
名称 所在地

(4)0001 R3.3.30 サインズファクトリー 小屋　能之
群馬県太田市東新町３６０番地６サン
リリィ１０２号

サインズファクトリー 群馬県桐生市広沢町６－４５８

(4)0006 R3.4.23 サインガレージ 阿久津　進
群馬県高崎市中居町２－４－７　７７
－９　２６５

サインガレージ
群馬県高崎市中居町２－４－７
７７－９　２６５

(4)0008 R3.3.16 Ｗｅｓｔ 西脇　淳一 群馬県前橋市六供町１１４２－５ Ｗｅｓｔ 群馬県前橋市力丸町４８５－１

(4)0012 R3.4.23
有限会社エサキ看板塗
装

取締役　江崎　誠
群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町５２
５８番地

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

(4)0013 R3.4.15
有限会社インテリアハル
タ

取締役　治田　初穂 群馬県高崎市石原町５４５番地の２ 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

(4)0014 R3.4.30 有限会社トラスト 取締役　内山　隆文
群馬県高崎市中居町一丁目３番地１
１

有限会社トラスト
群馬県高崎市中居町１－３－１
１

(4)0015 R3.4.13 大弘堂株式会社 代表取締役　細野　等 群馬県前橋市北代田町６６７番地３ 大弘堂株式会社
群馬県前橋市北代田町６６７－
３

(4)0016 R3.4.7
セフティ・アース・プランニ
ング

大和　民治 群馬県高崎市金古町１５０１番地８
セフティ・アース・プランニン
グ

群馬県前橋市大友町１－７－１
７　ドリームマンション大友１Ｂ

フジコー株式会社　本社 前橋市江田町１１１番地の２

フジコー株式会社　高崎営
業所

高崎市日高町１６１番地

(4)0019 R3.3.29 株式会社ニユー・アート 代表取締役　新宅　紀之 広島県広島市中区南竹屋町９番４号
株式会社ニュー・アート　本
社

広島県広島市中区南竹屋町９
番４号

(4)0021 R3.4.7 アート・コア株式会社 代表取締役　安齋　治一郎
埼玉県大里郡寄居町大字桜沢９８４
番地

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

(4)0022 R3.4.23 有限会社集創社 取締役　新井　峰男
栃木県宇都宮市下岡本町２１３０－１
２

有限会社集創社
栃木県宇都宮市下岡本町２１３
０－１２

(4)0025 R3.1.13 株式会社永井工芸 代表取締役　永井　淳嗣 前橋市上小出町二丁目４５番地の１０ 株式会社永井工芸 前橋市上小出町２－４５－１０

(4)0027 R3.4.23
株式会社日の丸ディスプ
レー

代表取締役　新崎　博 東京都練馬区早宮一丁目１１番８号 （株）日の丸ディスプレー 東京都練馬区早宮１－１１－８

群馬営業所 群馬県前橋市東善町７０－４

栃木営業所 栃木県佐野市堀米町４８４－１

(4)0031 R3.3.3 株式会社アルファー企画 代表取締役　太田　正史
群馬県前橋市下小出町三丁目２４番
地４

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

(4)0032 R3.3.23 株式会社未来社 代表取締役　田島　速都 群馬県高崎市中豊岡町８２１番地１ 株式会社未来社
群馬県高崎市中豊岡町８２１－
１

