
名称 所在地

(3)0803 R4.3.8 株式会社亜聖 代表取締役　小島　博夫 群馬県館林市本町四丁目１３番１３号 株式会社亜聖 群馬県館林市足次町４９９－３

(3)0805 R4.3.23 株式会社フォルマ 代表取締役　佐藤　光伸
東京都武蔵野市吉祥寺南町五丁目８
番２号

株式会社フォルマ
東京都渋谷区代々木１－５８－
７ヴェラハイツ代々木２０３

株式会社日装本店
群馬県邑楽郡大泉町大字寄木
戸１２１

株式会社日装太田営業所 群馬県太田市下小林町２１２

(3)0808 R4.3.18 斗南電装株式会社 代表取締役　杉田　和士 大阪府堺市北区船堂町二丁２番２号 斗南電装株式会社
大阪府堺市北区船堂町２丁２
番２号

(3)0809 R4.3.23 五菱産業株式会社 代表取締役　須田　誠 群馬県前橋市二之宮町５７２番地２ 五菱産業株式会社
群馬県前橋市二之宮町５７２－
２

(3)0812 R4.5.31
株式会社スペースアート
デザイン

代表取締役　富岡　祥一
東京都練馬区中村北一丁目１１番６
－２３０７号

株式会社スペースアートデ
ザイン

東京都板橋区高島平二丁目５
番７号

(3)0813 R4.6.6 株式会社茜工房 代表取締役　小山　昭
埼玉県さいたま市見沼区大字中川３
１１番地の１

株式会社茜工房本店
埼玉県さいたま市見沼区中川３
１１－１

(3)0814 R4.5.24 株式会社フジペン 代表取締役　印出　隆一
茨城県古河市三杉町二丁目３０番３
号

株式会社フジペン
茨城県古河市三杉町二丁目３
０番３号

(3)0815 R4.7.11 有限会社ユニーク社佐藤 取締役　寺門　政和 茨城県水戸市加倉井町１０６７番地１ 有限会社ユニーク社佐藤
茨城県水戸市加倉井町１０６７
－１

三協立山(株)タテヤマアドバ
ンス社首都圏支店

東京都港区高輪３－１３－１高
輪コート４Ｆ

三協立山(株)タテヤマアドバ
ンス社関東第一支店

東京都中央区日本橋浜町２－
９－５

三協立山（株）タテヤマアド
バンス社関西支店

大阪府大阪市中央区平野町３
丁目２－１３

(3)0822 R4.5.30 有限会社日比野サイン 代表取締役　日比野　賢史 埼玉県新座市畑中一丁目１５番６４号 有限会社日比野サイン
埼玉県新座市畑中一丁目１５
番６４号

(2)0826 H29.8.17 リーフネオン株式会社 代表取締役　岩崎　正巳 群馬県高崎市中里町３４０番地７ リーフネオン株式会社工場
群馬県北群馬郡榛東村新井３
７０７－６

(2)0828 H29.9.4
株式会社サインズ
Factory

代表取締役　伊藤　昌治
東京都台東区浅草橋三丁目３２番１
号

株式会社サインズFactory
東京都台東区浅草橋三丁目３
２番１号

(2)0831 H29.8.28 ダイケンテクノ株式会社 代表取締役　藤井　憲一 群馬県前橋市駒形町５１９番地２ ダイケンテクノ株式会社 群馬県前橋市駒形町５１９－２

