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03－210544 2026/12/19 ㈱アーテック・インターナショナル 法人 106-0031 東京都港区西麻布二丁目１３番1号 本社 東京都港区西麻布２－１３－１メイプル西麻布５Ｆ
03－210058 2026/04/19 ㈲アーテック三協 法人 502-0845 岐阜県岐阜市早田町二丁目２３番地 ㈲アーテック三協 岐阜県岐阜市黒野南３丁目１７７－１－２
03－210287 2026/09/03 ㈲アートクリエイティヴ 法人 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央七丁目２４番地５ ㈲アートクリエイティヴ千葉営業所 千葉県千葉市緑区平山町４６３－１
03－210001 2026/04/02 アート・コア㈱ 法人 369-1202 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢９８４番地 本店 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢９８４番地
03－210301 2026/09/03 ㈱アートスタッフ 法人 270-1119 千葉県我孫子市南新木三丁目１４番地の１２ ㈱アートスタッフ 千葉県我孫子市南新木３－１４－１２
03－220609 2027/04/15 ㈲アート・プレイン 法人 260-0811 千葉県千葉市中央区大森町３２番地１５ 本社 千葉県千葉市中央区大森町３２番地１５
03－210240 2026/07/30 ㈱アートランド 法人 370-2463 群馬県富岡市神成３３２番地１ ㈱アートランド 群馬県富岡市神成３３２－１

静岡本社 静岡県静岡市葵区新伝馬一丁目３番４３号
東京本社 東京都大田区池上３－６－１６
大阪支店 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４－３－５　本町サミットビル３階

福岡支店 福岡県福岡市中央区渡辺通２－３－３　SASA薬院ビル３階
03－210562 2027/02/13 ㈱阿企サイン社 法人 971-8101 福島県いわき市小名浜字平蔵塚１０４番地の６ 株式会社阿企サイン社 福島県いわき市小名浜字平蔵塚１０４－６

㈱アキハマ・ブレーンズ・コミュニティー 千葉県松戸市松戸新田５２１番地

鎌ケ谷支店 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央４－２－３５
03－210429 2026/09/28 ㈱アクタート 法人 983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目２番地の２ ㈱アクタート東京支店 東京都文京区本郷１－２５－３松尾ビル４Ｆ
03－210519 2026/11/27 ㈱アクト 法人 213-0032 神奈川県川崎市高津区久地三丁目１５番３号 株式会社アクト 神奈川県川崎市高津区久地三丁目１５番３号
03－220605 2027/04/15 ㈲アクト企画 法人 169-0075 東京都新宿区高田馬場一丁目５番９号 有限会社アクト企画 東京都新宿区高田馬場一丁目５番９号
03－210041 2026/04/19 ㈱アサイマーキングシステム 法人 215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木二丁目３番１３号 ㈱アサイマーキングシステム 神奈川県川崎市麻生区栗木２－３－１３
03－210274 2026/08/17 朝日エティック㈱ 法人 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 東京本部 東京都千代田区九段南４－７－１３市ヶ谷安田ビル
03－210362 2026/09/14 ㈱アズ・アート工芸 法人 175-0083 東京都板橋区徳丸三丁目１０番１号 ㈱アズ・アート工芸 東京都板橋区徳丸３－１０－１
03－220675 2027/08/19 ㈱アド秋田 法人 010-0802 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前８番地８ 株式会社アド秋田 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前８番地８
03－210485 2026/11/01 アド.サイン㈱ 法人 101-0044 東京都千代田区鍛冶町二丁目１０番４号 アド.サイン株式会社 東京都千代田区鍛冶町２－１０－４神田奥野ビル５階
03－210291 2026/09/03 ㈱アド・ジャパン 法人 321-0237 栃木県下都賀郡壬生町大字下稲葉６９２番地５ ㈱アド・ジャパン 栃木県下都賀郡壬生町大字下稲葉６９２－５
03－210507 2026/11/27 ㈱アド宣通 法人 321-0346 栃木県宇都宮市下荒針町２６７８番地４４３ ㈱アド宣通 栃木現宇都宮市下荒針町２６７８番地４４３
03－210048 2026/04/19 ㈱アドベンチャー　 法人 274-0817 千葉県船橋市高根町１５３４番地 本社 千葉県船橋市高根町１５３４番地
03－210089 2026/04/23 ㈱アドベンチャーサービス 法人 283-0048 千葉県東金市幸田１２１６番地５ ㈱アドベンチャーサービス 千葉県東金市幸田１２１６－５
03－210392 2026/09/24 ㈲あどぷりんと 法人 299-4112 千葉県茂原市西野１０８番地１ ㈲あどぷりんと 千葉県茂原市西野１０８－１
03－210034 2026/04/19 ㈱アドライフサイン　 法人 263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町５５番地６ ㈱アドライフサイン　 千葉県千葉市稲毛区長沼町５５－６
03－220688 2027/09/27 ㈱アムス 法人 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町９４６番地５ ㈱アムス 千葉県千葉市若葉区若松町９４６－５
03－210310 2026/09/03 アポロ広告㈱ 法人 272-0034 千葉県市川市市川１－９－１１サン市川ハイツ７０２号 アポロ広告㈱ 千葉県市川市市川１－９－１１－７０２
03－210385 2026/09/24 ㈲有明工芸 法人 177-0045 東京都練馬区石神井台二丁目７番７号 ㈲有明工芸 東京都練馬区石神井台２－７－７
03－210131 2026/05/22 ㈱アレスコ　 法人 315-0005 茨城県石岡市鹿の子一丁目１８番１２号 ㈱アレスコ　 茨城県石岡市鹿の子１－１８－１２
03－210528 2026/12/07 安西　利浩 個人 294-0018 千葉県館山市国分８８７番地の３ フリーハンドアンザイ 千葉県館山市国分８９４－２
03－210359 2026/09/14 ㈱イーグル・ジャパン 法人 284-0008 千葉県四街道市鹿放ケ丘１５３番地 切文字屋　本店 千葉県四街道市鹿放ケ丘１５３番地
03－210416 2026/09/28 井岡　廣實 個人 284-0021 千葉県四街道市長岡３９８番地 井岡看板店 千葉県四街道市長岡３９８
03－210119 2026/05/14 ㈱イグチ　 法人 216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹一丁目２５番２１号 ㈱イグチ　 神奈川県川崎市宮前区馬絹１－２５－２１
03－210080 2026/04/23 イケダネオン㈱ 法人 178-0061 東京都練馬区大泉学園町八丁目３番３号 イケダネオン㈱ 埼玉県志木市下宗岡４－１－１
03－210321 2026/09/14 ㈲石田整美堂 法人 290-0059 千葉県市原市白金町三丁目５２番地 ㈲石田整美堂 千葉県市原市白金町３－５２
03－220682 2027/09/09 ㈱一心堂看板店 法人 314-0012 茨城県鹿嶋市平井１１２８番地６０ ㈱一心堂看板店 茨城県鹿嶋市平井１１２８－６０
03－210045 2026/04/19 ㈱イチコー 法人 290-0024 千葉県市原市根田四丁目１番地１３ ㈱イチコー 千葉県市原市根田４－１－１３
03－210052 2026/04/19 伊藤　美秋 個人 289-1537 千葉県山武市松尾町借毛本郷３７２７番地２ 伊藤デザイン 千葉県山武市松尾町借毛本郷３７２７－２
03－210337 2026/09/14 今関　晋作 個人 298-0002 千葉県いすみ市日在１２番地１ いまぜき看板 千葉県いすみ市日在１２－１
03－210132 2026/05/22 ㈱イワデ工芸 法人 321-0345 栃木県宇都宮市大谷町１３１３番地７ ㈱イワデ工芸 栃木県宇都宮市大谷町１３１３－７
03－210196 2026/07/02 ㈱ヴィクト 法人 123-0864 東京都足立区鹿浜四丁目１３番１２号 ㈱ヴィクト 東京都足立区鹿浜４－１３－１２
03－210197 2026/07/02 ㈲ヴィジュアルコミュニティサンセン 法人 276-0031 千葉県八千代市八千代台北五丁目６番１ ㈲ヴィジュアルコミュニティサンセン 千葉県八千代市八千代台北５－６－１
03－210106 2026/05/01 ㈱ウェスト工房 法人 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目５番７号 ㈱ウェスト工房 宮城県仙台市宮城野区扇町１－５－７

ウエル・ユーカン㈱本社 広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂２００番地
ウエル・ユーカン㈱東京支店 東京都台東区台東四丁目１９－９山口ビル７　６階
ウエル・ユーカン㈱大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島七丁目５－２５新大阪ドイビル９階

ウエル・ユーカン㈱福岡営業所 福岡県福岡市博多区那珂三丁目２１－４５第９西田ビル５号
03－210335 2026/09/14 ㈱ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ 法人 105-6312 東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号 本社 東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号

本社 山梨県南都留郡富士河口湖町船津５６７２番地の１

東京事務所 東京都新宿区西新宿８丁目１０番３号　星野第２ビル３F

03－210357 2026/09/14 ㈱エイ・エフ・エイ 法人 264-0036 千葉県千葉市若葉区殿台町９０番地１ 本社 千葉県千葉市若葉区殿台町９０－１

03－210226 2026/07/30 ㈱エキスブレス工業社 法人 114-0015 東京都北区中里二丁目１６番１０号 ㈱エキスプレス工業社 東京都北区中里二丁目１６番１０号
03－210054 2026/04/19 ㈱エキスプレス社 法人 104-0061 東京都中央区銀座三丁目９番４号 ㈱エキスプレス社 東京都中央区銀座三丁目９番４号

千葉県屋外広告業者3回目更新登録一覧（あいうえお順）

千葉県松戸市松戸新田５２１番地

広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂２００番地738-0512法人

03－210075 2026/04/23 アオイネオン㈱ 法人 420-0944

03－210547 2027/01/10 ㈱アキハマ・ブレーンズ・コミュニティー 法人 270-2241

静岡県静岡市葵区新伝馬一丁目３番４３号

03－210379 ウエル・ユーカン㈱2026/09/24

03－210575 2027/02/27 ㈱エー・ピー・エス 法人 401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津５６７２番地の１
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03－210249 2026/07/30 ㈱エス・イー・オー 法人 211-0022 神奈川県川崎市中原区苅宿４７番３５号 ㈱エス・イー・オー 神奈川県川崎市中原区苅宿４７－３５
03－220608 2027/04/15 ＮＳＫ㈱ 法人 102-0074 東京都千代田区九段南二丁目３番１号 本社 東京都千代田区九段南二丁目３番１号
03－210539 2026/12/19 ㈱エダキン 法人 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３２番１号 ㈱エダキン 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－１　UNEXビル６F
03－210254 2026/08/17 ㈱エフ広芸 法人 343-0002 埼玉県越谷市平方４８５番地 ㈱エフ広芸 埼玉県越谷市平方４８５番地
03－220694 2027/10/10 ㈲エム・エス・コーポレーション 法人 300-1214 茨城県牛久市女化町７１８ 有限会社エム・エス・コーポレーション 茨城県牛久市女化町７１８
03－210129 2026/05/22 ㈱エムケー　 法人 299-0111 千葉県市原市姉崎１２０３番地１２ ㈱エムケー 千葉県市原市姉崎１２０３－１２
03－210202 2026/07/13 ㈲大窪美術工房 法人 262-0002 千葉県千葉市花見川区内山町１９１番地 ㈲大窪美術工房 千葉県千葉市花見川区内山町１９１番地
03－220635 2027/05/31 ㈱大阪オリコミ 法人 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町二丁目５番２号 株式会社大阪オリコミ 大阪府大阪市阿倍野区昭和町２丁目５番２号
03－210412 2026/09/28 ㈲オオ美 法人 270-0113 千葉県流山市駒木台１２０番地５ ㈲オオ美 千葉県流山市駒木台１２０－５
03－210107 2026/05/14 ㈱オリエント企画 法人 277-0825 千葉県柏市布施１５９５番地の２ ㈱オリエント企画 千葉県柏市布施１５９５－２
03－210074 2026/04/23 オリオンセールスプロモーション㈱ 法人 104-0044 東京都中央区明石町３番３号 東京本社 東京都中央区明石町３番３号
03－210232 2026/07/30 影山　孝 個人 292-0824 千葉県木更津市小浜３３８番地 協同企画 千葉県木更津市小浜３３８
03－220662 2027/07/10 葛西建設㈱ 法人 132-0003 東京都江戸川区春江町二丁目５番９号 葛西建設㈱ 東京都江戸川区春江町二丁目５番９号
03－210569 2027/02/20 ㈱上総 法人 262-0004 千葉県千葉市花見川区大日町１３３２番地 ㈱上総 千葉県千葉市花見川区大日町１３３２
03－210102 2026/05/01 片岡　惠一 個人 289-1345 千葉県山武市津辺８９５番地 片岡惠一（恵那工房） 千葉県山武市津辺８９５
03－220701 2027/10/31 勝看板工芸㈲ 法人 293-0002 千葉県富津市二間塚１８３１番地５ 勝看板工芸有限会社 千葉県富津市二間塚１８３１－５
03－210578 2027/02/27 ㈲加藤プロセス 法人 296-0115 千葉県鴨川市松尾寺４３８番地 ㈲加藤プロセス 千葉県鴨川市松尾寺４３８番地
03－210147 2026/06/11 加納塗装㈱ 法人 293-0001 千葉県富津市大堀２０９４番地 加納塗装㈱ 千葉県富津市大堀２０９４

03－220740 2027/01/30 ㈲川崎製作所 法人 262-0043 千葉県千葉市花見川区天戸町１３２９ 有限会社川崎製作所 千葉県千葉市花見川区天戸町１３２９

長岡本店 新潟県長岡市新産３－３－５

新潟支店 新潟県新潟市中央区鎧西２－２３－２３

関東マルワ産業株式会社　本社 栃木県宇都宮市平出工業団地３８ー３８

関東マルワ産業株式会社　東京オフィス 東京都墨田区両国３－２１－８ＭＫビル２Ｆ－２０１号室

03－210276 2026/08/17 ㈲看板の小池 法人 270-1155 千葉県我孫子市我孫子新田２２番地の７の２１ ㈲看板の小池 千葉県我孫子市我孫子新田２２－７－２１

03－210227 2026/07/30 ㈱キハラネオン製作所 法人 144-0045 東京都大田区南六郷二丁目２６番３号 ㈱キハラネオン製作所 東京都大田区南六郷二丁目２６番３号

03－210264 2026/08/17 木村看板㈱ 法人 135-0022 東京都江東区三好四丁目８番１４号 本社 東京都江東区三好４－８－１４
03－210050 2026/04/19 ㈱キョウエイアドインターナショナル 法人 100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 千葉営業所 千葉県千葉市中央区中央４－１２－１２中央土地建物ビル５０７

03－210419 2026/09/28 ㈱共栄企画 法人 550-0011 大阪府大阪市西区阿波座一丁目９番９号 ㈱共栄企画 大阪府大阪市西区阿波座１－９－９
03－210031 2026/04/19 ㈱協同工芸社　 法人 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港１５２番地 本社 千葉県千葉市美浜区新港１５２番地

03－220684 2027/09/09 ㈱共同広告社 法人 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町１５番１０号 ㈱共同広告社 東京都中央区日本橋小舟町15番10号
03－210336 2026/09/14 ㈱協同制作 法人 104-0042 東京都中央区入船二丁目５番７号 ㈱協同制作 東京都中央区入船二丁目５番７号
03－210203 2026/07/13 久保塗装㈱ 法人 272-0021 千葉県市川市八幡二丁目３番１６号 久保塗装㈱ 千葉県市川市八幡２－３－１６
03－210270 2026/08/17 ㈱クリシマ 法人 933-0902 富山県高岡市向野町四丁目１２番地 株式会社クリシマ東京支店 東京都江戸川区船堀５－１５－１
03－210071 2026/04/19 ㈱クレスト　 法人 107-0052 東京都港区赤坂八丁目１０番２２号ニュー新坂ビル４Ｆ 本社 東京都港区赤坂８－１０－２２ニュー新坂ビル４Ｆ
03－210123 2026/05/22 グロリア・アーツ㈱ 法人 213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根７３１番地６ グロリア・アーツ株式会社 神奈川県川崎市高津区宇奈根７３１－６
03－210070 2026/04/19 ㈱ケシオン 法人 665-0834 兵庫県宝塚市美座二丁目１３番２号 ㈱ケシオン 東京都港区南青山６丁目１１番１号　スリーエフ南青山７階
03－210072 2026/04/23 ㈱ケン工業　 法人 275-0016 千葉県習志野市津田沼三丁目１１番１８号 本店 千葉県習志野市津田沼３丁目１１番１８号
03－210065 2026/04/19 ㈱ケンセン　 法人 336-0964 埼玉県さいたま市緑区東大門二丁目２番１９号 ㈱ケンセン　 埼玉県さいたま市緑区東大門２－２－１９

03－210414 2026/09/28 ㈱研創 法人 739-1792 広島県広島市安佐北区上深川町４４８番地 東京営業所 東京都渋谷区初台１－４７－１　小田急西新宿ビル３Ｆ
03－210022 2026/04/16 ㈱広正社 法人 125-0062 東京都葛飾区青戸６丁目１番１３号 本社 東京都葛飾区青戸６丁目１番１３号
03－210028 2026/04/17 ㈱広宣　 法人 150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目２２番２号 ㈱広宣　 東京都渋谷区渋谷１－２２－２

03－210245 2026/07/30 ㈲広宣 法人 270-2251 千葉県松戸市金ケ作３０５番地の５ ㈲広宣 千葉県松戸市金ヶ作３０５－５

03－220692 2027/10/10 ㈱廣和 法人 230-0048 神奈川県横浜市鶴見区本町通４－１７７－１ 本社 神奈川県横浜市鶴見区本町通４－１７７－１
03－210082 2026/04/23 ㈱コーエー 法人 300-1535 茨城県取手市清水７４７番地 ㈱コーエー 茨城県取手市清水７４７番地
03－210005 2026/04/02 ㈱互興　 法人 101-0061 東京都千代田区神田三崎町二丁目１４番６号 ㈱互興　 東京都千代田区三崎町２－１４ー６
03－210248 2026/07/30 ㈱小島工業 法人 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町７７０番地１０ ㈱小島工業 栃木県宇都宮市平出町３８５－１３
03－210077 2026/04/23 ㈱コトブキ 法人 105-0013 東京都港区浜松町一丁目１４番５号 ㈱コトブキ 東京都港区浜松町１－１４－５
03－210158 2026/06/11 ㈱コトブキネオン 法人 101-0052 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 ㈱コトブキネオン 東京都千代田区神田小川町１丁目１１番地
03－210120 2026/05/14 ㈱小林工芸社　 法人 170-0004 東京都豊島区北大塚一丁目９番１５号 ㈱小林工芸社　東京本社 東京都豊島区北大塚１－９－１５
03－220719 2027/12/06 小春スクリーン㈱ 法人 121-0064 東京都足立区保木間５－２２－１７ 小春スクリーン㈱ 東京都足立区保木間５丁目２２番１７号
03－210305 2026/09/03 ㈱サークル・アド 法人 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目３番３５号 ㈱サークル・アド 東京都新宿区西新宿８－３－３５ベルヴォア西新宿１階
03－210146 2026/05/29 ㈲サードエージェンシー 法人 104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目１５－８坪井ビル３Ｆ ㈲サードエージェンシー 東京都中央区八丁堀２－１５－８坪井ビル３Ｆ

03－210288 2026/09/03 ㈱彩広舎 法人 085-0904 北海道釧路市新富士町六丁目２番１５号 ㈱彩広舎 北海道釧路市新富士町６丁目２番１５号
03－210388 2026/09/24 齊藤　芳和 個人 299-4211 千葉県長生郡白子町五井１７００番地８　県営住宅白子五井２８号 看板工房さいとう 千葉県長生郡白子町北高根１２３６

㈱カンコー 法人 940-210803－210242

03－210500 法人関東マルワ産業㈱2026/11/14

2026/07/30 新潟県長岡市千秋二丁目２７８８番地１

栃木県宇都宮市平出工業団地３８番地３８321-0905
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03－210062 2026/04/19 ㈱サインズ　 法人 984-0003 宮城県仙台市若林区六丁の目北町４番５７号 ㈱サインズ　 宮城県仙台市若林区六丁の目北町４番５７号
03－210506 2026/11/27 ㈲笹生塗装店 法人 299-2118 千葉県安房郡鋸南町竜島８７５番地 ㈲笹生塗装店 千葉県安房郡鋸南町竜島８７５

03－210439 2026/09/28 佐藤　益朗 個人 110-0003 東京都台東区根岸２丁目１９番２２号 佐藤屋外広告士事務所 東京都台東区根岸２－１９－２２

03－210141 2026/05/29 ㈱沢田看板店 法人 130-0011 東京都墨田区石原一丁目１５番１号 ㈱沢田看板店 東京都墨田区石原１－１５－１

03－210338 2026/09/14 ㈲サンエム工芸 法人 292-0063 千葉県木更津市江川１４２７番地 ㈲サンエム工芸 千葉県木更津市江川１４２７

03－210378 2026/09/24 ㈱三昭堂 法人 491-8528 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 ㈱三昭堂 愛知県一宮市あずら３－９－２３

03－220619 2027/05/10 山王スペース＆レンタル㈱ 法人 104-0061 東京都中央区銀座三丁目１０番６号 山王スペース＆レンタル株式会社　本社 東京都中央区銀座三丁目１０番６号マルイト銀座第３ビル６階

03－220660 2027/07/10 ㈱サンフレックス関東 法人 355-0072 埼玉県東松山市大字石橋１３７１番地１ ㈱サンフレックス関東 埼玉県東松山市大字石橋１３７１－１

03－210128 2026/05/22 ㈱山陽工房 法人 710-0038 岡山県倉敷市新田２３９３番地の２ ㈱山陽工房 岡山県倉敷市新田２３９３番地の２

㈱サンヨー・パブリシティー 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町１－２３－３

相模原事業所 神奈川県相模原市中央区上溝１８６６番地１

03－210184 2026/07/02 ㈱三和企画 法人 264-0016 千葉県千葉市若葉区大宮町３３６０番地３４ ㈱三和企画 千葉県千葉市若葉区大宮町３３６０－３４

三和ネオン㈱本社 東京都中央区銀座２－１０－６

三和ネオン㈱高崎支社 群馬県高崎市豊岡町５７１－７

03－210171 2026/06/19 ㈱ジェーピーエー　 法人 132-0003 東京都江戸川区春江町二丁目４８番１号 ㈱ジェーピーエー　 東京都江戸川区春江町２－４８－１

千葉支社 千葉県千葉市中央区新千葉１－７－３　ＣＳＢ新千葉ビル５F

本社 東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号

03－210235 2026/07/30 ㈱ジスコ 法人 260-0013 千葉県千葉市中央区中央三丁目９番９号エレル千葉中央ビル５Ｆ ㈱ジスコ 千葉県千葉市中央区中央３－９－９エレル千葉中央ビル５Ｆ

03－210283 2026/09/03 ㈱シテイー・ロード 法人 101-0021 東京都千代田区外神田四丁目８番５号 ㈱シテイー・ロード 東京都千代田区外神田４－８－５クレイン末広７階

03－210308 2026/09/03 ㈱しばた工芸 法人 320-0818 栃木県宇都宮市旭二丁目２番３号 ㈱しばた工芸 栃木県宇都宮市旭２－２－３

03－210449 2026/10/09 清水建設㈱ 法人 104-8370 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 清水建設㈱千葉支店 千葉県千葉市中央区富士見二丁目１１番１号　日土地千葉ビル７階

03－220653 2027/06/28 ㈱シミズサービス千葉 法人 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号　住友ｹﾐｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 株式会社シミズサービス千葉 千葉県千葉市美浜区中瀬１－７－１住友ｹﾐｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

03－210095 2026/04/23 ㈱ジャパンアート 法人 243-0434 神奈川県海老名市上郷四丁目４番２９号 ㈱ジャパンアート 神奈川県海老名市上郷４－４－２９
03－210195 2026/07/02 ㈱昭和化成 法人 151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目１９番２号 ㈱昭和化成 東京都渋谷区幡ヶ谷３－１９－２
03－210083 2026/04/23 消火栓標識㈱ 法人 135-0023 東京都江東区平野二丁目３番３１号 消火栓標識㈱千葉支社 千葉県千葉市稲毛区稲毛東二丁目１２番１５号
03－210135 2026/05/29 ㈱昭光社 法人 810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸三丁目６番２９号 株式会社昭光社 福岡県福岡市中央区荒戸３－６－２９

03－210216 2026/07/13 ㈱昭和広告社 法人 260-0018 千葉県千葉市中央区院内一丁目１番５号 ㈱昭和広告社 千葉県千葉市中央区院内１－１－５

03－210304 2026/09/03 ㈱昭和ネオン 法人 140-8701 東京都品川区南品川一丁目７番１７号 ㈱昭和ネオン 東京都品川区南品川１－７－１７

03－210602 2027/03/29 ㈱真栄 法人 440-0888 愛知県豊橋市駅前大通一丁目２７番地１ 本社 愛知県豊橋市駅前大通１－２７－１

03－220710 2027/11/14 神保　研治 個人 250-0851 神奈川県小田原市曽比２０８９番地の３ ジェイ・プラント 神奈川県小田原市曽比２０８９－３

03－220616 2027/04/26 ㈲須賀工芸 法人 123-0861 東京都足立区加賀二丁目１３番５号 有限会社須賀工芸 東京都足立区加賀二丁目１３番５号

03－210169 2026/06/19 菅原　亨 個人 314-0012 茨城県鹿嶋市平井１３２８番地４ スガワラ美創社 茨城県鹿嶋市平井１３２８－４

03－210593 2027/03/22 ㈱すぎはら 法人 264-0034 千葉県千葉市若葉区原町９３１番地１６ 株式会社すぎはら 千葉県千葉市若葉区原町９３１－１６

03－220723 2027/12/06 ㈱スキルプラカ 法人 120-0015 東京都足立区足立二丁目４０番１６号 株式会社スキルプラカ 東京都足立区足立二丁目４０－１６

03－210579 2027/02/27 ㈲スマートブレイン 法人 260-0802 千葉県千葉市中央区川戸町５０６番地 ㈲スマートブレイン 千葉県千葉市中央区川戸町５０６

03－210550 2027/01/10 ㈱誠広 法人 354-0013 埼玉県富士見市水谷東二丁目２８番９号 ㈱誠広 埼玉県富士見市水谷東２－２８－９

03－210483 2026/11/01 ㈱清工舎 法人 276-0047 千葉県八千代市吉橋１０７５番地５ ㈱清工舎 千葉県八千代市吉橋１０７５－５

03－210369 2026/09/24 西武企画㈱ 法人 065-0013 北海道札幌市東区北十三条東一丁目１番７号 西武企画㈱　東京本社 東京都立川市曙町１－１３－９丸岡ビル２Ｆ
03－210015 2026/04/16 ㈱世広 法人 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１ ㈱世広 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７１８－１
03－210415 2026/09/28 ㈱ソーシン 法人 264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台五丁目３３番２号 小深工場 千葉県千葉市稲毛区小深町１２８
03－210127 2026/05/22 ㈱ソウビ 法人 260-0813 千葉県千葉市中央区生実町１１１８番地５ 本店 千葉県千葉市中央区生実町１１１８－５
03－210193 2026/07/02 タイガー㈱ 法人 101-0032 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１２号 タイガー㈱　本社 東京都千代田区岩本町３－１０－１２
03－210327 2026/09/14 大成建設㈱ 法人 163-0606 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 千葉支店 千葉県千葉市中央区新町１０００番地
03－210253 2026/08/17 ㈲大宣 法人 265-0074 千葉県千葉市若葉区御殿町６番地３ ㈲大宣 千葉県千葉市若葉区御殿町６番地の３
03－210033 2026/04/19 ダイテック㈱ 法人 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町６番１号 ダイテック㈱ 東京都中央区日本橋小伝馬町６番１号
03－210328 2026/09/14 ㈲大門堂 法人 272-0021 千葉県市川市八幡三丁目１番１８号 ㈲大門堂 千葉県市川市八幡３－１－１８
03－210600 2027/03/22 ㈱ダイヤ工芸社 法人 110-0011 東京都台東区千束四丁目５１番６号 ㈱ダイヤ工芸社 東京都足立区西新井２－２０－１０
03－210156 2026/06/11 ㈲大洋社 法人 961-0811 福島県白河市菅生舘４８番地１３ ㈲大洋社 福島県白河市菅生舘４８－１３
03－210400 2026/09/28 ㈲髙倉シート 法人 273-0003 千葉県船橋市宮本六丁目２８番４号 ㈲髙倉シート 千葉県船橋市宮本６－２８－４
03－220680 2027/08/30 髙梨　正和 個人 275-0001 千葉県習志野市東習志野３丁目１３番１８号　梅鶴荘 たかなし工芸 千葉県千葉市花見川区柏井町１５５５
03－210542 2026/12/19 髙野　勝利 個人 311-0134 茨城県那珂市飯田８０５番地３ 髙野サイン 茨城県那珂市飯田８０５番地３
03－210410 2026/09/28 ㈲高橋工芸 法人 289-0125 千葉県成田市滑川１１８２番地 ㈲高橋工芸 千葉県成田市滑川１１８２
03－210480 2026/11/01 ㈲タクミ広房 法人 283-0012 千葉県東金市下武射田２０５２番地１０ ㈲タクミ広房 千葉県東金市下武射田２０５２－１０

東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号

東京都中央区銀座二丁目１０番６号

03－220643 2027/06/14 ㈱サンヨー・パブリシティー 法人 240-0003 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町一丁目２３番３号

03－210139 2026/05/29 三和ネオン㈱ 104-0061法人

法人㈱ジェイアール東日本企画 150-850803－210187 2026/07/02
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03－210133 2026/05/22 ㈲竹内商店 法人 292-0008 千葉県木更津市中島２０５４番地 ㈲竹内商店 千葉県木更津市本郷３－５－２５
03－220731 2028/01/15 ㈱たつみ工芸 法人 349-1104 埼玉県久喜市栗橋３３８番２ 株式会社たつみ工芸 埼玉県久喜市栗橋３３８－２
03－210423 2026/09/28 ㈲中央テント工業所 法人 286-0042 千葉県成田市南平台１１４１番地 ㈲中央テント工業所 千葉県成田市南平台１１４１
03－210177 2026/06/19 千代田エナメル金属㈱ 法人 132-0023 東京都江戸川区西一之江二丁目２３番１３号 亀戸本社 東京都江東区亀戸一丁目８番８号　大樹生命亀戸ビル８階
03－210494 2026/11/14 蔦澤　宏孝 個人 289-0601 千葉県香取郡東庄町笹川い４６３４番地１５ コーヨー舎 千葉県香取郡東庄町笹川い４６３４－１５

本社 東京都中央区八丁堀２－２５－１０三信八丁堀ビル

名古屋支社 愛知県名古屋市中区錦２－２０－８

大阪支社 大阪府大阪市西区靱本町１－１２－４
03－210523 2026/12/07 ㈱テイ・グラバー 法人 141-0022 東京都品川区東五反田一丁目２５番１１号 ㈱テイ・グラバー 東京都品川区東五反田１丁目２５番１１号
03－210266 2026/08/17 ㈲ティークラフト 法人 278-0001 千葉県野田市目吹２２９５番地２号 ㈲ティークラフト 千葉県野田市目吹２２９５－２

