特例屋外広告業登録簿
R2年7月22日現在
※有効期間が満了しているものについては掲載しておりません。県登録を更新している場合は，柏市へ特例屋外広告業変更届を提出してください。
届出番号

届出者
氏名（名称）

届出住所（所在）

有効満了日(千葉県屋外広告業登録有効満了日)

1 東亜レジン株式会社

東京都新宿区西新宿4-33-4

令和3年6月19日

4 株式会社ユウシン

横浜市保土ヶ谷区藤塚町4-7

令和7年6月4日

5 東電タウンプランニング

東京都目黒区目黒2-10-11

令和5年7月28日

6 株式会社アドライフサイン

千葉市稲毛区長沼町55-6

令和3年4月18日

7 株式会社プロエスト

東京都港区芝浦3-14-17

令和5年3月27日

8 株式会社東宣エイディ

東京都中央区日本橋２－２－２１日本橋二丁目ビル２Ｆ

令和3年9月24日

9 朝日エティック株式会社

大阪市福島区福島7-15-26

令和3年8月17日

11 株式会社清工舎

八千代市吉橋1075-5

令和3年11月21日

12 株式会社ニュー・アート

広島市中区南竹屋町9-4

令和3年8月25日

13 株式会社イールアップ

船橋市高瀬町62-2 B-3

令和4年2月20日

15 株式会社シンエイ

柏市西山1-2-1

令和3年4月19日

16 株式会社キョーシン

豊島区南池袋2-32-1

令和3年6月11日

17 株式会社三昭堂

愛知県一宮市あずら3-9-23

令和3年9月24日

24 株式会社ジェーピーエー

東京都江戸川区春江町２－４８－１

令和3年6月19日

25 株式会社アートランド

群馬県富岡市神成332-1

令和3年7月30日

28 株式会社三和企画

千葉市若葉区大宮町3360-34

令和3年7月2日

29 イケダネオン株式会社

東京都練馬区大泉学園町8-3-3

令和3年4月23日

30 株式会社共栄企画

大阪市西区阿波座1-9-9

令和3年9月28日

32 株式会社協同制作

東京都中央区入船2-5-7

令和3年9月14日

39 山王スペース＆レンタル株式会社

東京都中央区銀座三丁目10-6マルイト銀座第3ビル１２階

令和4年5月10日

43 関東マルワ産業株式会社

宇都宮市平出工業団地38-38

令和3年11月14日

44 有限会社クボタ看板

船橋市夏見台3-22-1

令和4年1月24日

46 株式会社エキスプレス社

東京都中央区銀座3-9-4

令和3年4月19日

47 株式会社日宣

千葉県柏市大井1882－7

令和3年5月22日

48 株式会社ハセガワーク

福島市方木田前白家9-9

令和3年5月1日

50 株式会社昭和ネオン

品川区南品川1-7-17

令和3年9月3日

55 株式会社東京システック

板橋区板橋1-29-10

令和3年4月19日

56 株式会社セイストン

さいたま市西区土屋216-1

令和4年11月14日

57 株式会社広正社

葛飾区青戸6-2-1

令和3年4月16日

58 株式会社中村工社

広島市中区南吉島１－２－１４

令和3年4月23日

60 アオイネオン株式会社

静岡市駿河区八幡2-11-11

令和3年7月13日

62 有限会社美広

千葉市中央区都町1-13-16

令和3年5月14日

64 株式会社オリエント企画

柏市布施1595-2

令和3年7月14日

65 株式会社デンショク

岡山市桑野516-8

令和3年8月17日

67 木村看板株式会社

江東区三好4-8-14

令和5年6月22日

69 gC ストーリー株式会社

江東区富岡２－１１－６長谷萬ビル 4F

令和5年7月1日

70 株式会社凡美社

中央区日本橋茅場町１－１－６Ｂ-スクエアビル

令和3年4月19日

71 株式会社東京化成製作所

狭山市広瀬台2-9-23

令和3年5月22日

73 株式会社山陽工房

倉敷市新田2393-2

令和3年9月24日

75 ウエル・ユーカン株式会社

広島市佐伯区湯来町白砂200

令和3年4月16日

79 長田広告株式会社

愛知県津島市東柳原町5-5

令和3年7月2日

80 ヨシダ宣伝株式会社

金沢市中央通町1-22

令和3年5月14日

81 株式会社備広

中央区東日本橋3-10-9

令和4年2月20日

82 株式会社上総

千葉市花見川区大日町1332

令和3年9月3日

83 株式会社しばた工芸

宇都宮市旭2-2-3

令和3年10月9日

84 清水建設株式会社

中央区京橋二丁目１６番１号

令和3年9月24日

86 有限会社有明工芸

練馬区石神井台2-7-7

令和3年4月23日

90 オリオンセールスプロモーション株式会社

東京都中央区明石町3-3

令和4年8月19日

91 株式会社アド秋田

秋田市外旭川字堂の前8-8

令和3年4月19日

97 ウチノ看板株式会社

所沢市三ヶ島1-23-2

令和5年6月20日

102 有限会社樹サイン

埼玉県志木市上宗岡3-7-5

令和3年6月19日

105 株式会社メディアデプト

