屋外広告業者登録簿

作成日：R02.12.14

登録番号 登録年月日 商号又は名称

住所又は主たる事務所の所在地

営業所所在地

(3)0001

H28.3.29 サインズファクトリー

群馬県太田市東新町３６０番地６サンリリィ１０２号

群馬県桐生市広沢町６－４５８

(3)0006

H28.3.31 サインガレージ

群馬県高崎市中居町２－４－７ ７７－９ ２６５

群馬県高崎市中居町２－４－７ ７７－９ ２６５

(3)0007

H28.2.16 大橋サイン株式会社

群馬県前橋市住吉町二丁目９番１７号

群馬県前橋市住吉町二丁目９番１７号
群馬県前橋市小坂子町９２１－４
(3)0008

H28.1.8 Ｗｅｓｔ

群馬県前橋市六供町１１４２－５

群馬県前橋市力丸町４８５－１

(3)0011

H28.2.1 アトラクト

群馬県高崎市菅谷町１１７２番地

群馬県高崎市菅谷町１１７２

(3)0012

H28.2.2 有限会社エサキ看板塗装

群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町５２５８番地

群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町５２５８番地

(3)0013

H28.2.8 有限会社インテリアハルタ

群馬県高崎市石原町５４５番地の２

群馬県高崎市石原町５４５番地の２

(3)0014

H28.4.6 有限会社トラスト

群馬県高崎市中居町一丁目３番地１１

群馬県高崎市中居町１－３－１１

(3)0015

H28.1.27 大弘堂株式会社

群馬県前橋市北代田町６６７番地３

群馬県前橋市北代田町６６７－３

群馬県高崎市金古町１５０１番地８

群馬県前橋市大友町１－７－１７ ドリームマンショ
ン大友１Ｂ

(3)0016

H28.4.8 セフティ・アース・プランニング

前橋市江田町１１１番地の２

(3)0018

H28.2.12 フジコー株式会社

群馬県前橋市江田町１１１番地の２

(3)0019

H28.3.23 株式会社ニユー・アート

広島県広島市中区南竹屋町９番４号

広島県広島市中区南竹屋町９番４号

(3)0021

H28.1.29 アート・コア株式会社

埼玉県大里郡寄居町大字桜沢９８４番地

埼玉県大里郡寄居町大字桜沢９８４番地

(3)0022

H28.5.13 有限会社集創社

栃木県宇都宮市下岡本町２１３０－１２

栃木県宇都宮市下岡本町２１３０－１２
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高崎市日高町１６１番地

登録番号 登録年月日 商号又は名称

住所又は主たる事務所の所在地

営業所所在地

(3)0024

H28.4.15 ＮＫ工房

群馬県前橋市上大屋町２７０－１６

群馬県前橋市上大屋町２７０－１６

(3)0025

H28.1.15 株式会社永井工芸

前橋市上小出町二丁目４５番地の１０

前橋市上小出町２－４５－１０

(3)0027

H28.4.15 株式会社日の丸ディスプレー

東京都練馬区早宮一丁目１１番８号

東京都練馬区早宮１－１１－８

(3)0030

H28.5.12 長田広告株式会社

愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１

(3)0031

H28.3.15 株式会社アルファー企画

群馬県前橋市下小出町三丁目２４番地４

群馬県前橋市下小出町三丁目２４番地４

(3)0032

H28.2.22 株式会社未来社

群馬県高崎市中豊岡町８２１番地１

群馬県高崎市中豊岡町８２１－１

(3)0033

H28.3.18 上毛ネオン株式会社

群馬県富岡市宇田１６１番地１

群馬県富岡市宇田１６１－１

(3)0034

H28.3.29 西山サイン

群馬県高崎市箕郷町富岡９４７

群馬県高崎市箕郷町富岡９４７

(3)0035

H28.1.22 消火栓標識株式会社

東京都江東区平野二丁目３番３１号

埼玉県熊谷市万平町２－１１５

前橋市西片貝町２－１１９－１

前橋市西片貝町２－１１９－１

(3)0036

H28.3.7 ミヤコプラン

群馬県前橋市東善町７０－４
栃木県佐野市堀米町４８４－１

群馬県渋川市村上３７５２番地７
(3)0037

H28.4.18 株式会社北関スクリーン

群馬県渋川市村上３７５２番地７

群馬県高崎市下小鳥町７３０番地１
東京都大田区大森北１－３７－４スカイビル４０１号

オリオンセールスプロモーション株式
東京都中央区明石町３番３号
会社

(3)0038

H28.1.22

(3)0042

H28.4.22 有限会社モナリザ工藝

群馬県前橋市上佐鳥町５６７番地の４

前橋市上佐鳥町５６７－４

(3)0043

H28.2.22 株式会社オオガ

群馬県桐生市東六丁目６番６４号

群馬県桐生市東六丁目６－６４

(3)0046

H28.5.13 有限会社ムラマツ工芸

静岡県浜松市南区渡瀬町２３９番地

静岡県浜松市南区渡瀬町２３９番地
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東京都中央区明石町３番３号

