
名称 所在地

(4)0403 R3.9.28 株式会社エキスプレス社 代表取締役　草賀　則彦 東京都中央区銀座三丁目９番４号 本社
東京都中央区銀座三丁目９番
４号

(4)0407 R3.9.28 株式会社モダン・アート 代表取締役　黒崎　勝己 群馬県高崎市足門町８３７番地 株式会社モダンアート 群馬県高崎市足門町８３７

(4)0409 R3.8.31 株式会社小林工芸社 代表取締役　丸田　亨
東京都豊島区北大塚一丁目９番１５
号

株式会社小林工芸社
東京都豊島区北大塚１－９－１
５

(4)0410 R3.10.22 株式会社セキネネオン 代表取締役　関根　英輔 茨城県潮来市古高３４８０番地の１ 株式会社セキネネオン
茨城県潮来市古高３４８０番地
の１

(4)0412 R3.9.13 株式会社ウェスト工房 代表取締役　荒谷　昭夫
宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目８
番２１号

株式会社ウェスト工房
宮城県仙台市宮城野区扇町１
丁目８－２１

株式会社ビックワン　本社
静岡県浜松市北区大原町２７１
－２

株式会社ビックワン　東京支
店

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

(4)0417 R3.9.28 株式会社匠屋 代表取締役　丹羽　健太郎
東京都千代田区九段南三丁目８番１
３号

株式会社匠屋
東京都千代田区九段南３丁目
８番１３号

(4)0418 R3.9.13
株式会社バウハウス丸
栄

代表取締役　三ヶ尻　大介
岐阜県羽島郡岐南町上印食五丁目８
２番地

（株）バウハウス丸栄本店
岐阜県羽島郡岐南町上印食五
丁目８２番地

(4)0420 R3.10.13 有限会社有明工芸 代表取締役　上山　光隆
東京都練馬区石神井台二丁目７番７
号

有限会社有明工芸
東京都練馬区石神井台２－７
－７

(4)0422 R3.9.30 アド．サイン株式会社 代表取締役　三上　興義
東京都千代田区鍛冶町二丁目１０番
４号

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号神田奥野ビル５階

関東マルワ産業㈱本社
栃木県宇都宮市平出工業団地
３８番地３８

関東マルワ産業株式会社
東京オフィス

東京都墨田区両国３－２１－８
ＭＫビル２Ｆ－２０１号室

(4)0426 R3.9.15 株式会社アートランド 代表取締役　橋爪　敏 群馬県富岡市神成３３２番地１ 株式会社アートランド 群馬県富岡市神成３３２－１

(4)0427 R3.9.15 株式会社協同工芸社 代表取締役　箕輪　晃 千葉県千葉市美浜区新港１５２番地 株式会社協同工芸社　本店
千葉県千葉市美浜区新港１５２
番地

