ビル５階

代表者： 代表取締役 小林　勝徳

ナリタリンクウスポーツブンカスイシンネットワーク 4040005018261 なし ● ● ●

（特非）成田臨空スポーツ文化推進ネットワーク ● ●

〒 289-1603 TEL： 0479-70-9066

山武郡芝山町大里２４４８番地

代表者： 理事長 柿原　淳男

ショウブンドウインサツジョ 9040002046434 なし ● ●

（有）松文堂印刷所 ●

〒 271-0062 TEL： 047-362-4623

松戸市栄町五丁目２９２番地

代表者： 代表取締役 近田　充生

ハキハキデザイン － なし ●

ハキハキデザイン ●

〒 277-0081 TEL： 090-9689-7716

柏市富里三丁目１番５１号

代表者： 波木　香里
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オフィスヒジリ 2040001012732 なし ● ●

（株）オフィス聖 ●

〒 266-0026 TEL： 043-268-3913

千葉市緑区古市場町４７４番地９２

代表者： 代表取締役 佐々木　聖輝

モリカンバン － なし

森看板 ●

〒 266-0005 TEL： 043-293-6230

千葉市緑区誉田町１丁目２３４番地

代表者： 代表 森　久典

ヘンシュウコウボウナカジマドウホンポ 4040002059358 なし ●

（有）編集工房中島堂本舗 ●

〒 286-0018 TEL： 0476-29-7555 ●

成田市吾妻一丁目２１番地１０

代表者： 取締役 中島　圭介

ソウラ 1040002071811 なし ●

（有）ｓｏｕｒａ ●

〒 292-0805 TEL： 0438-23-3125

木更津市大和２丁目１番１号　大和センタービル１Ｆ

代表者： 取締役 笠川　和憲

ピーアンドピー 9040001043176 なし

ピーアンドピー（株） ●

〒 286-0118 TEL： 0476-35-3311

成田市本三里塚１００１番地１２８６

代表者： 代表取締役 仲村　盛政

ハッピーデザイン 8040001098502 なし ●

Ｈａｐｐｙ　Ｄｅｓｉｇｎ（株） ● ●

〒 274-0802 TEL： 047-448-7203

船橋市八木が谷二丁目２６番１２号

代表者： 代表取締役 山本　幸

テンポシステムサービス 7040002061195 なし

（有）店舗システムサービス ●

〒 285-0811 TEL： 043-485-8881

佐倉市表町四丁目７番地８

代表者： 代表取締役 奥野　和樹

キミツシカンコウキョウカイ 8040005019900 なし ● ● ●

（一社）君津市観光協会 ●

〒 299-1152 TEL： 0439-56-2115 ●

君津市久保２丁目１３番１号君津市役所経済部観光課内

代表者： 代表理事　 川名　正志

ウラヤスダンスパーク 3040005004915 なし

（特非）浦安ダンスパーク ●

〒 279-0014 TEL： 090-7263-9891

浦安市明海６丁目１番１１‐１３０９号パークシティグランデ新浦安シーパレス

代表者： 理事 芳井　憲一
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オフィスウカワ 8040003013178 なし

（同）オフィスＵＫＡＷＡ ● ●

〒 273-0025 TEL： 090-8101-6735

船橋市印内町５６５番地３

代表者： 代表社員 宇川　麻美

センリーフ 5040003012307 なし

センリーフ（同） ●

〒 260-0031 TEL： 090-7719-4973

千葉市中央区新千葉一丁目４番２号ウェストリオ２・３Ｆ

代表者： 代表社員 小川　起生
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ジェイアールヒガシニホンキカク 7011001029649 チバシテン

（株）ジェイアール東日本企画 （株）ジェイアール東日本企画　千葉支店 ●

〒 150-8508 TEL： 03-5447-7800 〒 260-0031 TEL： 043-388-0355

東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号 千葉市中央区新千葉１丁目７番３号　ＣＳＢ新千葉ビル５階 中村　剛

代表者： 代表取締役社長 原口　宰

レンタルノニッケン 4010001032368 チバミナトエイギョウショ

（株）レンタルのニッケン （株）レンタルのニッケン　千葉みなと営業所 ●

〒 100-0014 TEL： 03-5512-7311 〒 260-0024 TEL： 043-243-8900

東京都千代田区永田町２丁目１４番２号 千葉市中央区中央港１丁目１７番１４号 西山　紀文

代表者： 代表取締役 南岡　正剛

コーユーレンティア 3010401025419 チバエイギョウショ

コーユーレンティア（株） コーユーレンティア（株）　千葉営業所 ●

〒 105-0004 TEL： 03-6758-3500 〒 275-0026 TEL： 047-403-5612

東京都港区新橋六丁目１７番１５号 習志野市谷津１丁目１１番１１号　ウィステリアビル津田沼３０２号 鈴木　慶大

代表者： 代表取締役 梅木　孝治

ナガタコウコク 5180001097294 なし

長田広告（株） ●

〒 496-0045 TEL： 0567-26-5251

愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１

代表者： 代表取締役 長田　一郎

リフコム 9010001072822 チバシテン

（株）リフコム （株）リフコム　千葉支店 ●

〒 103-0007 TEL： 03-5642-8701 〒 260-0855 TEL： 043-223-7285

東京都中央区日本橋浜町二丁目１１番２号 千葉市中央区市場町２番１５号 佐藤　文昭

代表者： 代表取締役 井奥　貞雄

ティーエスピータイヨウ 1013201003703 チバエイギョウショ ●

ＴＳＰ太陽（株） ＴＳＰ太陽（株）　千葉営業所 ● ●

〒 153-0043 TEL： 03-3719-3721 〒 260-0028 TEL： 043-302-5730

東京都目黒区東山一丁目１７番１６号 千葉市中央区新町３番地１３　千葉ＴＮビル６Ｆ 永松　知久

代表者： 代表取締役社長 能村　祐己

アクティオ 6010001034494 チバシテン ● ●

（株）アクティオ （株）アクティオ　千葉支店 ●

〒 103-0027 TEL： 03-6854-1411 〒 260-0013 TEL： 043-221-1411 ●

東京都中央区日本橋三丁目１２番２号 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 加藤　浩二

代表者： 代表取締役　 小沼　直人

コウセイシャ 6011801001428 なし

（株）広正社 ●

〒 125-0062 TEL： 03-3603-0311

東京都葛飾区青戸六丁目１番１３号

代表者： 代表取締役 武藤　虎之介

デンツウヒガシニホン 1010401050996 チバシシャ ● ● ●

（株）電通東日本 （株）電通東日本　千葉支社 ● ●

〒 105-0004 TEL： 03-5402-9555 〒 261-7121 TEL： 043-311-1027

東京都港区新橋４丁目２１番３号 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２１階 安野　克彦

代表者： 代表取締役社長 寺尾　芳紀
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トッパンインサツ 7010501016231 チバエイギョウショ ● ●