登録番号 登録年月日 商号又は名称

住所又は主たる事務所の所在地

営業所所在地

(3)0049

群馬県高崎市神戸町５５０番地１

群馬県高崎市神戸５５０－１

H28.5.12 有限会社山照

石川県金沢市中央通町１番２２号
(3)0053

H28.5.12 ヨシダ宣伝株式会社

石川県金沢市中央通町１番２２号

富山県富山市二口町１－１５－２
新潟県新潟市北区島見町２４３４－３

(3)0059

H28.5.9 株式会社ハセガワーク

福島県福島市方木田字前白家９番地の９

東京都北区赤羽一丁目４４番地４号

(3)0061

H28.5.18 ダイテック株式会社

東京都中央区日本橋小伝馬町６番１号

東京都中央区日本橋小伝馬町６－１

(3)0064

H28.4.15 株式会社ヨシダ・アート

茨城県土浦市永国８７２番地５

茨城県土浦市永国８７２番地５号

(3)0065

H28.5.13 株式会社共同エージェンシー

東京都台東区小島二丁目８番５号

東京都台東区小島２丁目８番地５号

(3)0066

H28.4.15 青山塗装株式会社

群馬県佐波郡玉村町大字上新田１５３７番地の６

佐波郡玉村町大字上新田１５３７－６

(3)0069

H28.4.8 株式会社広正社

東京都葛飾区青戸六丁目１番１３号

東京都葛飾区青戸６丁目１番１３号

(3)0070

H28.5.26 東亜レジン株式会社

東京都新宿区西新宿四丁目３３番４号住友不動産 東京都新宿区西新宿４－３３－４住友不動産西新
西新宿ビル４号館２階
宿ビル４号館２階

(3)0075

H28.5.18 有限会社ディ・カールトン

群馬県高崎市日高町１３３１番地

群馬県高崎市日高町１３３１

(3)0079

H28.5.18 株式会社ノブプランニング

群馬県前橋市天川大島町一丁目１１番地２

群馬県前橋市天川大島町１丁目１１－２

(3)0080

H28.5.20 昭和サイン株式会社

群馬県桐生市境野町七丁目１７８４番地

群馬県桐生市境野町７丁目１７８４

(3)0081

H28.5.13 有限会社ビレン

群馬県高崎市菅谷町２０番地１８

群馬県高崎市菅谷町２０－１８

(3)0083

H28.5.27 有限会社柏屋

群馬県高崎市福島町７３６番地９

群馬県高崎市福島町７３６－９
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登録番号 登録年月日 商号又は名称