(2)0833 H29.9.19 株式会社富士 代表取締役　和田　晋一
愛知県名古屋市守山区天子田二丁
目７０３番地

株式会社富士本社
愛知県名古屋市守山区天子田
２－７０３

(2)0834 H29.7.25 株式会社日高ネオン 代表取締役　梅根　拓也
東京都小金井市緑町五丁目４番１４
号

株式会社日高ネオン
東京都小金井市緑町５－４－１
４

池原工業株式会社
群馬県吾妻郡東吾妻町大字原
町１６０

池原工業株式会社
群馬県吾妻郡東吾妻町大字原
町１６０

(2)0836 H29.10.10 株式会社昭和工芸 代表取締役　長津　敦己 群馬県前橋市下沖町２７７番地の２ 株式会社昭和工芸 群馬県前橋市下沖町２７７－２

(2)0837 H29.10.13
ベストプランニング株式
会社

代表取締役　渡邊　晶子 群馬県高崎市福島町７４２番地６ ベストプランニング株式会社 群馬県高崎市福島町７４２－６

(2)0842 H29.10.31 有限会社山本美創 代表取締役　川上　かおり 埼玉県熊谷市肥塚５５０番地１３ 有限会社山本美創 埼玉県熊谷市肥塚５５０－１３

(2)0843 H29.10.16
株式会社エスアール・プ
ラン

代表取締役　鈴木　正幸 群馬県前橋市上泉町２８８７番地４ 本社
群馬県前橋市上泉町２８８７番
地４

(2)0844 H29.10.2 株式会社友邦 代表取締役　矢菅　直人 群馬県太田市西新町７７番地の７ 株式会社友邦
群馬県太田市西新町７７番地
の７

廿日市本社
広島県廿日市市木材港北７－
１７

東京支店
東京都豊島区池袋２－２３－２
４

(2)0847 H29.10.25 株式会社ＨＯＴＳｉｇｎ 代表取締役　山中　将次 茨城県水戸市鯉淵町５５０９－１６ 株式会社ＨＯＴＳｉｇｎ
茨城県水戸市鯉淵町５５０９－
１６

(2)0849 H29.10.4 株式会社シテイー・ロード 代表取締役　坂上　淳
東京都千代田区外神田四丁目８番５
号

（株）シテイー・ロード
東京都千代田区外神田４－８
－５クレイン末広７階

(2)0850 H29.11.20 株式会社エムズ 代表取締役　荻野　光教 埼玉県川口市赤井二丁目１３番１５号 株式会社エムズ
埼玉県川口市赤井２丁目１３番
１５号

(2)0851 H29.12.6
プランニングエージェント
飛鳥

金子　賢治 群馬県高崎市北双葉町８－９
プランニングエージェント飛
鳥

群馬県高崎市北双葉町８－９

(2)0852 H29.10.30 株式会社イワデ工芸 代表取締役　岩出　昭宏 栃木県宇都宮市大谷町１３１３番地７ 株式会社イワデ工芸
栃木県宇都宮市大谷町１３１３
－７

(2)0854 H29.11.24 株式会社ココプラス 代表取締役　守屋　京太郎 東京都板橋区向原一丁目８番１６号 （株）ココプラス 東京都板橋区向原１－８－６

(2)0856 H30.1.15
株式会社カッティング・
モード

代表取締役　井出　和夫
群馬県桐生市相生町二丁目２３３番
地の２０

株式会社カッティング・モー
ド

群馬県桐生市相生町２丁目２３
３番地の２０

(2)0857 H30.1.29 株式会社オーエーサイン 代表取締役　阿部　浩義 群馬県太田市高林東町１７０２番地 株式会社オーエーサイン 群馬県太田市高林東町１７０２

(2)0858 H30.2.5 株式会社ヤマテ・サイン 代表取締役　安川　重理
東京都板橋区小豆沢二丁目２２番１５
号

本社
東京都板橋区小豆沢２－２２－
１５

(2)0859 H29.12.14 株式会社アド広宣 代表取締役　猪狩　和義
栃木県宇都宮市徳次郎町２２３８番地
２

株式会社アド広宣
栃木県宇都宮市徳次郎町２２３
８番地２

(2)0862 H30.1.15
株式会社ＡＤＫマーケティ
ング・ソリューションズ

代表取締役　大山　俊哉 東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号 株式会社アサツーディ・ケイ
東京都港区虎ノ門一丁目２３番
１号

(2)0863 H30.3.7
株式会社オリエンタル
ジャパン

代表取締役　星野　和宏
群馬県前橋市問屋町二丁目１３番地
１８

株式会社オリエンタルジャパ
ン

群馬県前橋市問屋町二丁目１
３番１８号

(2)0864 H29.12.25 株式会社インデックス 代表取締役　飯田　重光
長野県長野市栗田９５０番地１東峯プ
レイス

株式会社インデックス
長野県長野市栗田９５０－１東
峯プレイス

(2)0846 H29.9.19
三共ディスプレイ株式会
社

代表取締役　孝野　真也 広島県廿日市市木材港北７番１７号

(3)0819 R4.7.4 三協立山株式会社 代表取締役　平能　正三 富山県高岡市早川７０番地

(2)0835 H29.9.4 池原工業株式会社 代表取締役　池原　純
群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町１６
０番地

(3)0806 R4.4.12 株式会社日装 代表取締役　峯﨑　義弘
群馬県邑楽郡大泉町大字寄木戸１２
１番地
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(2)0872 H30.5.7 群馬ライン企画株式会社 代表取締役　曽我　豊 群馬県渋川市半田２１１８番地１ 群馬ライン企画株式会社 群馬県渋川市半田２１１８－１