(4)0033 R3.3.25 上毛ネオン株式会社 代表取締役　茂木　徹也 群馬県富岡市宇田１６１番地１ 上毛ネオン（株） 群馬県富岡市宇田１６１－１

(4)0034 R3.3.25 西山サイン 西山　春喜 群馬県高崎市箕郷町富岡９４７ 西山サイン 群馬県高崎市箕郷町富岡９４７

(4)0035 R3.3.30 消火栓標識株式会社 代表取締役　毛利　綱作 東京都江東区平野二丁目３番３１号
消火栓標識株式会社　北関
東支社

埼玉県熊谷市万平町２－１１５

(4)0036 R3.3.4 ミヤコプラン 都丸　誠 前橋市西片貝町２－１１９－１ ミヤコプラン 前橋市西片貝町２－１１９－１

株式会社北関スクリーン本
社

群馬県渋川市村上３７５２番地
７

株式会社北関スクリーン高
崎営業所

群馬県高崎市下小鳥町７３０番
地１

株式会社北関スクリーン東
京オフィス

東京都大田区大森北１－３７－
４スカイビル４０１号

(4)0038 R3.3.9
オリオンセールスプロ
モーション株式会社

代表取締役　渡邉　武志 東京都中央区明石町３番３号
オリオンセールスプロモー
ション株式会社　東京本社

東京都中央区明石町３番３号

(4)0042 R3.4.23 有限会社モナリザ工藝 代表取締役　川口　学 群馬県前橋市上佐鳥町５６７番地の４ 有限会社モナリザ工藝 前橋市上佐鳥町５６７－４

(4)0043 R3.4.15 株式会社オオガ 代表取締役　大賀　務 群馬県桐生市東六丁目６番６４号 株式会社オオガ 群馬県桐生市東六丁目６－６４

(4)0049 R3.5.17 有限会社山照 代表取締役　羽鳥　道明 群馬県高崎市神戸町５５０番地１ 有限会社山照 群馬県高崎市神戸町５５０－１

本社
石川県金沢市中央通町１番２２
号

富山支店
富山県富山市二口町１－１５－
２

新潟支店
新潟県新潟市北区島見町２４３
４－３

(4)0059 R3.3.25 株式会社ハセガワーク 代表取締役　近藤　博
福島県福島市方木田字前白家９番地
の９

東京支社 東京都北区赤羽3丁目6-21

(4)0061 R3.5.11 ダイテック株式会社 代表取締役　黒澤　裕一
東京都中央区日本橋小伝馬町６番１
号

ダイテック株式会社
東京都中央区日本橋小伝馬町
６－１

(4)0064 R3.5.11 株式会社ヨシダ・アート 代表取締役　吉田　薫 茨城県土浦市永国８７２番地５ 株式会社ヨシダ・アート
茨城県土浦市永国８７２番地５
号

(4)0065 R3.5.11
株式会社共同エージェン
シー

代表取締役　田邉　智哉 東京都台東区小島二丁目８番５号
株式会社共同エージェン
シー

東京都台東区小島２丁目８番
地５号

(4)0066 R3.5.21 青山塗装株式会社 代表取締役　青山　健太郎
群馬県佐波郡玉村町大字上新田１５
３７番地の６

青山塗装株式会社
佐波郡玉村町大字上新田１５３
７－６

(4)0069 R3.5.21 株式会社広正社 代表取締役　武藤　虎之介 東京都葛飾区青戸六丁目１番１３号 株式会社広正社
東京都葛飾区青戸６丁目１番１
３号

(4)0070 R3.4.30 東亜レジン株式会社 代表取締役　永井　茂智
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

東亜レジン株式会社
東京都新宿区西新宿４－３３－
４住友不動産西新宿ビル４号館
２階

(4)0075 R3.6.1 有限会社ディ・カールトン 代表取締役　永井　敏彦 群馬県高崎市日高町１３３１番地 有限会社ディ・カールトン 群馬県高崎市日高町１３３１

