
名称 所在地

(2)1001 R3.2.15
株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ
Ｋｏｕｓｙａ

代表取締役　竹本　和夫
広島県広島市西区商工センター六丁
目６番２７号

株式会社TAKEMOTO
Kousya

広島県広島市西区商工セン
ター６－６－２７

(2)1002 R3.3.26 株式会社エスクラフト 代表取締役　鈴木　誠 埼玉県川口市元郷一丁目１番８号 （株）エスクラフト 埼玉県川口市元郷１－１－８

(2)1003 R3.4.16 株式会社タナカ 代表取締役　田中　司郎 茨城県土浦市藤沢３４９５番地１ 株式会社タナカ前橋営業所
群馬県前橋市六供町１１７１－
９

(2)1004 R3.4.23
賛光電器関東販売株式
会社

代表取締役　寺本　敦義
群馬県高崎市吉井町南陽台一丁目８
番地１２

賛光電器関東販売株式会
社群馬営業所

群馬県高崎市根小屋町１９９５
－１

(2)1007 R3.3.17 株式会社ネットテン 代表取締役　山本　正晃
大阪府大阪市住吉区千躰二丁目２番
２４号

株式会社ネットテン東京支
店

東京都品川区西五反田７－２２
－１７ＴＯＣビル８階１０号

(2)1008 R3.5.21 株式会社Ｓ.Ｐ.ＣＯＭ 代表取締役　小向　力
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤三
丁目１７番１２号

株式会社Ｓ.Ｐ.ＣＯＭ
神奈川県川崎市多摩区菅稲田
堤３－１７－１２

(2)1010 R3.5.21 挽野建設株式会社 代表取締役　挽野　貴広 群馬県伊勢崎市福島町６６７番地 挽野建設株式会社 群馬県伊勢崎市福島町６６７

(2)1011 R3.5.17 株式会社長谷川建設 代表取締役　長谷川　敦 群馬県藤岡市藤岡８８５番地１１ 株式会社長谷川建設 藤岡市藤岡８８５－１１

株式会社カタウン
群馬県利根郡片品村須賀川１
２９－３

株式会社カタウン
群馬県利根郡片品村須賀川１
２９－３

(2)1013 R3.6.25 協同組合鬼石職工 代表理事　小池　守 群馬県藤岡市鬼石４８３番地 協同組合鬼石職工 群馬県藤岡市鬼石４８３番地

(2)1014 R3.6.10
株式会社コンセプトサイ
ンズ

代表取締役　板橋　庸介
群馬県桐生市境野町四丁目６３４番
地５

株式会社コンセプトサインズ
群馬県桐生市境野町四丁目６
３４番地５

(2)1015 R3.5.11 有限会社須田工業 代表取締役　須田　哲子
群馬県前橋市富士見町小暮２４２０番
地

有限会社須田工業
前橋市富士見町小暮２４２０番
地

(2)1017 R3.6.15 トラストサイン 木暮　真 群馬県高崎市箕郷町上芝４５２番地６ トラストサイン
群馬県高崎市箕郷町上芝４５２
－６

(2)1020 R3.8.3 株式会社コックス 代表取締役　小平　博 長野県佐久市根岸４０５１番地１１ 株式会社コックス 長野県佐久市根岸４０５１－１１

(2)1021 R3.8.30 表示灯株式会社 代表取締役　上田　正剛
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２
番１１号

