
 
番号1 番号2

1 10005 30 特 001 株式会社太陽ネオン 長谷部 正敏 福島県福島市南沢又字道合１２番地の４ 長谷部 正敏

2 10006 30 特 002 ミチ工芸 藤橋 道夫 福島県福島市曽根田町９番３１号 藤橋 道夫

3 10009 30 特 003 有限会社フジタクリエートサイン 代表取締役　藤田 紀征 福島県福島市笹谷字大谷地２３番地の６ 藤田 紀征

4 10011 30 特 004 有限会社ハタヤ美芸社 代表取締役　髙木 幸雄 福島県福島市腰浜町５番４１号 髙木 幸雄

5 10014 30 特 005 旭産業株式会社 代表取締役　宍戸　弘樹 福島県福島市太平寺字堰ノ上２０番地 佐々木 隆

6 10015 30 特 006 有限会社カトウサインテック 加藤 淳志 福島県福島市太平寺字児子塚６３番地の２ 加藤 淳志

7 10017 30 特 007 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 長谷川 登喜雄

8 10018 30 特 008 月兎デザイン 阿部 栄次 福島県福島市飯坂町平野字中原２番地の４９ 阿部 栄次

9 10019 30 特 009 株式会社アートプロＪＡＰＡＮ 代表取締役　大橋 浩二 福島県福島市南沢又字中條３３番地の１ 大橋 浩二

10 10023 30 特 010 エイブリー 上倉 純一 福島県福島市飯坂町平野字林添１番地の２２ 上倉 純一

11 10024 30 特 011 有限会社タカ工芸社 代表取締役　山川　哲也 福島県福島市大森字丑子内７２番地の２ 大山 潤一

12 10028 30 特 013 有限会社タチバナ工芸社 髙山 晃 福島県福島市鳥谷野字芝切４７番地の１ 髙山 晃

福島県
登録番号

特例番号
届出者の氏名又は名称 法人代表者名 届出者住所 業務主任者



13 10032 30 特 014 ひかりディスプレイ 遠藤 広海 福島県福島市飯坂町平野字東石堂４９番地の３ 遠藤 広海

14 10040 30 特 015 有限会社エンドースクリーン 代表取締役　遠藤　敬史 福島県福島市岡部字岡部９番地の２ 遠藤 晋

15 10041 30 特 016 有限会社ムラカミ看板店 村上 秀男 福島県福島市太平寺字町ノ内３９番地の２ 村上 秀男

16 10042 30 特 017 株式会社テクノロード 代表取締役　笠原 克則 福島県福島市方木田字谷地１１番地の１ 笠原 克則

17 10046 30 特 018 有限会社タカマツ看板店 代表取締役　髙木潤 福島県福島市北町１番３号 髙木直人

18 10048 30 特 019 株式会社タカムラ　 代表取締役社長　多勢　弘之福島県福島市鎌田字卸町１３番地の５ 高橋 勝義

19 10055 30 特 020 株式会社リンペイ 代表取締役　髙橋　正樹 福島県福島市方木田字谷地１８番地の１ 片平 吉見

20 10057 30 特 021 ヒカリ看板塗装店 菅原 勝彦 福島県二本松市金色３９３番地１０ 菅原 勝彦

21 10058 30 特 022 大内看板店 大内 学 福島県二本松市作１１１０番地１ 大内 学

22 10059 30 特 023 有限会社鳥平デザイン 代表取締役　渡邉 淳一 福島県本宮市本宮字小原田８６番地１ 渡邉 幸子

23 10071 30 特 024 有限会社ダイワプラン 佐藤 武彦　　　 福島県伊達市宮前２３番地１９ 佐藤 武彦　　　

24 10072 30 特 025 株式会社フクコ－・アド 代表取締役　東海林 規敏 福島県福島市東浜町７番８号 東海林 規敏



25 10073 30 特 026 有限会社アートユークマサカ 代表取締役　熊坂 久雄 福島県福島市丸子字富塚５８番地の３ 熊坂 久雄

26 10074 30 特 027 有限会社サイン・コア 代表取締役　佐藤 卓司 福島県福島市吉倉字前田４０番地の１ 佐藤 卓司

27 10075 30 特 028 有限会社芸プロ 取締役　遠藤 弘行 福島県福島市渡利字高谷１番地の２０ 遠藤 弘行

28 10076 30 特 029 有限会社ワイ・プランニング 代表取締役　 安井 二郎 福島県伊達郡桑折町字西町５４番地の２ 安井 二郎

29 10078 30 特 030 有限会社ワタナベ看板店 渡辺 佳博
福島県福島市方木田字本方木田４８番地の１
サザンピアⅢ　２階ーA

渡辺 佳博

30 10081 30 特 031 株式会社オータケ 代表取締役　大竹 研一 福島県福島市渡利字丸田３５番地の２ 大竹 研一

31 10089 30 特 032 有限会社中央工芸 佐藤 英太 福島県福島市野田町四丁目6-50 佐藤 英太

32 10102 30 特 034 大成産業株式会社 代表取締役 柏木 裕昭 福島県安達郡大玉村大山字仲北１７４番地 柏木 裕昭

33 10103 30 特 035 株式会社福島人材センター 代表取締役　菊地 禎昭 福島県二本松市市海道２９番地 菊地 禎昭

34 10104 30 特 036 アクアデザイン株式会社 代表取締役  佐藤 雅裕 福島県福島市瀬上町字桜町1丁目2－14 佐藤 雅裕

35 10105 30 特 037 株式会社大清プロダクション 代表取締役　大槻 清 福島県福島市飯坂町湯野字大平４３番地の４ 神野 吉二 

36 10106 30 特 038 株式会社山口工芸 山口 和吉 福島県二本松市竹田一丁目７３番地 山口 和吉



37 10107 30 特 039 コスモスサイン株式会社 代表取締役　阿部 美宏 福島県福島市吉倉字名倉１０６番地の５ 阿部 美宏

38 10110 30 特 041 有限会社スカイネオン 代表取締役　佐藤 昭良 福島県福島市御山字中川原２３番地の２ 佐藤 昭良

39 10113 30 特 042 株式会社リムーヴ 代表取締役　栗原 崇 福島県福島市宮下町６－４ １Ｆ 栗原 崇

40 10114 30 特 043 エムズサイン 加藤 眞樹 福島県福島市御山字三本松４番地の５ 加藤 眞樹

41 20001 30 特 045 有限会社高原看板 代表取締役　高原 信三 福島県郡山市字大河原１８番地の２ 高原 信三

42 20002 30 特 046 株式会社綜合企画 代表取締役　佐藤 実
福島県郡山市富久山町久保田字前田
１０３番地１

佐藤 実

43 20003 30 特 047 株式会社クリエイティブダイワ 代表取締役　大戸 國男 福島県郡山市田村町金屋字下タ川原６番地 大戸 國男

44 20012 30 特 050 株式会社波デザイン 代表取締役　大波 圭太 福島県郡山市朝日二丁目１８番３４号 宗像 春夫

45 20013 30 特 051 有限会社アール・アルチザン 代表取締役　松本 英明 福島県田村市船引町船引字中島１９番地１ 松本 光功

46 20014 30 特 052 株式会社広建 代表取締役　安藤 富司 福島県郡山市田村町金屋字川久保４４番地１ 大河内 俊明

47 20015 30 特 053 有限会社クマタ工芸社 代表取締役　熊田 正 福島県郡山市富久山町久保田字愛宕４６番地 熊田 浩一

48 20021 30 特 054 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３４番地１ 山田 浩