港区虎ノ門4-1-10 青木ビル6Ｆ

令和3年5月29日

106 三和ネオン株式会社

中央区銀座2-10-6

令和5年12月2日

112 株式会社スペース

中央区日本橋人形町3-9-4

令和5年12月7日

113 株式会社セブンエイト

目黒区原町2-2-8

令和4年9月9日

114 株式会社共同広告社

中央区日本橋小舟町15-10

令和5年7月30日

116 不二化成品株式会社

静岡市清水区鳥坂３２７－１

令和3年9月28日

121 株式会社丹青社

東京都港区港南一丁目2-70

令和6年3月5日

124 株式会社エルグ

港区浜松町1-2-12

令和3年7月11日

125 株式会社アイ工芸

板橋区中丸町58-9

令和3年9月24日

126 富士フィルムイメージングシステムズ株式会社 品川区西五反田３-６-３０

令和3年9月3日

128 株式会社ハックスター

町田市鶴間３-１５-４

令和3年5月1日

129 株式会社日東建装社

大阪市北区中崎西二丁目３番６号

令和6年4月23日

131 株式会社イーグル産業

川越市的場１－２６－８

令和3年7月6日

132 株式会社匠屋

千代田区九段南３－８－１３

令和5年8月31日

133 株式会社アルス・プログレス

福島県郡山市安積３－１３６

令和4年3月22日

134 株式会社ダイヤ工芸社

台東区三ノ輪１－１－２

令和6年5月24日

135 株式会社エクスロードエービー・アール

豊島区千早２－３０－３

令和1年8月11日

142 株式会社アサヒエージェンシー

佐世保市桑木場町３３０

令和1年8月24日

144 株式会社プロジェクト

越谷市瓦曽根１－１－１０

令和3年5月29日

145 株式会社Ｔ＆Ｔアド

中央区八丁堀２－２５－１０

令和3年7月2日

150 株式会社昭和化成

渋谷区幡ヶ谷３－１９－２

令和5年6月1日

154 大日本印刷株式会社

新宿区市谷加賀町１－１－１

令和1年11月17日

157 株式会社ＰＬＵＳＶＩＳＩＯＮ

東京都中央区新富1-9-4ﾌｧﾝﾃﾞｯｸｽ銀座6F

令和3年7月30日

158 株式会社エキスプレス工業社

北区中里２－１６－１０

令和6年2月25日

161 株式会社宣通

名古屋市東区東桜２－１６－２７

令和4年5月31日

162 東京ネオン電気株式会社

仙台市若林区連坊小路１３０－２

令和2年1月27日

164 株式会社オオウチ工芸

仙台市若林区六丁の目元町３－８

令和7年2月3日

166 株式会社大林組

東京都港区神南二丁目１５－２

令和4年5月31日

174 株式会社ユーネクサス

足立区東綾瀬３－１－１

令和3年9月3日

175 株式会社シティー・ロード

東京都千代田区外神田4-8-5クレイン末広7階

令和3年9月28日

181 株式会社アクタート

仙台市宮城野区高砂２-２-２

令和5年6月12日

182 株式会社アーバンスペース

豊島区池袋３-２３-５ダヴィンチ東池袋８Ｆ

令和3年7月13日

183 株式会社ビックワン

静岡県浜松市浜北区寺島１２３７－１

令和2年5月12日

185 株式会社ヤマテ・サイン

東京都板橋区小豆沢２-２２-５

令和7年5月12日

188 株式会社サインボードエキスプレス

中央区新富町２－１２－６

令和3年7月2日

191 タイガー株式会社

東京都中央区日本橋２－９－４

令和5年7月2日

193 朝日電装株式会社

大阪府豊中市穂積２－１６－２０

令和3年6月11日

194 株式会社コトブキネオン

東京都千代田区神田小川町１－１１

令和2年11月24日

197 イオンディライト株式会社

大阪府大阪市中央区南船場二丁目３－２

令和2年11月7日

200 株式会社近創

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１

令和2年9月2日

202 株式会社ＭＰサービス

我孫子市つくし野１－２９－１

令和2年11月30日

204 株式会社キョウシンアド

東京都新宿区新宿五丁目１－１ ﾛｰﾔﾙﾏﾝｼｮﾝﾋﾞﾙ4F

令和3年5月29日

205 有限会社サードエージェンシー

東京都中央区八丁堀２-１５-８坪井ビル３Ｆ

令和3年3月8日

213 テルウェル東日本株式会社

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目１４－９

令和3年12月19日

214 株式会社エダキン

神奈川県横浜市鶴見区矢向１-１-１１２

令和3年2月3日

215 株式会社ＴＯＷＡ

東京都文京区本郷３－２６－６

令和3年4月19日

216 株式会社ワイエムジーワン

東京都墨田区両国２－１２－２

令和3年4月11日

219 株式会社オイラー

岩手県奥州市水沢区東大通り三丁目７－１５

令和3年5月22日

220 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

令和3年4月11日

222 株式会社さら文

