
屋外広告業登録業者一覧（登録番号順）
法　　人　　名 登　録　者　住　所番号 分類 初　回　登　録　日代表者・個人名屋　　号　　名 有　効　期　限

株式会社巧芸社 東京都中央区日本橋浜町二丁目２８番３号2 法人 玉井　大司 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社中川堂 東京都千代田区東神田一丁目１４番１号7 法人 中川 　知明 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ムラコシ工芸 東京都文京区大塚三丁目１１番４号8 法人 村越 有治 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社トータルサイン 東京都荒川区町屋六丁目１８番３号9 法人 萩原　俊彦 令和8年1月10日平成18年1月11日

アドプラス株式会社 東京都豊島区池袋二丁目７４番７号10 法人 加藤　洋一 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社富士看板 東京都墨田区菊川一丁目１３番１０号12 法人 太田　實 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社アドクルーズ 東京都中央区日本橋本町四丁目３番４号　東海日
本橋ビル５階

13 法人 浅井  功雄 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ナショナル･アート 千葉県松戸市北松戸三丁目１番地７８17 法人 眞鍋　栄一 令和8年1月10日平成18年1月11日

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21 法人 中山　憲一 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社友菱 東京都中央区新富二丁目１５番５－７０１号22 法人 早田　確 令和8年1月10日平成18年1月11日

アオイネオン株式会社 静岡県静岡市葵区新伝馬一丁目３番４３号23 法人 菅野　栄一 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社ヒロキ美巧 東京都昭島市美堀町三丁目１９番１２号27 法人 山口  正樹 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社ケントアンドパートナーズ 東京都港区芝二丁目２番１２号28 法人 木暮 　育夫 令和8年1月10日平成18年1月11日

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五丁目３番２０号29 法人 田渕　悟 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ケン工業 千葉県習志野市津田沼三丁目１１番１８号33 法人 阿部　裕幸 令和8年1月10日平成18年1月11日

関東マルワ産業株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地３８番地３８34 法人 大関　博之 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社電通アドギア 東京都中央区銀座八丁目２１番１号　住友不動産汐
留浜離宮ビル２０階

40 法人 遠藤　弘暢 令和8年1月10日平成18年1月11日

東京都中野区中央２丁目５２番１６号41 個人 深野　善久中央テント商会 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ハットリマーキング 愛知県岡崎市東大友町字松花５１番地45 法人 服部　直己 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社サンライト企画 東京都板橋区大山東町５９－１０－２０３49 法人 山田　勇一 令和7年10月13日平成17年10月14日

株式会社サークル･アド 東京都新宿区西新宿八丁目３番３５号52 法人 矢田  二郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社プロアート 東京都江戸川区北小岩三丁目２１番１７号57 法人 浅野 絵美 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社彩工社 埼玉県川口市弥平二丁目１７番３号59 法人 新田　勝敏 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社広宣 東京都渋谷区渋谷一丁目２２番２号60 法人 猪狩　智史 令和8年1月10日平成18年1月11日

ライフ工芸株式会社 東京都板橋区宮本町４９番１５号61 法人 望月 一浩 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社ヤスダ看板店 東京都台東区蔵前四丁目１４番１４号63 法人 安田 芳夫 令和8年1月10日平成18年1月11日
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株式会社リード 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３－１４００号65 法人 坂井 忠司 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社広正社 東京都葛飾区青戸六丁目１番１３号67 法人 武藤　虎之介 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社日東工業 東京都練馬区北町五丁目１８番１３号68 法人 薄井 正 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社むつみや 東京都渋谷区松濤一丁目２６番２１号69 法人 上林 明 令和8年1月10日平成18年1月11日

タイガー株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１２号71 法人 山﨑　直樹 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社三立ネオン工芸社 神奈川県横浜市港南区港南一丁目１３番２号72 法人 松井 稔 令和8年1月10日平成18年1月11日

東北エスピー株式会社 福島県郡山市富久山町福原字中田３４番地１74 法人 山田　浩 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社匠栄房 東京都板橋区赤塚六丁目１２番１１号75 法人 高橋 功 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社昭和ネオン 東京都品川区南品川一丁目７番１７号76 法人 髙村　祐次郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社デザインアートセンター 東京都中央区銀座四丁目１１番４号77 法人 井手口　裕彦 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社エキスプレス社 東京都中央区銀座三丁目９番４号80 法人 草賀 則彦 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社アスカ 東京都千代田区神田神保町三丁目１７番地81 法人 藤田 進 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ユニ工芸 東京都小平市天神町四丁目１７番２９号83 法人 遠藤　節子 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社企汎社 東京都国立市青柳二丁目１９番地の３１85 法人 木村 章子 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社太陽社 東京都杉並区高井戸西一丁目２１番１８号　クライ
ス・オーベン一階

86 法人 宮原　徹 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社沢田看板店 東京都墨田区石原一丁目１５番１号88 法人 澤田　清彦 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社サシダ工芸 東京都台東区東上野二丁目８番５号89 法人 指田 充弘 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社環境サイン 東京都杉並区上荻二丁目３１番１７号　第３浅賀ビ
ル１階A号室

91 法人 松本 秀司 令和8年1月10日平成18年1月11日

長田広告株式会社 愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１93 法人 長田 一郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社岡本工芸 東京都豊島区池袋二丁目７８番２－４０４号99 法人 岡本  聡 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社東弘企画 東京都練馬区早宮一丁目１５番２６号101 法人 長岡直樹 令和7年10月26日平成17年10月27日

有限会社共同エージェンシー 東京都国分寺市西町五丁目３３番地６１105 法人 日向野  惠一 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社シテイー・ロード 東京都千代田区外神田四丁目８番５号106 法人 坂上　淳 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社バウハウス丸栄 岐阜県羽島郡岐南町上印食五丁目８２番地109 法人 三ヶ尻　大介 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社アドプス 神奈川県川崎市高津区下作延六丁目７番２２号110 法人 山田  康英 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ウェルネット・インターナショナル 東京都千代田区富士見一丁目７番６号111 法人 平栁 貴久 令和7年10月26日平成17年10月27日

有限会社クロスアート 東京都江戸川区東小岩四丁目２８番２号112 法人 君塚  浩幸 令和8年1月10日平成18年1月11日
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株式会社キヨウシンアド 東京都新宿区新宿五丁目１番１号　ローヤルマン
ションビル４Ｆ

114 法人 千葉　篤 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社工芸社 東京都新宿区揚場町２番２６号116 法人 五島　貴昭 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社オーティシーオオタニテント 東京都町田市下小山田町１８６番地117 法人 大谷　進一 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社サーパスデザイン 東京都小金井市梶野町五丁目３番２５号120 法人 谷上  久彦 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社中外ネオン 大阪府摂津市鳥飼本町五丁目１１番２２号127 法人 吉永  康雄 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社クレスト 東京都港区赤坂八丁目１０番２２号　ニュー新坂ビ
ル４Ｆ

131 法人 永井　俊輔 令和8年1月10日平成18年1月11日

創造社株式会社 東京都青梅市新町五丁目１６番地の２０132 法人 花田  哉昭 令和8年1月10日平成18年1月11日

真野背景株式会社 東京都府中市是政五丁目２番地の４135 法人 真野  邦夫 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社フロンテッジ 東京都港区西新橋一丁目１８番１７号136 法人 高瀬　竜一郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社アーバンスペース 東京都豊島区南池袋二丁目３０番１１号　池袋第一
生命ビルディング２Ｆ

138 法人 中島　謙二 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社共同エージェンシー 東京都台東区小島二丁目８番５号141 法人 田邉  智哉 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社吉日 東京都足立区入谷八丁目１番７号142 法人 玉本  星行 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社栄伸 埼玉県八潮市大字浮塚５７７番地２143 法人 根岸  精敏 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ダイヤ工芸社 東京都台東区千束四丁目５１番６号145 法人 鍵　良典 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社サン・アート･キネブチ 東京都板橋区蓮根三丁目２３番１５号146 法人 杵淵　大 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社東京シート産業 東京都葛飾区青戸二丁目１３番２号147 法人 山中  正子 令和8年1月10日平成18年1月11日

クロード株式会社 東京都中央区新川二丁目８番１号151 法人 岩井　章 令和8年1月10日平成18年1月11日

キングプリンティング株式会社 大阪府堺市堺区九間町西三丁１番３０号157 法人 津村　武志 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社作画会 東京都豊島区駒込一丁目２１番９号158 法人 佐藤 弘 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社美飾 東京都八王子市別所一丁目１３番地の３159 法人 村松　実 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社広彩社 東京都足立区千住宮元町１番４号160 法人 一條 菊義 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社電弘 長野県長野市高田４３１番地１161 法人 小坂　禎二 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社鈴木彫刻店 宮城県仙台市宮城野区扇町四丁目３番２８号166 法人 鈴木　健 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社スカワ 山形県山形市北町一丁目２番２０号173 法人 増田　隆 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社石井テント 東京都世田谷区上北沢五丁目８番２号174 法人 石井　宏和 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ステップ・エスピー 東京都中央区入船二丁目９番５号178 法人 英　要 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ミックプランニング 東京都練馬区土支田一丁目９番１５号180 法人 赤木　一雄 令和8年1月10日平成18年1月11日
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株式会社スズオカ 東京都大田区西六郷三丁目３１番１３号181 法人 市瀬　和宏 令和8年1月10日平成18年1月11日

ミックスライティング株式会社 東京都千代田区麹町六丁目４番地９182 法人 西本　博嗣 令和8年1月10日平成18年1月11日

三王工業株式会社 東京都台東区台東三丁目１２番７号183 法人 柿澤　圭範 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社コジマ 埼玉県三郷市鷹野三丁目１３３番地６185 法人 小島　一茂 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社マエダ 東京都北区西ケ原一丁目５番５号186 法人 前田　三枝子 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社日本スタデオ 東京都新宿区北山伏町１番１１号187 法人 塩入　純夫 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社博宣 東京都江東区平野四丁目１３番１３号188 法人 嘉野川　浩 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社新世社 東京都江東区海辺４番２号189 法人 東江　治市 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社テイ・グラバー 東京都品川区東五反田一丁目２５番１１号190 法人 朝永  徹一 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社Ｔ＆Ｔアド 東京都中央区八丁堀二丁目２５番１０号　三信八丁
堀ビル

192 法人 木谷　泰夫 令和8年1月10日平成18年1月11日

城北企画株式会社 東京都足立区鹿浜二丁目６番１号194 法人 添田  勝美 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社パール工芸 東京都荒川区東日暮里六丁目２０番１号196 法人 持丸　勝 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社石山製作所 東京都台東区松が谷一丁目９番１４号200 法人 石山　創自 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社ヨシムラ 東京都文京区本郷四丁目９番７号１０２202 法人 仲田　和人 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社アトラス広告社 東京都八王子市館町５４０番地の４203 法人 近藤　淳 令和8年1月10日平成18年1月11日

朝日エティック株式会社 大阪府大阪市福島区福島七丁目１５番２６号205 法人 樋口　知以 令和8年1月10日平成18年1月11日

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三丁目１５番１７号206 法人 増田　隆 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社波デザイン 福島県郡山市朝日二丁目１８番３４号207 法人 大波　圭太 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社三共工芸 東京都板橋区前野町四丁目２番６号208 法人 佐々木  恵一 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社ワゴンロード 東京都目黒区八雲三丁目７番７号213 法人 溝部  信夫 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社コトブキネオン 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地215 法人 茂呂　展夫 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社古川広告社 大阪府東大阪市衣摺六丁目１番２８号216 法人 小安　德郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社仲山工業 東京都江東区東砂五丁目８番１３号217 法人 仲山　隆 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社カジモト工藝社 大阪府大阪市浪速区大国一丁目１１番１９号220 法人 梶塚　敏秀 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社中央興業広告社 東京都中央区銀座二丁目１６番３号223 法人 中嶋　千加子 令和8年1月10日平成18年1月11日

消火栓標識株式会社 東京都江東区平野二丁目３番３１号224 法人 毛利　綱作 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社東広 東京都中央区築地一丁目１２番２２号227 法人 石原  能郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社ツタヤサイン 東京都杉並区高円寺北一丁目１５番１８号228 法人 青山  みち子 令和8年1月10日平成18年1月11日
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サカタラボステーション株式会社 東京都板橋区志村二丁目１９番１７号　231 法人 岡本　祐司 令和8年1月10日平成18年1月11日

アサヒアイドマ株式会社 福岡県大野城市仲畑二丁目１番５号233 法人 甲斐　孝哲 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社イズ 東京都世田谷区上北沢五丁目８番２号238 法人 石井  宏和 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社日本都市広告社 東京都中央区銀座七丁目１５番１１号242 法人 加古　進 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社キクチ工芸 東京都板橋区蓮根二丁目８番２２号244 法人 菊地  孝一 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社光映社 東京都中野区中央一丁目２８番２号　メゾンロリエ
２０１

245 法人 柏原　隆 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社都市美工 東京都中野区弥生町二丁目２８番２号247 法人 萩尾　浩之 令和8年1月10日平成18年1月11日

中村展設株式会社 東京都台東区三筋一丁目２番２号249 法人 中村  順一 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社アートン．アド 東京都港区北青山三丁目８番４号250 法人 小川　義之 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社展弘社 東京都町田市常盤町３１９８番地７255 法人 菅原  利男 令和8年1月10日平成18年1月11日

日本サイン株式会社　 大阪府大阪市西区立売堀二丁目１番９号260 法人 北山　誉至宗 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社プロオム 東京都板橋区板橋二丁目６４番５号264 法人 細井　市郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社三美工芸 東京都練馬区大泉町一丁目３番３７号265 法人 柴田　隆太 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号266 法人 矢倉　俊彦 令和8年1月10日平成18年1月11日

国際装飾株式会社 東京都渋谷区初台一丁目４８番６号267 法人 河西　順一郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

千代田エナメル金属株式会社 東京都江戸川区西一之江二丁目２３番１３号275 法人 吉岡　伸一郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ケイポートケンソー 東京都調布市若葉町二丁目２２番５号　栗山第一マ
ンション

279 法人 小泉　誠 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ソーエー 神奈川県横浜市港北区鳥山町１２６１番地281 法人 曽根　栄一郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

エムシードゥコー株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目２３番地282 法人 マリックルマーヌ 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社寺島巧芸社 東京都新宿区神楽坂六丁目５６番地283 法人 清水　博 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社キョーシン 東京都豊島区南池袋二丁目３２番１号284 法人 今井　亮太 令和8年1月10日平成18年1月11日

日本廣告株式会社 東京都豊島区西巣鴨四丁目１９番１号287 法人 浦野　孝 令和8年1月10日平成18年1月11日

神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴５６番地の１０289 個人 三木  一右みき工房 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ブルー 東京都中央区築地二丁目１１番２６号292 法人 宮崎　由利子 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社フリーダム・トミー 東京都国立市谷保六丁目１５番地５７293 法人 榎本　敬子 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社アポロ工芸 東京都豊島区西池袋二丁目３５番３号294 法人 間根山  泰一 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社タクミヤ 東京都文京区大塚三丁目８番５号297 法人 宮地　琢 令和8年1月10日平成18年1月11日
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株式会社プラクト 東京都江東区東陽三丁目２６番２４号299 法人 金子　星児 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社企画アーバン 東京都中野区江原町一丁目１９番４号300 法人 岸本  利仁 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ＴＯＭＯＥ 東京都中央区八重洲二丁目１１番４号303 法人 神田橋　治 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ホンマ装美 東京都足立区谷在家三丁目２３番２号304 法人 本間　伸明 令和8年1月10日平成18年1月11日

みづほ電機株式会社 兵庫県神戸市灘区浜田町一丁目1番３１号311 法人 松本　泰興 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号313 法人 小島  武也 令和8年1月10日平成18年1月11日

ダイテック株式会社 東京都中央区日本橋小伝馬町６番１号317 法人 黒澤　裕一 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社大晃 東京都品川区上大崎二丁目９番２７号321 法人 中橋　光 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社アイ工芸 東京都板橋区中丸町５８番９号325 法人 石川  一弥 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ニューアド社 東京都杉並区阿佐谷南一丁目１１番１号327 法人 澤　竜太郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

三和サインワークス株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目１番３号328 法人 松岡　賢一 令和8年1月10日平成18年1月11日

東京都墨田区業平四丁目４番１－１０２号　エヴァグ
リーン錦糸町

331 個人 芦埜　茂アズ・プラン 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社サガミ巧芸 神奈川県伊勢原市小稲葉１０５４番地332 法人 土田  昌久 令和8年1月10日平成18年1月11日

東亜レジン株式会社 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

335 法人 永井  茂智 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社大同 福岡県糟屋郡志免町別府北三丁目２番１３号340 法人 内田　裕一郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ベストクルーズ 東京都千代田区外神田五丁目１番２号　末広ビル341 法人 高橋　一行 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ベスト 東京都板橋区前野町二丁目２５番７号343 法人 渡部　学 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社イメージアート 東京都台東区台東一丁目４番６号346 法人 中谷　嘉之 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社造型社 東京都北区滝野川七丁目３６番３号347 法人 秋元　健夫 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ニュースター 東京都目黒区鷹番三丁目２０番１４号348 法人 相馬　義次 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社東京広告新社 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目３番地349 法人 鎌田　雅澄 令和8年1月10日平成18年1月11日

木村看板株式会社 東京都江東区三好四丁目８番１４号351 法人 木村　哲也 令和8年1月10日平成18年1月11日

サプティー株式会社 東京都中央区日本橋人形町二丁目３３番８号352 法人 齊藤　壽一郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社カスタム 東京都江東区冬木１７番７号353 法人 横田  信夫 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社オンサイド 東京都北区東十条三丁目２番２３号１０１357 法人 草光  伸幸 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社東西社 東京都台東区蔵前３－２２－８　丸中ビル２Ｆ363 法人 古川  正明 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社セキネネオン 茨城県潮来市古高３４８０番地の１364 法人 関根  英輔 令和8年1月10日平成18年1月11日
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株式会社ハセガワーク 福島県福島市方木田字前白家９番地の９365 法人 近藤　博 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社メディアデプト 東京都港区虎ノ門三丁目７番７号　虎ノ門八束ビル
２階

371 法人 成澤　壮一郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社日の丸ディスプレー 東京都練馬区早宮一丁目１１番８号378 法人 新崎　博 令和8年1月10日平成18年1月11日

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番３号388 法人 渡邉　武志 令和8年1月10日平成18年1月11日

新日本広告株式会社 東京都江戸川区松島二丁目２番１２号390 法人 竹田  有治 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社相原製作所 東京都目黒区上目黒一丁目１７番３号393 法人 相原  健人 令和8年1月10日平成18年1月11日

デクスキューブ株式会社 東京都港区芝二丁目５番１９号394 法人 齋藤　純一 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社東日 東京都渋谷区渋谷三丁目５番１号395 法人 丸山  秀一 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ミズタニ 東京都墨田区千歳三丁目１５番１号396 法人 水谷  勝彦 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社東京宣伝広告研究所 東京都あきる野市伊奈２２４番地５397 法人 髙梨  敬久 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社エフ広芸 埼玉県越谷市平方４８５番地398 法人 布川　勝己 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社アサノ工芸 東京都品川区南大井三丁目１７番１０号399 法人 浅野　史之 令和8年1月10日平成18年1月11日