凸版印刷（株） 凸版印刷（株）　千葉営業所 ●

〒 110-8560 TEL： 03-3835-5111 〒 261-7128 TEL： 043-350-5611 ●

東京都台東区台東一丁目５番１号 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 森　裕次

代表者： 代表取締役社長 麿　秀晴

サイネックス 1120001079723 なし ●

（株）サイネックス ●

〒 542-0066 TEL： 06-6766-3341 ●

大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目６番１３号

代表者： 代表取締役社長 村田　吉優

ショウガクカンシュウエイシャプロダクション 9010001018924 なし ● ●

（株）小学館集英社プロダクション ● ●

〒 101-8415 TEL： 03-3222-9100 ●

東京都千代田区神田神保町２丁目３０番地　昭和ビル

代表者： 代表取締役社長 都築　伸一郎

グルナビ 1010001034565 なし

（株）ぐるなび ● ●

〒 100-0006 TEL： 03-3500-9700

東京都千代田区有楽町一丁目２番２号

代表者： 代表取締役社長 久保　征一郎

セレスポ 9013301006441 チバシテン

（株）セレスポ （株）セレスポ　千葉支店 ●

〒 170-0004 TEL： 043-214-8448 〒 264-0017 TEL： 043-214-8448

東京都豊島区北大塚一丁目２１番５号 千葉市若葉区加曽利町８５２番２号 西村　拓

代表者： 代表取締役 稲葉　利彦

トウキョウチュウニチキギョウ 4010001110165 なし ●

東京中日企業（株） ●

〒 100-0011 TEL： 03-5501-2860

東京都千代田区内幸町二丁目１番４号

代表者： 代表取締役 谷井　正二

マイニチコウコクシャ 2010001029960 チバシシャ

（株）毎日広告社 （株）毎日広告社　千葉支社 ●

〒 100-0003 TEL： 03-3213-3711 〒 260-0028 TEL： 043-301-7291

東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 千葉市中央区新町１８番地１２　第８東ビル４階 藤武　三哉

代表者： 代表取締役社長 大村　勝

タイヨウコウゲイ 7120001056618 なし

（株）大洋工芸 ●

〒 555-0013 TEL： 06-6473-4432

大阪府大阪市西淀川区千舟１丁目５番４１号

代表者： 代表取締役 初田　浩

エイトレント 6120001061197 トウキョウシテン

エイトレント（株） エイトレント（株）　東京支店 ●

〒 542-0086 TEL： 06-6211-8082 〒 141-0032 TEL： 03-6893-1880

大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目２番３号　ＥＤＧＥ心斎橋 東京都品川区大崎一丁目６番１号　ＴＯＣ大崎ビルディング 齊藤　武志

代表者： 代表取締役 中塚　克敏
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ピーアンドピー 5180301010452 チバシテン ● ● ●

（株）ピーアンドピー （株）ピーアンドピー　千葉支店 ● ●

〒 442-0808 TEL： 0533-86-9511 〒 270-0006 TEL： 047-301-2468

愛知県豊川市豊が丘町１９８番地１ 松戸市大金平四丁目３３０番地９号　コーポ藤２‐２０２号室 彦坂　良太郎

代表者： 代表取締役 彦坂　知秀

アットホーム 4010801018095 なし ● ●

アットホーム（株） ●

〒 144-0056 TEL： 03-3730-6400

東京都大田区西六郷四丁目３４番１２号

代表者： 代表取締役 鶴森　康史

デザインアーク 7120001045141 トウキョウシテン

（株）デザインアーク （株）デザインアーク　東京支店 ●

〒 530-0004 TEL： 06-6457-1030 〒 102-0072 TEL： 03-5214-2379

大阪府大阪市北区堂島浜二丁目１番２９号 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番２号 吉岡　剛

代表者： 代表取締役社長 六反田　則幸

ホープ 3290001029577 なし ● ●

（株）ホープ ● ●

〒 810-0022 TEL： 092-716-1404 ●

福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号ＭＧ薬院ビル

代表者： 代表取締役 時津　孝康

ヨミウリアイエス 6010001031723 チバシシャ

（株）読売ＩＳ （株）読売ＩＳ　千葉支社 ●

〒 103-0013 TEL： 03-5847-1500 〒 260-0028 TEL： 043-248-4511

東京都中央区日本橋人形町三丁目９番１号 千葉市中央区新町２４番９号　千葉ウエストビル９階 深田　保人

代表者： 代表取締役社長 工藤　博幸

リクルートキャリア 1010001032040 ●

（株）リクルートキャリア （株）リクルートキャリア　　 ●

〒 100-6640 TEL： 03-3211-7777 〒 100-6640 TEL： 03-3211-7777 ●

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 浅野　和之

代表者： 代表取締役社長 小林　大三

ラクテン 9010701020592 なし ● ●

楽天（株） ● ●

〒 158-0094 TEL： 050-5846-8091 ●

東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号

代表者： 代表取締役会長兼社長 三木谷　浩史

ダイニッポンインサツ 5011101012069 サナイチョウエイギョウブ ● ●

大日本印刷（株） 大日本印刷（株）　左内町営業部 ● ●

〒 162-8001 TEL： 03-3266-2111 〒 162-8001 TEL： 03-6735-0596 ●

東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 吉村　仁

代表者： 代表取締役社長 北島　義斉

リクルートライフスタイル 4010001149427 ● ●

（株）リクルートライフスタイル （株）リクルートライフスタイル　　 ● ●

〒 100-6640 TEL： 03-6835-1000 〒 100-6640 TEL： 03-6835-1000 ●

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 吉澤　司

代表者： 代表取締役社長 淺野　健
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ラックランド 6011101022356 なし ●

（株）ラックランド ● ●

〒 160-0023 TEL： 03-3377-9331

東京都新宿区西新宿３丁目１８番２０号

代表者： 代表取締役社長 望月　圭一郎

シミズオクト 5011101009189 なし ● ● ● ●

（株）シミズオクト ●

〒 169-0075 TEL： 03-6279-2168

東京都新宿区高田馬場四丁目３９番１号

代表者： 代表取締役 清水　卓治

グローリー 5140001058614 チバエイギョウショ

グローリー（株） グローリー（株）　千葉営業所 ●

〒 670-8567 TEL： 079-297-3131 〒 260-0025 TEL： 043-243-7481 ●

兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 千葉市中央区問屋町１番３５号　千葉ポートサイドタワー９階 平山　真也

