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)0403

東京都中央区銀座三丁目９番４号

東京都中央区銀座三丁目９番４号

群馬県高崎市足門町８３７番地

群馬県高崎市足門町８３７

H28.9.20 株式会社エキスプレス社

(3)0407

H28.10.20 株式会社モダン・アート

(3)0409

H28.8.18 株式会社小林工芸社

東京都豊島区北大塚一丁目９番１５号

東京都豊島区北大塚１－９－１５

(3)0410

H28.9.26 株式会社セキネネオン

茨城県潮来市古高３４８０番地の１

茨城県潮来市古高３４８０番地の１

(3)0412

H28.10.5 株式会社ウェスト工房

宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目８番２１号

宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目８－２１
静岡県浜松市北区大原町２７１－２

(3)0416

(3)0417
(3)0418

H28.10.11 株式会社ビックワン

H28.7.13 株式会社匠屋
H28.10.18 株式会社バウハウス丸栄

静岡県浜松市北区大原町２７１番地の２

東京都世田谷区三軒茶屋２－１４－１０ﾛｰﾔﾙﾏﾝｼｮ
ﾝ三軒茶屋５０２号室

東京都千代田区九段南三丁目８番１３号

東京都千代田区九段南３丁目８番１３号

岐阜県羽島郡岐南町上印食五丁目８２番地

岐阜県羽島郡岐南町上印食五丁目８２番地

(3)0420

H28.9.26 有限会社有明工芸

東京都練馬区石神井台二丁目７番７号

東京都練馬区石神井台２－７－７

(3)0422

H28.9.20 アド．サイン株式会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目１０番４号

東京都千代田区鍛冶町二丁目１０番４号神田奥野
ビル５階

(3)0423

H28.11.4 株式会社サインスタジオ・ヤギハラ

群馬県前橋市三俣町三丁目２０番地の１０

群馬県前橋市三俣町３－２０－１０

(3)0424

H28.8.31 関東マルワ産業株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地３８番地３８

栃木県宇都宮市平出工業団地３８番地３８

東京都新宿区箪笥町３４番地

群馬県高崎市栄町２－１０きむらビルⅢ４－Ｄ－２

群馬県富岡市神成３３２番地１

群馬県富岡市神成３３２－１

(3)0425
(3)0426

H28.10.11 株式会社日交
H28.7.29 株式会社アートランド
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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

(3)0427

千葉県千葉市美浜区新港１５２番地

営業所所在地
千葉県千葉市美浜区新港１５２番地

H28.9.23 株式会社協同工芸社

東京都中央区日本橋人形町三丁目１１番１０号
(3)0429

H28.11.7 株式会社関東企画

群馬県佐波郡玉村町大字飯倉１４６番地７

群馬県佐波郡玉村町飯倉１４６－７

(3)0430

H28.9.28 株式会社五光

栃木県宇都宮市馬場通り一丁目１番９号

群馬県前橋市千代田町４－２０－６

(3)0433

H28.10.5 株式会社デンショク

岡山県岡山市中区桑野５１６番地の８

岡山県岡山市中区桑野５１６－８
東京都千代田区神田小川町３－２６ＤＳＫ神田ビル
１階

(3)0434

H28.10.13 株式会社アド宣通

栃木県宇都宮市下荒針町２６７８番地４４３

(3)0438

H28.10.25 株式会社クレスト

東京都港区赤坂八丁目１０番２２号ニュー新坂ビル
東京都港区赤坂８－１０－２２ニュー新坂ビル４Ｆ
４Ｆ

(3)0439

H28.10.20 株式会社コヤマ

茨城県古河市平和町１１番７号

茨城県古河市平和町１１番７号

(3)0448

H28.11.7 株式会社シモヤ

愛知県大府市宮内町四丁目３８１番地

愛知県大府市宮内町四丁目３８１番地

東京都世田谷区瀬田三丁目１５番１７号

東京都世田谷区瀬田３－１５－１７

広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂２００番地

広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂２００番地

(3)0449
(3)0452

H28.10.19

東京アドバタイジングサービス株式
会社

H28.9.13 ウエル・ユーカン株式会社

栃木県宇都宮市下荒針町２６７８－４４３

(3)0454

H28.11.16 株式会社セイストン

埼玉県さいたま市西区大字土屋２１６番地１

埼玉県さいたま市西区土屋２１６－１

(3)0460

H28.12.12 ４５アイズ株式会社

東京都文京区後楽一丁目４番１４号

東京都文京区後楽一丁目４番１４号

(3)0461

H28.12.12 株式会社三和企画

千葉県千葉市若葉区大宮町３３６０番地３４

千葉県千葉市若葉区大宮町３３６０－３４

(3)0462

H28.11.17 株式会社友菱

東京都中央区築地二丁目１番２－１０２号

東京都中央区築地２丁目１番２－１０２号

(3)0465

H28.12.21 有限会社ソーワ

東京都足立区花畑二丁目７番１９号

東京都足立区花畑二丁目７番１９号
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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)0467