東京支社
東京都港区南青山５丁目１２－
２２

(2)1022 R3.8.24 関根工芸 関根　勝己
群馬県伊勢崎市境上武士１９２９番地
１

関根工芸
群馬県伊勢崎市境上武士１９２
９－１

(2)1023 R3.8.24
株式会社アサヒファシリ
ティズ

代表取締役　岡崎　俊樹 東京都江東区南砂二丁目５番１４号 東京本店
東京都江東区南砂二丁目５番
１４号

(2)1024 R3.8.24 桐生看板 大賀　崇充 群馬県桐生市新宿２丁目４番１号 桐生看板
群馬県桐生市新宿２丁目４番１
号

(2)1025 R3.7.9 コスゲサイン 小菅　研治
埼玉県羽生市大字上岩瀬１２６０番地
２

コスゲサイン 群馬県館林市成島町４５２

(2)1026 R3.7.9
株式会社坂本電柱広告
社

代表取締役　坂本　泰崇 栃木県宇都宮市中央二丁目１番４号 株式会社坂本電柱広告社
栃木県宇都宮市中央二丁目１
番４号

株式会社フクスイ本社
神奈川県相模原市緑区橋本台
２－７－１８

株式会社フクスイ東京支社 東京都渋谷区笹塚３－３３－２

株式会社みくに工芸
群馬県前橋市上大島町１８２－
５１

株式会社みくに工芸
群馬県前橋市上大島町１８２－
５１

(2)1029 R3.9.9 株式会社サンテック 代表取締役　樺澤　義明
群馬県前橋市住吉町一丁目１６番１
号

（株）サンテック
群馬県前橋市住吉町１－１６－
１

(2)1030 R3.9.15 株式会社さくら 代表取締役　間庭　秀基 群馬県高崎市足門町４０５番地 （株）さくら 群馬県高崎市足門町４０５

(2)1033 R3.9.30 合同会社モアナ 代表社員　野々村　優
群馬県桐生市梅田町三丁目２３番地
２４

サイン事業部
群馬県桐生市広沢町１丁目２６
５４－９

(2)1034 R3.10.8 サイン工房クロスアップ 羽賀　敏雄
群馬県利根郡みなかみ町羽場７６０
番地６１

サイン工房クロスアップ
群馬県利根郡みなかみ町羽場
７６０－６１

(2)1035 R3.10.20
フィールド・クラブ株式会
社

代表取締役　河崎　紀行
北海道北広島市大曲工業団地四丁
目１番地２

フィールド・クラブ株式会社
北海道北広島市大曲工業団地
４丁目１番地２

(2)1036 R3.9.15 株式会社秩父建設 代表取締役　秩父　毅彦
群馬県邑楽郡大泉町東小泉一丁目１
１番１０号

株式会社秩父建設本社
群馬県邑楽郡大泉町東小泉一
丁目１１番１０号

(2)1037 R3.9.15 佐藤産業株式会社 代表取締役　佐藤　克佳 群馬県富岡市富岡１７６９番地 佐藤産業株式会社 群馬県富岡市富岡１７６９

(2)1038 R3.9.22 株式会社トッパンテクノ 代表取締役　井形　康廣 東京都台東区台東一丁目５番１号 株式会社トッパンテクノ
東京都板橋区志村一丁目１８
番４号

(2)1039 R3.10.13 有限会社小島商店 代表取締役　小島　英彦 群馬県館林市新栄町１９３１番地の１ 有限会社小島商店
群馬県館林市新栄町１９３１－
１

(2)1040 R3.11.16 有限会社司工芸 代表取締役　稲葉　幸夫
群馬県前橋市下小出町二丁目２４番
地の５

有限会社司工芸
群馬県前橋市下小出町２の２４
の５

(2)1041 R3.9.30 株式会社アトラス 代表取締役　西村　剛
東京都武蔵村山市残堀一丁目６５番
地の１

株式会社アトラス
東京都武蔵村山市残堀１－６５
－１

(2)1045 R3.12.14 有限会社美工 代表取締役　萩原　尚
栃木県足利市借宿町一丁目１０番地
８

(有)美工
栃木県足利市借宿町１－１０－
１８

(2)1046 R3.11.16
栄和サインシステム株式
会社

代表取締役　我孫子　周
北海道石狩市新港南二丁目７２１番
地５

本社
北海道石狩市新港南２丁目７２
１番地５

(2)1047 R3.11.16 株式会社総合ＰＲ 代表取締役　山岸　雄一 群馬県前橋市元総社町９３６番地４ 株式会社総合ＰＲ
群馬県前橋市元総社町９３６－
４

(2)1049 R3.11.16 高木塗装店 高木　徹
群馬県吾妻郡草津町大字草津６８番
地

高木塗装店
群馬県吾妻郡草津町大字草津
６８番地

(2)1051 R3.12.13 株式会社榎研企画 代表取締役　榎本　隆一
埼玉県川口市上青木一丁目２４番２１
号

（株）榎研企画
埼玉県川口市上青木１－２４－
２１

(2)1027 R3.8.31 株式会社フクスイ 代表取締役　梶山　友希
神奈川県相模原市緑区橋本台二丁
目７番１８号

(2)1028 R3.9.27 株式会社みくに工芸 代表取締役　小林　宏 群馬県前橋市上大島町１８２番地５１

(2)1012 R3.4.23 株式会社カタウン 代表取締役　星野　辰也
群馬県利根郡片品村大字須賀川１２
９番地３

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



本社事務所
大阪府大阪市浪速区日本橋西
一丁目３番１９号

東京支店
東京都中央区銀座五丁目１５
番１号

(2)1054 R4.1.21 有限会社ゴトウ企画 代表取締役　後藤　聡 群馬県高崎市矢島町３４８番地 有限会社ゴトウ企画 群馬県高崎市矢島町３４８番地

(2)1056 R3.12.8 日本サイン株式会社 代表取締役　北山　誉至宗
大阪府大阪市西区立売堀二丁目１番
９号

東京支社 東京都千代田区麹町３－２－４

(2)1057 R3.12.15 スワ産業株式会社 代表取締役　諏訪　純一
群馬県邑楽郡大泉町朝日四丁目１０
番２０号

スワ産業株式会社本社
群馬県邑楽郡大泉町朝日四丁
目１０番２０号

(2)1058 R4.1.17 株式会社信交 代表取締役　市根井　保之 群馬県高崎市萩原町３１１番地 株式会社信交 群馬県高崎市萩原町３１１

(2)1059 R4.2.18 株式会社ジェイエスピー 代表取締役　渋谷　大一 東京都足立区入谷三丁目２番１３号 （株）ジェイエスピー
東京都足立区入谷三丁目２番
１３号