代表者： 代表取締役社長 三和　元純

ジェイティービーコミュニケーションデザイン 2010701023536 なし ●

（株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン ● ●

〒 105-8335 TEL： 03-5657-0600

東京都港区芝三丁目２３番１号

代表者： 代表取締役 細野　顕宏

サンケイリビングシンブンシャ 8010001017506 なし ●

（株）サンケイリビング新聞社 ●

〒 102-8515 TEL： 03-5216-9211

東京都千代田区紀尾井町３番２３号

代表者： 代表取締役社長 和田　直樹

ジョウヨウリビングシャ 1050001009175 ケイヨウシシャ ● ●

（株）常陽リビング社 （株）常陽リビング社　京葉支社 ●

〒 300-0832 TEL： 029-824-7111 〒 272-0033 TEL： 047-711-1551

茨城県土浦市桜ヶ丘町７番１０号 市川市市川南二丁目７番８号京葉ガス本社南館２階 潮田　秀貴

代表者： 代表取締役社長 米山　典克

エクシオジャパン 3020001056565 なし

（株）エクシオジャパン ●

〒 220-0004 TEL： 045-322-5612 ●

神奈川県横浜市西区北幸二丁目４番３号ＧＭ２１ビル３階

代表者： 代表取締役社長 佐伯　猛

マイナビ 3010001029968 チバシシャ

（株）マイナビ （株）マイナビ　千葉支社 ●

〒 100-0003 TEL： 03-6267-4000 〒 260-0028 TEL： 043-203-3070

東京都千代田区一ツ橋１丁目１番１号 千葉市中央区新町１０００番地　センシティビルディング　２１階 井上　慶子

代表者： 代表取締役社長 中川　信行

コンベンションリンケージ 8010001092202 なし ●

（株）コンベンションリンケージ ●

〒 102-0075 TEL： 03-3263-8686 ●

東京都千代田区三番町２番地

代表者： 代表取締役 平位　博昭
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スリーライト 6010001047835 なし ●

（株）スリーライト ●

〒 103-0005 TEL： 03-5640-5430

東京都中央区日本橋久松町５番６号

代表者： 代表取締役 佐々木　勝

キョウエイアドインターナショナル 4011101005486 なし

（株）キョウエイアドインターナショナル ●

〒 160-0021 TEL： 03-3208-4121

東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番１５号

代表者： 代表取締役 廣瀬　勝巳

トウキョウアドレップ 3010001033986 チバエイギョウショ

（株）東京アドレップ （株）東京アドレップ　千葉営業所 ●

〒 100-0011 TEL： 03-3595-2202 〒 260-0013 TEL： 043-441-6881

東京都千代田区内幸町二丁目１番４号 千葉市中央区中央四丁目１０番１６号 河合　政之

代表者： 代表取締役社長　 吉原　正人

ニューアドシャ 1011301005280 なし

（株）ニューアド社 ●

〒 166-0004 TEL： 03-3315-0018

東京都杉並区阿佐谷南１丁目１１番１号

代表者： 代表取締役 澤　竜太郎
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セント 5010601013238 なし

（株）千都 ●

〒 264-0025 TEL： 043-233-7621

千葉市若葉区都賀２丁目１５番６号

代表者： 代表取締役 岸本　兵衛
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システムブレーン 7120001064950 なし

（株）システムブレーン ●

〒 550-0004 TEL： 06-6444-7878

大阪府大阪市西区靭本町一丁目１２番６号

代表者： 代表取締役 岡田　常彦

センツウ 6180001037282 なし

（株）宣通 ●

〒 461-0005 TEL： 052-979-1603

愛知県名古屋市東区東桜二丁目１６番２７号

代表者： 代表取締役 津田　郁夫

ニホンコンベンションサービス 2010001033161 なし ●

日本コンベンションサービス（株） ● ●

〒 100-0013 TEL： 03-3508-1211 ●

東京都千代田区霞が関一丁目４番２号　

代表者： 代表取締役 近浪　弘武

コーエー 8050001027889 なし

（株）コーエー ●

〒 300-1535 TEL： 0297-83-2424

茨城県取手市清水７４７番地

代表者： 代表取締役 菅谷　和雄

メリットファイブ 5010001103787 なし

（株）メリットファイブ ●

〒 103-0011 TEL： 03-6909-2231 ●

東京都中央区日本橋大伝馬町１７番４号

代表者： 代表取締役 城山　卓

コウアシャ 6010001043462 なし

（株）弘亜社 ●

〒 104-0061 TEL： 03-3571-5641

東京都中央区銀座六丁目１２番１号第二寿ビル

代表者： 代表取締役社長 大村　寿一郎

トウキョウスタデオ 3013301008039 なし

（株）東京スタデオ ●

〒 170-0003 TEL： 03-3946-3481

東京都豊島区駒込一丁目１４番６号

代表者： 代表取締役 小澤　洋一郎

コーエィ 2070001001170 イーシージギョウブ　サイタマエイギョウショ ●

コーエィ（株） コーエィ（株）　Ｅ・Ｃ事業部　さいたま営業所 ●

〒 371-0037 TEL： 027-233-0522 〒 331-0068 TEL： 048-620-2323

群馬県前橋市上小出町一丁目９番地１２ 埼玉県さいたま市西区飯田新田２４４‐１ 加藤　満

代表者： 代表取締役 関口　典明

バンセイ 4013301010092 なし

バンセイ（株） ●

〒 170-0005 TEL： 03-5395-2223

東京都豊島区南大塚二丁目３２番９号

代表者： 代表取締役社長 上田　憲治
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ショウカドウ 6011401015670 なし ●