東京都大田区本羽田２－１５－７

令和2年7月7日

223 株式会社東弘企画

東京都練馬区早宮１－１５－２６

令和7年7月7日

224 株式会社キハラネオン製作所

東京都大田区南六郷２－２６－３

令和3年10月19日

225 株式会社宮内工芸

埼玉県川口市並木1-11-30

令和3年4月23日

227 みづほ電機株式会社

神戸市灘区浜田町１－１－３１

令和3年6月19日

228 千代田エナメル金属株式会社

東京都江戸川区西一之江２－２３－１３

令和3年7月13日

229 都市電装株式会社

東京都品川区西五反田５－４－６－１０５

令和3年7月13日

230 株式会社トシデンネオンサービス

東京都品川区西五反田５－４－６－１０５

令和3年9月14日

233 株式会社アズ・アート工芸

東京都板橋区徳丸３－１０－１

令和3年4月11日

235 株式会社ワークスサイン

東京都稲城市矢野口2796-1

令和3年6月28日

240 株式会社セキネネオン

茨城県潮来市古高３４８０－１

令和3年8月25日

241 株式会社ケイエムアドシステム

東京都豊島区東池袋４－８－７

令和3年10月19日

243 株式会社プラクト

東京都江東区東陽３－２６－２４

令和2年3月26日

244 株式会社金星堂

三重県桑名市大字江場４８１

令和7年3月26日

245 株式会社乃村工藝社

東京都港区台場２－３－４

令和3年11月6日

251 三和サインワークス株式会社

大阪市北区梅田３－１－３

令和6年2月25日

257 株式会社フィガロ

東京都千代田区五番町2番地13

令和3年10月27日

261 株式会社３３工房

千葉県柏市藤ヶ谷新田１６９－４

令和3年6月12日

263 株式会社クリエイティブダイワ

福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地

令和3年9月28日

264 株式会社ワイズサイン

群馬県伊勢崎市三室町５８０８

令和4年2月7日

266 株式会社グッドエス

千葉県柏市北柏一丁目１－１６

令和3年9月28日

268 株式会社研創

広島市安佐北区上深川４４８

令和5年11月8日

271 株式会社内田洋行

東京都中央区新川二丁目４番７号

令和3年7月2日

272 株式会社ジェイアール東日本企画

東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号

令和4年3月29日

275 株式会社デサン

埼玉県さいたま市北区大成町4-140

令和4年1月26日

278 株式会社キクテック

愛知県名古屋市南区加福本通１－２６

令和3年9月14日

280 株式会社サイズファクトリー

東京都杉並区方南2－4－7

令和3年8月7日

281 株式会社宣興

埼玉県さいたま市大宮区上小町３０４－１

令和4年5月16日

287 有限会社キムラ工芸社

京都府京都市右京区太秦八反田町１０－２２

令和3年5月22日

288 株式会社日の丸ディスプレー

東京都練馬区早宮１－１１－８

令和4年10月16日

290 有限会社美瑛

神奈川県厚木市三田３１８４－３

令和3年12月19日

291 株式会社デザインアーク

大阪市西区阿波座1-５-１６

令和5年12月2日

292 株式会社常磐広告

茨城県ひたちなか市高場450－1

令和4年6月25日

293 株式会社ミカミ恒産

千葉県四街道市大日３２２－５

令和4年7月25日

296 三協立山株式会社

富山県高岡市早川７０

令和4年6月18日

298 株式会社フレンズ

札幌市中央区南15条西１０－４－３

令和3年9月14日

302 株式会社三和企画

東京都足立区関原３丁目２４番６号

令和3年4月19日

303 株式会社ホンマ装美

東京都足立区谷在家３丁目２３番２号

令和4年4月26日

304 株式会社びこう社

東京都港区南青山４－１５－５

令和5年6月1日

307 有限会社ライトスタッフ・ヤマダ

千葉県千葉市花見川区７０－３

令和3年9月26日

311 ㈱オーエスアート

神奈川県厚木市妻田西１－２１－２

令和3年9月3日

315 アポロ広告株式会社

市川市市川1－9－11－702

令和4年8月20日

316 株式会社アートプランニング

長野県松本氏笹賀5652－119

令和3年10月9日

318 有限会社岡本工芸

東京都板橋区中丸町4-7ｸﾞﾘｰﾝｷｬﾋﾟﾀﾙ池袋101

令和3年7月30日

320 株式会社エス・イー・オー

神奈川県川崎市中原区苅宿４７-３５

令和3年7月30日

323 株式会社北関スクリーン

群馬県渋川市村上3752-7

令和4年12月25日

325 株式会社エムズ

埼玉県川口市赤井２－１３－１５

令和4年3月18日

330 株式会社ニューアド社

東京都杉並区阿佐ヶ谷南１－１１－１

令和3年12月7日

331 株式会社フジネオン

大阪府堺市堺区楠町3-4-12

令和3年4月23日

335 株式会社武揚堂

