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)0602

H30.5.23 有限会社所沢電設

埼玉県所沢市大字中富１０３８番地２

埼玉県所沢市中富１０３８番地２

(3)0603

H30.4.11 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号

東京都新宿区市谷加賀町１－１－１

(3)0604

H30.5.17 株式会社フクダサインボード

静岡県浜松市北区初生町６８８番地の７

(3)0605

H30.5.29 株式会社凡美社

(3)0606

H30.5.23 株式会社ブルー

(3)0608

H30.5.18 デクサーＣ＆Ｃ

東京都港区高輪１丁目２３番２３－２２０３号

東京都港区赤坂１丁目４－１４ ５Ｆ

(3)0609

H30.5.29 株式会社サインクラフト

群馬県渋川市石原１４６２番地３

群馬県渋川市石原１４６２－３

(3)0621

H30.7.18 株式会社プロオム

東京都板橋区板橋二丁目６４番５号

東京都板橋区板橋２－６４－５

(3)0622

H30.8.21 株式会社ガイドポースト

東京都港区新橋二丁目１６番１号

埼玉県東松山市大字上野本３７８番地

(3)0624

H30.8.16 株式会社オリエント企画

千葉県柏市布施１５９５番地の２

千葉県柏市布施１５９５－２

(3)0627

H30.9.26 不二化成品株式会社

静岡県静岡市清水区鳥坂３２７番１

静岡県静岡市清水区鳥坂３２７番１

(3)0629

H30.9.26 north-live

群馬県前橋市川原町一丁目４７番地９

群馬県前橋市川原町１－４７－９

静岡県浜松市北区初生町６８８－７
東京都千代田区神田淡路町２－２３アクセス御茶ノ
水３Ｆ
東京都中央区日本橋茅場町一丁目１番６号Ｂ－ス 東京都中央区日本橋茅場町一丁目１番６号Ｂ－ス
クエアビル
クエアビル
東京都中央区銀座７－１６－１４銀座イーストビル９
東京都中央区銀座七丁目１６番１４号
Ｆ

(3)0630

H30.10.24 株式会社シンエイ

千葉県柏市西山一丁目２番１号

千葉県柏市西山１－２－１

(3)0633

H30.10.17 木村看板株式会社

東京都江東区三好四丁目８番１４号

東京都江東区三好４－８－１４

東京都千代田区内幸町二丁目２番３号

群馬県高崎市上中居町４９３－３武藤ビル

(3)0635

H30.11.7

株式会社キョウエイアドインターナ
ショナル
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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
東京都中央区日本橋人形町３－９－４