（株）商華堂 ●

〒 174-0063 TEL： 03-5948-7540 ●

東京都板橋区前野町二丁目２５番７号

代表者： 代表取締役 渡部　学

ソウゴウピーアール 5070001000921 なし ●

（株）総合ＰＲ ●

〒 371-0846 TEL： 027-253-7100

群馬県前橋市元総社町９３６番地４

代表者： 代表取締役 山岸　雄一

コウホウカン 7120001063671 トウキョウシシャ ● ●

（株）弘報舘 （株）弘報舘　東京支社 ●

〒 530-0004 TEL： 06-6341-2459 〒 102-0084 TEL： 03-3511-7511

大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号 東京都千代田区二番町１０番地２４ 鳥居　憲

代表者： 代表取締役 黒川　和秋

サンケイシンブンセイサク 9010001017513 なし

（株）産経新聞制作 ●

〒 100-8077 TEL： 03-3243-8642

東京都千代田区大手町一丁目７番２号

代表者： 代表取締役社長 田所　謙一

ヨミウリエージェンシー 1010001031728 なし ● ●

（株）読売エージェンシー ● ●

〒 102-0071 TEL： 03-5226-9900

東京都千代田区富士見２丁目１番１２号

代表者： 代表取締役社長 小山　晃

デイリーインフォメーション 7010501015142 なし ●

（株）デイリー・インフォメーション ●

〒 110-0015 TEL： 03-6860-9001

東京都台東区東上野四丁目８番１号　ＴＩＸＴＯＷＥＲ　ＵＥＮＯ

代表者： 代表取締役 石川　和則

アース 4010001036617 なし ● ●

（株）あーす ●

〒 103-0014 TEL： 03-3669-6208 ●

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目１７番２号

代表者： 代表取締役 小倉　誉

アサヒエージェンシー 3010001008872 なし ●

（株）朝日エージェンシー ●

〒 104-0032 TEL： 03-6280-2102

東京都中央区八丁堀四丁目３番３号　Ｄａｉｗａ京橋ビル５階

代表者： 代表取締役社長 寺田　徹哉

ムラヤマ 5010001007765 なし ●

（株）ムラヤマ ● ●

〒 135-0061 TEL： 03-6221-0808

東京都江東区豊洲三丁目２番２４号

代表者： 代表取締役 矢倉　俊彦
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カドカワ 1010001013874 ビジネスプロデュースキョク

（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ （株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ビジネスプロデュース局 ●

〒 102-8177 TEL： 03-3238-8411 〒 102-8177 TEL： 03-3238-8421

東京都千代田区富士見二丁目１３番３号 東京都千代田区富士見二丁目１３番３号 秋山　伴道

代表者： 代表取締役 松原　眞樹

フジヤ 9130001022369 トウキョウホンシャ

（株）フジヤ （株）フジヤ　東京本社 ●

〒 604-0076 TEL： 075-211-7271 〒 135-0061 TEL： 03-5548-2811

京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル７丁目４ 東京都江東区豊洲５丁目６番３６号　ヒューリック豊洲プライムスクエア３階 山田　義明

代表者： 代表取締役 永田　智之

インターグループ 8120001060882 なし

（株）インターグループ ● ●

〒 531-0072 TEL： 06-6372-8048 ●

大阪府大阪市北区豊崎三丁目２０番１号　インターグループビル

代表者： 代表取締役 小谷　寿平

トウキョウホウキシュッパン 1010001005285 なし ●

（株）東京法規出版 ● ●

〒 113-0021 TEL： 03-5977-0300 ●

東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号

代表者： 代表取締役 菅　国典

ニホンビジュツショウジ 1010501010520 なし

日本美術商事（株） ●

〒 110-0002 TEL： 03-3822-3877

東京都台東区上野桜木二丁目１５番２号

代表者： 代表取締役 星谷　明

ピア 1011001069980 ● ●

ぴあ（株） ぴあ（株）　　 ● ●

〒 150-0011 TEL： 03-5774-5257 〒 150-0011 TEL： 03-5774-5257 ●

東京都渋谷区東一丁目２番２０号 東京都渋谷区東一丁目２番２０号 長島　靖弘

代表者： 代表取締役社長 矢内　廣

トウセン 8010001051463 なし ●

（株）東宣 ●

〒 104-0031 TEL： 03-5524-6801

東京都中央区京橋三丁目９番８号

代表者： 代表取締役 内藤　一彦

ケイオウエージェンシー 8011101039869 なし ●

（株）京王エージェンシー ●

〒 163-0867 TEL： 03-3348-8610

東京都新宿区西新宿二丁目４番１号

代表者： 代表取締役社長 大里　公二

ニッテン 6120001068606 トウキョウシテン ●

（株）日展 （株）日展　東京支店 ● ●

〒 530-0028 TEL： 06-6362-2210 〒 110-0015 TEL： 03-3847-2060 ●

大阪府大阪市北区万歳町３番７号 東京都台東区東上野６丁目２１番６号 福岡　功

代表者： 代表取締役 田加井　徹
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ダイイチプログレス 5010001021469 なし ● ●

（株）第一プログレス ●

〒 100-0006 TEL： 03-6269-9732

東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号

代表者： 代表取締役 川島　宏文

フジボウサイ 4013301010621 なし

富士防災（株） ●

〒 170-0004 TEL： 03-3917-5613

東京都豊島区北大塚一丁目１５番１７号

代表者： 代表取締役 井上　博子

ワコウエージェンシー 7011001024550 なし

（株）和光エージェンシー ●

〒 150-0002 TEL： 03-3407-7411

東京都渋谷区渋谷二丁目１０番１３号東信青山ビル

代表者： 代表取締役 高橋　眞造

トップ 8080001008787 なし

（株）トップ ●

〒 424-0067 TEL： 054-349-1100

静岡県静岡市清水区鳥坂２４５番地

代表者： 代表取締役 杉本　雅央

エイエイピー 9080001000578 トウキョウシテン ●

（株）エイエイピー （株）エイエイピー　東京支店 ● ● ●

〒 422-8061 TEL： 054-284-8333 〒 108-0073 TEL： 03-6858-0055 ●

静岡県静岡市駿河区森下町３番６号 東京都港区三田三丁目１４番１０号　三田３丁目ＭＴビル７階 大房　徹

代表者： 代表取締役 土屋　康一

チュウオウセンデンキカク 6010001004828 なし

中央宣伝企画（株） ●

〒 113-0023 TEL： 03-6858-8141

東京都文京区向丘一丁目１３番１号

代表者： 代表取締役 船橋　伸二

アオイスポーツキカク 6013401001709 なし ●

（株）アオイスポーツ企画 ●

〒 206-0823 TEL： 044-966-8545

東京都稲城市矢野口３２６６‐１

代表者： 代表取締役 松平　由美

タンセイシャ 3010501007440 なし ●

（株）丹青社 ● ●

〒 108-8220 TEL： 03-6455-8100 ●

東京都港区港南一丁目２番７０号

代表者： 代表取締役 高橋　貴志

ブンカコウボウ 2010401025923 なし ● ●

（株）文化工房 ●

〒 106-0032 TEL： 03-5770-7100

東京都港区六本木五丁目１０番３１号

代表者： 代表取締役 三雲　薫
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サンケイアイ 1010001017512 なし ●