住所又は主たる事務所の所在地

営業所所在地

(3)0087

H28.5.2 株式会社スタックプランニング

群馬県伊勢崎市三和町１４０３番地２０

群馬県伊勢崎市三和町１４０３番地２０

(3)0089

H28.6.8 株式会社八方社

東京都港区新橋二丁目１６番１号

東京都港区新橋２－１６－１ ニュー新橋ビル６１６
号

(3)0090

H28.5.24 東武綜合広告株式会社

群馬県太田市西新町９３番地の２

群馬県太田市西新町９３番地の２

(3)0092

H28.5.13 株式会社関東プランニング

群馬県前橋市天川原町一丁目３１番地８

群馬県前橋市天川原町１－３１－８

群馬県吾妻郡東吾妻町大字須賀尾５８１の１

群馬県吾妻郡東吾妻町大字須賀尾５８１の１

(3)0093

H28.6.3 ティーアート

(3)0096

H28.5.26 有限会社ヨシダ工房

群馬県太田市岩瀬川町１４３番地の３

群馬県太田市岩瀬川町１４３－３

(3)0097

H28.5.24 株式会社三橋塗装店

群馬県前橋市天川大島町三丁目５１番地の１２

群馬県前橋市天川大島町３－５１－１２

(3)0098

H28.5.18 有限会社アクセル

群馬県佐波郡玉村町大字五料８１３番地１

群馬県佐波郡玉村町五料８１３－１

(3)0099

H28.5.18 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番地６

神奈川県川崎市高津区宇奈根７３１－６

(3)0102

H28.5.18 株式会社中村工社

広島県広島市中区南吉島一丁目２番１４号

広島県広島市中区南吉島１丁目２番１４号
東京都中央区日本橋室町４－２－１７
(3)0103
(3)0106
(3)0111

H28.6.21 株式会社近宣
H28.6.7 株式会社昭和化成
H28.5.20 株式会社清工舎

大阪府大阪市北区西天満六丁目２番１７号

群馬県高崎市栄町１４－１

東京都渋谷区幡ケ谷三丁目１９番２号

東京都渋谷区幡ケ谷３－１９－２

千葉県八千代市吉橋１０７５番地５

千葉県八千代市吉橋１０７５－５

(3)0112

H28.6.3 有限会社アールサイン

群馬県高崎市小八木町４１７番地

群馬県高崎市小八木町４１７

(3)0113

H28.6.3 千代田エナメル金属株式会社

東京都江戸川区西一之江二丁目２３番１３号

東京都江東区亀戸１－８－８三井生命亀戸ビル８Ｆ
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登録番号 登録年月日 商号又は名称

住所又は主たる事務所の所在地

営業所所在地

(3)0114

H28.5.13 有限会社ワイ・イーメンテナンス

群馬県みどり市笠懸町鹿４１３１番地の１

群馬県みどり市笠懸町鹿４１３１－１

(3)0117

H28.5.24 株式会社東亜

新潟県新潟市西区山田１２１番地１

新潟県新潟市西区山田１２１－１

(3)0118

H28.5.20 株式会社トーフォーアド

東京都千代田区神田佐久間町四丁目６番地

東京都千代田区神田佐久間町４－６

(3)0119

H28.5.31 株式会社石田塗装店

群馬県前橋市西片貝町二丁目２２５番地

群馬県前橋市西片貝町二丁目２２５番地
群馬県前橋市西片貝町二丁目２２５番地
(3)0121

H28.6.24 有限会社吉野塗装店

群馬県沼田市西原新町１１７番地

群馬県沼田市西原新町１１７

(3)0122

H28.6.6 有限会社ヤマゴ看板店

群馬県前橋市大渡町一丁目１４番地１４

群馬県前橋市大渡町１丁目１４番１４号

(3)0124

H28.6.3 株式会社トーアコーポレーション

兵庫県神戸市東灘区森南町一丁目７番８号

兵庫県神戸市東灘区森南町１丁目７番８号

(3)0126

H28.6.7 株式会社ビッグアップル

群馬県高崎市若田町１１番地４

群馬県高崎市若田町１１－４

(3)0127

H28.6.16 株式会社サンスタジオ

群馬県高崎市大橋町２０４番地

群馬県高崎市大橋町２０４番地

(3)0128

H28.6.21 有限会社シミズ工芸

群馬県富岡市田篠８４番地１

群馬県富岡市田篠８４－１

(3)0129

H28.6.8 株式会社アテナ工芸

群馬県桐生市菱町一丁目４７０番地

群馬県桐生市菱町１－４７０

(3)0130

H28.6.3 株式会社東和広告システム

群馬県桐生市境野町七丁目５０番地１

群馬県桐生市境野町７丁目５０－１
群馬県高崎市菅谷町３６９－５

(3)0136

H28.7.7 ウチノ看板株式会社

埼玉県所沢市三ケ島一丁目２３番地の２

(3)0137

H28.6.8 三和ネオン株式会社

東京都中央区銀座二丁目１０番６号

埼玉県所沢市三ケ島１－２３－２
東京都中央区銀座２丁目１０番６号
群馬県高崎市上豊岡町５７１－７
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登録番号 登録年月日 商号又は名称