(2)1060 R4.2.18 株式会社フシキ 代表取締役　伏木　賢太郎
神奈川県川崎市宮前区水沢二丁目３
番２３号

株式会社フシキ
神奈川県川崎市宮前区水沢２
－３－２３

(2)1063 R4.3.2 有限会社プラス 取締役　荒井　慎一
大阪府大阪市城東区蒲生一丁目４番
２５号

有限会社プラス
大阪府大阪市城東区蒲生１－
４－２５

(2)1064 R4.2.9 富友産業株式会社 代表取締役　久保田　雅之 群馬県前橋市富田町８２２番地４ 富友産業株式会社 群馬県前橋市富田町８２２－４

(2)1065 R3.12.24 株式会社看板市場 代表取締役　堀田　久史
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２２
０番地

株式会社看板市場
神奈川県横浜市都筑区佐江戸
町２２０番地

(2)1066 R4.2.18 株式会社ユーキ建設 代表取締役　李澤　千津子
群馬県安中市松井田町人見８００番
地１

株式会社ユーキ建設
群馬県安中市松井田町人見８
００番地１

(2)1067 R3.12.22 株式会社Ｗｉｔｈ　Ｂａｓｉｃ 代表取締役　矢内　智昭
群馬県伊勢崎市今泉町一丁目３２番
地１今泉ビルⅠ１－Ｅ

株式会社Ｗｉｔｈ　Ｂａｓｉｃ
群馬県伊勢崎市今泉町１丁目
３２－１今泉ビルⅠ１－Ｅ

(2)1068 R4.2.9 梅沢建設株式会社 代表取締役　梅沢　昭夫 群馬県渋川市渋川４９８番地 梅沢建設株式会社 群馬県渋川市渋川４９８

(2)1069 R4.1.31 株式会社アイワークス 代表取締役　伊藤　貴義 群馬県高崎市南新波町６４４番地３ 株式会社アイワークス
群馬県高崎市南新波町６４４－
３

(2)1070 R4.3.1 株式会社エヌケー 代表取締役　小松﨑　寛 埼玉県越谷市大字弥十郎３６９番地３ 株式会社エヌケー本店
埼玉県越谷市大字弥十郎３６
９ー３

本社
埼玉県志木市中宗岡三丁目１
１番２３号

町田営業所
神奈川県相模原市南区上鶴間
本町3-18-27-801

(2)1073 R4.3.22 有限会社千代田ネオン 代表取締役　石黒　雅也 東京都板橋区栄町１９番３号 有限会社千代田ネオン 東京都板橋区栄町１９－３

有限会社佐藤産業建設
群馬県安中市松井田町五料１
９５

有限会社佐藤産業建設
群馬県安中市松井田町五料１
９５

(2)1080 R4.7.4 朝日電装株式会社 代表取締役　塚脇　義明 大阪府豊中市穂積二丁目１６番２０号 大阪本社 大阪府豊中市穂積2-16-20

(2)1081 R4.6.17 有限会社須藤工業 代表取締役　須藤　雅弘 群馬県安中市下磯部１４７２番地 有限会社須藤工業 群馬県安中市下磯部１４７２

(2)1082 R4.7.11 プッシュピンオフィス 喜内　秀行 群馬県高崎市中居町二丁目７番地５ プッシュピンオフィス 群馬県高崎市中居町２－７－５

(2)1083 R4.5.31 川島工業株式会社 代表取締役　川島　正治
群馬県邑楽郡大泉町大字吉田１０７１
番地の７０

川島工業株式会社
群馬県邑楽郡大泉町大字吉田
１０７１番地の７０

(1)1084 H29.7.28 トラストアドセンス 笹野　尋 群馬県藤岡市藤岡５７４番地５ トラストアドセンス 群馬県藤岡市藤岡５７４－５

(1)1085 H29.8.15 有限会社テクサ 代表取締役　梶山　義信 茨城県笠間市住吉９３５番地６ 有限会社テクサ 茨城県笠間市住吉９３５番地６

(1)1086 H29.8.18 有限会社大山サイン 代表取締役　大山　竜一 群馬県高崎市大八木町６８９番地の３ 有限会社大山サイン
群馬県高崎市大八木町６８９番
地の３

(2)1075 R4.3.29 有限会社佐藤産業建設 代表取締役　佐藤　實
群馬県安中市松井田町五料１９５番
地

(2)1052 R3.11.22
南海ビルサービス株式会
社

代表取締役　西山　哲弘
大阪府大阪市中央区難波五丁目１番
６０号

(2)1072 R4.3.15 株式会社リベット 代表取締役　平島　伸太郎
埼玉県志木市中宗岡三丁目１１番２３
号



(2)1087 R4.6.23 株式会社オフィス・及川 代表取締役　及川　実
東京都練馬区関町北五丁目６番２４
号

（株）オフィス・及川
東京都練馬区関町北５－６－２
４

(1)1088 H29.9.7 総合看板ミレー 北村　照雄 群馬県高崎市楽間町２３２番地２９ 総合看板ミレー
群馬県高崎市楽間町２３２－２
９

(1)1089 H29.9.8 凸版印刷株式会社 代表取締役　麿　秀晴 東京都台東区台東一丁目５番１号 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業本部 東京都文京区水道１－３－３

(1)1090 H29.9.19 株式会社日展 代表取締役　田加井　徹 大阪府大阪市北区万歳町３番７号 株式会社日展東京支店
東京都台東区東上野６丁目２１
番６号