ヨコタ企画株式会社 埼玉県草加市両新田西町２４４番地６401 法人 横田　美幸 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社トンボヤ 東京都世田谷区代沢一丁目１番７号403 法人 鈴木  貴之 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ヤマナカ 東京都荒川区東尾久六丁目２３番９号405 法人 山中  政幸 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社スイタ工芸 千葉県浦安市入船四丁目９番２２号412 法人 峯岸　卓 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社大成企画 東京都目黒区下目黒五丁目２番３号414 法人 杉村  和彦 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社共同広告社 東京都中央区日本橋小舟町１５番１０号415 法人 髙坂　正史 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社日立ドキュメントソリューションズ 東京都江東区東陽六丁目３番２号　416 法人 瀧川　龍一郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ミツハシ工芸社 東京都品川区中延三丁目１２番１１号423 法人 三ツ橋  陽一 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社アート京浜 東京都大田区千鳥三丁目１２番１１号425 法人 田部井　俊 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社美広社 東京都八王子市東浅川町５１７番地427 法人 岡部　光広 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社キハラネオン製作所 東京都大田区南六郷二丁目26番3号428 法人 木原  茂喜 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ジェーピーエー 東京都江戸川区春江町二丁目４８番１号429 法人 渡辺  一郎太 令和8年1月10日平成18年1月11日

有限会社フルモト工芸 東京都八王子市左入町３７５番地の２４430 法人 古本  孝幸 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社ダイケー 東京都新宿区高田馬場二丁目８番１０号435 法人 大倉　治人 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社コトブキ 東京都港区浜松町一丁目１４番５号440 法人 深澤　幸郎 令和8年1月10日平成18年1月11日

フォトビション・ジャパン株式会社 東京都江東区新木場二丁目２番９号442 法人 ロバート・ラム 令和8年1月10日平成18年1月11日
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信号器材株式会社 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地443 法人 前島　敏雄 令和8年1月10日平成18年1月11日

株式会社新陽社 東京都港区芝三丁目４番１３号448 法人 戸塚　隆 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社プリントップ 東京都北区田端新町一丁目２４番６号449 法人 青木　邦彦 令和8年4月11日平成18年4月12日

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450 法人 赤石　良治 令和8年4月11日平成18年4月12日

ＪＲ東日本メディア株式会社 東京都豊島区南大塚三丁目４６番３号451 法人 竹澤　康行 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社ナカモト 東京都台東区台東四丁目２３番１０号　ヴェラハイツ
御徒町３Ｆ

454 法人 中村　勝雄 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社東京鉄道広告社 東京都豊島区南池袋二丁目８番１８号455 法人 山本　登代重 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社ワンステップ 東京都東大和市中央一丁目１５番地１457 法人 松本　喜美 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社トーフォーアド 東京都千代田区神田佐久間町四丁目６番地460 法人 福田　康夫 令和8年4月11日平成18年4月12日

神奈川県川崎市高津区上作延１０３３番地２１465 個人 北山　正幸カネコ・サイン工
房

令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社上村工芸 東京都荒川区東尾久一丁目１２番６号467 法人 上村　明 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社ケイエムアドシステム 東京都豊島区東池袋四丁目８番７号469 法人 橋本　芳明 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社カンコー 新潟県長岡市千秋二丁目２７８８番地１471 法人 伊藤　正直 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社中広 東京都世田谷区瀬田一丁目２４番１７号474 法人 南　桃美 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社シンエイ 千葉県柏市西山一丁目２番１号475 法人 大村　將英 令和8年4月11日平成18年4月12日

東京都江東区越中島２丁目８番２号477 個人 小川　豊彦トラストスペース 令和8年4月11日平成18年4月12日

山陽商工株式会社 東京都新宿区新宿六丁目２７番５０号479 法人 奥田　高生 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社三栄社 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１３番１号483 法人 宮川　泰生 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社小林工芸社 東京都大田区下丸子三丁目７番１９号484 法人 小林　茂利 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社アサヒ工芸社 埼玉県川口市朝日五丁目１番２号485 法人 渡辺　征治 令和8年4月11日平成18年4月12日

東京ガスコミュニケーションズ株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号　新宿パークタ
ワー７階

487 法人 早川　美穂 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社びこう社 東京都港区南青山四丁目１５番５号489 法人 浦岡　潤 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社ハックスター 東京都町田市鶴間三丁目１５番４号491 法人 吉本　直之 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社いづみ 東京都練馬区石神井町八丁目４０番１４号493 法人 桑原　成哲 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社東京システック 東京都板橋区板橋一丁目２９番１０号503 法人 小野　利器 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社名古屋電飾 愛知県名古屋市中川区運河通一丁目１０５番地504 法人 吉田　基樹 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社フクダサインボード 静岡県浜松市北区三方原町９３０番地の1506 法人 福田　二三雄 令和8年4月11日平成18年4月12日
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ニドー広告株式会社 東京都葛飾区新小岩三丁目１１番１７号509 法人 内野　泰治 令和8年4月11日平成18年4月12日

丸髙工業株式会社 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１３番５号510 法人 髙澤　治世子 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社彩光 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目６番７号513 法人 金澤　敏行 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社フォトクラフト社 大阪府豊中市夕日丘二丁目１１番３７号518 法人 松本　巖 令和8年4月11日平成18年4月12日

ウチノ看板株式会社 埼玉県所沢市三ケ島一丁目２３番地の２520 法人 内野　正幸 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社日吉工芸 神奈川県横浜市港北区下田町四丁目７番３号521 法人 山口　髙志 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社ワールドワン・サイン 神奈川県大和市下鶴間５０３番１522 法人 蓮沼　聡紀 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社日芸 東京都台東区日本堤二丁目３１番１１号523 法人 能島　憲司 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社三和企画 千葉県千葉市若葉区大宮町３３６０番地３４524 法人 田中　邦典 令和8年4月11日平成18年4月12日

日本アドサイン株式会社 東京都中央区築地四丁目１２番２号526 法人 土田　憲純 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社アドサービス 東京都杉並区阿佐谷南一丁目１１番１号527 法人 澤　慎二郎 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社オオガ 群馬県桐生市東六丁目６番６４号531 法人 大賀　務 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社看工 東京都八王子市横川町５９６番地532 法人 菅原　真也 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社ケイ・サイン 東京都千代田区神田神保町二丁目３６番地534 法人 片桐　宣幸 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社戸谷染料商店 東京都台東区浅草五丁目６９番９号539 法人 戸谷　博 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社アルス綜合工房 東京都稲城市大丸４２５番地２541 法人 幡　昌仁 令和8年4月11日平成18年4月12日

ミツワポリエステル株式会社 東京都北区田端新町一丁目８番１３号542 法人 安藤　隆夫 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社ペッツ 東京都足立区入谷二丁目２２番１７号543 法人 布施　倫生 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社成興社 東京都千代田区外神田六丁目７番３号544 法人 池田　英希 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社新光社 東京都板橋区仲宿４７番１７－７０３号545 法人 澤田　望 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社新生メンテナンス 東京都目黒区原町一丁目１８番１４号547 法人 泉　昭二 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社日本廣明社 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号550 法人 水野　裕晃 令和8年4月11日平成18年4月12日

室町ビルサービス株式会社 東京都中央区日本橋堀留町一丁目８番１２号551 法人 森尻　善雄 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社ラドフィック 東京都千代田区九段北四丁目１番３号　飛栄九段
北ビル

552 法人 白坂　桂一 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社読売広告社 東京都港区赤坂五丁目２番２０号555 法人 菊地　英之 令和8年4月11日平成18年4月12日

イケダネオン株式会社 東京都練馬区大泉学園町八丁目３番３号557 法人 池田　壮之介 令和8年4月11日平成18年4月12日

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番地559 法人 平野　裕明 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社丸美商会 東京都荒川区東尾久三丁目２５番３号560 法人 箕輪　敏郎 令和8年4月11日平成18年4月12日
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株式会社光装飾 東京都荒川区西日暮里六丁目４３番３号561 法人 岩崎　光晴 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社フイルムアート 東京都荒川区西日暮里六丁目３８番８号562 法人 岩崎　光晴 令和8年4月11日平成18年4月12日

東京都江戸川区上篠崎３丁目１６番１号564 個人 浅岡　秀光浅岡総合企画 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社ジャパンアート 神奈川県海老名市上郷四丁目４番２９号565 法人 岸野　義人 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社弘亜社 東京都中央区銀座六丁目１２番１号567 法人 大村　寿一郎 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社フクスイ 神奈川県相模原市緑区橋本台二丁目７番１８号568 法人 梶山　友希 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社丹青ディスプレイ 東京都渋谷区円山町５番５号569 法人 岩尾　浩二郎 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社オオサワ企画 東京都足立区柳原一丁目１８番１４号570 法人 大澤　捷宏 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社電通ライブ 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号571 法人 髙木　正彦 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社米山巧芸社 東京都江戸川区中央四丁目２０番１８号576 法人 米山　章 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社タツプ 東京都新宿区西新宿七丁目１８番２号577 法人 砂塚　幹雄 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社ダイユウコーポレーション 東京都渋谷区恵比寿３－３３－６578 法人 宮﨑　満 令和8年4月11日平成18年4月12日

ミナミ工芸株式会社 東京都杉並区和泉三丁目４６番３号580 法人 坂元　恒治 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社アーテック三協 岐阜県岐阜市早田町二丁目２３番地581 法人 久保　貴義 令和8年4月11日平成18年4月12日

東邦電通株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目８番地582 法人 國保　享昭 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社コーケン 岡山県岡山市北区今保１４８番地の８583 法人 河内　浩晃 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社フジサワ・コーポレーション 東京都豊島区長崎一丁目１０番８号589 法人 澤田　剛治 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社サンプラン 神奈川県川崎市宮前区西野川三丁目４３番３８号590 法人 尾上　幸三 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社後藤工芸 東京都足立区入谷三丁目１０番１６号598 法人 後藤　寿信 令和8年4月11日平成18年4月12日

東京都新宿区西新宿４丁目２６番１２号　タキカワ
コーポ１０１

599 個人 三吉　孝治三共標識社 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社ニュー・アート 広島県広島市中区南竹屋町９番４号602 法人 新宅　紀之 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社東宣エイディ 東京都中央区日本橋二丁目２番２１号606 法人 西井　遼 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社フタバアイディ 東京都荒川区東尾久一丁目２２番５号608 法人 小林　芳雄 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社アクト企画 東京都新宿区高田馬場一丁目５番９号612 法人 小田島　武史 令和8年4月11日平成18年4月12日

ｉａｃ株式会社 東京都豊島区長崎五丁目１７番２号613 法人 宮川　智恵子 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社ミハシ工芸 東京都荒川区町屋四丁目３１番１５号616 法人 長徳　雄喜 令和8年4月11日平成18年4月12日

東洋工芸株式会社 東京都江戸川区東小松川四丁目４６番８号617 法人 松島　正樹 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社美巧 東京都豊島区上池袋二丁目２５番１５号618 法人 森川　正男 令和8年4月11日平成18年4月12日
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株式会社セブンエイト 東京都目黒区原町二丁目２番８号620 法人 池田　圭吾 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社増田塗装店 東京都目黒区上目黒二丁目２５番３号621 法人 増田　剛 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社ゆう 東京都世田谷区新町二丁目２番９号622 法人 西村　翔士 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社プルアンドプッシュ 東京都目黒区中目黒三丁目１番５号623 法人 伊澤　和仁 令和8年4月11日平成18年4月12日

葛西建設株式会社 東京都江戸川区春江町二丁目５番９号625 法人 矢作　文弘 令和8年4月11日平成18年4月12日

ドットコミュニケーション株式会社 東京都練馬区豊玉北六丁目１３番４号627 法人 小野　惣一 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社近代カラー 東京都新宿区高田馬場一丁目３４番１２号628 法人 増田　時久 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社フジヤ 京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル七丁目４629 法人 永田　智之 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社たくみ 東京都江東区大島一丁目３４番１０－１０４号630 法人 神頭　健 令和8年4月11日平成18年4月12日

西武企画株式会社 北海道札幌市東区北十三条東一丁目１番７号636 法人 乙訓　伊佐夫 令和8年4月11日平成18年4月12日

山本テント商会有限会社 東京都調布市八雲台一丁目１４番地９637 法人 山本　寛 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社丹青社 東京都港区港南一丁目２番７０号640 法人 高橋　貴志 令和8年4月11日平成18年4月12日

関東電装企画株式会社 千葉県佐倉市下志津１１２８番地１３642 法人 谷岡　正明 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社昭英社 東京都港区高輪二丁目３番１６号644 法人 伊藤　正行 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社ジェイエスピー 東京都足立区入谷三丁目２番１３号645 法人 渋谷　大一 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社エムエスアート 東京都渋谷区東三丁目２４番１号646 法人 小幡　彰子 令和8年4月11日平成18年4月12日

有限会社創造社 東京都荒川区町屋一丁目３０番１号647 法人 若月　重之 令和8年4月11日平成18年4月12日

大同工芸株式会社 東京都葛飾区白鳥四丁目２２番２４号649 法人 鈴木　祐輔 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社トキ・デザイン 東京都武蔵野市関前二丁目２４番１３号650 法人 青山　力直 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社三新 東京都稲城市大丸２２１１番地４１653 法人 行川　雅康 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社アイハラ工房 東京都杉並区和泉四丁目４７番１４号655 法人 相原　隆 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社タキ工房 埼玉県戸田市上戸田四丁目４番２０号657 法人 佐藤　博 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社アール工房 埼玉県和光市白子三丁目１８番１８号659 法人 谷元　大作 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社タカラサイン 東京都江東区佐賀二丁目６番７号660 法人 白石　治二 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社アズ・アート工芸 東京都板橋区徳丸三丁目１０番１号662 法人 杉山　一元 令和8年4月11日平成18年4月12日

レーベル株式会社 東京都千代田区神田北乗物町１番地１664 法人 鈴木　敏夫 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社照明社 東京都清瀬市中里六丁目３２番地１666 法人 関本　利幸 令和8年4月11日平成18年4月12日

株式会社互興 東京都千代田区神田三崎町二丁目１４番６号673 法人 坂井　啓吉 令和8年7月11日平成18年7月12日
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ウエル・ユーカン株式会社 広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂２００番地675 法人 掛　宗智 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社アドライフサイン 千葉県千葉市稲毛区長沼町５５番地６679 法人 春日　英明 令和8年7月11日平成18年7月12日

Ｇ－Ｓｍａｔｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 東京都渋谷区初台１－４６－３681 法人 柳　景仁 令和8年7月11日平成18年7月12日

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683 法人 岡野　正幸 令和8年7月11日平成18年7月12日

小野商事株式会社 東京都練馬区貫井二丁目３２番１３号685 法人 小野　惣一 令和8年7月11日平成18年7月12日

多摩標識株式会社 東京都東村山市久米川町二丁目３６番地２８686 法人 小山　篤政 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社長島装芸社 東京都三鷹市深大寺二丁目３５番５１号687 法人 長島　康久 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社フォルマ 東京都武蔵野市吉祥寺南町五丁目８番２号691 法人 佐藤　光伸 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ユーネクサス 東京都足立区東綾瀬三丁目１番１号692 法人 大澤　恵司 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社須田工業 千葉県市川市香取二丁目１４番５号694 法人 須田　鐵男 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社クライス 東京都豊島区北大塚二丁目３０番１号　花乃マン
ション２Ｆ

697 法人 西山　泰弘 令和8年7月11日平成18年7月12日

アドセット有限会社 東京都中央区日本橋小網町３番１４号　茅場町Ｋ－
１ビル６F

706 法人 布川　浩幸 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社アプトサイン　 宮城県仙台市青葉区二日町７番３２号708 法人 鈴木　直美 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社集創社 栃木県宇都宮市下岡本町２１３０－１２710 法人 新井 峰男 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社小林工芸社 東京都豊島区北大塚一丁目９番１５号711 法人 丸田　亨 令和8年7月11日平成18年7月12日

赤武株式会社 静岡県沼津市西椎路１４番地712 法人 赤堀　整二 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社備広 東京都中央区東日本橋三丁目７番１２号713 法人 平木　達人 令和8年7月11日平成18年7月12日

桂工芸株式会社 東京都目黒区駒場四丁目７番４号714 法人 若林　大介 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社八弘　 東京都品川区戸越五丁目１５番１６号715 法人 岡田　充弘 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社興隆社 東京都足立区島根二丁目１９番２４号716 法人 吉野　雄介 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社アートサイン 東京都墨田区菊川二丁目２２番６号717 法人 末木　修 令和8年7月11日平成18年7月12日

三和ネオン株式会社 東京都中央区銀座二丁目１０番６号718 法人 馬場　弘隆 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社アーバンディスプレイ 東京都練馬区富士見台二丁目２６番１２号719 法人 米山　健生 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社名貴堂 東京都台東区蔵前四丁目２０番２号720 法人 長本　郁生 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社旭商会 東京都台東区浅草六丁目１５番５号722 法人 野崎　誠一郎 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社柄沢忠治商店 東京都中野区弥生町三丁目１番１号739 法人 柄澤　茂 令和8年7月11日平成18年7月12日

東京都江東区大島８丁目３２番８号740 個人 横田　忠雄横田テント 令和8年7月11日平成18年7月12日
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有限会社久保田テント商会　 東京都調布市国領町二丁目１８番地５743 法人 久保田　敏弘 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社瀬戸商店 東京都文京区根津二丁目１２番２号745 法人 瀬戸　良一 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社シティクラフト 東京都杉並区松庵二丁目８番２０号746 法人 渡辺　健児 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社川端テント 東京都杉並区成田西二丁目２０番１５号748 法人 川端　政幸 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社アド・オール 東京都港区浜松町二丁目１番１６号　第３粕谷ビル
２階

750 法人 土屋　隆 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社新和広告 東京都昭島市田中町二丁目２７番５号751 法人 小佐野　茂樹 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社シミズ工芸 東京都杉並区荻窪一丁目３３番１３号752 法人 清水　弘道 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社エクセル企画 東京都江戸川区中葛西五丁目８番２号753 法人 毛内　道秋 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社商華堂 東京都板橋区前野町二丁目２５番７号755 法人 渡部　学 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社林鉄工 東京都文京区白山三丁目５番５号762 法人 藤川　徹 令和8年7月11日平成18年7月12日

東京都品川区東中延１丁目９番６号764 個人 関島　幸吉大吉テント商会 令和8年7月11日平成18年7月12日

東京都渋谷区神宮前２丁目９番６号767 個人 野﨑　清野崎テント商会 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社加藤忠商店 東京都渋谷区本町五丁目４３番６号768 法人 加藤　弘実 令和8年7月11日平成18年7月12日

ハラダプランナー有限会社 千葉県船橋市栄町二丁目７番２０号769 法人 中山　央 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社オーシマ 東京都台東区東上野三丁目９番１２号773 法人 大島　勝 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社水野喜三郎商店 東京都港区東新橋一丁目２番５号774 法人 水野　敏男 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社植松商店 東京都大田区大森北一丁目１２番６号775 法人 植松　大一郎 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社柄沢テント商会 東京都杉並区阿佐谷南一丁目５番１号778 法人 渡邉　袈裟丸 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ダイカン 大阪府大阪市大正区三軒家東三丁目１番７号779 法人 仁義　修 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社専広社 埼玉県さいたま市中央区上落合三丁目１１番２０号783 法人 井上　明 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社カインド 東京都江戸川区平井五丁目４番１３号　嶋村ビル１
Ｆ