(3)0636

H30.10.3 株式会社スペース

東京都中央区日本橋人形町三丁目９番４号

愛知県名古屋市西区那古野２－２－１
大阪府大阪市西区靱本町３－８－１０

(3)0638

H30.10.31 株式会社髙天

大阪府高槻市神内二丁目２１番９号

大阪府高槻市道鵜町６丁目６－１
東京都台東区竜泉１－２５－１０

(3)0640
(3)0646

H30.10.29 株式会社常磐広告
H31.1.17 株式会社ＯＫＩプロサーブ

茨城県ひたちなか市高野４５０番地１

茨城県ひたちなか市高野４５０－１

東京都港区芝浦四丁目１１番２２号

群馬県高崎市双葉町３番１号

(3)0649

H30.12.10 株式会社サインズ

宮城県仙台市若林区六丁の目北町４番５７号

宮城県仙台市若林区六丁の目北町４番５７号

(3)0650

H30.12.21 株式会社ジェイ・エヌ・エス

群馬県高崎市西横手町３９１番地６０

群馬県高崎市西横手町３９１－６０

(3)0652

H31.3.22 株式会社オオウチ工芸

宮城県仙台市若林区六丁の目元町３番８号

宮城県仙台市若林区六丁の目元町３番８号

(3)0654

H31.1.21 美和ロック株式会社

東京都港区芝三丁目１番１２号

東京都港区芝三丁目１番１２号

(3)0655

H31.2.28 有限会社大洋社

福島県白河市菅生舘４８番地１３

福島県白河市菅生舘４８－１３

(3)0656

H31.4.5 アクティヴサインシステム株式会社

東京都足立区保木間一丁目２３番６号

東京都足立区保木間１－２３－６

(3)0657

H31.4.5 株式会社イーグル産業

埼玉県川越市的場一丁目２６番地８

埼玉県川越市的場１－２６－８

(3)0658

H31.3.11 株式会社日東建装社

大阪府大阪市北区中崎西二丁目３番６号

大阪府大阪市北区中崎西二丁目３番６号

(3)0659

H31.2.28 株式会社武揚堂

東京都中央区日本橋三丁目８番１６号

東京都中央区日本橋３－８－１６

(3)0660

H31.4.12

東京都豊島区千早二丁目３０番３号

東京都豊島区千早２－３０－３

株式会社エクスロードエー・ビー・
アール
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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)0661

H31.2.22 株式会社ダイヤ工芸社

東京都台東区三ノ輪一丁目１番２号

東京都台東区三ノ輪１－１－２

(3)0665

H31.4.17 第一工芸株式会社

大阪府大阪市東住吉区今林四丁目７番９号

大阪府大阪市東住吉区今林４丁目７番９号

東京都豊島区南池袋二丁目３２番１号

東京都豊島区南池袋２丁目３２番１号

東京都中央区銀座六丁目１２番１号

東京都中央区銀座６丁目１２番１号

埼玉県児玉郡上里町大字長浜１０２６番地６

埼玉県児玉郡上里町大字長浜１０２６－６

(3)0666
(3)0670
(3)0672

R1.7.2 株式会社キョーシン
R1.7.12 株式会社弘亜社
R1.8.5 株式会社ワイド・デザイン

(3)0674

R1.8.27 株式会社アデスト

東京都中央区東日本橋三丁目９番１５号グラニート
東京都中央区東日本橋３－９－１５
マルコービル

(3)0675

R1.9.18 株式会社岡崎巧芸

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田１０８３番地１

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田１０８３－１

(3)0677

R1.9.20 有限会社スリー・アド

群馬県藤岡市藤岡１９９９番地７

群馬県藤岡市藤岡１９９９－７

(3)0681

R1.10.16 有限会社ライオン堂

福島県相馬市小泉字山田４９０番地

福島県相馬市小泉字山田４９０

(3)0683

R1.10.11 有限会社ウイングス

群馬県桐生市新宿二丁目４番１３号

群馬県桐生市新宿２－４－１３

(3)0684

R1.9.20 株式会社ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ

大阪府東大阪市長田中五丁目１番１９号

東大阪市長田中５－１－１９

(3)0689

R2.1.29 株式会社ダイス

東京都中央区日本橋堀留町一丁目５番１１号

東京都中央区日本橋堀留町１－５－１１

(3)0691

R2.1.29 株式会社土浦アド・サービス

茨城県小美玉市上玉里３８番地

茨城県小美玉市上玉里３８

(3)0693

R1.12.6 株式会社中央ビル管理

埼玉県越谷市南越谷一丁目２０番１７号

埼玉県越谷市南越谷一丁目２０番１７号

(3)0694

R2.1.17 株式会社大林組

東京都港区港南二丁目１５番２号

東京都港区港南二丁目１５番２号

群馬県高崎市正観寺町９７２番地の１

高崎市正観寺町９７２－１

東京都港区芝浦一丁目２番３号

東京都港区芝浦１－２－３シーバンスＳ館

(3)0698
(3)0699

R2.2.4 富士技工株式会社
R2.2.20 株式会社船場
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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)0704