(1)1091 H29.9.19 株式会社番職 代表取締役　髙橋　弘行 群馬県渋川市北牧６番地１２ 株式会社番職 群馬県渋川市北牧６番地１２

(1)1092 H29.9.20 有限会社新生工芸 代表取締役　古林　古壽 長野県長野市三輪一丁目８番３２号 有限会社新生工芸
長野県長野市三輪一丁目８番
３２号

(1)1093 H29.9.21 Ｇ－ｃｕｂｅ株式会社 代表取締役　本城　元康
群馬県伊勢崎市赤堀今井町一丁目６
２４番地１

Ｇ－ｃｕｂｅ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町１
－６２４－１

(1)1094 H29.9.26 小山工芸 小山　信彦 群馬県藤岡市上戸塚３８０番地５ 小山工芸 群馬県藤岡市本動堂２０６－９

(1)1095 H29.10.30 株式会社キャット・ハンズ 代表取締役　助森　眞也
千葉県木更津市太田四丁目８番１８
号

株式会社キャット・ハンズ
千葉県木更津市太田４－８－１
８

(1)1096 H29.10.30 ＧＣストーリー株式会社 代表取締役　西坂　勇人
東京都江東区木場六丁目４番２号ＫＩ
ビル

ＧＣストーリー株式会社
東京都江東区木場６－４－２ＫＩ
ビル

(1)1097 H29.11.10 浅葱工芸 髙橋　泰司
群馬県高崎市吉井町長根１３３７番地
１７

浅葱工芸 群馬県前橋市鳥羽町１５０－５

(1)1098 H29.11.13 株式会社ウィズマメロン 代表取締役　室井　幸子
埼玉県志木市下宗岡二丁目１８番３０
号

株式会社ウィズマメロン
埼玉県志木市下宗岡２－１８－
３０

(1)1099 H29.11.20 株式会社エーワン 代表取締役　服部　裕樹
群馬県桐生市相生町二丁目９２１番
地１１

株式会社エーワン
群馬県桐生市宮前町２－１６－
１

(1)1100 H29.11.28 タガヤ工芸 多賀谷　憲二
群馬県伊勢崎市韮塚町１２９０番地１
０

タガヤ工芸
群馬県伊勢崎市韮塚町１２９０
－１０

(1)1101 H29.12.4
有限会社オフィストゥエン
ティワン

代表取締役　中山　祐之
山梨県笛吹市石和町東油川２７番地
の１０

(有)オフィストゥエンティワン
山梨県笛吹市石和町広瀬１５１
５－１４

(1)1102 H29.12.6 株式会社フレンズ 代表取締役　益井　秀樹
北海道札幌市中央区南十五条西十
丁目４番３号

株式会社フレンズ本店
北海道札幌市中央区南１５条
西１０丁目４番３号

(1)1103 H29.12.7 大信堂 金子　暢之 群馬県沼田市岡谷町２５４番地２１ 大信堂
群馬県沼田市岡谷町２５４－２
１

(1)1104 H29.12.14 株式会社アド工芸 代表取締役　阿部　弘一
東京都杉並区阿佐谷北六丁目１４番
６号

株式会社アド工芸
東京都杉並区阿佐谷北６－１４
－６

(1)1105 H29.12.20 有限会社フジサキ工芸 代表取締役　藤﨑　慎太郎 千葉県成田市馬乗里６０３－４ 有限会社フジサキ工芸 千葉県成田市馬乗里６０３－４

(1)1106 H30.1.23
株式会社ファンタック群
馬センター

代表取締役　川連　伸幸 群馬県太田市龍舞町５４００番地
株式会社ファンタック群馬セ
ンター

群馬県太田市龍舞町５４００

(1)1107 H30.2.9 ＭＳプランニング 松井　克夫
埼玉県羽生市南羽生３丁目１０番地２
０

ＭＳプランニング
埼玉県さいたま市大宮区櫛引
町１－１７３－１

(1)1108 H30.2.19 ＬＡＹＺ 伏田　和彦 群馬県高崎市下豊岡町８９５番地８ ＬＡＹＺ
群馬県高崎市下豊岡町８９５－
８

(1)1109 H30.2.27
富士ワールド企画サービ
ス株式会社

代表取締役　細野　由樹
千葉県鎌ケ谷市中佐津間二丁目４番
１０号

富士ワールド企画サービス
株式会社

千葉県鎌ケ谷市中佐津間２－
４－１０

(1)1111 H30.3.6 タルヤ建設株式会社 代表取締役　山田　浩 群馬県富岡市富岡２７５９番地 タルヤ建設株式会社本社 群馬県富岡市富岡２７５９

(1)1112 H30.3.7 株式会社ジェイ・クエスト 代表取締役　木下　健治
東京都中央区新川一丁目１０番１４号
ＦＯＲＥＣＡＳＴ茅場町６階

（株）ジェイ・クエスト宮子カイ
ンズ前店

群馬県伊勢崎市宮子町３１４６

(1)1113 H30.3.14
ファーストデッサン有限
会社

代表取締役　中西　勝義 埼玉県熊谷市平戸２４９３番地１ ファーストデッサン有限会社 埼玉県熊谷市平戸２４９３－１

新日本創業（株）本社
東京都新宿区若葉一丁目２２
番地

新日本創業（株）沼津工場 静岡県沼津市足高２９４－３１

(1)1115 H30.3.30 株式会社樹サイン 代表取締役　岡村　直樹
埼玉県志木市上宗岡三丁目６番１８
号

株式会社樹サイン（本社）
埼玉県志木市上宗岡３－６－１
８

(1)1116 H30.4.5 Ｇｒｅｅｎ　Ｔｏｐ株式会社 代表取締役　柴﨑　浩司
群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田９
４２番地２