49 20025 30 特 055 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 鎌田 和浩

50 20032 30 特 057 有限会社マツダ工芸 代表取締役　松田 拓也 福島県郡山市安積町日出山一丁目６４番地 松田 拓也

51 20040 30 特 058 株式会社アド宏告社 代表取締役  古川 欣宏 福島県郡山市大槻町字上前田７５番地の８ 安司 誠

52 20042 30 特 059 株式会社トム・コーポレーション 代表取締役　樽井 正典 福島県郡山市富久山町福原字大塚１番地の２ 樽井 正典

53 20046 30 特 060 マックス・デザイン株式会社 代表取締役　押山 仁 福島県郡山市新屋敷一丁目６０番地 安藤 巧

54 20052 30 特 061 株式会社ディオスエンターテインメント大野 正幸 福島県郡山市安積町南長久保一丁目５２番地の４大野 正幸

55 20053 30 特 062 有限会社アドックス 代表取締役　大和田 隆 福島県郡山市並木五丁目５番地８ 大和田 隆

56 20054 30 特 063 有限会社コバヤシ広芸 代表取締役　小林 忠好 福島県石川郡石川町大字塩沢字広畑４２番地の４小林 忠好

57 20056 30 特 064 ナカジマ広告 中島 丈雄
福島県石川郡浅川町大字浅川字大明塚１１２番
地
の４８

中島 丈雄

58 20060 30 特 065 八木沼塗装店 八木沼 和司 福島県須賀川市影沼町１７８番地 八木沼 和司

59 20066 30 特 066 有限会社制作室ホクユウ 代表取締役　北山 芳雄　　　福島県郡山市富久山町福原字町裏１５番地４ 北山 芳雄　　　

60 20067 30 特 067 有限会社カゲヤマ作画社 代表取締役　影山　 貴司 福島県須賀川市大町１６番地 影山 貴司



61 20078 30 特 068 株式会社佐々木工芸社 代表取締役　佐々木 正人 福島県郡山市安原町字宮ノ後１５１番地　 佐々木 正

62 20079 30 特 069 東北テント株式会社 代表取締役　伊藤 盛人 福島県郡山市喜久田町双又40番地の1 伊藤 友貴

63 20084 30 特 070 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　 神事 潤三　

64 20088 30 特 071 株式会社サンプラクト 代表取締役　本田 傳 福島県郡山市図景二丁目１１番５号　 永田 美恵子

65 30027 30 特 072 有限会社プール企画 取締役　山本 達夫 福島県西白河郡矢吹町田町２８番地５ 山本 達夫

66 20094 30 特 074 株式会社かんばんやＯＮＯ 代表取締役　小野 透 福島県郡山市田村町東山一丁目１番地の９７　 小野 透

67 20098 30 特 075 東日本ライテック株式会社 代表取締役　村越 昌史
福島県郡山市逢瀬町多田野字西刎土原２３番
地の３

村越 昌史

68 20095 30 特 076 株式会社郡山アドエージェンシー 橋本 昇 福島県郡山市富田町字大十内８２番地の３９ 橋本 昇

69 20106 30 特 077 デザインワークス 星 玲子 福島県郡山市亀田二丁目５番７号 星 玲子

70 20107 30 特 078 株式会社オーズ 代表取締役社長　島田　篤福島県郡山市島二丁目３５番５号 島田　篤

71 20112 30 特 079 株式会社ビーテック 代表取締役　高畑 英治
福島県郡山市開成四丁目２５番８号
グレイス開成２０６号

髙畑 英治

72 30024 30 特 082 水の谷工蓺株式会社 代表取締役　西山よしえ
福島県西白河郡中島村大字滑津字滑津原
６２番地の１

水野谷 慶吾



73 40002 30 特 085 株式会社天狗堂 代表取締役　鍋谷 隆 福島県会津若松市七日町１２番２１号 鍋谷 隆

74 40004 30 特 086 有限会社ケージャパン 代表取締役　黒澤 稔 福島県会津若松市町北町大字始字深町９２番地１黒澤 稔

75 40006 30 特 087 アドプロダクト 成田 和之
福島県河沼郡会津坂下町大字金上字東村
１３４番地

成田 和之

76 40021 30 特 088 看板小原 小原 重次 福島県大沼郡会津美里町境野字本村３３３０番地小原 重次

77 40040 30 特 089 景星装芸社 代表　星 康寛 福島県会津若松市門田町大字中野字大道西２３番地の４星 康寛

78 50003 30 特 091 有限会社アイ・エッグ 取締役　一條 博毅
福島県喜多方市塩川町字東栄町六丁目４番地
の３

一條 博毅

79 50010 30 特 093 関本広告巧芸 関本 佳代子 福島県喜多方市字諏訪８３番地 関本 佳代子

80 70002 30 特 094 有限会社ライオン堂 代表取締役　大久保 晴敏 福島県相馬市小泉字山田４９０番地 大久保 晴敏

81 70005 30 特 095 有限会社アド・プロ広芸社 代表取締役　大和田 剛
福島県双葉郡広野町大字下北迫字火の口102-
1

大和田 剛

82 70008 30 特 096 株式会社木元装建 代表取締役　木元 雅彦