(2)0875 H30.6.15 株式会社ＫＨＲ 代表取締役　木村　至宏 埼玉県草加市青柳三丁目６番８号 株式会社ＫＨＲ 埼玉県草加市青柳３－６－８

(2)0876 H30.5.8
ゴーイングファクトリー株
式会社

代表取締役　速水　一成 栃木県小山市大字大行寺９５１番地１
ゴーイングファクトリー株式
会社

栃木県小山市大行寺９５１－１

(2)0877 H30.6.1 株式会社匠栄房 代表取締役　高橋　功 東京都練馬区田柄二丁目３８番２４号 （株）匠栄房　営業所 埼玉県戸田市美女木１２１７

(2)0878 H30.6.26
タカ・サインワークス株式
会社

代表取締役　田坂　勝彦 群馬県高崎市上中居町１５０７番地６
タカ・サインワークス株式会
社

群馬県高崎市上中居町１５０７
番地６

(2)0879 H30.7.3
東電タウンプランニング
株式会社

代表取締役社長　鈴木　祐
輔

東京都港区海岸一丁目１１番１号
東電タウンプランニング株式
会社群馬総支社

群馬県高崎市鞘町２０－１

(2)0880 H30.7.9 株式会社ユーケー電設 代表取締役　釜井　秀文
栃木県宇都宮市上桑島町１３６５番地
１１

株式会社ユーケー電設
栃木県宇都宮市上桑島町１３６
５－１１

(2)0881 H30.6.1 株式会社創輝社 代表取締役　峰　和也
静岡県静岡市清水区鳥坂１１４８番地
１

静岡本社
静岡県静岡市清水区鳥坂１１４
８番地１

(2)0882 H30.7.3 株式会社ハーヴィッド 代表取締役　小田　利洋 新潟県新潟市東区下場５２番地１１ （株）ハーヴィッド
新潟県新潟市東区下場５２番
地１１

(2)0884 H30.8.29 株式会社プラスパ 代表取締役　柏　直樹
神奈川県川崎市川崎区大島一丁目７
番５号

株式会社プラスパ
神奈川県川崎市川崎区大島１
－７－５

(2)0885 H30.8.9 株式会社アルク 代表取締役　加藤　篤樹
大阪府大阪市東住吉区今林二丁目３
番２６号

（株）アルク
大阪府大阪市東住吉区今林２
－３－２６

(2)0887 H30.8.21 株式会社真栄 代表取締役　金原　榮賢
愛知県豊橋市駅前大通一丁目２７番
地１

（株）真栄
愛知県豊橋市駅前大通１－２７
－１

(2)0888 H30.8.24
株式会社ユニバースサイ
ン

代表取締役　伊藤　佳明 群馬県前橋市青葉町２５番地１ 株式会社ユニバースサイン
群馬県高崎市柴崎町１０３４－
２

(2)0889 H30.8.29 株式会社日装ネオン 代表取締役　櫻井　晴人 埼玉県坂戸市大字石井２６３８番地 株式会社日装ネオン本店
埼玉県坂戸市大字石井２６３８
番地

(2)0891 H30.8.29 明興産業株式会社 代表取締役　大槻　京子
東京都中央区日本橋本町一丁目７番
７号

明興産業株式会社
東京都中央区日本橋本町１丁
目７番７号

(2)0892 H30.9.26 株式会社太陽巧芸社 代表取締役　熊谷　祥成 東京都練馬区貫井四丁目４７番４８号 株式会社太陽巧芸社
東京都練馬区貫井４－４７－４
８