H29.1.13 株式会社古川広告社

大阪府東大阪市衣摺六丁目１番２８号

東京都渋谷区渋谷３－６－２０第５矢木ビル３階

(3)0470

H29.1.13 有限会社アイリス

群馬県伊勢崎市東小保方町３５９７番１

群馬県伊勢崎市東小保方町３５９７－１

東京都杉並区阿佐谷南一丁目１１番１号

東京都杉並区阿佐谷南１－１１－１

(3)0473

H29.3.2 株式会社ニューアド社

(3)0475

H29.1.24 株式会社デザインアーク

東京都千代田区飯田橋二丁目１８番２号
大阪府大阪市西区阿波座一丁目５番１６号
大阪府大阪市西区阿波座一丁目５番１６号
(3)0477
(3)0478

H29.2.6 有限会社カサハラ工房
H29.2.17 有限会社双葉広告

栃木県栃木市泉川町３６番地１

栃木県栃木市泉川町３６－１

茨城県水戸市姫子二丁目３３５番地の１２

茨城県水戸市姫子２－３３５－１２

(3)0482

H29.3.7 タケウチデザイン事務所

群馬県北群馬郡吉岡町小倉８２７－３０７

群馬県北群馬郡吉岡町小倉８２７－３０７

(3)0485

H29.3.3 株式会社キクテック

愛知県名古屋市南区加福本通一丁目２６番地

東京都千代田区平河町２－１２－５
静岡県静岡市葵区新伝馬１丁目３番４３号
東京都大田区池上３－６－１６

(3)0486

H29.3.7 アオイネオン株式会社

静岡県静岡市葵区新伝馬一丁目３番４３号

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
福岡県福岡市中央区渡辺通２－３－３ＳＡＳＡ薬院
ビル３階

(3)0487

H28.8.26 株式会社デサン

埼玉県さいたま市北区大成町四丁目１４０番地

埼玉県さいたま市北区大成町４－１４０

(3)0488

H29.2.22 株式会社日広

長野県上田市住吉６７番地１

長野県上田市住吉６７－１

(3)0489

H29.2.10 アイヴィ広告

群馬県伊勢崎市間野谷町５６４－２

群馬県伊勢崎市間野谷町５６４－２

(3)0493

H29.2.22 有限会社クボタアート

長野県長野市大字富竹２６番地３

長野県長野市大字富竹２６番地３
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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)0497