Ｇｒｅｅｎ　Ｔｏｐ株式会社
群馬県北群馬郡吉岡町上野田
９４２－２

(1)1117 H30.4.11 株式会社ランプラン 代表取締役　岡﨑　洋一 埼玉県行田市大字持田２４５２番地６ 株式会社ランプラン 埼玉県行田市持田２４５２－６

(1)1118 H30.4.13 有限会社エムケイサイン 代表取締役　岡村　美加 埼玉県北本市石戸四丁目４５８－２ 有限会社エムケイサイン
埼玉県北本市石戸４－４５８－
２

(1)1119 H30.4.26 アステックス株式会社 代表取締役　緑川　忠男 東京都台東区駒形一丁目４番１８号 アステックス株式会社 東京都台東区駒形１－４－１８

(1)1120 H30.4.26 株式会社ＴＷＥＮＴＹ 代表取締役　大塚　甚市郎
茨城県つくば市古来６９２－３ＳＨビル
１Ｆ

株式会社ＴＷＥＮＴＹ 茨城県つくば市古来６９２－３

(1)1121 H30.4.27 風工房 黒澤　直樹 群馬県太田市岩瀬川町２１６番地１ 風工房
群馬県太田市岩瀬川町２１６－
１

(1)1122 H30.5.10 株式会社東京企画 代表取締役　木暮　篤志 千葉県柏市泉町９５７番地２９ （株）東京企画 千葉県柏市泉町９５７番地２９

(1)1123 H30.5.17 株式会社アイビ広告 代表取締役　吉田　拓史
愛媛県伊予郡松前町大字神崎７０７
番地３

株式会社アイビ広告
愛媛県伊予郡松前町大字神崎
７０７番地３

(1)1124 H30.5.17 株式会社成興社 代表取締役　池田　英希
東京都千代田区外神田六丁目７番３
号

株式会社成興社
東京都千代田区外神田６－７
－３成興ビル５階

(1)1125 H30.5.23 株式会社ベース 代表取締役　近藤　順子
大阪府吹田市垂水町三丁目３３番１６
号

大阪支店
大阪府吹田市垂水町三丁目３
３番１６号

(1)1126 H30.6.1 大島工芸 大島　一城 群馬県伊勢崎市新栄町３８０６番地４ 大島工芸
群馬県伊勢崎市新栄町３８０６
－４

(1)1127 H30.6.1 Ｓｈｉｎ＠ 青山　信司 群馬県伊勢崎市太田町１０８０番地 Ｓｈｉｎ＠ 群馬県伊勢崎市太田町１０８０

(1)1128 H30.6.5 株式会社太翔 代表取締役　太田　昇 群馬県伊勢崎市境木島５５４番地１ 株式会社太翔
群馬県伊勢崎市境木島５５４－
１

本社
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央４－３２－１ＵＮＥＸビル６Ｆ

大阪営業所
大阪府大阪市北区末広町３番
２１号扇町センタービル９階

(1)1130 H30.6.12 株式会社ＷＡＯＨ 代表取締役　桑原　克也
東京都台東区三ノ輪一丁目２８番１０
号丸嶋ビル６階

本社
東京都台東区三ノ輪一丁目２８
番１０号丸嶋ビル６階

(1)1129 H30.6.5 株式会社エダキン 代表取締役　江田　浩忠
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四
丁目３２番１号

(1)1114 H30.3.15 新日本創業株式会社 代表取締役　吉田　貢 東京都新宿区若葉一丁目２２番地



(1)1131 H30.6.12 株式会社Ｅ３ 代表取締役　鈴木　直之 東京都中央区京橋三丁目７番５号 株式会社Ｅ３
東京都中央区京橋三丁目７番
５号

(1)1132 H30.7.3 関東アドバルーン 関根　志郎
茨城県古河市横山町一丁目１１番８
号

関東アドバルーン
茨城県古河市横山町１－１１－
８

(1)1133 H30.7.6 株式会社クロコシクラフト 代表取締役　黒越　亮太郎 千葉県市川市鬼高三丁目２４番１５号 株式会社クロコシクラフト 東京都葛飾区細田3-32-10

(1)1134 H30.7.6 株式会社ホクリン 代表取締役　滝野　弘二
東京都新宿区西新宿七丁目２番６号
西新宿Ｋ－１ビル

株式会社ホクリン立川事業
所

東京都立川市錦町３－１－４斎
藤ビルディング４Ｆ

(1)1135 H30.7.9 株式会社サトー工芸 代表取締役　佐藤　隆夫 茨城県つくば市大曽根２７０８番地２ 株式会社サトー工芸
茨城県つくば市大曽根２７０８－
２

