
名称 所在地

(4)0202 R3.8.20 サインアート茂木 茂木　敦 群馬県前橋市小神明町５４１－１ サインアート茂木
群馬県前橋市小神明町５４１－
１

(4)0203 R3.8.24 株式会社群馬バス 代表取締役　御園生　知之 群馬県高崎市緑町三丁目２番地３ 株式会社群馬バス
群馬県高崎市緑町三丁目２番
地３

有限会社ユニバースサービ
ス

群馬県伊勢崎市境伊与久３２７
７

有限会社ユニバースサービ
ス

群馬県伊勢崎市境伊与久３２７
７

(4)0206 R3.8.24 有限会社輪島塗装 代表取締役　上坂　欣也
群馬県吾妻郡草津町大字草津５６０
番地の１３

有限会社輪島塗装
群馬県吾妻郡草津町大字草津
５６０－１３

(4)0207 R3.8.24
株式会社ハスミ・アトール
企画

代表取締役　蓮見　善次郎 群馬県前橋市西善町１２５３番地
株式会社ハスミアトール企
画　本社

群馬県前橋市西善町１２５３

(4)0208 R3.8.31 株式会社ヒロタデザイン 代表取締役　廣田　晋也 群馬県前橋市田口町１１９番地 株式会社ヒロタデザイン 群馬県前橋市田口町１１９

(4)0211 R3.8.20
株式会社シャルムデザイ
ン

代表取締役　小暮　正人 群馬県太田市大原町１１２番地の３ 株式会社シャルムデザイン 群馬県太田市大原町１１２－３

(4)0212 R3.8.24 株式会社コトブキネオン 代表取締役　茂呂　展夫
東京都千代田区神田小川町一丁目１
１番地

株式会社コトブキネオン
東京都千代田区神田小川町１
丁目１１番地

(4)0214 R3.9.3 藤倉看板店 藤倉　辰平 群馬県前橋市端気町１３８－１２ 藤倉看板店
群馬県前橋市端気町１３８－１
２

(4)0218 R3.8.24 株式会社フジサワ 代表取締役　藤澤　星 群馬県前橋市本町一丁目１０番３号 株式会社フジサワ 群馬県前橋市本町１－１０－３

(4)0219 R3.8.3
有限会社高橋塗装工業
所

代表取締役　高橋　正幸 群馬県沼田市材木町２番地
有限会社高橋塗装工業所
本店

群馬県沼田市材木町２

(4)0220 R3.8.30 有限会社明星社 代表取締役　長谷川　茂
栃木県宇都宮市宝木本町２２０４番地
２

有限会社明星社
栃木県宇都宮市宝木本町２２０
４－２

(4)0221 R3.8.24 有限会社武シート前橋 代表取締役　山下　欣哉 群馬県前橋市駒形町５３９－１ 有限会社武シート前橋 群馬県前橋市駒形町５３９－１

(4)0223 R3.8.24 有限会社アルス工芸 代表取締役　高梨　勇三 群馬県前橋市箱田町１１４０番地の４ 有限会社アルス工芸
群馬県前橋市箱田町１１４０－
４

(4)0224 R3.9.3 ジャミック 林　真之 群馬県藤岡市森新田２９３－１－Ｄ ジャミック
群馬県藤岡市森新田２９３－１
－Ｄ

(4)0225 R3.8.24 株式会社プラム 代表取締役　福原　道雄 群馬県前橋市駒形町１４７１番地２ 株式会社プラム
群馬県前橋市駒形町１４７１－
２

(4)0227 R3.8.30
株式会社キハラネオン製
作所

代表取締役　木原　茂喜
東京都大田区南六郷二丁目２６番３
号

株式会社キハラネオン製作
所

東京都大田区南六郷二丁目２
６番３号

(4)0228 R3.9.1 株式会社群馬電通 代表取締役　嶋方　耕士 群馬県高崎市緑町二丁目１２番地１ 株式会社群馬電通　本店
群馬県高崎市緑町二丁目１２
－１