787 法人 谷ヶ崎　隆治 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社イグチ 神奈川県川崎市宮前区馬絹一丁目２５番２１号788 法人 井口　和美 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ヴァス 東京都葛飾区奥戸四丁目２４番６号790 法人 福井　将士 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社廣目屋 東京都中央区銀座一丁目６番１号791 法人 堀　晴一 令和8年7月11日平成18年7月12日

大阪クロード株式会社 大阪府大阪市福島区海老江八丁目１１番２１号792 法人 松田　政幸 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社セイユウ工芸 神奈川県横浜市南区永楽町一丁目８番１８号796 法人 下山　直樹 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社文宣 東京都豊島区東池袋一丁目２５番８号　797 法人 稲川　一 令和8年7月11日平成18年7月12日
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有限会社タツミ 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目５番４０号798 法人 伊木　孝始 令和8年7月11日平成18年7月12日

世紀産業株式会社 東京都千代田区外神田五丁目２番２号800 法人 髙尾　大輔 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社ナカムラ工芸社 東京都江戸川区東小松川四丁目３５番４号804 法人 中村　信二 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社米山シート商会 東京都調布市多摩川一丁目４０番地１１808 法人 米山　守 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社三原 東京都大田区大森東一丁目３番１２号809 法人 清水　利夫 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社花嶋商会 東京都江戸川区新堀二丁目２７番２号812 法人 花嶋　伸之 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社サインファースト 静岡県浜松市東区丸塚町２２０番地816 法人 守屋　一輝 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社エーコー電装 東京都目黒区祐天寺一丁目２１番１７号820 法人 池原　悟 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ミズカミ 福岡県北九州市八幡東区東田一丁目６番４号821 法人 水上　幸一 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社廣洋 東京都千代田区神田須田町二丁目８番地825 法人 関根　敏雄 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ビスメディア 千葉県千葉市中央区中央三丁目８番８号827 法人 鴫原　光希 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社アクスル 東京都世田谷区砧一丁目１３番１１号829 法人 上村　洋司 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社石原美工社 東京都町田市広袴四丁目２番地１３830 法人 石原　幸一郎 令和8年7月11日平成18年7月12日

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833 法人 安齋　治一郎　 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ウェスト工房 宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目５番７号834 法人 荒谷　昭夫 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社アクティブトゥー 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１４番５号836 法人 三浦　由紀彦 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社大洋工業 東京都北区東十条三丁目１５番１４号838 法人 𠮷田　徳則　　　　　　
　

令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ソウビ 千葉県千葉市中央区生実町１１１８番地５847 法人 松渕　哲也 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ケンセン　 埼玉県さいたま市緑区東大門二丁目２番１９号853 法人 小池　忠 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ヒット 東京都中央区銀座七丁目１４番１４号856 法人 深井　英樹 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社ヴィジュアルコミュニティサンセン 千葉県八千代市八千代台北五丁目６番地１859 法人 石井　成二 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社大洋社 福島県白河市菅生舘４８番地１３860 法人 菊地　理 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社匠美 東京都町田市野津田町１８０６番地２３861 法人 金山　晴之 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社宮崎看板 東京都江東区千石三丁目３番１０号862 法人 宮﨑　岩男 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社とうしん 東京都中野区江原町二丁目１番１号863 法人 眞鍋　勇太 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社アド・ムラマツ 東京都江東区千田２０番２864 法人 村松　國男 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社エムティーアール 東京都渋谷区恵比寿南二丁目１３番１０号865 法人 田村　三千男 令和8年7月11日平成18年7月12日

テントシャンティル有限会社 東京都江戸川区鹿骨二丁目４３番８号873 法人 松﨑　秀彦 令和8年7月11日平成18年7月12日
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有限会社光和商会 東京都世田谷区喜多見八丁目２３番７号874 法人 有田　利宏 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社渡辺テント 東京都昭島市昭和町三丁目２番３号876 法人 渡辺　厚志 令和8年7月11日平成18年7月12日

東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷７２６番地３４877 個人 森　充克モリデザイン 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社三井テント 東京都大田区南蒲田二丁目３０番１８号881 法人 三井　英幸 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社小畠テント工業 東京都練馬区石神井町七丁目２２番７号882 法人 小畠　栄 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社インテリアヤマグチ 東京都渋谷区本町五丁目２７番１４号885 法人 山口　智史 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社みらい工房 埼玉県さいたま市南区大字円正寺５１２番地７886 法人 山田　晴博 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社志村ネオン 埼玉県川口市朝日五丁目９番２３号887 法人 矢作　卓己 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社サトーネオン 東京都足立区関原三丁目２９番４号889 法人 佐藤　俊哉 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社さら文 東京都大田区本羽田二丁目１５番７号893 法人 関口　和彦 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社オーケイ企画 埼玉県富士見市鶴馬三丁目３２番７号894 法人 上田　治 令和8年7月11日平成18年7月12日

東京都青梅市大門３丁目２２番地の２４895 個人 堀口　幸三郎看板ホリグチ 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ワイエムジーワン 東京都墨田区両国二丁目１２番２号896 法人 山家　一繁 令和8年7月11日平成18年7月12日

東京都台東区根岸２丁目１９番２２号　南光ビル897 個人 佐藤　益朗佐藤屋外広告士
事務所

令和8年7月11日平成18年7月12日

東京都八王子市下恩方町１０９４番地１２902 個人 佐藤　厚子 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社匠屋 東京都千代田区九段南三丁目８番１３号906 法人 丹羽　健太郎 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社東都宣伝社 東京都江戸川区西小岩四丁目１４番２３号908 法人 藤間　朱美 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社フライト 東京都世田谷区給田三丁目１８番１４号909 法人 髙鶴　智広 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社東和電工徳丸スタジオ 東京都練馬区田柄二丁目９番２号910 法人 片山　智敏 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社シーエス・エイ 東京都文京区白山五丁目２番５号914 法人 岩波　智代子 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社協同工芸社 千葉県千葉市美浜区新港１５２番地916 法人 箕輪　晃 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社デンショク 岡山県岡山市中区桑野５１６番地の８917 法人 野田　令 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社協同制作 東京都中央区入船二丁目５番７号920 法人 立石　昌紀 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ヨシダ・アート 茨城県土浦市永国８７２番地５921 法人 吉田　薫 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社フジ工芸社 北海道札幌市白石区栄通七丁目２番１３号923 法人 小山内　隆司 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社インパクト 東京都台東区柳橋一丁目６番９号　925 法人 森田　英雄 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社アイ・サインサービス　 東京都府中市府中町三丁目２０番地の６928 法人 井原　元幸 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社芝明工芸 東京都府中市本町二丁目２５番地930 法人 竹野　嗣雄 令和8年7月11日平成18年7月12日
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株式会社田島建設 東京都足立区伊興本町二丁目１１番１１号934 法人 田島　幸児 令和8年7月11日平成18年7月12日

九州ネオン電機株式会社 福岡県福岡市東区多の津一丁目１４番１号　ＦＲＣビ
ル３１２号室

938 法人 中田　新二 令和8年7月11日平成18年7月12日

ビルボードサービス有限会社 東京都小平市小川町二丁目１２０９番地の１940 法人 國宗　篤 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社モノレール・エージェンシー 東京都港区芝大門一丁目４番８号941 法人 小池　康隆 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社リューキ 埼玉県川越市中原町二丁目３番地２944 法人 相本　栄祐 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社京浜テント 東京都大田区蒲田一丁目８番１４号946 法人 水井　英毅 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社ブルー・エンジニアリング 東京都武蔵野市境南町四丁目１番６号947 法人 髙橋　勇人 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社堀内カラー 大阪府大阪市北区万歳町３番１７号948 法人 吉本　高久 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社大蔵製作所 東京都荒川区荒川五丁目４番６号951 法人 池田　勝彦 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社アドベル 東京都中央区新川二丁目８番８号　八丁堀第２プラ
レールビル３階

958 法人 瀬尾　隆　 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社ネットワークサインポート 東京都台東区台東一丁目２９番３号960 法人 五百川　克己 令和8年7月11日平成18年7月12日

神奈川県相模原市緑区東橋本４丁目４番９号963 個人 黒須　次男クロスワード 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社品川アート・プロ 新潟県上越市平成町５８８番地964 法人 品川　久美子 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社藤テント工房 東京都大田区西糀谷一丁目３番２２号967 法人 狐塚　秀治 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社サインスタジオ・ヤギハラ 群馬県前橋市三俣町三丁目２０番地の１０971 法人 八木原　荘平 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社日高ネオン 東京都小金井市緑町五丁目４番１４号975 法人 梅根　拓也 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社北関スクリーン 群馬県渋川市村上３７５２番地７976 法人 野村　雅弘 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社大京サイン 東京都品川区東品川四丁目６番７－３０４号985 法人 大沼　健二 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社扇堂 東京都荒川区西尾久七丁目５１番１０号986 法人 剣持　一星 令和8年7月11日平成18年7月12日

有限会社カワセ広告社 東京都世田谷区松原三丁目３０番１４号987 法人 川瀬　勝規 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社エキスプレス工業社 東京都北区中里二丁目１６番１０号990 法人 鵜川　善郷 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社シミズオクト 東京都新宿区高田馬場四丁目３９番１号993 法人 清水　卓治 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社東京化成製作所 埼玉県狭山市広瀬台二丁目９番２３号995 法人 山口　幸蔵 令和8年7月11日平成18年7月12日

東京都小平市小川町１丁目８９番地の２　２-１０６号996 個人 川北　美奈　カワキタ企画 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社フロンティアインターナショナル 東京都渋谷区渋谷三丁目３番５号997 法人 河村　康宏 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社クラフト 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目３番１０号1000 法人 水田　良司 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社昭和化成 東京都渋谷区幡ケ谷三丁目１９番２号1001 法人 田中　康夫 令和8年7月11日平成18年7月12日
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富士樹脂工業株式会社 東京都渋谷区元代々木町８番５号1003 法人 坪内　秀幸 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社アドベンチャー 千葉県船橋市高根町１５３４番地1005 法人 伊藤　淳一 令和8年7月11日平成18年7月12日

エントロス株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南一丁目７番７号1010 法人 松井　茂昭 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社プロジェクトエックス 東京都台東区柳橋一丁目６番９号　1011 法人 森田　英雄 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社ミヤガワ 東京都台東区台東四丁目７番６号1017 法人 宮川　勝年　 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社東プロ 埼玉県所沢市中富南一丁目３番地の４1019 法人 北林　基 令和8年7月11日平成18年7月12日

株式会社共栄企画 大阪府大阪市西区阿波座一丁目９番９号1022 法人 本儀　純 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社中村工社　 広島県広島市中区南吉島一丁目２番１４号1023 法人 中村　朋生 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社ティエスアート 東京都板橋区赤塚四丁目１９番２３号1026 法人 谷本　滿 令和8年9月14日平成18年9月15日

東京都立川市羽衣町１丁目２１番４号　メゾン第４立
川　３０２号　

1029 個人 渡辺　容一多摩メディア 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社ヴイクト 東京都足立区鹿浜四丁目１３番１２号1030 法人 吉田　保 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社吉田工房 東京都江戸川区中葛西八丁目２番６号1032 法人 吉田　秀俊 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社太陽テント 東京都足立区六木一丁目８番８号1033 法人 迫田　昌良 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社東亜 新潟県新潟市西区山田１２１番地１1035 法人 泉田　豊 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社アド・トラスト 愛知県名古屋市北区若鶴町１７６番地の１1038 法人 今井　則夫 令和8年9月14日平成18年9月15日

昭和サイン株式会社 群馬県桐生市境野町七丁目１７８４番地1039 法人 松井　久 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社ビソードー 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島７１９番地の１1041 法人 三神　佳也 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社サーカス 東京都府中市白糸台四丁目４９番地１1043 法人 木村　康子 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社大雄工房 東京都渋谷区神宮前二丁目２３番７号1044 法人 高橋　和彦 令和8年9月14日平成18年9月15日

金剛国際株式会社 千葉県千葉市稲毛区山王町７５番地の１３1045 法人 原　順一郎 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社ビックワン 静岡県浜松市北区大原町２７１番地の２1046 法人 小池　康之 令和8年9月14日平成18年9月15日

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一丁目７番８号1048 法人 乙守　典厚 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社日展 大阪府大阪市北区万歳町３番７号1049 法人 田加井　徹 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社イサ工芸 新潟県長岡市滝谷町２０３４番地１1050 法人 井佐　一也 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社扶桑トータルプランニング 埼玉県川口市西青木二丁目９番１１号1051 法人 小野寺　敬治 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社金星堂 三重県桑名市大字江場４８１番地1053 法人 小笠原　貴行 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社アジャスト 神奈川県横浜市鶴見区潮田町一丁目１番地1057 法人 杉田　敏幸 令和8年9月14日平成18年9月15日

東京都立川市栄町４丁目３５番地の１９1062 個人 角田　義直クリーンアート 令和8年9月14日平成18年9月15日
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株式会社スズキ広告工芸 神奈川県横浜市旭区川井宿町２９番地７1065 法人 鈴木　明 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社恩田工芸 東京都江戸川区東葛西八丁目２０番１０号1068 法人 恩田　篤二郎 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社しんえい広告 東京都あきる野市小川東一丁目２５番地１９1069 法人 新里　隆男 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社しばた工芸 栃木県宇都宮市旭二丁目２番３号1072 法人 柴田　彰夫 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社クリシマ 富山県高岡市向野町四丁目１２番地1074 法人 滝野　弘二 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社花田文栄堂 東京都文京区本駒込六丁目１４番１４号1077 法人 花田　保郎　 令和8年9月14日平成18年9月15日

ＢＸテンパル株式会社 東京都豊島区西巣鴨四丁目１４番５号1080 法人 宮本　明 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社エムエス美創 東京都足立区江北七丁目１１番９号1082 法人 清水　益彦 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社シ・ピ・エル 石川県白山市村井町１６７５番地５1084 法人 林　嘉成 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社サイテック 東京都八王子市下柚木１８７６番地の４1089 法人 下島　日出実 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社ホリコシデザインスタジオ 埼玉県所沢市大字上山口２０１７番地の１６1092 法人 堀越　誠司 令和8年9月14日平成18年9月15日

新和興業株式会社　 大阪府大阪市西淀川区姫里二丁目６番２６号1093 法人 佐藤　敏夫 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社アレスコ 茨城県石岡市鹿の子一丁目１８番１２号1095 法人 磯邊　集 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社エス・イー・オー 神奈川県川崎市中原区苅宿４７番３５号1097 法人 瀬尾　雅之 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社アートプロデュース 神奈川県横浜市中区不老町一丁目２番地１1101 法人 大畠　和広 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社日髙ネオテック 東京都国立市泉二丁目７番地１８1102 法人 梅根　拓也 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社日東企画 埼玉県新座市野火止四丁目１３番１２号1109 法人 樋口　兵庫 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社アド宣通 栃木県宇都宮市下荒針町２６７８番地４４３1112 法人 炭田　恵崇 令和8年9月14日平成18年9月15日

東京宣研株式会社 東京都渋谷区東二丁目９番２１号1116 法人 黒木　正雄 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社オリカササイン 東京都葛飾区亀有五丁目９番１０号1117 法人 折笠　洋介 令和8年9月14日平成18年9月15日

サンプロセス株式会社 東京都世田谷区玉川三丁目２４番１３号1120 法人 髙田　克美 令和8年9月14日平成18年9月15日

興和サイン株式会社 東京都中野区松が丘二丁目１９番１１号1121 法人 髙橋　芳文 令和8年9月14日平成18年9月15日

ラック工芸株式会社 東京都江東区白河四丁目７番２号1127 法人 中田　雅己 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社白水社 東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番８号1128 法人 山口　真一 令和8年9月14日平成18年9月15日

日本美術工芸株式会社 東京都新宿区早稲田鶴巻町５６２番２号1129 法人 五日市　均 令和8年9月14日平成18年9月15日

東京都中央区日本橋人形町１丁目６番５－３０１号1130 個人 木戸　多加士書替えサービス
センター

令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社彩巧社 東京都品川区豊町四丁目１６番２号1131 法人 渡邉　俊雄 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社沼広 静岡県沼津市宮前町１１番地の８1132 法人 勝又　寛治 令和8年9月14日平成18年9月15日
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株式会社梅電社 大阪府豊中市日出町一丁目２番１０号1134 法人 百濟　行隆 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社セレスポ 東京都豊島区北大塚一丁目２１番５号1137 法人 田代　剛 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社星広告 千葉県柏市東上町６番３１号1138 法人 関　学　 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社稲邊工芸 東京都練馬区土支田三丁目４１番９号1142 法人 稲邊　守生 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社旭宣伝 東京都八王子市元本郷町三丁目１０番１４号1143 法人 堀田　篤 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社ムラカミアート 東京都荒川区東日暮里五丁目８番１１号1145 法人 小泉　芳実 令和8年9月14日平成18年9月15日

エージーエス株式会社 北海道札幌市中央区南六条西三丁目６番地３３　Ａ
ＧＳ６・３ビル

1148 法人 原口　友一 令和8年9月14日平成18年9月15日

石橋工芸株式会社 東京都府中市四谷六丁目１７番地の１1152 法人 加藤　敏幸 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社ホクリン 東京都新宿区西新宿七丁目２番６号　西新宿Ｋ－１
ビル

1153 法人 滝野　弘二 令和8年9月14日平成18年9月15日

神奈川県相模原市南区相模台４丁目１番３２号1155 個人 杉山　明 令和8年9月14日平成18年9月15日

城南電通株式会社 東京都品川区東大井五丁目１７番４号1156 法人 小澤　一彰 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社富士工芸社 東京都東大和市清水六丁目１１８６番地の４1160 法人 瀧口　和夫 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社エイキ 東京都町田市忠生一丁目２９番１８号1161 法人 曽根　みどり 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社日広 長野県上田市住吉６７番地１1163 法人 金子　幸裕 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社もくきんど工芸 東京都三鷹市牟礼七丁目６番７号1164 法人 松村　一正 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社日本標識ガイドセンター 千葉県市川市湊新田一丁目５番４号1167 法人 船城　正男 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社たくデザイン工房 東京都武蔵野市御殿山一丁目４番２０号1171 法人 遠藤　拓也 令和8年9月14日平成18年9月15日

東京都府中市宮町３丁目１０番地の３1174 個人 白木　清美宣伝工芸社　プ
ロセス・タマ

令和8年9月14日平成18年9月15日

扶桑工業株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区西原台二丁目１番１４３号1175 法人 中村　幸満 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社Ｃｒａｆｔ　Ｋ 東京都世田谷区喜多見四丁目１０番１２号1177 法人 出竹　誠 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社パック 東京都江東区北砂一丁目４番１９号1182 法人 福永　健一 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社エムズネットワーク 東京都渋谷区渋谷一丁目１２番１２号1183 法人 松本　幹久 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社アドイシグロ 長野県長野市東鶴賀町３０番地1188 法人 石黒　ちとせ 令和8年9月14日平成18年9月15日