福島県南相馬市原町区桜井町二丁目
３９４番地

角鹿　 睦美

83 80008 30 特 097 有限会社ハコネ看板店 代表取締役　箱根 忍 福島県いわき市泉町下川字八合１５番地の１ 小池　 妙

84 80011 30 特 098 有限会社いわき建植 代表取締役　箱崎 達哉 福島県いわき市平塩字出口４４番地の１ 箱崎 達哉



85 80015 30 特 099 モリヤ看板店 森谷 三夫 福島県いわき市泉町滝尻字泉町１１６番地の３ 森谷 良子

86 80017 30 特 100 株式会社阿企サイン社　　　　 代表取締役　阿部 明夫 福島県いわき市小名浜字平蔵塚１０４番地の６ 柳内　 洋子

87 80022 30 特 101 有限会社トライアート 代表取締役　佐々木　貴生福島県いわき市泉町下川字宮ノ下42番地 佐々木　貴生

88 80023 30 特 102 旭陽美術工芸株式会社 代表取締役　大庭 淳二
福島県いわき市好間町上好間字上野原
８６番地

大庭 淳二

89 80048 30 特 103 福島ルート産業株式会社 代表取締役　髙橋 正男 福島県いわき市好間工業団地３番地の５ 皆川照雄

90 80053 30 特 105 株式会社秋南企画 代表取締役　菊地　啓友 福島県いわき市平北白土字根木内１番地の３ 小峯　宏二

91 90002 30 特 106 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２８番地の３ 松田 厚彦

92 90003 30 特 107 株式会社古川広告社 代表取締役社長　小安 德郎大阪府東大阪市衣摺六丁目１番２８号 小安 德郎

93 90005 30 特 108 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 森永 栄治

94 90008 30 特 109 有限会社オックス画房 千葉　一由 岩手県奥州市水沢佐倉河字杉本１６３番地１ 千葉　一由

95 90009 30 特 110 株式会社サインズ 代表取締役　大場 広志 宮城県仙台市若林区六丁の目北町４番５７号 大場 広志

96 90011 30 特 111 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

永野 晶也（静岡本社）
田村　秀広（東京本社）
宮永　恭二（大阪支店）
定村　裕輔（福岡支店）



97 90013 30 特 112 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 代田 隆

98 90014 30 特 113 有限会社中倉サイン工芸 品川 健一郎 宮城県仙台市宮城野区新田１丁目３－１０ 髙橋 義信

99 90018 30 特 114 株式会社ＡＢ企画 代表取締役　阿部 貴俊 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口南３７番地の１ 荒屋 宏和

100 90019 30 特 115 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　
東邦センタービル3階

福田 博実

101 90022 30 特 116 関東マルワ産業株式会社 代表取締役　大関博之 栃木県宇都宮市平出工業団地３８番地３８
渡辺宏隆（本社）
成岡大史（東京オフィス）

102 90023 30 特 117 株式会社スカワ 代表取締役　増田 隆 山形県山形市北町一丁目２番２０号 増田 隆

103 90024 30 特 118 有限会社アドポート 代表取締役　村田 弌利 宮城県仙台市青葉区上愛子字橋本７－１ 村田 弌利

104 90026 30 特 119 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 坂 啓祐

105 90029 30 特 120 真栄工芸株式会社利府工場 代表取締役　熊谷 一 宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目８番２７号 江花 裕一

106 90030 30 特 121 株式会社小泉創芸 代表取締役　小泉 貴靖 山形県米沢市大町三丁目３番３３号
鈴木　道広
男虎　健二（仙台営業所）
泉谷　祐次（山形営業所）

107 90031 30 特 122 三和サインワークス株式会社 代表取締役　松岡賢一 大阪府大阪市北区梅田三丁目１番３号
富岡　敬重（大阪本社）
足立　陽一（東京支社）



108 90034 30 特 123 ウチノ看板株式会社 代表取締役　内野 正幸 埼玉県所沢市三ヶ島１丁目２３番地の２ 内野 勝則

109 90039 30 特 124 株式会社ウェスト工房 荒谷 昭夫 宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目5番7号 菅原 岳史

110 90045 30 特 125 長田広告株式会社 長田 一郎　　　 愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１ 小濱千明