大阪本店 大阪府大阪市西区阿波座１丁目５番１６号

東京本店 東京都千代田区飯田橋２丁目１８番２号

03－210303 2026/09/03 ㈲デザイン・みぶ 法人 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町２８０番地の３ ㈲デザイン・みぶ 千葉県千葉市稲毛区山王町２８０－３

03－210601 2027/03/29 ㈱デサン 法人 331-0815 埼玉県さいたま市北区大成町四丁目１４０番地 株式会社デサン 埼玉県さいたま市北区大成町４－１４０

03－220721 2027/12/06 ㈱電弘 法人 381-0034 長野県長野市大字高田４３１番地１ 株式会社電弘 長野県長野市大字高田４３１番地１

03－220713 2027/11/14 ㈱電通アドギア 法人 104-0061 東京都中央区銀座八丁目２１番１号住友不動産汐留浜離宮ビル２０階 株式会社電通アドギア 本社 東京都中央区銀座８丁目２１番１号住友不動産汐留浜離宮ビル２０階

03－210250 2026/07/30 ㈱トーヨー企画 法人 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町２２１番地８ ㈱トーヨー企画 千葉県千葉市稲毛区山王町２２１番地８

03－210168 2026/06/19 東亜レジン㈱ 法人 160-0023 東京都新宿区西新宿四丁目３３番４号住友不動産西新宿ビル４号館２階 東亜レジン㈱本社 東京都新宿区西新宿四丁目３３番４号住友不動産西新宿ビル４号館２階

03－210130 2026/05/22 東京アドバタイジングサービス㈱ 法人 158-0095 東京都世田谷区瀬田３丁目１５番１７号 東京アドバタイジングサービス㈱ 東京都世田谷区瀬田３－１５－１７

03－210053 2026/04/19 ㈱東京化成製作所 法人 350-1328 埼玉県狭山市広瀬台二丁目９番２３号 ㈱東京化成製作所 埼玉県狭山市広瀬台２－９－２３

03－210374 2026/09/24 ㈱東京企画 法人277-0022 千葉県柏市泉町９５７番地２９ ㈱東京企画 千葉県柏市泉町９５７－２９

03－210371 2026/09/24 ㈱東京広告新社 法人 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目３番地 ㈱東京広告新社 東京都千代田区神田鍛冶町３－３

03－210036 2026/04/19 ㈱東京システック　 法人 173-0004 東京都板橋区板橋一丁目２９番１０号 ㈱東京システック　 東京都板橋区板橋一丁目２９番１０号

03－220638 2027/05/31 東京ネオン電気㈱ 法人 984-0053 宮城県仙台市若林区連坊小路１３０番地の２ 東京ネオン電気株式会社 宮城県仙台市若林区連坊小路１３０番地の２

東京本社 東京都中央区日本橋２－２－２１

千葉営業所 千葉県八千代市勝田台北１－３－１６勝田台ＴＳビル２Ｆ

03－210325 2026/09/14 東北エスピー㈱ 法人 963-8061 福島県郡山市富久山町福原字中田３４番地１ 東北エスピー㈱ 福島県郡山市富久山町福原字中田３４－１

03－210293 2026/09/03 ㈱トモエ 法人 110-0013 東京都台東区入谷二丁目２２番１２号 ㈱トモエ 東京都台東区入谷二丁目２２番１２号
03－210493 2026/11/14 ㈲ドリームポート 法人 264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀四丁目１番３号千葉ＮＴビル３Ｆ ㈲ドリームポート 千葉県千葉市若葉区都賀４－１－３－３Ｆ
03－210007 2026/04/02 ㈲トリ美装 法人 265-0066 千葉県千葉市若葉区多部田町１５５－６ ㈲トリ美装 千葉県千葉市若葉区多部田町１５５の６
03－210040 2026/04/19 ㈲トリムデザイン　 法人 286-0222 千葉県富里市中沢３０８番地の３９ ㈲トリムデザイン　 千葉県富里市中沢３０８－３９
03－210215 2026/07/13 ㈱トーフォーアド 法人 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町四丁目６番地 ㈱トーフォーアド 東京都千代田区神田佐久間町４－６
03－210267 2026/08/17 ㈱永井工芸 法人 371-0037 群馬県前橋市上小出町二丁目４５番地の１０ ㈱永井工芸 群馬県前橋市上小出町２－４５－１０
03－210277 2026/09/03 ㈱中川製作所 法人 335-0005 埼玉県蕨市錦町二丁目５番２１号 ㈱中川製作所 埼玉県蕨市錦町２－５－２１
03－210471 2026/11/01 ㈲中村工芸社 法人 314-0031 茨城県鹿嶋市大字宮中５１８５番地３ ㈲中村工芸社 茨城県鹿嶋市大字宮中５１８５－３

本社 広島県広島市中区南吉島１丁目２番１４号
東京支店 東京都中央区日本橋室町４－２－１７

03－210003 2026/04/02 ㈱ナショナル・アート 法人 271-0063 千葉県松戸市北松戸三丁目１番地７８ ㈱ナショナル・アート 千葉県松戸市北松戸３丁目１番地７８
03－210092 2026/04/23 ㈱波デザイン 法人 963-8024 福島県郡山市朝日二丁目１８番３４号 ㈱波デザイン 福島県郡山市朝日二丁目１８－３４
03－210126 2026/05/22 ㈱日宣 法人 277-0902 千葉県柏市大井１８８２番地の７ ㈱日宣 千葉県柏市大井１８８２－７
03－210466 2026/10/19 ㈱日東企画 法人 352-0011 埼玉県新座市野火止四丁目１３番１２号 ㈱日東企画 埼玉県新座市野火止４－１３－１２
03－210105 2026/05/01 ㈱日東建装社 法人 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西二丁目３番６号 ㈱日東建装社 大阪府大阪市北区中崎西２－３－６
03－210178 2026/06/19 ニドー広告㈱ 法人 124-0024 東京都葛飾区新小岩三丁目１１番１７号 市川支店 千葉県市川市市川南１－１０－１ザ・タワーズウエスト７０５号

03－220654 2027/06/28 日本サイン㈱ 法人 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀二丁目１番９号 東京支社 東京都千代田区富士見１－５－８
03－210271 2026/08/17 ㈱日本標識ガイドセンター 法人 272-0132 千葉県市川市湊新田一丁目５番４号 ㈱日本標識ガイドセンター 千葉県市川市湊新田１－５－４
03－210144 2026/05/29 ㈲ノグラ 法人 294-0041 千葉県館山市高井８０６番地 ㈲ノグラ 千葉県館山市高井８０６
03－210060 2026/04/19 ㈲野田看板　 法人 277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷１８５８番地の４ ㈲野田看板　 千葉県柏市藤ヶ谷１８５８番地の４
03－210427 2026/09/28 ㈱乃村工藝社 法人 135-8622 東京都港区台場二丁目３番４号 ㈱乃村工藝社本社 東京都港区台場２丁目３番４号
03－210104 2026/05/01 ㈱ハセガワーク 法人 960-8163 福島県福島市方木田字前白家９番地の９ ㈱ハセガワーク　東京支社 東京都北区赤羽三丁目６番２１号
03－210038 2026/04/19 ㈲ハナザワ工芸　 法人 283-0056 千葉県東金市砂古瀬３３３番１ ㈲ハナザワ工芸　 千葉県東金市砂古瀬３３３－１
03－210406 2026/09/28 ㈱ＢＸテンパル 法人 170-0001 東京都豊島区西巣鴨四丁目１４番５号 本社 東京都豊島区西巣鴨四丁目１４番５号BX１１３ビル
03－210204 2026/07/13 ㈲美広 法人 260-0001 千葉県千葉市中央区都町一丁目１３番１６号 ㈲美広 千葉県千葉市中央区都町１－１３－１６
03－220617 2027/04/26 ㈱びこう社 法人 107-0062 東京都港区南青山四丁目１５番５号 東京支店 東京都港区南青山４－１５－５
03－210263 2026/08/17 ㈱美工舎 法人 273-0018 千葉県船橋市栄町一丁目３番４号 ㈱美工舎 千葉県船橋市栄町１丁目３番４号

03－210073 2026/04/23 ㈱中村工社 法人 730-0826 広島県広島市中区南吉島一丁目２番１４号

東京都中央区八丁堀二丁目２５番１０号三信八丁堀ビル

大阪府大阪市西区阿波座一丁目５番１６号

東京都中央区日本橋二丁目２番２１号

㈱デザインアーク 法人 550-0011

03－210134 2026/05/29 ㈱Ｔ＆Ｔアド　 法人 104-0032

㈱東宣エイディ 103-002703－210360 2026/09/14 法人

03－210538 2026/12/19
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03－210502 2026/11/14 ㈱日高ネオン 法人 184-0003 東京都小金井市緑町五丁目４番１４号 ㈱日高ネオン 東京都小金井市緑町５－４－１４

本社 静岡県浜松市北区大原町２７１－２

東京支店 東京都世田谷区太子堂１－６－７ハイシティ三軒茶屋
03－210122 2026/05/22 ㈱日の丸ディスプレー　 法人 179-0085 東京都練馬区早宮一丁目１１番８号 ㈱日の丸ディスプレー　 東京都練馬区早宮１－１１－８
03－210313 2026/09/14 ㈱平野塗装 法人 264-0001 千葉県千葉市若葉区金親町２０６番地３－１０３号 ㈱平野塗装 千葉県千葉市若葉区金親町２０６－３－１０３号
03－210511 2026/11/27 平山　克幸 個人 311-3827 茨城県行方市石神６２８番地１４ ＨＩＲＡＹＡＭＡ 茨城県行方市石神６２８－１４
03－210401 2026/09/28 ㈲ヒロ企画 法人 272-0801 千葉県市川市大町５９番地２ ㈲ヒロ企画 千葉県市川市大町５９番地２

㈱フクスイ本社 神奈川県相模原市緑区橋本台２－７－１８

㈱フクスイ東京支社 東京都渋谷区笹塚３－３３－２
03－210300 2026/09/03 ㈱フクダサインボード 法人 433-8112 静岡県浜松市北区初生町６８８番地の７ 東京支社 東京都千代田区神田淡路町２－２３アクセス御茶ノ水３階
03－210572 2027/02/27 ㈱富士 法人 463-0053 愛知県名古屋市守山区小幡千代田１３番２４号 株式会社富士 愛知県名古屋市守山区小幡千代田１３－２４
03－210527 2026/12/07 ㈱フジネオン 法人 590-0836 大阪府堺市堺区楠町三丁４番１２号 ㈱フジネオン 大阪府堺市堺区楠町３丁４番１２号
03－210236 2026/07/30 (同)藤間シート装飾 法人 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見二丁目８番１１号 合資会社藤間シート装飾 千葉県千葉市中央区富士見２－８－１１
03－210258 2026/08/17 ㈲富士見工芸 法人 277-0941 千葉県柏市高柳４５１番地の６ ㈲富士見工芸 千葉県柏市高柳４５１－６
03－210431 2026/09/28 扶桑工業㈱ 法人 339-0082 埼玉県さいたま市岩槻区西原台二丁目１番１４３号 千葉営業所 千葉県野田市花井８－１２
03－220695 2027/10/10 ㈲フタバ工芸 法人 341-0042 埼玉県三郷市谷口５９０－４ 有限会社フタバ工芸 埼玉県三郷市谷口５９０－４
03－210025 2026/04/16 ㈲双葉広告　 法人 319-0323 茨城県水戸市鯉淵町４９９番地 ㈲双葉広告　 茨城県水戸市鯉淵町４９９
03－210087 2026/04/23 ㈱武揚堂　 法人 103-0027 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 ㈱武揚堂　 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号

03－210469 2026/10/19 ㈱プラクト 法人 135-0016 東京都江東区東陽三丁目２６番２４号 本社 東京都江東区東陽３－２６－２４

03－210306 2026/09/03 ㈱プラド 法人 372-0842 群馬県伊勢崎市馬見塚町１８６９番地 ㈱プラド 群馬県伊勢崎市馬見塚町１８６９

03－210103 2026/05/01 ㈱古川広告社 法人 577-0827 大阪府東大阪市衣摺六丁目１番２８号 ㈱古川広告社　東京支社 東京都渋谷区神宮前６－２９－２助川ビル２階

02－210016 2026/04/16 古川　雄治 個人 299-5231 千葉県勝浦市沢倉３５７番地１ 古川看板店 千葉県勝浦市新官６２５－１

03－220650 2027/06/26 ㈲プログレス 法人 334-0061 埼玉県川口市大字新堀３２５番地 有限会社プログレス 埼玉県川口市大字新堀３２５番地

03－210205 2026/07/13 ㈱プロジェクトエックス 法人 111-0052 東京都台東区柳橋一丁目６番９号 ㈱プロジェクトエックス 東京都台東区柳橋１－６－９　大谷ビル１階

03－210437 2026/09/28 ㈱文宣 法人 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目２５番８号 株式会社文宣 東京都豊島区東池袋１－２５－８タカセビル６Ｆ

03－210295 2026/09/03 ㈱ペリエビルサービス 法人 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天一丁目１５番１号 ㈱ペリエビルサービス 千葉県千葉市中央区弁天一丁目１５番１号

03－210244 2026/07/30 ㈱星広告 法人 277-0011 千葉県柏市東上町６番３１号 ㈱星広告 千葉県柏市東上町６－３１
㈱北関スクリーン 群馬県渋川市村上３７５２番地７
高崎営業所 群馬県高崎市下小鳥町７３０－１
東京オフィス 東京都大田区大森北１－３７－４　スカイビル４０１号

03－210037 2026/04/19 ㈱ホンマ装美 法人 123-0863 東京都足立区谷在家三丁目２３番２号 ㈱ホンマ装美 東京都足立区谷在家３－２３－２
03－220698 2027/10/21 ㈲毎日写真ニュース社 法人 262-0015 千葉県千葉市花見川区宮野木台１－４－２９ ㈲毎日写真ニュース社 千葉県千葉市花見川区宮野木台１－４－２９
03－210592 2027/03/22 ㈱マエガキ 法人 273-0016 千葉県船橋市潮見町１９番地８ 株式会社マエガキ 千葉県船橋市潮見町１９－８
03－210442 2026/09/28 ㈱マエダ 法人 114-0024 東京都北区西ケ原一丁目５番５号 株式会社マエダ 東京都北区西ケ原１－５－５
03－220734 2028/01/22 牧本　今朝 個人 270-1425 千葉県白井市池の上２丁目１３番９号 日本広告 千葉県船橋市習志野台６－４－２１
03－210536 2026/12/19 丸栄産業㈱ 法人 299-0241 千葉県袖ケ浦市代宿１０６番地１ 丸栄産業株式会社 千葉県袖ケ浦市代宿１０６番地１
03－220673 2027/08/05 ㈱マンザキ 法人 290-0226 千葉県市原市中２３０番地１２ ㈱マンザキ 千葉県市原市中２３０番地１２
03－210185 2026/07/02 ㈲ミスズ美工 法人 272-0822 千葉県市川市宮久保四丁目１７番２２号 ㈲ミスズ美工 千葉県市川市宮久保４－１７－２２
03－210078 2026/04/23 みづほ電機㈱　 法人 657-0862 兵庫県神戸市灘区浜田町１丁目１番３１号 みづほ電機㈱東京支店 東京都港区東新橋二丁目６番２号Ｓ．Ｇ．ビル２階
03－210470 2026/10/19 ㈱宮内工芸 法人 332-0034 埼玉県川口市並木一丁目１１番３０号 ㈱宮内工芸 埼玉県川口市並木１－１１－３０

03－210334 2026/09/14 宮部　英久 個人 299-4206 千葉県長生郡白子町北日当３５８番地９９ アートテクニカ 千葉県山武郡九十九里町片貝４０４４－３

03－210049 2026/04/19 三吉　孝治 個人 160-0023 東京都新宿区西新宿４丁目２６番１２号タキカワコーポ１０１ 三共標識社 東京都新宿区西新宿４－３５－１
03－210420 2026/09/28 村田　庸夫 個人 292-0204 千葉県木更津市茅野４５０番地 ちの巧芸 千葉県木更津市茅野４５０
03－210366 2026/09/14 室町ビルサービス㈱ 法人 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目８番１２号 本社 東京都中央区日本橋堀留町１－８－１２
03－210180 2026/06/19 ㈱メディアデプト 法人 105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目１番１０号 ㈱メディアデプト 東京都港区虎ノ門四丁目１番１０号
03－210563 2027/02/13 ㈱ヤグチアート 法人 300-0066 茨城県土浦市虫掛３６５９番地 ㈱ヤグチアート 茨城県土浦市虫掛３６５９
03－210417 2026/09/28 ㈲八千代工芸社 法人 276-0045 千葉県八千代市大和田２７４番地 ㈲八千代工芸社 千葉県千葉市花見川区横戸町１０４４－３
03－220676 2027/08/30 八富企業㈱ 法人 299-0265 千葉県袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 八富企業㈱ 千葉県袖ケ浦市長浦拓２号５８０－１６３
03－210211 2026/07/13 ㈲山口屋塗装工業 法人 294-0055 千葉県館山市那古８４１番地の２ ㈲山口屋塗装工業 千葉県館山市那古８４１－２
03－220637 2027/05/31 ㈱ユーネクサス 法人 120-0004 東京都足立区東綾瀬三丁目１番１号 株式会社ユーネクサス 東京都足立区東綾瀬３丁目１番１号
03－210056 2026/04/19 ㈲ユニーク社佐藤 法人 311-4163 茨城県水戸市加倉井町１０６７番地１ ㈲ユニーク社佐藤 茨城県水戸市加倉井町１０６７－１
03－210172 2026/06/19 ㈱ヨシダ・アート 法人 300-0817 茨城県土浦市永国８７２番地５ ㈱ヨシダ・アート 茨城県土浦市永国８７２－５

㈱北関スクリーン

㈱フクスイ　03－210017 2026/04/16

03－210218 2026/07/13 ㈱ビックワン

03－210230 2026/07/30

法人 433-8102

252-0132

法人

法人

377-0311

神奈川県相模原市緑区橋本台二丁目７番１８号

群馬県渋川市村上３７５２番地７

静岡県浜松市北区大原町２７１番地の２
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本社 石川県金沢市中央通町１番２２号

新潟支店 新潟県新潟市北区島見町２４３４－３

富山支店 富山県富山市二口町１－１５－２
03－210512 2026/11/27 ４５アイズ㈱ 法人 102-0072 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 ４５アイズ㈱ 東京都千代田区飯田橋４－５－１１
03－210289 2026/09/03 ㈲ライオン堂 法人 976-0013 福島県相馬市小泉字山田４９０番地 ㈲ライオン堂 福島県相馬市小泉字山田４９０
03－210278 2026/09/03 ㈱ライズコミュニケーションズ 法人 340-0034 埼玉県草加市氷川町２１２４番地１０ ㈱ライズコミュニケーションズ 埼玉県草加市氷川町２１２４番地１０
03－220642 2027/06/14 ㈱ワイ・エヌクリエイツ 法人 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢二丁目１番５号 株式会社ワイ・エヌクリエイツ 神奈川県横浜市保土ケ谷区藤塚町４－７
03－220703 2027/10/31 ワイズ㈱ 法人 150-0031 東京都渋谷区桜丘町２９－３５　渋谷ＤＭ１階 本社 東京都渋谷区桜丘町２９－３５　渋谷ＤＭ１Ｆ
03－210403 2026/09/28 若色看板㈱ 法人 328-0033 栃木県栃木市城内町二丁目７番５５号 若色看板㈱ 栃木県栃木市城内町+A195:H195２－７－５５
03－210043 2026/04/19 ㈲ワタナベ工芸 法人 289-2708 千葉県旭市平松１５１７番地 ㈲ワタナベ工芸 千葉県旭市平松１５１７番地

法人 920-086603－210192 2026/07/02 ヨシダ宣伝㈱ 石川県金沢市中央通町１番２２号
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02－170752 2023/02/18 ㈲アートファクトリー 法人 279-0002 千葉県浦安市北栄四丁目２７番２２号 ㈲アートファクトリー 千葉県浦安市北栄４－２７－２２
02－180812 2023/06/12 ㈱アーバンスペース 法人 171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目３０番１１号 ㈱アーバンスペース 東京都豊島区南池袋２－３０－１１池袋第一生命ビルディング２・３Ｆ

02－201018 2025/04/25 ㈱アイビ広告 法人 791-3161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎７０７番地３ 本社 愛媛県伊予郡松前町大字神崎７０７番地３

02－221314 2027/09/05 アイワ広告㈱ 法人 194-0023 東京都町田市旭町１－２１－１４ アイワ広告株式会社（本社） 東京都町田市旭町１－２１－１４
02－180789 2023/04/20 青柳　透 個人 283-0035 千葉県東金市粟生飛地２３７２番地１３ アールスリー 千葉県東金市粟生飛地２３７２－１３
02－211251 2027/03/22 ㈱茜工房 法人 337-0043 埼玉県さいたま市見沼区大字中川３１１番地の１ ㈱茜工房 埼玉県さいたま市見沼区大字中川３１１－１
02－221353 2027/12/19 アクティヴサインシステム㈱ 法人 121-0064 東京都足立区保木間一丁目２３番６号 本社 東京都足立区保木間１－２３－６

02－221265 2027/04/15 朝倉　憲和 個人 296-0033 千葉県鴨川市八色４６４番地２ ニッセイアート 千葉県鴨川市東町２１－５

02－211129 2026/06/20 アサヒアイドマ㈱ 法人 816-0921 福岡県大野城市仲畑二丁目１番５号 本社 福岡県大野城市仲畑２－１－５

㈱アサヒエージェンシー　本社 長崎県佐世保市桑木場町３３０番地

㈱アサヒエージェンシー　東京営業所 東京都世田谷区宇奈根１丁目３９－７－Ａ０２

02－201011 2025/03/31 ㈲アダップ広告社 法人 344-0007 埼玉県春日部市小渕１１８６－１ ㈲アダップ広告社 埼玉県春日部市小渕１１８６－１

02－190949 2024/09/23 ㈱アデスト 法人 103-0004 東京都中央区東日本橋三丁目９番１５号グラニートマルコービル ㈱アデスト 東京都中央区東日本橋３－９－１５

02－180813 2023/06/12 ㈱アド・オール 法人 104-0028 東京都中央区八重洲２－６－２ヒューリック八重洲第三ビル６階 ㈱アド・オール 東京都中央区八重洲２－６－２ヒューリック八重洲第三ビル６階

02－221306 2027/08/09 ㈱アド工芸 法人 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北六丁目１４番６号 ㈱アド工芸 東京都杉並区阿佐谷北６－１４－６

本社 千葉県千葉市中央区宮崎町７２６－７キャッスル蘇我５１２

四街道営業所 千葉県四街道市大日１００５－２
02－201029 2025/06/27 ㈱アド・ボード 法人 140-0011 東京都品川区東大井六丁目２番２０号小島ビル２階 ㈱アド・ボード 東京都品川区東大井六丁目２番２０号小島ビル２階
02－201049 2025/09/08 ㈱アドポイント 法人 272-0035 千葉県市川市新田一丁目５番１１号 ㈱アドポイント 千葉県市川市市川１－１６－１８　１F

02－211110 2026/05/29 アドマックス㈱ 法人 113-0033 東京都文京区本郷四丁目９番１５号 アドマックス㈱ 東京都文京区本郷４－９－１５

02－221329 2027/10/18 ㈱アトラス広告社 法人 193-0944 東京都八王子市市館町５４０－４ 本社 東京都八王子市市館町５４０－４

02－201042 2025/08/19 ㈱アミューズ・エスピー 法人 111-0053 東京都台東区浅草橋五丁目４番４号 ㈱アミューズ・エスピー 東京都台東区浅草橋五丁目４番４号

02－211225 2027/01/10 ㈲ありはら看板 法人 299-0257 千葉県袖ケ浦市神納４１７９番地１２ 本店 千葉県袖ケ浦市神納４１７９－１２

02－201053 2025/09/20 ㈱イーアイピー 法人 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本三丁目９番７号フォレストビル１階 本社 神奈川県相模原市緑区橋本３－９－７

02－211242 2027/02/20 ㈱イールアップ 法人 273-0014 千葉県船橋市高瀬町６２番地２Ｂ－３ 株式会社イールアップ 千葉県船橋市高瀬町６２－２　Ｂ－３

02－201066 2025/11/24 イオンディライト㈱ 法人 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号 関東支社 東京都千代田区神田錦町１－１－１
02－190912 2024/03/26 飯田　清巳 個人 299-3247 千葉県大網白里市神房１３４番地 飯田　清巳 千葉県大網白里市神房１３４
02－190983 2025/01/20 ㈲イサ工芸 法人 940-1138 新潟県長岡市滝谷町２０３４番地１ ㈲イサ工芸 新潟県長岡市滝谷町２０３４番地１

02－180885 2024/02/08 ㈱いづみ 法人 177-0041 東京都練馬区石神井町八丁目４０番１４号 本社 東京都練馬区石神井町８－４０－１４

02－191006 2025/03/24 ㈱稲垣 法人 286-0221 千葉県富里市七栄４８２番地の９１ 本社 千葉県富里市七栄４８２－９１

02－201054 2025/09/21 岩佐　智哉 個人 297-0105 千葉県長生郡長南町棚毛６４０番地 ハテナファクトリー 千葉県長生郡長南町棚毛６４０

02－201028 2025/06/24 ㈱インテック 法人 963-0215 福島県郡山市待池台一丁目３９番地 ㈱インテック本社 福島県郡山市待池台１丁目３９番地
02－211257 2027/03/22 ㈱ウチダテクノ 法人 104-0033 東京都中央区新川一丁目１０番１４号 木場オフィス 東京都江東区木場２丁目１７番１６号ビサイド木場１階
02－211109 2026/04/19 ウチノ看板㈱　 法人 359-1164 埼玉県所沢市三ケ島１丁目２３番地の２ ウチノ看板㈱ 埼玉県所沢市三ケ島１－２３－２

02－221300 2027/07/17 ㈱エー・ティ・エー 法人 103-0027 東京都中央区日本橋二丁目４番１号 ㈱エー・ティ・エー 東京都中央区日本橋二丁目１２番１０号

02－211150 2026/08/04 ㈱栄信社 法人 243-0401 神奈川県海老名市東柏ケ谷二丁目１１番１号 ㈱栄信社 神奈川県海老名市東柏ケ谷２－１１－１

02－190920 2024/05/24 ㈱エクスロードエー･ビー･アール 法人 171-0044 東京都豊島区千早二丁目３０番３号 本社 東京都豊島区千早２－３０－３

02－190913 2024/04/26 ㈱エス・ヴィジョン 法人 108-0074 東京都港区高輪二丁目１４番１７号グレイス高輪ビル９Ｆ ㈱エス・ヴィジョン 東京都港区高輪２－１４－１７グレイス高輪ビル９Ｆ

02－190992 2025/02/15 ㈲江連サイン 法人 308-0853 茨城県筑西市伊讃美６４７番地 ㈲江連サイン 茨城県筑西市伊讃美６４７

02－221325 2027/10/01 ㈱ＭＳＫ 法人 169-0075 東京都千代田区神田紺屋町２８番地紺屋ビル６０１ ㈱ＭＳＫ 東京都千代田区神田紺屋町２８番地　紺屋ビル６０１号

02－221355 2027/12/25 ㈱エムズ 法人 334-0073 埼玉県川口市赤井二丁目１３番１５号 本社 埼玉県川口市赤井２丁目１３番１５号

02－201089 2026/02/15 ㈲エムズアヴェイル 法人 123-0864 東京都足立区鹿浜八丁目２６番１２号 ㈲エムズアヴェイル 東京都足立区鹿浜８－２６－１２

02－180898 2024/03/05 ㈱エルグ 法人 105-0013 東京都港区浜松町一丁目２番１２号 ㈱エルグ 東京都港区浜松町１－２－１２

02－201046 2025/09/02 ㈱ＭＰサービス 法人 277-0831 千葉県柏市根戸４０４番地１７ ㈱ＭＰサービス 千葉県柏市根戸４０４－１７

02－211170 2026/09/26 ㈱オーエスアート 法人 243-0813 神奈川県厚木市妻田西一丁目２１番２号 ㈱オーエスアート 神奈川県厚木市妻田西１－２１－２

02－190956 2024/10/13 オーテック㈱ 法人 150-0043 東京都渋谷区道玄坂二丁目１８番１１－６０６号 オーテック㈱ 東京都渋谷区道玄坂２－１８－１１－６０６号

02－190985 2025/01/27 ㈱オオウチ工芸 法人 984-0014 宮城県仙台市若林区六丁の目元町３番８号 ㈱オオウチ工芸 宮城県仙台市若林区六丁の目元町３番８号

02－221316 2027/09/10 ㈱扇堂 法人 116-0011 東京都荒川区西尾久７－５１－１０ ㈱扇堂　 東京都荒川区西尾久７－５１－１０

02－190988 2025/02/03 ㈱大林組 法人 108-8502 東京都港区港南二丁目１５番２号 東京本店 東京都港区港南二丁目１５番２号

02－190931 2024/07/23 ㈱岡崎巧芸 法人 339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田１０８３番地１ ㈱岡崎巧芸 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田１０８３－１

02－211194 2026/10/27 奥田　正行 個人 206-0021 東京都多摩市連光寺３丁目３２番地の１コートグレイスエクセレント３０１ クリエイトオクダ 東京都多摩市連光寺３－３２－１コートグレイスエクセレント３０１

02－201096 2026/03/27 ㈲オクト 法人 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町１７０８番地の４ ㈲オクト 静岡県浜松市北区三方原町１７０８－４

千葉県屋外広告業者2回目更新登録一覧（あいうえお順）

02－211198

2024/08/11 ㈱アサヒエージェンシー 法人

法人2026/10/27 ㈱アド・コンベンション

02－190937 859-3157 長崎県佐世保市桑木場町３３０番地

千葉県千葉市中央区宮崎町７２６番地７キャッスル蘇我５１２号284-0001
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02－190933 2024/07/26 ㈲オフィストゥエンティワン 法人 406-0046 山梨県笛吹市石和町東油川２７番地の１０ ㈲オフィス２１ 山梨県笛吹市石和町広瀬１５１５－１４
02－201030 2025/06/28 ㈱皆成 法人 141-0031 東京都品川区西五反田三丁目１番１０号 本社 東京都品川区西五反田３－１－１０

02－180841 2023/09/08 ㈱神奈中商事 法人 254-0016 神奈川県平塚市東八幡三丁目１５番３号 株式会社神奈中商事 神奈川県平塚市東八幡３丁目１５番３号

02－211179 2026/09/29 ㈱加納ペイント工業 法人 294-0038 千葉県館山市上真倉１１３８番地 ㈱加納ペイント工業 千葉県館山市上真倉１１３８

02－211195 2026/10/27 ㈲カワサキ工房 法人 274-0071 千葉県船橋市習志野二丁目１１番２２号 ㈲カワサキ工房 千葉県船橋市習志野２－１１－２２

02－201097 2026/03/27 ㈲環境サイン 法人 167-0043 東京都杉並区上荻二丁目３１番１７号第３浅賀ビル１階A号室 ㈲環境サイン 東京都杉並区上荻２－３１－１７第３浅賀ビル

02－201077 2026/01/13 ㈱キアラ 法人 105-0021 東京都港区東新橋二丁目１０番１０号 ㈱キアラ 東京都港区東新橋２丁目１０番１０号
02－190936 2024/08/11 ㈱企画アーバン 法人 165-0023 東京都中野区江原町一丁目１９番４号 ㈱企画アーバン 東京都中野区松ヶ丘１－２６－３