東京都中央区日本橋3-8-16

令和5年4月25日

338 株式会社広告商事

大阪市中央区久太郎町1-4-8

令和5年7月22日

340 三星広芸株式会社

大阪府泉大津市板原町4-16-14

令和3年8月17日

341 有限会社看板の小池

千葉県我孫子市新田22－7－21

令和3年9月28日

345 株式会社文宣

東京都豊島区東池袋1-25-8

令和5年6月21日

347 株式会社ビーアド

東京都中央区東日本橋3-12-11

令和3年8月17日

349 株式会社エフ広芸

埼玉県越谷市平方485

令和4年2月9日

350 株式会社サンエイ企画

東京都新宿区本塩町11-1

令和5年8月4日

352 明興産業株式会社

東京都中央区日本橋本町1-7-7

令和5年10月2日

354 Ｃ２Ｓ ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社

東京都新宿区築地町９番地

令和5年9月25日

355 株式会社ヨシミ

東京都中央区新川1－7－11

令和3年4月19日

360 株式会社協同工芸社

千葉県千葉市美浜区新港152番地東京都中央区日本橋人形町三丁目11-10

令和3年7月19日

363 株式会社太陽巧芸者

東京都練馬区貫井4－47－48

令和5年10月17日

364 春巧芸株式会社

東京都墨田区千歳三丁目14-14

令和3年12月7日

365 株式会社シモヤ

愛知県大府市宮内町4丁目381番地

令和3年7月28日

367 有限会社美彩

千葉県流山市野々下2－4－1

令和5年10月23日

368 新日本工業株式会社

三重県松坂市広陽町41－1

令和5年10月23日

370 G-Smatt Japan株式会社

東京都渋谷区初台1-46-3

令和3年9月3日

371 株式会社ライズコミュニケーションズ

東京都足立区西新井栄町2-1-1-805

令和3年4月19日

372 株式会社ケンセン

埼玉県さいたま市緑区東大門2-2-19

令和3年11月1日

374 株式会社バウハウス丸栄

岐阜県羽島郡岐南町上印食5－82

令和4年6月3日

375 株式会社アール工房

埼玉県和光市白子3-18-18

令和7年7月5日

377 三共ディスプレイ株式会社

広島県甘日市市木材港北７－１７

令和3年4月23日

380 消火栓標識株式会社

東京都江東区平野二丁目3番31号

令和6年5月12日

381 株式会社綜合デザイン

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-4-5

令和3年7月13日

383 イベンタス株式会社

東京都江東区新大橋２－１３－１１

令和6年2月23日

388 株式会社ビーバーニング

千葉県柏市柏7-10-17第３マツダビル１－B

令和6年4月29日

390 株式会社アキヤマ

埼玉県入間郡三芳町竹間沢6－1

令和6年5月20日

391 株式会社マクーンインターナショナル

神奈川県横浜市南区長田東3－12－12

令和3年11月14日

392 有限会社グッディ

千葉市中央区大森町260-4

令和3年7月25日

393 株式会社トーアコーポレーション

兵庫県神戸市東灘区森南町1-7-8

令和1年7月1日

395 小泉 威

千葉県流山市向小金２-２０７-１４

令和1年7月1日

396 株式会社システム・ワン

東京都墨田区横川1-12-10

令和6年7月8日

397 上毛ネオン株式会社

群馬県富岡市宇多１６１－１

令和5年11月27日

398 株式会社三美堂

東京都豊島区南長崎6-16-1

令和1年7月14日

399 株式会社なまい工芸社

栃木県栃木市箱森町36-3

令和1年8月4日

402 株式会社京王エージェンシー

東京都新宿区西新宿２丁目4-1新宿NSビル23階

令和6年7月17日

403 株式会社ベストワーク

東京都千代田区神田錦町1-4

令和3年5月1日

404 株式会社古川広告社

大阪府東大阪市衣摺6-1-28

令和3年4月2日

406 株式会社スペース９０ジャパン

東京都江東区東雲1-9-31-2011

令和6年3月5日

407 株式会社互興

東京都千代田区三崎町二丁目14番6号

令和6年9月23日

408 株式会社アイプラネット

東京都港区南青山１－１－１

令和1年11月10日

410 日本クラフト株式会社

埼玉県ふじみ野市上福岡5-9-25

令和5年9月15日

411 西松建設株式会社

東京都港区虎ノ門1-23-2

令和5年9月15日

412 アフィックス株式会社

東京都板橋区板橋１－１０－９

令和1年10月21日

413 ディーピーアイ株式会社

東京都新宿区四谷4－3－29

令和1年10月28日

414 ユニアークス株式会社

埼玉県坂戸市大字紺屋926

令和1年11月12日

417 株式会社クローバー

埼玉県さいたま市見沼区笹丸44-1

令和3年12月19日

418 株式会社ノムラデュオ

東京都江東区新木場2-2-1