111 90047 30 特 126 株式会社サンコー造型 代表取締役　山田 直幸 宮城県仙台市若林区蒲町東10番地の15 山田 直幸

112 90050 30 特 127 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

髙橋 雅一（本社）
小野田　旬一（名古屋支社）
平岡　孝夫（大阪支社）

113 90053 30 特 128 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 橋爪 敏

114 90055 30 特 130 有限会社アカシヤ画房 代表取締役　竜川 洋一 宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目３番５号 竜川 洋一

115 90056 30 特 131 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 逸見 雄作

116 90058 30 特 132 株式会社農協印刷センター 代表取締役社長　猪股 泰彦
宮城県仙台市宮城野区日の出町三丁目
７番２０号

舘内 茂雄

117 90061 30 特 133 有限会社鈴木彫刻店 代表取締役　鈴木 健 宮城県仙台市宮城野区扇町四丁目３番２８号 鈴木 健

118 90062 30 特 134 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 髙橋 勝美

119 90064 30 特 135 有限会社斎電工業所 代表取締役　齋藤 雅之 山形県米沢市中田町９０９番地６ 齋藤 雅之



120 90065 30 特 136 株式会社オオウチ工芸 代表取締役  大内 信志 宮城県仙台市若林区六丁の目元町３番８号 大内 信志

121 90066 30 特 137 株式会社安食 代表取締役　安食 健一 宮城県仙台市泉区八乙女四丁目２番地の４０ 安食 健一

122 90067 30 特 138 有限会社コスモサイン 代表取締役　熊谷 悟 宮城県気仙沼市前木１６０番１ 熊谷 悟

123 90070 30 特 139 株式会社トップ・アート・セクション 代表取締役　阿部 彰義 山形県山形市銅町一丁目５番２３号 野口 純也

124 90073 30 特 140 表示灯株式会社 代表取締役　徳毛孝裕 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 小川 公徳

125 90075 30 特 141 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 中村 秀人

126 90077 30 特 142 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１丁目７番８号 片山 邦彦

127 90079 30 特 143 株式会社日の丸ディスプレー仙台代表取締役　新崎 博
宮城県宮城郡利府町しらかし台六丁目
７番地の１

遠藤 弘

128 90088 30 特 145 株式会社ノイプランニング 代表取締役　遠藤勝久 栃木県宇都宮市大塚町１４番１６号 遠藤　勝久

129 90089 30 特 146 アビコ産業株式会社 代表取締役　安孫子 浩久 山形県米沢市窪田町窪田２９１番地 安孫子 浩恒　

130 90090 30 特 147 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 斎藤　瑠美（東北支店）

131 90091 30 特 148 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 渡辺 享英



132 90092 30 特 149 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 本間　伸明　　

133 90096 30 特 150 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
梅津 繁之（東京本社）
江川　純（東北・北海道支社）

134 90098 30 特 152 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 柴田 彰夫

135 90099 30 特 153 株式会社ジェイアール東日本企画代表取締役社長　赤石　良治
東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号
JR恵比寿ビル

菊池　大裕

136 90100 30 特 154 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 山田 敏

137 90101 30 特 155 株式会社アクタート 代表取締役　立花　健二 宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目２番地の２ 立花　健二

138 90106 30 特 156 株式会社中川堂 代表取締役　中川 知明 東京都千代田区東神田一丁目１４番１号 宮城 俊郎

139 90107 30 特 157 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 中島 史将

140 90115 30 特 159 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１２号

竹本 幸司（本社）
鳳利　博（関西営業部）
石川　裕一（中四国営業部）
中田　健児（広島営業所）
下尾　隆之（九州営業部）

141 90116 30 特 160 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 仲畑　博文

142 90120 30 特 161 株式会社東北電照 代表取締役　柿沼 信弘 宮城県仙台市太白区中田六丁目８番１５号 柿沼 和弘　



143 90126 30 特 162 株式会社アド秋田 代表取締役　筒井 崇之 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前８番地８ 眞田 元

144 90127 30 特 163 株式会社セブンエイト 代表取締役　池田 圭吾 東京都目黒区原町二丁目２番８号 池田 圭吾

145 90128 30 特 164 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
日本橋二丁目ビル２F

西井　遼(本社）
髙橋　幸恵（仙台営業所）

146 90130 30 特 165 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 豊田 健一郎

147 90134 30 特 166 株式会社カンコー　 代表取締役　伊藤 正直 新潟県長岡市千秋二丁目２７８８番地１
木村 由基夫（本店）
伊藤　正直（新潟支店）

148 90141 30 特 167 大成建設株式会社 代表取締役社長　相川善郎東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 松岡　大介（東北支店）

149 90143 30 特 168 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 川村 淳

150 90145 30 特 169 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 掛 宗智

151 90147 30 特 170 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６丁目１番１３号 鈴木 親久

152 90149 30 特 171 有限会社集創社 新井 峰男 栃木県宇都宮市下岡本町２１３０－１２ 新井 峰男

153 90174 30 特 175 株式会社北関スクリーン 野村　雅弘 群馬県渋川市村上３７５２番地７
野村 城弘（本社）
野村　雅弘（高崎営業所）
寺西　市太郎（東京オフィス）