02－201037 2025/07/26 ㈱キッズプロモーション 法人 169-0075 東京都新宿区高田馬場一丁目１６番３０号 ㈱キッズプロモーション 東京都新宿区高田馬場一丁目１６番３０号

02－221279 2027/05/16 ㈲キムラ工芸社 法人 616-8145 京都府京都市右京区太秦八反田町１０番地の２２ 有限会社キムラ工芸社 京都府京都市右京区太秦八反田町１０－２２

02－201045 2025/09/02 ㈱協栄 法人 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１３－９ 船橋支店 千葉県船橋市丸山５－４５－１

02－201067 2025/11/24 ㈱キヨウシンアド 法人 160-0022 東京都新宿区新宿５－１－１ローヤルマンションビル４Ｆ ㈱キヨウシンアド 東京都新宿区新宿５－１－１ローヤルマンションビル４Ｆ

02－201062 2025/11/07 ㈱近創 法人 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５番１号 東京営業所 東京都中央区日本橋浜町１丁目３－４東京浜町近鉄ビル６階

02－201055 2025/10/05 ㈱近代カラー 法人 169-0075 東京都新宿区高田馬場一丁目３４番１２号 ㈱近代カラー 東京都新宿区高田馬場１－２５－３６　タイオーインターナショナルビル

02－211207 2026/11/14 ㈲グッデイ 法人 260-0803 千葉県千葉市中央区花輪町１０６－１ ㈲グッデイ 千葉県千葉市中央区花輪町１０６－１

02－211239 2027/02/07 ㈱グッドエス 法人 277-0005 千葉県柏市柏三丁目７番２１－３０２号 株式会社グッドエス 千葉県柏市柏３－７－２１－３０２

02－170750 2023/02/12 ㈱クボタ 法人 182-0015 東京都調布市八雲台１－４６－８ ㈱クボタ 東京都調布市八雲台１－４６－８

02－211125 2026/06/12 ㈱クリエイティブダイワ 法人 963-0725 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地 ㈱クリエイティブダイワ 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地
㈱ＫＨＲ 埼玉県草加市青柳３－６－８
東京営業所 東京都足立区足立４－７－２

02－180804 2023/05/25 京葉工事ライト㈱ 法人 274-0816 千葉県船橋市芝山６－２７－３ 本店 千葉県船橋市芝山６－２７－３

02－211130 2026/06/20 ㈱広彩社 法人 120-0043 東京都足立区千住宮元町１番４号 ㈱広彩社本社 東京都足立区千住宮元町１－４
02－180836 2023/08/19 河田　佳浩 個人 108-0074 東京都港区高輪１丁目２３－２３－２２０３ デクサーＣ＆Ｃ 東京都港区赤坂１－４－１４　５Ｆ
02－221298 2027/07/16 ㈱広報企画社 法人 315-0031 茨城県石岡市東大橋３１５７番地８ 株式会社広報企画社 茨城県石岡市東大橋３１５７番地８
02－180783 2023/04/06 ㈱広立 法人 769-1502 香川県三豊市豊中町笠田笠岡３１８５番地６ 本社 香川県三豊市豊中町笠田笠岡３１８５番地６

E・C事業部さいたま営業所 埼玉県さいたま市西区飯田新田２４４－１

本社 群馬県前橋市上小出町１丁目９番地１２

02－211119 2026/06/11 ㈱コーケン 法人 701-0145 岡山県岡山市北区今保１４８番地の８ ㈱コーケン 岡山県岡山市北区今保１４８番地の８

02－190964 2024/11/23 ㈱ココプラス 法人 173-0036 東京都板橋区向原一丁目８番１６号 ㈱ココプラス 東京都板橋区向原１－８－１６

02－211255 2027/03/18 ㈱コジマ 法人 341-0035 埼玉県三郷市鷹野三丁目１３３番地６ 本店 埼玉県三郷市鷹野三丁目１３３番地６

02－211238 2027/02/07 ㈲コスモネオン 法人 187-0042 東京都小平市仲町４３９番地の６ ㈲コスモネオン 東京都小平市仲町４３９番地の６
02－180795 2023/05/01 ㈱コムズ 法人 104-0031 東京都中央区京橋三丁目１２番１号 本社営業所 東京都中央区京橋三丁目１２番１号
02－180879 2024/01/18 ㈱コムラアンドカンパニー 法人 171-0032 東京都豊島区雑司が谷一丁目６番４号 ㈱コムラアンドカンパニー 東京都豊島区雑司が谷１丁目６番４号
02－221342 2027/11/11 ㈱ＫＯＹＡＭＡ 法人 120-0044 東京都足立区千住緑町一丁目１５番１号 ㈱ＫＯＹＡＭＡ 東京都足立区千住緑町１－１５－１

02－201019 2025/04/25 ㈱コヤマ 法人 306-0006 茨城県古河市平和町１１番７号 ㈱コヤマ本店 茨城県古河市平和町１１番７号

02－211144 2026/07/30 金剛国際㈱ 法人 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町７５番地の１３ 金剛国際㈱ 千葉県千葉市稲毛区山王町７５番地の１３

02－201015 2025/04/19 ㈱サインクラフト 法人 377-0007 群馬県渋川市石原１４６２番地３ ㈱サインクラフト 群馬県渋川市石原１４６２－３

02－201014 2025/04/13 ㈱サインボードエキスプレス 法人 104-0041 東京都中央区新富二丁目１２番６号新幸ビル４階 本社 東京都中央区新富２－１２－６新幸ビル４Ｆ

02－221301 2027/07/18 ㈲サガミ巧芸 法人 259-1122 神奈川県伊勢原市小稲葉１０５４番地 本社 神奈川県伊勢原市小稲葉１０５４

02－211215 2026/11/17 桜井㈱ 法人 110-0008 東京都台東区池之端一丁目２番１８号 桜井株式会社 東京都台東区池之端１－２－１８

02－211185 2026/11/01 ㈲サミックス 法人 292-0015 千葉県木更津市本郷一丁目１２番２０号 有限会社サミックス 千葉県木更津市本郷１－１２－２０

02－211106 2026/04/11 ㈱さら文　 法人 144-0044 東京都大田区本羽田二丁目１５番７号 ㈱さら文　 東京都大田区本羽田２－１５－７

02－121241 2027/02/09 ㈱サンエイ企画 法人 160-0003 東京都新宿区四谷本塩町８番地２号 株式会社サンエイ企画 東京都新宿区四谷本塩町８番２号

02－180889 2024/02/15 ㈱三協広告 法人 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町三丁目１２４番地５ ㈱三協広告 神奈川県川崎市幸区南幸町３－１２４－５

三協立山㈱　タテヤマアドバンス社　首都圏支店　 東京都港区高輪３－１３－１高輪コート４Ｆ

三協立山㈱　タテヤマアドバンス社　関西支店 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２－１３

三協立山㈱　タテヤマアドバンス社　関東第一支店 東京都中央区日本橋浜町２－９－５

廿日市本社 広島県廿日市市木材港北７－１７

東京支店 東京都豊島区池袋２－２３－２４

名古屋営業所 愛知県名古屋市中区上前津１－４－１２

02－211199 2026/10/27 ㈱３３工房 法人 277-0932 千葉県柏市藤ケ谷新田１６９番４号 ㈱３３工房 千葉県柏市藤ケ谷新田１６９－４

02－201035 2025/07/22 ㈱サンシュウ 法人 130-0024 東京都墨田区菊川二丁目１番３号 ㈱サンシュウ 東京都墨田区菊川２－１－３

371-0037コーエィ㈱

02－221286 2027/06/03 三共ディスプレイ㈱ 法人 738-0021 広島県廿日市市木材港北７番１７号

02－221303 2027/07/25 三協立山㈱ 法人 933-8610 富山県高岡市早川７０番地

02－221294

02－180818 法人 群馬県前橋市上小出町一丁目９番地１２2023/06/22

2027/06/20 ㈱ＫＨＲ 法人 340-0002 埼玉県草加市青柳三丁目６番８号
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02－180830 2023/07/22 三星広芸㈱ 法人 595-0033 大阪府泉大津市板原町４－１６－１４ 三星広芸株式会社 大阪府泉大津市板原町４－１６－１４

02－180835 2023/08/19 サンプロセス㈱ 法人 158-0094 東京都世田谷区玉川三丁目２４番１３号 サンプロセス㈱ 東京都世田谷区玉川３－２４－１３

02－180831 2023/08/04 ㈱サンライト企画 法人 173-0014 東京都板橋区大山東町５９－１０－２０３ ㈱サンライト企画 東京都板橋区大山東町５９－１０－２０３

大阪本社 大阪府大阪市北区梅田３丁目１番３号

東京支店 東京都港区港南２丁目１５番１号　Ａ－１３
02－211214 2026/11/17 ㈱サンワプランニング 法人 372-0842 群馬県伊勢崎市馬見塚町５３３番地１ ㈱サンワプランニング 群馬県伊勢崎市馬見塚町５３３番地１

02－221324 2027/10/01 ㈱Ｃ＆Ｐマネジメント 法人 107-0052 東京都港区赤坂４－１－４ 株式会社Ｃ＆Ｐマネジメント本社 東京都港区赤坂４－１－４

02－180820 2023/06/22 ＧＣストーリー㈱ 法人 135-0042 東京都江東区木場六丁目４番２号ＫＩビル ＧＣストーリー㈱ 東京都江東区木場６－４－２ＫＩビル

02－221322 2027/09/24 ㈱ジー・スタッフ 法人 173-0036 東京都板橋区向原三丁目８番３号 ㈱ジー・スタッフ 東京都板橋区向原３－８－３　ＢＳハイム１Ｆ

02－221271 2027/04/18 ジェンパー・アソシエイツ㈱ 法人 260-0024 千葉県千葉市中央区中央港一丁目１５番１４号サンクタス千葉みなとポート・レジデンス８０９号 ジェンパー・アソシエイツ㈱ 千葉県千葉市中央区中央港１丁目１５番１４号サンクタス千葉みなとポート・レジデンス８０９

02－170769 2023/03/18 ㈱時代屋 法人 135-0016 東京都江東区東陽三丁目８番６号 ㈱時代屋 東京都江東区東陽３－８－６
02－211178 2026/09/26 ㈱品川アート・プロ 法人 943-0151 新潟県上越市平成町５８８番地 本社 新潟県上越市平成町５８８

千葉スタジオ 千葉県袖ケ浦市南袖２１－５

イベント・スペース開発部 東京都江東区新木場２－２－１

02－211211 2026/12/07 ㈱シモヤ 法人 474-0047 愛知県大府市宮内町四丁目３８１番地 株式会社シモヤ 愛知県大府市宮内町四丁目３８１番地

02－211206 2026/11/06 ㈲ジャパンディスプレイセンター 法人 277-0872 千葉県柏市十余二３３７番地３５６ 本社 千葉県柏市十余二３３７－３５６

02－180827 2023/07/13 ㈱商華堂 法人 174-0063 東京都板橋区前野町２－２５－７ ㈱商華堂 東京都板橋区前野町２－２５－７

02－211101 2026/04/19 ㈱シンエイ　 法人 277-0063 千葉県柏市西山一丁目２番１号 ㈱シンエイ　 千葉県柏市西山一丁目２番１号

02－221288 2027/06/07 ㈱信洋工芸 法人 336-0975 埼玉県さいたま市緑区大字代山４７１番地３ 株式会社信洋工芸 埼玉県さいたま市緑区大字代山４７１－３

02－170738 2023/01/30 ㈱スカワ 法人 990-0821 山形県山形市北町１－２－２０ ㈱スカワ 山形県山形市北町１－２－２０
02－201059 2025/10/20 ㈱スギヤマ巧芸社 法人 336-0911 埼玉県さいたま市緑区大字三室１２０５番地３ ㈱スギヤマ巧芸社 埼玉県さいたま市緑区大字三室１２０５－３
02－180892 2024/02/25 鈴木　達雄 個人 410-0813 静岡県沼津市上香貫九十九洞２４２２番地の３４ すずき看板 静岡県沼津市上香貫九十九洞２４２２番地の３４

02－180877 2024/01/07 ㈲スタジオビー 法人 240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町１４－１ ㈲スタジオビー 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町１４番地１

02－221282 2027/05/21 ㈱ステア 法人 984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東一丁目２番７号 株式会社ステア仙台本社 宮城県仙台市若林区卸町東１丁目２－７

東京事業本部 東京都中央区日本橋人形町３－９－４

名古屋事業本部 愛知県名古屋市西区那古野２－２－１

大阪事業本部 大阪府大阪市西区靱本町３－８－１０

02－221304 2027/07/30 ㈱スペースアートデザイン 法人 176-0023 東京都練馬区中村北一丁目１１番６－２３０７号 株式会社スペースアートデザイン 東京都板橋区高島平２－５－７

02－180899 2024/03/05 ㈱スペース９０ジャパン 法人 135-0062 東京都江東区東雲一丁目９番３１－２０１１豪 ㈱スペース９０ジャパン 東京都中央区築地３－３－２ＮＥＷＳ築地３Ｆ

02－180840 2023/08/31 世紀産業㈱ 法人 101-0021 東京都千代田区外神田五丁目２番２号 世紀産業㈱ 東京都千代田区外神田５－２－２

02－221278 2027/05/17 ㈱セイルアップ・ジャパン 法人 272-0001 千葉県市川市二俣４９７ ㈱セイルアップ・ジャパン 千葉県市川市二俣４９７

02－221321 2027/09/20 ㈱ゼストデザイン 法人 370-3517 群馬県高崎市引間町７２４番地１ 株式会社ゼストデザイン 群馬県高崎市引間町７２４－１

02－180871 2023/12/07 ㈱セブンエイト 法人 152-0011 東京都目黒区原町二丁目２番８号 ㈱セブンエイト 東京都目黒区原町２－２－８

02－180895 2024/02/25 ㈱宣通 法人 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１６番２７号 ㈱宣通本社 愛知県名古屋市東区東桜２－１６－２７

02－190991 2025/02/15 ㈲善電飾 法人 272-0137 千葉県市川市福栄一丁目３番１４号 ㈲善電飾 千葉県市川市福栄１－３－１４

02－211165 2026/09/08 ㈱創輝社 法人 424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂１１４８番地１ ㈱創輝社本社 静岡県静岡市清水区鳥坂１１４８番地１

02－190965 2024/11/26 ㈱総合廣告社 法人 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋一丁目２１番２１号 本社 大阪府大阪市中央区日本橋一丁目２１番２１号

02－190914 2024/05/12 ㈱綜合デザイン 法人 151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目４番５号 株式会社綜合デザイン 東京都渋谷区千駄ケ谷５－４－５

02－211145 2026/08/17 相馬　義光 個人 263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町１０２番地３ 八千代サイン 千葉県千葉市花見川区柏井町１９４
02－190926 2024/06/17 第一工芸㈱ 法人 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林四丁目７番９号 第一工芸㈱ 大阪府大阪市東住吉区今林４－７－９
02－211246 2027/02/20 ㈲大樹工業 法人 319-0323 茨城県水戸市鯉淵町４３７５番地 有限会社大樹工業 茨城県水戸市鯉淵町４３７５

02－211157 2026/09/28 ㈱ダイサン 法人 306-0234 茨城県古河市上辺見５３３番地 ㈱ダイサン 茨城県古河市上辺見５３３番地

02－201091 2026/03/02 大成ネオン㈱ 法人 153-0051 東京都目黒区目黒一丁目５番５号 本社 東京都目黒区目黒一丁目５番５号

02－211143 2026/07/19 ㈱太陽巧芸社 法人 176-0021 東京都練馬区貫井四丁目４７番４８号 ㈱太陽巧芸社 東京都練馬区貫井四丁目４７番４８号

02－221289 2027/06/07 ㈲タイラ工房 法人 290-0056 千葉県市原市五井１０９３番地１ ㈲タイラ工房 千葉県市原市五井１０９３－１

㈱髙天 大阪府高槻市道鵜町６－６－１

㈱髙天東京営業所 東京都台東区竜泉１－２５－１０

02－211113 2026/04/24 ㈱タカヤス 法人 111-0041 東京都台東区元浅草四丁目４番１５号 ㈱タカヤス 東京都台東区元浅草４－４－１５

02－211099 2026/04/05 ㈱タカラサイン　 法人 135-0031 東京都江東区佐賀二丁目６番７号 ㈱タカラサイン　 東京都江東区佐賀２－６－７

02－211136 2026/07/06 ㈱匠屋 法人 102-0074 東京都千代田区九段南三丁目８番１３号 ㈱匠屋 東京都千代田区九段南３丁目８番１３号

02－211209 2026/11/15 建景工芸㈲ 法人 288-0821 千葉県銚子市小浜町１７３７番地の１ 建景工芸有限会社 千葉県銚子市小浜町１７３７－１

02－211188 2026/10/24 タートルウェルズ㈱ 法人 274-0063 千葉県船橋市習志野台七丁目２２番２５号 タートルウェルズ㈱ 千葉県船橋市習志野台７－２２－２５

02－180866 2023/12/02 ㈱スペース 法人

㈱髙天

103-0013 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番４号

569-0007 大阪府高槻市神内二丁目２１番９号2023/12/02 法人02－180870

169-0075 東京都新宿区高田馬場四丁目３９番１号㈱シミズオクト

大阪府大阪市北区梅田三丁目１番３号

法人

02－211201 2026/11/06 三和サインワークス㈱ 法人 530-0001

02－180798 2023/05/15
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02－180784 2023/04/13 ㈱中部 法人 462-0006 愛知県名古屋市北区若鶴町２４５番地 ㈱中部　東京営業所 東京都中央区京橋一丁目１７番２号
02－201098 2026/03/27 ㈱チョウエイハンズ 法人 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号仙台第一生命タワービルディング１５階 株式会社チョウエイハンズ　商業内装事業部 東京都千代田区外神田三丁目１２番８号住友不動産秋葉原ビル１７階

02－201065 2025/11/21 ㈲千代田ネオン 法人 173-0015 東京都板橋区栄町１９番３号 ㈲千代田ネオン 東京都板橋区栄町１９－３

02－221261 2027/04/02 ㈲ツクモリ工芸 法人 283-0062 千葉県東金市家徳６６６番地 ㈲ツクモリ工芸 千葉県東金市家徳６６６

02－221269 2027/04/15 ㈱ツルーサービス 法人 337-0043 埼玉県さいたま市見沼区大字中川１１３番地１０ 株式会社ツルーサービス 埼玉県さいたま市見沼区中川１１３ー１０

02－190966 2024/12/02 ㈱テイクサイン 法人 350-0027 埼玉県川越市南田島２１００番地１ ㈱テイクサイン 埼玉県川越市南田島２１００－１

02－211227 2027/01/05 ㈱テラグレス 法人 332-0004 埼玉県川口市領家一丁目２３番２０号 本社 埼玉県川口市領家１－２３－２０

本社 岡山県岡山市中区桑野５１６－８

東京営業所 東京都千代田区神田小川町３－２６ＤＳＫ神田ビル１階
02－190980 2025/01/13 ㈱天地堂塗装店 法人 286-0028 千葉県成田市幸町４５７番地 ㈱天地堂塗装店　本店 千葉県成田市幸町４５７番地

02－170746 2023/02/12 ㈱天洋工芸 法人 321-0111 栃木県宇都宮市川田町８３５ ㈱天洋工芸 栃木県宇都宮市川田町８３５
02－201033 2025/07/07 ㈱東弘企画 法人 179-0085 東京都練馬区早宮一丁目１５番２６号 ㈱東弘企画 埼玉県さいたま市緑区上野田４６８

02－190960 2024/11/11 ㈱遠山アド 法人 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼一丁目２６番６号 ㈱遠山アド 神奈川県横浜市西区平沼１－２６－６

02－201071 2025/12/13 時田　清 個人 272-0805 千葉県市川市大野町４－２２４８－４ すぎなみ工房 千葉県市川市大野町４－２２４８－４

02－180868 2023/12/02 ㈱常磐広告 法人 312-0002 茨城県ひたちなか市高野４５０番地１ 株式会社常磐広告 茨城県ひたちなか市高野４５０番地１

02－211146 2026/07/25 ㈱トーアコーポレーション 法人 658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町一丁目７番８号 ㈱トーアコーポレーション 兵庫県神戸市東灘区森南町１丁目７番８号

02－180860 2023/11/04 ㈲トモス工房 法人 279-0012 千葉県浦安市入船二丁目１１番２０３号 ㈲トモス工房本社 千葉県浦安市入船２－１１－２０３

02－170736 2023/01/22 ㈲トライアート 法人 971-8183 福島県いわき市泉町下川字宮ノ下４２番地 ㈲トライアート 福島県いわき市泉町下川字宮ノ下４２番地

02－211123 2026/06/07 長尾　伸也 個人 275-0005 千葉県習志野市新栄１丁目２番１４号 ニコニコサイン 千葉県習志野市新栄１－２－１４

02－180817 2023/06/22 ㈱中川堂 法人 101-0031 東京都千代田区東神田１－１４－１ 本社 東京都千代田区東神田１－１４－１

土浦営業所 茨城県土浦市虫掛東３３６７－２

埼玉営業所 埼玉県春日部市緑町２丁目１－２８

松戸営業所 千葉県松戸市六高台１丁目１０６

千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区山王町３４７－１７

02－190921 2024/05/27 永田　行雄 個人 286-0133 千葉県成田市吉倉５９９番地 かんばんの永田 千葉県成田市吉倉５９９

02－211149 2026/08/04 中西　順司 個人 294-0036 千葉県館山市館山１４０番地 中西看板店 千葉県館山市館山１４０番地

02－190930 2024/07/13 ㈲ナカムラ工芸社 法人 132-0033 東京都江戸川区東小松川四丁目３５番４号 本店 東京都江戸川区東小松川四丁目３５番４号
02－170765 2023/03/09 ㈲浪川看板店 法人 289-2535 千葉県旭市川口３３６７番地の１ 本社 千葉県旭市川口３３６７－１
02－211230 2027/01/24 ㈱日交 法人 162-0833 東京都新宿区箪笥町３４番地 本社 東京都新宿区箪笥町３４番地
02－180845 2023/09/15 西松建設㈱ 法人 105-6407 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 東関東営業所 千葉県千葉市中央区富士見二丁目３番１号塚本大千葉ビル９階

02－211249 2027/02/23 日本給食設備㈱ 法人 157-0066 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号 日本給食設備㈱ 東京都世田谷区成城８－３０－１０
02－170753 2023/02/18 西本産業㈱ 法人 340-0022 埼玉県草加市瀬崎五丁目３６番９号 西本産業㈱ 埼玉県草加市瀬崎５－３６－９
02－180782 2023/04/06 ㈲日芸 法人 111-0021 東京都台東区日本堤二丁目３１番１１号 ㈲日芸 東京都台東区日本堤２－３１－１１
02－190909 2024/04/16 ㈱日本道路案内標識 法人 442-0857 愛知県豊川市八幡町足洗２０番地 群馬営業所 群馬県高崎市江木町１４４６－１－１０２

02－221328 2027/10/18 ㈱日本パーカーライジング広島工場 法人 734-0013 広島県広島市南区出島１－３４－２６ 千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区山王町３４２

浦安営業所 千葉県浦安市鉄鋼通り３－５－９
本社 東京都町田市鶴間七丁目２０番１９号

02－211154 2026/08/25 ㈱ニュー・アート 法人 730-0049 広島県広島市中区南竹屋町９番４号 ㈱ニュー・アート本社 広島県広島市中区南竹屋町９番４号

02－211132 2026/07/02 ㈲野口ペイント 法人 294-0043 千葉県館山市安布里１６２番地７ ㈲野口ペイント 千葉県館山市安布里１６２－７

02－221287 2027/06/03 ㈲ハート 法人 254-0906 神奈川県平塚市公所１９２番地１ 有限会社ハート 神奈川県平塚市公所１９２－１

02－221341 2027/11/11 ㈱白英社 法人 310-0062 茨城県水戸市大町２－３－２ 株式会社白英社 茨城県水戸市大町２－３－２

02－201088 2026/02/17 畠山　弘子 個人 297-0205 千葉県長生郡長柄町千代丸２１５番地２ 月工房 千葉県長生郡長柄町千代丸２１５－２
02－201073 2025/12/20 ㈲花香塗装工業 法人 314-0128 茨城県神栖市大野原中央二丁目３番１０-１号 ㈲花香塗装工業 茨城県神栖市大野原中央２－３－１０－１

関東営業部（本社） 東京都中央区東日本橋３丁目７番１２号

関西営業部 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目７番１号

中四国営業部 広島県福山市東桜町１－４３　

広島営業所 広島県広島市中区西平塚町２番４号

九州営業部 福岡県福岡市博多区博多駅南５丁目９番１３号

02－190968 2024/12/06 ㈱ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ 法人 577-0013 大阪府東大阪市長田中五丁目１番１９号 ㈱HIT'S-V本社 大阪府東大阪市長田中５－１－１９

02－211236 2027/02/07 ファンクショット㈱ 法人 107-0062 東京都港区南青山二丁目３１番８号 ファンクショット㈱ 東京都港区南青山二丁目３１番８号

02－180893 2024/02/25 ㈱フィガロ 法人 102-0076 東京都千代田区五番町２番地１３ ㈱フィガロ 東京都千代田区五番町２番地１３
02－170758 2023/02/25 ㈱フィールド 法人 339-0021 埼玉県さいたま市岩槻区大字末田２０３３番地 ㈱フィールド 埼玉県さいたま市岩槻区末田２０３３

岡山県岡山市中区桑野５１６番地の８02－211142 2026/07/14 法人㈱デンショク 702-8002

02－170761 2023/03/03 日本美術工芸㈱ 法人

02－211100 2026/04/16 長田広告㈱ 法人

02－211117 2026/05/14 ㈱備広 法人

496-0045 愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１

103-0004 東京都中央区東日本橋三丁目７番１２号

194-0004 東京都町田市鶴間七丁目２０番１９号
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02－211226 2027/01/05 ㈱フォルマ 法人 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町五丁目８番２号 ㈱フォルマ 東京都渋谷区代々木１－５８－７ヴェラハイツ代々木２０３号

02－221315 2027/09/10 ㈱富士看板 法人 130-0024 東京都墨田区菊川一丁目１３番１０号 ㈱富士看板　 東京都墨田区菊川１－１３－１０

02－190963 2024/11/17 ㈱ＰＬＵＳＶＩＳＩＯＮ 法人 104-0041 東京都中央区新富一丁目９番４号ファンデックス銀座６Ｆ 本社 東京都中央区新富１－９－４ファンデックス銀座６Ｆ

02－211244 2027/02/20 フリープランニング㈱ 法人 270-1422 千葉県白井市復１３１４番地８ フリープランニング㈱ 千葉県白井市復１３１４－８

02－221351 2027/12/12 プリモ㈱ 法人 151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目２３番１号ニューステイトメナー２０３ 本社 東京都渋谷区代々木二丁目２３番１号ニューステイトメナー２０３

02－170775 2023/03/27 ㈱プロエスト 法人 108-0023 東京都港区芝浦三丁目１４番１７号 ㈱プロエスト 東京都港区芝浦３－１４－１７

02－211182 2026/10/12 ㈲プロクト 法人 285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘二丁目２７番３号 ㈲プロクト 千葉県佐倉市上志津１０６４－５

02－190939 2024/08/24 ㈱プロジェクト 法人 343-0821 埼玉県越谷市瓦曽根一丁目１番１０号 ㈱プロジェクト 埼玉県越谷市瓦曽根１－１－１０第２瀬賀ビル２Ｆ

02－180843 2023/09/08 ㈱フロンテッジ 法人 105-0003 東京都港区西新橋一丁目１８番１７号 ㈱フロンテッジ本社 東京都港区西新橋一丁目１８番１７号

02－211218 2026/12/04 ㈲宝樹 法人 343-0002 埼玉県越谷市平方７９７－１ 本社 埼玉県越谷市平方７９７－１

02－211204 2026/11/06 ㈱ホクリン 法人 160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目２番６号西新宿Ｋ－１ビル 株式会社ホクリン 東京都立川市錦町３－１－４　４F

02－170772 2023/03/18 ㈱ＨＯＴＳｉｇｎ 法人 319-0323 茨城県水戸市鯉淵町５５０９－１６ ㈱ＨＯＴＳｉｇｎ 茨城県水戸市鯉淵町５５０９－１６

02－201034 2025/07/11 ㈱ホワイトパープル 法人 003-0030 北海道札幌市白石区流通センター五丁目４番２８号 ㈱ホワイトパープル　東京本店 東京都千代田区神田三崎町３丁目２番９号

02－221295 2027/06/25 ㈱ミカミ恒産 法人 284-0001 千葉県四街道市大日３２２番地７ ㈱ミカミ恒産 千葉県四街道市大日３２２－７

本社 大阪府大阪市住之江区南港東３－１－２６

東京支社 東京都江東区新木場１－１７－７

02-180850 2023/10/09 ㈱ミズタニ 法人 130-0025 東京都墨田区千歳三丁目１５番１号 ㈱ミズタニ営業企画部 東京都墨田区千歳３－１５－３
02－180901 2024/03/12 ㈱ミヤガワ 法人 110-0016 東京都台東区台東四丁目７番６号 ㈱ミヤガワ 東京都台東区台東４－７－６
02－221317 2027/09/11 美和ロック㈱ 法人 105-8510 東京都港区芝３－１－１２ 美和ロック株式会社　東京本社営業開発部 東京都港区芝三丁目１番１２号

02－221296 2027/06/26 ㈱むつみや 法人 150-0046 東京都渋谷区松濤一丁目２６番２１号 ㈱むつみや　本社 東京都渋谷区松濤１－２６－２１

02－221332 2027/10/25 ㈱ムロタニ 法人 311-2421 茨城県潮来市辻５５７番地の１ 株式会社ムロタニ　東京支店 東京都墨田区錦糸４－３－１３

02－191005 2025/03/23 ㈱本宮建設 法人 270-1522 千葉県印旛郡栄町布鎌酒直１４５番地 ㈱本宮建設 千葉県印旛郡栄町布鎌酒直１４５

02－211187 2026/10/24 ㈱桃太郎 法人 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前７番１２号 ㈱桃太郎 大阪府大阪市中央区難波千日前７－１２

02－211135 2026/07/03 ユニコン・エージェンシー㈱ 法人 981-1241 宮城県名取市高舘熊野堂字今成西２８番地の３ ユニコン・エージェンシー㈱ 宮城県名取市高舘熊野堂字今成西２８番地の３

02－221307 2027/08/16 ㈱ライティングサービス 法人 344-0004 埼玉県春日部市牛島７９９番地７ ㈱ライティングサービス 埼玉県春日部市牛島７９９－７
02－180809 2023/06/01 ㈲ライトスタッフ・ヤマダ 法人 262-0012 千葉県千葉市花見川区千種町７０－３ ㈲ライトスタッフ・ヤマダ 千葉県千葉市花見川区千種町７０－３

㈱ライフプランニング本社 横浜市保土ヶ谷区仏向町１３４８－１　富士見ハイツ２０３

㈱ライフプランニング横浜営業所 横浜市保土ヶ谷区星川１－１５－２５　井上コーポラス１０４

02－190918 2024/05/21 ㈱ランドマーク新潟 法人 950-1104 新潟県新潟市西区寺地５２８番地４ ㈱ランドマーク新潟 新潟県新潟市西区寺地５２８番地４
02－201061 2025/10/31 リーガルボード㈱ 法人 340-0034 埼玉県草加市氷川町２１０４番地１エンゼルビル５F 本社 埼玉県草加市氷川町２１０４－１エンゼルビル５Ｆ
02－190927 2024/06/21 ㈲ワールドワン・サイン 法人 242-0001 神奈川県大和市下鶴間５０３番１ ㈲ワールドワン・サイン 神奈川県大和市下鶴間５０３－１