国際興業エンタープライズ株式会社 東京都中央区八重洲二丁目１０番３号1197 法人 古益　和幸 令和8年9月14日平成18年9月15日

トーカイネオン株式会社 静岡県静岡市駿河区手越原５３番地1199 法人 石上　英昭 令和8年9月14日平成18年9月15日

ヨシダ宣伝株式会社 石川県金沢市中央通町１番２２号1200 法人 松井　渉 令和8年9月14日平成18年9月15日

東京都板橋区坂下一丁目３８番２４号　1202 個人 日向　俊幸三井商店 令和8年9月14日平成18年9月15日

19 ページ現在令和5年5月1日



法　　人　　名 登　録　者　住　所番号 分類 初　回　登　録　日代表者・個人名屋　　号　　名 有　効　期　限

株式会社パール工芸 東京都目黒区目黒本町六丁目６番５号1205 法人 小川　進 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社吉沢企画 東京都江東区大島七丁目１７番７号1206 法人 吉澤　正 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社中川製作所 埼玉県蕨市錦町二丁目５番２１号1209 法人 一色　哲也 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社サトー工芸社 東京都北区堀船一丁目２８番１１号1211 法人 佐藤　勝己 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社オガワ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地２８５４番地
２１

1212 法人 齊藤　勝義 令和8年9月14日平成18年9月15日

関東バス株式会社 東京都中野区東中野五丁目２３番１４号1215 法人 阿部　末広 令和8年9月14日平成18年9月15日

東京都目黒区五本木１丁目２番５号　五本木フラット
２０７

1217 個人 田口　修爾TAG工芸 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社石田工芸 東京都荒川区町屋四丁目２５番１４号1219 法人 石田　雅敏 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社トモエ 東京都台東区入谷二丁目２２番１２号1220 法人 巴　博義 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社フタバ弘芸社 東京都江東区新大橋三丁目１８番６号1221 法人 田中　高雄 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社小島工業 栃木県宇都宮市鶴田町７７０番地１０1229 法人 小島　博行 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社エムズアヴェイル 東京都足立区鹿浜八丁目２６番１２号1236 法人 北島　正幸 令和8年9月14日平成18年9月15日

東京都八王子市大塚５１５番地３1241 個人 平山　智フリーファクトリー 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社ヤマテ・サイン 東京都板橋区小豆沢二丁目２２番１５号1243 法人 安川　重理 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社ファインアド 東京都荒川区西日暮里五丁目３４番３号1244 法人 家富　一男 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社永井工芸 群馬県前橋市上小出町二丁目４５番地の１０1250 法人 永井　淳嗣 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社コムズ 東京都中央区京橋三丁目１２番１号1251 法人 糸山　実 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社カトー工芸社 東京都三宅島三宅村神着１８３０番地1259 法人 加藤　正興 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社ミヤタ工芸 東京都町田市図師町２６番地１1262 法人 宮田　純孝 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社日創工芸 東京都板橋区向原三丁目１０番１５号1263 法人 君野　弦 令和8年9月14日平成18年9月15日

４５アイズ株式会社 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号1265 法人 大塚　逸平 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社サインズ 神奈川県横浜市泉区緑園一丁目１８番５号1269 法人 竹田　宏治 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社サンヨー工芸 東京都江戸川区西一之江四丁目２番８－７０７号1272 法人 宮下　伸也 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社タツミ 東京都北区赤羽西六丁目２９番４号1273 法人 矢崎　彰 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社三上旗店 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目１２番６号1285 法人 三上　明夫 令和8年9月14日平成18年9月15日

ウヌマ株式会社 東京都大田区北糀谷一丁目２番７号1286 法人 鵜沼　昌英 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社フルカワ工芸社 東京都足立区梅田六丁目３１番１５－１０９号1289 法人 古川　亨 令和8年9月14日平成18年9月15日
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株式会社インターシード 東京都江東区森下二丁目２３番１号1290 法人 橋本　宗明 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社広洋社 東京都台東区根岸一丁目５番１７号1293 法人 近藤　亮二 令和8年9月14日平成18年9月15日

有限会社スタジオドラゴン 東京都足立区鹿浜二丁目２５番７号1297 法人 吉野　正夫 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社日宣 千葉県柏市大井１８８２番地の７1300 法人 井畑　和士 令和8年9月14日平成18年9月15日

株式会社オオニシ 東京都台東区松が谷二丁目３１番９号1301 法人 大西　健之 令和8年9月14日平成18年9月15日

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５1302 法人 中嶋　稔 令和8年9月14日平成18年9月15日

セーレン株式会社 福井県福井市毛矢一丁目１０番１号1303 法人 川田　達男 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社ウイングス 東京都国分寺市泉町二丁目８番－１－３１５号1305 法人 山口　泰三 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社プラム 群馬県前橋市駒形町１４７１番地２1308 法人 福原　道雄 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社東京企画 千葉県柏市泉町９５７番地２９1309 法人 木暮　篤志 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社ユー・ビー・コム 東京都文京区千石四丁目３８番１５－４０２号1311 法人 小谷　正紀 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社三宏化成工業所 東京都墨田区立花三丁目２８番５号1312 法人 小田切　雄三 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社美研工房 東京都大田区東馬込一丁目１１番９号1314 法人 松長　郁浩 令和8年10月11日平成18年10月12日

東京都墨田区両国三丁目１６番１号1315 個人 吉岡　彬ヨシオカ 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社プラド 群馬県伊勢崎市馬見塚町１８６９番地1317 法人 新井　健司 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社三和企画 東京都足立区関原三丁目２４番６号1318 法人 塚本　邦仁 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社あどQ 東京都新宿区新宿五丁目１１番２号　新宿岡田ビル
５０８号室

1319 法人 楠木　勇滋 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社遠山アド 神奈川県横浜市西区平沼一丁目２６番６号1321 法人 遠山　努 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社サイズファクトリー 東京都杉並区方南二丁目４番７号1322 法人 載本　和寿 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社須賀工芸 東京都足立区加賀二丁目１３番５号1325 法人 小川　和弘 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社クボタ 東京都調布市八雲台一丁目４６番地８1326 法人 久保田　統 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社アートプロ 神奈川県川崎市宮前区野川本町一丁目１９番２９号1332 法人 八巻　友治 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社アドファイブ 東京都板橋区小茂根二丁目５番１２号1336 法人 小山　剛児 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社ナイスサイン 東京都町田市上小山田町４９８番地１８1342 法人 鶴岡　光昭 令和8年10月11日平成18年10月12日

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1343 法人 岡村　達矢 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社芸工社 東京都江戸川区南葛西六丁目２９番５号1346 法人 中原　岳夫 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社大広社 神奈川県小田原市国府津２６９９番地６1349 法人 大森　大 令和8年10月11日平成18年10月12日

アイワ広告株式会社 東京都町田市旭町一丁目２１番１４号1350 法人 小山　雅明 令和8年10月11日平成18年10月12日
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ＴＳＰ太陽株式会社 東京都目黒区東山一丁目１７番１６号1352 法人 池澤　嘉悟 令和8年10月11日平成18年10月12日

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番地の３1353 法人 松田　智 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社デコラート 東京都練馬区豊玉北一丁目２５番２号1358 法人 笠原　彰 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社深川スタジオ 東京都江東区猿江一丁目１３番１５号1359 法人 玉井　久裕 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社アバ 東京都大田区大森西一丁目１５番１３号1362 法人 榊　敏郎 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社エム・エス･ティ 東京都中央区東日本橋二丁目１５番５号1365 法人 北條　茂生 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社コムラアンドカンパニー 東京都豊島区雑司が谷一丁目６番４号1367 法人 小村　昌弘 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社かぶきや 東京都足立区辰沼二丁目１７番２２号1377 法人 安藤　財 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社スズキ看板 東京都西東京市向台町六丁目４番５号1379 法人 鈴木　誠喜 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社エム・エスプロ 東京都あきる野市草花３６７０番地１３１1380 法人 澤田　芳香 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社三鈴 東京都府中市日新町五丁目６８番地１1384 法人 永松　奈津美 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社アド・フリー 東京都多摩市関戸六丁目４８番地の６1385 法人 吉野　公二 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社アイセイ社 愛知県名古屋市中区新栄二丁目３６番２７号1387 法人 辻󠄀　雅人 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社ライト工芸 神奈川県川崎市高津区溝口六丁目７番４号1388 法人 髙橋　良八 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社神田シート 東京都足立区日ノ出町５番７号1394 法人 神田　知明 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社三昭堂 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号1395 法人 水野　利晴 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社ムサシノ広告社 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地1398 法人 箱田　智正 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社エムズ・ワークス 東京都調布市深大寺東町一丁目１８番地１３1402 法人 村澤　健太 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社ファースト 東京都荒川区東日暮里六丁目４６番１１号1403 法人 西　則幸 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社ブラックアートセンター 東京都大田区本羽田二丁目８番５号1407 法人 大三　勇 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社京ネオン製作所 東京都台東区台東三丁目５番６号1409 法人 萱野　浩 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社オオバ工芸 東京都練馬区西大泉六丁目６番３０号1414 法人 大類　文三 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社エクスロードエー・ビー・アール 東京都豊島区千早二丁目３０番３号1418 法人 宇土　眞一郎 令和8年10月11日平成18年10月12日

ウチダ工芸株式会社 東京都豊島区池袋四丁目３６番４号1421 法人 内田　達 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社フィーズコーポレーション 東京都墨田区両国三丁目１６番１号1422 法人 吉岡　英晴 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社クロシマ 東京都八王子市小宮町１０３５番地５1425 法人 黒島　佳一郎 令和8年10月11日平成18年10月12日

東京都あきる野市草花３３９１番地1426 個人 小林　勝彦こばやし看板 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社アクト 神奈川県川崎市高津区久地三丁目１５番３号1429 法人 九島　保孝 令和8年10月11日平成18年10月12日
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株式会社近藤工芸 神奈川県川崎市高津区宇奈根７１０番地１３1432 法人 近藤　眞一 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社イエハラ工芸 東京都練馬区北町五丁目６番６号1435 法人 家原　信雄 令和8年10月11日平成18年10月12日

熊沢印刷工芸株式会社 東京都北区赤羽北二丁目３５番７号1436 法人 熊沢　豊 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社ビッグアップル 群馬県高崎市若田町１１番地４1437 法人 福田　耕作 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社三晴 東京都江戸川区中葛西三丁目１１番１８号1438 法人 小池　英樹 令和8年10月11日平成18年10月12日

ファーストトレース株式会社 東京都葛飾区青戸四丁目６番１６号　ホームズ青戸
６０３号室

1442 法人 山口　清 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社キョウエイアドインターナショナル 東京都千代田区内幸町二丁目２番３号1444 法人 廣瀬　勝己 令和8年10月11日平成18年10月12日

ユニット株式会社 東京都板橋区板橋二丁目３番２０号1445 法人 黒田　雄一郎 令和8年10月11日平成18年10月12日

大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号1447 法人 北島　義斉 令和8年10月11日平成18年10月12日

東京都江戸川区西一之江１丁目３番９号1450 個人 渡辺　次夫デザイン・ライフ 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社エスピーエフ 東京都東村山市久米川町二丁目５番地５７1453 法人 板倉　勝紀 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社天祐堂 東京都練馬区春日町三丁目３４番１２号1456 法人 村山　祐司 令和8年10月11日平成18年10月12日

東京都江東区三好３丁目１番３号1458 個人 小原　俊次小原商店 令和8年10月11日平成18年10月12日

アサヒ電化工業株式会社 東京都大田区大森南五丁目４番１７－９０４号1460 法人 落合　潔 令和8年10月11日平成18年10月12日

ケー･エス・ブレーン株式会社 東京都千代田区富士見一丁目５番５号1463 法人 大川　誠 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社冨田工業 東京都大田区大森西四丁目２番１２号1464 法人 冨田　紀雄 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社スタジオ彩 東京都江東区東陽一丁目１５番６号1465 法人 野澤　照雄 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社乃村工藝社 東京都港区台場二丁目３番４号1467 法人 奥本　清孝 令和8年10月11日平成18年10月12日

清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目１６番１号1469 法人 井上　和幸 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社エー・ティ・エー 東京都中央区日本橋二丁目４番１号1471 法人 青木　和宏 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社トーコン 東京都立川市富士見町七丁目３３番２８号1480 法人 小関　長一郎 令和8年10月11日平成18年10月12日

特定非営利活動法人都市環境標識協会 東京都武蔵野市西久保一丁目３８番５号1481 法人 小関　長一郎 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社ピーアール 埼玉県飯能市大字双柳１０４８番地の５1482 法人 馬場　正春 令和8年10月11日平成18年10月12日

東京都町田市高ヶ坂７丁目４２番７号1483 個人 前原　勝美アドエース 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社エヌケービー 東京都千代田区有楽町一丁目１番３号1485 法人 外谷　敬之 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社本多テント商会 東京都品川区中延六丁目９番６号1486 法人 本多　雄吾 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社大阪オリコミ 大阪府大阪市阿倍野区昭和町二丁目５番２号1503 法人 冨田　栄次 令和8年10月11日平成18年10月12日
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株式会社クリスマス・カンパニー 東京都中央区佃二丁目１１番６号　ザ・クレストタ
ワー１３１３号室

1507 法人 石原　靖司 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社彩光社 東京都足立区千住緑町二丁目３１番２２号1509 法人 寺島　利夫 令和8年10月11日平成18年10月12日

東京都葛飾区青戸４丁目１３番９号1510 個人 小浜　浩司富士浩工芸 令和8年10月11日平成18年10月12日

表示灯株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号1513 法人 上田　正剛 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社研創 広島県広島市安佐北区上深川町４４８番地1514 法人 林　大一郎 令和8年10月11日平成18年10月12日

東京都文京区湯島３丁目３番９号1522 個人 原　一雄原テント商会 令和8年10月11日平成18年10月12日

東京都青梅市森下町５５２番地1526 個人 大谷　秀雄大雄企画 令和8年10月11日平成18年10月12日

東京都世田谷区桜丘４丁目１５番４号　ハイムオガ
ワ２０２

1531 個人 登坂　正照美匠テント工房 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社関口テント商会 東京都品川区旗の台五丁目１５番９号1536 法人 関口　昇 令和8年10月11日平成18年10月12日

東京都町田市金森東１丁目２８番２－４０４号1541 個人 鷹取　アヤ子鷹取巧芸 令和8年10月11日平成18年10月12日

小春スクリーン株式会社 東京都足立区保木間五丁目２２番１７号1551 法人 小野　弘 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社オートレント 埼玉県川口市里１７７０番地1555 法人 上野　拓也 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社芸宣 埼玉県和光市白子一丁目２４番１号1559 法人 栁下　順一 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社ライト工芸 埼玉県所沢市大字南永井１００８番地の１1567 法人 佐藤　昌央 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社システム・ワン 東京都墨田区横川一丁目１２番１０号1570 法人 佐伯　明厚 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社富士工芸 東京都千代田区神田神保町一丁目２６番地１２1573 法人 赤羽　弘彰 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社ワールドカラー 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地３　神田スク
エアフロント

1574 法人 辻󠄀井　保之 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社赤塚工芸 東京都板橋区赤塚新町一丁目１９番６号1578 法人 綿貫　勝則 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社サンヨー・パブリシティー 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町一丁目２３番３
号

1581 法人 加藤　公勝 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社宣光社 東京都練馬区東大泉五丁目２９番９号1584 法人 赤木　唯助 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社エステック 愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐田２０４番地の１1590 法人 山口　正勝 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社功栄 東京都豊島区千川二丁目２４番３号1595 法人 石井　二三雄 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社木野テント工業 東京都世田谷区奥沢三丁目２９番７号1603 法人 木野　清貴　 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社東陽クリエイト 東京都江東区東陽四丁目８番２号1604 法人 荒木　佳代 令和8年10月11日平成18年10月12日

東京都足立区東保木間二丁目１８番７号1605 個人 齋藤　光男サイトウテント 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社リュウカン 東京都品川区東五反田一丁目７番１１号　ＡＩＯＳ五
反田アネックス５０９

1606 法人 田中　力 令和8年10月11日平成18年10月12日
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有限会社デザインワークス 神奈川県藤沢市弥勒寺三丁目２５番１号1607 法人 富樫　明夫 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社ボックス・ワン 東京都江戸川区西小岩一丁目２７番１２号1609 法人 豊田　悦夫 令和8年10月11日平成18年10月12日

第一工芸株式会社　 大阪府大阪市東住吉区今林四丁目７番９号1612 法人 綿谷　賢治 令和8年10月11日平成18年10月12日

アポロ広告株式会社 千葉県市川市市川一丁目９番１１号　サン市川ハイ
ツ７０２号室

1615 法人 小松　洋 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社日宣エージェンシー 東京都新宿区山吹町３４６番地1617 法人 川合　勝 令和8年10月11日平成18年10月12日

埼玉県所沢市上新井２丁目２８番地の１1620 個人 仲　哲男仲工芸 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社トープラ 東京都品川区二葉三丁目２５番２号1621 法人 野口　潔 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社山本美創 埼玉県熊谷市肥塚５５０番地１３1622 法人 川上　かおり 令和8年10月11日平成18年10月12日

ツツミプロジェクト株式会社 東京都新宿区西新宿七丁目１０番１７号1623 法人 堤　直 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社ジェイアール貨物・不動産開発 東京都北区東田端一丁目１６番地　田端信号場駅
総合庁舎４階

1628 法人 鎌田　康 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社日新美工 東京都練馬区羽沢三丁目２９番１２号1636 法人 中山　幹太 令和8年10月11日平成18年10月12日

美和ロック株式会社 東京都港区芝三丁目１番１２号1639 法人 川邉　浩史 令和8年10月11日平成18年10月12日

ＳＫＤ株式会社 東京都世田谷区上馬二丁目５番５号1641 法人 桑島　伸一 令和8年10月11日平成18年10月12日

一般財団法人東京都営交通協力会 東京都江東区大島五丁目１０番１０号1643 法人 太田　博 令和8年10月11日平成18年10月12日

公和印刷株式会社 東京都文京区水道一丁目２番１号1644 法人 今井　寛 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社トータルオフィスパートナー 東京都中央区京橋二丁目１６番１号1645 法人 土屋　哲也 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社ピュア 東京都文京区春日二丁目１９番１２号　1646 法人 斎藤　尚子 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社中央テント工業所 千葉県成田市南平台１１４１番地1647 法人 荻野　春樹 令和8年10月11日平成18年10月12日

東急ビジネスサポート株式会社 東京都渋谷区道玄坂二丁目２４番１号1652 法人 萩原　正統 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社オリコム 東京都港区新橋一丁目１１番７号1654 法人 中島　明美 令和8年10月11日平成18年10月12日

新村印刷株式会社 東京都品川区大崎一丁目１５番９号　光村ビル９階1658 法人 加藤　秀明 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社総武アド・センター 東京都江戸川区平井二丁目２１番１０号1661 法人 髙橋　智幸 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社アルファミント 東京都江戸川区一之江六丁目１０番２３号1662 法人 中山　仁 令和8年10月11日平成18年10月12日

有限会社ミネオ工芸社 神奈川県相模原市緑区中野９１４番地５1667 法人 峯尾　勝 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社丸新工房 東京都板橋区高島平六丁目２番４号1669 法人 小圷　成美 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社博展 東京都中央区築地一丁目１３番１４号1671 法人 田口　徳久 令和8年10月11日平成18年10月12日