令和2年1月20日

419 有限会社イサ工芸

新潟県長岡市滝谷町古新田2034-1

令和1年11月30日

420 興和サイン株式会社

東京都中野区松が丘2-19-11

令和6年11月30日

421 鹿島建設株式会社

東京都港区元赤坂1-3-1

令和2年1月7日

422 石橋産業株式会社

東京都目黒区碑文谷5-25-10

令和2年2月19日

424 CLIFF Design株式会社

大阪府大阪市西区北堀江1-5-2

令和2年2月19日

425 株式会社ステップエスピー

東京都中央区入船2-9-5

令和2年2月19日

426 株式会社SPEC

東京都新宿区西新宿7-3-10

令和2年3月22日

428 株式会社川越サイン

神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ヶ丘一丁目19-1

令和7年3月22日

430 株式会社 エスアール・プラン

群馬県前橋市上泉町663-10

令和7年4月23日

431 株式会社 竹中工務店

大阪府大阪市中央区本町4-1-13

令和7年3月23日

432 株式会社 日本都市

千葉県船橋市藤原6-23-3-907

令和2年4月21日

433 タクト工芸株式会社

東京都東久留米市中央町3-13-12

令和7年3月23日

434 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー

令和2年5月21日

435 株式会社ザイマックスアルファ

東京都中央区築地1－13－10

令和7年5月21日

437 株式会社AB企画

宮城県名取市高舘熊野堂字岩口南37-1

令和7年6月4日

438 株式会社 皆成

東京都品川区西五反田3-1-10

令和7年6月28日

439 株式会社 マリカー

東京都品川区北品川1-23-15

令和2年7月1日

440 株式会社グリーンクロス

福岡県福岡市中央区小笹5-22-34

令和7年7月1日

441 株式会社 アートルーム

静岡県静岡市葵区安東二丁目１４番１２号

令和2年6月28日

444 Signアクト

千葉県旭市江ヶ崎1697-3

令和5年2月7日

445 株式会社 船場

東京都港区芝浦1-2-3ｼｰﾊﾞﾝｽS館

令和1年10月23日

447 株式会社 ジー・ツー・サイン

大阪府摂津市鳥飼八防1-22-10-602

令和2年9月15日

448 株式会社 ドミンゴ・コーポレーション

埼玉県川越市大字小ヶ谷195-12

令和2年10月18日

449 新日本創業株式会社

東京都新宿区若葉1－22

令和2年10月21日

450 横浜ビルボード株式会社

横浜市旭区上川井町2202-1

令和2年11月5日

451 ケージーコーポレーション

横浜市緑区寺山町611

令和5年8月8日

453 ラッキー工芸株式会社

兵庫県姫路市朝日町５４番地

令和2年11月3日

454 森看板

千葉県千葉市緑区誉田町1-234

令和2年11月30日

456 株式会社 保安企画

岐阜県羽鳥市舟橋町本町

令和2年12月7日

457 デコラテックジャパン株式会社

静岡県浜松市西区大久保町1281

令和3年4月23日

458 株式会社 コーエー

茨城県取手市清水７４７

令和3年2月1日

459 株式会社 柏商会

大阪府大阪市北区天満1-15-14

令和3年2月17日

460 内外建設株式会社

東京都中央区八丁堀2-20-8

令和3年4月11日

462 株式会社 オイラー

岩手県奥州市水沢区東大通り三丁目７－１５

令和3年4月23日

463 株式会社 波デザイン

福島県郡山市朝日二丁目18-34

令和3年7月22日

464 干場 伸浩

柏市若柴1-489

令和3年5月1日

465 株式会社 ウェスト工房

宮城県仙台市宮城区扇町１-８-２１

令和3年3月6日

466 日本リーテック株式会社

東京都千代田区神田錦町1-6

令和3年3月6日

467 株式会社 イサミヤ

東京都千代田区外神田3-8-5

令和3年1月20日

468 株式会社 ネクスコム

愛知県稲沢市天池五反田町1番地

令和3年4月17日

470 株式会社 エム・エス・ティ

東京都中央区東日本橋2-15-5

令和3年4月17日

471 株式会社 友菱

東京都中央区築地22-1-2-102

令和1年12月14日

472 グローアップ株式会社

埼玉県加須市鴻茎2029-24

令和3年4月19日

473 スカイ・アド株式会社

東京都江戸川区西葛西7-28-5-101

令和3年7月13日

474 株式会社 プロジェクトエックス

東京都台東区柳橋1-6-9大谷ビル１F

令和3年4月19日

476 株式会社 共同エージェンシー

東京都台東区小島2丁目8番5号

令和3年4月5日

477 有限会社 ヨシムラ

東京都文京区本郷4-9-7-102

令和3年6月7日

478 株式会社 廣洋

東京都千代田区神田須田町二丁目7番地1

令和2年1月25日