㈱ワイズサイン 群馬県伊勢崎市三室町５８０８
㈱ワイズサイン東京支店 東京都中野区東中野４－９－２６キクヤビル２０１

02－211189 2026/11/01 ㈱ワタナベ工芸 法人 276-0024 千葉県四街道市鹿放ケ丘３２７ 株式会社ワタナベ工芸 千葉県四街道市鹿放ケ丘３２７

横浜市保土ヶ谷区仏向町１３４８番地１　富士見ハイツ２０３号02－180867

02－201080 2026/01/30

2023/12/02 ㈱ライフプランニング 法人

02－211173 2026/09/28

㈱ミケランジェロ 法人 590-0018 大阪府堺市堺区今池町六丁２番１７号

240-0044

群馬県伊勢崎市三室町５８０８番地㈱ワイズサイン 法人 379-2235
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01－211786 2027/01/15 ㈱アーテック 法人 270-0132 千葉県流山市駒木５２７番地の７２ ㈱アーテック 千葉県流山市駒木５２７－７２

01－171357 2023/01/20 ㈱アートスタジオ３０１ 法人 331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘１４７２番地 本社 埼玉県さいたま市西区大字中釘１４７２

01－201649 2025/12/17 アートタチバナ㈱ 法人 260-0022 千葉県千葉市中央区神明町２２番１号 アートタチバナ㈱ 千葉県千葉市中央区神明町２２－１
01－181462 2024/01/19 ㈱アートリバティ 法人 547-0003 大阪府大阪市平野区加美南四丁目４番３０号 ㈱アートリバティ 大阪府大阪市平野区加美南４－４－３０
01－201595 2025/06/17 ㈱アートルーム 法人 420-0882 静岡県静岡市葵区安東二丁目１４番１２号 静岡本社 静岡県静岡市葵区安東二丁目１４番１２号
01－201603 2025/07/05 ㈱アール工房 法人 351-0101 埼玉県和光市白子三丁目１８番１８号 ㈱アール工房 埼玉県和光市白子３－１８－１８

01-221887 2027/11/30 ㈱あいこう土地建物 法人 270-2252 千葉県松戸市千駄堀１０２４番地の２１ 株式会社あいこう土地建物 千葉県松戸市千駄堀１０２４－２１
01－211708 2026/07/11 ㈱アイ工芸 法人 173-0026 東京都板橋区中丸町５８番９号 本社 東京都板橋区中丸町５８番９号
01－211814 2027/03/13 ㈱アイ・サインサービス 法人 183-0055 東京都府中市府中町三丁目２０番地の６ ㈱アイ・サインサービス 東京都調布市飛田給１－３９－５
01－211714 2026/07/24 アイショット㈱ 法人 104-0061 東京都中央区銀座二丁目１４番６号第２松岡ビル３F アイショット㈱ 東京都中央区銀座二丁目１４番６号第２松岡ビル３F
01－191503 2024/07/16 ㈱アイツー 法人 278-0022 千葉県野田市山崎２７０１番地の１ ㈱アイツー 千葉県野田市山崎２７０１番地の１
01－211745 2026/09/26 ㈱アイハラ工房 法人 168-0063 東京都杉並区和泉四丁目４７番１４号 ㈱アイハラ工房 東京都杉並区和泉４－４７－１４

01－191518 2024/09/23 ㈱アイプラネット 法人 107-8619 東京都港区南青山一丁目１番１号 ㈱アイプラネット本社 東京都港区南青山一丁目１番１号
01－191490 2024/05/24 ㈱アイル 法人 266-0026 千葉県千葉市緑区古市場町７１５－１ 本社 千葉県千葉市緑区古市場町７１５－１

01－211697 2026/05/01 ㈱アイン 法人 236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－２２－１５ ㈱アイン本店 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－２２－１５
01－191482 2024/04/29 ㈱アキヤマ 法人 354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢６番地１ ㈱アキヤマ 朝霞工場 埼玉県朝霞市膝折町３－２－５０
01－181421 2023/09/17 ㈲アクティヴサインシステム 法人 240-0006 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川二丁目９番２号ミュージアムコートＹ’ｓ１０Ｂ号室 ㈲アクティブサインシステム 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川二丁目９番２号ミュージアムコートＹ’ｓ１０Ｂ号室

㈱アコースト・コーポレーション本店 東京都千代田区神田小川町２－４－１６
㈱アコースト・コーポレーション京都支店 京都府京都市下京区中堂寺栗田町９３
㈱アコースト・コーポレーション神戸支店 兵庫県神戸市中央区港島中町６－１

01－211728 2026/08/28 ㈱アサヒファシリティズ 法人 136-0076 東京都江東区新砂一丁目３番３号 東京本店 東京都江東区新砂１－３－３
01－191477 2024/04/08 ㈲アズマネオン 法人 285-0927 千葉県印旛郡酒々井町酒々井１２７番地 ㈲アズマネオン 千葉県印旛郡酒々井町尾上１２３－４
01－171373 2023/03/03 ㈱アテナ工芸 法人 376-0001 群馬県桐生市菱町一丁目４７０番地 ㈱アテナ工芸 群馬県桐生市菱町１－４７０
01－201593 2025/06/14 アドオン㈱ 法人 230-0002 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町６番１２号 アドオン㈱本社 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町６－１２
01－221849 2027/07/18 ㈱アドスター 法人 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺二丁目３番８号 株式会社アドスター 大阪府大阪市平野区長吉川辺２－３－８
01－191552 2025/02/02 ㈱アドニック 法人 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町四丁目４番７号 本社 大阪府大阪市中央区瓦町４－４－７
01－221834 2027/05/14 ㈱アドプラネット 法人 101-0065 東京都千代田区西神田三丁目５番３号 株式会社アドプラネット 東京都千代田区西神田３－５－３　ラ・トゥール千代田１９１１号

01－191483 2024/04/29 ㈱アドマスター 法人 299-1161 千葉県君津市北子安六丁目１９番３４号 ㈱アドマスター 千葉県君津市北子安６－１９－３４
01－221864 2027/08/21 ㈲アド・マルコー 法人 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡一丁目２７番２号 ㈲アド・マルコー 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1－２７－２
01－211747 2026/10/02 ㈱アドユニオン 法人 503-0931 岐阜県大垣市本今三丁目２００番地 本社 岐阜県大垣市本今３丁目２００番地
01－201651 2026/01/04 ㈱アトラス 法人 208-0034 東京都武蔵村山市残堀一丁目６５番地の１ 本社 東京都武蔵村山市残堀１－６５－１
01－191516 2024/09/10 アフィックス㈱ 法人 173-0004 東京都板橋区板橋一丁目１０番９号 アフィックス㈱本社 東京都板橋区板橋１－１２－４
01－211744 2026/09/26 ㈱アプトサイン 法人980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町７番３２号 本社 宮城県仙台市青葉区二日町７－３２勾当台ハイツ１０１２
01－181425 2023/09/19 ㈱アルク 法人 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林二丁目３番２６号 ㈱アルク 大阪府大阪市東住吉区今林２－３－２６
01－171367 2023/02/07 ㈲アルス綜合工房 法人 206-0801 東京都稲城市大丸４２５番地２ ㈲アルス綜合工房 東京都稲城市大丸４２５－２
01－181408 2023/07/17 ㈱アルセス 法人 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西一丁目７番１５号 ㈱アルセス 東京都渋谷区恵比寿西一丁目７番１５号
01－191481 2024/04/23 ㈱イーグル産業 法人 350-1101 埼玉県川越市的場一丁目２６番地８ ㈱イーグル産業 埼玉県川越市的場１－２６－８
01－181429 2023/11/04 飯田　茂夫 個人 262-0012 千葉県千葉市花見川区千種町３３１－１６ 飯田　茂夫 千葉県千葉市花見川区千種町３３１－１６
01－201669 2026/03/06 ㈱イサミヤ 法人 101-0021 東京都千代田区外神田三丁目８番５号 ㈱イサミヤ 東京都千代田区外神田３－８－５
01－181419 2023/08/27 ㈱石川街路灯 法人 289-2511 千葉県旭市イの１６９５番地３ ㈱石川街路灯 千葉県旭市イの１６９５番地３
01－221859 2027/08/02 ㈱イシカワ広告社 法人 234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下六丁目20番6号 株式会社イシカワ広告社 神奈川県横浜市港南区笹下６－２０－６
01－181399 2023/06/20 ㈲樹サイン 法人 353-0001 埼玉県志木市上宗岡三丁目６番１８号 ㈲樹サイン 埼玉県志木市上宗岡３－６－１８

01－201585 2025/05/26 怡土　世治 個人 178-0061 東京都練馬区大泉学園町８丁目２番１９－２０４号 サインズクラフト 東京都練馬区大泉学園町８－２－１９－２０４

01－201670 2026/03/09 イナバインターナショナル㈱ 法人 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西一丁目１０番１１号 イナバインターナショナル㈱ 東京都渋谷区恵比寿西１－１０－１１

01－211712 2026/07/13 イベンタス㈱ 法人 135-0007 東京都江東区新大橋二丁目１３番１１号 イベンタス㈱ 東京都江東区新大橋二丁目１３番１１号

01－211723 2026/09/03 ㈱イワキ工芸社 法人 264-0017 千葉県千葉市若葉区加曽利町１５５２番地１号 ㈱イワキ工芸社 千葉県千葉市若葉区加曽利町１５５２－１

01－211699 2026/05/29 ㈱インターフェースプロダクツ 法人 113-0034 東京都文京区湯島三丁目２１番４号 ㈱インターフェースプロダクツ本社 東京都文京区湯島３－２１－４

01－181401 2023/06/26 ㈲ヴァリュー 法人 110-0015 東京都台東区東上野３－１０－４ 本社 東京都台東区東上野３－１０－４

01－201667 2026/03/06 ㈱ヴァンサインシステム 法人 422-8055 静岡県静岡市駿河区寿町１７番２８号 ㈱ヴァンサインシステム 静岡県静岡市駿河区寿町１７番２８号
01－191523 2024/10/01 ㈱ｖｉｖｏｒａ 法人 103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目５番３号 ㈱ｖｉｖｏｒａ 東京都中央区日本橋馬喰町１－５－３陽光日本橋馬喰町ビル７階

01－181464 2024/01/30 ㈲上村工芸 法人 116-0012 東京都荒川区東尾久一丁目１２番６号 ㈲上村工芸 東京都荒川区東尾久一丁目１２番６号
01－201590 2025/06/04 ㈱ＡＢ企画 法人 981-1241 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口南３７番地の１ ㈱ＡＢ企画本社 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口南３７番地の１
01－181456 2023/12/19 ㈱ＡＲＡホールディングス 法人 252-0101 神奈川県相模原市緑区町屋一丁目８番１５号 ㈱ＡＲＡホールディングス 神奈川県相模原市緑区町屋１－８－１５
01－201614 2025/08/06 ㈲Ａ・Ｃ・Ｓ 法人 284-0024 千葉県四街道市旭ケ丘一丁目１２番１３号 本社 千葉県四街道市旭ケ丘１丁目１２番１３号

東京都千代田区神田小川町二丁目４番地１６号

千葉県屋外広告業者更新登録一覧（あいうえお順）

01－191530 2024/10/29 ㈱アコースト・コーポレーション 法人 101-0052
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01－201620 2025/08/30 エージーエス㈱ 法人 064-0806 北海道札幌市中央区南六条西三丁目６番地３３ＡＧＳ６・３ビル エージーエス㈱ 北海道札幌市中央区南六条西三丁目６番地３３ＡＧＳ６・３ビル

01－201578 2025/05/17 ㈱英建 法人 150-0031 東京都渋谷区桜丘町３０番４号 ㈱英建 東京都渋谷区桜丘町３０－４アジアビル４０１

01－211787 2027/01/17 ㈱エイムクリエイツ 法人 164-0001 東京都中野区中野三丁目３４番２８号 ㈱エイムクリエイツ 東京都中野区中野三丁目３４番２８号

01－211780 2026/12/19 栄和サインシステム㈱ 法人 061-3244 北海道石狩市新港南二丁目７２１番地５ 本社 北海道石狩市新港南２丁目７２１番地５

01-221838 2027/05/28 ㈱エクセル企画 法人 134-0083 東京都江戸川区中葛西五丁目８番２号 株式会社エクセル企画　船橋営業所 千葉県船橋市楠が山町６１番地１２０

赤坂事務所 東京都港区赤坂５－５－９第７セイコービル６階

戸田工場 埼玉県戸田市氷川町２－５－２

01－201573 2025/04/23 ㈱エスアール・プラン 法人 371-0007 群馬県前橋市上泉町２８８７番地４ 本社 群馬県前橋市上泉町２８８７番地４
01－191498 2024/07/03 ㈱エスクラフト 法人 332-0011 埼玉県川口市元郷一丁目１番８号 本社 埼玉県川口市元郷１－１ー８
01－201611 2025/08/02 ㈱Ｓ．Ｐ．ＣＯＭ 法人 214-0003 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤三丁目１７番１号 ㈱Ｓ．Ｐ．ＣＯＭ 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤三丁目１７番１２号

01－201581 2025/05/17 ㈱ＥＤＧＥ 法人 171-0014 東京都豊島区池袋二丁目４８番１号信友山の手池袋ビル５階 ㈱ＥＤＧＥ 東京都豊島区池袋２－４８－１信友山の手池袋ビル５階

01－221826 2027/04/12 ㈱エヌケー 法人 343-0047 埼玉県越谷市大字弥十郎３６９番地３ 株式会社エヌケー　本店 埼玉県越谷市大字弥十郎３６９ー３

01－221823 2027/04/06 ｎｋｓ㈱ 法人 123-0873 東京都足立区扇一丁目１０番７号 ｎｋｓ株式会社 東京都足立区扇１－１０－７

01－181383 2023/04/11 ㈱エヌ・メディア 法人 104-0061 東京都中央区銀座三丁目４番５号 ㈱エヌ・メディア 東京都中央区銀座３－４－５

01－211813 2027/03/14 ㈱エヌライズ 法人 136-0071 東京都江東区亀戸一丁目２５番１２号 ㈱エヌライズ 東京都江東区亀戸１－２５－１２－６０１

01－211703 2026/06/12 ㈱榎研企画 法人 333-0844 埼玉県川口市上青木一丁目２４番２１号 ㈱榎研企画 埼玉県川口市上青木１－２４－２１

01－201623 2025/09/10 ㈱エムアンドエムワークス 法人 500-8263 岐阜県岐阜市茜部新所三丁目３５番地１ ㈱エムアンドエムワークス 岐阜県岐阜市茜部新所３丁目３５－１

01－211680 2026/04/04 ㈱エム・エス・ティ 法人 103-0004 東京都中央区東日本橋２丁目１５番５号 本店 東京都中央区東日本橋２丁目１５番５号

01－211762 2026/11/14 エムシードゥコー㈱ 法人 101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目２３番地 エムシードゥコー株式会社 東京都千代田区神田錦町３－２３

01-221876 2027/10/11 ㈲エムティーサイン工房 法人 332-0035 埼玉県川口市西青木二丁目１５番２６－１００５号 有限会社エムティーサイン工房 埼玉県川口市西青木二丁目１５番２６－１００５号

01－211734 2026/09/07 ㈱オーク・インテリジェンス 法人 260-0833 千葉県千葉市中央区稲荷町一丁目９番６６号 ㈱オーク・インテリジェンス 千葉県千葉市中央区稲荷町１－９－６６
01－181461 2024/01/16 ㈱オークリンク 法人 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１７番３号９０２号室 ㈱オークリンク 東京都中央区日本橋茅場町２－１７－３　ブルーハイツ茅場町９０２

01-221879 2027/10/18 ㈱オールマイティー 法人 162-0812 東京都新宿区西五軒町８－１０ 株式会社オールマイティー　本社 東京都新宿区西五軒町８－１０臼井ビル６階
01－201640 2025/11/09 大江戸広業㈱ 法人 130-0022 東京都墨田区江東橋二丁目１２番８号 大江戸広業株式会社 東京都墨田区江東橋２－１２－８

01－181381 2023/04/10 ㈱大友工芸 法人 192-0375 東京都八王子市鑓水２１１２番地２ ㈱大友工芸 東京都八王子市鑓水２１１２－２
01－211766 2026/11/13 大林ファシリティーズ㈱ 法人 101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目６番地 大林ファシリティーズ㈱東京支店 東京都千代田区神田錦町１－６
01－181455 2023/12/18 岡本　修一 個人 300-0425 茨城県稲敷郡美浦村大字興津６４７番地６ 日電アート社 茨城県稲敷郡美浦村信太字信太原２８７６－１６
01－211761 2026/10/30 ㈱おどろき 法人 734-0055 広島県広島市南区向洋新町一丁目２０番８号 ㈱おどろき　東京オフィス 東京都品川区平塚２－１７－７
01－181388 2023/05/15 ㈱ＫＡＫＩＭＯＴＯ 法人 143-0012 東京都大田区大森東４－３８－８ ㈱ＫＡＫＩＭＯＴＯ 東京都大田区大森東４－３８－８
01－191543 2024/12/24 鹿島建設㈱ 法人 107-8388 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 鹿島建設㈱東京建築支店 東京都港区元赤坂１－３－８
01－191564 2025/03/22 ㈱川越サイン 法人 240-0036 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘一丁目１９番１号 ㈱川越サイン 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘１－１９－１

01-201653 2026/01/13 ㈱河嶋工芸 法人 310-0845 茨城県水戸市吉沢町７３９番地の２ ㈱河嶋工芸 茨城県水戸市吉沢町７３９－２
01－181452 2023/12/10 ㈲環境造形東京 法人 183-0031 東京都府中市西府町一丁目３２番地の１ ㈲環境造形東京 東京都多摩市中沢２－３－３
01－191486 2024/05/20 ㈲関東秋南企画 法人 322-0026 栃木県鹿沼市茂呂２６１６番地３ ㈲関東秋南企画 栃木県鹿沼市茂呂２６１６－３
01-221858 2027/08/01 関東電装企画㈱ 法人 285-0841 千葉県佐倉市下志津１１２８番地１３ 関東電装企画株式会社 千葉県佐倉市下志津１１２８－１３
01－211790 2027/01/31 ㈱看板市場 法人 224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２２０番地 株式会社看板市場 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２２０番地

01-211731 2026/08/31 ㈲キクチ工芸 法人 174-0046 東京都板橋区蓮根二丁目８番２２号 本社 東京都板橋区蓮根２－８－２２

01-211806 2027/03/02 協栄黒板㈱ 法人 311-2421 茨城県潮来市辻２２７５番地２ 協栄黒板株式会社 茨城県潮来市辻２２７５番２

01－211792 2027/02/02 ㈱協栄社 法人 950-1236 新潟県新潟市南区高井東三丁目８６７番地３ ㈱協栄社 新潟県新潟市南区高井三丁目８６７－３

01-211690 2026/04/19 ㈱共同エージェンシー 法人 111-0056 東京都台東区小島二丁目８番５号 ㈱共同エージェンシー 東京都台東区小島二丁目８番５号
01－191485 2024/05/19 ㈲協同プラスチック 法人 467-0874 愛知県名古屋市瑞穂区太田町一丁目１７番地 ㈲協同プラスチック 愛知県名古屋市瑞穂区太田町一丁目１７番地

本社 三重県桑名市大字江場４８１
大阪営業所 大阪府大阪市中央区東平２－３－９　ＲＳビル上六８階

01-211755 2026/10/18 ㈱クラウドポイント 法人 150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目１６番１号 本社 東京都渋谷区渋谷２－１６－１

01-211679 2026/04/04 ㈱クリスマス・カンパニー 法人 104-0051 東京都中央区佃二丁目１１番６号ザ・クレストタワー１３１３号室 ㈱クリスマス・カンパニー　千葉営業所 千葉県長生郡白子町剃金字塩濱２７３０－６－１３１３

01-201600 2025/07/01 ㈱グリーンクロス 法人 810-0033 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 ㈱グリーンクロスグリーンメディア事業部東京本部 東京都中央区新川２－１３－１０新川ビル８階

01-191514 2024/09/09 ㈱クレイン工芸社 法人 490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條字笠見立３４番地の１ 本社 愛知県海部郡大治町大字西條字笠見立３４番地の１
01-201615 2025/08/09 ㈱クレド 法人 151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目２３番１号ニューステイトメナー２０３ 本社 東京都渋谷区代々木２－２３－１－２０３

株式会社クロコシクラフト 千葉県市川市南八幡２－５－２５

江戸川事務所 東京都江戸川区松江２－２６－５

01－181380 2023/04/03 ㈱グロリア工芸　 法人 252-0801 神奈川県藤沢市長後１１７３番地 ㈱グロリア工芸 神奈川県藤沢市長後１１７３

01－191531 2024/11/12 ㈱クローバー 法人 337-0031 埼玉県さいたま市見沼区大字笹丸４４番地１ ㈱クローバー 埼玉県さいたま市見沼区大字笹丸４４－１
01-221883 2027/11/01 ㈱ケー・エヌプランニング 法人 544-0013 大阪府大阪市生野区巽中二丁目２２番３５号 本社 大阪府大阪市生野区巽中二丁目２２番３５号

三重県桑名市大字江場４８１番地

東京都練馬区下石神井六丁目４４番７号

2025/03/26 法人 511-0836㈱金星堂

法人 177-004201-211718 2026/07/31

01－191569

㈱エス・アイ・エス

01－211803 2027/03/01 ㈱クロコシクラフト 法人 272-0023 千葉県市川市南八幡二丁目５番２５号
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01-211684 2026/04/13 ㈲ケイプランニング 法人 289-1724 千葉県山武郡横芝光町原方１３５４番地の１ ㈱ケイプランニング 千葉県山武郡横芝光町原方１３５４－１

01－191508 2024/08/04 ㈱京王エージェンシー 法人 163-0867 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 ㈱京王エージェンシー 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号新宿ＮＳビル２３階

01－181390 2023/05/21 ㈱コイデ企画 法人 260-0001 千葉県千葉市中央区都町三丁目７番３号　第三内山ビル１階 ㈱コイデ企画 千葉県千葉市中央区都町３－７－３　第３内山ビル１０１号

01－181435 2023/10/23 ㈱コーエイ 法人 110-0015 東京都台東区東上野一丁目６番２号 ㈱コーエイ 東京都台東区東上野１－６－２　東陽ビル３階
01－211794 2027/02/06 ㈱広報社 法人 310-0841 茨城県水戸市酒門町字西割４３４２番地の１ 株式会社広報社 茨城県水戸市酒門町字西割４３４２－１
01－181387 2023/04/25 ㈱広告商事 法人 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目４番８号 ㈱広告商事 大阪府大阪市中央区久太郎町１－４－８
01－181436 2023/10/23 ㈱ゴートップ 法人 515-0053 三重県松阪市広陽町４１番地１ ㈱ゴートップ東京営業所 東京都千代田区大手町２丁目６番２号ＪＯＢ　ＨＵＢ ＳＱＵＡＲＥ　１０Ｆ

01-201657 2026/01/27 ㈱光伸プランニング 法人 150-0021 東京都渋谷区神宮前六丁目２５番１６号 本社 東京都渋谷区神宮前６－２５－１６

01-211698 2026/06/07 ㈱廣洋 法人 101-0041 東京都千代田区神田須田町二丁目８番地 ㈱廣洋 東京都千代田区神田須田町２－８ＡＳＫビル３階

本店営業部 栃木県宇都宮市鶴田町３２０４－８

前橋支店 群馬県前橋市千代田町４－２０－６

水戸支店 茨城県水戸市大工町３－３－２４

01-201665 2026/02/25 ㈱コスモ企画 法人 206-0001 東京都多摩市和田２０１５番地の４聖蹟桜ヶ丘和田ハウスＷ１０2 ㈱コスモ企画 東京都多摩市和田２０１５番地の４聖蹟桜ヶ丘和田ハウスＷ１０２

01－181392 2023/05/26 ㈱小室製作所 法人 273-0853 千葉県船橋市金杉４－１６－６ ㈱小室製作所 千葉県船橋市金杉４－１６－６

01-201591 2025/06/08 ㈲コンピューター工房 法人 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前８番２２号 ㈲コンピューター工房 大阪府大阪市中央区難波千日前８－２２

01-221822 2027/04/06 ㈲サイネスト 法人 285-0854 千葉県佐倉市上座５５９番地９６ 有限会社サイネスト 千葉県佐倉市上座５５９－９６

01-221865 2027/09/03 ㈲サイン 法人 290-0056 千葉県市原市五井９２７番地 ㈲サイン 千葉県市原市五井９２７番地

01-211704 2026/06/15 ㈲サイン計画 法人 275-0026 千葉県習志野市谷津七丁目１２番３９号 ㈲サイン計画 千葉県習志野市谷津７－１２－３９－１０２

01－221819 2027/04/02 ㈱サインハーツ 法人 358-0026 埼玉県入間市大字小谷田６７８番地５ 株式会社サインハーツ 埼玉県入間市大字小谷田６７８番地５

01-211733 2026/09/14 ㈱サトペン 法人 297-0037 千葉県茂原市早野９７２番地 ㈱サトペン 千葉県茂原市早野９７２番地

01-211756 2026/10/19 ㈱サンエース 法人 121-0831 東京都足立区舎人五丁目１７番９号 ㈱サンエース 東京都足立区舎人５－１７－９

01-201631 2025/10/13 サンクデザイン㈱ 法人 111-0054 東京都台東区鳥越一丁目２２番５号 本社 東京都台東区鳥越一丁目２２番５号

01－171374 2023/03/10 三王工業㈱ 法人 110-0016 東京都台東区台東三丁目１２番７号 三王工業㈱　本社 東京都台東区台東３－１２－７

01－181449 2023/11/27 ㈱三美堂 法人 171-0052 東京都豊島区南長崎六丁目１６番１号 ㈱三美堂 東京都豊島区南長崎６－１６ー１

01－191513 2024/09/03 ㈱三報社 法人 264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町１２８８番地３ ㈱三報社 千葉県千葉市若葉区小倉町１２８８－３

01-221871 2027/09/25 ㈲サンヨー工芸 法人 132-0023 東京都江戸川区西一之江四丁目２番８－７０７号 ㈲サンヨー工芸 東京都江戸川区西一之江四丁目２番８－７０７号

01-221821 2027/04/03 ㈱サンリーク 法人 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂三丁目２番１９号 株式会社サンリーク 千葉県千葉市美浜区真砂３－２－１９

01－221833 2027/05/11 ㈱サンリツ 法人 146-0082 東京都大田区池上七丁目２１番４号 株式会社サンリツ 東京都大田区池上七丁目２１番４号

01－171359 2023/01/27 ㈱三和商工 法人 343-0804 埼玉県越谷市大字南荻島２１４１番地１ ㈱三和商工　 埼玉県越谷市大字南荻島２１４１－１

01－181379 2023/04/20 ㈱ＣＳコーポレイション　 法人 950-0924 新潟県新潟市中央区美の里１７番８号 ㈱ＣＳコーポレイション 新潟県新潟市中央区美の里１７－８
01－191476 2024/04/02 ㈱ＧＸコーポレーション 法人 124-0014 東京都葛飾区東四つ木四丁目４４番１５号 ㈱ＧＸコーポレーション 東京都葛飾区東四つ木四丁目４４番１５号
01－181451 2023/12/03 Ｇ－Ｓｍａｔｔ　Ｊａｐａｎ㈱ 法人 151-0061 東京都渋谷区初台１－４６－３ Ｇ－Ｓｍａｔｔ　Ｊａｐａｎ㈱ 東京都渋谷区初台１－４６－３　シモモトビル１階
01－181427 2023/10/02 Ｃ２Ｓ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ㈱ 法人 162-0818 東京都新宿区築地町９番地 本店 東京都新宿区築地町９番地
01－191528 2024/10/23 ㈱ジー・ツー・サイン 法人 566-0054 大阪府摂津市鳥飼八防一丁目２２番１０号 ㈱ジー・ツー・サイン 大阪府摂津市鳥飼八防１－２２－１０－６０２

01－211802 2027/02/28 ㈱シミズ・ビルライフケア 法人 104-0031 東京都中央区京橋二丁目１０番２号 ㈱シミズ・ビルライフケア　本店 東京都中央区京橋二丁目１０番２号

01－171368 2023/02/12 ㈲志村ネオン 法人 332-0001 埼玉県川口市朝日五丁目９番２３号 ㈲志村ネオン 埼玉県川口市朝日５－９－２３

01-211701 2026/06/23 ㈲集創社 法人 329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町２１３０－１２ ㈲集創社本店 栃木県宇都宮市下岡本町２１３０－１２

01－181420 2023/09/01 昭栄㈱ 法人 270-0014 千葉県松戸市小金３１１番地 昭栄㈱本店 千葉県松戸市小金３１１

01－191499 2024/07/08 上毛ネオン㈱ 法人 370-2451 群馬県富岡市宇田１６１番地１ 上毛ネオン㈱ 群馬県富岡市宇田１６１－１

01－191554 2025/02/04 ㈲シルクプランニング 法人 950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野四丁目１０番１２号 ㈲シルクプランニング 新潟県新潟市中央区鳥屋野４－１０－１２

01－181382 2023/04/10 シルバーメイキング㈱ 法人 770-0873 徳島県徳島市東沖洲二丁目１番地１１ シルバーメイキング㈱　東京営業所 東京都千代田区神田平河町１番地　第三東ビル６０１－２５

東京本社 東京都新宿区若葉一丁目２２番地

沼津工場 静岡県沼津市足高２９４－３１

01-211692 2026/04/19 スカイ・アド㈱ 法人 132-0025 東京都江戸川区松江六丁目５番２１号１Ｆ スカイ・アド㈱ 東京都江戸川区松江６－５－２１－１Ｆ

01-201638 2025/11/05 ㈱スクーデリア 法人 310-0913 茨城県水戸市見川町２５６３番地の６１ ㈱スクーデリア 茨城県水戸市見川町２５６３－６１

01－201577 2025/05/06 ㈱スクラム 法人 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町４－１福原ビル３Ｆ ㈱スクラム 東京都中央区日本橋大伝馬町４－１福原ビル３Ｆ
01－191501 2024/07/14 ㈱スズキ工芸 法人 431-3101 静岡県浜松市東区豊町１９９６番地の１ ㈱スズキ工芸 静岡県浜松市東区豊町１９９６－１

01-211693 2026/04/23 ㈲須田工業　 法人 272-0141 千葉県市川市香取二丁目１４番５号 ㈲須田工業　 千葉県市川市香取２－１４－５

01－181474 2024/03/19 ㈱スタジオ彩 法人 135-0016 東京都江東区東陽一丁目１５番６号 ㈱スタジオ彩 東京都江東区東陽１丁目１５番６号

01-201646 2025/12/07 ㈱スタジオマイノリティ 法人 135-0007 東京都江東区新大橋三丁目１７番１０号 ㈱スタジオマイノリティ 東京都江東区新大橋３－１７－１０ー１階

01-201643 2025/11/29 ㈱スタジオムンド 法人 134-0086 東京都江戸川区臨海町三丁目６番２号 ㈱スタジオムンド 東京都江戸川区臨海町３－６－２

01-201645 2025/12/02 スタッフナインハット㈱ 法人 104-0061 東京都中央区銀座三丁目１４番１６号　第２ミズホビル 本社 東京都中央区銀座３－１４－１６　第２ミズホビル６Ｆ