住所又は主たる事務所の所在地

営業所所在地

(3)0138

H28.5.13 有限会社フクダ工芸

群馬県高崎市八幡町１０２４番地１

群馬県高崎市八幡町１０２４－１

(3)0139

H28.5.13 ホワイトデザイン

群馬県渋川市金井３０１６番地４

群馬県渋川市渋川２５４３－１

(3)0140

H28.6.14 株式会社サインスタヂオ

群馬県前橋市新堀町３８０番地１

(3)0143

H28.5.13 オクギ建装株式会社

群馬県前橋市上小出町二丁目９番地１９

群馬県前橋市上小出町二丁目９番地１９

(3)0145

H28.5.13 シルク工芸

群馬県甘楽郡下仁田町本宿３６３８

群馬県甘楽郡下仁田町本宿３６３８

群馬県前橋市新堀町３８０－１
群馬県みどり市笠懸町阿左美３２０３

(3)0147

H28.7.7 株式会社ケンセン

埼玉県さいたま市緑区東大門二丁目２番１９号

埼玉県さいたま市緑区東大門２－２－１９

(3)0150

H28.7.5 株式会社アドイシグロ

長野県長野市東鶴賀町３０番地

長野県長野市東鶴賀町３０番地

(3)0151

H28.7.8 株式会社看工

東京都八王子市横川町５９６番地

東京都八王子市横川町５９６

群馬県前橋市元総社町３３５ＲＥ２０４

群馬県前橋市南町２－４３－５シェ・モア前橋１０８

(3)0153

H28.7.13 アップリケ

(3)0154

H28.7.7 株式会社山陽工房

岡山県倉敷市新田２３９３番地の２

岡山県倉敷市新田２３９３番地の２

(3)0155

H28.7.7 古橋企画

群馬県前橋市宮地町２２－１

群馬県前橋市宮地町２２－１

(3)0156

H28.3.24 有限会社戸塚シート

群馬県安中市板鼻７２２番地１

群馬県安中市板鼻７２２－１

(3)0157

H28.6.10 株式会社日本道路案内標識

愛知県豊川市八幡町足洗２０番地

群馬県高崎市江木町１４４６－１ １０２号
群馬県前橋市大友町１－１３－３

(3)0158

H28.6.7 株式会社マエダスタジオ

群馬県前橋市大友町一丁目１３番地の３

群馬県前橋市大友町１－１３－３
群馬県前橋市大友町１－１３－３

(3)0159

H28.7.5 株式会社エルムデザイン

群馬県みどり市笠懸町阿左美１８５６番地５
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群馬県みどり市笠懸町阿左美１８５６－５

登録番号 登録年月日 商号又は名称

住所又は主たる事務所の所在地

営業所所在地

(3)0160

H28.7.29 アールアイ工房

群馬県前橋市江田町２５０番地１５

群馬県前橋市江田町２５０－１５

(3)0162

H28.8.15 株式会社寿工芸

群馬県藤岡市藤岡７０４番地

群馬県藤岡市藤岡７０４番地

(3)0164

H28.8.16 Ｓｉｇｎ１０４

群馬県高崎市倉渕町岩氷７５８－５

群馬県高崎市倉渕町岩氷７５８－５

群馬県太田市新田上江田町１０５５－３

群馬県太田市新田上江田町１０５５－３

(3)0167

H28.7.7 清末工芸社

(3)0168

H28.7.26 有限会社北斗サイン

群馬県高崎市石原町４０１１番地

群馬県高崎市石原町４０１１

(3)0172

H28.7.26 ウィングプラン

群馬県前橋市北代田町６２６－１２

群馬県前橋市北代田町６２６－１２

(3)0174

H28.6.16 株式会社ふくだ工房

栃木県宇都宮市上金井町５８２番地５

栃木県宇都宮市上金井町５８２－５

(3)0176

H28.6.10 その工芸

群馬県佐波郡玉村町大字飯塚１１４－２

群馬県佐波郡玉村町飯塚１１４－２

(3)0179

H28.6.23 アサヒアイドマ株式会社

福岡県大野城市仲畑二丁目１番５号

福岡県大野城市仲畑２－１－５

(3)0185

H28.6.3 株式会社小島工業

栃木県宇都宮市鶴田町７７０番地１０

栃木県宇都宮市平出町３８５－１３

(3)0187

H28.7.20 有限会社産美工芸

群馬県伊勢崎市豊城町１９１２番地１

群馬県伊勢崎市豊城町１９１２－１

群馬県高崎市箕郷町白川８１番地

群馬県高崎市箕郷町白川８１

(3)0190

H28.8.2 有限会社ウッディー・ファクトリー

(3)0191

H28.7.20 株式会社プラド

群馬県伊勢崎市馬見塚町１８６９番地

群馬県伊勢崎市馬見塚町１８６９

(3)0192

H28.7.20 株式会社アルス・プログレス

福島県郡山市安積三丁目１３６番地

福島県郡山市安積三丁目１３６番地

(3)0193

H28.7.13 株式会社博文堂アド・エージェンシー 群馬県前橋市天川大島町２９７番地

群馬県前橋市天川大島町２９７

(3)0194

H28.8.30 ミロ工芸

群馬県館林市加法師町５－１９

群馬県館林市加法師町５－１９

(3)0196

H28.8.30 有限会社前橋ネオン

群馬県前橋市亀里町４９２番地１

群馬県前橋市亀里町４９２－１
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登録番号 登録年月日 商号又は名称

住所又は主たる事務所の所在地

営業所所在地

(3)0199

H28.8.30 株式会社ｋｅｉデザイン

群馬県佐波郡玉村町大字樋越６０５番地１

群馬県佐波郡玉村町樋越６０５－１

(3)0200

H28.7.25 ピーアール工芸株式会社

群馬県高崎市下小鳥町字町東４６７番地の５

群馬県高崎市下小鳥町字町東４６７番地の５
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