アズマエスピー株式会社 埼玉県川口市本蓮二丁目８番１５号1673 法人 戸島　健雅 令和8年10月11日平成18年10月12日
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有限会社モトイチ 東京都板橋区小茂根二丁目２９番１１号1675 法人 宮本　一位 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社空ディメンジョンズ 東京都港区東新橋二丁目３番３号　ルオーゴ汐留４
階

1676 法人 山本　幹雄 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社アド工芸 東京都杉並区阿佐谷北六丁目１４番６号1679 法人 阿部　弘一 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社清美堂 東京都墨田区八広二丁目１番１５号1688 法人 越川　久 令和8年10月11日平成18年10月12日

ヒビノ株式会社 東京都港区港南三丁目５番１４号1691 法人 日比野　晃久 令和8年10月11日平成18年10月12日

神奈川県川崎市多摩区登戸４５１番地２　グラン
ベージュⅡ　２０１

1693 個人 松村　陽司アドキングダム 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社メック・デザイン・インターナショナル 東京都中央区勝どき一丁目１３番１号1694 法人 渡邉　顕彦 令和8年11月9日平成18年11月10日

有限会社アクティブライフ東京 東京都新宿区百人町一丁目２３番２号1696 法人 堤　直 令和8年10月11日平成18年10月12日

株式会社電装社 東京都江東区牡丹一丁目８番４号1698 法人 菊池　定夫 令和8年11月9日平成18年11月10日

東京都東村山市久米川町４丁目３１番地７　コーポ
嶋田　１０５

1704 個人 竹内　洋タケウチハンズ 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社森島工芸 栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢５１２６番地１１1710 法人 森島　秀夫 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社ピー・プランニング 東京都港区新橋三丁目７番４号　赤レンガ通りビル
７Ｆ

1715 法人 石井　均 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社ムクプランニング 神奈川県横浜市磯子区森四丁目１５番９号1718 法人 村山　正彦 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社イサミヤ 東京都千代田区外神田三丁目８番５号1720 法人 岡山　勝之 令和8年11月9日平成18年11月10日

有限会社鶴芳製作所 埼玉県川口市峯４８３－１1722 法人 鶴　恭一 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社ＣＳコ－ポレイション 新潟県新潟市美の里１７番８号1724 法人 古川　憲 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社中部 愛知県名古屋市北区若鶴町２４５番地1725 法人 中藤　誠 令和8年11月9日平成18年11月10日

日本宣伝美術株式会社 東京都中央区京橋二丁目５番1２号1727 法人 中平　充海 令和8年11月9日平成18年11月10日

有限会社三栄社 東京都江戸川区鹿骨二丁目４４番９号1731 法人 関根　智晴 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社美園工芸社 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳１０９２番地３５1733 法人 生部　英夫 令和8年11月9日平成18年11月10日

埼玉県川口市大字安行領根岸６０番地の６1734 個人 金子　宏明三栄工芸 令和8年11月9日平成18年11月10日

光洋産業株式会社 東京都世田谷区船橋一丁目４５番１１号1741 法人 平山　祐誠 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社ピーエーアール 東京都渋谷区渋谷二丁目６番１１号1744 法人 斎藤　利昭 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社ティ・シィ・エス 東京都港区芝大門一丁目１番３２号1747 法人 村山　陽康 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社シモダイラ 東京都台東区下谷三丁目１３番１１号1749 法人 下平　一彦　 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社カマダ工芸 大阪府東大阪市高井田西一丁目１番５号1751 法人 鎌田　和重 令和8年11月9日平成18年11月10日
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株式会社重田工芸 神奈川県藤沢市遠藤７０２番地の１1752 法人 重田　博章 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社メディアセレクト 東京都日野市東豊田一丁目４２番地の６1754 法人 田中　英次郎 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社銀星アド社 東京都千代田区三崎町一丁目４番１９号1755 法人 水野　孝則 令和8年11月9日平成18年11月10日

日本機械工業株式会社 埼玉県川口市並木四丁目８番５号1758 法人 工藤　幸範 令和8年11月9日平成18年11月10日

東京都小平市上水南町３丁目１４番１４－７号1762 個人 八田　治雄鶴企画 令和8年11月9日平成18年11月10日

東京都台東区竜泉３丁目６番１３号1767 個人 曽我　哲弘曽我テント商会 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社オーエスアート 神奈川県厚木市妻田西一丁目２１番２号1774 法人 佐藤　大悟 令和8年11月9日平成18年11月10日

賛光電器産業株式会社 東京都台東区上野七丁目２番８号1775 法人 寺本　欣一治 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社サンシュウ 東京都墨田区菊川二丁目１番３号1776 法人 竹ノ内　久之 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社ジェイ・シー・エス・クリエーティブ 北海道札幌市東区北十二条東九丁目３番１８－
５０４号

1778 法人 宇都宮　純一 令和8年11月9日平成18年11月10日

有限会社アートクラフト 東京都武蔵野市西久保一丁目４９番９号1784 法人 小室　淳一 令和8年11月9日平成18年11月10日

株式会社エダキン 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３２番１号　1786 法人 江田　浩忠 令和8年12月11日平成18年12月12日

株式会社ひかり広告 大阪府守口市藤田町二丁目１番１９号1787 法人 野田　孝悌 令和8年12月11日平成18年12月12日

神奈川県横浜市緑区寺山町６１１番地1790 個人 福本　圭司ケージーコーポ
レーション

令和8年12月11日平成18年12月12日

有限会社ソーワ 東京都足立区花畑二丁目７番１９号1792 法人 橋本　功 令和8年12月11日平成18年12月12日

有限会社三洋ハウス工業 東京都品川区南大井四丁目７番５号1793 法人 中島　実 令和8年12月11日平成18年12月12日

株式会社アコオ 茨城県水戸市谷津町細田１番１２1794 法人 宇都宮　浩 令和8年12月11日平成18年12月12日

茨城県那珂市飯田８０５番地３1797 個人 髙野　勝利髙野サイン 令和8年12月11日平成18年12月12日

有限会社グッデイ 千葉県千葉市中央区花輪町１０６－１1798 法人 渋谷　岳暁 令和8年12月11日平成18年12月12日

イベンタス株式会社 東京都江東区新大橋二丁目１３番１１号1801 法人 飯塚　秋夫 令和8年12月11日平成18年12月12日

株式会社ビコーズ 東京都大田区南馬込一丁目４３番６号1808 法人 坪田　𣳾雄 令和8年12月11日平成18年12月12日

株式会社アドバタイジング創研 東京都港区元赤坂一丁目１番７号1809 法人 曽根　基樹 令和8年12月11日平成18年12月12日

株式会社橋場グランド社 東京都中野区南台五丁目２５番６号1811 法人 榎本　昌弘 令和8年12月11日平成18年12月12日

株式会社アドテック 群馬県高崎市貝沢町９９３番地1815 法人 山崎　和夫 令和8年12月11日平成18年12月12日

有限会社シンエイ 埼玉県川口市東川口二丁目１６番１号1816 法人 神山　勝 令和8年12月11日平成18年12月12日

株式会社アーテック・インターナショナル 東京都港区西麻布二丁目１３番１号1817 法人 長島　哲也 令和8年12月11日平成18年12月12日

株式会社ＫＯＹＡＭＡ 東京都足立区千住緑町一丁目１５番１号1819 法人 小山　竜司 令和8年12月11日平成18年12月12日
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株式会社コヤマ 茨城県古河市平和町１１番７号1823 法人 小山　久雄 令和8年12月11日平成18年12月12日

森ビル株式会社 東京都港区六本木六丁目１０番１号1831 法人 辻󠄀　慎吾 令和8年12月11日平成18年12月12日

有限会社前橋ネオン 群馬県前橋市亀里町４９２番地１1833 法人 佐藤　啓基 令和9年1月14日平成19年1月15日

株式会社ワイズサイン 群馬県伊勢崎市三室町５８０８番地1836 法人 山崎　貴史 令和9年1月14日平成19年1月15日

株式会社マスター 愛知県一宮市北今字定納２７番１1837 法人 佐藤　昌孝 令和9年1月14日平成19年1月15日

株式会社セイストン 埼玉県さいたま市西区大字土屋２１６番地１1839 法人 西田　道正 令和9年1月14日平成19年1月15日

有限会社沖山興業 東京都八丈島八丈町三根１８１番地５1841 法人 小澤　智彦 令和9年1月14日平成19年1月15日

千葉県佐倉市六崎９５５番地１３号1842 個人 福井　俊記新生サイン 令和9年1月14日平成19年1月15日

東京都昭島市福島町１０１４番地５９1843 個人 坂下　登Ｓｉｇｎ　ｂａｓｅ 令和9年1月14日平成19年1月15日

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２1844 法人 早崎　克則 令和9年1月14日平成19年1月15日

株式会社シモヤ 愛知県大府市宮内町四丁目３８１番地1846 法人 下谷　敏博 令和9年1月14日平成19年1月15日

有限会社ホリエ看板店 東京都福生市大字熊川９４１番地８1848 法人 堀江　浩一 令和9年1月14日平成19年1月15日

株式会社京急アドエンタープライズ 神奈川県横浜市西区高島一丁目２番８号1849 法人 上野　賢了 令和9年1月14日平成19年1月15日

有限会社造形意匠雄 東京都日野市日野台二丁目１２番地の３1852 法人 原　雄司 令和9年1月14日平成19年1月15日

株式会社加納ペイント工業 千葉県館山市上真倉１１３８番地1855 法人 佐藤　太一 令和9年1月14日平成19年1月15日

株式会社ノムラデュオ 東京都港区台場二丁目３番５号1856 法人 亀谷　博之 令和9年1月14日平成19年1月15日

株式会社ライトビコー 和歌山県新宮市新宮３４２１番地の５1864 法人 喜多　重雄 令和9年2月8日平成19年2月9日

茨城県稲敷郡美浦村大字興津６４７番地６1868 個人 岡本　修一日電アート社 令和9年2月8日平成19年2月9日

株式会社クラウドポイント 東京都渋谷区渋谷二丁目１６番１号1870 法人 三浦　嚴嗣 令和9年2月8日平成19年2月9日

株式会社日看 東京都北区志茂一丁目３４番２０号1871 法人 矢崎　平 令和9年2月8日平成19年2月9日

株式会社皆成 東京都品川区西五反田三丁目１番１０号1876 法人 福井　満治 令和9年2月8日平成19年2月9日

パシフィックメディア株式会社 東京都港区北青山二丁目１２番１３号　青山ＫＹビル
４階

1877 法人 平　健次 令和9年2月8日平成19年2月9日

有限会社クボタ看板 千葉県船橋市夏見台三丁目２２番１号1885 法人 眞野　弘 令和9年1月14日平成19年1月15日

株式会社ナウ．ハウ．センター 東京都渋谷区笹塚三丁目４４番５号　Ｎ・Ｈ・Ｃビル1887 法人 岡村　秀親 令和9年2月8日平成19年2月9日

株式会社清工舎 千葉県八千代市吉橋１０７５番地５1890 法人 阿合　誠次 令和9年2月8日平成19年2月9日

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番６号　1891 法人 小村　太一 令和9年2月8日平成19年2月9日

日本給食設備株式会社 東京都世田谷区成城八丁目３０番１０号1893 法人 鈴木　雅治 令和9年3月8日平成19年3月9日

株式会社アートランド 群馬県富岡市神成３３２番地１1899 法人 橋爪　敏 令和9年3月8日平成19年3月9日
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株式会社田中美装 神奈川県横浜市都筑区勝田町６８１番地１1900 法人 田中　昭次 令和9年3月8日平成19年3月9日

株式会社ウイット・タカダ 神奈川県川崎市宮前区平五丁目１番４５号1901 法人 秋本　宏次 令和9年3月8日平成19年3月9日

株式会社コーエードー 埼玉県所沢市大字下富１３１９番地の２1902 法人 坂井　崇昌 令和9年3月8日平成19年3月9日

株式会社ティ・エス・シー 埼玉県越谷市増森二丁目５２番地２1903 法人 唐澤　武 令和9年3月8日平成19年3月9日

株式会社ジールアソシエイツ 東京都中央区銀座一丁目１９番７号　1905 法人 永門　大輔 令和9年3月8日平成19年3月9日

株式会社アクタート 宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目２番地の２1910 法人 立花　健二 令和9年3月8日平成19年3月9日

株式会社エルグ 東京都港区浜松町一丁目２番１２号1914 法人 川島　哲人 令和9年3月8日平成19年3月9日

有限会社広宣 千葉県松戸市金ケ作３０５番地の５1915 法人 門口　亮 令和9年4月12日平成19年4月13日

有限会社オグラ企画 東京都清瀬市元町二丁目２３番１号1920 法人 小倉　充　 令和9年4月12日平成19年4月13日

株式会社太陽ネオン 青森県青森市大字油川字柳川８番地１８1923 法人 木浪　徹 令和9年4月12日平成19年4月13日

株式会社デザインアーク 大阪府大阪市西区阿波座一丁目５番１６号1924 法人 辰己　嘉一 令和9年4月12日平成19年4月13日

有限会社エヌ・ツー製作所 埼玉県川口市南前川二丁目２１番１０号－１０４号1931 法人 中山　成春 令和9年4月12日平成19年4月13日

有限会社電広社 東京都葛飾区鎌倉三丁目４９番９号1932 法人 新井　健之 令和9年4月12日平成19年4月13日

朝日電装株式会社 大阪府豊中市穂積二丁目１６番２０号1934 法人 塚脇　義明 令和9年4月12日平成19年4月13日

株式会社つむら工芸 大阪府大阪市西区京町堀二丁目１２番２４号1935 法人 浜田　晋 令和9年4月12日平成19年4月13日

有限会社アートプランニング 神奈川県横浜市南区睦町一丁目１番１１号1938 法人 榊󠄀　篤夫 令和9年4月12日平成19年4月13日

株式会社デサン 埼玉県さいたま市北区大成町四丁目１４０番地1944 法人 藤池　一誠 令和9年4月12日平成19年4月13日

株式会社大宣 大阪府堺市北区東雲東町四丁４番１０号1950 法人 炭本　光輝 令和9年5月10日平成19年5月11日

ＮＳＫ株式会社 東京都千代田区九段南二丁目３番１号1952 法人 新田　斉士 令和9年5月10日平成19年5月11日

コンデックス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目８番地６　第一
古川ビル３Ｆ

1956 法人 井上　浩 令和9年5月10日平成19年5月11日

有限会社ポップボックス 東京都台東区浅草六丁目３４番２号1963 法人 田邉　一二三 令和9年5月10日平成19年5月11日

株式会社ライズコミュニケーションズ 埼玉県草加市氷川町２１２４番地１０1972 法人 釘宮　智司 令和9年6月7日平成19年6月8日

株式会社茜工房 埼玉県さいたま市見沼区大字中川３１１番地の１1973 法人 小山　昭 令和9年6月7日平成19年6月8日

株式会社セイルアップ・ジャパン 千葉県市川市二俣４９７1975 法人 込山　陽 令和9年6月7日平成19年6月8日

株式会社イズ企画 東京都中央区日本橋小舟町９番３号　日本橋相互
ビル　４０３

1976 法人 伊藤直人 令和9年6月7日平成19年6月8日

パナソニックＥＷエンジニアリング株式会社 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号1978 法人 藤井　和夫 令和9年6月7日平成19年6月8日

株式会社内外事業社 東京都中野区中央三丁目９番８号1988 法人 井内　輝行 令和9年6月7日平成19年6月8日
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有限会社フォルム 埼玉県川口市領家一丁目２２番９号1993 法人 栗山　祐之 令和9年6月7日平成19年6月8日

有限会社プログレス 埼玉県川口市大字新堀３２５番地2008 法人 信岡　孝 令和9年7月5日平成19年7月6日

株式会社フジネオン 大阪府堺市堺区楠町三丁４番１２号2009 法人 松本　優 令和9年7月5日平成19年7月6日

株式会社エヌ・エス・ディファクトリー 東京都大田区大森東一丁目７番１０－２０１号2013 法人 川又　信正 令和9年7月5日平成19年7月6日

株式会社メークメリーカンパニー 東京都港区赤坂八丁目５番４０号　ペガサス青山
４１０

2015 法人 牧野　完治 令和9年7月5日平成19年7月6日

東京都世田谷区弦巻１丁目５２番５－３０２号2023 個人 河田　佳浩デクサーＣ＆Ｃ 令和9年8月9日平成19年8月10日

株式会社セイビ堂 茨城県鹿嶋市長栖１８７９番地２０７2024 法人 阿部　慎也 令和9年8月9日平成19年8月10日

株式会社宣興 埼玉県さいたま市大宮区上小町３０４番地の１2026 法人 髙橋　茂 令和9年8月9日平成19年8月10日

株式会社アップスター 東京都港区南青山六丁目１１番１号2027 法人 石井　宜尚 令和9年8月9日平成19年8月10日

株式会社阪神コンテンツリンク 大阪府大阪市北区梅田二丁目４番１３号2028 法人 清水　奨 令和9年8月9日平成19年8月10日

株式会社オオウチ工芸 宮城県仙台市若林区六丁の目元町３番８号2029 法人 大内　信志 令和9年8月9日平成19年8月10日

株式会社輝装 埼玉県川越市大字下小坂４４７番地７2032 法人 三澤　利克 令和9年8月9日平成19年8月10日

株式会社アド秋田 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前８番地８2033 法人 筒井　崇之 令和9年8月9日平成19年8月10日

株式会社精美堂 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１７番地１５2042 法人 竹内　健悟 令和9年8月9日平成19年8月10日

有限会社エヌ・アド 東京都港区赤坂六丁目５番２１号2043 法人 永澤　研児 令和9年8月9日平成19年8月10日

株式会社ワークスサイン 東京都稲城市矢野口２７９６番地の１2045 法人 久世　昌一郎 令和9年9月6日平成19年9月7日

株式会社トモエ 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町1番地１７2047 法人 千原　良一 令和9年9月6日平成19年9月7日

株式会社サンフレックス関東 埼玉県東松山市大字石橋１３７１番地１2048 法人 亀里　哲也 令和9年9月6日平成19年9月7日

東海プラスチックス工業株式会社 岐阜県羽島郡岐南町みやまち一丁目９５番地2053 法人 多葉田　博 令和9年9月6日平成19年9月7日

株式会社コンバートコミュニケーションズ 東京都新宿区市谷仲之町３番１６号2058 法人 竹村　亨 令和9年9月6日平成19年9月7日

ワイズ株式会社 東京都渋谷区桜丘町２９番３５号　渋谷ＤＭ１階2060 法人 深澤　康弘 令和9年9月6日平成19年9月7日

新日本創業株式会社 東京都新宿区若葉一丁目２２番地2062 法人 𠮷田　貢 令和9年10月9日平成19年10月10日

株式会社オミノ 東京都墨田区亀沢二丁目１５番６号2063 法人 小美野　敦士 令和9年10月9日平成19年10月10日

イワキボード株式会社 東京都足立区鹿浜八丁目１９番８号2065 法人 佐藤　隆幸 令和9年10月9日平成19年10月10日

株式会社マスカット 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４６６番地１2067 法人 曽我　清人 令和9年10月9日平成19年10月10日