480 株式会社ネットテン

大阪府大阪市住吉区千躰2-2-24

令和7年2月13日

481 株式会社 インターフェースプロダクツ

東京都文京区湯島3-21-4

令和3年6月9日

482 株式会社 toi

神奈川県藤沢市藤が岡2-10-16

令和3年6月12日

483 株式会社 榎研企画

埼玉県川口市上青木1-24-21

令和3年7月12日

484 株式会社 発研セイコー

東京都足立区入谷5丁目15-5

令和3年8月17日

485 株式会社 クリシマ

富山県高岡市清水町2丁目8-10

令和3年7月27日

486 保坂 始

茨城県つくば市神郡３４６－１

令和5年2月26日

487 株式会社 ディーピーエム

大阪府摂津市南別府町３－１１

令和3年8月11日

488 株式会社 サンエー

神奈川県川崎市宮前区宮崎150番地

令和3年8月29日

489 株式会社 美飾

東京都八王子市別所1－13－3

令和2年4月19日

490 株式会社 サインクラフト

群馬県渋川市石原1462－3

令和3年6月20日

491 株式会社 ステッチ

群馬県前橋市広瀬町3－2－15

令和3年8月28日

492 株式会社 アサヒファシリティズ

東京都江東区南砂二丁目５－１４

令和3年11月6日

493 株式会社 デンサン

東京都新宿区西新宿7-2-6西新宿K-1ビル6F

令和3年11月27日

494 ４５アイズ株式会社

東京都豊島区池袋２－４３－１

令和4年10月31日

495 株式会社 読売広告社

東京都港区赤坂五丁目２番２０

令和3年5月20日

496 株式会社 昭光社

福岡県福岡市中央区荒徒3-6-29

令和3年11月14日

497 エムシードゥコー株式会社

東京都千代田区神田錦町３-２３

令和2年8月19日

498 株式会社 キャット・ハンズ

千葉県木更津市太田４－８－１８

令和3年7月24日

499 株式会社 ソロ

神奈川県横浜市都筑区南山田町4067

令和3年11月1日

500 アド・サイン株式会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目10-4神田

令和5年1月30日

501 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

令和3年10月16日

502 株式会社 ハウズ

東京都台東区東上野3-17-8

令和3年10月30日

504 株式会社 おどろき

広島県広島市南区向洋新町一丁目20-8

令和3年11月10日

505 株式会社 読売IS

東京都中央区日本橋人形町3-9-1

令和3年11月23日

507 株式会社トッパンテクノ

東京都台東区台東一丁目5番１号

令和4年11月11日

508 株式会社 KOYAMA

東京都足立区千住緑町1-15-1

令和4年1月17日

509 株式会社 エイムクリエイツ

東京都中野区中野三丁目34-28

令和3年12月19日

510 栄和サインシステム株式会社

石狩市新港南２丁目７２１番地５

令和5年1月20日

511 株式会社 アートスタジオ３０１

埼玉県さいたま市西区大字中釘1472

令和3年10月18日

512 株式会社 クラウドポイント

東京都渋谷区渋谷2-16-1

令和4年3月1日

513 株式会社 クロコシクラフト

東京都江戸川区松江2-26-5

令和4年5月31日

514 株式会社 大阪オリコミ

大阪市阿倍野区昭和町2丁目5番2号

令和3年10月18日

515 株式会社 タナカ

茨城県土浦市藤沢3495-1

令和4年3月14日

516 株式会社 エヌライズ

東京都江東区亀戸1-25-12-601

令和4年3月2日

517 有限会社 ヒロセ工房

山梨県富士吉田市吉田東4-16-25

令和1年10月1日

518 株式会社 vivora

東京都中央区日本橋馬喰町1-5-3

令和4年5月11日

519 株式会社 サンリツ

東京都大田区池上７－２１－４

令和4年4月23日

520 株式会社 大協社

大阪市平野区長吉出戸6-14-36

令和3年7月30日

521 金剛国際株式会社

千葉市稲毛区山王町75番地の13

令和4年8月9日

522 株式会社アド工芸

東京都杉並区阿佐谷北6-14-6

令和4年6月28日

523 凸版印刷株式会社

東京都台東区台東一丁目5番１号

令和4年6月26日

524 デコラティブシステム株式会社

大阪府吹田市岸部南３－６－１５

令和4年7月4日

525 ヤマト・インダストリー株式会社

埼玉県川越市大字古谷上４２７４

令和4年6月27日

526 協栄電気興業株式会社

長野県長野市川合新田3525番地

令和4年6月29日

527 株式会社 ビッグアップル

群馬県高崎市若田町11-4

令和4年7月11日

528 有限会社 ワンステップ

東京都東大和中央１－１５－１

令和3年7月30日

529 有限会社 広宣

千葉県松戸市金ヶ作３０５－５

令和4年7月18日

530 株式会社 ハイズ