(2)0893 H30.10.16
株式会社サインプランニ
ング

代表取締役　齋藤　俊宏
群馬県太田市下浜田町４７４番地６６
キュウブ下浜田１０７号

株式会社サインプランニン
グ

群馬県太田市下浜田町４７４番
地６６キュウブ下浜田１０７号室

(2)0894 H30.10.3 株式会社ヨシミ 代表取締役　高鍋　由美
東京都中央区八丁堀三丁目２５番８
号

東京本社
東京都中央区八丁堀３－２５－
８

(2)0896 H30.10.22 ワイズ株式会社 代表取締役　深澤　康弘
東京都渋谷区桜丘町２９番３５号渋谷
ＤＭ１階

本社
東京都渋谷区桜丘町２９－３５
渋谷ＤＭ１階

(2)0898 H30.11.12 三栄工芸 金子　宏明
埼玉県川口市大字安行領根岸６０番
地の６

三栄工芸
埼玉県川口市大字安行領根岸
６０－６

(2)0899 H30.12.26 株式会社東西社 代表取締役　古川　正明
東京都千代田区内神田二丁目１０番
２号

株式会社東西社
東京都千代田区内神田２－１０
－２Ｕビル６Ｆ

(2)0901 H31.1.31
ユニコン・エージェンシー
株式会社

代表取締役　松田　智
宮城県名取市高舘熊野堂字今成西２
８番地の３

ユニコン・エージェンシー株
式会社

宮城県名取市高舘熊野堂字今
成西２８－３

(2)0904 H31.2.13 有限会社中央工芸 代表取締役　幸田　義洋 埼玉県八潮市浮塚４２４－１－１ 有限会社中央工芸
埼玉県八潮市浮塚４２４－１－
１

(2)0905 H31.1.24 株式会社オーエスアート 代表取締役　佐藤　大悟
神奈川県厚木市妻田西一丁目２１番
２号

株式会社オーエスアート本
店

神奈川県厚木市妻田西１－２１
－２

(2)0908 R1.5.15 株式会社松匠 代表取締役　松谷　俊宏 長崎県長崎市平瀬町２番地１３ 株式会社松匠 長崎県長崎市平瀬町２－１３

株式会社エステック本社
愛知県名古屋市緑区鳴海町字
中汐田２０４番地の１

株式会社エステック東京営
業所

東京都港区元赤坂１－７－１０
－６０４

(2)0911 R1.6.3 株式会社アイプラネット 代表取締役　山田　洋一 東京都港区南青山一丁目１番１号 株式会社アイプラネット
東京都港区南青山一丁目１番
１号

(2)0913 H31.4.19 株式会社扇堂 代表取締役　剣持　一星
東京都荒川区西尾久七丁目５１番１０
号

株式会社扇堂
東京都荒川区西尾久７－５１－
１０

(2)0916 R1.6.10 トーカイネオン株式会社 代表取締役　石上　英昭 静岡県静岡市駿河区手越原５３番地 トーカイネオン株式会社
静岡県静岡市駿河区手越原５
３番地

(2)0917 R1.6.12 株式会社三美堂 代表取締役　森田　正克
東京都豊島区南長崎六丁目１６番１
号

（株）三美堂
東京都豊島区南長崎６－１６－
１

(2)0918 R1.6.24 株式会社システム・ワン 代表取締役　佐伯　明厚 東京都墨田区横川一丁目１２番１０号 本社
東京都墨田区横川１－１２－１
０

(2)0922 R1.6.13 株式会社コムテックス 代表取締役　小林　正明
群馬県高崎市問屋町三丁目１０番地
の１

株式会社コムテックス
群馬県高崎市問屋町３－１０－
１

(2)0924 R1.7.24
株式会社京王エージェン
シー

代表取締役　大里　公二 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号
株式会社京王エージェン
シー

東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号

(2)0927 R1.9.13 アイワ広告株式会社 代表取締役　小山　雅明 東京都町田市旭町一丁目２１番１４号 アイワ広告株式会社
東京都町田市旭町１－２１－１
４

(2)0928 R1.9.18 株式会社やまとネオン 代表取締役　加藤　充 群馬県安中市安中５３５０番地１ 株式会社やまとネオン 群馬県安中市安中５３５０－１

(2)0931 R1.9.20 有限会社ミタサイン 代表取締役　三田　彰
埼玉県児玉郡美里町大字沼上５４６
番地１

北十条営業所
埼玉県児玉郡美里町北十条７
１４－１４

(2)0932 R1.10.3 株式会社互興 代表取締役　坂井　啓吉
東京都千代田区神田三崎町二丁目１
４番６号

株式会社互興
東京都千代田区神田三崎町２
－１４－６

(2)0933 R1.10.2
株式会社アドアートネク
スト

代表取締役　三輪　清明
群馬県佐波郡玉村町大字斎田６０番
地２

株式会社アドアートネクスト
群馬県佐波郡玉村町斎田６０
－２

(2)0941 R1.10.10 株式会社近藤サイン 代表取締役　近藤　金一 群馬県前橋市端気町２２５番地１ 株式会社近藤サイン 群馬県前橋市端気町２２５－１

(2)0943 R1.11.22 鹿島建設株式会社 代表取締役　天野　裕正 東京都港区元赤坂一丁目３番１号
鹿島建設株式会社関東支
店

埼玉県さいたま市大宮区大門
町2-118大宮門街SQUARE11階

(2)0949 R2.2.18 株式会社竹中工務店 代表取締役　佐々木　正人
大阪府大阪市中央区本町四丁目１番
１３号

株式会社竹中工務店北関
東支店

埼玉県さいたま市大宮区桜木
町１丁目９番地６

(2)0957 R2.3.19 有限会社大栄企画 代表取締役　古舘　明夫
茨城県つくばみらい市絹の台五丁目
１番１

有限会社大栄企画本店
茨城県つくばみらい市絹の台５
－１－１

(2)0910 H31.4.11 株式会社エステック 代表取締役　山口　正勝
愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐
田２０４番地の１