(4)0037 R3.4.23 株式会社北関スクリーン 代表取締役　野村　雅弘 群馬県渋川市村上３７５２番地７

(4)0053 R3.5.17 ヨシダ宣伝株式会社 代表取締役　松井　渉 石川県金沢市中央通町１番２２号

(4)0018 R3.4.13 フジコー株式会社 代表取締役　根岸　誠 群馬県前橋市江田町１１１番地の２

(4)0030 R3.5.17 長田広告株式会社 代表取締役　長田　一郎
愛知県津島市東柳原町五丁目５番地
１

屋外広告業者登録簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成日：R04.07.20

登録番号
登録年月
日

商号又は名称 氏名又は代表者の氏名 住所又は主たる事務所の所在地
営業所



(4)0079 R3.5.26
株式会社ノブプランニン
グ

代表取締役　町田　栄信
群馬県前橋市天川大島町一丁目１１
番地２

株式会社ノブプランニング
群馬県前橋市天川大島町１丁
目１１－２

(4)0080 R3.5.21 昭和サイン株式会社 代表取締役　布川　武
群馬県桐生市境野町七丁目１７８４番
地

昭和サイン（株） 桐生市境野町７丁目１７８４

(4)0081 R3.5.26 有限会社ビレン 取締役　兼子　智 群馬県高崎市菅谷町２０番地１８ 有限会社ビレン 群馬県高崎市菅谷町２０－１８

(4)0083 R3.6.8 有限会社柏屋 代表取締役　柏戸　勇 群馬県高崎市福島町７３６番地９ 有限会社柏屋 群馬県高崎市福島町７３６－９

(4)0090 R3.4.23 東武綜合広告株式会社 代表取締役　中島　史将 群馬県太田市西新町９３番地の２ 東武綜合広告株式会社
群馬県太田市西新町９３番地
の２

(4)0092 R3.6.8
株式会社関東プランニン
グ

代表取締役　荒木　貞夫
群馬県前橋市天川原町一丁目３１番
地８

株式会社関東プランニング
群馬県前橋市天川原町１－３１
－８

(4)0093 R3.7.5 ティーアート 轟　博
群馬県吾妻郡東吾妻町大字須賀尾５
８１の１

ティーアート
群馬県吾妻郡東吾妻町大字須
賀尾５８１の１

(4)0096 R3.7.9 有限会社ヨシダ工房 代表取締役　吉田　訓亨 群馬県太田市岩瀬川町１４３番地の３ 有限会社ヨシダ工房
群馬県太田市岩瀬川町１４３－
３

(4)0097 R3.5.21 株式会社三橋塗装店 代表取締役　三橋　由紀裕
群馬県前橋市天川大島町三丁目５１
番地の１２

（株）三橋塗装店　本店
群馬県前橋市天川大島町３－
５１－１２

(4)0099 R3.7.1
グロリア・アーツ株式会
社

代表取締役　鈴木　敦久
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

本社
広島県広島市中区南吉島１丁
目２番１４号

東京営業所
東京都中央区日本橋室町４－
２－１７

(4)0103 R3.6.8 株式会社近宣
代表取締役社長　清水　勇
宏

大阪府大阪市北区西天満六丁目２番
１７号

株式会社近宣高崎営業所 群馬県高崎市栄町１４－１

(4)0106 R3.6.10 株式会社昭和化成 代表取締役　田中　康夫
東京都渋谷区幡ケ谷三丁目１９番２
号

本社
東京都渋谷区幡ケ谷３－１９－
２

(4)0111 R3.6.1 株式会社清工舎 代表取締役　阿合　誠次 千葉県八千代市吉橋１０７５番地５ 株式会社清工舎
千葉県八千代市吉橋１０７５－
５

(4)0113 R3.5.6
千代田エナメル金属株式
会社

代表取締役　吉岡　伸一郎
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１－８－８大
樹生命亀戸ビル８Ｆ