(4)0233 R3.8.31 有限会社プロポ 取締役　杉本　ルミ
群馬県北群馬郡吉岡町北下１０２１番
地３

有限会社プロポ
群馬県北群馬郡吉岡町北下１
０２１－３

(4)0234 R3.8.30
株式会社東京化成製作
所

代表取締役　山口　幸蔵
埼玉県狭山市広瀬台二丁目９番２３
号

（株）東京化成製作所　本社
埼玉県狭山市広瀬台２－９－２
３

(4)0237 R3.8.3 東北エスピー株式会社 代表取締役　山田　浩
福島県郡山市富久山町福原字中田３
４番地１

東北エスピー株式会社　本
社

福島県郡山市富久山町福原字
中田３４－１

株式会社ワイズサイン 群馬県伊勢崎市三室町５８０８

株式会社ワイズサイン東京
支店

東京都中野区東中野４－９－２
６キクヤビル２０１

(4)0241 R3.8.31 白馬工芸 高村　稔
群馬県桐生市境野町７丁目２１１３ノ２
４

白馬工芸
群馬県桐生市境野町７丁目２１
１３－２４

(4)0244 R3.8.31 若色看板株式会社 代表取締役　若色　宏昭
栃木県栃木市城内町二丁目７番５５
号

若色看板株式会社　本社
栃木県栃木市城内町２－７－５
５

(4)0246 R3.9.8 アトリエＪＵＮＫ 村上　泰久 群馬県前橋市上細井町１５９－４ アトリエＪＵＮＫ
群馬県前橋市上細井町１５９－
４

(4)0248 R3.8.20 株式会社昭和ネオン 代表取締役　髙村　祐次郎
東京都品川区南品川一丁目７番１７
号

株式会社昭和ネオン　本社
東京都品川区南品川１丁目７
番１７号

(4)0251 R3.9.13 アルプス工芸 小倉　進 群馬県伊勢崎市波志江町４６５９番地 アルプス工芸
群馬県伊勢崎市波志江町４６５
９

(4)0254 R3.8.20 株式会社バン 代表取締役　近藤　和裕
群馬県前橋市大渡町一丁目２３番地
１３

株式会社バン
群馬県前橋市大渡町１丁目２３
－１３

(4)0259 R3.9.13 有限会社フジタ工芸 取締役　藤田　政幸
群馬県伊勢崎市西小保方町４８３番
地３

本店
群馬県伊勢崎市西小保方町４
８３－３

(4)0264 R3.9.3 イノバン 井上　豊 群馬県前橋市馬場町３１５－９ イノバン 群馬県前橋市馬場町３１５－９

(4)0271 R3.9.3 アド・マツモト 松本　憲昭 群馬県高崎市片岡町２－１０－１１ アド・マツモト
群馬県高崎市片岡町２丁目１０
－１１

(4)0272 R3.9.9 有限会社高崎保安機材 代表取締役　陳　美穂 群馬県高崎市剣崎町１１３番地 有限会社高崎保安機材 群馬県高崎市剣崎町１１３番地

(4)0274 R3.9.9 ラック工芸株式会社 代表取締役　中田　雅己 東京都江東区白河四丁目７番２号 ラック工芸株式会社 東京都江東区白河４－７－２

(4)0276 R3.8.4 扶桑工業株式会社 代表取締役　中村　幸満
埼玉県さいたま市岩槻区西原台二丁
目１番１４３号

群馬営業所
群馬県館林市羽附旭町３６０－
８

(4)0277 R3.9.3 アジア工芸 青柳　文夫
群馬県みどり市大間々町大間々４２
－１

アジア工芸
群馬県みどり市大間々町大
間々４２－１

(4)0279 R3.7.19 群馬電工株式会社 代表取締役　堀越　俊夫 群馬県前橋市総社町一丁目４番６ 本社　営業部
群馬県前橋市総社町１丁目４
番６

(4)0281 R3.9.3 株式会社電弘 代表取締役　小坂　禎二 長野県長野市大字高田４３１番地１ 株式会社電弘　本社
長野県長野市大字高田４３１番
地１

(4)0285 R3.8.31 朝日エティック株式会社 代表取締役　樋口　知以
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