栃木県宇都宮市本町４番１２号2024/07/30 ㈱五光 法人 320-0033

160-0011 東京都新宿区若葉一丁目２２番地01-201632 2025/10/18 新日本創業㈱ 法人

01－191506
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01-211706 2026/06/20 ㈱ステッチ 法人 371-0821 群馬県前橋市広瀬町三丁目２番地１５ ㈱ステッチ本社 群馬県前橋市広瀬町３－２－１５
01－191558 2025/02/19 ㈱ステップ・エスピー 法人 104-0042 東京都中央区入船二丁目９番５号 ㈱ステップ・エスピー 東京都中央区入船二丁目９番５号
01－211817 2027/03/23 ㈱ストッパー 法人 341-0037 埼玉県三郷市高洲二丁目６４番地１ 本店 埼玉県三郷市高洲二丁目６４番地１
01－191559 2025/02/19 ㈱ＳＰＥＣ 法人 160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目３番１０号２１山京ビル７０２号 ㈱ＳＰＥＣ 東京都新宿区西新宿七丁目３番１０号２１山京ビル７０２
01－181442 2023/11/17 ㈱セイユー 法人 702-8035 岡山県岡山市南区福浜町４番地５号 ㈱セイユー 岡山県岡山市南区福浜町４番地５号

01-221872 2027/10/02 ㈱セブンサービス企画装飾 法人 279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号 ㈱セブンサービス企画装飾 千葉県浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号

01－201628 2025/09/28 ㈱ゼロ 法人 400-0851 山梨県甲府市住吉四丁目６番２４号 ㈱ゼロ 山梨県甲府市住吉四丁目６番２４号

01-201655 2026/01/20 ㈱ゼロツー 法人 136-0071 東京都江東区亀戸六丁目３番２号寺島ビル２階 ㈱ゼロツー 東京都江東区亀戸６－３－２寺島ビル２階

01-211720 2026/08/07 ㈱宣興 法人 330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町３０４番地の１ ㈱宣興 埼玉県さいたま市大宮区上小町３０４－１

01－191491 2024/05/27 ㈲千字文工芸 法人 981-3203 宮城県仙台市泉区高森六丁目１番地の７ 本社 宮城県仙台市泉区高森六丁目１番地の７

01－171365 2023/02/07 ㈱船場 法人 105-0023 東京都港区芝浦一丁目２番３号 株式会社船場 東京都港区芝浦１－２－３

01-211715 2026/07/24 ㈱ソロ 法人 224-0026 神奈川県横浜市都筑区南山田町４０６７番地 ㈱ソロ 神奈川県横浜市都筑区南山田町４０６７番地

01-221866 2027/09/03 ㈱ソンザイクリエイト 法人 105-0021 東京都港区東新橋二丁目１０番７号２F 本社 東京都港区東新橋二丁目１０番７号２F

01-221880 2027/10/22 ㈱第一広房ＴＯＫＹＯ 法人 170-0013 東京都豊島区東池袋二丁目２３番２号ＵＢＧ東池袋ビル７Ｆ 本店 東京都豊島区東池袋二丁目２３番２号ＵＢＧ東池袋ビル７Ｆ

01-221890 2027/12/03 ㈲大栄企画 法人 300-2436 茨城県つくばみらい市絹の台五丁目１番１ 本社 茨城県つくばみらい市絹の台五丁目１番地１

01-211730 2026/08/30 ㈱大広社 法人 256-0812 神奈川県小田原市国府津２６９９番地６ ㈱大広社 神奈川県小田原市国府津２６９９－６
01－181402 2023/07/03 ㈱ダイス 法人 277-0042 千葉県柏市逆井根切１２１８ ㈱ダイス 千葉県柏市逆井根切１２１８

01－191547 2025/01/15 ㈱ダイス 法人 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目５番１１号 ㈱ダイス 東京都中央区日本橋堀留町一丁目５番１１号　１Ｆ

01－211754 2026/10/18 ㈱大橙社 法人 529-1444 滋賀県東近江市五個荘石塚町２０２番地 本社 滋賀県東近江市五個荘石塚町２０２番地

01－181391 2023/06/01 大日本印刷㈱ 法人 162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 建築管理センター 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号

01-211758 2026/10/23 ㈱ダイユウコーポレーション 法人 150-0013 東京都渋谷区恵比寿３－３３－６ ㈱ダイユウコーポレーション 東京都渋谷区恵比寿３－３３－６

01－181406 2023/07/09 ㈲タカハシ工芸 法人 342-0024 埼玉県吉川市大字半割２８４－３ ㈲タカハシ工芸 埼玉県吉川市大字半割２８４－３

01-201656 2026/01/24 ㈲たくみ 法人 116-0012 東京都荒川区東尾久８丁目２０番７号 本社 東京都荒川区東尾久８丁目２０番７号
01－191536 2024/12/04 武田シート工業㈲ 法人 264-0028 千葉県千葉市若葉区桜木六丁目５番３号 武田シート工業㈲ 千葉県千葉市若葉区桜木６－５－３

東京本店 東京都江東区新砂１－１－１
東関東支店 千葉県千葉市中央区中央港１－１６－１

01-211769 2026/11/15 ㈱タテイシ広美社 法人 726-0025 広島県府中市河南町１１４番地 株式会社タテイシ広美社 広島県府中市河南町１１４
01-211753 2026/10/18 ㈱タナカ 法人 300-4115 茨城県土浦市藤沢３４９５番地１ 東京支社 東京都千代田区神田東松下町１７番地
01-211748 2026/09/28 ㈱丹青社 法人 108-8220 東京都港区港南一丁目２番７０号 本社 東京都港区港南一丁目２番７０号
01-211760 2026/10/25 ㈲千葉メディア 法人 289-0305 千葉県香取市分郷２１８－１　２階 ㈲千葉メディア 千葉県香取市分郷２１８－１　２階
01－181441 2023/11/13 ㈱ディオスエンターテインメント 法人 963-0104 福島県郡山市安積町南長久保一丁目５２番地の４ ㈱ディオスエンターテインメント 福島県郡山市田村町金屋字新家２９－１

01－191548 2025/01/21 ㈱ティ・ハーツ 法人 816-0912 福岡県大野城市御笠川一丁目３番１５号 ㈱ティ・ハーツ東京営業所 東京都台東区東上野１丁目２２－５　中村ビル１階
01－191526 2024/10/21 ディーピーアイ㈱ 法人 160-0004 東京都新宿区四谷四丁目３番２９号 本社 東京都新宿区四谷四丁目３番２９号　伸治ビル８階
01－171370 2023/02/26 ㈱ディーピーエム 法人 566-0045 大阪府摂津市南別府町３番１１号 本社 大阪府摂津市南別府町３－１１

大阪本社 大阪府吹田市岸部南３－６－１５

東京本社 東京都品川区西五反田七丁目１７番３号五反田第二長岡ビル１階

01－201647 2025/12/07 デコラテックジャパン㈱ 法人 432-8006 静岡県浜松市西区大久保町１２８１番地 東京支店 東京都大田区下丸子２－２６－４

01-211795 2027/02/09 Ｄｅｓｉｇｎ・親方㈱ 法人 108-0023 東京都港区芝浦三丁目１０番６号 本店 東京都港区芝浦三丁目１０番６－１１０４号

01－201597 2025/06/25 ㈱デザインファクトリー 法人 279-8583 千葉県浦安市美浜一丁目８番１号 ㈱デザインファクトリー 千葉県浦安市美浜一丁目８番１号

01－181422 2023/09/04 ㈱デザインラボ 法人 501-6023 岐阜県各務原市川島小網町２１４６番地の４２ 本社 岐阜県各務原市川島小網町２１４６－４２

01-221889 2027/12/03 テン工業㈱ 法人 552-0001 大阪府大阪市港区波除二丁目７番２３号 東京支店 東京都中央区八丁堀３－６－６　アド京橋ビル６階

01－191478 2024/04/10 ㈱電通イベントオペレーションズ 法人 100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号 ㈱電通イベントオペレーションズ 東京都千代田区内幸町１－５－３

01－211732 2026/09/14 ㈱電通東日本 法人 105-0004 東京都港区新橋四丁目２１番３号 千葉支社 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１ＷＢＧマリブウエスト

01－201613 2025/08/04 ㈱電通ライブ 法人 100-8508 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号 株式会社電通ライブ　本社 東京都千代田区内幸町１－５－３

01－211689 2026/04/14 ㈲店舗システムサービス 法人 285-0811 千葉県佐倉市表町四丁目７番地８ ㈲店舗システムサービス 千葉県佐倉市表町４－７－８
01－191541 2024/12/17 ㈲天祐堂 法人 179-0074 東京都練馬区春日町三丁目３４番１２号 ㈲天祐堂 東京都練馬区春日町３－３４－１２
01－181378 2023/04/02 トーカイネオン㈱ 法人 421-0131 静岡県静岡市駿河区手越原５３番地 トーカイネオン㈱ 静岡県静岡市駿河区手越原５３番地

01-221862 2027/08/20 トーヨー産業㈱ 法人 289-1104 千葉県八街市文違３０１番地２７４６ トーヨー産業㈱ 千葉県八街市文違３０１番地２７４６
01－211702 2026/06/09 ㈱toi 法人 251-0004 神奈川県藤沢市藤が岡二丁目１０番１６号 ㈱toi 神奈川県藤沢市藤が岡２－１０－１６
01－181434 2023/10/20 ㈱東京タカラ商会 法人 170-0013 東京都豊島区東池袋三丁目１０番６号 ㈱東京タカラ商会 東京都豊島区東池袋３－１０－６
01－211781 2026/12/19 東京ネオン㈱ 法人 140-0013 東京都品川区南大井六丁目４番２２号 本社 東京都品川区南大井６－４－２２
01－181413 2023/07/28 東電タウンプランニング㈱ 法人 105-0022 東京都港区海岸一丁目１１番１号 東電タウンプランニング㈱千葉総支社 千葉県千葉市中央区汐見丘町２４－２

2025/03/23 ㈱竹中工務店 法人541-0053

大阪府吹田市岸部南三丁目６番１５号564-0011

大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号01－191567

法人デコラティブシステム㈱2027/06/2601-221844
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千葉県屋外広告業者更新登録一覧（あいうえお順）

株式会社東和広告システム 群馬県桐生市境野町７丁目５０－１
埼玉営業所 埼玉県加須市騎西３１－１

01－191484 2024/05/18 ㈱トコデン 法人 359-0002 埼玉県所沢市大字中富１０３８番地２ 本社 埼玉県所沢市大字中富１０３８番地２
情報コミュニケーション事業本部 東京都文京区水道１－３－３
生活・産業事業本部　環境デザイン事業部 東京都台東区台東１－５－１

01－211772 2026/11/23 ㈱トッパンテクノ 法人 110-0016 東京都台東区台東一丁目５番１号 ㈱トッパンテクノ 東京都板橋区志村一丁目１８番４号
01-201616 2025/08/18 ㈲トップ寺社総合企画 法人 311-2423 茨城県潮来市日の出四丁目７番１５号 ㈲トップ寺社総合企画 東京都多摩市関戸２－２２－８－２０５

01-211691 2026/04/18 斗南電装㈱ 法人 591-8003 大阪府堺市北区船堂町二丁２番２号 斗南電装㈱ 大阪府堺市北区船堂町二丁２番２号
01－191551 2025/02/02 ㈱トミザワ 法人 134-0084 東京都江戸川区東葛西六丁目４７番１６号 ㈱トミザワ総本店 千葉県市川市高谷１８５５－２　Ａ棟
01-211777 2026/12/05 富山　嘉昌 個人 289-1114 千葉県八街市東吉田７８０番地４ 青葉広告社 千葉県八街市東吉田７８０－４
01-201625 2025/09/15 ㈱ドミンゴコーポレーション 法人 350-1104 埼玉県川越市大字小ケ谷１９５番地１２ ㈱ドミンゴコーポレーション 埼玉県川越市大字小ケ谷１９５－１２
01-211687 2026/04/17 ㈱友菱　 法人 104-0041 東京都中央区新富二丁目１５番５－７０１号 本社 東京都中央区新富二丁目１５番５－７０１号

01-201662 2026/02/17 内外建設㈱ 法人 104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目２０番８号 内外建設㈱　本社 東京都中央区八丁堀二丁目２０番８号

01-181472 2024/03/13 永堀　富夫 個人 270-1432 千葉県白井市冨士１３７番地の７３ サインショップ永堀 千葉県白井市冨士１３７－７３

01-211818 2027/03/26 ㈱名古屋電飾 法人 454-0002 愛知県名古屋市中川区運河通一丁目１０５番地 本社 愛知県名古屋市中川区運河通１丁目１０５番地

01-211719 2026/08/02 ㈱日広 法人 386-0002 長野県上田市住吉６７番地１ ㈱日広 長野県上田市住吉６７－１

01-201606 2025/07/13 ㈱ニッセン 法人 726-0001 広島県府中市本山町９番地２ ㈱ニッセン 広島県府中市本山町９－２

01－181430 2023/10/15 ㈱日装ネオン 法人 350-0212 埼玉県坂戸市大字石井２６３８番地 本店 埼玉県坂戸市大字石井２６３８番地

01-221868 2027/09/13 ㈱日東工業 法人 179-0081 東京都練馬区北町五丁目１８番１３号 株式会社日東工業 東京都練馬区北町５－１８－１３

01-201668 2026/03/06 日本リーテック㈱ 法人 101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目６番地 道路設備支店 東京都品川区東五反田二丁目２０番４号

千葉支社 千葉県船橋市藤原７－１７－２８　日本都市馬込沢ビル３階

市川支店 千葉県市川市大野町２－５７１－１０１

01-211737 2026/09/11 野村不動産パートナーズ㈱ 法人 163-0562 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号 本社 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号

01-221856 2027/07/18 ㈱ハイズ 法人 111-0056 東京都台東区小島一丁目１８番７号ツカサビル ㈱ハイズ 東京都台東区小島１－１８－７ツカサビル

01-201605 2025/07/09 ㈱ＨＹ－システム 法人 613-0036 京都府久世郡久御山町田井西荒見９０番地２ 本社 京都府久世郡久御山町田井西荒見９０－２

01-211750 2026/10/16 ㈱ハウズ 法人 115-0015 東京都台東区東上野三丁目１７番８号 ㈱ハウズ本社 東京都台東区東上野３－１７－８
01－181463 2024/01/28 ㈱博宣 法人 135-0023 東京都江東区平野四丁目１３番１３号 ㈱博宣 東京都江東区平野四丁目１３番１３号
01－211774 2026/11/27 ㈱白水社 法人 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番８号 東京本社 東京都中央区日本橋茅場町２－２－８

01－191493 2024/06/22 パシフィックメディア㈱ 法人 107-0061 東京都港区北青山二丁目１２番１３号青山ＫＹビル４階 パシフィックメディア㈱ 東京都港区北青山２－１２ー１３青山ＫＹビル４階

01-211729 2026/09/28 ㈱八幡堂 法人 273-0021 千葉県船橋市海神三丁目２番２号 ㈱八幡堂 千葉県船橋市海神３丁目２番２号

01-211713 2026/07/12 ㈱発研セイコー 法人 121-0836 東京都足立区入谷５丁目１５番５号 ㈱発研セイコー 東京都足立区入谷５丁目１５番５号

01-211779 2026/12/12 ハラダプランナー㈲ 法人 273-0018 千葉県船橋市栄町二丁目７番２０号 ハラダプランナー有限会社 千葉県船橋市栄町２－７－２０

01－181432 2023/10/17 春巧芸㈱ 法人 130-0025 東京都墨田区千歳三丁目１４番１４号 春巧芸㈱ 東京都墨田区千歳三丁目１４番１４号
01－191544 2024/12/25 ㈱萬国 法人 130-0026 東京都墨田区両国三丁目７番４号 市川事業所 千葉県市川市田尻２－１３－３
01-211695 2026/04/27 ㈲半十郎　 法人 299-1902 千葉県安房郡鋸南町保田３５７番地 ㈲半十郎　 千葉県安房郡鋸南町保田３５７番地
01－181444 2023/11/21 ㈱ビージーコーポレーション 法人 177-0035 東京都練馬区南田中五丁目３番２０号 ㈱ビージーコーポレーション 東京都練馬区南田中五丁目３番２０号
01－191480 2024/04/23 ㈱ビーバー二ング 法人 277-0005 千葉県柏市柏七丁目１０番１７号　第３マツダビル１－Ｂ ㈱ビーバー二ング 千葉県柏市柏七丁目１０番１７号　第３マツダビル１－Ｂ

01-221877 2027/10/16 ㈲美瑛 法人 243-0211 神奈川県厚木市三田３１８４番３ ㈲美瑛 神奈川県厚木市三田３１８４番３

01-201650 2025/12/21 ㈲光巧芸 法人 351-0022 埼玉県朝霞市東弁財二丁目５番３０号 ㈲光巧芸 埼玉県朝霞市東弁財２－５－３０

01-221894 2027/12/13 ㈱ひかり広告 法人 570-0014 大阪府守口市藤田町二丁目１番１９号 株式会社ひかり広告　本社 大阪府守口市藤田町２丁目１番１９号

01-211717 2026/07/28 ㈲美彩 法人 270-0135 千葉県流山市野々下二丁目４番地１ 本店 千葉県流山市野々下二丁目４番地１

01-211722 2026/08/29 ㈱美飾 法人 192-0363 東京都八王子市別所一丁目１３番地の３ ㈱美飾 東京都八王子市別所１－１３－３

01-211696 2026/05/01 ㈱ビス 法人 245-0023 神奈川県横浜市泉区和泉中央南五丁目１７番６号 本社 神奈川県横浜市泉区和泉中央南５－１７－６

01-211707 2026/07/03 ㈱ビソードー 法人 409-3863 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島７１９番地の１ 本店 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島７１９ー１

01-221843 2027/06/19 ㈲日比野サイン 法人 352-0012 埼玉県新座市畑中一丁目１５番６４号 ㈲日比野サイン 埼玉県新座市畑中１－１５－６４

01-211742 2026/09/28 表示灯㈱ 法人 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 東京支社 東京都港区南青山５丁目１２－２２

01-221827 2027/04/16 ㈱ビルボテック 法人 321-0117 栃木県宇都宮市城南三丁目５番５号 ㈱ビルボテック　本店 栃木県宇都宮市城南３－５－５－
01－191557 2025/02/19 ㈲ヒロキ美巧 法人 196-0001 東京都昭島市美堀町三丁目１９番１２号 ㈲ヒロキ美巧 東京都昭島市美堀町３－１９－１２
01－211805 2027/03/02 ㈲ヒロセ工房 法人 403-0008 山梨県富士吉田市下吉田東四丁目１６番２５号 有限会社ヒロセ工房 山梨県富士吉田市下吉田東４－１６－２５
01－171362 2023/01/30 ㈱ファイブス 法人 756-0057 山口県山陽小野田市大字西高泊字高須３３３４－８ 株式会社ファイブス 山口県山陽小野田市大字西高泊字高須３３３４－８
01－211767 2026/11/14 フィールド・クラブ㈱ 法人061-1274 北海道北広島市大曲工業団地四丁目１番地２ フィールド・クラブ株式会社 北海道北広島市大曲工業団地４丁目１番地２

01-211710 2026/07/06 ㈱富士オイル 法人 237-0061 神奈川県横須賀市夏島町６番地 ㈱富士オイル 神奈川県横須賀市夏島町６番地

01－181415 2023/07/30 不二化成品㈱ 法人 424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂３２７番１ 本社 静岡県静岡市清水区鳥坂３２７番１

法人2025/04/05 ㈱日本都市

凸版印刷㈱ 法人

273-0047 千葉県船橋市藤原六丁目２３番３号

376-0002 群馬県桐生市境野町七丁目５０番地１

東京都台東区台東一丁目５番１号

01－201566

01－221832 2027/04/30

01-221848 2027/06/28

㈱東和広告システム 法人

110-8560
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01-201619 2025/08/30 ㈱フシキ 法人 216-0012 神奈川県川崎市宮前区水沢二丁目３番２３号 本社 神奈川県川崎市宮前区水沢２－３－２３

01－181407 2023/07/11 ㈱フジサワ・コーポレーション 法人 171-0051 東京都豊島区長崎一丁目１０番８号 ㈱フジサワ・コーポレーション 東京都豊島区長崎１－１０ー８

01－191497 2024/07/03 富士ワールド企画サービス㈱ 法人 273-0135 千葉県鎌ケ谷市中佐津間二丁目４番１０号 富士ワールド企画サービス㈱ 千葉県鎌ケ谷市中佐津間２丁目４番１０号

01－181384 2023/04/14 ㈱扶桑トータルプランニング 法人 332-0035 埼玉県川口市西青木二丁目９番１１号 ㈱扶桑トータルプランニング 埼玉県川口市西青木二丁目９番１１号

01-211808 2027/03/05 フタバデザインセンター㈱ 法人 340-0034 埼玉県草加市氷川町２１４３番地３ フタバデザインセンター㈱ 埼玉県草加市氷川町２１４３－３
01－181450 2023/11/27 ㈱プラスパ 法人 210-0834 神奈川県川崎市川崎区大島一丁目７番５号 ㈱プラスパ 神奈川県川崎市川崎区大島１－７－５
01－181439 2023/11/05 ㈱Flower 法人 270-0034 松戸市新松戸四丁目１２０番地 ㈱Flower 松戸市新松戸４－１２０

01-201629 2025/10/01 ㈱フラワー企画 法人 343-0804 埼玉県越谷市大字南荻島３８０番地１ ㈱フラワー企画総合備品レンタルセンター 埼玉県越谷市神明町３－４１２
01－191500 2024/07/13 ㈱古川看板塗装 法人 323-0822 栃木県小山市駅南町二丁目１５番１５号 ㈱古川看板塗装 栃木県小山市駅南町２－１５ー１５

01-221839 2027/06/18 ㈱フレンズ 法人 064-0915 北海道札幌市中央区南十五条西十丁目４番３号 株式会社フレンズ 北海道札幌市中央区南十五条西１０丁目４番３号

01－171360 2023/01/29 ㈱フロイデ 法人 171-0052 東京都豊島区南長崎二丁目１番４号 ㈱フロイデ　埼玉工場 埼玉県戸田市笹目４－３５－３０

01－211789 2027/01/25 ㈱フロムトゥ 法人 130-0022 東京都墨田区江東橋四丁目２９番１２号 本店 東京都墨田区江東橋４－２９－１２

01-201601 2025/07/01 ㈱ベース 法人 564-0062 大阪府吹田市垂水町三丁目３３番１６号 本社 大阪府吹田市垂水町３－３３－１６

01－191504 2024/07/17 ㈱ベストワーク 法人 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町１２番１号 本店 東京都中央区日本橋大伝馬町１２番１号

01-201644 2025/11/30 ㈱保安企画 法人 501-6303 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地 千葉営業所 千葉県千葉市中央区中央１－１１－１　千葉中央ツインビル９０８号室

01-211678 2026/04/04 ㈱ＨＯＲＳＥ９１９ 法人 270-2221 千葉県松戸市紙敷１３８６－２０ 本店 千葉県松戸市紙敷１３８６－２０
01-201609 2025/07/22 干塲　伸浩 個人 277-0871 千葉県柏市若柴１番地４８９ スタースペース 千葉県柏市若柴１－４８９
01－191487 2024/05/20 ㈱マク―ンインターナショナル 法人 232-0072 神奈川県横浜市旭区上白根町１２０８番３０号 株式会社マク―ンインターナショナル 神奈川県横浜市旭区上白根町１２０８－３０

01-211765 2026/11/13 マチ広告デザイン㈱ 法人 274-0822 千葉県船橋市飯山満町一丁目７６８番地 マチ広告デザイン㈱ 千葉県船橋市飯山満町１－７６８

01－171358 2023/01/23 松㟢　建一　 個人 273-0105 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷八丁目１番６９号 マツザキ工芸　松㟢　建一 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷８－１－６９
01－191563 2025/03/19 ㈱万兵衛 法人 131-0041 東京都墨田区八広五丁目１１番１９号 ㈱万兵衛 東京都墨田区八広５－１１－１９
01-201612 2025/08/02 ㈲ミウマ工芸 法人 340-0834 埼玉県八潮市大曽根２０４２番地１ ㈲ミウマ工芸 埼玉県八潮市大曽根２０４２－１

01-201624 2025/09/14 ㈲ミナミ工芸 法人 535-0022 大阪府大阪市旭区新森三丁目５番１号 大阪本社 大阪府大阪市旭区新森３丁目５－１

01－201582 2025/05/27 宮地　俊 個人 179-0072 東京都練馬区光が丘６丁目１番４－２０９号 アド・センター宮地 東京都練馬区光が丘６－１－４－２０９

01－191537 2024/12/04 ㈱未来工房 法人 950-0867 新潟県新潟市東区竹尾卸新町７５２番地９ 本社 新潟県新潟市東区竹尾卸新町７５２ー９

01-201674 2026/03/24 ミラクルアート㈱ 法人 811-0123 福岡県糟屋郡新宮町上府北三丁目５番７号 ミラクルアート㈱ 福岡県糟屋郡新宮町上府北３－５－７

01-221837 2027/06/14 ㈱ムラヤマ 法人 135-0061 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲３丁目２番２４号

01－181417 2023/08/04 明興産業㈱ 法人 103-0023 東京都中央区日本橋本町一丁目７番７号 明興産業㈱ 東京都中央区日本橋本町１丁目７番７号

01-201579 2025/05/10 ㈱明工ワーク 法人 175-0081 東京都板橋区新河岸二丁目２４番２号 ㈱明工ワーク 東京都板橋区新河岸２－２４－２

01-221860 2027/08/13 ㈱メイトー 法人 463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古三丁目１２１８番地 本社 愛知県名古屋市守山区瀬古三丁目１２１８番地

本社工場 千葉県四街道市大日１６６８－２１

鷹の台支店 千葉県四街道市鷹の台２－１３－１

01－171376 2023/03/18 ㈱メディアワークス 法人 350-0467 埼玉県入間郡毛呂山町岩井東一丁目１７番地１４ ㈱メディアワークス 埼玉県入間郡毛呂山町岩井東１－１７－１４

01-211741 2026/10/09 ㈱森島工芸 法人 321-3321 栃木県芳賀群芳賀町大字下高根沢５１２６番地１１ ㈱森島工芸 栃木県芳賀群芳賀町大字下高根沢５１２６－１１

01-201637 2025/11/03 森　久典 個人 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町1丁目234番地 森看板 千葉県千葉市緑区誉田町１－２３４

01－201580 2025/05/12 ㈱ヤマテ・サイン 法人 174-0051 東京都板橋区小豆沢二丁目２２番１５号 ㈱ヤマテ・サイン 東京都板橋区小豆沢２－２２－１５

山本印刷株式会社 千葉県成田市畑ケ田７６５

山武支店 千葉県山武市殿台２８１－１

八街支店 千葉県八街市八街ほ２１１

01-211685 2026/04/23 ㈱有宣社 法人 273-0851 千葉県船橋市馬込町１１０５番地 ㈱有宣社本社営業所 千葉県船橋市馬込町１１０５番地

01-201641 2025/11/18 ㈱ＵＲリンケージ 法人 135-0016 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号

01－191540 2024/12/14 ㈱ユニバースサイン 法人 371-0826 群馬県前橋市青葉町２５番地１ ㈱ユニバースサイン高崎営業所 群馬県高崎市柴崎町１０３４－２

01－211778 2026/12/11 ㈲吉田工房 法人 134-0083 東京都江戸川区中葛西八丁目２番６号 ㈲吉田工房 東京都江戸川区中葛西８－２－６

01-211694 2026/04/27 ㈱吉日 法人 121-0836 東京都足立区入谷八丁目１番７号 ㈱吉日 東京都足立区入谷８－１－７

01－181426 2023/09/25 ㈱ヨシミ 法人 104-0032 東京都中央区八丁堀三丁目２５番８号 東京本社 東京都中央区八丁堀３－２５－８

01－211681 2026/04/05 ㈲ヨシムラ 法人 113-0033 東京都文京区本郷四丁目９番７号１０２ ㈲ヨシムラ 東京都文京区本郷４－９－７－１０２

01-211764 2026/11/10 ㈱読売ＩＳ 法人 103-0013 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番１号 株式会社読売ＩＳ　東京本社 東京都中央区日本橋人形町３－９－１
株式会社読売広告社　本社 東京都港区赤坂五丁目２番２０号
株式会社読売広告社　関西支社 大阪府大阪市中央区備後町４－１－３　御堂筋三井ビル　８Ｆ

01－181418 2023/08/08 ラッキー工芸㈱ 法人 670-0934 兵庫県姫路市朝日町５４番地 ラッキー工芸㈱ 兵庫県姫路市朝日町５４番地

01-211739 2026/09/24 ラック工芸㈱ 法人 135-0021 東京都江東区白河四丁目７番２号 ラック工芸㈱ 東京都江東区白河４－７－２

01－131446 2023/11/26 ㈱ＲＡＦＵ 法人 190-0022 東京都立川市錦町二丁目１番１０号 ㈱ＲＡＦＵ 東京都立川市錦町二丁目１番１０号　岩沢ビル３０２

01-221891 2027/12/05 山本印刷㈱ 法人 286-0124

東京都港区赤坂五丁目２番２０号

千葉県四街道市大日１６６８番地２１

千葉県成田市畑ケ田７６５番地

01-221874 2027/10/31 ㈱読売広告社 法人 107-6105

01-201671 2026/03/10 ㈱メタルテック 法人 284-0001
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01-201576 2025/05/06 ㈱リベット 法人 353-0002 埼玉県志木市中宗岡三丁目１１番２３号 ㈱リベット 埼玉県志木市中宗岡３－１１－２３

01-221854 2027/07/12 ㈱レンゴーシステム 法人 153-0064 東京都目黒区下目黒三丁目７番２９号 株式会社レンゴーシステム 東京都目黒区下目黒３－７－２９
01-221878 2027/10/31 ㈱若松工芸社 法人 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町４３３－１２ 株式会社若松工芸社 千葉県千葉市若葉区若松町４３３－１２
01-211740 2026/09/14 ㈱和興住建 法人 276-0037 千葉県八千代市高津東四丁目４番地１２ ㈱和興住建 千葉県八千代市高津東４－４－１２
01-221853 2027/07/11 ㈲ワンステップ 法人 207-0015 東京都東大和市一丁目１５番地１ 有限会社ワンステップ 東京都東大和市中央１丁目１５－１
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212215 2026/6/14 ㈱アーク・テクノ 法人 106-0044 東京都港区東麻布二丁目１５番９－３０１号 ㈱アーク・テクノ 東京都港区東麻布二丁目１５番９－３０１号

202136 2025/8/19 ㈱アークトラスト北関東 法人 321-3223 栃木県宇都宮市清原台四丁目３番７号 ㈱アークトラスト北関東 栃木県宇都宮市清原台４－３－７

212220 2026/06/17 ㈱アート 法人 300-1267 茨城県つくば市大舟戸１９２番地６０ ㈱アート 茨城県つくば市大舟戸１９２－６０

202163 2025/11/11 ㈲アートシバタ 法人 270-0221 千葉県野田市古布内４１７番地１ ㈲アートシバタ 千葉県野田市古布内４１７－１

202110 2025/04/06 ㈲アート・ステーション 法人 107-0052 東京都港区赤坂四丁目３番１５号 船橋工場 千葉県船橋市西浦２－５－５

192032 2024/05/22 ㈲アートプランニング 法人 232-0041 神奈川県横浜市南区睦町一丁目１番１１号 ㈲アートプランニング 神奈川県横浜市南区睦町１－１－１１