154 90175 30 特 176 株式会社日広 金子 幸裕 長野県上田市住吉６７番地１ 関　祐一



155 90179 30 特 177 有限会社マルミ工芸 代表取締役　水戸 隆行 栃木県那須塩原市上厚崎７２４番地１５ 水戸 隆行

156 90180 30 特 178 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１３号 原　文博

157 90183 30 特 181 株式会社サトー工芸 佐藤 隆夫 茨城県つくば市大曽根２７０８番地２ 佐藤 健二

158 90184 30 特 182 タイガー株式会社 山﨑 直樹 東京都千代田区岩本町3丁目10番12号 山﨑 直樹

159 90185 30 特 183 株式会社星美 星川 義和 宮城県名取市下余田字中荷１２９番地の３ 星川 義和

160 90188 30 特 184 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 渡邊 康典

161 90195 30 特 185 株式会社乃村工藝社 榎本 修次 東京都港区台場二丁目３番４号 太田　啓介

162 90211 30 特 187 株式会社日交 代表取締役　中村 晃 東京都新宿区箪笥町３４番地 数藤 一浩

163 90223 30 特 188 東北総合美研有限会社 代表取締役　山口 研 宮城県仙台市泉区松森字前沼１８番地 山口 研

164 90225 30 特 189 株式会社協栄社 代表取締役　樋口 恒雄 新潟県新潟市南区高井東三丁目８６７番地３ 樋口 恒雄

165 90226 30 特 190 JR東日本東北総合サービス株式会社松木　茂 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 井上 隆之

166 90231 30 特 191 清水建設株式会社 井上 和幸 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 遠藤　宏昭



167 90232 30 特 192 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６丁目２番１５号 吉田 道宏

168 90237 30 特 194 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 谷口 高志

169 90238 30 特 195 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 和田 武之（東京営業所）

170 90241 30 特 196 山王スペース＆レンタル株式会社本社代表取締役　小村 太一
東京都中央区銀座三丁目１０番６号　
マルイト銀座第３ビル１２階

石坂 尚登

171 90252 30 特 197 カトウ・サイン工業株式会社 代表取締役　加藤 貴之 新潟県新潟市東区山木戸八丁目４番１８号 加藤 貴之

172 90254 30 特 198 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5-701号 田原 稔

173 90256 30 特 199 株式会社大宣 炭本 光輝 大阪府堺市北区東雲東町四丁４番１０号 炭本 光輝

174 90280 30 特 201 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 竹下 浩二（廿日市本社）

175 90283 30 特 202 大日本印刷株式会社 代表取締役社長　北島 義斉東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 新井 　良幸

176 90285 30 特 203 株式会社東京化成製作所 山口 幸蔵 埼玉県狭山市広瀬台二丁目９番２３号 山口 幸蔵

177 90298 30 特 205 株式会社アド・メディア 代表取締役　高橋 勝之
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目１番１１号
定禅寺通スクエアビル３F

斎藤 仁

178 90305 30 特 206 有限会社シンシン商事 代表取締役社長　黒津　正勝新潟県新潟市中央区女池四丁目１５番７号 黒津 正勝



179 90308 30 特 207 株式会社アートサイン 代表取締役　佐々木 徹 宮城県仙台市太白区鈎取字新田町４０番地の１０佐々木 徹

180 90313 30 特 208 株式会社日東建装社 代表取締役　野髙 俊彦 大阪府大阪市北区中崎西二丁目３番６号 三日月 晃志

181 90317 30 特 209 株式会社アド装拓 代表取締役 古澤 智 岩手県盛岡市三本柳２２地割４１番地６ 古澤 智

182 90328 30 特 213 株式会社大林組 取締役　蓮輪　賢治 東京都港区港南二丁目１５番２号 青野芳明

183 90353 30 特 214 株式会社ニュー・アート本社 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 新宅 謹示

184 90355 30 特 215 アドオン株式会社 代表取締役　坂本 純 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町６番１２号 村上 隆之

185 90357 30 特 216 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１丁目７番７号 大槻 京子

186 90362 30 特 217 株式会社金星堂本社 小笠原 貴行 三重県桑名市大字江場４８１番地
小笠原 貴行（本社）
大西　邦彦（東京営業所）

187 90364 30 特 218 株式会社サインボードエキスプレス代表取締役　荘司 健一
東京都中央区新富二丁目１２番６号
新幸ビル４階

荘司 健一

188 90369 30 特 219 リーガルボード株式会社 代表取締役　速水 直生 埼玉県草加市氷川町2104-1　エンゼルビル5Ｆ 速水 直生

189 90372 30 特 220 株式会社デザインアーク 代表取締役　辰己　嘉一 大阪市西区阿波座一丁目5番16号 藤井　武司

190 90381 30 特 222 株式会社ビーアド 代表取締役　増田　洋一 東京都足立区綾瀬七丁目１９番地１２号 山崎 拓也



191 90383 30 特 223 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

佐藤 　浩二（東北支店）
三上　成幸（関東第二支店）
中江智亮（関西支店）
水野　佑哉（関東第一支店）

192 90384 30 特 224 株式会社オオタケ産業 代表取締役　佐藤 秀子 宮城県名取市上余田字千刈田８７６番地の１ 萱場健司

193 90387 30 特 225 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小幡千代田13-24 和田 晋一

194 90391 30 特 226 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　
クレイン末広７階