(4)0288 R3.7.26 上信電鉄株式会社 代表取締役　木内　幸一 群馬県高崎市鶴見町５１番地 上信電鉄株式会社 群馬県高崎市鶴見町５１

(4)0293 R3.9.17 カクイ工芸 角井　光宏 群馬県安中市磯部１－１７－１０ カクイ工芸
群馬県安中市磯部１－１７－１
０

(4)0204 R3.8.30
有限会社ユニバース
サービス

代表取締役　川端　巌 群馬県伊勢崎市境伊与久３２７７番地

(4)0240 R3.8.20 株式会社ワイズサイン 代表取締役　山崎　貴史 群馬県伊勢崎市三室町５８０８番地
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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
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(4)0298 R3.9.9 新生ネオン 上原　和美 群馬県安中市中秋間９７２－１ 新生ネオン 群馬県安中市中秋間９７２－１

(4)0307 R3.9.13 株式会社丹青社 代表取締役　高橋　貴志 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

(4)0310 R3.9.15 株式会社ボナール企画 代表取締役　小島　康幸 群馬県高崎市飯塚町４５９番地の２ 株式会社ボナール企画 群馬県高崎市飯塚町４５９－２

(4)0315 R3.8.20 グラフィックス 吉田　博史
群馬県北群馬郡吉岡町漆原１１４３－
１

グラフィックス
群馬県北群馬郡吉岡町漆原１
１４３－１

(4)0319 R3.9.3
株式会社ジェイアール東
日本企画

代表取締役　赤石　良治
東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５
号

高崎支店
群馬県高崎市栄町１４－１高崎
イーストセンタービル８階

(4)0320 R3.8.20 株式会社山陽広告社 代表取締役　石倉　勉 群馬県太田市高林東町１３４７番地 株式会社山陽広告社 群馬県太田市高林東町１３４７

(4)0321 R3.9.15 リバー工芸 石川　誠一
群馬県みどり市大間々町桐原５７２－
１０

リバー工芸
群馬県みどり市大間々町桐原
５７２－１０

(4)0323 R3.8.24 株式会社乃村工藝社 代表取締役　榎本　修次 東京都港区台場二丁目３番４号 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４

本社
東京都中央区八丁堀２－２５－
１０

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

(4)0328 R3.9.27 有限会社塚本工芸 代表取締役　塚本　晴彦 群馬県高崎市上並榎町５６２番地２ 有限会社塚本工芸
群馬県高崎市上並榎町５６２番
地２

(4)0329 R3.9.3 株式会社蔵サイン計画 代表取締役　大澤　春三
群馬県前橋市南町四丁目１６番地の
３

株式会社蔵サイン計画 群馬県前橋市南町４－１６－３

(4)0341 R3.8.20 株式会社アドテック 代表取締役　山崎　和夫 群馬県高崎市貝沢町９９３番地 株式会社アドテック 群馬県高崎市貝沢町９９３

(4)0344 R3.7.5 株式会社ゼストデザイン 代表取締役　池田　明弘 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

(4)0345 R3.8.30
株式会社サンワプランニ
ング

代表取締役　久保木　雅彦 群馬県伊勢崎市馬見塚町５３３番地１
株式会社サンワプランニン
グ

群馬県伊勢崎市馬見塚町５３３
番地１

(4)0346 R3.9.27 株式会社小澤忠商店 代表取締役　小澤　健一
群馬県高崎市飯塚町１１２２番地の１
２

株式会社小澤忠商店
群馬県高崎市飯塚町１１２２－
１２

(4)0347 R3.9.28 ニコリト 小菅　洋一 群馬県渋川市上白井１３２０－３３ ニコリト
群馬県渋川市上白井１３２０－
３３

(4)0351 R3.9.3 株式会社文宣 代表取締役　稲川　一
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