H29.4.17 株式会社アド・ジャパン

栃木県下都賀郡壬生町大字下稲葉６９２番地５

栃木県下都賀郡壬生町大字下稲葉６９２番地５

(3)0500

H29.4.24 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

宮城県仙台市若林区連坊小路１３０番２

(3)0506

H29.5.18 株式会社富士看板

東京都墨田区菊川一丁目１３番１０号

東京都墨田区菊川１丁目１３番１０号

(3)0508

H29.5.25 サンロード電器産業株式会社

群馬県太田市新田市町７９番地５

群馬県太田市新田市町７９-５

(3)0509

H29.6.22 株式会社ビーネットドットコム

群馬県太田市岩瀬川町４７２番地２

群馬県太田市岩瀬川町４７２番地２

栃木県宇都宮市野沢町１１６番地２０

栃木県宇都宮市野沢町１１６番地２０

群馬県前橋市東善町３８０番地４

群馬県前橋市東善町３８０－４

(3)0515

H29.6.2 有限会社今泉

(3)0520

H29.6.28 株式会社ＱＰＳ

群馬県前橋市上小出町一丁目９番地１２
(3)0521

H29.4.28 コーエィ株式会社

群馬県前橋市上小出町一丁目９番地１２

群馬県前橋市五代町１１０３－４
群馬県高崎市中居町３－３－４
群馬県太田市藤阿久町７８４－１

(3)0523
(3)0524

H29.6.21 株式会社プラクト
H29.3.3 株式会社大宣

東京都江東区東陽三丁目２６番２４号

東京都江東区東陽三丁目２６番地２４号

大阪府堺市北区東雲東町四丁４番１０号

大阪府堺市北区東雲東町４－４－１０

東京都千代田区岩本町三丁目１０番１２号

東京都千代田区岩本町３丁目１０番１２

(3)0525

H29.6.28 タイガー株式会社

(3)0526

H29.6.2 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

秋田県秋田市外旭川字堂ノ前８番地８

(3)0527

H29.8.7 総合広告アド・コム

群馬県前橋市富士見町小暮２２５２番地９

群馬県前橋市上新田町１３８１－５

(3)0531

H29.8.3 株式会社共同広告社

東京都中央区日本橋小舟町１５番１０号

東京都中央区日本橋小舟町１５番１０号
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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)0540

H29.8.24 トーアン株式会社

福島県郡山市待池台一丁目５５番地３７

福島県郡山市待池台一丁目５５番地３７

(3)0544

H29.9.19 株式会社東京システック

東京都板橋区板橋一丁目２９番１０号

東京都板橋区板橋１－２９－１０

(3)0547

H29.7.21 株式会社ＧＡＴＥ ＳＩＧＮ

群馬県伊勢崎市西野町５４９番地

群馬県伊勢崎市西野町５４９番地
新潟県長岡市新産３－３－５

(3)0550
(3)0551

H29.10.13 株式会社カンコー
H29.9.29 株式会社ＣＳコーポレイション

新潟県長岡市千秋二丁目２７８８番地１
新潟県新潟市中央区美の里１７番８号

新潟県新潟市中央区鐙西２－２３－２３
新潟県新潟市中央区美の里１７番８号
東京都港区赤坂五丁目２番２０号

(3)0554

H29.10.13 株式会社読売広告社

東京都港区赤坂五丁目２番２０号

(3)0562

H29.11.20 株式会社中島備工

群馬県邑楽郡大泉町大字古氷１０６番地の３３

大阪府大阪市中央区備後町4-1-3御堂筋三井ビル
6階
群馬県邑楽郡大泉町古氷１０６－３３
群馬県邑楽郡大泉町古氷１０６－３３

(3)0566

H29.10.25 三共標識社

東京都新宿区西新宿４－２６－１２－１０１

東京都新宿区西新宿４－３５－１

(3)0573

H29.11.13 株式会社天洋工芸

栃木県宇都宮市川田町８３５番地

栃木県宇都宮市川田町８３５番地

(3)0574

H30.1.15 株式会社フィールド

埼玉県さいたま市岩槻区大字末田２０３３番地

埼玉県さいたま市岩槻区末田２０３３

(3)0577

H29.11.28 株式会社樋田塗装

(3)0578
(3)0582
(3)0584

群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町５９６番地１４ 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町５９６－１４

H30.1.4 一般財団法人日本森林林業振興会 東京都文京区後楽一丁目７番１２号
H30.1.26 株式会社朋栄
H30.2.9 有限会社関東秋南企画

群馬県前橋市岩神町四丁目１７番３号

群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井９６５番地の１

群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井965-1

栃木県鹿沼市茂呂２６１６番地３

栃木県鹿沼市茂呂２６１６－３
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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)0585

H30.3.9 西松建設株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号

埼玉県さいたま市浦和区常盤７丁目１番２２号

(3)0590

H30.2.9 株式会社原町サイン

福島県南相馬市原町区北原字巣掛場５６番地の１

福島県南相馬市原町区北原字巣掛場５６－１
埼玉県三郷市栄４－２７５－２

(3)0592

H30.3.29 株式会社コムズ

東京都中央区京橋三丁目１２番１号

東京都中央区京橋三丁目１２番１号

(3)0594

H30.3.19 イケダネオン株式会社

東京都練馬区大泉学園町八丁目３番３号

埼玉県志木市下宗岡４－１－１

(3)0597

H30.4.16 山王スペース＆レンタル株式会社

東京都中央区銀座三丁目１０番６号

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１２階

(3)0598

H30.4.17 株式会社フジネオン

大阪府堺市堺区楠町三丁４番１２号

大阪府堺市堺区楠町３丁４番１２号
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