(4)0118 R3.6.10 株式会社トーフォーアド 代表取締役　福田　康夫
東京都千代田区神田佐久間町四丁
目６番地

株式会社トーフォーアド本社
東京都千代田区神田佐久間町
４－６

株式会社石田塗装店　本店
群馬県前橋市西片貝町二丁目
２２５番地

株式会社石田塗装店　本店
群馬県前橋市西片貝町二丁目
２２５番地

(4)0121 R3.7.1 有限会社吉野塗装店 代表取締役　吉野　登 群馬県沼田市西原新町１１７番地 有限会社吉野塗装店 群馬県沼田市西原新町１１７

(4)0122 R3.6.4 有限会社ヤマゴ看板店 代表取締役　山後　直敏
群馬県前橋市大渡町一丁目１４番地
１４

有限会社ヤマゴ看板店
群馬県前橋市大渡町１丁目１４
番１４号

(4)0124 R3.5.26
株式会社トーアコーポ
レーション

代表取締役　乙守　典厚
兵庫県神戸市東灘区森南町一丁目７
番８号

株式会社トーアコーポレー
ション　本店

兵庫県神戸市東灘区森南町１
丁目７番８号

(4)0127 R3.6.8 株式会社サンスタジオ 代表取締役　須藤　實 群馬県高崎市大橋町２０４番地 株式会社サンスタジオ 群馬県高崎市大橋町２０４番地

(4)0128 R3.5.21 有限会社シミズ工芸 代表取締役　清水　健太 群馬県富岡市田篠８４番地１ 有限会社シミズ工芸 群馬県富岡市田篠８４－１

(4)0129 R3.6.14 株式会社アテナ工芸 代表取締役　福田　隆志郎 群馬県桐生市菱町一丁目４７０番地 株式会社アテナ工芸 群馬県桐生市菱町１－４７０

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

株式会社東和広告システム
高崎営業所

群馬県高崎市菅谷町３６９－５

(4)0136 R3.5.6 ウチノ看板株式会社 代表取締役　内野　正幸
埼玉県所沢市三ケ島一丁目２３番地
の２

ウチノ看板㈱本社
埼玉県所沢市三ケ島１－２３－
２

三和ネオン㈱　本社
東京都中央区銀座２丁目１０番
６号

三和ネオン㈱高崎支社
群馬県高崎市上豊岡町５７１－
７

(4)0138 R3.6.1 有限会社フクダ工芸 代表取締役　福田　洋一 群馬県高崎市八幡町１０２４番地１ 有限会社フクダ工芸 群馬県高崎市倉賀野町2462-5

(4)0130 R3.6.14
株式会社東和広告シス
テム

代表取締役　中山　賀司
群馬県桐生市境野町七丁目５０番地
１

(4)0137 R3.6.1 三和ネオン株式会社 代表取締役　馬場　弘隆 東京都中央区銀座二丁目１０番６号

(4)0102 R3.5.31 株式会社中村工社 代表取締役　中村　朋生
広島県広島市中区南吉島一丁目２番
１４号

(4)0119 R3.7.9 株式会社石田塗装店 代表取締役　石田　聡
群馬県前橋市西片貝町二丁目２２５
番地



（株）サインスタヂオ　本社工
場

群馬県前橋市新堀町３８０－１

（株）サインスタヂオ　みどり
市工場

群馬県みどり市笠懸町阿左美
３２０３

(4)0143 R3.5.21 オクギ建装株式会社 代表取締役　奥木　尚人
群馬県前橋市上小出町二丁目９番地
１９

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

(4)0147 R3.7.1 株式会社ケンセン 代表取締役　小池　忠
埼玉県さいたま市緑区東大門二丁目
２番１９号

（株）ケンセン
埼玉県さいたま市緑区東大門２
－２－１９

(4)0150 R3.7.5 株式会社アドイシグロ 代表取締役　石黒　ちとせ 長野県長野市東鶴賀町３０番地 （株）アドイシグロ　本社
長野県長野市東鶴賀町３０番
地

(4)0151 R3.7.26 株式会社看工 代表取締役　菅原　真也 東京都八王子市横川町５９６番地 株式会社看工　本店 東京都八王子市横川町５９６

(4)0153 R3.7.9 アップリケ 吉田　智子
群馬県前橋市南町二丁目４３番地５
シェ・モワ前橋　５０４号

アップリケ
群馬県前橋市南町２－４３－５
シェ・モア前橋１０８

(4)0154 R3.7.26 株式会社山陽工房 代表取締役　森永　栄治 岡山県倉敷市新田２３９３番地の２ 株式会社山陽工房
岡山県倉敷市新田２３９３番地
の２

(4)0155 R3.8.6 古橋企画 古橋　定美 群馬県前橋市宮地町２２－１ 古橋企画 群馬県前橋市宮地町２２－１

(4)0156 R3.6.21 有限会社戸塚シート 代表取締役　戸塚　真 群馬県安中市板鼻７２２番地１ 有限会社戸塚シート 群馬県安中市板鼻７２２－１

(4)0157 R3.5.21
株式会社日本道路案内
標識

代表取締役　上田　寛明 愛知県豊川市八幡町足洗２０番地 群馬営業所
高崎市江木町１４４６－１　１０２
号

株式会社マエダスタジオ
群馬県前橋市大友町１－１３－
３

株式会社マエダスタジオ
群馬県前橋市大友町１－１３－
３

株式会社マエダスタジオ
群馬県前橋市大友町１－１３－
３

(4)0159 R3.7.19 株式会社エルムデザイン 代表取締役　栗原　幸三
群馬県みどり市笠懸町阿左美１８５６
番地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
１８５６－５