(4)0352 R3.9.9 賛光電器産業株式会社 代表取締役　寺本　欣一治 東京都台東区上野七丁目２番８号 工場 群馬県高崎市倉賀野町３１００

(4)0354 R3.9.3 河島塗装株式会社 代表取締役　河島　宏光
群馬県前橋市紅雲町二丁目６番１０
号

河島塗装株式会社　本店
群馬県前橋市紅雲町二丁目６
番１０号

(4)0359 R3.9.3 有限会社飛鳥サイン 取締役　黒岩　民行 群馬県沼田市屋形原町２４４５番地３ 有限会社飛鳥サイン
群馬県沼田市屋形原町２４４５
－３

(4)0360 R3.8.20 株式会社アズサ 代表取締役　横木　宏幸 新潟県三条市西潟３０番７号 株式会社アズサ 新潟県三条市西潟３０－７

(4)0364 R3.9.15 有限会社館東工芸 代表取締役　広瀬　幸一郎 群馬県館林市東美園町２番地の４ 有限会社館東工芸 群馬県館林市東美園町２－４

(4)0368 R3.9.27 株式会社宣巧社 代表取締役　長井　宏 栃木県足利市福居町１７２８番地１ 株式会社宣巧社
栃木県足利市福居町１７２８－
１

(4)0371 R3.9.13 株式会社三昭堂 代表取締役　水野　利晴 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 株式会社三昭堂　本社
愛知県一宮市あずら３丁目９番
２３号

関東営業部
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　備広新大阪ビル

中四国支店
広島県福山市東桜町１－４３
備広駅前ビル

広島営業所
広島県広島市中区西平塚町２
番４号　備広広島ビル

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　備広福岡ビル

(4)0373 R3.9.15 西武企画株式会社 代表取締役　乙訓　伊佐夫
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

(4)0374 R3.9.22 株式会社エフ広芸 代表取締役　布川　勝己 埼玉県越谷市平方４８５番地 本社 埼玉県越谷市平方４８５番地

(4)0379 R3.9.13 株式会社電通アドギア 代表取締役　遠藤　弘暢
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

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

(4)0381 R3.9.15 株式会社ホンマ装美 代表取締役　本間　伸明
東京都足立区谷在家三丁目２３番２
号

株式会社ホンマ装美
東京都足立区谷在家三丁目２
３番２号

東京本社
東京都中央区日本橋２－２－２
１日本橋二丁目ビル２Ｆ

埼玉営業所
埼玉県春日部市大場１１８８－
２

(4)0387 R3.9.15
株式会社ランドマーク新
潟

代表取締役　加藤　祐介 新潟県新潟市西区寺地５２８番地４
株式会社ランドマーク新潟
本社

新潟県新潟市西区寺地５２８番
地４

(4)0388 R3.8.30 株式会社共栄企画 代表取締役　本儀　純
大阪府大阪市西区阿波座一丁目９番
９号

株式会社共栄企画
大阪府大阪市西区阿波座１－
９－９

(4)0389 R3.9.15 株式会社誠広 代表取締役　佐々木　力男
埼玉県富士見市水谷東二丁目２８番
９号

株式会社誠広
埼玉県富士見市水谷東２－２８
－９

(4)0391 R3.10.4 看板島美術 島田　英和 群馬県館林市成島町１４４７－５４ 看板島美術
群馬県館林市成島町１４４７－
５４

(4)0392 R3.6.24 株式会社協同制作 代表取締役　立石　昌紀 東京都中央区入船二丁目５番７号 株式会社協同制作　本社
東京都中央区入船二丁目５番
７号

(4)0393 R3.9.3 株式会社ジャパンアート 代表取締役　岸野　義人
神奈川県海老名市上郷四丁目４番２
９号

株式会社ジャパンアート　本
社

神奈川県海老名市上郷４－４
－２９

(4)0394 R3.8.30 株式会社しばた工芸
代表取締役社長　柴田　彰
夫

栃木県宇都宮市旭二丁目２番３号 株式会社しばた工芸
栃木県宇都宮市旭２丁目２番３
号

(4)0395 R3.10.4 清水建設株式会社 代表取締役　井上　和幸 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁目１６
番１号

(4)0382 R3.8.30 株式会社東宣エイディ 代表取締役　西井　遼
東京都中央区日本橋二丁目２番２１
号

(4)0326 R3.9.3 株式会社Ｔ＆Ｔアド 代表取締役　木谷　泰夫
東京都中央区八丁堀二丁目２５番１０
号三信八丁堀ビル

(4)0372 R3.9.3 株式会社備広 代表取締役　平木　達人
東京都中央区東日本橋三丁目７番１
２号