坂上 淳

195 90396 30 特 227 有限会社尚文堂 代表取締役　角田浩二郎 山形県寒河江市栄町９番３２号 水戸部 一好

196 90398 30 特 228 テルウェル東日本株式会社 代表取締役社長　谷　誠 東京都江東区深川二丁目7番6号 小林 純

197 90401 30 特 229 コハタ看板店 木幡 利美 宮城県角田市角田字野田前５４番地 木幡 利美

198 90403 30 特 230 株式会社アデスト 代表取締役　鈴木 誠
東京都中央区東日本橋三丁目９番１５号
グラニートマルコービル

鈴木 誠

199 90407 30 特 231 株式会社創輝社静岡本社 峰 和也 静岡県静岡市清水区鳥坂１１４８番地１ 峰 和也

200 90415 30 特 234 株式会社東京タカラ商会 代表取締役　辻 貢太郎 東京都豊島区東池袋三丁目１０番６号 大場 勝博

201 90417 30 特 236 有限会社千字文工芸 代表取締役　草賀 大 宮城県仙台市泉区高森六丁目１番地の７ 草賀 大



202 90422 30 特 237 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 鈴木 康仁

203 90429 30 特 240 株式会社石沢工業　 代表取締役　 石沢敏行 青森県弘前市神田二丁目４番地２０

石澤 敏行（本社営業所）
刀祢　健太郎（青森営業所）
山野 芳浩（八戸営業所）
佐藤　浩（大舘営業所）

204 90431 30 特 241 ラッキー工芸株式会社 藪口　保 兵庫県姫路市朝日町５４番地 薮口　幸平

205 90439 30 特 242 株式会社三美堂 代表取締役社長　森田 大輔東京都豊島区南長崎六丁目１６番１号 森田 大輔

206 90441 30 特 243 株式会社オリエント企画 代表取締役 嶋田 英明 千葉県柏市布施１５９５番地の２ 嶋田 英明

207 90445 30 特 244 株式会社キクテック 代表取締役　水野　公平 宮城県仙台市太白区東中田六丁目１番４７号 水野　公平

208 90449 30 特 245 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 深瀬　洋章

209 90451 30 特 246 有限会社アドトップ 花塚 明 栃木県大田原市実取８０４番地１１９ 花塚 明

210 90452 30 特 247 東北送配電サービス株式会社 取締役社長　伊藤　裕彦 宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号 松本 祐之

211 90461 30 特 248 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 小田 利洋

212 90466 30 特 249 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 福田 秀男

213 90473 30 特 250 有限会社ササキ創芸 代表取締役　佐々木 慎太郎宮城県仙台市宮城野区田子三丁目１６番２０号 佐々木 慎太郎



214 90477 30 特 252 株式会社サインクラフト 代表取締役　南川 英雄 群馬県渋川市石原１４６２番地３ 南川 英雄

215 90478 30 特 253 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
藏田　篤（本社）
塚本　圭治（関西支社）

216 90482 30 特 255 株式会社岡崎巧芸 代表取締役　岡崎 拓也
埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田
１０８３番地１

岡崎 拓也

217 90485 30 特 256 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２丁目７２１番地５ 古澤 学

218 90489 30 特 257 株式会社オーク・インテリジェンス 檜山 俊夫 千葉県千葉市中央区稲荷町一丁目９番６６号 渡辺 宏充

219 90498 30 特 259 株式会社三上旗店 代表取締役　三上 明夫 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目１２番６号 三上 明夫

220 90500 30 特 260 株式会社スリーエイト 代表取締役　安達 裕明 宮城県仙台市若林区卸町一丁目３番３号 安達 裕明

221 90503 30 特 261 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 塚本　邦仁

222 90508 30 特 262 株式会社笠谷ｓｉｇｎ 代表取締役　笠谷 伸行 大阪府大阪市大正区泉尾2丁目22－28 笠谷伸行

223 90511 30 特 264 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 佐々木　保

224 90515 30 特 266 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5丁目１－１ 古舘伸介

225 90044 30 特 267 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 加藤　祐介



226 80038 30 特 268 有限会社　とんぼ工芸 代表取締役　三室　啓記 福島県いわき市内郷綴町川原田70番地 三室　志帆

227 90433 30 特 269 株式会社　ダイス 代表取締役　山根　憲守 東京都中央区日本橋堀留町1－5－11 山根　憲守

228 20034 30 特 270 有限会社　白鳳堂 代表取締役　伊藤　洋平 福島県郡山市熱海町下伊豆島字上の台２３ 伊藤 洋平

229 90502 30 特 271 株式会社　森島工芸 代表取締役　森島　秀夫 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢５１２６－１１ 森島　秀夫

230 90432 30 特 272 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4-47-48 岡本　剛

231 90152 30 特 274 株式会社　電通東日本　 代表取締役　黒田　俊介 東京都港区新橋四丁目21番3号 佐久間　貴子

232 90028 30 特 275 若色看板株式会社 若色　宏昭 栃木県栃木市城内町2-7-55 若色　宏昭

233 90218 30 特 276 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
馬場　弘隆（高崎支社）
古山　進（本社）

234 90221 30 特 277 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1丁目9番9号 山田　信彦

235 90397 30 特 278
株式会社 ADKマーケティング・
ソリューションンズ

代表取締役　大山　俊哉 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 中村 洋志

236 90094 30 特 279 株式会社　昭和化成 代表取締役　田中　康夫 東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目19番2号 丹羽 新哉

237 20089 30 特 281 有限会社　ヨシダホーム 代表取締役　吉田　康太 福島県田村市船引町堀越字高森211番地 吉田 康太



238 90279 30 特 282 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 金盛　圭一

239 90257 30 特 283 株式会社　アスカ 代表取締役　前山　英市 山形県米沢市徳町8番9－7号 金田　英吉

240 20041 30 特 284 有限会社　ネモト功芸社 代表取締役　根本　義幸 福島県須賀川市影沼町241 根本　政幸

241 90284 30 特 285 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 横山　一志

242 90301 30 特 286 株式会社　スペース 代表取締役　佐々木 靖浩 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号
井戸田　悟（東京事業本部）
丹羽　貞之（名古屋事業本部）
久保　博（大阪事業本部）

243 90480 30 特 287 株式会社　宣興 代表取締役　髙橋　茂 埼玉県さいたま市大宮区上小町３０４番地の１ 髙橋　憲一

244 90046 30 特 288 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

南部　陽介（仙台営業所）

245 90268 30 特 289 有限会社ヤママン山田建業 代表取締役　山田　萬一 宮城県仙台市若林区荒浜字堀南2-2 大滝　勤也

246 90367 30 特 290 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K１ビル 西坂　勇人