(4)0160 R3.8.4 アールアイ工房 清水　太 群馬県前橋市江田町２５０番地１５ アールアイ工房
群馬県前橋市江田町２５０－１
５

(4)0164 R3.7.26 Ｓｉｇｎ１０４ 豊原　稔 群馬県高崎市倉渕町岩氷７５８－５ Ｓｉｇｎ１０４
群馬県高崎市倉渕町岩氷７５８
－５

(4)0167 R3.7.16 清末工芸社 清末　新悟
群馬県太田市新田上江田町１０５５－
３

清末工芸社
群馬県太田市新田上江田町１
０５５－３

(4)0168 R3.8.6 有限会社北斗サイン 代表取締役　飛嶋　博次 群馬県高崎市石原町４０１１番地 有限会社北斗サイン 群馬県高崎市石原町４０１１

(4)0172 R3.7.29 ウィングプラン 萩原　寛己 群馬県前橋市北代田町６２６－１２ ウィングプラン
群馬県前橋市北代田町６２６－
１２

(4)0174 R3.7.29 株式会社ふくだ工房 代表取締役　福田　秀男 栃木県宇都宮市上金井町５８２番地５ 株式会社ふくだ工房
栃木県宇都宮市上金井町５８２
－５

(4)0179 R3.6.10 アサヒアイドマ株式会社 代表取締役　甲斐　孝哲 福岡県大野城市仲畑二丁目１番５号 アサヒアイドマ株式会社 福岡県大野城市仲畑２－１－５

(4)0185 R3.5.31 株式会社小島工業 代表取締役　小島　博行 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

(4)0187 R3.7.29 有限会社産美工芸 代表取締役　金井　功吏 群馬県伊勢崎市豊城町１９１２番地１ 有限会社産美工芸
群馬県伊勢崎市豊城町１９１２
－１

(4)0191 R3.7.5 株式会社プラド 代表取締役　新井　健司 群馬県伊勢崎市馬見塚町１８６９番地 （株）プラド本社
群馬県伊勢崎市馬見塚町１８６
９

(4)0192 R3.5.31
株式会社アルス・プログ
レス

代表取締役　篠崎　拓 福島県郡山市安積三丁目１３６番地 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

(4)0193 R3.8.4
株式会社博文堂アド・
エージェンシー

代表取締役　須永　剛史 群馬県前橋市天川大島町２９７番地
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

(4)0194 R3.8.30 ミロ工芸 佐山　薫 群馬県館林市加法師町５－１９ ミロ工芸 群馬県館林市加法師町５－１９

(4)0196 R3.7.1 有限会社前橋ネオン 代表取締役　佐藤　啓基 群馬県前橋市亀里町４９２番地１ 有限会社前橋ネオン 群馬県前橋市亀里町４９２－１

(4)0199 R3.8.24 株式会社ｋｅｉデザイン 代表取締役　峯岸　敬一
群馬県佐波郡玉村町大字樋越６０５
番地１

株式会社ｋｅｉデザイン
群馬県佐波郡玉村町樋越６０５
－１

(4)0200 R3.8.13
ピーアール工芸株式会
社

代表取締役　安部　一郎
群馬県高崎市下小鳥町字町東４６７
番地の５

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

(4)0140 R3.7.16 株式会社サインスタヂオ 代表取締役　高草木　正彦 群馬県前橋市新堀町３８０番地１

(4)0158 R3.6.10 株式会社マエダスタジオ 代表取締役　前田　修
群馬県前橋市大友町一丁目１３番地
の３