飛鳥東北株式会社 宮城県名取市高舘熊野堂字飛鳥４７番地の２2068 法人 阿部　直哉 令和9年10月9日平成19年10月10日

有限会社ハイネットコム 東京都荒川区荒川八丁目３番１号１階2071 法人 元　鍾太 令和9年10月9日平成19年10月10日
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株式会社オゼック 東京都世田谷区船橋６－２３－２８　アルカディア戸
枝１０５

2072 法人 青山　幸夫 令和9年10月9日平成19年10月10日

有限会社マーキングシステム 大阪府吹田市江坂町二丁目３番２８号2073 法人 段林　賢二 令和9年10月9日平成19年10月10日

有限会社エイトポイント 東京都江戸川区東小岩一丁目２２番２２号　中村レ
ジデンス１０２

2074 法人 佐藤　哲顕 令和9年10月9日平成19年10月10日

株式会社空想舎 東京都練馬区大泉学園町五丁目２番１８号2079 法人 杉中　正生 令和9年10月9日平成19年10月10日

株式会社広友社 東京都立川市錦町二丁目１番１号　タウンコート立
川５Ｆ

2080 法人 松尾　昭俊 令和9年10月9日平成19年10月10日

有限会社フタバ工芸 埼玉県三郷市谷口５９０番地４2086 法人 荒木　登希夫 令和9年10月9日平成19年10月10日

株式会社ミケランジェロ 大阪府堺市堺区今池町六丁２番１７号2088 法人 香西　良晴 令和9年11月8日平成19年11月9日

トーアン株式会社 福島県郡山市待池台一丁目５５番地３７2095 法人 神事　潤三 令和9年11月8日平成19年11月9日

有限会社エム・エス・コーポレーション 茨城県牛久市女化町７１８番地2096 法人 貝塚　恵美子 令和9年11月8日平成19年11月9日

株式会社エクセル 東京都葛飾区小菅四丁目６番１号2101 法人 江口　賢太郎 令和9年11月8日平成19年11月9日

株式会社美工社 神奈川県横浜市戸塚区小雀町１１４５番地３2103 法人 斎藤　和雄 令和9年11月8日平成19年11月9日

株式会社キャッスル 東京都足立区保木間二丁目２６番８号2113 法人 滝戸　誠 令和9年11月8日平成19年11月9日

株式会社アルス・プログレス 福島県郡山市安積三丁目１３６番地2121 法人 篠崎　拓 令和9年12月6日平成19年12月7日

株式会社若穂製作所 千葉県松戸市小山３８９番地2123 法人 綿内　功一 令和9年12月6日平成19年12月7日

株式会社イールアップ 千葉県船橋市高瀬町６２番地２　Ｂ－３2126 法人 高橋　力 令和9年12月6日平成19年12月7日

株式会社アクティブ 東京都足立区鹿浜七丁目２４番１６号2127 法人 前川　千代 令和9年12月6日平成19年12月7日

関東積水樹脂株式会社 大阪府大阪市北区西天満二丁目４番４号2129 法人 井上　二三男 令和9年12月6日平成19年12月7日

株式会社ハンズ・ハナイ 大阪府大阪市福島区海老江二丁目７番９号2135 法人 花井　敏一 令和9年12月6日平成19年12月7日

株式会社スキルプラカ 東京都足立区足立二丁目４０番１６号2136 法人 山口　千明 令和10年1月10日平成20年1月11日

神奈川県川崎市麻生区上麻生５丁目２番１４－４０１
号

2140 個人 山本　美成山本工芸 令和10年1月10日平成20年1月11日

株式会社エーアイ・アドバタイジング 東京都千代田区九段南三丁目３番２号2142 法人 井上　歩 令和10年1月10日平成20年1月11日

東洋インキエンジニアリング株式会社 東京都中央区京橋二丁目２番１号2149 法人 直井　勲 令和10年1月10日平成20年1月11日

株式会社ユーコム 埼玉県所沢市大字松郷８９番地３５2153 法人 佐藤　將夫 令和10年1月10日平成20年1月11日

イナバインターナショナル株式会社 東京都渋谷区恵比寿西一丁目１０番１１号2156 法人 仁宮　順一 令和10年1月10日平成20年1月11日

新栄不動産ビジネス株式会社 東京都新宿区新宿六丁目２４番１６号2159 法人 新田　昂一 令和10年1月10日平成20年1月11日

株式会社原町サイン 福島県南相馬市原町区北原字巣掛場５６番地の１2161 法人 竹内　久子 令和10年1月10日平成20年1月11日
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株式会社イデア・アート 東京都国立市富士見台二丁目３番地の１2165 法人 山形　俊平 令和10年2月7日平成20年2月8日

有限会社トライアート 福島県いわき市泉町下川字宮ノ下４２番地2171 法人 佐々木　貴生 令和10年2月7日平成20年2月8日

株式会社フォーサイト 東京都新宿区愛住町１２番地　小澤ビル１階2177 法人 仁平　昌宏 令和10年2月7日平成20年2月8日

有限会社エムズウィル 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町４７６７番地　ス
ターレジデンス三ツ境４０４

2183 法人 宮澤　健一 令和10年3月6日平成20年3月7日

株式会社廣和 神奈川県横浜市鶴見区本町通四丁目１７７番地の１2186 法人 末廣　芳和 令和10年3月6日平成20年3月7日

ビッグバン株式会社 東京都新宿区戸山二丁目３３－１０５2192 法人 髙橋　佳嗣 令和10年3月6日平成20年3月7日

東京都府中市栄町３丁目１６番地の１４　　レクセル
マンション西国分寺７０７

2194 個人 橋本　哲三エフワークス 令和10年3月6日平成20年3月7日

株式会社エイト 東京都八王子市明神町三丁目２０番５号　エイトビ
ル

2196 法人 白柳　雅文 令和10年3月6日平成20年3月7日

三井デザインテック株式会社 東京都中央区銀座六丁目１７番１号2199 法人 檜木田　敦 令和10年3月6日平成20年3月7日

株式会社星光 大阪府大阪市天王寺区小橋町４番７号2200 法人 岡村　忠明 令和10年3月6日平成20年3月7日

株式会社美装社 宮城県大崎市古川鶴ケ埣字新江北１６番地2201 法人 狩野　圭 令和10年3月6日平成20年3月7日

株式会社時代屋 東京都江東区東陽三丁目８番６号2206 法人 本間　榮 令和10年3月6日平成20年3月7日

日本美術工芸株式会社 東京都町田市鶴間七丁目２０番１９号2211 法人 村田　修 令和10年4月7日平成20年4月8日

アクティス株式会社 東京都渋谷区恵比寿南一丁目１２番１号　えいしん
会館

2212 法人 山本　雅之 令和10年4月7日平成20年4月8日

株式会社鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号2214 法人 渡津　弘己 令和10年4月7日平成20年4月8日

株式会社メディアサービス 東京都中野区中央三丁目９番８号2219 法人 井内　輝行 令和10年4月7日平成20年4月8日

株式会社メディアワークス 埼玉県入間郡毛呂山町岩井東一丁目１７番地１４2220 法人 澤田　尚吾 令和10年4月7日平成20年4月8日

上毛ネオン株式会社 群馬県富岡市宇田１６１番地１2223 法人 茂木　徹也 令和10年4月7日平成20年4月8日

株式会社プロエスト 東京都港区芝浦三丁目１４番１７号2226 法人 長谷川　晃 令和10年4月7日平成20年4月8日

株式会社インパクト 東京都葛飾区東立石四丁目１２番４号2227 法人 薄井　弘幸 令和10年4月7日平成20年4月8日

株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号2228 法人 佐々木　正人 令和10年4月7日平成20年4月8日

株式会社三協広告 神奈川県川崎市幸区南幸町三丁目１２４番地５2229 法人 谷内　哲也 令和10年4月7日平成20年4月8日

株式会社髙天 大阪府高槻市神内二丁目２１番９号2231 法人 山内　武 令和10年4月7日平成20年4月8日

西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号2234 法人 髙瀨　伸利 令和10年5月8日平成20年5月9日

株式会社丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号2235 法人 吉冨　明 令和10年5月8日平成20年5月9日

株式会社フィールド 埼玉県さいたま市岩槻区大字末田２０３３番地2237 法人 山口　順子 令和10年5月8日平成20年5月9日
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株式会社創広 神奈川県横浜市南区白妙町三丁目３４番８号2240 法人 大籔　敦洋 令和10年5月8日平成20年5月9日

有限会社　光巧芸 埼玉県朝霞市東弁財二丁目5番30号2253 法人 川原田　正子 令和5年6月5日平成20年6月6日

株式会社　エニシック 東京都江戸川区春江町２－１５－２2256 法人 岸根　輝明 令和5年7月7日平成20年7月8日

有限会社　ナンシン工芸 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町356番地2261 法人 山口　一郎 令和5年7月7日平成20年7月8日

株式会社　うりばい 東京都中央区日本橋横山町５番２号ホリーズ日本
橋ビル４階

2262 法人 計良　陽介 令和5年7月7日平成20年7月8日

有限会社　ロードサイン 埼玉県川越市大字渋井930番地12264 法人 河上　英二 令和5年7月7日平成20年7月8日

株式会社　テイクサイン 埼玉県川越市南田島2100番地12265 法人 工藤　雅彦 令和5年7月7日平成20年7月8日

バンウッド　株式会社 東京都足立区六町四丁目2番6号2267 法人 竹林　典 令和5年7月7日平成20年7月8日

株式会社つくし工房 東京都板橋区赤塚三丁目３１番７号2268 法人 星野　照生 令和10年7月7日平成20年7月8日

株式会社　メディアコミット 東京都港区新橋六丁目5番4号2273 法人 村田　正史 令和5年8月7日平成20年8月8日

有限会社　長島巧芸 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘二丁目37番7
号

2276 法人 長島　憲一 令和5年8月7日平成20年8月8日

株式会社　日新 神奈川県相模原市中央区矢部三丁目8番14号2277 法人 村上　由政 令和5年8月7日平成20年8月8日

コーエィ株式会社 群馬県前橋市上小出町一丁目9番地122280 法人 関口　典明 令和5年8月7日平成20年8月8日

株式会社総合広告社 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金８６３番地３４2281 法人 深澤　雅彦 令和5年8月7日平成20年8月8日

有限会社　廣誠社 東京都町田市木曽西３－６－１２2282 法人 湯浅　雅夫 令和5年8月7日平成20年8月8日

有限会社　エーサイン 東京都西東京市下保谷1－10－132284 法人 椎橋　栄三郎 令和5年8月7日平成20年8月8日

アートファイン　株式会社 東京都練馬区平和台３－１０－１４2294 法人 若色　雅文 令和5年9月7日平成20年9月8日

東京都世田谷区喜多見４－３６－１３パルファン
２０３

2296 個人 大竹　一史 令和5年9月7日平成20年9月8日

千葉県船橋市東船橋７－１９－１サザンアメニティ
２０２号

2297 個人 内田　和宏サンレタ 令和5年9月7日平成20年9月8日

株式会社マエガキ 千葉県船橋市潮見町１９番地８2299 法人 髙山　正博 令和5年9月7日平成20年9月8日

株式会社　交通アドセンター 大阪府大阪市西区北堀江1丁目１２－１０2301 法人 岡本　信貴 令和5年9月7日平成20年9月8日

株式会社　オフィス・及川 東京都練馬区関町北五丁目6番24号2306 法人 及川　実 令和5年10月7日平成20年10月8日

株式会社　マネージメントサービス 東京都文京区千石四丁目22番1号2307 法人 寺嶋　賢治 令和5年10月7日平成20年10月8日

有限会社　ピー・スマイル 東京都豊島区南大塚二丁目39番7号2308 法人 影山　喜央 令和5年10月7日平成20年10月8日

株式会社　一夢工房 東京都東久留米市南沢五丁目19番24－907号2314 法人 浦尻　浩一 令和5年10月7日平成20年10月8日

株式会社　サンエー 神奈川県川崎市宮前区宮崎150番地2322 法人 成田　勝則 令和5年10月7日平成20年10月8日
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合資会社　藤間シート装飾 千葉県千葉市中央区富士見二丁目8番11号2324 法人 藤間　健史 令和5年11月9日平成20年11月10日

株式会社　宮内工芸 埼玉県川口市並木一丁目11番30号2325 法人 宮内　哲夫 令和5年11月9日平成20年11月10日

株式会社　未来工房 新潟県新潟市東区竹尾卸新町７５２番地９2328 法人 木村　敬錫 令和5年11月9日平成20年11月10日

株式会社　ネオンサイン看板企画 静岡県静岡市駿河区中島800番地の32331 法人 是永　幸子 令和5年11月9日平成20年11月10日

東京都葛飾区東堀切２－２６－５－３０８カサブラン
ド

2332 個人 菅原　章 令和5年11月9日平成20年11月10日

株式会社エム・ビー・ティ 東京都中央区日本橋箱崎町18番地62334 法人 中別府　博明 令和5年11月9日平成20年11月10日

司産業　株式会社 東京都板橋区前野町二丁目35番16号2335 法人 浅野　衣理奈 令和5年11月9日平成20年11月10日

株式会社　OOHメディア・ソリューション 東京都港区浜松町１－１８－１６住友浜松町ビル１０
階

2339 法人 林　朗子 令和5年11月9日平成20年11月10日

福井県敦賀市疋田15号3番地の62344 個人 戸嶋　良彰 令和5年11月9日平成20年11月10日

株式会社マストキタノ 大阪府大阪市東住吉区住道矢田八丁目1番20号2348 法人 北野　浅太郎 令和5年11月9日平成20年11月10日

有限会社　アクティブサインシステム 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川二丁目9番2号
ミュージアムコートＹ’ｓ10Ｂ号室

2350 法人 高橋　恵 令和5年12月7日平成20年12月8日

東京都墨田区東駒形二丁目2番14号　ラメゾンドウ
フクシマ203

2351 個人 木戸　志朗アースワーク 令和5年12月7日平成20年12月8日

株式会社レンタルのニッケン 東京都千代田区永田町二丁目１４番２号2355 法人 南岡　正剛 令和5年12月7日平成20年12月8日

東京都羽村市双葉町二丁目17番26号2356 個人 角屋　和宏江戸川工芸 令和5年12月7日平成20年12月8日

DECOSIGN東美　株式会社 埼玉県春日部市大畑108番地2359 法人 田中　存威 令和5年12月7日平成20年12月8日

株式会社　若松工芸社 千葉県千葉市若葉区若松町４３３番地の１２2361 法人 小林　一隆 令和5年12月7日平成20年12月8日

株式会社　ライフプランニング 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町1348番地1富士
見ハイツ２０３号

2362 法人 榮　美保 令和5年12月7日平成20年12月8日

株式会社　スペース 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号2367 法人 佐々木　靖浩 令和6年1月12日平成21年1月13日

有限会社　日新工芸 埼玉県さいたま市西区高木天神1432番地2368 法人 須永　総一郎　 令和6年1月12日平成21年1月13日

株式会社　不二電業社 東京都八王子市中野上町二丁目9番7号2371 法人 秋間　勝仁 令和6年1月12日平成21年1月13日

株式会社　オークリンク 東京都中央区日本橋茅場町二丁目17番3号902号
室

2372 法人 大坪　純二 令和6年1月12日平成21年1月13日

株式会社　ダイス 東京都中央区日本橋堀留町一丁目５番１１号2377 法人 山根　憲守 令和6年1月12日平成21年1月13日

有限会社　スタジオビー 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町14番地１2381 法人 髙橋　浩司 令和6年2月8日平成21年2月9日

東京都江東区大島7丁目28番1-1140号2385 個人 鈴木　哲郎イーグル・サイン 令和6年2月8日平成21年2月9日

株式会社　真広社 千葉県千葉市中央区神明町206番18号スタンハイツ
１階

2389 法人 立石　竜太 令和6年2月8日平成21年2月9日
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有限会社　ケイ・オフィス 東京都江戸川区東小岩1-10-7 ラ・リヴェール3052390 法人 小林　達行 令和6年2月8日平成21年2月9日

株式会社　サトペン 千葉県茂原市早野972番地2395 法人 佐藤　順一 令和6年2月8日平成21年2月9日

ビッグ測量設計　株式会社 東京都台東区東上野一丁目２６番８号2398 法人 村田　豊世 令和6年2月8日平成21年2月9日

株式会社　スクラム 東京都中央区日本橋大伝馬町４－１福原ビル３Ｆ2401 法人 佐藤　修一 令和6年3月8日平成21年3月9日

株式会社　コバプロ 東京都足立区綾瀬２－６－２１2402 法人 小林　康行 令和6年3月8日平成21年3月9日

株式会社メディック 東京都中央区築地六丁目１６番１号2406 法人 奥原　東太郎 令和6年3月8日平成21年3月9日

株式会社　SUN-NETWORK 埼玉県富士見市ふじみ野東２－４－３－１０１2409 法人 山下　耕司 令和6年3月8日平成21年3月9日

ココロジック株式会社 千葉県千葉市中央区末広３－６－１３2410 法人 長澤　馨 令和6年3月8日平成21年3月9日

株式会社フィガロ 東京都千代田区五番町２番地１３　林五ビル２F2414 法人 峯岸　康久 令和6年3月8日平成21年3月9日

有限会社　コンピューター工房 大阪府大阪市中央区難波千日前8番22号2415 法人 中邨　義英 令和6年3月8日平成21年3月9日

株式会社　ナカネツ 東京都葛飾区新宿一丁目1番25号2418 法人 山本　忠秋 令和6年3月8日平成21年3月9日

株式会社　オリエント企画 千葉県柏市布施1595番地の22420 法人 嶋田　英明 令和6年4月16日平成21年4月17日

株式会社三光 東京都新宿区山吹町336番1号2425 法人 藤野　俊幸 令和6年4月16日平成21年4月17日

株式会社ホワイトパープル 北海道札幌市白石区流通センター五丁目４番２８号2426 法人 林　昌彦 令和6年4月16日平成21年4月17日

株式会社綜合デザイン 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目４番５号2427 法人 西川　剛 令和6年4月16日平成21年4月17日

神奈川県横浜市港南区下永谷五丁目28番7号2433 個人 石関　孝一ケイ・プランニン
グ

令和6年4月16日平成21年4月17日

株式会社　ヒロタ 東京都世田谷区代田５－１０－６2434 法人 諏訪　忠 令和6年4月16日平成21年4月17日

株式会社　ラ・テック 静岡県静岡市葵区千代田七丁目１番10号2438 法人 斎藤　昭 令和6年4月16日平成21年4月17日

プレマックス　株式会社 東京都東村山市栄町三丁目10番地２－５０１2440 法人 関根　博 令和6年5月12日平成21年5月13日

株式会社　広立 香川県三豊市豊中町笠田笠岡3185番地62441 法人 國土　和彦 令和6年5月12日平成21年5月13日

有限会社　彩光 茨城県つくば市小野川14番地の342444 法人 髙栁　光三 令和6年5月12日平成21年5月13日

株式会社　イーグル産業 埼玉県川越市的場一丁目26番地82445 法人 深田　順市 令和6年5月12日平成21年5月13日

有限会社　セットアップ 東京都千代田区神田小川町三丁目７番地５　VORT
神保町４F

2447 法人 大久保　勇 令和6年5月12日平成21年5月13日

株式会社　アド南海 大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号2449 法人 佃　吉朗 令和6年5月12日平成21年5月13日