東京都荒川区西日暮里２－４８－８富士マンション１F

令和3年1月30日

531 株式会社 ミケランジェロ

大阪府堺市堺区今池町6-2-17

令和4年8月13日

532 有限会社 テクサ

茨城県笠間市住吉935-6

令和2年7月1日

533 株式会社 ベース

兵庫県尼崎市東七松町1丁目15-21

令和7年7月1日

534 株式会社 高昇

東京都墨田区太平3-8-11平山ビル１F

令和4年9月10日

535 株式会社 WAOH

埼玉県越谷市相模町2-276-2

令和3年7月13日

536 株式会社 トーフォーアド

東京都千代田区神田佐久間町4-6

令和6年7月13日

537 有限会社 ナカムラ工芸社

東京都江戸川区東小松川4-35-4

令和4年10月22日

538 株式会社 第一工房TOKYO

東京都北区滝野川五丁目5番5号シンエイビル

令和4年4月15日

539 有限会社 アクト企画

東京都新宿区高田馬場1-5-9

令和4年11月12日

540 株式会社 ワールドプロモーション

東京都中央区日本橋浜町2-41-5ﾌｧﾐｰﾙ日本橋浜町公園402

令和5年1月22日

541 有限会社 トライ・アート

福島県いわき市泉町下川字稲子塚5番地

令和3年9月14日

543 大成建設株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号

令和4年11月19日

544 ラング株式会社

東京都千代田区外神田５-１-５国際ビルディング５階

令和4年12月3日

545 有限会社 大栄企画

茨城県つくばみらい市絹の台５－１－１

令和4年12月21日

546 株式会社プロエイム

千葉県千葉市中央区本千葉町1-1日土地千葉中央ビル9階

令和5年4月25日

547 株式会社 広告商事

東京都新宿区西新宿6-22-1

令和5年4月18日

549 アステックス株式会社

東京都台東区駒形1-4-8

令和5年2月12日

550 株式会社 天洋工芸

宇都宮市川田町835番地

令和3年6月19日

551 株式会社 ヨシダ・アート

茨城県土浦市永国872-5

令和5年5月14日

552 SANKEIプランニング株式会社

東京都北区赤羽1-52-10

令和4年4月2日

553 有限会社 ツクモリ工芸

千葉県東金市家徳６６６

令和5年5月27日

554 株式会社GRAND BACHS

東京都江東区木場6-6-7-803

令和5年8月19日

555 サンプロセス株式会社

東京都世田谷区玉川３-２４-１３

令和5年6月22日

556 株式会社 中川堂

東京都千代田区東神田一丁目14番1号

令和5年4月22日

557 有限会社 エムケイサイン

埼玉県北本市石戸4-458-2

令和3年12月14日

558 株式会社 クリエイティブランド

埼玉県戸田市笹目４-３４-１４

令和5年6月6日

559 株式会社 E３

東京都文京区白山2-38-5

令和5年7月25日

560 城北企画株式会社

東京都足立区鹿浜2－6－1

令和5年8月6日

561 株式会社東急エージェンシー

東京都港区赤坂4-8-18

令和5年8月1日

562 正恒株式会社

神奈川県大和市代官3丁目10番地6

令和2年1月15日

563 株式会社ダイス

東京都中央区日本橋堀留町1-5-11 １F

令和5年8月1日

564 ウィングメッセ株式会社

名古屋市中区新栄２丁目３４番４号

令和4年2月20日

565 有限会社 大樹工業

茨城県水戸市鯉渕町4375

令和4年9月20日

566 株式会社 日展

大阪府大阪市北区万歳町3番7号

令和2年12月7日

567 株式会社 スタジオマイノリティ

東京都江東区新大橋３－１７－１０水野ビル１階

令和3年8月31日

568 有限会社キクチ工芸

東京都板橋区蓮根2-8-22

令和5年10月11日

569 株式会社Studio A

東京都板橋大門

令和5年6月11日

570 株式会社GATE SIGN

群馬県伊勢崎市西野町549番地

令和3年4月2日

571 アート・コア株式会社

埼玉県大里郡寄居町大字桜沢９８４番地

令和4年2月27日

572 株式会社エー・ピー・エス

山梨県南都留郡富士河口湖町船津5672番地の1

令和5年11月4日

573 株式会社 ROOTS

茨城県土浦市荒川沖東2-12-17 ２F

令和5年12月19日

574 株式会社 ARAホールディングス

神奈川県相模原市緑区町屋1-8-15

令和6年1月23日

575 株式会社テイクコーポレーション

大阪市中央区北久宝寺町2-1-7 本町和光ビル１F

令和3年6月11日

576 株式会社コーケン

岡山県岡山市北区今保148番地の8

令和2年7月9日

577 株式会社HY-システム

京都府久世郡久御山町田井西荒見90番地2

令和7年7月9日

578 deft株式会社

千葉県柏市西原5-14-52

令和6年3月11日

579 大和ハウス工業株式会社