(4)0429 R3.10.11 株式会社関東企画 代表取締役　下田　隆
群馬県佐波郡玉村町大字飯倉１４６
番地７

株式会社関東企画
群馬県佐波郡玉村町飯倉１４６
－７

(4)0430 R3.9.3 株式会社五光 代表取締役　木内　久生
栃木県宇都宮市馬場通り一丁目１番
９号

株式会社五光　前橋支店
群馬県前橋市千代田町４－２０
－６

本社
岡山県岡山市中区桑野５１６－
８

東京支社
東京都千代田区神田小川町３
－２６ＤＳＫ神田ビル１階

(4)0434 R3.9.13 株式会社アド宣通 代表取締役　炭田　恵崇
栃木県宇都宮市下荒針町２６７８番地
４４３

株式会社アド宣通
栃木県宇都宮市下荒針町２６７
８－４４３

(4)0438 R3.10.21 株式会社クレスト 代表取締役　永井　俊輔
東京都港区赤坂八丁目１０番２２号
ニュー新坂ビル４Ｆ

本社
東京都港区赤坂８－１０－２２
ニュー新坂ビル４Ｆ

(4)0439 R3.10.27 株式会社コヤマ 代表取締役　小山　久雄 茨城県古河市平和町１１番７号 株式会社コヤマ 茨城県古河市平和町１１番７号

(4)0448 R3.10.27 株式会社シモヤ 代表取締役　下谷　敏博
愛知県大府市宮内町四丁目３８１番
地

（株）シモヤ　本社
愛知県大府市宮内町四丁目３
８１番地

(4)0449 R3.9.30
東京アドバタイジング
サービス株式会社

代表取締役　増田　隆
東京都世田谷区瀬田三丁目１５番１７
号

本社　東京アドバタイジング
サービス株式会社

東京都世田谷区瀬田３－１５－
１７

ウエル・ユーカン株式会社
本社

広島県広島市佐伯区湯来町大
字白砂２００番地

ウエル・ユーカン株式会社
東京支店

東京都台東区台東４丁目１９－
９　山口ビル７　６階

ウエル・ユーカン株式会社
大阪営業所

大阪府大阪市淀川区西中島７
丁目５－２５　新大阪ドイビル９
階

ウエル・ユーカン株式会社
福岡営業所

福岡県福岡市博多区那珂３丁
目２１ー４５　第９西田ビル５号

(4)0454 R3.11.2 株式会社セイストン 代表取締役　西田　道正
埼玉県さいたま市西区大字土屋２１６
番地１

（株）セイストン
埼玉県さいたま市西区土屋２１
６－１

(4)0460 R3.10.21 ４５アイズ株式会社 代表取締役　大塚　逸平
東京都千代田区飯田橋四丁目５番１
１号

４５アイズ株式会社 東京都千代田区飯田橋4-5-11

(4)0461 R3.12.3 株式会社三和企画 代表取締役　田中　邦典
千葉県千葉市若葉区大宮町３３６０番
地３４

株式会社三和企画
千葉県千葉市若葉区大宮町３
３６０－３４

(4)0462 R3.11.16 株式会社友菱 代表取締役　早田　確
東京都中央区新富二丁目１５番５－７
０１号

株式会社友菱
東京都中央区新富二丁目１５
番５－７０１号

(4)0467 R4.1.14 株式会社古川広告社 代表取締役　小安　德郎
大阪府東大阪市衣摺六丁目１番２８
号

（株）古川広告社東京支社
東京都渋谷区渋谷３－６－２０
第５矢木ビル３階

(4)0470 R4.1.14 有限会社アイリス 代表取締役　大山　英一
群馬県伊勢崎市東小保方町３５９７番
１

有限会社アイリス
群馬県伊勢崎市東小保方町３
５９７－１

東京支店
東京都千代田区飯田橋二丁目
１８番２号

大阪本店
大阪府大阪市西区阿波座一丁
目５番１６号

(4)0477 R4.2.7 有限会社カサハラ工房 代表取締役　笠原　潤一 栃木県栃木市泉川町３６番地１ 有限会社カサハラ工房 栃木県栃木市泉川町３６－１

(4)0478 R4.1.21 有限会社双葉広告 取締役　冨吉　明 茨城県水戸市鯉淵町４９９番地 有限会社双葉広告 茨城県水戸市鯉淵町４９９

(4)0485 R4.2.16 株式会社キクテック 代表取締役　新美　政衛
愛知県名古屋市南区加福本通一丁
目２６番地

東京支店
東京都千代田区平河町２－１２
－５

(4)0452 R3.10.8
ウエル・ユーカン株式会
社

代表取締役　掛　宗智
広島県広島市佐伯区湯来町大字白
砂２００番地

(4)0475 R4.2.3 株式会社デザインアーク 代表取締役　辰己　嘉一
大阪府大阪市西区阿波座一丁目５番