（株）サンケイアイ ● ●

〒 108-0023 TEL： 03-5443-7500 ●

東京都港区芝浦４丁目９番２５号　芝浦スクエアビル３階

代表者： 代表取締役社長 土橋　誠志

アクセスヒューマネクスト 9010401084351 なし ● ●

（株）アクセスヒューマネクスト ● ●

〒 107-0062 TEL： 03-5413-3002

東京都港区南青山一丁目１番１号　

代表者： 代表取締役社長 冨澤　一憲

アートインサツ 4240001029663 なし

アート印刷（株） ●

〒 720-0077 TEL： 084-924-5588

広島県福山市南本庄一丁目１０番３８号

代表者： 代表取締役 細川　俊介

トライ 9010001005633 なし ● ●

（株）トライ ●

〒 113-0021 TEL： 03-3824-7236 ●

東京都文京区本駒込三丁目９番３号

代表者： 代表取締役 立川　勝得

サクラインターナショナル 4120001003416 なし ●

サクラインターナショナル（株） ● ●

〒 135-0042 TEL： 03-5646-1160

東京都江東区木場２‐１７‐１３　第二亀井ビル５Ｆ

代表者： 代表取締役　 妙代　金幸

アイエスエス 2010001009310 なし

（株）アイ・エス・エス ● ●

〒 108-0073 TEL： 03-6369-9991 ●

東京都港区三田三丁目１３番１２号

代表者： 代表取締役 二宮　俊一郎

アサツーディケイ 3010001035099 なし ●

（株）アサツーディ・ケイ ●

〒 105-6312 TEL： 03-6830-3840

東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号

代表者： 代表取締役社長 植野　伸一

エクスアドメディア 1030001014086 なし

（株）エクス・アドメディア ●

〒 336-0034 TEL： 048-837-5460

埼玉県さいたま市南区内谷四丁目１１番２６号

代表者： 代表取締役 中村　俊宏

デザインメイト 8010501008475 なし ●

（株）デザインメイト ●

〒 110-0015 TEL： 03-3834-7771

東京都台東区東上野三丁目１８番７号

代表者： 代表取締役社長 小山　真由美
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トウキョウブタイショウメイ 6010601031734 なし ●

（株）東京舞台照明 ●

〒 135-0015 TEL： 03-5653-5424 ● ●

東京都江東区千石一丁目１４番２１号

代表者： 代表取締役 柳瀬　敏実

トウエイコウコク 7010001051638 なし

東栄広告（株） ●

〒 104-0031 TEL： 03-3563-1741

東京都中央区京橋一丁目８番７号　京橋日殖ビル

代表者： 代表取締役 小松　茂

アステム 7120001060149 トウキョウシテン ● ● ●

（株）アステム （株）アステム　東京支店 ●

〒 530-0044 TEL： 06-6242-6681 〒 151-0051 TEL： 03-6804-1433 ●

大阪府大阪市北区東天満２丁目７番１２号 東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目２８番８号　ニュー千駄ヶ谷５０２号 岡　啓子

代表者： 代表取締役 大嶋　雄三

トウブトータルサービス 3011001014720 なし ●

（株）東舞トータルサービス ●

〒 130-0024 TEL： 03-3615-6252 ● ●

東京都墨田区菊川二丁目１８番１２号　Ｅビル５０６号室

代表者： 代表取締役 大江　寿弘

ディスコ 9010001102075 サイヨウエイギョウホンブサイヨウエイギョウゴブ ● ●

（株）ディスコ （株）ディスコ　採用営業本部採用営業５部 ●

〒 112-0004 TEL： 03-5804-5500 〒 112-0004 TEL： 03-4316-5503

東京都文京区後楽二丁目５番１号飯田橋ファーストビル９階 東京都文京区後楽二丁目５番１号飯田橋ファーストビル９階 吉牟田　武志

代表者： 代表取締役社長 新留　正朗

ニホンケイザイコウコクシャ 7010001033082 なし ●

（株）日本経済広告社 ●

〒 101-8323 TEL： 03-5282-8056

東京都千代田区神田小川町二丁目１０番地

代表者： 代表取締役 丹羽　信一

ヒョウジトウ 7180001040070 トウキョウシシャ

表示灯（株） 表示灯（株）　東京支社 ●

〒 450-0002 TEL： 052-856-1511 〒 107-0062 TEL： 03-3797-4811 ●

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 東京都港区南青山５丁目１２番２２号 伊勢　昌弘

代表者： 代表取締役 上田　正剛

マインドシェア 2010401027829 なし

（株）マインドシェア ● ●

〒 108-0073 TEL： 03-5232-6877

東京都港区三田三丁目２番８号

代表者： 代表取締役 今井　祥雅

ガクジョウ 3120001047728 トウキョウホンシャ

（株）学情 （株）学情　東京本社 ● ● ●

〒 530-0001 TEL： 06-6346-6830 〒 104-0061 TEL： 03-3545-7310

大阪府大阪市北区梅田二丁目５番１０号　学情梅田コンパス 東京都中央区銀座６丁目１８番２号　野村不動産銀座ビル１５階 片山　信人

代表者： 代表取締役社長 中井　清和
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ノムラコウゲイシャ 4010401023652 なし ● ● ●