(1)1136 H30.8.6 株式会社クレイン工芸社 代表取締役　山下　寛高
愛知県海部郡大治町大字西條字笠
見立３４番地の１

本社
愛知県海部郡大治町大字西條
字笠見立３４番地の１

(1)1137 H30.8.6 ウィングメッセ株式会社 代表取締役　今泉　英一郎
神奈川県横浜市港北区新羽町２８７
番地

ウィングメッセ株式会社
神奈川県横浜市港北区新羽町
２８７番地

(1)1138 H30.8.9 轟木材株式会社 代表取締役　轟　和幸
群馬県吾妻郡東吾妻町大字萩生２８
８４番地４

轟木材株式会社
群馬県吾妻郡東吾妻町萩生２
８８４－４

(1)1139 H30.8.16 株式会社野村建設工業 代表取締役　野村　篤
群馬県桐生市広沢町一丁目２５３８番
地１

株式会社野村建設工業
群馬県桐生市広沢町一丁目２
５３８番地１

(1)1140 H30.9.3 リンリンデザインオフィス 鈴木　達也 栃木県佐野市赤坂町４０番地１ リンリンデザインオフィス 栃木県佐野市赤坂町４０－１

(1)1141 H30.9.10 株式会社アイン 代表取締役　石塚　和也
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－２２
－１５

（株）アイン本店
神奈川県横浜市金沢区幸浦２
－２２－１５

(1)1142 H30.9.28 有限会社狩野建設 取締役　狩野　孝夫
群馬県利根郡片品村大字東小川１１
２２番地

有限会社狩野建設
群馬県利根郡片品村大字東小
川１１２２

(1)1143 H30.10.2
株式会社キチアンドアソ
シエイツ

代表取締役　吉岡　雄太 群馬県前橋市元総社町９４６番地４
株式会社キチアンドアソシエ
イツ

群馬県前橋市元総社町９４６－
４

本社
愛知県名古屋市中区千代田三
丁目１５番８号

東京オフィス
東京都品川区西五反田七丁目
２番１７号ＴＯＣビル８Ｆ

大阪オフィス
大阪府大阪市西区江戸堀一丁
目２－１１大同生命南館ビル３Ｆ

(1)1145 H30.10.17 有限会社タムラ看板 代表取締役　田村　秀樹 群馬県前橋市西善町１０２６番地１ （有）タムラ看板
群馬県前橋市西善町１０２６－
１

(1)1146 H30.10.22 株式会社ＫＯＹＡＭＡ 代表取締役　小山　竜司
東京都足立区千住緑町一丁目１５番
１号

本社
東京都足立区千住緑町１－１５
－１

(1)1147 H30.10.24 有限会社美彩 取締役　五十嵐　利春 千葉県流山市野々下二丁目４番地１ 本店
千葉県流山市野々下二丁目４
番地の１

(1)1148 H30.10.31 株式会社びこう社 代表取締役　浦岡　潤 東京都港区南青山四丁目１５番５号 東京支店 東京都港区南青山４－１５－５

(1)1149 H30.11.6 株式会社ライン 代表取締役　伊藤　敦彦 東京都板橋区徳丸一丁目９番２８号 幸手支店
埼玉県幸手市中１丁目７番３８
号

(1)1150 H30.11.12 株式会社新和 代表取締役　加藤　和洋
栃木県宇都宮市下栗町２３１９番地２
０

株式会社新和本社
栃木県宇都宮市下栗町２３１９
－２０

(1)1151 H30.11.19 株式会社グリット 代表取締役　吉田　俊明
愛知県名古屋市中川区八熊通六丁
目３７番地

株式会社グリット
愛知県名古屋市中川区八熊通
６－３７

(1)1152 H30.11.22
有限会社Ｓ＆Ａ・ＦＡＣＴＯ
ＲＹ

取締役　荒井　香里
群馬県前橋市天川大島町二丁目３２
番地２

有限会社Ｓ＆Ａ・ＦＡＣＴＯＲＹ
群馬県佐波郡玉村町上茂木５
８６－４

(1)1153 H30.11.28 株式会社ビルボテック 代表取締役　髙根　洋明 栃木県宇都宮市城南三丁目５番５号 株式会社ビルボテック
栃木県宇都宮市城南３丁目５
－５