１６号

(4)0424 R3.9.13
関東マルワ産業株式会
社

代表取締役　上野　裕之
栃木県宇都宮市平出工業団地３８番
地３８

(4)0433 R3.10.8 株式会社デンショク 代表取締役　野田　令 岡山県岡山市中区桑野５１６番地の８

(4)0416 R3.10.4 株式会社ビックワン 代表取締役　小池　康之
静岡県浜松市北区大原町２７１番地
の２

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



静岡本社
静岡県静岡市葵区新伝馬１丁
目３番４３号

東京本社 東京都大田区池上３－６－１６

大阪支店
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

福岡支店
福岡県福岡市中央区渡辺通２
－３－３ＳＡＳＡ薬院ビル３階

(4)0487 R3.8.6 株式会社デサン 代表取締役　藤池　一誠
埼玉県さいたま市北区大成町四丁目
１４０番地

株式会社デサン
埼玉県さいたま市北区大成町４
－１４０

(4)0488 R4.2.22 株式会社日広 代表取締役　金子　幸裕 長野県上田市住吉６７番地１ 株式会社日広 長野県上田市住吉６７－１

(4)0497 R4.4.15 株式会社アド・ジャパン 代表取締役　中嶋　稔
栃木県下都賀郡壬生町大字下稲葉６
９２番地５

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

(4)0500 R4.3.24
東京ネオン電気株式会
社

代表取締役　渡邊　康典
宮城県仙台市若林区連坊小路１３０
番地の２

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２

(4)0506 R4.5.20 株式会社富士看板 代表取締役　太田　實 東京都墨田区菊川一丁目１３番１０号 株式会社富士看板
東京都墨田区菊川１丁目１３番
１０号

(4)0508 R4.4.15
サンロード電器産業株式
会社

代表取締役　茂呂　晃市 群馬県太田市新田市町７９番地５
サンロード電器産業株式会
社

群馬県太田市新田市町７９-５

(4)0515 R4.6.17 有限会社今泉 代表取締役　今泉　卓也 栃木県宇都宮市野沢町１１６番地２０ 有限会社今泉
栃木県宇都宮市野沢町１１６番
地２０

(4)0520 R4.6.9 株式会社ＱＰＳ 代表取締役　林　丈男 群馬県前橋市東善町３８０番地４ 株式会社ＱＰＳ 群馬県前橋市東善町３８０－４

本社
群馬県前橋市上小出町一丁目
９番地１２

Ｅ・Ｃ事業部　前橋営業所
群馬県前橋市五代町１１０３－
４

Ｅ・Ｃ事業部　太田営業所
群馬県太田市新道町１２６９－
１

(4)0523 R4.6.27 株式会社プラクト 代表取締役　金子　星児 東京都江東区東陽三丁目２６番２４号 株式会社プラクト
東京都江東区東陽三丁目２６
番地２４号

(4)0525 R4.6.6 タイガー株式会社 代表取締役　山﨑　直樹
東京都千代田区岩本町三丁目１０番
１２号

タイガー株式会社
東京都千代田区岩本町３丁目
１０番１２

(4)0527 R4.6.22 総合広告アド・コム 須賀　俊明
群馬県前橋市富士見町小暮２２５２番
地９

総合広告アド・コム
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 代表取締役　小林　悟
東京都中央区日本橋小舟町１５番１０
号

株式会社共同広告社
東京都中央区日本橋小舟町１
５番１０号

(3)0540 H29.8.24 トーアン株式会社 代表取締役　神事　潤三
福島県郡山市待池台一丁目５５番地
３７

トーアン株式会社
福島県郡山市待池台一丁目５
５番地３７

(3)0544 H29.9.19 株式会社東京システック 代表取締役　小野　利器 東京都板橋区板橋一丁目２９番１０号 株式会社東京システック
東京都板橋区板橋１－２９－１
０

(3)0547 H29.7.21 株式会社ＧＡＴＥ　ＳＩＧＮ 代表取締役　齋藤　淳司 群馬県伊勢崎市西野町５４９番地 株式会社ＧＡＴＥ　ＳＩＧＮ
群馬県伊勢崎市西野町５４９番
地