181923 2023/04/15 ㈲アーバンコーポレーション 法人 192-0372 東京都八王子市下柚木１５２５番地９ ㈲アーバンコーポレーション 東京都八王子市下柚木１５２５番地９

181987 2023/12/09 ㈱アールピーアール 法人 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１６５番地３ ㈱アールピーアール　本社 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１６５番地３

171896 2022/12/17 ㈱アールフォー 法人 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町４－１福原ビル３F ㈱アールフォー 東京都中央区日本橋大伝馬町４－１福原ビル３F
192046 2024/07/07 アイアサン㈱ 法人 491-0838 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 アイアサン株式会社　本社 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号
222346 2027/10/10 ㈱iron kurk 法人 120-0025 東京都足立区千住東一丁目２６番８号ハウス山岸１Ｆ 株式会社iron kurk 東京都足立区千住東一丁目２６番８号ハウス山岸１Ｆ
182004 2024/02/07 ㈱ＡＩＳＸ 法人 150-0034 東京都渋谷区代官山町８－７Ｄａｉｗａ代官山ビル３Ｆ ㈱ＡＩＳＸ 東京都渋谷区代官山町８－７Ｄａｉｗａ代官山ビル３Ｆ

202193 2026/03/28 ㈱アイテック 法人 162-0855 東京都文京区後楽二丁目１番３号 ㈱アイテック 東京都文京区後楽２－１－３　ＮＳ飯田橋ビル

202151 2025/09/27 ㈱アイライズ 法人 271-0065 千葉県松戸市南花島三丁目４６番地の７ ㈱アイライズ 千葉県松戸市南花島３－４６－７

181974 2023/11/04 ㈲アイル 法人 330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷三丁目１６番１０号 ㈲アイル 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷３－１６－１０

202182 2026/02/25 ＡＯＩ・ＳＩＧＮ(同) 法人 289-2141 千葉県匝瑳市八日市場ハ９６６番地１ ＡＯＩ・ＳＩＧＮ合同会社 千葉県匝瑳市八日市場ハ９６６ー１

192044 2024/07/03 ㈲アオキ広告 法人 343-0851 埼玉県越谷市七左町一丁目２８９番地１ ㈲アオキ広告 埼玉県越谷市七左町一丁目２８９番地１

212202 2026/05/12 ㈱アクスル 法人 157-0073 東京都世田谷区砧一丁目１３番１１号 ㈱アクスル 東京都世田谷区砧一丁目１３番１１号

212275 2026/11/28 ㈱アクセス・ワン 法人 221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町４－３０－１１ ㈱アクセス・ワン 神奈川県横浜市神奈川区反町４－３０－１１

212276 2026/11/28 ㈱アクティブトゥー 法人 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１４番５号 ㈱アクティブトゥー本社 東京都中央区日本橋茅場町２－１４－５

202132 2025/07/29 ㈱アクティブレイン 法人 260-0021 千葉県千葉市中央区新宿二丁目２番５号１藤ビル４Ｆ ㈱アクティブレイン 千葉県千葉市中央区新宿２－２－５　１藤ビル

171914 2023/03/22 ㈱アコマ 法人 350-0822 埼玉県川越市山田東町１７０３番地 ㈱アコマ 埼玉県川越市山田東町１７０３

㈱アサヒサイン 千葉県八千代市大和田新田１１４

米本公房 千葉県八千代市米本２１６２－７０

181951 2023/07/22 朝日電装㈱ 法人 561-0856 大阪府豊中市穂積二丁目１６番２０号 東京支社 東京都大田区蒲田３－２３－７

192043 2024/07/01 ㈱アスカ 法人 259-1117 神奈川県伊勢原市東成瀬１８番地の２０ ㈱アスカ 神奈川県伊勢原市東成瀬１８－２０
202177 2026/02/03 ㈱アズサ 法人 955-0014 新潟県三条市西潟３０番７号 ㈱アズサ 新潟県三条市西潟３０番７号
182002 2024/02/06 ㈲アスティ 法人 104-0045 東京都中央区築地二丁目７番１２－９０８号 本社 東京都中央区築地２－７－１２　山京ビル９０８

181925 2023/04/18 アステックス㈱ 法人 111-0043 東京都台東区駒形一丁目４番１８号 アステックス㈱ 東京都台東区駒形１－４－１８

212289 2027/02/03 ㈱アダチ 法人 804-0003 福岡県北九州市戸畑区中原新町１番３号 本社 福岡県北九州市戸畑区中原新町１番３号

181928 2023/05/07 ㈱アップスター 法人 107-0062 東京都港区青山六丁目１１番１号 ㈱アップスター 東京都港区青山６－１１－１　スリーエフ南青山ビル７階
181989 2023/12/17 ㈱アド・カンパニー 法人 254-0051 神奈川県平塚市豊原町９番１０－１号 ㈱アド・カンパニー 神奈川県平塚市豊原町９－１０－１
212302 2027/03/21 ㈱アドクリ 法人 463-0063 愛知県名古屋市守山区八反１番１３号 株式会社アドクリ 愛知県名古屋市守山区八反１番１３号
202153 2025/10/04 ㈱アド・サツキ 法人 224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町１２９番１ 株式会社アド・サツキ 神奈川県横浜市都筑区川向町１２９－１
192080 2024/11/13 ㈱アドサン 法人 541-0053 大阪府大阪市中央区本町一丁目５番６号 ㈱アドサン 大阪府大阪市中央区本町１－５－６大阪山甚５Ｆ
181937 2023/06/06 ㈱アドシップ 法人 186-0005 東京都国立市西二丁目２５番１号 ㈱アドシップ 東京都国立市西２－２５－１
202162 2025/11/09 ㈱アドセラ 法人 173-0025 東京都板橋区熊野町２７番１号 ㈱アドセラ 東京都板橋区熊野町２７－１
192103 2025/03/11 アドつくば㈱ 法人 300-4212 茨城県つくば市神郡３４６番地１ アドつくば㈱ 茨城県つくば市神郡３４６－１
202187 2026/03/08 ㈲アド・ハウス・ビーエーシー 法人 260-0005 千葉県千葉市中央区道場南一丁目１番１号 ㈲アド・ハウス・ビーエーシー 千葉県千葉市中央区道場南１－１－１
192082 2024/11/19 ㈱アドフォーカス 法人 105-0013 東京都港区浜松町二丁目２番１５号 ㈱アドフォーカス 東京都港区浜松町２－２－１５
182006 2024/02/25 ㈲アドプレスト 法人 278-0027 千葉県野田市みずき二丁目２０番地の２１ ㈲アドプレスト 千葉県野田市みずき２－２０－２１
202128 2025/07/08 ㈱アドプラス 法人 510-8006 三重県四日市市東富田町２６番１９号 ㈱アドプラス 三重県四日市市東富田町２６－１９
212234 2026/08/04 ㈲アド・ポート 法人 272-0021 千葉県市川市八幡六丁目１６番１９号 ㈲アドポート 千葉県市川市八幡６－１６－１９

212253 2026/09/28 ㈲アトム工房 法人 283-0111 千葉県山武郡九十九里町細屋敷６２０番地２ 東金営業所 千葉県東金市丹尾２６－１

222332 2027/08/03 ㈲アド・メディア 法人 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町３４９３番地３４７ ㈲アド・メディア 栃木県宇都宮市鶴田町３４９３－３４７

222331 2027/08/01 ㈲アドリア 法人 134-0085 東京都江戸川区南葛西六丁目７番８号 有限会社アドリア 東京都江戸川区南葛西六丁目７番８号

171893 2022/12/10 アバンギャルドフジコウ㈱ 法人 454-0839 愛知県名古屋市中川区篠原橋通三丁目４８番地 アバンギャルドフジコウ㈱ 愛知県名古屋市中川区篠原橋通３－４８

192054 2024/08/04 ㈱アヤベル 法人 235-0012 神奈川県横浜市磯子区滝頭二丁目１９番１２号 ㈱アヤベル 神奈川県海老名市門沢橋４－１４－９

202148 2025/09/23 ㈱アライデザイン工芸 法人 430-0924 静岡県浜松市中区龍禅寺町３４１番地 ㈱アライデザイン工芸 静岡県浜松市中区龍禅寺町３４１番地

222358 2027/11/21 ㈱荒川広告社 法人 276-0034 千葉県八千代市八千代台西一丁目４番９号 株式会社荒川広告社 千葉県八千代市八千代台西１－４－９小林ビル２階

181968 2023/10/11 有井　範一 個人 264-0023 千葉県千葉市若葉区貝塚町１３７２番地１３ バーニン工場 千葉県千葉市稲毛区作草部２－５－４

202158 2025/10/22 ㈱アルスタイル 法人 433-8118 静岡県浜松市中区高丘西一丁目８番３号 ㈱アルスタイル 静岡県浜松市中区高丘西一丁目８番３号

2027/03/11 ㈱アサヒサイン 法人 276-0046 千葉県八千代市大和田新田１１４番地
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181958 2023/08/31 ㈱アルス・プログレス 法人 963-0107 福島県郡山市安積三丁目１３６番地 本社 福島県郡山市安積三丁目１３６番地

本社 愛知県名古屋市中区千代田３－１５－８

東京オフィス 東京都品川区西五反田七丁目１３－６五反田山崎ビル５Ｆ

212294 2027/02/17 ㈱安藤・間 法人 105-7360 東京都港区東新橋一丁目９番１号 株式会社安藤・間LCS事業本部 東京都港区東新橋一丁目９番１号

202165 2025/11/19 ㈱アンビション 法人 261-0025 千葉県千葉市美浜区二丁目７番２号 ㈱アンビション 千葉県千葉市美浜区浜田２－７－２

212207 2026/05/27 ㈱ＥＭＲＣ 法人 339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町一丁目７番５ ㈱ＥＭＲＣ 埼玉県さいたま市岩槻区西町１－７－５－１００２

181938 2023/06/06 ㈱E3 法人 104-0031 東京都中央区京橋三丁目７番５号 ㈱E3 東京都中央区京橋三丁目７番５号
181927 2023/04/24 ㈲五十嵐工芸 法人 171-0043 東京都豊島区要町二丁目１４番１１号 ㈲五十嵐工芸 東京都豊島区要町２－１４－１１ダイヤル興業ビル３F
192048 2024/07/11 池谷　勉 個人 425-0054 静岡県焼津市一色３０５番地の３ ベンアートスタジオ 静岡県焼津市一色３０５－３
202170 2025/12/07 ㈲イケダアート 法人 350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷３６６番地５ ㈲イケダアート 埼玉県鶴ヶ島市上広谷３６６－５

212236 2026/08/18 石井　外幾雄 個人 299-1104 千葉県君津市糖田１１０番地９ ティーデザイン 千葉県君津市糖田１１０－９

202120 2025/06/08 石井　康浩 個人 289-1223 千葉県山武市埴谷２２２５番地５２ 匠美企画 千葉県八街市八街ほ２４８

202140 2025/09/06 ㈲イシグロ工芸 法人 201-0005 東京都狛江市岩戸南四丁目２３番１８号 ㈲イシグロ工芸 東京都狛江市岩戸南４－２３－１８

222324 2027/07/17 石木　秀規 個人 290-0056 千葉県市原市五井６２３１番地３ダイアパレス五井２０６号 アイプロジェクト 千葉県市原市五井６２３１番地３　ダイアパレス五井２０６号

192094 2025/01/26 ㈱ＥＳＳＩＴ 法人 278-0031 千葉県野田市中根６７番地１５三浦ビル１Ｆ 本社 千葉県野田市中根６７－１５三浦ビル１Ｆ

171915 2023/03/25 ㈲石山製作所 法人 111-0036 東京都台東区松が谷一丁目９番１４号 ㈲石山製作所 東京都台東区松が谷１丁目９番１４号
212227 2026/08/08 ㈱泉宣宏社 法人 116-0013 東京都荒川区西日暮里六丁目２２番６号 ㈱泉宣宏社 東京都荒川区西日暮里６－２２－６
192027 2024/05/06 板倉　忠義 個人 297-0001 千葉県茂原市七渡１７７３番地２ ステップ 千葉県茂原市七渡１７７３－２
192050 2024/07/15 ㈱ＩＫＫＯＮ．sｐ 法人 273-0105 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷八丁目１番９２号 ㈱ＩＫＫＯＮ．sｐ 千葉県鎌ケ谷市鎌ヶ谷８－１－９２
222360 2027/11/27 稲垣興業㈱ 法人 286-0025 千葉県成田市東町１５６番地の６ 稲垣興業株式会社 千葉県成田市東町１５６－６

212301 2027/03/21 茨城急行自動車㈱ 法人 131-0033 東京都墨田区押上一丁目１番２号 松伏営業所 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地２８－１

202131 2025/07/29 ㈱イマジン 法人 615-0807 京都府京都市右京区西京極東大丸町２６－１ 東京営業所 東京都墨田区千歳三丁目１８番９号コヤノビル

212210 2026/06/03 ㈱Ｉｍｐｌｏｔ　Ａｇｅｎｔ 法人 277-0843 千葉県柏市明原二丁目２番２０号 ㈱Ｉｍｐｌｏｔ　Ａｇｅｎｔ 千葉県柏市明原二丁目２番２０号

181966 2023/09/27 ㈱ウィズマメロン 法人 353-0003 埼玉県志木市下宗岡二丁目１８番３０号 ㈱ウィズマメロン 埼玉県志木市下宗岡２－１８－３０

181972 2023/10/28 ㈱ウイット・タカダ 法人 216-0022 神奈川県川崎市宮前区平五丁目１番４５号 ㈱ウイット・タカダ 神奈川県川崎市宮前区平５－１－４５
181954 2023/08/01 ウィングメッセ㈱ 法人 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町２８７番地 本社 神奈川県横浜市港北区新羽町２８７番地
181978 2023/11/08 ㈱内田洋行 法人 104-8282 東京都中央区新川二丁目４番７号 ㈱内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号

192091 2025/01/17 ㈱うりばい 法人 103-0003 東京都中央区日本橋横山町５番２号ホリーズ日本橋ビル４階 ㈱うりばい 東京都中央区日本橋横山町５番２号ホリーズ日本橋ビル３・４階

192029 2024/05/13 ㈱ａｄｓ 法人 103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号 神田営業所 東京都千代田区神田錦町１－１４－１１コデン大手町北

192095 2025/02/12 ㈱エーディーエス 法人 176-0012 東京都練馬区豊玉北五丁目３２番１２号 ㈱エーディーエス　本社 東京都練馬区豊玉北５－３２－１２－３０１

202146 2025/09/17 ㈱ａｄｏ 法人 101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目３番地 株式会社ａｄｏ 東京都千代田区神田須田町１－３

212256 2026/09/26 ㈱エイチエス 法人 177-0031 東京都練馬区三原台二丁目１１番３１号 株式会社エイチエス 東京都練馬区三原台２－１１－３１

192065 2024/09/11 ㈱エイチジェイ 法人 458-0820 愛知県名古屋市緑区境松一丁目７０７番地 本店 愛知県名古屋市緑区境松一丁目７０７番地

181971 2023/10/25 ㈲エイトポイント 法人 133-0052 東京都江戸川区東小岩一丁目２２番２２号中村レジデンス１０２ ㈲エイトポイント 東京都江戸川区東小岩１－２２－２２中村レジデンス１０２

202192 2026/03/24 エクシオグループ㈱ 法人 150-0002 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 エクシオグループ㈱ 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０
212212 2026/06/06 ㈱ＳＳＫ 法人 110-0015 東京都足立区西新井本町二丁目８番１４号セントラルマンション１Ｆ 本社 東京都足立区西新井本町２－８－１４セントラルマンション１Ｆ

㈱エスエスボンズ 埼玉県春日部市備後東４－６－５１

㈱エスエスボンズDAP事業部 茨城県つくば市真瀬１５１２－３
202137 2025/08/19 ㈱エスエフサポート 法人 110-0015 東京都台東区東上野二丁目２１番３号成宝ビル６階 東京本社 東京都台東区東上野２－２１－３成宝ビル６Ｆ
182017 2024/03/18 ㈲エスエーティー 法人 113-0033 東京都文京区本郷三丁目１１番９号 ㈲エスエーティー 東京都文京区本郷３－１１－９－５０５
222309 2027/05/18 ㈱エスケー・プランニング 法人 354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富１８８０番地１ 株式会社エスケー・プランニング 埼玉県入間郡三芳町上富１８８０－１

171892 2022/12/07 ㈱Ｓ－ＳＩＧＮ 法人 177-0032 東京都練馬区谷原六丁目１番２９号 ㈱Ｓ－ＳＩＧＮ 東京都練馬区谷原６－１－２９
本社 神奈川県藤沢市西富４４４－１

工場 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤３－１７－１２
222348 2027/10/12 ㈱エックスオーデザイン 法人 252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺三丁目２１番３６号１０１号室 株式会社エックスオーデザイン 神奈川県相模原市中央区東淵野辺３－２１－３６　１０１

202166 2025/11/23 ㈲エヌ・アド 法人 107-0052 東京都港区赤坂六丁目５番２１号 ㈲エヌ・アド　本社 東京都港区赤坂６－５－２１－２０３

202169 2025/11/29 エポックメイキング㈱ 法人 292-0207 千葉県木更津市田川３８３番地 エポックメイキング㈱ 千葉県木更津市田川３８３

181926 2023/04/22 ㈲エムケイサイン 法人 362-0024 埼玉県北本市石戸四丁目４５８－２ ㈲エムケイサイン 埼玉県北本市石戸４－４５８－２

202118 2025/06/03 ㈱エムズ・アシスト 法人 289-2504 千葉県旭市二６０１６番地７ ㈱エムズ・アシスト 千葉県銚子市春日町３２１８－６

181949 2023/07/04 ㈲エムズウィル 法人 246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町４７６７番地スターレジデンス三ツ境４０４ ㈲エムズウィル 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町４７６７ー４０４

202188 2026/03/10 ㈲エムズポーター 法人 144-0052 東京都大田区蒲田一丁目３番８号 ㈲エムズポーター 東京都大田区西糀谷２－２１－１７

344-0032法人2026/11/29212277

181964 2023/09/10 ㈱エスプラン

アン・クリエーション㈱202179 2026/02/13

㈱エスエスボンズ

神奈川県藤沢市西富４４４番地の１

愛知県名古屋市中区千代田三丁目１５番８号

埼玉県春日部市備後東四丁目６番５１号

460-0012

251-0001

法人

法人
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181959 2023/08/12 ㈱エム・ツープランニング 法人 340-0155 埼玉県幸手市大字上高野２６７０番地８ ㈱エム・ツープランニング 埼玉県幸手市大字上高野２６７０－８

192035 2024/06/05 ㈱エムティー企画 法人 270-2253 千葉県松戸市日暮一丁目５番地９グリーンプラザ八柱第三７０４号 ㈱エムティー企画 千葉県松戸市日暮一丁目５番９グリーンプラザ八柱第三７０４号

202167 2025/11/26 ㈱エム・ビー・ティ 法人 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町１８番地６ ㈱エム・ビー・ティ 東京都中央区日本橋箱崎町１８－６－５F

222350 2027/10/23 LMIグループ㈱ 法人 107-0052 東京都港区赤坂八丁目１０番２２号ニュー新坂ビル４Ｆ LMIグループ株式会社 東京都港区赤坂８－１０－２２ニュー新坂ビル４Ｆ

222306 2027/04/27 ㈱オーエーサイン 法人 373-0825 群馬県太田市高林東町１７０２番地 株式会社オーエーサイン 群馬県太田市高林東町１７０２

192037 2024/06/12 ㈱オーズ 法人 963-8034 福島県郡山市島二丁目３５番５号 ㈱オーズ 福島県郡山市富田町字町東２５

202127 2025/07/08 ㈱オーク 法人 330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町三丁目９３番地１ ㈱オーク 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町３－９３－１
222314 2027/06/05 岡崎　圭太 個人 206-0803 東京都稲城市向陽台６丁目１２番地　アルボの丘４－１０１７号 フェニックス 東京都稲城市向陽台６－１－２　アルボの丘４－１０１７
222326 2027/07/10 岡田　勝己 個人 260-0041 千葉県千葉市中央区東千葉２丁目２５番１３号 テクニカル　サイン 千葉県千葉市緑区平山町５７１－１

192060 2024/08/25 小澤　浩太 個人 256-0812 神奈川県小田原市国府律１７６９番地　田代テラスハウス２ ブルズデザイン 神奈川県小田原市国府律１７６９　田代テラスハウス２

192056 2024/08/08 尾髙　健永 個人 367-0113 埼玉県児玉郡美里町大字甘粕１００番地５ 彩広社 埼玉県児玉郡美里町大字甘粕１００番地５

222355 2027/11/14 ㈱小田急エージェンシー 法人 151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目２８番１２号 小田急エージェンシー 東京都新宿区西新宿１－８－３

192055 2024/08/28 小野　光良 個人 300-1216 茨城県牛久市神谷５丁目１３番地１４ 光彩アート 茨城県牛久市栄町２－５３－２

182018 2024/03/25 ㈱オフィス・及川 法人 177-0051 東京都練馬区関町北五丁目６番２４号 株式会社オフィス・及川 東京都練馬区関町北５－６－２４

212299 2027/03/10 ㈲オリエントサービス 法人 272-0035 千葉県市川市新田一丁目１２番１０号 ㈲オリエントサービス 千葉県市川市大野町２－６７９－１

222354 2027/11/07 ㈱ガーデン 法人 179-0075 東京都練馬区高松三丁目９番４号 株式会社ガーデン 東京都練馬区高松三丁目９番４号－７０４

181981 2023/11/15 ㈱カーマイン 法人 168-0073 東京都杉並区高井戸三丁目２番１号 世田谷営業所 東京都世田谷区松原１－５０－１５ルポ松原４０６

192073 2024/10/17 ㈱海晴工業 法人 289-1124 千葉県八街市山田台２４５番地 ㈱海晴工業 千葉県八街市山田台２４５番地

192092 2025/02/14 ㈱ガイドポースト 法人 105-0004 東京都港区新橋二丁目１６番１号 関東事務局 埼玉県比企郡川島町吹塚８６４－１

212266 2026/10/24 ㈱カイホ 法人 289-1734 千葉県山武郡横芝光町北清水２６７番地 株式会社カイホ 千葉県山武郡横芝光町北清水２６７

181961 2023/08/27 ㈲カジモト工藝社 法人 556-0014 大阪府大阪市浪速区大国一丁目１１番１９号 ㈲カジモト工藝社 大阪府大阪市浪速区大国一丁目１１番１９号

大阪本社 大阪府大阪市北区天満１－１５－１４

東京事務所 東京都港区東新橋２－２－１０　村松ビル７階
192038 2024/06/13 桂工芸㈱ 法人 153-0041 東京都目黒区駒場四丁目７番４号 桂工芸㈱ 東京都目黒区駒場４－７－４
181998 2024/01/31 ㈱かぶきや 法人 121-0054 東京都足立区辰沼二丁目１７番２２号 ㈱かぶきや 東京都足立区辰沼二丁目１７番２２号
192101 2025/03/05 金谷　久志 個人 113-0021 東京都文京区本駒込５丁目２７番１１号 サザンクロス 東京都文京区本駒込５－２７－１１

181960 2023/08/19 金子　太 個人 348-0053 埼玉県羽生市南４丁目９番地１８ バルーンテック 埼玉県羽生市南４－９－１８

192107 2025/03/26 川北　美奈 個人 187-0032 東京都小平市小川町１丁目８９番地の２　２－１０６号 カワキタ企画 東京都小平市小川町１－８９－２　２－１０６

192071 2024/10/07 ㈱看工 法人 193-0823 東京都八王子市横川町５９６番地 本店 東京都八王子市横川町５９６番地

192090 2024/12/16 神田　直美 個人 222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町１４３５番地１　新横浜ニューライフ２０７ なずな企画 神奈川県横浜市港北区小机町１４３５－１　新横浜ニューライフ２０７

181984 2023/11/28 ㈱関東企画 法人 370-1116 群馬県佐波郡玉村町大字板倉１４６番地７ ㈱関東企画 群馬県佐波郡玉村町大字板倉１４６－７

㈱看板ボーイ本店 東京都練馬区関町南４－１５－５－２１０号
板橋営業所 東京都板橋区徳丸１－３－５

212285 2027/01/26 ㈱キクテック 法人 457-0836 愛知県名古屋市南区加福本通一丁目２６番地 東京支店 東京都千代田区平河町２－１２－５

212259 2026/10/07 ㈲木更津イチコー 法人 292-0036 千葉県木更津市菅生１８８番地 ㈲木更津イチコー 千葉県木更津市菅生１８８

181930 2023/05/14 岸工業㈱ 法人 734-0023 広島県広島市南区東雲本町二丁目１５番７号 本社 広島県広島市南区東雲本町２丁目１５番７号

181973 2023/10/29 ㈱Kissaco 法人 135-0053 東京都江東区辰巳一丁目７番１－７１３号 ㈱Kissaco 東京都江東区辰巳一丁目７番１－７１３号
192081 2024/11/18 ㈲きむら広告 法人 663-8181 兵庫県西宮市若草町一丁目２番１９号 ㈲きむら広告 兵庫県西宮市若草町１丁目２番１９号
182005 2024/02/14 木村　三津男 個人 299-5102 千葉県夷隅郡御宿町久保２０５番地１４ 木村工芸 千葉県夷隅郡御宿町久保２３１－２
202143 2025/09/10 ㈱キャット・ハンズ 法人 292-0044 千葉県木更津市太田四丁目８番１８号 ㈱キャット・ハンズ 千葉県木更津市太田４－８－１８
222357 2027/11/14 京栄社㈱ 法人 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目６番１８号 京栄社株式会社　本社 大阪府大阪市都島区東野田町４－６－１８

222319 2027/06/27 協栄電気興業㈱ 法人 380-0913 長野県長野市川合新田３５２５番地 大阪支店 大阪府大阪市平野区加美鞍作１丁目１０番１１号

181924 2023/04/15 ㈱協代 法人 272-0832 千葉県市川市曽谷七丁目３１番１０号 ㈱協代 千葉県市川市曽谷７－３１－１０

202168 2025/11/26 ㈱京ネオン製作所 法人 110-0016 東京都台東区台東三丁目５番６号 ㈱京ネオン製作所 東京都台東区台東３－９－６

181965 2023/09/12 ㈲共立アドスタジオ 法人 333-0801 埼玉県川口市東川口四丁目２４番３号 ㈲共立アドスタジオ 埼玉県川口市東川口４－２４－３
212222 2026/06/21 ㈱キョーシン 法人 171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目３２番１号 ㈱キョーシン 東京都豊島区南池袋２－３２ー１
202172 2025/12/17 ㈱キワプランニング 法人 560-0013 大阪府豊中市上野東一丁目５番１６号 東京オフィス 東京都台東区柳橋一丁目２－１１エース柳橋１Ｆ
212250 2026/09/16 國吉　衞 個人 292-0055 千葉県木更津市朝日２丁目１番２８号 M.Project 千葉県木更津市朝日２－１－２８
212283 2027/01/24 ㈲クボタ看板 法人 273-0866 千葉県船橋市夏見台三丁目２２番１号 本社 千葉県船橋市夏見台三丁目２２番１号
192093 2025/01/20 ㈲久保田デザイン事務所 法人 224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南一丁目３番１０－５０８号 本社 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南一丁目３番１０－５０８号
181976 2023/11/05 熊沢印刷工芸㈱ 法人 115-0052 東京都北区赤羽北二丁目３５番７号 本社 東京都北区赤羽北２－３５－７

法人 530-0043

177-0053202160 2025/10/26 ㈱看板ボーイ 法人

202173 2026/02/01 ㈱柏商会 大阪府大阪市北区天満一丁目１５番１４号

東京都練馬区関町南四丁目１５番５－２１０号
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212204 2026/05/17 ㈱Ｃｒａｆｔ　Ｋ 法人 157-0067 東京都世田谷区喜多見四丁目１０番１２号 ㈱Ｃｒａｆｔ　Ｋ 東京都世田谷区喜多見４－１０－１２

222328 2027/07/24 ㈱グラフアート 法人 289-1113 千葉県八街市八街ヘ１９９番地１６６０ ㈱グラフアート 千葉県八街市八街ヘ１９９番地１６６０

181935 2023/05/27 ㈱GRAND BACHS 法人 135-0042 東京都江東区木場六丁目６番７号 ㈱GRAND BACHS 東京都江東区木場６－６－７－８０３

212260 2026/10/17 グローアップ㈱ 法人 347-0101 埼玉県加須市上高柳４７５番地１ グローアップ株式会社 埼玉県久喜市上清久８７－１

㈱クロス・ビー 千葉県千葉市花見川区花見川１－２３－５０３

四街道作業所 千葉県四街道市鹿放ヶ丘１５３－１

212209 2026/06/20 クロード㈱ 法人 104-0033 東京都中央区新川二丁目８番１号 クロード㈱ 東京都中央区新川二丁目８番１号
212271 2026/11/27 ㈱京急アドエンタープライズ 法人 220-0011 神奈川県横浜市西区高島一丁目２番８号 株式会社京急アドエンタープライズ 神奈川県横浜市西区高島１－２－８
222345 2027/09/27 ㈱芸工社 法人 134-0085 東京都江戸川区南葛西六丁目２９番５号 株式会社芸工社 東京都江戸川区南葛西６－２９－５

192033 2024/06/03 ㈱景月 法人 327-0001 栃木県佐野市小中町１８番地５ ㈱景月 栃木県佐野市小中町１８－５

212205 2026/05/17 ㈱ケイディーネオン 法人 350-0822 埼玉県川越市山田１７１６番地１ ㈱ケイディーネオン 埼玉県川越市山田１７１６－１

181940 2023/06/11 ㈱ケイプラン・アド 法人 663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６番２号 本店 兵庫県西宮市鳴尾浜１－６－２

222307 2027/05/09 ㈲ケー・エス・ピー 法人 463-0070 愛知県名古屋市守山区新守山２１０８番地 ㈲ケー・エス・ピー 愛知県名古屋市守山区新守山２１０８番地
171911 2023/02/28 ㈱ケーエムサイン 法人 224-0008 神奈川県横浜市都筑区荏田南町４１０６番地１ ケーエムサイン　本社 神奈川県横浜市都筑区荏田南町４１０６－１
192061 2024/09/01 ㈱ＧＡＴＥ 法人 144-0051 東京都大田区西蒲田六丁目３３番７号 ㈱ＧＡＴＥ 東京都大田区西蒲田６－３３－７第２田邉ビル２Ｆ

181941 2023/06/13 ㈱GATE SIGN 法人 379-2216 群馬県伊勢崎市西野町５４９番地 本社 群馬県伊勢崎市西野町５４９番地

202159 2025/10/22 ㈱ケーユー・アート 法人 224-0014 神奈川県横浜市都筑区牛久保東一丁目２８番５号 ㈱ケーユー・アート本社 神奈川県横浜市都筑区牛久保東１－２８－５

192108 2025/03/29 ゴーイングファクトリー㈱ 法人 323-0041 栃木県小山市大字大行寺９５１番地１ ゴーイングファクトリー㈱ 栃木県小山市大行寺９５１－１

222333 2027/08/03 ㈱コインパーク 法人 160-0003 東京都新宿区四谷本塩町３番１号 本社 東京都新宿区四谷本塩町３－１四谷ワイズビル３Ｆ
212297 2027/01/04 ㈱コーウェル 法人 170-0004 東京都豊島区北大塚二丁目２０番４号 株式会社コーウェル 東京都豊島区北大塚２－２０－４橋義ビル６Ｆ
222322 2027/07/03 ㈱交宣 法人 104-0061 東京都中央区銀座六丁目１４番５号 本社 東京都中央区銀座６－１４－５
192051 2024/07/22 ㈱弘報社 法人 266-0026 千葉県千葉市緑区古市場町４７４番２６８号 本社 千葉県千葉市緑区古市場町４７４番２６８号