(2)0960 R2.3.10 株式会社ビス 代表取締役　岡野　正幸
神奈川県横浜市泉区和泉中央南五
丁目１７番６号

株式会社ビス
神奈川県横浜市泉区和泉中央
南五丁目１７番６号

(2)0961 R2.4.14 株式会社桃太郎 代表取締役　笠谷　周正
大阪府大阪市中央区難波千日前７番
１２号

(株)桃太郎
大阪府大阪市中央区難波千日
前７－１２

(2)0966 R2.5.26 株式会社ファイブス 代表取締役　大森　健治
山口県山陽小野田市大字西高泊字
高須３３３４番の８

株式会社ファイブス
山口県山陽小野田市大字西高
泊字高須３３３４番の８

(2)0972 R2.6.10
株式会社バナーエクスプ
レス

代表取締役　佐伯　勝美 群馬県太田市矢場町２６７９番１９号
（株）バナーエクスプレス本
社

群馬県太田市矢場町２６７９－
１９

(2)0974 R2.6.22 株式会社プロジェクト 代表取締役　田中　武広
埼玉県越谷市瓦曽根一丁目１番１０
号

株式会社プロジェクト
埼玉県越谷市瓦曽根１－１－１
０第２瀬賀ビル２F

(2)0975 R2.7.7
株式会社ホワイトパープ
ル

代表取締役　林　昌彦
北海道札幌市白石区流通センター五
丁目４番２８号

株式会社ホワイトパープル
東京都千代田区神田三崎町３
丁目２番９号

(2)0976 R2.7.7 株式会社エヌ・メディア 代表取締役　中山　秀介 東京都中央区銀座三丁目４番５号 株式会社エヌ・メディア
東京都中央区銀座三丁目４番
５号

(2)0978 R2.8.26 株式会社三和企画 代表取締役　塚本　邦仁 東京都足立区関原三丁目２４番６号 株式会社三和企画
東京都足立区関原３丁目２４番
６号

(2)0979 R2.7.28 有限会社フタバ工芸 代表取締役　荒木　登希夫 埼玉県三郷市谷口５９０番地４ 有限会社フタバ工芸 埼玉県三郷市谷口５９０－４

(2)0981 R2.7.7 有限会社櫛建 代表取締役　櫛田　守邦 群馬県太田市市場町６３６番地 有限会社櫛建本社 群馬県太田市市場町６３６

(2)0982 R2.10.13
株式会社アートスタジオ
３０１

代表取締役　林　誠
埼玉県さいたま市西区大字中釘１４７
２番地

株式会社アートスタジオ３０
１

埼玉県さいたま市西区大字中
釘１４７２

(2)0983 R2.7.31
株式会社ドミンゴコーポ
レーション

代表取締役　深田　将由
埼玉県川越市大字小ケ谷１９５番地１
２

本社
埼玉県川越市大字小ケ谷１９５
－１２

(2)0986 R2.11.11 有限会社サイン開発 代表取締役　乙守　一郎 宮崎県都城市山田町山田６１０４番地
有限会社サイン開発東京支
店

東京都大田区南蒲田１－１－１
７

(2)0989 R2.10.19 株式会社ヤグチアート 代表取締役　谷口　高志 茨城県土浦市虫掛３６５９番地 株式会社ヤグチアート 茨城県土浦市虫掛３６５９番地

(2)0991 R2.9.15 ラッキー工芸株式会社 代表取締役　藪口　真太郎 兵庫県姫路市朝日町５４番地 ラッキー工芸株式会社 兵庫県姫路市朝日町５４番地

東京事務所
東京都港区東新橋２－２－１０
７階

本社
大阪府大阪市北区天満１丁目
１５番１４号

(2)0996 R2.12.18 株式会社輝装 代表取締役　三澤　利克 埼玉県川越市大字下小坂４４７番地７ 株式会社輝装 埼玉県川越市下小坂４４７－７

(2)0997 R3.2.12 ティアスサイン 吉野　三千年
群馬県利根郡みなかみ町新巻３３４２
番地１

ティアスサイン
群馬県利根郡みなかみ町新巻
３３４２－１

(2)0999 R3.1.28 株式会社保安企画 代表取締役　渡辺　勉
岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２
番地

前橋営業所 群馬県前橋市本町２－２－１２

(2)0995 R3.1.21 株式会社柏商会 代表取締役　境　昭博
大阪府大阪市北区天満一丁目１５番
１４号