（株）乃村工藝社 ● ●

〒 135-8622 TEL： 03-5962-1171

東京都港区台場二丁目３番４号

代表者： 代表取締役社長 榎本　修次

ダイワサンギョウ 1300001000810 なし

大和産業（株） ●

〒 849-0921 TEL： 0952-30-5792

佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目５番１９号

代表者： 代表取締役 岩瀬　豊美

エイビツウシン 5010001038918 なし

（株）栄美通信 ●

〒 104-8189 TEL： 03-3561-0471

東京都中央区銀座一丁目１５番６号

代表者： 代表取締役社長 唐橋　紹

タケナカ 4120001024040 なし ● ●

（株）タケナカ ●

〒 552-0021 TEL： 06-7174-8982

大阪府大阪市港区築港３丁目１番４３号

代表者： 代表取締役 武仲　秀晃

ナカムラテンセツ 3010501009486 なし

中村展設（株） ●

〒 130-0026 TEL： 03-3634-6201 ●

東京都墨田区両国二丁目９番８号

代表者： 代表取締役 中村　順一

エヌエイチケイプロモーション 3011001003970 なし ●

（株）エヌエイチケイプロモーション ●

〒 150-0047 TEL： 03-5465-5943

東京都渋谷区神山町５番５号

代表者： 代表取締役 畠山　経彦

マイニチキカクサービス 7010001029989 なし ●

（株）毎日企画サービス ● ●

〒 102-0074 TEL： 03-6265-6807 ●

東京都千代田区九段南一丁目６番１７号

代表者： 代表取締役社長 円谷　英夫

イシダタイセイシャ 2130001019818 オチャノミズオフィス ● ●

（株）石田大成社 （株）石田大成社　御茶ノ水オフィス ● ●

〒 604-0087 TEL： 075-211-9111 〒 101-0021 TEL： 03-3255-8917 ●

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛冶町１００番地 東京都千代田区外神田二丁目１８番２号 安藤　慎一

代表者： 代表取締役社長 喜田　眞司

ヤマガタ 8020001016184 なし

ＹＡＭＡＧＡＴＡ（株） ●

〒 220-8515 TEL： 045-461-4000

神奈川県横浜市西区高島二丁目６番３４号

代表者： 代表取締役社長 山形　隆司
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ヨミウリレンゴウコウコクシャ 3120001071843 トウキョウシシャ ●

（株）讀賣連合広告社 （株）讀賣連合広告社　東京支社 ●

〒 530-0055 TEL： 06-6367-8200 〒 104-0045 TEL： 03-5565-0905

大阪府大阪市北区野崎町５番９号 東京都中央区築地２丁目１４番１７号　Ｄａｉｗａ築地ビル 奈路　拓也

代表者： 代表取締役社長 森　克二

フルスピード 4011001041672 なし ● ●

（株）フルスピード ● ●

〒 150-0044 TEL： 03-5728-4460

東京都渋谷区円山町３番６号

代表者： 代表取締役社長 友松　功一

パド 2020001028342 なし

（株）ぱど ● ●

〒 102-0094 TEL： 080-4581-7251

東京都千代田区紀尾井町３番２３号

代表者： 代表取締役 小澤　康二

アイアンドエスビービーディオー 7010001035178 なし ● ● ●

（株）アイアンドエス・ビービーディオー ● ●

〒 104-6038 TEL： 03-6221-8637

東京都中央区晴海一丁目８番１０号　晴海トリトンスクエアＸ

代表者： 代表取締役 加藤　和豊

アイランド 4120001073260 なし

アイランド（株） ●

〒 150-0001 TEL： 03-5413-7077

東京都渋谷区神宮前三丁目１番２５号　神宮前ＩＫビル２階

代表者： 代表取締役 白石　理咲

ベクトル 6010401027065 なし

（株）ベクトル ●

〒 107-0052 TEL： 03-6821-6542

東京都港区赤坂四丁目１５番１号赤坂ガーデンシティ１８Ｆ

代表者： 代表取締役 西江　肇司

ヨミウリシンブントウキョウホンシャ 8010001079224 ● ●

（株）読売新聞東京本社 （株）読売新聞東京本社　　 ● ●

〒 104-8243 TEL： 03-3242-1111 〒 100-8055 TEL： 03-3216-8765

東京都千代田区大手町一丁目７番１号 東京都千代田区大手町一丁目７番１号 内田　雅人

代表者： 代表取締役社長 山口　寿一

ジープラスメディア 7010401056947 なし ● ●

（株）ジープラスメディア ●

〒 106-0044 TEL： 03-5561-7755

東京都港区東麻布一丁目８番１号東麻布ＩＳビル４階

代表者： 代表取締役 時澤　正

サンワコウコクシャ 9010001044573 なし ●

（株）三和広告社 ● ●

〒 104-0045 TEL： 03-3543-6411

東京都中央区築地五丁目３番３号（築地浜離宮ビル）

代表者： 代表取締役社長 野中　昭弘
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メトロアドエージェンシー 1010401067272 なし ● ● ●