本店営業所 千葉県流山市松ケ丘１－４６２－９０
我孫子営業所 千葉県我孫子市高野山４６４－１８

192084 2024/11/30 興和サイン㈱ 法人 165-0024 東京都中野区松が丘二丁目１９番１１号 興和サイン㈱　本社 東京都中野区松が丘二丁目１９番１１号
本店 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷１－３－１０
本店営業所 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸３－６２－１１

222308 2027/05/15 ㈱小西商店 法人 299-3237 千葉県大網白里市仏島１８番地１グリーンヴィラ杜１０７号室 ㈱小西商店本店 千葉県大網白里市仏島１８番地１グリーンヴィラ杜１０７号室

212232 2026/08/02 ㈱駒匠 法人335-0027 埼玉県戸田市氷川町一丁目２番２３号 ㈱駒匠 埼玉県戸田市氷川町一丁目２番２３号
東京土木支店 東京都文京区後楽２－６－１
東京建築支店 東京都文京区後楽２－１－２

212203 2026/05/12 コンデックス㈱ 法人 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目８番地６第一古川ビル３Ｆ コンデックス㈱ 東京都千代田区神田鍛冶町３－８－６第一古川ビル３階

181922 2023/04/15 ㈱コンセプトサインズ 法人 376-0002 群馬県桐生市境野町四丁目６９５番地３ ㈱コンセプトサインズ 群馬県桐生市境野町四丁目６９５－３

202142 2025/09/10 ㈱コンパス 法人 243-0122 神奈川県厚木市森の里四丁目２９番１号 ㈱コンパス 神奈川県厚木市小野６０３－１

212242 2026/09/14 ㈱サイズファクトリー 法人 168-0062 東京都杉並区方南二丁目４番７号 ㈱サイズファクトリー 東京都杉並区方南２－４－７

202138 2025/08/24 齋藤　良太 法人 273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富四丁目３１番１９号 アクティブデザイン 千葉県鎌ケ谷市東初富４－３１－１９

222359 2027/11/23 サイナジーデザイン㈱ 法人 305-0882 茨城県つくば市みどりの中央６８番地５マルシェみどりのⅡ－１０１号室 本社 茨城県つくば市みどりの中央６８番地５マルシェみどりのⅡ－１０１号室

本社 東京都港区赤坂一丁目１番１号

溜池山王営業所 東京都千代田区永田町二丁目４番２号

212282 2027/01/03 ㈱サインアート・トライ 法人 790-0054 愛媛県松山市空港通二丁目１５番１６号 ㈱サインアート・トライ 愛媛県松山市空港通２丁目１５－１６

182014 2024/03/13 ㈲サイン開発 法人 889-4601 宮崎県都城市山田町山田６１０４番地 東京支店 東京都大田区南蒲田１－１－１７

171907 2023/02/18 ㈱サカクラ 法人 235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村七丁目３５番の１６ 本社 神奈川県横浜市磯子区岡村７－３５－１６

192064 2024/09/09 サカタラボステーション㈱ 法人 174-0056 東京都板橋区志村二丁目１９番１７号 サカタラボステーション株式会社 東京都板橋区志村２－１９－１７サカタ志村ビル

171902 2023/01/28 佐久間　陽一 個人 242-0006 神奈川県大和市南林間六丁目１７番２０号 佐久間工藝 神奈川県大和市南林間６－１７－２０

192025 2024/04/24 ㈲桜工芸 法人 292-0822 千葉県木更津市桜井１５９９番地１１ ㈲桜工芸　本店 千葉県木更津市桜井１５９９－１１

192088 2024/12/02 ㈱S企画 法人 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘五丁目４４番地７ 株式会社S企画 千葉県千葉市緑区あすみが丘５－４４－７

181962 2023/08/30 ㈲サダ・アート 法人 286-0221 千葉県富里市七栄７４２番地の１５ ㈲サダ・アート 千葉県富里市七栄７４２－１５

171900 2023/01/21 ㈲三愛 法人 533-0001 大阪府大阪市東淀川区井高野四丁目８番１５号 ㈲三愛工場 大阪府摂津市鳥飼和道１－１－１０

192100 2025/03/05 ㈲三栄社 法人 133-0073 東京都江戸川区鹿骨二丁目４４番９号 ㈲三栄社 東京都江戸川区鹿骨２－４４－９

222342 2027/09/14 ㈱サンコー造型 法人 984-0016 宮城県仙台市若林区蒲町東１０番地の１５ 株式会社サンコー造型 宮城県仙台市若林区蒲町東１０－１５

181957 2023/08/08 ㈱三幸 法人 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大字大門７４番地４ ㈱三幸 埼玉県さいたま市緑区大門７４番地４

270-0141

東京都文京区後楽二丁目２番８号

東京都港区赤坂一丁目１番１号

262-0046

神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷一丁目３番地１０

212225

法人

222344 2027/09/25 五洋建設㈱ 法人

246-0034212200 2026/05/06 ココ・デザイン㈱

202130 2025/07/16 広文堂NEW・DX㈱

192069 2024/10/03 ㈱クロス・ビー

2026/07/11 ㈱ザイマックス

112-8576

法人

107-0052法人

法人 千葉県流山市松ケ丘一丁目４６２番地の９０

千葉県千葉市花見川区花見川１番２３棟５０３号
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202157 2025/10/14 サンコーテック㈱ 法人 553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲四丁目５番１９号 大阪事務所 大阪府大阪市浪速区桜川４－４－１０　ニューグランドビル５Ｆ

181929 2023/05/14 SANKEIプランニング㈱ 法人 115-0045 東京都北区赤羽二丁目５1番３号 本社 東京都北区赤羽２－５１－３

181939 2023/06/11 賛光電器関東販売㈱ 法人 370-2101 群馬県高崎市吉井町南陽台一丁目８番地１２ 千葉 千葉県印旛郡酒々井町中川１１５－１

192083 2024/11/19 ㈱サン・デザイン 法人 963-0107 福島県郡山市安積二丁目３６０番地 ㈱サン・デザイン　本社 福島県郡山市安積二丁目３６０

212254 2026/10/09 ㈱三美工芸 法人 178-0062 東京都練馬区大泉町一丁目３番３７号 ㈱三美工芸 東京都練馬区大泉町１－３－３７

222330 2027/07/28 ㈲サンプラン 法人 216-0044 神奈川県川崎市宮前区西野川三丁目４３番３８号 ㈲サンプラン 神奈川県川崎市宮前区西野川三丁目４３番３８号

222315 2027/06/08 ㈱サンヤマト 法人 601-8204 京都府京都市南区久世東土川町２０番地 ㈱サンヤマト東京店 東京都品川区東品川２－３－１４東京フロントテラス１０Ｆ

212272 2026/11/17 三雄㈱ 法人 111-0051 東京都台東区蔵前四丁目３３番１２号 三雄㈱ 東京都台東区蔵前４－３３－１２相川ビル１－３F

212241 2026/09/14 ㈱三和企画 法人 123-0852 東京都足立区関原三丁目２４番６号 ㈱三和企画 東京都足立区関原３－２４－６

181996 2024/02/09 ㈲ＧＡＴ 法人 270-0216 千葉県野田市西高野字原４０７番地１ ㈲ＧＡＴ 千葉県野田市西高野字原４０７－１
192099 2025/02/24 ㈱シーエス・エイ 法人 112-0001 東京都文京区白山五丁目２番５号 ㈱シーエス・エイ 東京都文京区白山５丁目２番５号

212198 2026/04/21 ㈱ジークラフト 法人 463-0003 愛知県名古屋市守山区下志段味長筬１９２番地１ ㈱ジークラフト 愛知県名古屋市守山区下志段味長筬１９２番地１
212249 2026/09/12 ㈱シービーケー 法人 104-0032 東京都中央区八丁堀一丁目１３番１０号 株式会社シービーケー 東京都中央区八丁堀１－１３－１０

192066 2024/09/11 ㈱ＪＫＫ 法人 167-0021 東京都杉並区井草二丁目１４番１３号 ㈱ＪＫＫ 東京都新宿区新宿５－１０－２０

212244 2026/09/14 ＪＲ東日本メディア㈱ 法人 170-0005 東京都豊島区南大塚三丁目４６番３号 ＪＲ東日本メディア㈱駅メディア部 東京都北区王子２－１－９

212286 2027/02/14 ㈱ジェイエスピー 法人 121-0836 東京都足立区入谷三丁目２番１３号 ㈱ジェイエスピー本社 東京都足立区入谷三丁目２番１３号

222316 2027/06/15 ㈱ジェイ・トゥー 法人 370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野３０５９番地１ ㈱ジェイ・トゥー川崎支店 神奈川県川崎市川崎区藤崎３－５－１

181936 2023/05/31 ㈱JVIS 法人 193-0815 東京都八王子市叶谷町１０５５番地 ㈱JVIS大阪支社 大阪府堺市堺区南島町２－７４
222317 2027/06/19 ㈱シェルパ 法人 732-0032 広島県広島市東区上温品四丁目３３番２０号 株式会社シェルパ 広島県広島市東区上温品４丁目３３－２０
212199 2026/05/05 ㈱重田工芸 法人 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤７０２番地の１ ㈱重田工芸 神奈川県藤沢市遠藤２９８－６
181943 2023/06/20 ㈱シスタック 法人 270-1435 千葉県白井市清水口二丁目１番１２棟３０１号 ㈱シスタック 千葉県八千代市下市場２－１９－２０

212224 2026/07/05 Shidao企画㈱ 法人 359-0011 埼玉県所沢市大字南永井１０６１番地 Shidao企画㈱ 埼玉県所沢市大字南永井１０６１

202123 2025/06/24 ㈱シブヤスタジオ 法人 466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞三丁目６番２号 澁谷　文明 愛知県名古屋市昭和区鶴舞三丁目６番２号

222339 2027/09/11 ㈲シマダ 法人 133-0073 東京都江戸川区鹿骨三丁目１４番５号 市原営業所 千葉県市原市海土有木字中谷原１１９－８

192049 2024/07/15 嶋田　誠 個人 299-3237 千葉県大網白里市仏島２５８番地 シマダ工房 千葉県大網白里市仏島２５８

202147 2025/09/17 ㈲下館サイン 法人 308-0865 茨城県筑西市山崎８２４番地 ㈲下館サイン 茨城県筑西市山崎８２４番地

181919 2023/04/09 ㈲ジャックスクリーン 法人 581-0064 大阪府八尾市跡部本町一丁目４番４０号 本社 大阪府八尾市跡部本町一丁目４－４０

171909 2023/02/25 ㈱ＪＡＬＵＸトラスト 法人 144-0041 東京都大田区羽田空港一丁目６番６号 施設管理部 千葉県成田市成田国際空港内　日本航空成田オペレーションセンター４階

192040 2024/06/17 ㈱ジュンアンドロペ・エンターテイメント 法人 107-8384 東京都港区南青山二丁目２６番１号 ㈱ジュンアンドロペ・エンターテイメント 東京都港区南青山２丁目２６番１号

171910 2023/02/28 ㈱ジョイサイン 法人 320-0003 栃木県宇都宮市豊郷台二丁目１７８番地１ ㈱ジョイサイン 栃木県塩谷郡高根沢町花岡５１２－２

㈱ジョイフル本田 茨城県土浦市富士崎１－１６－２

ジョイフル本田幸手店 埼玉県幸手市上高野１２５８－１

ジョイフル本田守谷店 茨城県守谷市松ヶ丘３－８

ジョイフル本田富里店 千葉県富里市七栄５２５－２４

ジョイフル本田千葉ニュータウン店 千葉県印西市牧の原２－１

212238 2026/08/22 ㈱昭栄美術 法人 134-0088 東京都江戸川区西葛西七丁目２２番６号 ㈱昭栄美術　本社 東京都中央区明石町８－１聖路加タワー２５Ｆ
222340 2027/09/13 ㈱匠栄房 法人 175-0092 東京都板橋区赤塚六丁目１２番１１号 株式会社匠栄房 埼玉県戸田市美女木北２－４－１２
212290 2027/02/23 ㈱消費者工学研究所 法人 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東１－１２ 本社 大阪府大阪市中央区北浜東１－１２フジタビル４F

㈱湘南サイン 神奈川県平塚市高根一丁目１０番６号
㈱湘南サイン　万田工場 神奈川県平塚市万田一丁目６番１９号

181953 2023/07/25 城北企画㈱ 法人 123-0864 東京都足立区鹿浜二丁目６番１号 城北企画㈱ 東京都足立区鹿浜２－６－１

212264 2026/10/24 ㈱SHOWA 法人 299-0118 千葉県市原市椎津９６８番地７ 株式会社SHOWA 千葉県市原市椎津９６８－７

202150 2025/09/24 ㈱昭和企画 法人 155-0033 東京都世田谷区代田四丁目３０番１７号 幡ケ谷事務所 東京都渋谷区幡ケ谷３丁目１９番地２号

181997 2024/01/28 ㈲新栄 法人 562-0031 大阪府箕面市小野原東一丁目３番１６号 ㈲新栄 大阪府箕面市小野原東１－３－１６

㈲シンカワサイン 千葉県柏市しいの木台５－３２ー５

柏営業所 千葉県柏市藤心８９８－２

202180 2026/02/09 ㈱新巧 法人 279-0043 千葉県浦安市富士見五丁目２３番２８号 本社 千葉県浦安市富士見５－２３－２８

212263 2026/10/21 信号器材㈱ 法人 211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 本社（サイン事業部） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地
222312 2027/05/26 ㈱新光社 法人 173-0005 東京都板橋区仲宿４７番１７－７０３号 株式会社新光社 東京都板橋区仲宿４７－１７－７０３
222356 2027/11/14 ㈱神成サイン 法人 233-0005 神奈川県横浜市港南区東芹が谷１３番２－４１０号 ㈱神成サイン 神奈川県横浜市港南区東芹が谷１３－２－４１０
192087 2024/12/02 ㈱シンリョウ 法人 171-0043 東京都豊島区要町三丁目３６番３号 ㈱シンリョウ 東京都豊島区要町三丁目３６番３号

㈱湘南サイン

㈲シンカワサイン

2025/06/14

182003 2024/02/07

202121

2025/03/11 ㈱ジョイフル本田 法人192102

法人 254-0912

茨城県土浦市富士崎一丁目１６番２号300-0813

法人 277-0945

神奈川県平塚市高根一丁目１０番６号

千葉県柏市しいの木台五丁目３２番地５
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181977 2023/11/05 ㈱新和 法人 321-0923 栃木県宇都宮市下栗町２３１９番地２０ ㈱新和本社 栃木県宇都宮市下栗町２３１９－２０
202135 2025/08/06 ㈱スイタ工芸 法人 279-0012 千葉県浦安市入船四丁目９番２２号 本社 千葉県浦安市入船４－９－２２
202145 2025/09/17 ㈱Ｓky　Ｕｐ 法人 124-0014 東京都葛飾区東四つ木二丁目９番１０－６０４号プレジール立石 株式会社Ｓky　Ｕｐ 東京都葛飾区東四つ木２－９－１０－６０４プレジール立石

192034 2024/06/05 スカイサインサービス㈱ 法人 358-0003 埼玉県入間市豊岡二丁目３番４７号 スカイサインサービス㈱ 埼玉県入間市豊岡２－３－４７

222335 2027/08/29 ㈱スカイサインシステム 法人 171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目８番１号エバーグリーンハイツ２階 株式会社スカイサインシステム 東京都豊島区南池袋２－８－１エバーグリーンハイツ２Ｆ

181980 2023/11/19 菅原　章 個人 124-0004 東京都葛飾区東堀切２丁目２６番５－３０８号カサブランド 菅原電装社 東京都葛飾区東堀切２－２６－５－３０８

222351 2027/10/23 ㈱杉戸工芸 法人 345-0044 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下野９８０番地３ 株式会社杉戸工芸　幸手工場 埼玉県幸手市下宇和田１８８－３

181947 2023/06/25 鈴木　彩子 個人 278-0011 千葉県野田市三ツ堀９６９番地の１５５ ワールドシズクニ 千葉県野田市目吹４２２－１

181967 2023/10/11 ㈱Studio A 法人 175-0085 東京都板橋区大門４番１号 ㈱Studio A 東京都豊島区池袋２－２１－１１－１０１

192068 2024/09/18 ㈲スタンダップテクノ 法人 359-0011 埼玉県所沢市南永井１０５０番地 ㈲スタンダップテクノ 埼玉県所沢市南永井１０５０

222347 2027/10/02 ㈱スティック 法人 344-0022 埼玉県春日部市大畑８０番地 株式会社スティック 埼玉県春日部市大畑８０番地

171905 2023/02/12 ㈱スプリングロード 法人266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町三丁目２４番地３ ㈱スプリングロード 千葉県千葉市緑区誉田町３丁目２４－３

202125 2025/07/02 スリーエムジャパン㈱ 法人 141-8684 東京都品川区北品川六丁目７番２９号 スリーエムジャパン株式会社東京支店 東京都千代田区西神田３－８－１
181955 2023/08/01 正恒㈱ 法人 242-0025 神奈川県大和市代官三丁目１０番６ 正恒㈱ 神奈川県大和市代官３－１０－６

222353 2027/11/14 ㈱セイストン 法人 331-0062 埼玉県さいたま市西区大字土屋２１６番地１ ㈱セイストン 埼玉県さいたま市西区土屋２１６－１
222343 2027/09/15 セイデザイン㈱ 法人 279-0013 千葉県浦安市日の出一丁目４番ベイシティ浦安Ⅰ セイデザイン株式会社 千葉県浦安市日の出１－４ベイシティ浦安Ⅰ－１３０１

202114 2025/05/18 ㈱西武企画 法人 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町四丁目３番１３号 ㈱西武企画本社 東京都武蔵野市吉祥寺南町４－３－１３

182019 2024/03/27 ㈱清和ビジネス 法人 103-0022 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号 株式会社清和ビジネス 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号

東京城東シャーメゾン支店 東京都千代田区外神田一丁目１８番１３号

埼玉東シャーメゾン支店 埼玉県越谷市南越谷一丁目１６番７号

常葉シャーメゾン支店 千葉県柏市中央町１番１号

千葉シャーメゾン支店 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目７番１

東日本特建支店 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号

東京中央支店 東京都墨田区錦糸三丁目２番１号

埼玉東支店 埼玉県越谷市南越谷一丁目１６番７号

京葉支店 千葉県船橋市本町一丁目３番１号

千葉支店 千葉県千葉市中央区問屋町１－３５

千葉南支店 千葉県木更津市東中央三丁目２番１７号

212248 2026/09/09 ㈱セキネネオン 法人 311-2449 茨城県潮来市古高３４８０番地１ ㈱セキネネオン 茨城県潮来市古高３４８０－１

212243 2026/09/02 ㈱セルテック 法人 593-8326 大阪府堺市西区鳳西町一丁７３番５号 ㈱セルテック 大阪府堺市西区鳳西町一丁７３番５号

212221 2026/06/17 ㈱セレスポ 法人 170-0004 東京都豊島区北大塚一丁目２１番５号 千葉支店 千葉県千葉市若葉区加曽利町８５２－２

202178 2026/02/03 (同)ＺＥＲＯＳＩＧＮ 法人 247-0056 神奈川県鎌倉市大船六丁目６番１３号 合同会社ＺＥＲＯＳＩＧＮ小雀営業所 神奈川県横浜市戸塚区小雀町２１５８－３

171901 2023/01/21 宣研ロジエ㈱ 法人 802-0063 福岡県北九州市小倉北区若富士町７番２６号３０１ 東京店 東京都新宿区四谷本塩町３－７　シオセブンビル３Ｆ

192023 2024/04/21 ㈱宣巧社 法人 326-0338 栃木県足利市福居町１７２８番地１ ㈱宣巧社 栃木県足利市福居町１７２８－１

202124 2025/06/28 ㈲宣広社 法人 360-0802 埼玉県熊谷市下奈良１３０４番地 ㈲宣広社 埼玉県熊谷市下奈良１３０４

212201 2026/05/10 ㈲専広社 法人 338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合三丁目１１番２０号 ㈲専広社 埼玉県さいたま市中央区上落合３－１１－２０
202174 2026/02/02 ㈲創都 法人 130-0002 東京都墨田区業平二丁目１４番８号北澤ビル５Ｆ 本社 東京都墨田区業平２－１４－８北澤ビル５Ｆ

181916 2023/04/06 ㈱ソーエー 法人 222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町１２６１番地 ㈱ソーエー 神奈川県横浜市港北区鳥山町１２６１番地

192031 2024/05/16 返町　裕貴 個人 386-0033 長野県上田市御所１１１番地１ 本社 長野県上田市御所１１１－１

192030 2024/05/15 第一広告㈱ 法人 104-0042 東京都中央区入船一丁目４番８号 第一広告㈱ 東京都中央区入船１－４－８ネオアージュ八丁堀５０７号

192104 2025/03/15 ㈱ダイエープロジェクト 法人 665-0897 兵庫県伊丹市桜ケ丘六丁目２番３号 関東支店 神奈川県相模原市南区相模大野１－１０－７

222304 2027/04/15 ㈱大宣 法人 591-8041 大阪府堺市北区東雲東町四丁４番１０号 株式会社大宣 大阪府堺市北区東雲東町４－４－１０

202171 2025/12/16 Ｄａｉｔｏ㈱ 法人 270-0003 千葉県松戸市東平賀２２０－１イーストコート３、１０１号 Ｄａｉｔｏ㈱松戸営業所 千葉県松戸市東平賀２２０－１－３－１０１

171908 2023/02/20 太平ビルサービス㈱ 法人 163-1119 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 太平ビルサービス㈱　千葉支店 千葉県千葉市中央区新町１－１７　ＪＰＲ千葉ビル５階
181923 2023/05/16 ㈱太陽社 法人168-0071 東京都杉並区高井戸西一丁目２１番１８号クライス・オーベン一階 ㈱太陽社 東京都杉並区高井戸西１－２１－１８クライス・オーベン１F

本社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号

東京本店 東京都千代田区飯田橋三丁目１３番１号

北海道支社 北海道札幌市東区北六条東八丁目１番１０号

北東北支社 岩手県盛岡市向中野七丁目１８番１６号

仙台支社 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目８番地の１

法人 530-8241

2026/03/07 積水ハウス㈱ 法人

2024/03/11 大和ハウス工業㈱ 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号

大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号531-0076

182012

202186
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山形支店 山形県山形市白山二丁目２番２号

福島支社 福島県郡山市並木一丁目５番１９

茨城支社 茨城県つくば市東新井３８番地１

宇都宮支社 栃木県宇都宮市平松本町１１１１－２

群馬支社 群馬県高崎市大八木町３０００番２

埼玉支社 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地１

埼玉西支社 埼玉県川越市新宿町一丁目８番地８

埼玉東支社 埼玉県越谷市新越谷二丁目１７番地１０

千葉支社 千葉県千葉市緑区おゆみ野３丁目１９番地４

千葉中央支社 千葉県船橋市葛飾町２丁目４０６番

柏支社 千葉県柏市柏２６０番４

東京西支社 東京都立川市泉町９３５－２８

横浜支社 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－１

川崎支社 神奈川県川崎市幸区新川崎７－７

神奈川西支社 神奈川県厚木市酒井３１２０番地

山梨支店 山梨県甲府市貢川本町４番１９号

富山支店 富山県富山市布瀬本町４番８

金沢支社 石川県金沢市鞍月五丁目５７番地

福井支店 福井県福井市和田中２丁目２１０１番地

新潟支社 新潟県新潟市中央区堀之内南１丁目３１番１４号

長野支店 長野県長野市平林一丁目３６番３号

松本支店 長野県松本市島立８７２番地の２

名古屋支社 愛知県名古屋市中村区平池町４丁目６０番地９

岐阜支社 岐阜県岐阜市藪田東２丁目１番６号

静岡支店 静岡県静岡市駿河区石田１丁目３番２９号

浜松支店 静岡県浜松市中区高林４丁目１５番２７号

沼津支店 静岡県沼津市寿町５番７号

岡崎支社 愛知県岡崎市竜美南１丁目１番地８

豊田支店 愛知県豊田市寿町７丁目４５番地

愛知北支社 愛知県小牧市中央２丁目１７２番地

三重支社 三重県四日市市ときわ１丁目７番１４号

滋賀支社 滋賀県草津市野路一丁目４番２０号

京都支社 京都市伏見区竹田浄菩提院町３１６番地

堺支社 大阪府堺市北区中百舌鳥町４丁６１３番地

大阪中央支店 大阪府八尾市春日町１丁目６番２２号

神戸支社 兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目２番２２号

姫路支店 兵庫県姫路市南駅前町２６番地

阪神支店 兵庫県西宮市大屋町３番２３号

奈良支社 奈良県奈良市西大寺国見町一丁目４番１－1号

和歌山支店 和歌山県和歌山市新中島６３－８

山陰支店 鳥取県米子市新開５丁目１番１３号

岡山支社 岡山県岡山市北区野田４丁目６番１０号

広島支社 広島県広島市西区草津新町二丁目２１番６９－１１号

福山支店 広島県福山市東深津町３丁目８番４０号

山口支店 山口県山口市吉敷下東四丁目１９番２４号

四国支社 香川県高松市伏石町２０８９番地１

愛媛支店 愛媛県松山市南江戸３丁目５－８

福岡支社 福岡県福岡市博多区上牟田二丁目１１番２４号

北九州支社 福岡県北九州市小倉北区貴船町３番１号

西九州支店 佐賀県佐賀市成章町６番５号
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熊本支社 熊本県熊本市東区錦ヶ丘１８番２４号

大分支店 大分県大分市萩原四丁目８番２３号

南九州支店 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１２番１３号

沖縄支店 沖縄県那覇市おもろまち４丁目１１番２５号

222338 2027/09/24 ㈱高昇 法人 130-0013 東京都墨田区錦糸一丁目２番１号アルカセントラル１４Ｆ 株式会社高昇本店 東京都江戸川区春江町２－３１－１５
192036 2024/06/10 髙田　尚幸 個人 315-0121 茨城県石岡市真家１６７７番地３ ＧＲＡＶＹ　ＢＥＡＲ 茨城県石岡市真家１６７７－３
181982 2023/11/18 髙橋　広幸 個人 311-1411 茨城県鉾田市荒地６４７番地７ アートオフィス 茨城県鉾田市荒地６４７番地７
212219 2026/06/17 髙橋　幸弘 個人 332-0014 埼玉県川口市金山町７番３－１１０１号ライオンズプラザ川口第２ 高橋サインプロモート 埼玉県川口市金山町７番３－１１０１号ライオンズプラザ川口第２

181985 2023/12/02 滝野　寛生 個人 289-2504 千葉県旭市ニの６４５０番地６ KANTA　BASE　art sign 千葉県旭市ニの６４５０－６
192105 2025/03/23 タクト工芸㈱ 法人 203-0054 東京都東久留米市中央町三丁目１３番１２号 タクト工芸㈱ 東京都東久留米市中央町３－１３－１２
192063 2024/09/05 ㈱匠工芸社 法人 242-0018 神奈川県大和市深見西四丁目３番４３号グレイストトロＢ１０２ ㈱匠工芸社 神奈川県大和市深見西４－３－４３グレイストトロＢ１０２
222305 2027/04/20 ㈱タクミヤ 法人 112-0012 東京都文京区大塚三丁目８番５号 株式会社タクミヤ 東京都文京区大塚３－８－５
212213 2026/06/13 竹村　眞弥 個人286-0134 千葉県成田市東和田４０３番地３（プラセールⅠ－１０３） ＴＲＹパートナーズ 千葉県成田市東和田４０３－３－Ⅰ－１０３
182011 2024/03/06 ㈲タコプランニング 法人 289-0313 千葉県香取市小見川１６８番地 ㈲タコプランニング 千葉県香取市小見川１６８
192039 2024/06/16 ㈱タック 法人 614-8175 京都府八幡市上津屋石ノ塔７９番地 千葉オフィス 千葉県船橋市葛飾町２－３８４－３矢島ビル３０３
202144 2025/09/13 ㈱タックス 法人 461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町２９番１１号共栄ビル４Ｅ 株式会社タックス 愛知県名古屋市東区東大曽根町２９番１１号共栄ビル４Ｅ
212216 2026/06/17 ㈱長城企画 法人 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町２１６－１ ㈱長城企画 神奈川県横浜市中区山下町２１６－１龍峰ビル２F
181990 2024/01/07 ㈲中央工芸 法人 340-0835 埼玉県八潮市浮塚４２４－１－１ ㈲中央工芸 埼玉県八潮市浮塚４２４－１－１

202161 2025/11/01 ㈱つね松工芸 法人 183-0036 東京都府中市日新町五丁目７４番地の１ 株式会社つね松工芸 東京都府中市日新町５－７４－１

202176 2026/01/20 鶴岡　敏幸 法人 314-0006 茨城県鹿嶋市大字宇津台１７８番地３６ 看板屋つるおか工芸 茨城県鹿嶋市大字宇津台１７８－３６

222311 2027/05/23 ㈱ティ・エス・シー 法人 343-0012 埼玉県越谷市増森二丁目５２番地２ 本社 埼玉県越谷市増森２－５２－２

181918 2023/04/08 ㈱ティーケーワン 法人 344-0051 埼玉県春日部市内牧４１４２番１ ㈱ティーケーワン 埼玉県春日部市内牧４１４２ー１

202185 2026/03/04 (合)Ｔ・ＳＵＰＰＯＲＴ 法人 343-0106 埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸３１９１番地 (合)Ｔ・ＳＵＰＰＯＲＴ 埼玉県春日部市赤沼１４１

202113 2025/05/18 ㈲ＴＤＳ・東京 法人 124-0005 東京都葛飾区宝町二丁目１４番１号 ㈲ＴＤＳ・東京 東京都葛飾区宝町２－１４－１
181942 2023/06/14 ㈱ティーピーズ 法人 103-0027 東京都中央区日本橋二丁目２番３号RISHEビルUCF４F ECセンター 東京都調布市深大寺北町４－６－４

171904 2023/02/12 ㈲テイーエスピー 法人 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原五丁目１３番１号 ㈲テイーエスピー 神奈川県川崎市多摩区宿河原５－１３－１

181995 2024/01/23 ㈱テイクコーポレーション 法人 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町二丁目１番７号 ㈱テイクコーポレーション 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２－１－７　本町和光ビル１F

192045 2024/07/07 ㈲ティンズクラフト 法人 362-0001 埼玉県上尾市大字上５３０番地２ 本店 埼玉県上尾市大字上５３０番地２

192028 2024/05/12 ㈱デコラート 法人 176-0012 東京都練馬区豊玉北一丁目２５番２号 ㈱デコラート 東京都練馬区豊玉北１－２５－２

202184 2026/03/01 ㈱ＴｅｃｈＶｏｉｃｅ 法人 105-0001 東京都港区虎ノ門５－３－２神谷町アネックス６階 ㈱ＴｅｃｈＶｏｉｃｅ 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－１２－３