株式会社　エス・ヴィジョン 東京都港区高輪二丁目14番17号グレイス高輪ビル
9Ｆ

2451 法人 宍戸　達彦 令和6年5月12日平成21年5月13日

株式会社栄信社 神奈川県海老名市東柏ケ谷二丁目11番1号2452 法人 髙橋　優 令和6年5月12日平成21年5月13日

株式会社　光工芸社 埼玉県さいたま市緑区大字大間木7３５番地12454 法人 池田　秀弘 令和6年6月9日平成21年6月10日
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株式会社電通パブリックリレーションズ 東京都港区東新橋一丁目５番２号2455 法人 牧口　征弘 令和6年6月9日平成21年6月10日

イーノックス　株式会社 東京都江戸川区松本二丁目２４番１号2458 法人 中川　浩一 令和6年6月9日平成21年6月10日

有限会社　ビジュアル・ワークス 神奈川県横浜市瀬谷区本郷一丁目52番地62459 法人 瀬戸口　義之 令和6年6月9日平成21年6月10日

株式会社　柏工芸 東京都新宿区西新宿七丁目19番15号2463 法人 川口　梢 令和6年6月9日平成21年6月10日

株式会社　ケイ・ファクトリー 東京都中央区新川１－３－１０2465 法人 根岸　秀明 令和6年6月9日平成21年6月10日

株式会社　フラッグスビジョン 東京都新宿区新宿三丁目36番5号2466 法人 水吉　英雄 令和6年7月9日平成21年7月10日

有限会社　スマートブレイン 千葉県千葉市中央区川戸町506番地2468 法人 馬瀬口　稔啓 令和6年7月9日平成21年7月10日

有限会社　アートＹＭＤ 東京都西東京市向台町５－５－４８2469 法人 山田　佐 令和6年7月9日平成21年7月10日

株式会社　サインズＦａｃｔｏｒｙ 東京都台東区浅草橋三丁目32番1号2471 法人 伊藤　昌治 令和6年7月9日平成21年7月10日

株式会社　アートプランニング 東京都東久留米市滝山六丁目３番１０－４０４号2474 法人 山岸　毅 令和6年7月9日平成21年7月10日

東京都江戸川区一之江3丁目1番6号2476 個人 柳澤　克行 令和6年7月9日平成21年7月10日

株式会社　ディーピーエム 大阪府摂津市南別府町3番11号2477 法人 松下　直樹 令和6年7月9日平成21年7月10日

株式会社　アルセス 東京都渋谷区恵比寿西一丁目７番１５号2480 法人 和田　欣也 令和6年8月9日平成21年8月10日

株式会社　ジュペット 東京都大田区石川町二丁目29番6号2483 法人 斎藤　大 令和6年8月9日平成21年8月10日

株式会社アドセラ 東京都板橋区熊野町２７番１号2485 法人 三村　紀子 令和6年8月9日平成21年8月10日

株式会社　和光 東京都調布市深大寺北町六丁目36番地42486 法人 松本　健治 令和6年8月9日平成21年8月10日

株式会社　アデスト 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

2487 法人 鈴木　誠 令和6年8月9日平成21年8月10日

リーガルボード　株式会社 埼玉県草加市氷川町２１０４－１エンゼルビル５Ｆ2488 法人 速水　直生 令和6年9月9日平成21年9月10日

有限会社　エスエーティー 東京都文京区本郷三丁目11番9号2492 法人 戸塚　一夫 令和6年9月9日平成21年9月10日

オーテック　株式会社 東京都渋谷区道玄坂二丁目18番11-6062494 法人 森　輝宇 令和6年9月9日平成21年9月10日

アステックス株式会社 東京都台東区駒形一丁目４番１８号2495 法人 緑川　忠男 令和6年9月9日平成21年9月10日

有限会社　ビーブレス 神奈川県川崎市麻生区東百合丘4－46－72497 法人 廣岡　史彦 令和6年9月9日平成21年9月10日

株式会社　アドササオ 東京都千代田区神田須田町二丁目７番１号2500 法人 笹尾　大 令和6年9月9日平成21年9月10日

株式会社　葵桜計画 東京都足立区東綾瀬一丁目１５番９号2501 法人 千葉　美保 令和6年9月9日平成21年9月10日

有限会社　ツチキン 東京都豊島区西池袋一丁目2番11号2502 法人 平山　智邦 令和6年10月8日平成21年10月9日

株式会社　イマジン 京都府京都市右京区西京極東大丸町２６－１2503 法人 井上　正佳 令和6年10月8日平成21年10月9日

株式会社　ＪＭ 東京都千代田区二番町３番地2505 法人 大竹　弘孝 令和6年10月8日平成21年10月9日

有限会社　和崎工芸 東京都杉並区高円寺南三丁目12番15号2507 法人 和﨑　辰哉 令和6年10月8日平成21年10月9日
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株式会社　英建 東京都渋谷区桜丘町30番4号アジアビル４０１2512 法人 阿部　英司 令和6年10月8日平成21年10月9日

株式会社ラボラトリオ 東京都港区高輪四丁目２３番４号高輪サンハイツ
１００１

2513 法人 唐澤　崇司 令和6年10月8日平成21年10月9日

有限会社　タカヤマ 東京都板橋区徳丸六丁目22番8号2518 法人 高山　裕司 令和6年10月8日平成21年10月9日

株式会社　藤木工務店 大阪府大阪市中央区備後町一丁目7番10号2520 法人 藤木　玄三 令和6年10月8日平成21年10月9日

株式会社　日本道路案内標識 愛知県豊川市八幡町足洗20番地2526 法人 上田　寛明 令和6年10月8日平成21年10月9日

株式会社　ワンセット 東京都練馬区北町三丁目13番32号2527 法人 佐藤　健一 令和6年10月8日平成21年10月9日

株式会社新興機材 東京都中央区新富一丁目１２番７号　新富HJ　ビル2531 法人 佐藤　春徳 令和6年11月9日平成21年11月10日

株式会社　スペース90ジャパン 東京都江東区東雲１－９－３１－２０１１2536 法人 佐藤　光洋 令和6年11月9日平成21年11月10日

株式会社　フクフクサービス 埼玉県新座市堀ノ内三丁目9番33号2539 法人 福田　直人 令和6年11月9日平成21年11月10日

東武商事　株式会社 東京都墨田区向島一丁目３３番１２号2541 法人 伊藤　正明 令和6年11月9日平成21年11月10日

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番地の２2542 法人 渡邊　康典 令和6年11月9日平成21年11月10日

有限会社　ナグ 東京都江戸川区松島一丁目18番13号2545 法人 内田　斉良 令和6年12月9日平成21年12月10日

三共ディスプレイ　株式会社 広島県廿日市市木材港北7番17号2546 法人 孝野　真也 令和6年12月9日平成21年12月10日

株式会社　PLUSVISION 東京都中央区新富１-９－４　ファンデックス銀座６F2549 法人 横倉　崇 令和6年12月9日平成21年12月10日

株式会社　アクセア 東京都千代田区麹町二丁目４番地１１2554 法人 吉田　忠司 令和6年12月9日平成21年12月10日

株式会社　HIT'S-V 大阪府東大阪市長田中五丁目1番19号2557 法人 荒木　竜二 令和7年1月11日平成22年1月12日

プラスマインド　株式会社 東京都国立市富士見台二丁目14番2号2558 法人 前田　昌文 令和7年1月11日平成22年1月12日

有限会社　いがらしサイン 栃木県日光市猪倉934番地352560 法人 五十嵐　朝信 令和7年1月11日平成22年1月12日

株式会社　ココプラス 東京都板橋区向原一丁目8番16号2563 法人 守屋　京太郎 令和7年1月11日平成22年1月12日

株式会社　四釜製作所 東京都荒川区西尾久七丁目16番12号2565 法人 四釜　裕和 令和7年1月11日平成22年1月12日

株式会社小田急エージェンシー 東京都渋谷区代々木二丁目２８番１２号2566 法人 山口　淳 令和7年1月11日平成22年1月12日

有限会社　エヌ・サイン・プロジェクト 神奈川県相模原市中央区光が丘二丁目１４番７号2568 法人 長屋　嚴 令和7年2月9日平成22年2月10日

フジ建装　株式会社 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町12番7号2571 法人 齋藤　亘 令和7年2月9日平成22年2月10日

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二丁目4番10号2574 法人 細野　由樹 令和7年2月9日平成22年2月10日

斗南電装　株式会社 大阪府堺市北区船堂町二丁２番２号2575 法人 杉田　和士 令和7年2月9日平成22年2月10日

株式会社　小池エンタープライズ 東京都世田谷区鎌田四丁目1番9号2579 法人 小池　　隆輔 令和7年2月9日平成22年2月10日

株式会社　セントラルプロフィックス 東京都中央区湊三丁目1番13号2580 法人 田畠　義之 令和7年2月9日平成22年2月10日

株式会社大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号2581 法人 蓮輪　賢治 令和7年2月9日平成22年2月10日

37 ページ現在令和5年5月1日



法　　人　　名 登　録　者　住　所番号 分類 初　回　登　録　日代表者・個人名屋　　号　　名 有　効　期　限

株式会社　ジェット企画 東京都渋谷区宇田川町12番3－1101号2584 法人 尾薗　勇一 令和7年3月9日平成22年3月10日

株式会社　タイムビジュアル 神奈川県相模原市南区若松五丁目5番12号2586 法人 嶋野　利幸 令和7年3月9日平成22年3月10日

有限会社　大樹工業 茨城県水戸市鯉淵町4375番地2587 法人 添田　賢樹 令和7年3月9日平成22年3月10日

東京都東村山市秋津町4丁目2番地72592 個人 肥沼　理あきつ看板 令和7年3月9日平成22年3月10日

東京都立川市錦町2丁目12番32号2593 個人 武石　慎吾たけれぷらす 令和7年3月9日平成22年3月10日

株式会社　タムラコーポレーション 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１５番５号１５番館
８F

2598 法人 岡　一郎 令和7年3月9日平成22年3月10日

株式会社　サイン工房大野屋 東京都羽村市川崎三丁目6番9号2602 法人 大野　治男 令和7年4月8日平成22年4月9日

東京都東村山市久米川町1丁目23番地９2604 個人 後藤　昌男ゴトー工芸 令和7年4月8日平成22年4月9日

有限会社　シー・サイン 神奈川県海老名市杉久保北四丁目７－８2607 法人 島村　和男 令和7年4月8日平成22年4月9日

岩﨑工芸　株式会社 東京都福生市加美平一丁目27番地９2609 法人 岩﨑　澄雄 令和7年4月8日平成22年4月9日

株式会社船場 東京都港区芝浦一丁目２番３号2610 法人 八嶋　大輔 令和7年4月8日平成22年4月9日

株式会社　サインボードエキスプレス 東京都中央区新富二丁目12番6号新幸ビル４階2611 法人 荘司　健一 令和7年4月8日平成22年4月9日

株式会社　日本都市 千葉県船橋市藤原六丁目23番3号2612 法人 大原　俊弘 令和7年5月9日平成22年5月10日

東京都目黒区洗足１－２８－９　洗足１９９０ヒルズ
２０３

2614 個人 植村　成藤 令和7年9月30日平成22年5月10日

プリンテック　株式会社 東京都板橋区本町23番23号2616 法人 三木　力雄 令和7年9月30日平成22年5月10日

日本メックス株式会社 東京都中央区入船三丁目６番３号2618 法人 臼井　賢 令和7年5月9日平成22年5月10日

株式会社　ハイズ 東京都台東区小島１－１８－７　ツカサビル2620 法人 辻村　栄光 令和7年9月30日平成22年6月10日

nks株式会社 東京都足立区扇１丁目１０番７号2626 法人 木下　幸久 令和7年9月30日平成22年7月9日

東京都西東京市下保谷２丁目１番１９号2627 個人 中島　聡看板のニッセン 令和7年9月30日平成22年7月9日

株式会社クリエイティブランド 埼玉県戸田市笹目四丁目34番地の１４2628 法人 奥田　一豊 令和7年9月30日平成22年7月9日

有限会社エス・エス・ピー 神奈川県茅ヶ崎市中島1212番地１０2630 法人 鈴木　健 令和7年9月30日平成22年7月9日

株式会社デザインラボ 岐阜県各務原市川島小網町2146番地の４２2631 法人 苅谷　伊 令和7年9月30日平成22年7月9日

金井大道具株式会社 東京都中央区新富二丁目8番1号2637 法人 金井　隆志 令和7年9月30日平成22年8月6日

株式会社アド・ボード 東京都品川区東大井六丁目2番20号小島ﾋﾞﾙ２階2639 法人 磯貝　健治 令和7年9月30日平成22年8月6日

豊通ファシリティーズ株式会社 愛知県名古屋市名東区本郷三丁目１６２番地2640 法人 浅黄　栄一 令和7年9月30日平成22年8月6日

株式会社フシキ 神奈川県川崎市宮前区水沢二丁目3番23号2646 法人 伏木　賢太郎 令和7年9月30日平成22年9月10日

株式会社　ラボ東京 東京都千代田区麹町三丁目2番地12649 法人 加藤　秀男 令和7年9月30日平成22年9月10日
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株式会社アドコモンズ 東京都江東区住吉一丁目4番6号2655 法人 安西　秀三 令和7年10月11日平成22年10月12日

有限会社小松工業企画 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町１０番地１０２2656 法人 遠藤　一紀 令和7年10月11日平成22年10月12日

株式会社明工ワーク 東京都板橋区新河岸二丁目２１番１３号2657 法人 川口　明 令和7年10月11日平成22年10月12日

株式会社小林商店 東京都青梅市仲町３１８番地2658 法人 小林　甲子夫 令和7年10月11日平成22年10月12日

茨城県鹿嶋市平井１３２８番地４2662 個人 菅原　亨スガワラ美創社 令和7年10月11日平成22年10月12日

茨城県常総市水海道元町3421番地2664 個人 石塚　旭男山忠 令和7年10月11日平成22年10月12日

株式会社サンエイ企画 東京都新宿区四谷本塩町８番２号2665 法人 武井　圭介 令和7年10月11日平成22年10月12日

株式会社サインクラフト 群馬県渋川市石原1462番地３2668 法人 南川　英雄 令和7年10月11日平成22年10月12日

株式会社アルティア 東京都港区赤坂六丁目１９番５２号１０２号室2670 法人 吉田　章司 令和7年10月11日平成22年10月12日

株式会社ＫＨＲ 埼玉県草加市青柳三丁目６番８号2671 法人 木村　至宏 令和7年10月11日平成22年10月12日

株式会社TSプランニング 東京都目黒区下目黒二丁目２１番２８号2679 法人 西田　和豊 令和7年11月9日平成22年11月10日

有限会社オクト 静岡県浜松市北区三方原町１７０８番地の４2683 法人 柴田　靖文 令和7年11月9日平成22年11月10日

埼玉県所沢市大字松郷７２番地の１７2684 個人 塩崎　克行 令和7年12月9日平成22年12月10日

株式会社ライティングサービス 埼玉県春日部市牛島７９９番地７2685 法人 山﨑　孝行 令和7年12月9日平成22年12月10日

株式会社近創 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５番１号2686 法人 速水　良照 令和7年12月9日平成22年12月10日

有限会社アート･メディコム 東京都江東区永代１－６－７－２０１2687 法人 中西　敏彦 令和7年12月9日平成22年12月10日

有限会社ハート 神奈川県平塚市公所１９２番地１2693 法人 林　明義 令和7年12月9日平成22年12月10日

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番２号2697 法人 濵田　和成 令和7年12月9日平成22年12月10日

テン工業株式会社 大阪府大阪市港区波除二丁目７番２３号2699 法人 古庄　雄二 令和8年1月10日平成23年1月11日

株式会社大橙社 滋賀県東近江市五個荘石塚町２０２番地2702 法人 北川　勝英 令和8年1月10日平成23年1月11日

千葉県市川市大野町４丁目２２４８番地４2704 個人 時田　清すぎなみ工房 令和8年1月10日平成23年1月11日

株式会社キアラ 東京都港区六本木二丁目２番６号　福吉町ビル６Ｆ2705 法人 甲斐　昭仁 令和8年1月10日平成23年1月11日

株式会社アドスター 大阪府大阪市平野区長吉川辺二丁目３番８号2706 法人 長谷川　義則 令和8年2月9日平成23年2月10日

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2707 法人 大戸　國男 令和8年2月9日平成23年2月10日

有限会社ヴァリュー 東京都台東区東上野三丁目１０番４号2708 法人 下田　広幸 令和8年2月9日平成23年2月10日

有限会社河原テント 東京都葛飾区亀有二丁目２３番１２号2709 法人 河原　武司 令和8年2月9日平成23年2月10日

宣研ロジエ株式会社 福岡県北九州市小倉北区若富士町７番２６号３０１2710 法人 冨居　公泰 令和8年2月9日平成23年2月10日

株式会社ケシオン 兵庫県宝塚市美座二丁目１３番２号2713 法人 高山　健一 令和8年2月9日平成23年2月10日
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株式会社共立 東京都渋谷区代々木五丁目４０番１３号2715 法人 太田　芳男 令和8年2月9日平成23年2月10日

株式会社キクテック 愛知県名古屋市南区加福本通一丁目２６番地2717 法人 新美　政衛 令和8年2月9日平成23年2月10日

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

2718 法人 大森　健太郎 令和8年2月9日平成23年2月10日

株式会社創輝社 静岡県静岡市清水区鳥坂１１４８番地１2720 法人 峰　和也 令和8年2月9日平成23年2月10日

株式会社ルーツ 東京都中央区日本橋小網町１番４号2721 法人 竹内　耕太郎 令和8年2月9日平成23年2月10日

株式会社ライザー 東京都八王子市北野町８３番地７2722 法人 小谷　智 令和8年2月9日平成23年2月10日

株式会社チヤールスジヤパン 東京都荒川区西日暮里六丁目４７番２号2724 法人 小沢　達欣 令和8年3月9日平成23年3月10日

有限会社日本広研 東京都荒川区荒川二丁目６番３号2725 法人 松井　潤 令和8年3月9日平成23年3月10日

株式会社マッシュ 大阪府大阪市北区豊崎五丁目６番１０号2726 法人 間藤　芳樹 令和8年3月9日平成23年3月10日

株式会社日交 東京都新宿区箪笥町３４番地2727 法人 中村　晃 令和8年3月9日平成23年3月10日

株式会社ウチダテクノ 東京都中央区新川一丁目１０番１４号2729 法人 五木田　行男 令和8年3月9日平成23年3月10日

シンヨーネオン電気株式会社 愛知県名古屋市西区砂原町２２４番地2731 法人 國定　親 令和8年3月9日平成23年3月10日

株式会社緑工房 東京都板橋区赤塚四丁目３９番２２2734 法人 高橋　邦道 令和8年3月9日平成23年3月10日

有限会社ギガ・デザイン・プロモーション 大阪府大阪市東成区玉津二丁目１番１１号2737 法人 野神　晋一 令和8年3月9日平成23年3月10日

株式会社アズサ 新潟県三条市西潟３０番７号2742 法人 横木　宏幸 令和8年3月9日平成23年3月10日

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ 東京都港区赤坂九丁目７番１号2745 法人 志田　忠彦 令和8年3月9日平成23年3月10日