247 90524 30 特 292 株式会社タケイ工芸 代表取締役　武井　富士真宮城県仙台市宮城野区中野字神明150 武井　富士真

248 90378 30 特 294 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4丁目1番2 河崎　紀行

249 90344 30 特 295 イオンディライト株式会社 代表取締役　濵田　和成 大阪府大阪市中央区南船場2丁目3番2号 筒井　友夫（東北支社）



250 90104 30 特 296 株式会社共同広告社 代表取締役　髙坂正史
東京都中央区日本橋小舟町15番10号 小舟町
ビル３F

須永　幸一

251 90290 30 特 297 株式会社　びこう社 代表取締役　浦岡　潤 東京都港区南青山4－15－5 小川 哲男

252 90239 30 特 298 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
砂川　拓真
加藤　建治（東日本事業部）

253 90215 30 特 299 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4-5-11 斉藤　幸恵

254 90447 30 特 302 アイプラネット東北株式会社 代表取締役　長谷川　耕平宮城県仙台市若林区沖野二丁目10番64号 長谷川　耕平

255 10045 30 特 304 須貝看板・塗装店 須貝　保則 福島県福島市黒岩字沼ノ下4-24 須貝　保則

256 90530 30 特 306 有限会社　彩光堂 代表取締役　中村　俊也 石川県金沢市法光寺町34-3 中村　俊也

257 90363 30 特 307 株式会社　白英社 代表取締役　坂場　英利 茨城県水戸市大町２丁目３-２ 坂場　英利

258 90528 30 特 308 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2丁目23番13号 森原　淳

259 90531 30 特 309 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 石塚　秀明

260 40044 30 特 310 有限会社　美広社 代表取締役　上杉　善一郎福島県会津若松市七日町8番8号 上杉　善一郎

261 10101 30 特 315 カーサインの髙橋 髙橋　浩治 福島県福島市上名倉字平内20番地 髙橋　浩治



262 90332 30 特 314 株式会社クリサキサイン 代表取締役　栗崎　貞利 宮城県多賀城市留ヶ谷3丁目15-3 栗崎　貞利

263 90540 30 特 316 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 名久井了

264 20102 30 特 317 株式会社クリーンネット 代表取締役　熊谷　博 福島県郡山市うねめ町241番地 熊谷 博

265 90072 19 特 001 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 関根　敏子

266 90542 19 特 002 有限会社　佐々惣建設 代表取締役　佐々木 昌幸 宮城県加美郡加美町字南小路一番1番地の9 小野寺　和彦

267 20045 19 特 004 株式会社エポック 村越　美広 福島県須賀川市丸田町264 村越 美広

268 90537 19 特 005 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 平出　海石

269 90437 19 特 007 株式会社アイプラネット 代表取締役　山田洋一 東京都港区青山一丁目1番1号 三浦　一真

270 90547 19 特 008 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３－４－５ 中山　秀介

271 90536 19 特 009 株式会社ベース 代表取締役　近藤　順子 兵庫県尼崎市東七松町1丁目15-21 永谷　祐二

272 90310 19 特 010 株式会社トーカンオリエンス 代表取締役　三瓶　佑樹 東京都新宿区中落合一丁目12番8号 三平　弘樹

273 90532 19 特 011 株式会社高昇 代表取締役　岡本　美咲 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14Ｆ 西原　大司



274 10112 19 特 012 株式会社　民報アド 代表取締役社長　矢森　真人福島県福島市太田町13番17号 佐久間　真二

275 90327 19 特 014 株式会社エー・ピー・エス 代表取締役　三浦　政和
山梨県南都留郡富士河口湖町船津5672番地の
1

三浦　政和

276 90551 19 特 015
ニューラルマーケティング株式会
社

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 石垣　義則

277 90554 19 特 016 有限会社シルクプランニング 代表取締役　植木賢治 新潟県新潟市中央区鳥屋野四丁目10番12号 植木　賢治

278 90555 19 特 017 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 丸田　泰良

279 90549 19 特 018 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 矢内　武氏

280 90557 19 特 020 山金工業株式会社 代表取締役　山下真寛 福井県福井市左内町4番15号 豊田 和彦

281 90567 19 特 021 株式会社ＧＡＴＥ 代表取締役　大西　邦彦 東京都大田区西蒲田六丁目33番7号
大西　邦彦（本社）
小野寺　智（仙台オフィス）

282 10115 19 特 022 有限会社アド・サトウ 取締役　佐藤　友裕 福島県伊達市梁川町向川原字蟹沼47 佐藤　友裕

283 90569 19 特 023 東日本興業株式会社 取締役社長　長谷川　登 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目7番1号 佐藤　雅美

284 90550 19 特 024 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6-7-66 長谷川　巧