182010 2024/03/06 deft㈱ 法人 277-0885 千葉県柏市西原五丁目１４番５２号 本部 千葉県流山市向小金１－４５０－５－１０２

東京本社 東京都港区東新橋一丁目８番１号

中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２８番１２号　大名古屋ビルヂング２９階

関西支社 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号中之島フェスティバルタワー・ウエスト１７階

181992 2024/02/02 土居　以文 個人 733-0821 広島県広島市西区高須四丁目１０番１１号 ＳＤＭ　土居　以文 広島県広島市西区高須四丁目１０番１１号
171913 2023/03/07 ㈱東亜 法人 950-1101 新潟県新潟市西区山田１２１番地１ ㈱東亜 新潟県新潟市西区山田１２１－１
181956 2023/08/06 ㈱東急エージェンシー 法人 105-0003 東京都港区西新橋一丁目１番１号 ㈱東急エージェンシー 東京都港区西新橋１－１－１
181999 2024/01/31 ㈱東広 法人 101-0043 東京都千代田区神田富山町１番地３ 本店 東京都千代田区神田富山町１番地３
182007 2024/03/16 ㈱東西社 法人 111-0051 東京都台東区蔵前３－２２－８丸中ビル２Ｆ 本社 東京都台東区蔵前３－２２－８丸中ビル２Ｆ
1719906 2023/02/14 ㈱東成社 法人 104-0061 東京都中央区銀座八丁目１０番７号 本社 東京都中央区銀座８－１０－７

212229 2026/08/02 ㈲東北エヌテイエス 法人 020-0011 岩手県盛岡市三ツ割五丁目１７番２３号 ㈲東北エヌテイエス 岩手県盛岡市三ツ割五丁目１７番２３号

192106 2025/03/23 東洋工芸㈱ 法人 132-0033 東京都江戸川区東小松川四丁目４６番８号 本社 東京都江戸川区東小松川４－４６－８
222321 2027/06/27 ㈱TOWA 法人 113-0033 東京都文京区本郷三丁目２６番６号 ㈱TOWA 東京都文京区本郷３－２６－６
212211 2026/06/03 (同)トックスアート 法人 339-0031 埼玉県さいたま市岩槻区大字飯塚１１５８番地１ 合同会社トックスアート 埼玉県さいたま市岩槻区大字飯塚１１５８番地１

192086 2024/11/25 トピー実業㈱ 法人 141-8667 東京都品川区大崎一丁目２番２号 トピー実業㈱　本店 東京都品川区大崎一丁目２番２号

212247 2026/09/05 飛田建設㈲ 法人 299-0114 千葉県市原市泉台四丁目３０番地１０ 五井事業所 千葉県市原市五井中央西２－１５－２７
212208 2026/05/27 ㈱友太郎 法人 111-0036 東京都台東区松が谷二丁目１６番３号ユーコート松が谷１０２ ㈱友太郎 東京都台東区松が谷２－１６－３ユーコート松が谷１０２

181917 2023/04/16 トモラボ㈱ 法人 164-0013 東京都中野区弥生町二丁目５２番８号 トモラボ株式会社 東京都中野区弥生町２－５２－８

212296 2027/02/20 豊通ファシリティーズ㈱ 法人 465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷三丁目１６２番地 東京営業所 東京都港区港南二丁目３番１３号品川フロントビル１７Ｆ

192024 2024/04/24 ㈱トライアシスト 法人 500-8844 岐阜県岐阜市吉野町六丁目１４番地 ㈱トライアシスト 岐阜県岐阜市吉野町六丁目１４番地

東京都港区東新橋一丁目８番１号2024/11/10 ㈱電通192079 法人 105-7001
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181952 2023/07/23 ㈱トラップ 法人 343-0045 埼玉県越谷市大字下間久里字源前７２３番地７ ㈱トラップ 埼玉県越谷市下間久里７２３－７

202117 2025/06/03 ㈱トリム 法人 105-0014 東京都港区芝二丁目１５番１５号グットワンビル３階 ㈱トリム本店 東京都港区芝二丁目１５番１５号グッドワンビル

192059 2024/08/25 ㈱トレンディアート 法人 270-0236 千葉県野田市東金野井１１７８番地の４ ㈱トレンディアート 千葉県野田市東金野井１１７８－４

212280 2026/12/08 ㈱TOLO 法人 272-0023 千葉県市川市南八幡四丁目３番７号 ㈱TOLO 千葉県市川市南八幡４－３－７

212223 2026/06/24 内藤　茂行 個人 328-0042 栃木県栃木市沼和田町２２番４２号 エス・コンセプション 栃木県下都賀郡壬生町幸町３－３－８

212226 2026/07/12 ㈱なかなか 法人 135-0016 東京都江東区東陽一丁目３２番１５号 ㈱なかなか 東京都江東区東陽一丁目３２番１５号

181969 2023/10/18 中野　聡 個人 556-0055 大阪府摂津市新在家１丁目１１番３号 NDS 大阪府寝屋川市葛原１－３１－１９

222352 2027/10/24 名古屋樹脂工業㈱ 法人 451-0084 愛知県名古屋市西区上堀越町一丁目５０番地 本社 愛知県名古屋市西区上堀越町１－５０

192047 2024/07/14 ㈱なまい工芸社 法人 328-0075 栃木県栃木市箱森町３６番３号 ㈱なまい工芸社 栃木県栃木市箱森町３６－３

202115 2025/05/26 浪川　陽介 個人 289-2503 千葉県旭市江ヶ崎１６９７番地３ Signアクト 千葉県旭市江ヶ崎１６９７ー３

222323 2027/07/03 ㈱NANCY 法人 292-0052 千葉県木更津市祇園四丁目２８番１２号（注：祇＝ネ＋氏） ㈱NANCY 千葉県木更津市笹子３６２－１

212279 2026/12/06 南木　良太 個人 221-0001 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾二丁目９番１－４１２号 プラウ 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾２－９－１藤和大口コープ４１２

212278 2026/12/02 ㈲西倉看板工芸 法人 342-0050 埼玉県吉川市栄町１５２７番地３ ㈲西倉看板工芸 埼玉県吉川市栄町１５２７－３

212237 2026/08/19 西島　千尋 個人 337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１４９４番地１ アイ工房 埼玉県さいたま市見沼区宮ケ谷塔３－９１

㈱日交東海本社　本社 静岡県静岡市葵区追手町２番２０　ヤマムラビル追手町

㈱日交東海本社　東京支社 東京都千代田区鍛治町２－９－８

202181 2026/02/25 日本フカフィー㈱ 法人 983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目２１－３サンエービル３０１号 日本フカフィー㈱本社（仙台） 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目２１－３サンエービル３０１号

181920 2023/04/11 ㈱ニューアート 法人 341-0003 埼玉県三郷市彦成五丁目３９番地１ ㈱ニューアート 埼玉県三郷市彦成５－３９－１

212298 2027/03/18 ㈱ニューアド社 法人 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南一丁目１１番１号 ㈱ニューアド社 東京都杉並区阿佐谷南１－１１－１
192057 2024/08/08 ㈱ニュースター 法人 152-0004 東京都目黒区鷹番三丁目２０番１４号 ㈱ニュースター 東京都目黒区鷹番３－２０－１４
212235 2026/08/04 ネキエスプロダクト㈱ 法人 289-0612 千葉県香取郡東庄町石出２５３２番地１ ネキエスプロダクト㈱ 千葉県香取郡東庄町石出２５３２－１
192096 2025/02/13 ニューラルマーケティング㈱ 法人 558-0047 大阪府大阪市住吉区千躰二丁目２番２４号 ニューラルマーケティング株式会社東京支店 東京都品川区西五反田７－２２－１７ＴＯＣビル８Ｆ１０号
212284 2027/01/16 ㈱ノムラメディアス 法人 135-0091 東京都港区台場二丁目３番５号 本社 東京都港区台場２丁目３番５号

181948 2023/07/01 ㈱ノムラアークス 法人 135-0091 東京都港区台場二丁目３番５号 ㈱ノムラアークス　本社 東京都港区台場２丁目３番５号

202154 2025/10/07 ㈱ハイテクノ 法人 651-2111 兵庫県神戸市西区池上一丁目１３－１ 本社 兵庫県神戸市西区池上１丁目１３番地１

181991 2024/01/14 萩原　侑 個人 286-0111 千葉県成田市三里塚２６０番地３８ 萩原レタリング・シルク 千葉県成田市三里塚２６０－３８

192042 2024/07/01 ㈱ハセケン 法人 233-0016 神奈川県横浜市港南区下永谷六丁目７番６６号 ㈱ハセケン 神奈川県横浜市港南区下永谷６－７－６６

本社 東京都町田市鶴間３－１５－４

渋谷営業所 東京都渋谷区渋谷１－７－５－４Ｆ

171912 2023/02/28 花上　照彦 個人 297-0012 千葉県茂原市六ツ野３２２９番地３ 看板屋本舗 千葉県茂原市六ツ野３２２９－３

212233 2026/08/02 ㈱阪神コンテンツリンク 法人 530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目４番１３号 大阪事業所 大阪府大阪市福島区鷺州１丁目９－２

181946 2023/06/21 ㈱ビーアド 法人 120-0005 東京都足立区綾瀬七丁目１９番１２号 ㈱ビーアド 東京都足立区綾瀬７－１９－１２

東京本社 東京都中央区八丁堀２－９－１

横浜ファクトリー 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－９　４号棟

181944 2023/06/20 ㈱ビーエルシー 法人 214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田七丁目１番１号２F ㈱ビーエルシー 神奈川県川崎市多摩区生田７－１－１－２F

192097 2025/02/16 ㈱光工芸社 法人 336-0923 埼玉県さいたま市緑区大字大間木７３５番地１ ㈱光工芸社 埼玉県さいたま市緑区大間木７３５－１

212303 2027/04/10 ㈱美広社 法人 193-0834 東京都八王子東浅川町５１７ 八王子本社 東京都八王子市東浅川町５１７

192085 2024/11/24 ㈱美巧社 法人 198-0024 東京都青海市新町七丁目３６番地の１２ ㈱美巧社 東京都青海市谷野１６８－１３

181921 2023/04/11 飛行船ネットワーク㈱ 法人 141-0033 東京都品川区西品川一丁目１０番６番 本社 東京都品川区西品川１－１０－６

212265 2026/10/24 菱木　範孝 個人 289-2712 千葉県旭市横根４３１番地 ダイヤウッド 千葉県旭市横根４３１

212206 2026/06/11 ㈱ビスメディア 法人 260-0013 千葉県千葉市中央区中央三丁目８番８号 ㈱ビスメディア 千葉県千葉市中央区中央三丁目８番８号　中央ＣＩＢ６階
202189 2026/03/15 ㈱美装社 法人 989-6111 宮城県大崎市古川鶴ケ埣字新江北１６ ㈱美装社 宮城県大崎市古川鶴ケ埣字新江北１６

212267 2026/10/28 ㈱ビッグファイブ 法人 108-0075 東京都港区港南２－１６－４品川グランドセントラルタワー１７階 株式会社ビッグファイブ高崎営業所 群馬県高崎市若田町１１－４

222327 2027/07/11 ㈱日の出広美社 法人 133-0073 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号 株式会社日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨５－３－４

192074 2024/10/20 ㈱１０１点 法人 297-0015 千葉県茂原市東部台一丁目５番地１０ ㈱１０１点 千葉県茂原市東部台１－５－１０

212258 2026/09/30 ㈱日吉工芸 法人 223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町四丁目７番３号 ㈱日吉工芸 神奈川県横浜市港北区下田町４－７－３

192020 2024/04/03 ㈱ビューティーワークスジャパン 法人 108-0075 東京都港区港南４－６－８－３２０４ ㈱ビューティーワークスジャパン柏支店 千葉県柏市柏４－４－１２　２１世紀第一ビル２Ｆ－ＡＢ
222320 2027/06/20 ㈱ファースト 法人 640-0306 和歌山県和歌山市塩ノ谷２５６番地 本社 和歌山県和歌山市塩ノ谷２５６
212197 2026/04/12 ファイブ・エー㈱ 法人 114-0014 東京都北区田端三丁目１０番３号コーポ山口１０１号 ファイブ・エー㈱ 東京都北区田端３－１０－３　コーポ山口１０１

212240

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀二丁目６番３３号2024/03/06 ㈱ビーアンドピー 法人

法人㈱ハックスター2026/09/03

㈱日交東海本社2022/12/20 静岡県静岡市葵区追手町２番２０号ヤマムラビル追手町420-0853

東京都町田市鶴間三丁目１５番４号194-0004

171897 法人

182009

27 / 29 ページ



令和4年11月30日現在

登録番号 有効満了日 登 録 者 名 法人・個人 郵便番号 住       所 営 業 所 名 営業所の所在地

千葉県屋外広告業者登録一覧（あいうえお順）

171899 2022/12/21 ㈱ファニーズ 法人 131-0033 東京都墨田区向島四丁目４番２号 ㈱ファニーズ 東京都墨田区向島４－４－２
192021 2024/04/17 フィオナグランデ㈱ 法人 343-0823 埼玉県越谷市相模町六丁目４４８番地４ フィオナグランデ㈱　本社 埼玉県越谷市相模町六丁目４４８番地４
202141 2025/09/10 ㈱フェイス 法人 102-0072 東京都千代田区飯田橋二丁目７番１１号三政魚政ビル２Ｆ ㈱フェイスCreative０ffice 埼玉県狭山市広瀬台２－１５－８

181963 2023/09/10 ㈱フォルト 法人 751-0816 山口県下関市椋野町三丁目５番１６号 株式会社フォルト 山口県下関市椋野町三丁目５番１６号
202126 2025/07/06 福島工芸㈱ 法人 287-0024 千葉県香取市福田９５９番地５４ 福島工芸㈱ 千葉県香取市福田９５９－５４

202133 2025/08/02 ㈲富士広告社 法人 275-0001 千葉県習志野市東習志野八丁目３１番４号 ㈲富士広告社 千葉県習志野市東習志野市８－３１－４

192089 2024/12/12 ㈱富士工房 法人 981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字前沖２１３番地の２７ 本社 宮城県仙台市太白区中田町字前沖２１３－２７

212274 2026/11/27 ㈲フジサキ工芸 法人 287-0215 千葉県成田市馬乗里６０３－４ ㈲フジサキ工芸 千葉県成田市馬乗里６０３－４

212252 2026/09/23 富士フイルムイメージングシステムズ㈱ 法人 141-0031 東京都品川区西五反田三丁目６番３０号 富士フイルムイメージングシステムズ㈱ 東京都品川区西五反田３－６－３０

212218 2026/06/17 ㈱フジペン 法人 306-0002 茨城県古河市三杉町二丁目３０番３号 ㈱フジペン 茨城県古河市三杉町二丁目３０番３号

212287 2027/01/23 ㈱フジヤ 法人 604-0076 京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル七丁目４ 東京本社 東京都江東区豊洲５－６－３６　豊洲プライムスクエア３F

212292 2027/02/09 伏田　和彦 個人 370-0873 群馬県高崎市下豊岡町８９５番地８ LAYZ 群馬県高崎市下豊岡町８９５－８

181986 2023/12/09 ㈱双葉 法人 262-0043 千葉県千葉市花見川区天戸町６－３ ㈱双葉 千葉県千葉市花見川区天戸町６－３

222313 2027/05/26 FLAT㈱ 法人 211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中三丁目４番７号ＫＣＫビルⅡ１０１ FLAT株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中３－４－７ＫＣＫビルⅡ１０１

171888 2022/12/11 ㈲プラップ 法人 310-4153 茨城県水戸市河和田町４６１３番地の２ ㈲プラップ 茨城県水戸市河和田町４６１３－２
192052 2024/07/22 ㈱プラン・エディターズ 法人 462-0042 愛知県名古屋市北区水草町一丁目６８番地２ ㈱プラン・エディターズ東京オフィス 東京都中野区東中野５－１１－８　TOKYO NEST
222337 2027/08/29 ㈱ブリッジ 法人 259-1212 神奈川県平塚市岡崎５８３９番地 株式会社ブリッジ工場 神奈川県平塚市城所６１２
202111 2025/05/06 ㈱ＢＲＩＴＺ 法人 162-0814 東京都新宿区新小川町４－７アオヤギビル１Ｆ 本社 東京都新宿区新小川町４－７アオヤギビル１Ｆ
181994 2024/01/20 ㈱ブルー 法人 104-0045 東京都中央区築地二丁目１１番２６号 ㈱ブルー 東京都中央区築地２－１１－２６　築地ＭＫビル５Ｆ

212246 2026/09/05 ㈱プルアンドプッシュ 法人 153-0061 東京都目黒区中目黒三丁目１番５ ㈱プルアンドプッシュ 東京都目黒区中目黒３－１－５

212231 2026/08/02 ㈱Plan to Create 法人 215-0024 神奈川県川崎市麻生区白鳥三丁目８番７号 ㈱Plan to Create 神奈川県川崎市麻生区白鳥３－８－７－２０３
202134 2025/08/03 古川　雄志 個人 671-0205 兵庫県姫路市飾東町清住２６０番地 スチールアーツ 兵庫県姫路市町坪南町２９
202139 2025/08/27 ㈱ブレーメン 法人 292-0823 千葉県木更津市桜井新町二丁目５番１３号 ㈱ブレーメン 千葉県木更津市桜井新町２－５－１３

181979 2023/11/08 ㈲プロアート 法人 133-0051 東京都江戸川区北小岩三丁目２１番１７号 ㈲プロアート 東京都江戸川区北小岩３－２１－１７

171898 2022/12/21 ㈱プロエイム 法人 260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町１番１号日土地千葉中央ビル９F 本社 千葉県千葉市中央区本千葉町１－１　日土地千葉中央ビル９階

192067 2024/09/11 ㈱プロテック 法人 525-0065 滋賀県草津市橋岡町６３番地１ ㈱プロテック本社 滋賀県草津市橋岡町６３番地１

212251 2026/09/16 ㈱フロンティア 法人 104-0033 東京都中央区新川一丁目３番３号グリーンオーク茅場町２Ｆ 本社 東京都中央区新川１－３－１グリーンオーク茅場町２Ｆ

212295 2027/02/17 ベーシック・サインサービス(同) 法人 463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田二丁目１２１４番地 ベーシック・サインサービス合同会社 愛知県名古屋市守山区天子田二丁目１２１４番地

171895 2022/12/14 ㈲平和企画 法人 990-0893 山形県山形市大字西中野１９７０番地の３ ㈲平和企画 山形県山形市大字西中野１９７０－３

182008 2024/03/03 ベストプランニング㈱ 法人 370-3523 群馬県高崎市福島町７４２番地６ 本社 群馬県高崎市福島町７４２－６

202149 2025/09/23 ㈱ベネフィットカンパニー 法人 356-0030 埼玉県ふじみ野市新駒林四丁目４番２号 ㈱ベネフィットカンパニー 埼玉県ふじみ野市新駒林４－４－２

212269 2026/11/14 ペンタビルダーズ㈱ 法人 112-0004 東京都文京区後楽二丁目１番２号 ペンタビルダーズ㈱ 東京都文京区後楽二丁目１番２号

202156 2025/10/11 北海道技建㈱ 法人 047-0261 北海道小樽市銭函三丁目５１９番地１２ 北海道技建㈱TOKYO2020　工事事務所 東京都中央区銀座２丁目１４番９号　GFビル６Ｆ
202183 2026/02/28 ㈱凡美社 法人 583-0886 大阪府羽曳野市恵我之荘三丁目１番１号 ㈱凡美社東京本社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目１番６号

マクテック㈱ 大阪府大阪市平野区長吉長原４－１１－２０

マクテック㈱東京営業所 東京都江東区扇橋２－７－４
192058 2024/08/08 ㈱マスカット 法人 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４６６番地１ ㈱マスカット 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４６６－１

181988 2023/12/16 松井　克夫 個人 348-0071 埼玉県羽生市南羽生３丁目１０番地２０ MSプランニング 埼玉県羽生市南羽生３丁目１０番地２０

㈱マムズカンパニー 千葉県市原市ちはら台南３丁目１番地１

千葉office 千葉県千葉市中央区川崎町５１－１フェスティバルウォーク蘇我２Ｆ

222310 2027/05/19 ㈱丸菱行政地図 法人 110-0008 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 千葉営業所 千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目６８１番地３

202122 2025/06/21 ㈱丸山企画 法人 272-0137 千葉県市川市福栄二丁目２１番２１号 ㈱丸山企画 千葉県市川市福栄２－２１－２１

202175 2026/01/17 万葉建設㈱ 法人 276-0046 千葉県八千代市大和田新田９２０番地１２ 本社 千葉県八千代市大和田新田９２０－１２

本社 福岡県北九州市八幡東区東田１－６－４

東京支社 東京都新宿区新小川町８番３０号３６山京ビル４Ｆ

福岡支社 福岡県福岡市南区塩原１－２８－１７

212281 2027/01/04 水澤　俊廣 個人 344-0122 埼玉県春日部市下柳１４７１番地５ サイン企画　三郷工場 埼玉県三郷市笹塚２２－１
192075 2024/10/23 ㈱美園工芸社 法人 337-0024 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳１０９２番地３５ ㈱美園工芸社 埼玉県さいたま市見沼区片柳１０９２－３５

182016 2024/03/18 三井住友建設㈱ 法人 104-0051 東京都中央区佃二丁目１番６号 東京建築支店 東京都中央区佃二丁目１番６号

212239 2026/08/29 ミックスライティング㈱ 法人 102-0083 東京都千代田区麹町六丁目４番地９ ミックスライティング株式会社 東京都千代田区麹町６－４－９－２０２

171903 2023/01/31 峰島　康次 個人 299-4612 千葉県いすみ市岬町江場土３０９番地 岬工芸 千葉県いすみ市岬町江場土３０９

212270 2026/11/15 法人㈱マムズカンパニー

法人マクテック㈱2025/06/16202116 大阪府大阪市平野区長吉長原四丁目１１番２０号547-0016

805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田一丁目６番４号

千葉県市原市ちはら台南三丁目１番地１290-0142

202109 ㈱ミズカミ 法人2025/04/05

28 / 29 ページ



令和4年11月30日現在

登録番号 有効満了日 登 録 者 名 法人・個人 郵便番号 住       所 営 業 所 名 営業所の所在地

千葉県屋外広告業者登録一覧（あいうえお順）

212245 2026/09/05 宮本　圭介 個人305-0001 茨城県つくば市栗原１５７１番地 FIRST SIGN 茨城県つくば市栗原１５７１

212288 2027/01/26 ㈲ミムラアート 法人240-0044 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町２８８番地 有限会社ミムラアート 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町２８８

212214 2026/06/13 ㈱ミューズクリエイト 法人150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目１３番１０号 ㈱ミューズクリエイト 東京都渋谷区恵比寿１－１３－１０－４０７

222329 2027/07/28 ㈱ムラコシ工芸 法人 112-0012 東京都文京区大塚三丁目１１番４号 ㈱ムラコシ工芸 東京都文京区大塚３－１１－４

202155 2025/10/08 村山ディスプレイ㈱ 法人 130-0026 東京都墨田区両国一丁目３番１１号 村山ディスプレイ株式会社 東京都墨田区両国一丁目３番１１号

192070 2024/10/06 ㈱メディアサービス 法人 164-0011 東京都中野区中央三丁目９番８号 本社 東京都中野区中央三丁目９番８号

181993 2024/01/20 ㈱メディック 法人 104-0045 東京都中央区築地六丁目１６番１号 ㈱メディック本社 東京都中央区築地六丁目１６番１号

212228 2026/08/02 ㈲モトイチ 法人 173-0037 東京都板橋区小茂根二丁目２９番１１号 ㈲モトイチ 東京都板橋区小茂根２－２９－１１

212255 2026/09/26 森　逸郎 個人 242-0001 神奈川県大和市下鶴間２２番地１３ モリキリン　アート　クラフト 神奈川県大和市下鶴間２２－１３

192062 2024/09/02 森　勝豊 個人 297-0002 千葉県茂原市千町２７３５番地１ クリエイティブハンズ 千葉県茂原市千町２７３５－１
212257 2026/09/29 ㈱モンド設計 法人 277-0021 千葉県柏市中央町５番２１－６０７号 ㈱モンド設計 千葉県柏市中央町５番２１－６０７号
212268 2026/11/08 ㈱ヤノプランニングベース 法人 276-0044 千葉県八千代市萱田町１０３６－１７ 株式会社ヤノプランニングベース 千葉県八千代市萱田町１０３６－１７
212262 2026/10/21 山﨑　聖 個人 289-2134 千葉県匝瑳市横須賀７８７番地 やまざき商店 千葉県匝瑳市横須賀７８７

181934 2023/05/24 ㈲山照 法人 370-3336 群馬県高崎市神戸町５５０番地１ ㈲山照 群馬県高崎市神戸町５５０－１

222318 2027/07/04 ヤマト・インダストリー㈱ 法人 350-0001 埼玉県川越市大字古谷上４２７４番地 東京本社 東京都台東区東上野２－１４－１

192022 2024/04/21 ㈱やまとネオン 法人 379-0116 群馬県安中市安中５３５０番地１ ㈱やまとネオン 群馬県安中市安中５３５０－１

182001 2024/02/05 ㈲山文 法人 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目１番１１号 ㈲山文 東京都武蔵野市西久保１－１－１１　ルーヴェン武蔵野１Ｆ
192098 2025/02/24 ㈲ヤママン山田建業 法人 984-0033 宮城県仙台市若林区荒浜字中堀南２番地の２ ㈲ヤママン山田建業 宮城県仙台市若林区荒浜字中堀南２－２
212273 2026/11/17 ㈱ゆう 法人 154-0014 東京都世田谷区新町二丁目２番９号 ㈱ゆう 東京都世田谷区新町２－２－９
202119 2025/06/04 ㈱ユウシン 法人 240-0031 神奈川県横浜市保土ケ谷区藤塚町４番７号 ㈱ユウシン 神奈川県横浜市保土ケ谷区藤塚町４－７号

192076 2024/10/30 ユニアークス㈱ 法人 350-0204 埼玉県坂戸市大字紺屋９２６番地 本社 埼玉県坂戸市大字紺屋９２６番地

182000 2024/02/05 ㈱ＹＯＫＯＨＡＭＡ・ＡＤ 法人 244-0804 神奈川県横浜市戸塚区前田町５０３－２コーエービル１０３号 ㈱ＹＯＫＯＨＡＭＡ・ＡＤ 神奈川県横浜市戸塚区前田町５０３－２

181950 2023/07/18 ㈱佳友 法人 130-0023 東京都墨田区立川二丁目８番１０号 ㈱佳友 東京都墨田区立川２－８－１０柳沢ビル２F
202152 2025/09/30 ㈱４５Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎびｎｉ 法人 102-0072 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 ㈱４５Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎびｎｉ 東京都千代田区飯田橋４－５－１１
222325 2027/07/06 ライズ㈱ 法人 300-2425 茨城県つくばみらい市川崎１８７番地１ ライズ株式会社 茨城県つくばみらい市川崎１８７番地１

181945 2023/06/30 ㈱ライフ・ウェイ 法人 121-0062 東京都足立区南花畑二丁目４７番６号 ㈱ライフ・ウェイ 茨城県つくば市上原２８８－９

202191 2026/03/24 ライフ工芸㈱ 法人 174-0054 東京都板橋区宮本町４９番１５号 ライフ工芸㈱ 東京都板橋区宮本町４９－１５

212195 2026/04/08 ㈱ライン 法人 175-0083 東京都板橋区徳丸一丁目９番２８号 幸手事務所 埼玉県幸手市中１－７－３８　三関ビル１階

212291 2027/02/07 ㈱ラインアート 法人 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島５丁目２番６６号 株式会社ラインアート 大阪府大阪市住之江区新北島５丁目２－６６

222336 2027/08/29 ㈱ラフ 法人 176-0012 東京都練馬区豊玉北五丁目６番１１号ミグハウス２０２ 株式会社ラフ 東京都練馬区豊玉北５－６－１１ミグハウス２０２

192072 2024/10/15 ㈲ランドスケープ 法人 153-0063 東京都目黒区目黒四丁目２０番２２－３０８号 ㈲ランドスケープ 東京都目黒区目黒４－２０－２２－３０８

192041 2024/06/20 ㈱リード街路灯 法人 360-0803 埼玉県熊谷市柿沼８９６番地１３ ㈱リード街路灯 埼玉県熊谷市中奈良９２８

212196 2026/04/12 ㈱リックオオサカ 法人 673-0532 兵庫県三木市緑が丘町中二丁目１番地の３１ 神戸営業所 兵庫県神戸市西区岩岡町野中１１５２－２

182015 2024/03/18 ㈱リップルリンク 法人 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目５番１５号 ㈱リップルリンク 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－５－１５

181970 2023/10/25 菱栄テクニカ㈱ 法人 247-8520 神奈川県鎌倉市上町屋３２５番地 菱栄テクニカ株式会社 神奈川県鎌倉市上町屋３２５番地

192053 2024/07/28 ㈱ＬＵＣＡ 法人 174-0023 東京都板橋区大山町３９番５号 ㈱LUCA 東京都板橋区大山町３９－５フローラル大栄２０２

181975 2023/11/04 ㈱ROOTS 法人 300-0871 茨城県土浦市荒川沖東二丁目１２番１７号２F ㈱ROOTS 茨城県土浦市荒川沖東二丁目１２番１７号２F

182013 2024/03/07 ㈱レガーロ 法人 156-0055 東京都世田谷区船橋七丁目７番８号 ㈱レガーロ 東京都世田谷区船橋七丁目７番８号
222349 2027/10/17 ㈱レクス 法人 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町６－８３ 株式会社レクス 神奈川県横浜市中区尾上町６－８３
212217 2024/06/17 ㈲レタークリエイト 法人 123-0864 東京都足立区鹿浜八丁目１番１号 東京本社 東京都足立区鹿浜８－１－１
181983 2023/12/07 ㈱レンタルのニッケン 法人 100-0014 東京都千代田区永田町二丁目１４番２号 浦安営業所 千葉県浦安市鉄鋼通り２丁目１番２号
202164 2025/11/19 ㈱ロボットファクトリー 法人 102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番２９号 ㈱ロボットファクトリー 東京都千代田区紀尾井町３－２９

212194 2026/04/11 ㈱ワークスサイン 法人 206-0812 東京都稲城市矢野口２７９６番地の１ ㈱ワークスサイン 東京都稲城市矢野口２７９６－１
222341 2027/09/12 ㈱YS FACTORY 法人 335-0033 埼玉県戸田市笹目北町２番地の７ 株式会社YS FACTORY 埼玉県戸田市笹目北町２－７
202112 2025/05/18 ㈱ワイズ 法人 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１０番３－１００９ ㈱ワイズ 大阪府大阪市淀川区新北野１－１０－３－１００９
222334 2027/09/10 ㈱WAOH 法人 110-0011 東京都台東区三ノ輪一丁目２８番１０号丸嶋ビル６階 株式会社WAOH 東京都台東区三ノ輪１丁目２８番１０号丸嶋ビル６階
202190 2026/03/17 ㈱若穂製作所 法人 271-0093 千葉県松戸市小山３８９番地 ㈱若穂製作所 千葉県松戸市小山３８９

アートスタイル 千葉県船橋市薬円台６－１３－１－４０２
工場 千葉県八千代市高津東３－１１－７

212293 2027/02/16 渡邊　涼平 個人 277-0931 千葉県柏市藤ケ谷１７８４番地８８ 渡邊　涼平 千葉県柏市藤ケ谷１７８４－８８
212230 2026/08/02 ㈲ワタリ工芸 法人 275-0025 千葉県習志野市秋津一丁目３番３－１０７号 ㈲ワタリ工芸本社 千葉県習志野市秋津１－３－３－１０７

千葉県船橋市薬円台６丁目１３番１－４０２号202129 2025/07/16 渡辺　達也 個人 274-0077
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