群馬県前橋市田口町３６２番地３

R1.11.27 有限会社群馬アズ・エージェンシー

営業所所在地
群馬県前橋市田口町３６２－３
群馬県前橋市田口町３６２－３

(3)0707

R2.3.31 株式会社ビーアド

東京都足立区綾瀬七丁目１９番１２号

東京都足立区綾瀬７－１９－１２

(3)0712

R2.5.28 株式会社アール工房

埼玉県和光市白子三丁目１８番１８号

埼玉県和光市白子３丁目１８番１８号

群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町６９８番地２

群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町６９８－２

栃木県宇都宮市柳田町５９６番地５

栃木県宇都宮市柳田町５９６－５

東京都足立区東綾瀬三丁目１番１号

東京都足立区東綾瀬３－１－１

(3)0714
(3)0718

R2.7.7 マーキングウェイ株式会社
R2.7.28 トータルサインリード株式会社

(3)0720

R2.9.1 株式会社ユーネクサス

(3)0722

R2.7.27 リーガルボード株式会社

(3)0725

R2.10.20 株式会社ソーエー

(3)0728

R2.11.5 イオンディライト株式会社

(3)0729

R2.11.4

(3)0730
(2)0737

埼玉県草加市氷川町２１０４番地１エンゼルビル５Ｆ 埼玉県草加市氷川町２１０４－１エンゼルビル５Ｆ
神奈川県横浜市港北区鳥山町１２６１番地

神奈川県横浜市港北区鳥山町１２６１

大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号

東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー８階

株式会社ディオスエンターテインメン
福島県郡山市安積町南長久保一丁目５２番地の４ 福島県郡山市田村町金屋字新家２９－１
ト

R2.11.17 有限会社日新工芸
H27.12.15 ナガタ工芸

埼玉県さいたま市西区大字高木天神１４３２番地

埼玉県さいたま市西区高木１４３２番地

群馬県北群馬郡吉岡町下野田９５２の６

群馬県北群馬郡吉岡町下野田１６－３

(2)0738

H28.2.15 株式会社イトーキ

大阪府大阪市城東区今福東一丁目４番１２号

群馬県高崎市東町９号地 ツインシティ高崎

(2)0740

H28.1.13 株式会社トモエ

東京都台東区入谷二丁目２２番１２号

東京都台東区入谷二丁目２２番１２号

(2)0741

H28.1.15 優美堂

群馬県前橋市樋越町１４８番地７

群馬県前橋市樋越町１４８番地７

(2)0742

H28.2.17 株式会社マネット

群馬県太田市中根町１８１番地１

群馬県太田市中根町１８１－１
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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