（株）メトロアドエージェンシー ● ●

〒 105-0003 TEL： 03-5501-7845

東京都港区西新橋一丁目６番２１号ＮＢＦ虎ノ門ビル４階

代表者： 代表取締役社長 肥後　謙一

ギミック 7011001073333 なし ● ●

（株）ギミック ●

〒 150-0036 TEL： 03-6277-5939

東京都渋谷区南平台町２番１７号

代表者： 代表取締役 横嶋　大輔

イベントトゥエンティワン － トウキョウシテン

（株）イベント・トゥエンティ・ワン （株）イベント・トゥエンティ・ワン　東京支店 ●

〒 639-0243 TEL： 0745-77-6882 〒 114-0014 TEL： 03-5834-8892 ●

奈良県香芝市藤山１丁目３番１５号 東京都北区田端５丁目１４番１３号 古田　圭輔

代表者： 代表取締役 中野　愛一郎

プラップジャパン 7010401097578 なし ●

（株）プラップジャパン ●

〒 107-6033 TEL： 03-4580-9111

東京都港区赤坂一丁目１２番３２号アーク森ビル

代表者： 代表取締役 鈴木　勇夫

マークアイ 9011001059058 なし ●

（株）マークアイ ●

〒 106-6033 TEL： 036-862-9953

東京都港区六本木一丁目６番１号

代表者： 代表取締役 川合　義彰

ハル 9120001082843 トウキョウシシャ ●

（株）ハル （株）ハル　東京支社 ● ●

〒 556-0017 TEL： 06-6632-7691 〒 101-0052 TEL： 03-6860-3081

大阪府大阪市浪速区湊町二丁目１番５７号 東京都千代田区神田小川町二丁目１番地木村ビル１０階 中村　敦子

代表者： 代表取締役 越智　賢三

コウボガイドシャ 6011101039664 なし ●

（株）公募ガイド社 ●

〒 105-0011 TEL： 03-5405-2170 ●

東京都港区芝公園一丁目８番２１号芝公園リッジビル５階

代表者： 代表取締役 浅田　邦裕

ウィット 3120901017581 なし ●

（株）ウィット ●

〒 569-0071 TEL： 072-668-3275 ●

大阪府高槻市城北町１丁目１４番地１７号５０１

代表者： 代表取締役 川端　康寛

ラテラインターナショナル 8010401001943 なし ● ● ●

（株）ラテラ・インターナショナル ● ● ●

〒 104-0045 TEL： 03-5550-7920 ●

東京都中央区築地二丁目１番２号　プライム築地ビル８階

代表者： 代表取締役社長 北條　直美

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R1/10/1》

希望業種

等級

営業所

登録番号
処理
区分

2 11 ﾊ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

079

080

081

076

077

取締役副社長
078

073

074

東京支店長
075



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

フェザンレーヴ 5010001108175 なし

（株）フェザンレーヴ ●

〒 103-0023 TEL： 03-6262-3735

東京都中央区日本橋本町一丁目９番１３号

代表者： 代表取締役 宮田　和之

イベントコミュニケーションズイバラキ 5050001016408 なし

（株）イベント・コミュニケーションズ茨城 ●

〒 305-0861 TEL： 029-839-2831

茨城県つくば市谷田部３６２５番地３

代表者： 代表取締役 太田　一哉

サンケイデジタル 5010001096197 なし ●

（株）産経デジタル ● ●

〒 100-8077 TEL： 03-3275-8386

東京都千代田区大手町一丁目７番２号

代表者： 代表取締役 植野　伸治

エルグ 7010401005549 なし

（株）エルグ ●

〒 105-0013 TEL： 03-3438-3205

東京都港区浜松町一丁目２番１２号

代表者： 代表取締役 川島　哲人

ハトバスエージェンシー 1010001026819 なし ● ●

（株）はとバスエージェンシー ●

〒 143-8512 TEL： 03-3298-5572

東京都大田区平和島５丁目４番１号

代表者： 代表取締役 鷲尾　雅彦

オールアバウト 7011001034665 なし

（株）オールアバウト ●

〒 150-0013 TEL： 03-6362-1300

東京都渋谷区恵比寿一丁目２０番８号

代表者： 代表取締役社長 江幡　哲也

キョウドウツウシンシャ 9010401008260 なし ●

（株）共同通信社 ● ●

〒 105-7208 TEL： 03-6252-6003 ●

東京都港区東新橋一丁目７番１号

代表者： 代表取締役社長 佐藤　雄二郎

ティーエスピーヒガシニホン 9020001052204 なし

ＴＳＰ東日本（株） ●

〒 153-0043 TEL： 03-6303-0776

東京都目黒区東山一丁目６番１号

代表者： 代表取締役 尾田　博文

シンツウ 7120001044309 トウキョウシシャ ● ●

（株）新通 （株）新通　東京支社 ●

〒 550-0005 TEL： 06-6532-1682 〒 104-0061 TEL： 03-3456-9641

大阪府大阪市西区西本町一丁目５番８号 東京都中央区銀座７‐１３‐１５銀座菊地ビル７Ｆ 池内　千尋

代表者： 代表取締役　 樋口　荘一郎
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タキコウボウ 6010401067557 なし

（株）たき工房 ●

〒 104-0045 TEL： 03-3524-5280

東京都中央区築地五丁目３番３号

代表者： 代表取締役社長 湯浅　洋平
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エスピーフォーラム 8010401050321 なし ●

（株）ＳＰフォーラム ● ●

〒 105-0003 TEL： 03-3433-5651

東京都港区西新橋三丁目２３番５号

代表者： 代表取締役 江川　克之

ショウヤプロジェクト 9011001022164 なし

（株）ＳＨＯＷ‐ＹＡ　ｐｒｏｊｅｃＴ ●

〒 150-0042 TEL： 03-3496-9201

東京都渋谷区宇田川町２番１号

代表者： 代表取締役 酒井　松八

キッズコーチキョウカイ 7010905002521 なし

（一社）キッズコーチ協会 ●

〒 158-0094 TEL： 03-5797-3566

東京都世田谷区玉川２‐１４‐９　ツインシティーＨ　３Ｆ

代表者： 代表理事 島根　太郎

コンヴィヴ 8010001071321 なし

（株）コンヴィヴ ●

〒 113-0033 TEL： 03-3818-4670

東京都文京区本郷二丁目２７番１８号

代表者： 代表取締役 菅原　健次

ジョインフォーカイゴ 8010001153045 なし

（株）Ｊｏｉｎ　ｆｏｒ　Ｋａｉｇｏ ● ●

〒 113-0033 TEL： 080-6312-2235

東京都文京区本郷三丁目４０番１０号三翔ビル本郷７階

代表者： 代表取締役 秋本　可愛

ハルコウゲイ 4010601042262 なし

春巧芸（株） ●

〒 130-0025 TEL： 03-6240-2666 ●

東京都墨田区千歳三丁目１４番１４号

代表者： 代表取締役 春日　眞一

ドゥアーバン 7013201003895 なし ● ●

（株）ドゥ・アーバン ●

〒 153-0042 TEL： 03-5724-5921 ●

東京都目黒区青葉台二丁目２１番６号

代表者： 代表取締役 西田　実

トウキョウインテリアクラフト 3013302006792 なし

（有）東京インテリア・クラフト ●

〒 170-0002 TEL： 03-3943-9484 ●

東京都豊島区巣鴨一丁目１４番３号藤ビル３０３

代表者： 代表取締役 関　敏明

ファイネックス 9013401001540 なし ● ●

（株）ファイネックス ●

〒 206-0013 TEL： 03-5289-0161 ●

東京都千代田区神田北乗物町１番地１　イトーピア神田共同ビル４Ｆ

代表者： 代表取締役 桑原　信彦
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トリアドコウボウ 5010101002781 なし

（株）トリアド工房 ●

〒 192-0352 TEL： 042-675-2696 ●

東京都八王子市大塚６３６番地の２

代表者： 代表取締役 伊藤　民郎

イーブランドラボ 1010001056205 なし

（株）イーブランドラボ ●

〒 103-0022 TEL： 03-5290-2111

東京都中央区日本橋室町一丁目１０番１０号　ＬＸＳ２０１

代表者： 代表取締役 木村　茂樹

サトユメ 3030001012022 なし ● ●

（株）さとゆめ ● ●

〒 102-0074 TEL： 03-5275-5105 ●

東京都千代田区九段南四丁目７番１６号

代表者： 代表取締役 嶋田　俊平

ビッグワールド 1011201004589 なし

（株）ビッグワールド ●

〒 164-0003 TEL： 03-3367-6818

東京都中野区東中野一丁目４５番５号３０２

代表者： 代表取締役 堀　日出記

ウッドサークル 4010002043397 なし

（有）ウッドサークル ● ●

〒 103-0013 TEL： 03-3667-7617 ●

東京都中央区日本橋人形町二丁目１６番２号４階

代表者： 代表取締役 中田　英史

ショウヤホールディングス 5011001054970 なし

（株）ＳＨＯＷ‐ＹＡ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ●

〒 150-0042 TEL： 03-3496-9201 ●

東京都渋谷区宇田川町２番１号

代表者： 代表取締役 酒井　真弓

クライス 2050001038314 なし

（株）ＫＲＥＩＳ ●

〒 300-2307 TEL： 0297-85-5437

茨城県つくばみらい市板橋２８４４番地２６０

代表者： 代表取締役 吉田　和明

クウカンドウ 3010601046289 なし ● ●

（株）空間堂 ●

〒 110-0003 TEL： 03-6666-8014

東京都台東区根岸二丁目２１番１５号間々田ビル１階

代表者： 代表取締役 小保方　昇

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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ジャパンステージアート 6030001069448 なし