大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号

令和3年7月24日

580 アイショット株式会社

東京都中央区銀座3-13-4 真光ビル3階

令和6年3月27日

581 株式会社清和ビジネス

東京都中央区日本橋室町4丁目3番18号

令和6年3月7日

582 株式会社レガーロ

東京都世田谷区船橋7丁目7番8号

令和6年3月18日

583 三井住友建設株式会社

東京都中央区佃2丁目1番6号

令和6年4月3日

584 株式会社ビューティーワークスジャパン 東京都港区港南4-6-8-3204

令和6年4月24日

585 株式会社 ミライト

東京都江東区豊洲５丁目６番３６号

令和3年4月23日

586 有限会社 須田工業

千葉県市川市香取２－１４－５

令和6年4月24日

587 株式会社 トライアシスト

岐阜県岐阜市吉野町６－１４

令和5年8月8日

588 株式会社 三幸

埼玉県さいたま市緑区大門７４番地４

令和5年8月19日

589 金子 太

埼玉県羽生市南4-9-18

令和3年9月11日

590 野村不動産パートナーズ株式会社

東京都新宿西新宿一丁目２６番２号

令和3年3月27日

591 株式会社チョウエイハンズ

宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷東２丁目２３番１０号

令和6年7月3日

592 有限会社 アオキ広告

埼玉県越谷市七佐町一丁目２８９番地１

令和5年4月19日

593 株式会社クレスト

東京都港区赤坂８-１０-２２ ニュー新坂ビル４F

令和6年10月31日

594 株式会社若松工芸社

千葉市若葉区若松町433-12

令和6年7月7日

595 アイアサン株式会社

愛知県一宮市あずら三丁目９番２３

令和6年8月8日

596 彩広社

埼玉県児玉郡美里町大字関１７番地４

令和6年7月16日

597 株式会社広報企画社

茨城県石岡市東大橋３１５７番地８

令和5年4月19日

598 有限会社野田看板

千葉県柏市藤ヶ谷1858-4

令和5年11月21日

599 株式会社ビージーコーポレーション

東京都練馬区南田中５－３－２０

令和6年9月9日

600 サカタラボステーション株式会社

東京都板橋区志村２丁目１９－７

令和6年9月11日

601 株式会社エイチジェイ

愛知県名古屋市緑区境松一丁目７０７番地

令和6年8月17日

603 株式会社アイ工芸

東京都板橋区中丸町58-9

令和5年7月3日

604 株式会社ダイス

千葉県柏市逆井字根木地1218

令和3年10月19日

605 株式会社日東企画

埼玉県新座市野火止4-13-12

令和5年9月3日

606 株式会社プラド

群馬県伊勢崎市馬見塚町1869

令和6年11月23日

607 株式会社ココプラス

東京都板橋区向原1-8-16

令和6年11月4日

608 國興システムズ株式会社

東京都新宿四谷４－１１

令和6年11月10日

609 株式会社電通

東京都港区東新橋一丁目８番１号

令和5年8月12日

610 株式会社エム・ツープランニング

埼玉県幸手市大字上高野２６７０-８

令和6年11月25日

611 トピー実業株式会社

東京都品川区大崎一丁目２番２号

令和6年12月2日

612 株式会社シンリョウ

東京都豊島区要町三丁目３６番３号

令和6年12月2日

613 株式会社GATE

東京都大田区大森北1-30-5

令和6年9月1日

614 KANTA BASE art sign

千葉県旭市二６４５０－６

令和5年12月5日

615 怡土 世治

東京都練馬区大泉学園町8-2-19-204

令和7年5月26日

616 松井 克夫

埼玉県羽生市南羽生３丁目１０－２０

令和5年12月16日

617 株式会社ジョイフル本田

茨城県土浦市富士崎一丁目１６番２号

令和7年3月11日

618 株式会社BRITZ

東京都新宿新小川町４－７ アオヤギビル１F

令和7年5月6日

619 有限会社TDS・東京

東京都葛飾区宝町２－１４－１

令和7年5月18日

620 ㈲プラップ

茨城県水戸市河和田町４６１３－２

令和4年12月11日

621 株式会社アールピーアール

神奈川県横浜市戸塚市深谷町１６５番地３

令和5年12月9日

622 株式会社岡崎巧芸

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田１０８３－１

令和6年7月23日

623 株式会社シブヤスタジオ

愛知県名古屋市昭和区鶴舞三丁目６番２号

令和7年6月24日

624 スリーエムヘルスケア販売株式会社

東京都品川区北品川六丁目７番２９号

令和7年7月2日

625 株式会社オーク

埼玉県さいたま市大宮区堀の内町三丁目９３番地１

令和7年7月8日

626 株式会社日広

長野県上田市住吉６７－１

令和3年8月2日

627 アドつくば株式会社

茨城県つくば市神郡３４６－１

令和7年3月11日