(2)0743

H28.3.14 株式会社日東工業

東京都練馬区北町五丁目１８番１３号

東京都練馬区北町５－１８－１３

(2)0744

H28.1.25 株式会社アート・プランニング

長野県松本市大字笹賀５６５２番地１１９

長野県松本市笹賀５６５２－１１９

東京都千代田区内幸町一丁目５番３号

東京都千代田区内幸町１－５－３

(2)0747

H28.4.4 株式会社電通ライブ

(2)0749

H28.4.15 株式会社フラット・ワン

群馬県前橋市上佐鳥町５４６番地６

群馬県前橋市上佐鳥町５４６－６

(2)0750

H28.4.27 株式会社ステッチ

群馬県前橋市広瀬町三丁目２番地１５

群馬県前橋市広瀬町３－２－１５

(2)0755

H28.1.15 日本交通標識社

栃木県足利市小俣町１０５６番地１

栃木県足利市小俣町１０５６－１

(2)0760

H28.5.20 株式会社太陽ネオン

福島県福島市南沢又字道合１２番地の４

福島県福島市南沢又字道合１２－４

(2)0761

H28.6.24 株式会社ライズコミュニケーションズ 東京都足立区西新井栄町二丁目１番１号

東京都足立区西新井栄町二丁目１－１

(2)0762

H28.7.26 権太看板店

群馬県邑楽郡大泉町朝日２－１０－１０

群馬県邑楽郡大泉町朝日２－１０－１０

(2)0763

H28.6.7 株式会社クリシマ

富山県高岡市向野町四丁目１２番地

東京都江戸川区船堀５－１５－１

(2)0764

H28.7.5 株式会社丸吾

群馬県前橋市鳥羽町１４８番地６

群馬県前橋市鳥羽町１４８－６

(2)0766

H28.7.26 株式会社ダイサン

茨城県古河市上辺見５３３番地

茨城県古河市上辺見５３３番地

(2)0768

H28.7.26 株式会社金星堂

三重県桑名市大字江場４８１番地

三重県桑名市大字江場４８１

(2)0769

H28.9.26 株式会社森島工芸

栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢５１２６番地１１ 栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢５１２６－１１

(2)0771

H28.8.31 株式会社アクタート

宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目２番地の２

東京都文京区本郷１－２５－３松尾ビル４Ｆ

(2)0772

H28.9.20 シミズ企画

群馬県高崎市宮沢町１４１９

群馬県高崎市宮沢町１４１９
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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

(2)0774

大阪府大阪市北区梅田三丁目１番３号

営業所所在地
大阪府大阪市北区梅田３丁目１番３号

H28.9.28 三和サインワークス株式会社

東京都港区港南２丁目１５番１号Ａ－３０
(2)0777

H28.10.18 バルーンテック

埼玉県羽生市南４－９－１８

埼玉県羽生市南４－９－１８

(2)0779

H28.10.28 有限会社宝樹

埼玉県越谷市平方７９７－１

埼玉県越谷市平方７９７－１

石川県金沢市法光寺町３４番３

石川県金沢市法光寺町３４－３

栃木県宇都宮市鶴田町３４９３番地３４７

栃木県宇都宮市鶴田町３４９３－３４７

茨城県水戸市大町二丁目３番２号

茨城県水戸市大町２丁目３番２号

福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地

福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地

群馬県太田市岩瀬川町５０２－５

群馬県太田市新田大町８８

群馬県太田市藤久良町４５－９

群馬県太田市藤久良町４５－９

(2)0780
(2)0781
(2)0782
(2)0784

H28.11.7 有限会社彩光堂
H28.10.25 有限会社アド・メディア
H28.9.30 株式会社白英社
H28.11.16 株式会社クリエイティブダイワ

(2)0785

H29.1.18 栄光サイン

(2)0790

H29.2.3 根岸工芸

(2)0791

H29.1.16 タカハシ看板工芸

栃木県足利市助戸仲町８００－８

栃木県足利市助戸仲町８００－８

(2)0792

H29.1.18 株式会社サインボードエキスプレス

東京都中央区新富二丁目１２番６号新幸ビル４階

東京都中央区新富２－１２－６新幸ビル４Ｆ

(2)0794

H28.12.15 有限会社コスモネオン

東京都小平市仲町４３９番地の６

東京都小平市仲町４３９番地の６

(2)0795

H28.12.27 サン株式会社

群馬県高崎市上小塙町１２４７番地２

群馬県高崎市上小塙町１２４７－２

(2)0796

H29.3.3 株式会社中井産業

群馬県高崎市八千代町二丁目４番２６号

群馬県高崎市八千代町２－４－２６

(2)0797

H29.3.8 Ｓｔｙｌｅ

群馬県高崎市芝塚町１８４６－６

群馬県高崎市上大類町７２８

(2)0798

H29.2.20 株式会社日栄ライン工業

群馬県高崎市吉井町吉井４３９番地

群馬県高崎市吉井町吉井４３９

(2)0799

H29.3.10 ＤＥＡＲ

群馬県前橋市西善町１０２７－１

群馬県伊勢崎市波志江町３７１６－６
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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

(2)0800

群馬県高崎市中里見町４９７番地１

群馬県高崎市中里見町４９７－１

H29.2.9 株式会社三山
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