（株）ジャパンステージアート ●

〒 355-0008 TEL： 0493-36-3333 ● ●

埼玉県東松山市大字大谷字亀ノ甲３１１８番地５

代表者： 代表取締役 廣川　和夫

マインドシェアピーエフアイマネジメント 7010401055395 なし ● ●

（株）マインドシェアＰＦＩマネジメント ● ●

〒 108-0073 TEL： 03-5232-6866

東京都港区三田三丁目２番８号

代表者： 代表取締役 今井　祥雅

サードセンス 9010001091905 なし

（株）サードセンス ●

〒 101-0064 TEL： 03-5283-3738

東京都千代田区神田猿楽町二丁目１番１６号

代表者： 代表取締役 山下　博之

サポートプランニング 5011702016641 なし

（有）サポートプランニング ●

〒 134-0084 TEL： 03-5659-6268

東京都江戸川区東葛西五丁目１番１５号　第２頼長ビル６０２

代表者： 代表取締役社長 馬場　光俊

アドボード 8010701007120 なし

（株）アド・ボード ●

〒 140-0011 TEL： 03-5763-9151

東京都品川区東大井六丁目２番２０号　小島ビル２階

代表者： 代表取締役 磯貝　健治

アカシオ 5011401000161 なし

（株）アカシオ ●

〒 173-0027 TEL： 03-3972-5352

東京都板橋区南町６１番３号

代表者： 代表取締役 赤塩　真志

ニホンカンゴシエンセンター 2030001016387 なし

（株）日本看護支援センター ●

〒 330-0843 TEL： 048-600-5666

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６

代表者： 代表取締役 依田　英男

エレファントプランニング 7010001154226 なし

（株）Ｅｌｅｐｈａｎｔ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ ● ●

〒 101-0037 TEL： 03-3254-0677

東京都千代田区神田西福田町２番地６　ザ・パークワンズ神田３０３

代表者： 代表取締役社長 大高　大機

ブランデッドエンターテインメントジャパン 3011101045120 なし ●

ブランデッドエンターテインメントジャパン（株） ●

〒 169-0073 TEL： 03-6215-8117

東京都新宿区百人町三丁目１番３‐９０５号

代表者： 代表取締役 芳賀　亮輔
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イントゥ 8010401092000 なし ●

（株）ｉＮＴＯ ● ●

〒 105-0013 TEL： 03-5544-8674 ●

東京都港区浜松町２丁目２番１１号

代表者： 代表取締役 小松崎　友子

ピアデジタルコミュニケーションズ 5011001068236 ● ●

ぴあデジタルコミュニケーションズ（株） ぴあデジタルコミュニケーションズ（株）　　 ● ●

〒 150-0011 TEL： 03-5774-5257 〒 150-0011 TEL： 03-5774-5257 ●

東京都渋谷区東一丁目２番２０号 東京都渋谷区東一丁目２番２０号 唐沢　徹

代表者： 代表取締役社長 長島　靖弘

フォルマーデザイン 6020001108413 なし

（株）フォルマーデザイン ●

〒 245-0061 TEL： 045-861-3996

神奈川県横浜市戸塚区汲沢一丁目２１番１１号

代表者： 代表取締役 田嶋　英子

ランズ 1011101022278 なし ● ●

（株）ランズ ● ●

〒 162-0822 TEL： 03-3235-6891

東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号

代表者： 代表取締役 市岡　正朗

グリットグループホールディングス 4011101070844 なし ●

グリットグループホールディングス（株） ●

〒 169-0075 TEL： 03-5937-8466

東京都新宿区高田馬場三丁目１２番２号

代表者： 代表取締役 山崎　秀人

キャマック 1011001006414 なし ●

（株）キャマック ● ●

〒 150-0022 TEL： 03-3713-8833 ●

東京都渋谷区恵比寿南一丁目１９番３号

代表者： 代表取締役 龍見　博之

スーパーファクトリー － なし ● ●

スーパー・ファクトリー ● ●

〒 736-0089 TEL： 082-827-0703 ●

広島県広島市安芸区畑賀町３５３０番地

代表者： 代表 佐野　誠

アノマリー 5011201012002 なし

（株）アノマリー ●

〒 151-0051 TEL： 03-6804-6919

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目１３番３号　２Ｆ

代表者： 代表取締役 神田　勘太朗

クリエイティブスパーク 9011101053002 なし ●

クリエイティブスパーク（株） ●

〒 170-0013 TEL： 03-6272-4201

東京都豊島区東池袋二丁目１８番２号ヤハギビル２階

代表者： 代表取締役 森田　良浩
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インテグレートコミュニケーションズ 1010401061944 なし ● ●

（株）インテグレートコミュニケーションズ ● ●

〒 107-0062 TEL： 03-5464-2046 ●

東京都港区南青山５丁目１１番１号　桜井ビル６階

代表者： 代表取締役 阿部　健一郎
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ユウセンメディア 6010401132179 なし ●

（株）ＵＳＥＮ　Ｍｅｄｉａ ●

〒 107-0061 TEL： 03-6823-7059

東京都港区北青山三丁目１番２号

代表者： 代表取締役社長 成内　英介

ナガセジムショ 9010402018267 なし

（有）永瀬事務所 ●

〒 104-0032 TEL： 03-6256-9494

東京都中央区八丁堀四丁目１０番８号　第３ＳＳビル９０１号室

代表者： 代表取締役 永瀬　正彦

ルーカ 3010601055802 なし ●

（株）ＬＵＣＡ ●

〒 136-0073 TEL： 03-6810-5552

東京都江東区北砂４丁目２０番１８号

代表者： 代表取締役 菊地　恵美子
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