本店 新潟県長岡市新産３－３－５

新潟支店
新潟県新潟市中央区鐙西２－
２３－２３

(3)0551 H29.9.29
株式会社ＣＳコーポレイ
ション

代表取締役　古川　憲
新潟県新潟市中央区美の里１７番８
号

株式会社ＣＳコーポレイショ
ン

新潟県新潟市中央区美の里１
７番８号

株式会社読売広告社本社
東京都港区赤坂五丁目２番２０
号

株式会社読売広告社関西
支社

大阪府大阪市中央区備後町4-
1-3御堂筋三井ビル6階

株式会社中島備工
群馬県邑楽郡大泉町古氷１０６
－３３

株式会社中島備工
群馬県邑楽郡大泉町古氷１０６
－３３

(3)0566 H29.10.25 三共標識社 三吉　孝治
東京都新宿区西新宿４－２６－１２－
１０１

三共標識社
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 代表取締役　佐賀　幸彦 栃木県宇都宮市川田町８３５番地 株式会社天洋工芸
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 代表取締役　山口　順子
埼玉県さいたま市岩槻区大字末田２
０３３番地

株式会社フィールド
埼玉県さいたま市岩槻区末田２
０３３

(3)0577 H29.11.28 株式会社樋田塗装 代表取締役　樋田　政明
群馬県吾妻郡中之条町大字中之条
町５９６番地１４

株式会社樋田塗装
群馬県吾妻郡中之条町大字中
之条町５９６－１４

(3)0582 H30.1.26 株式会社朋栄 代表取締役　竹渕　博行
群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井９６
５番地の１

株式会社朋栄
群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩
井965-1

(3)0584 H30.2.9 有限会社関東秋南企画 代表取締役　菊地　啓友 栃木県鹿沼市茂呂２６１６番地３ 有限会社関東秋南企画 栃木県鹿沼市茂呂２６１６－３

(3)0585 H30.3.9 西松建設株式会社
代表取締役社長　髙瀨　伸
利

東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
西松建設株式会社関東建
築支社さいたま営業所

埼玉県さいたま市浦和区常盤７
丁目１番２２号

株式会社原町サイン本店
福島県南相馬市原町区北原字
巣掛場５６－１

東京事業所 埼玉県三郷市栄４－２７５－２

(3)0592 H30.3.29 株式会社コムズ 代表取締役　糸山　実 東京都中央区京橋三丁目１２番１号 本社営業所
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 代表取締役　池田　壮之介
東京都練馬区大泉学園町八丁目３番
３号

イケダネオン（株） 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

代表取締役　小村　太一 東京都中央区銀座三丁目１０番６号
山王スペース＆レンタル株
式会社　本社

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 代表取締役　松本　優 大阪府堺市堺区楠町三丁４番１２号 株式会社フジネオン
大阪府堺市堺区楠町３丁４番１
２号

(3)0562 H29.11.20 株式会社中島備工 代表取締役　中島　史将
群馬県邑楽郡大泉町大字古氷１０６
番地の３３

(3)0590 H30.2.9 株式会社原町サイン 代表取締役　竹内　久子
福島県南相馬市原町区北原字巣掛
場５６番地の１

(3)0550 H29.10.13 株式会社カンコー 代表取締役　丸山　高明
新潟県長岡市千秋二丁目２７８８番地
１

(3)0554 H29.10.13 株式会社読売広告社 代表取締役　菊地　英之 東京都港区赤坂五丁目２番２０号

(4)0486 R3.12.16 アオイネオン株式会社 代表取締役　菅野　栄一
静岡県静岡市葵区新伝馬一丁目３番
４３号

(4)0521 R4.3.29 コーエィ株式会社 代表取締役　関口　典明
群馬県前橋市上小出町一丁目９番地
１２