(1)1154 H30.12.10 株式会社フロムトゥ 代表取締役　岡田　克美
東京都墨田区江東橋四丁目２９番１２
号

フロムトゥ
東京都墨田区江東橋４－２９－
１２

(1)1155 H30.12.11
株式会社アドライフサイ
ン

代表取締役　春日　英明
千葉県千葉市稲毛区長沼町５５番地
６

株式会社アドライフサイン
千葉県千葉市稲毛区長沼町５
５－６

(1)1156 H30.12.21
株式会社ハイ・ブリッジ
コーポレーション

代表取締役　高橋　美里 群馬県太田市安養寺町２３３番地２
株式会社ハイ・ブリッジコー
ポレーション

群馬県太田市安養寺町２３３番
地２

(1)1157 H31.1.21 フジモト看板 藤本　晴彦
栃木県小山市大字出井１１８７番地１
０

フジモト看板
栃木県小山市大字出井１１８７
－１０

(1)1158 H31.2.13
アバンギャルドフジコウ
株式会社

代表取締役　伊藤　康司
愛知県名古屋市中川区篠原橋通三
丁目４８番地

アバンギャルドフジコウ（株）
愛知県名古屋市中川区篠原橋
通３－４８

(1)1159 H31.2.6 有限会社和功工業 代表取締役　岩崎　智浩 群馬県前橋市下大屋町３５６番地 有限会社和功工業
群馬県前橋市下大屋町３５６番
地

(1)1160 H31.2.13 株式会社ブレーメン 代表取締役　葛西　晋
青森県弘前市大字西城北二丁目６番
地１７

株式会社ブレーメン
青森県弘前市西城北２丁目６
－１７

(1)1161 H31.2.19 株式会社プレスタイル 代表取締役　山同　弘一
群馬県北群馬郡榛東村大字長岡２０
６８番地１６

株式会社プレスタイル
群馬県北群馬郡榛東村大字長
岡２０６８－１６

(1)1162 H31.2.22 株式会社マスカット 代表取締役　曽我　清人
神奈川県横浜市都筑区池辺町４４６６
番地１

株式会社マスカット
神奈川県横浜市都筑区池辺町
４４６６－１

(1)1163 H31.2.28 株式会社ナノデザイン 代表取締役　田島　雅容 群馬県前橋市南町三丁目５０番地２ 株式会社ナノデザイン
群馬県前橋市南町三丁目５０
番地２

(1)1164 H31.3.11 有限会社新井工業 代表取締役　新井　光男
群馬県桐生市境野町七丁目２１１３番
地９

有限会社新井工業本店
群馬県桐生市境野町七丁目２
１１３番地９

(1)1165 H31.3.11 株式会社創美社 代表取締役　城田　悦也 群馬県前橋市古市町一丁目４番地３ 株式会社創美社
群馬県前橋市古市町１丁目４
番地３

(1)1166 H31.3.11 有限会社島村工務店 代表取締役　島村　浩
群馬県吾妻郡中之条町大字下沢渡１
３番地１

有限会社島村工務店
群馬県吾妻郡中之条町大字下
沢渡１３番地１

(1)1167 H31.3.13 株式会社ケイスリー 代表取締役　小曾根　克彦
群馬県前橋市大手町三丁目９番１６
号

株式会社ケイスリー
群馬県前橋市大手町３－９－１
６

本社
大阪府大阪府大阪市北区梅田
三丁目３番５号

東京本店
東京都千代田区飯田橋三丁目
１３番１号

群馬支社
群馬県高崎市大八木町３０００
番２

(1)1169 H31.3.15 アイアサン株式会社 代表取締役　平出　海石 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 アイアサン株式会社
愛知県一宮市あずら三丁目９
番２３号