285 90568 19 特 025 株式会社トークス 代表取締役社長　稲妻　英俊宮城県仙台市宮城野区五輪1丁目17番47号 佐々木　昭宏



286 20122 19 特 026 有限会社　アドダイワ 代表取締役　大戸　亮平 福島県郡山市田村町金谷字新家106番地3 大戸　亮平

287 70009 19 特 027 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

天野　有喜

288 90570 20 特 001 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

桑原　克也

289 90571 20 特 002 トータルサイン 坂田　健二 新潟県新潟市東区新石山1丁目9番地9 坂田　健二

290 90576 20 特 003 スリーエムジャパン株式会社 代表取締役　宮崎　裕子 東京都品川区北品川六丁目7番29号 山下 広太郎

291 80006 20 特 004 有限会社スエヒロ広告 代表取締役　齋藤　純夫 福島県いわき市内郷御廐町四丁目15番地 齋藤 純夫

292 90246 20 特 005 株式会社　アプトサイン 代表取締役　鈴木　直美
宮城県仙台市青葉区二日町7番32号 勾当台ハ
イツ1012

鈴木　直美

293 20124 20 特 006 株式会社　ビーウィズ 代表取締役　𠮷川孝明 福島県郡山市安積町成田字田向150-277 𠮷川孝明

294 90579 20 特 007 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 柳沢ビル２
Ｆ

菊地 成佳

295 90580 20 特 008 株式会社　エス・アール企画 代表取締役　東　龍太郎
宮城県仙台市泉区向陽台四丁目16番9号 ウイ
ンディヒルズ輪島102

東　龍太郎



296 90584 20 特 009 株式会社ナンシンデザイン 代表取締役　石黒哲也 北海道札幌市東区北三十条東一丁目5番1号 石黒　真司

297 20057 20 特 010 ホープ工芸 橋本　敏夫 福島県郡山市喜久田町堀之内字下前田7番地 橋本　敏夫

298 10123 20 特 011 イースマイル株式会社 代表取締役　神田　勝利
福島県福島市五老内町9番4号 フェニックスビ
ル2Ｆ

半谷　剛大

299 90222 20 特 012 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 石橋　禎孝

300 80014 20 特 013 有限会社　美工社 代表取締役　大原　朗 福島県いわき市平下荒川字諏訪下14番地の1 大原　朗

301 90227 20 特 014 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 布川　勝己

302 90051 20 特 015 有限会社　アート・キタウラ 代表取締役　今野　茂 宮城県名取市高舘吉田字東真坂45番地 今野　茂

303 90590 20 特 016 積水ハウス株式会社 代表取締役　仲井　嘉浩 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 松崎　靖

304 10124 20 特 017 福島県北交通株式会社 代表取締役　佐藤 繁子 福島県伊達市梁川町広瀬町7 三浦　清寿

305 90176 20 特 018 株式会社ビックワン 小池　康之 静岡県浜松市北区大原町271番地の2
深谷　義春（本社）
大谷　和久（東京支店）

306 90163 21 特 001 株式会社クレスト 代表取締役　永井　俊輔 東京都港区赤坂8-10-22　ニュー新坂ビル4F 阿部　一久

307 90472 21 特 002 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 並木　慎一



308 90599 21 特 003 株式会社ザイマックス 代表取締役　吉本　健二 東京都港区赤坂一丁目1番1号 澁谷尚彦

309 90600 21 特 004 株式会社ファイブス 代表取締役　大森　健太郎
山口県山陽小野田市大字西高泊字高須3334番
の8

大森　健太郎

310 90604 21 特 006 株式会社フロンティア 代表取締役　長岡　圭史
東京都中央区新川1-3-3 グリーンオーク茅場
町2Ｆ

阿部　真之

311 90210 21 特 007 鹿島建設株式会社 代表取締役社長　天野　裕正東京都港区元赤坂1-3-1 藤間健夫

312 90162 21 特 008 飛鳥東北株式会社 代表取締役　阿部　直哉 宮城県名取市高舘熊野堂字飛鳥47-2 阿部直哉

313 90602 21 特 009 バルーンテック 金子 太 埼玉県羽生市南4-9-18 金子　太

314 90322 21 特 010 株式会社イーグル産業 代表取締役　深田　順市 埼玉県川越市的場1-26-8 深田　順市

315 90606 21 特 011 トピー実業株式会社 代表取締役　山口　政幸 東京都品川区大崎一丁目2番2号 河井　勝磨

316 90200 21 特 012 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1丁目11番地 茂呂　展夫

317 90610 21 特 013
株式会社 エクスロード エー・
ビー・アール

代表取締役　宇土　眞一郎東京都豊島区千早2-30-3 宇土　眞一郎

318 10050 21 特 014 おじま看板 小島 享 福島県福島市桜本字玉木3 小島 享

319 90552 21 特 015 株式会社　レガーロ 代表取締役　高倉　博 東京都世田谷区船橋七丁目7番8号 高倉　博



320 10119 21 特 016 Atelier_T　（アトリエ　ティー） 代表　大河原　匠 福島県伊達市保原町字元町25番地12 大河原　常雄

321 90613 21 特 017 株式会社　安藤・間 代表取締役社長　福富　正人東京都港区東新橋一丁目9番1号 荒尾　武史

322 90614 22 特 001 五洋建設株式会社 代表取締役社長　清水琢三東京都文京区後楽2-2-8 山中大典

323 90626 22 特 002 株式会社イサオサイン 代表取締役　進藤良夫 秋田県秋田市外旭川字梶ノ目351 進藤良夫

324 90054 22 特 003 株式会社美装社 代表取締役　狩野圭 宮城県大崎市古川鶴ヶ埣字新江北16 狩野圭

325 90628 22 特 004 有限会社トーゴスタジオ 代表取締役　菅原正憲 新潟県新潟市東区東明7丁目5-9 菅原正憲

326 90516 22 特 005 株式会社ジョイサイン 代表取締役　栃村亜弓 栃木県塩谷郡高根沢町花岡512-2 栃村克彦

327 90629 22 特 006 LMIグループ株式会社 代表取締役　永井俊輔 東京都港区赤坂8-10-22　ニュー新坂ビル4F 峰 拓也

328 10127 22 特 007 合同企画トータルサイン 代表　桑島光三 福島県福島市飯坂町平野字林添1-22 桑島光三

329 10128 22 特 008 マルワビジネス株式会社 代表取締役　小野幸一 福島県福島市野田町3丁目4-25-1 小野幸一

330 90043 22 特 009 有限会社　双葉広告 取締役　冨吉　明 茨城県水戸市鯉淵町499 冨吉明

331 90634 22 特 010 トッパン・フォームズ株式会社 代表取締役　添田秀樹 東京都港区東新橋一丁目7番3号 山田昭二