(1)1168 H31.3.15
大和ハウス工業株式会
社

代表取締役　芳井　敬一
大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５
号

(1)1144 H30.10.4
アン・クリエーション株式
会社

代表取締役　本多　秀朗
愛知県名古屋市中区千代田三丁目１
５番８号



(1)1170 H31.3.20 三井住友建設株式会社 代表取締役　近藤　重敏 東京都中央区佃二丁目１番６号 東京建築支店
東京都中央区佃二丁目１番６
号

(1)1171 H31.3.20 株式会社彩広舎 代表取締役　吉田　道宏
北海道釧路市新富士町六丁目２番１
５号

株式会社彩広舎本社
北海道釧路市新富士町６丁目
２番１５号

本社
宮城県仙台市若林区卸町東１
丁目２－７

東京営業所
東京都荒川区東尾久４丁目８
－１

(1)1173 R1.7.8 株式会社アートリバティ 代表取締役　前田　利幸
大阪府大阪市平野区加美南四丁目４
番３０号

株式会社アートリバティ
大阪府大阪市平野区加美南４
－４－３０

(1)1174 R1.7.22 株式会社ジョイサイン 代表取締役　栃村　亜弓
栃木県宇都宮市豊郷台二丁目１７８
番地１

（株）ジョイサイン高根沢営
業所

栃木県塩谷郡高根沢町花岡５
１２－２

(1)1175 R1.7.24 ダイヤ 内田　裕二 群馬県前橋市前箱田町１３０番地２ ダイヤ
群馬県前橋市前箱田町１３０－
２

(1)1176 R1.7.31 彩広社 尾髙　健永
埼玉県児玉郡美里町大字甘粕１００
番地５

彩広社
埼玉県児玉郡美里町大字甘粕
１００番地５

(1)1177 R1.8.13 ヴァイス 森下　圭佑
群馬県桐生市境野町６丁目４７６番地
の１２

ヴァイス
群馬県桐生市境野町６丁目４７
６－１２

(1)1178 R1.8.27 株式会社ライフ・ウェイ 代表取締役　宗形　康幹 茨城県つくば市上原２８８番地９ 本社 茨城県つくば市上原２８８番地９

ジーク（株）東京店 東京都江東区千石１－５－３６

ジーク（株）京都店
京都府京都市南区吉祥院新田
弐ノ段町３３

(1)1180 R1.9.9 シャルム株式会社 代表取締役　小暮　正人 群馬県太田市大原町１１２番地の３ シャルム株式会社 群馬県太田市大原町１１２－３

(1)1181 R1.9.9
ＳＡＮＫＥＩプランニング株
式会社

代表取締役　溝口　遼太 東京都北区赤羽二丁目５１番３号 本社 東京都北区赤羽２－５１－３

(1)1182 R1.9.13 株式会社佳友 代表取締役　菊地　成佳 東京都墨田区立川二丁目８番１０号 本社 東京都墨田区立川２－８－１０

(1)1183 R1.9.25 さいんばんばん 浦野　正道 群馬県高崎市木部町１７４番地６ さいんばんばん 群馬県高崎市木部町１７４－６

(1)1184 R1.10.2 株式会社コスモサイン 代表取締役　白石　弘実 群馬県富岡市藤木１０８１番地１ 株式会社コスモサイン 群馬県富岡市藤木１０８１－１

(1)1185 R1.10.11
株式会社ＧＸコーポレー
ション

代表取締役　大久　孝幸
東京都葛飾区東四つ木四丁目４４番
１５号

株式会社ＧＸコーポレーショ
ン

東京都葛飾区東四つ木４－４４
－１５

(1)1186 R1.10.2 株式会社ｓｔｕｄｉｏ－ＤＡ 代表取締役　松井　和義 群馬県前橋市上佐鳥町２５４番地１ 本社
群馬県前橋市上佐鳥町２５４－
１

(1)1187 R1.10.29 サイトウ広告 齋藤　伊佐雄 茨城県結城市下り松六丁目２番地１４ サイトウ広告
茨城県結城市上山川２５４２－
１

(1)1189 R1.11.14
株式会社あすからいふ
倶楽部

代表取締役　正田　惠一
群馬県みどり市笠懸町阿左美３３４８
番地２０

株式会社あすからいふ倶楽
部

群馬県みどり市笠懸町阿左美
３３４８－２０

東京本社
東京都港区東新橋一丁目８番
１号

中部支社
愛知県名古屋市中村区名駅三
丁目２８番１２号大名古屋ビル
ヂング２９階

関西支社
大阪府大阪市北区中之島三丁
目２番４号中之島フェスティバ
ルタワー・ウエスト１７階

(1)1191 R1.11.18 株式会社サン・デザイン 代表取締役　三瓶　明 福島県郡山市安積二丁目３６０番地 株式会社サン・デザイン 福島県郡山市安積二丁目３６０

(1)1192 R1.11.28 株式会社マルック 代表取締役　丸山　豊
栃木県宇都宮市鶴田町３３７８番地２
４

株式会社マルック
栃木県宇都宮市鶴田町３３７８
－２４

(1)1193 R1.12.3 株式会社シンリョウ 代表取締役　鈴木　栄 東京都豊島区要町三丁目３６番３号 株式会社シンリョウ本社
東京都豊島区要町三丁目３６
番３号

(1)1194 R1.12.11 関東積水樹脂株式会社 代表取締役　竹内　清隆
大阪府大阪市北区西天満二丁目４番
４号

東京営業所
東京都港区海岸１－１１－１
ニューピア竹芝ノースタワー１２
Ｆ

(1)1195 R1.12.12 株式会社景月 代表取締役　浅野　謙一郎 栃木県佐野市小中町１８番地５ 株式会社景月 栃木県佐野市小中町１８－５

(1)1196 R1.12.13 株式会社ハセケン 代表取締役　長谷川　巧
神奈川県横浜市港南区下永谷六丁
目７番６６号

株式会社ハセケン
神奈川県横浜市港南区下永谷
６丁目７番６６

(1)1197 R2.1.20 有限会社オクト 代表取締役　柴田　靖文
静岡県浜松市北区三方原町１７０８番
地の４

有限会社オクト
静岡県浜松市北区三方原町１
７０８－４

(1)1198 R2.1.29 株式会社全日本工芸社 代表取締役　楠　尚人 埼玉県上尾市大字平塚２０４３番地５ 株式会社全日本工芸社 埼玉県上尾市平塚２０４３－５

(1)1199 R2.1.31 アドつくば株式会社 代表取締役　保坂　始 茨城県つくば市神郡３４６番地１ アドつくば株式会社 茨城県つくば市神郡３４６－１

(1)1200 R2.1.31 株式会社三積商事 代表取締役　荻野　将樹 群馬県館林市楠町３６０７番地の１ 株式会社三積商事 群馬県館林市楠町３６０７－１

(1)1179 R1.8.27 ジーク株式会社 代表取締役　湯淺　圭一
京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段
町３３番地

(1)1190 R1.11.14 株式会社電通 代表取締役　榑谷　典洋 東京都港区東新橋一丁目８番１号

(1)1172 R1.7.5 株式会社ステア 代表取締役　林﨑　祐一
宮城県仙台市若林区卸町東一丁目２
番７号