有限会社クラシック美巧 東京都江東区平野一丁目３番２号2747 法人 平野　孝夫 令和8年3月9日平成23年3月10日

有限会社アート日商 東京都西東京市保谷町六丁目１０番１０号　アートビ
ル１Ｆ

2749 法人 大塚　和子 令和8年3月9日平成23年3月10日

株式会社光洋 東京都中央区新川一丁目３番１０号2750 法人 根岸　秀明 令和8年4月11日平成23年4月12日

株式会社アドニック 大阪府大阪市中央区瓦町四丁目４番７号2751 法人 藤田　治 令和8年4月11日平成23年4月12日

株式会社サンコー造型 宮城県仙台市若林区蒲町東１０番地の１５2752 法人 山田　直幸 令和8年4月11日平成23年4月12日

株式会社ソーシン 千葉県千葉市若葉区みつわ台五丁目３３番２号2754 法人 石川　和人 令和8年4月11日平成23年4月12日

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番地2757 法人 杉浦　大助 令和8年4月11日平成23年4月12日

株式会社アスカ 神奈川県伊勢原市東成瀬１８番地の２０2760 法人 飛鳥田　博司 令和8年4月11日平成23年4月12日

株式会社美巧社 東京都青梅市新町七丁目３６番地の１２2761 法人 秋山　喬 令和8年4月11日平成23年4月12日

株式会社コーエー 茨城県取手市清水７４７番地2764 法人 菅谷　和雄 令和8年4月11日平成23年4月12日

有限会社レタークリエイト 東京都足立区鹿浜八丁目１番１号2766 法人 福山　幾久男 令和8年4月11日平成23年4月12日
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東京都八王子市大楽寺町１７０番地１４2768 個人 梅野　周一フィールド 令和8年4月11日平成23年4月12日

株式会社グリーンクロス 福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号2769 法人 久保　孝二 令和8年4月11日平成23年4月12日

株式会社チョウエイハンズ 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６番１号　仙台
第一生命タワービルディング１５階

2772 法人 徳村　有聡 令和8年4月11日平成23年4月12日

株式会社キャット・ハンズ 千葉県木更津市太田四丁目８番１８号2774 法人 助森　眞也 令和8年5月12日平成23年5月13日

有限会社幸宣社 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町二丁目２４３番
地

2776 法人 小野　宣幸 令和8年5月12日平成23年5月13日

彩希株式会社 大阪府箕面市森町中一丁目４番２１号2777 法人 深田　勝 令和8年5月12日平成23年5月13日

株式会社近宣 大阪府大阪市北区西天満六丁目２番１７号2778 法人 清水　勇宏 令和8年5月12日平成23年5月13日

株式会社ドゥーアドバタイジング 東京都港区芝浦二丁目１３番６号2783 法人 進藤　正文 令和8年5月12日平成23年5月13日

アオヤマエンタープライズ有限会社 神奈川県川崎市麻生区下麻生三丁目３９番２２号2784 法人 青山　靖男 令和8年5月12日平成23年5月13日

株式会社スペースアートデザイン 東京都練馬区中村北一丁目１１番６－２３０７号2785 法人 富岡　祥一 令和8年5月12日平成23年5月13日

株式会社コーウェル 東京都豊島区北大塚二丁目２０番４号2787 法人 宮本　健治 令和8年5月12日平成23年5月13日

東京都中央区銀座３丁目４番５号2788 個人 中山　秀介 令和8年5月12日平成23年5月13日

有限会社彩進社 東京都立川市砂川町六丁目９番地の１２号2789 法人 岩﨑　淳一 令和8年5月12日平成23年5月13日

株式会社アートプランニング 長野県松本市大字笹賀５６５２－１１９2791 法人 前田　福広 令和8年5月12日平成23年5月13日

ＧＣストーリー株式会社 東京都江東区木場六丁目４番２号　ＫＩビル2792 法人 西坂　勇人 令和8年5月12日平成23年5月13日

千葉県習志野市新栄１丁目２番１４号2795 個人 長尾　伸也ニコニコサイン 令和8年6月12日平成23年6月13日

株式会社泉建築設計事務所 東京都江東区牡丹一丁目９番１－２０１号2796 法人 菊池　光男 令和8年6月12日平成23年6月13日

有限会社江連サイン 茨城県筑西市伊讃美６４７番地2797 法人 江連　行雄 令和8年6月12日平成23年6月13日

有限会社デンダ工芸 埼玉県狭山市水野４８６番地の３2799 法人 上園　正和 令和8年6月12日平成23年6月13日

Ｄｅｓｉｇｎ・親方株式会社 東京都港区芝浦三丁目１０番６号2800 法人 笠原　絵美 令和8年6月12日平成23年6月13日

ココ・デザイン株式会社 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷一丁目３番地１０2801 法人 上遠野　信也 令和8年7月11日平成23年7月12日

神奈川県大和市下鶴間２２番地１３2804 個人 森　逸郎モリキリンアート
クラフト

令和8年7月11日平成23年7月12日

神奈川県川崎市多摩区菅馬場２丁目１４番２０号　
エクセル稲田３０２

2805 個人 秋山　敦屋外広告　アキ
ヤマ

令和8年7月11日平成23年7月12日

有限会社ヤママン山田建業 宮城県仙台市若林区荒浜字中堀南２番地の２2806 法人 山田　萬一 令和8年7月11日平成23年7月12日

有限会社工芸社ナガサキ 神奈川県横浜市都筑区川和町１５１５番地４2808 法人 長崎　勝利 令和8年7月11日平成23年7月12日

株式会社ホクト企画 神奈川県横浜市青葉区藤が丘一丁目１６番３２号2812 法人 宇都　正人 令和8年8月11日平成23年8月12日
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東京都世田谷区南烏山２丁目１５番３号　烏山グ
リーンハイムＢ

2813 個人 石川　博之アトリエ　ヒロ 令和8年8月11日平成23年8月12日

有限会社中央美工 東京都練馬区春日町四丁目３１番１３号2817 法人 阿部　英人 令和8年8月11日平成23年8月12日

東京都府中市新町１丁目４９番地の１１2818 個人 桜井　正浩桜井工芸 令和8年8月11日平成23年8月12日

桜井株式会社 東京都台東区池之端一丁目２番１８号2820 法人 佐瀬　和彦 令和8年8月11日平成23年8月12日

株式会社グッドフェロー 東京都日野市大字日野７７７３番地の５５９2825 法人 鈴木　英晴 令和8年9月11日平成23年9月12日

株式会社広報企画社 茨城県石岡市東大橋３１５７番地８2826 法人 立川　英樹 令和8年9月11日平成23年9月12日

東京都八丈島八丈町大賀郷６１９６番地２３2828 個人 長谷川　眞人 令和8年9月11日平成23年9月12日

株式会社アビヤント 東京都墨田区立花二丁目２３番１２号　鹿倉ビル
１０１

2831 法人 老川　徹 令和8年9月11日平成23年9月12日

有限会社向陽アート 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町２５番地１-
４２４

2833 法人 梶原　浩幸 令和8年9月11日平成23年9月12日

東京都府中市四谷２丁目３０番地の７2835 個人 土井　三枝子聖泉堂　ドイ看板
店

令和8年9月11日平成23年9月12日

株式会社シュウコウ 東京都調布市深大寺東町三丁目２４番地２2837 法人 石橋　誠 令和8年9月11日平成23年9月12日

株式会社ワイズプランニング 神奈川県横浜市神奈川区入江二丁目４番１８号2839 法人 山﨑　和寿 令和8年9月11日平成23年9月12日

株式会社麻生徽章 東京都多摩市落合六丁目９番地１2841 法人 麻生　壮久 令和8年9月11日平成23年9月12日

株式会社アドプラネット 東京都千代田区西神田三丁目５番３号2843 法人 川上　惠美子 令和8年10月10日平成23年10月11日

株式会社ゲインコーポレーション 東京都板橋区大山金井町１６番７号　アップワードビ
ル６Ｆ

2844 法人 宮下　健一 令和8年10月10日平成23年10月11日

株式会社グラフィックス・シード 東京都品川区西品川三丁目９番１２号2846 法人 中西　丈弥 令和8年10月10日平成23年10月11日

株式会社アドクロス 富山県高岡市立野５７１番地１2848 法人 八木　治 令和8年10月10日平成23年10月11日

千葉県松戸市上本郷３７０７番地　ラフィーヌ・スクエ
ア２０３号

2849 個人 五十嵐　健一イガラシ 令和8年10月10日平成23年10月11日

有限会社山文 東京都武蔵野市西久保一丁目１番１１号2850 法人 小林　文蔵 令和8年10月10日平成23年10月11日

株式会社アルファネット 東京都中央区築地三丁目７番１０号　ＪＳ築地ビル５
Ｆ

2851 法人 菅野　慎太郎 令和8年10月10日平成23年10月11日

株式会社広宣ヒューマンボイス 東京都台東区駒形二丁目１番１８号2853 法人 上田　寛 令和8年10月10日平成23年10月11日

株式会社ツルーサービス 埼玉県さいたま市見沼区大字中川１１３番地１０2854 法人 櫻井　直哉 令和8年10月10日平成23年10月11日

株式会社サインズ 宮城県仙台市若林区六丁の目北町４番５７号2855 法人 大場　広志 令和8年10月10日平成23年10月11日

ＮＴＴアーバンバリューサポート株式会社 東京都港区芝浦三丁目４番１号2856 法人 北村　美樹浩 令和8年10月10日平成23年10月11日

有限会社コスモネオン 東京都小平市仲町４３９番地の６2857 法人 齋藤　四郎 令和8年10月10日平成23年10月11日
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有限会社川崎製作所 千葉県千葉市花見川区天戸町１３２９番地2858 法人 川崎　實 令和8年10月10日平成23年10月11日

埼玉県越谷市大字大杉７１２番地１2859 個人 小谷中　実サンクラフト 令和8年10月10日平成23年10月11日

敦井産業株式会社 新潟県新潟市中央区下大川前通四ノ町２２３０番地
１２

2861 法人 敦井　一友 令和8年10月10日平成23年10月11日

有限会社美広 千葉県千葉市若葉区若松町３６１番地８2862 法人 中野　聖子 令和8年10月10日平成23年10月11日

株式会社駒匠 埼玉県戸田市氷川町一丁目２番２３号2864 法人 駒﨑　裕二 令和8年10月10日平成23年10月11日

株式会社ビーエルシー 神奈川県川崎市多摩区生田七丁目１番１号２Ｆ2865 法人 甲斐　正彦 令和8年10月10日平成23年10月11日

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３2866 法人 吉田　拓史 令和8年10月10日平成23年10月11日

株式会社アドベル　 神奈川県平塚市八重咲町６番１８号2867 法人 福原　賢浩 令和8年10月10日平成23年10月11日

スタッフナインハット株式会社 東京都中央区銀座三丁目１４番１６号　第２ミズホビ
ル

2868 法人 堀田　誠 令和8年10月10日平成23年10月11日

株式会社池田工芸 東京都足立区関原二丁目２２番４号2869 法人 池田　浩二 令和8年11月9日平成23年11月10日

株式会社キッズプロモーション 東京都新宿区高田馬場一丁目１６番３０号2870 法人 木津　昭仁 令和8年11月9日平成23年11月10日

有限会社宝樹 埼玉県越谷市平方７９７－１2872 法人 岩元　孝仁 令和8年11月9日平成23年11月10日

ヴｲズ株式会社 東京都中央区新富二丁目２番３号　トミオハイツ2873 法人 村田　佳久 令和8年11月9日平成23年11月10日

株式会社宣巧社 栃木県足利市福居町１７２８番地１2874 法人 長井　宏 令和8年11月9日平成23年11月10日

東京リスマチック株式会社 東京都千代田区内神田二丁目１４番６号2878 法人 寺澤　眞一 令和8年11月9日平成23年11月10日

株式会社白英社 茨城県水戸市大町二丁目３番２号2880 法人 坂場　英利 令和8年11月9日平成23年11月10日

日本街路灯製造株式会社 愛知県名古屋市熱田区五本松町１番８号2881 法人 後藤　潤一郎 令和8年11月9日平成23年11月10日

株式会社ＮＫＫ 東京都千代田区神田須田町二丁目１９番地2882 法人 後藤　和夫 令和8年11月9日平成23年11月10日

株式会社日本電装 大阪府大阪市中央区上汐二丁目６番２３号2883 法人 道祖　健吾 令和8年11月9日平成23年11月10日

株式会社グローアップ 大阪府門真市岸和田二丁目１７番２９号2887 法人 安田　照彦 令和8年11月9日平成23年11月10日

株式会社マイクロン 東京都新宿区新宿五丁目５番３号2888 法人 日暮　知明 令和8年11月9日平成23年11月10日

株式会社エイシンプランニング 東京都渋谷区渋谷二丁目６番１１号2890 法人 斎藤　結奈 令和8年11月9日平成23年11月10日

アフィックス株式会社 東京都板橋区板橋一丁目１０番９号2899 法人 大島　隆夫 令和8年12月11日平成23年12月12日

株式会社サンワプランニング 群馬県伊勢崎市馬見塚町５３３番地１2904 法人 久保木　雅彦 令和8年12月11日平成23年12月12日

アクティヴサインシステム株式会社 東京都足立区保木間一丁目２３番６号2906 法人 橋本　和久 令和8年12月11日平成23年12月12日

株式会社東急エージェンシー 東京都港区西新橋一丁目１番１号　日比谷フォート
タワー

2910 法人 澁谷　尚幸 令和8年12月11日平成23年12月12日

株式会社誠広 埼玉県富士見市水谷東二丁目２８番９号2911 法人 佐々木　力男 令和9年1月12日平成24年1月13日
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株式会社ティーケーワン 埼玉県春日部市内牧４１４２番１2912 法人 田野　浩 令和9年1月12日平成24年1月13日

株式会社アドポイント 千葉県市川市新田一丁目５番１１号2915 法人 後藤　治久 令和9年1月12日平成24年1月13日

株式会社ステア 宮城県仙台市若林区卸町東一丁目２番７号2916 法人 林﨑　祐一 令和9年1月12日平成24年1月13日

有限会社アド・マルコー 神奈川県横浜市鶴見区駒岡一丁目２７番２号2917 法人 阿部　賢太郎 令和9年1月12日平成24年1月13日

神奈川県平塚市黒部丘２１番３０号2923 個人 平田　元親ふぃるいん 令和9年1月12日平成24年1月13日

株式会社臥竜 神奈川県相模原市緑区下九沢１３５７番地2925 法人 小野　勝志 令和9年1月12日平成24年1月13日

ミラクルアート株式会社 福岡県糟屋郡新宮町上府北三丁目５番７号2927 法人 嶋村　一三 令和9年1月12日平成24年1月13日

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2934 法人 堀田　久史 令和9年2月8日平成24年2月9日

ファンクショット株式会社 東京都港区南青山二丁目３１番８号2940 法人 村野　万里子 令和9年2月8日平成24年2月9日

有限会社サキサイン 東京都板橋区大谷口北町９０番２号2945 法人 大﨑　宏貴 令和9年2月8日平成24年2月9日

株式会社３３工房 千葉県柏市藤ケ谷新田１６９番４号2949 法人 山田　勝 令和9年2月8日平成24年2月9日

株式会社彩広舎 北海道釧路市新富士町六丁目２番１５号2953 法人 吉田　道宏 令和9年2月8日平成24年2月9日

株式会社三美堂 東京都豊島区南長崎六丁目１６番１号2955 法人 森田　大輔 令和9年2月8日平成24年2月9日

カトウ・サイン工業株式会社 新潟県新潟市東区山木戸八丁目４番１８号2962 法人 加藤　貴之 令和9年3月8日平成24年3月9日

株式会社イナバデザイン 埼玉県さいたま市見沼区大和田町一丁目２２１番地
の９

2968 法人 稲葉　利一 令和9年3月8日平成24年3月9日

有限会社タキ・コーポレーション 東京都国立市東三丁目６番地の７2976 法人 瀧澤　正 令和9年3月8日平成24年3月9日

株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューション
ズ

東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号2978 法人 大山　俊哉 令和9年3月8日平成24年3月9日

株式会社フロムトゥ 東京都墨田区江東橋四丁目２９番１２号2981 法人 岡田　克美 令和9年3月8日平成24年3月9日

有限会社ベイクラフト 神奈川県横浜市磯子区洋光台六丁目１９番１４号2984 法人 門倉　良太 令和9年4月12日平成24年4月13日

株式会社アート・ニコー 神奈川県横浜市西区戸部本町３番８号2985 法人 野口　健一郎 令和9年4月12日平成24年4月13日

株式会社中川ケミカル 東京都千代田区東神田一丁目１４番１号2987 法人 中川　浩一 令和9年4月12日平成24年4月13日

ザック・ストラテジー株式会社 東京都渋谷区富ヶ谷二丁目２番９－３０２号2989 法人 柴田　一樹 令和9年4月12日平成24年4月13日

株式会社アド電通大阪 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

2991 法人 三澤　俊一 令和9年4月12日平成24年4月13日

株式会社ＨＩＲＡＭＯＴＯ看板 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１２０２番地５９2992 法人 平本　哲治 令和9年4月12日平成24年4月13日

ソーコム有限会社 北海道札幌市白石区東札幌一条二丁目４番１号
９０８

2993 法人 髙田　隆司 令和9年5月10日平成24年5月11日

有限会社エムズポーター 東京都大田区蒲田一丁目３番８号2994 法人 小濵　浩成 令和9年5月10日平成24年5月11日
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春巧芸株式会社 東京都墨田区千歳三丁目１４番１４号2995 法人 春日　眞一 令和9年5月10日平成24年5月11日

株式会社カンチュウ 神奈川県平塚市田村九丁目２１番３０号2996 法人 河原　忠 令和9年5月10日平成24年5月11日

株式会社ササオジーエス 東京都江東区平野二丁目３番１４号2997 法人 笹尾　兵吉 令和9年5月10日平成24年5月11日

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東京都台東区東上野五丁目２４番８号3000 法人 市川　誠 令和9年5月10日平成24年5月11日

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四丁目１番地２3001 法人 河崎　紀行 令和9年5月10日平成24年5月11日

株式会社大広 大阪市北区中之島二丁目２番７号3003 法人 落合　寛司 令和9年5月10日平成24年5月11日

有限会社環境造形東京 東京都多摩市中沢二丁目３番３号3004 法人 倉井　富雄 令和9年5月10日平成24年5月11日

株式会社ワイ・エヌクリエイツ 神奈川県横浜市戸塚区汲沢二丁目１番５号3005 法人 金井　亘 令和9年5月10日平成24年5月11日

株式会社サンリツ 東京都大田区池上七丁目２１番４号3008 法人 大橋　伸行 令和9年6月7日平成24年6月8日

埼玉県さいたま市緑区大字三室７０３番地２3009 個人 宮﨑　博クレヴィッツ 令和9年6月7日平成24年6月8日

株式会社　Ｆ　ＧＲＡＭ　ＰＲＯＤＵＣＴ 東京都渋谷区神宮前六丁目６番６号3012 法人 小山　太一 令和9年6月7日平成24年6月8日

株式会社微助人 静岡県沼津市大諏訪８３７番地の２3013 法人 野口　大 令和9年6月7日平成24年6月8日

株式会社日立美研 神奈川県横浜市南区高根町三丁目１７番地3014 法人 山田　明比己 令和9年6月7日平成24年6月8日

シルバーメイキング株式会社 徳島県徳島市東沖洲二丁目１番地１１3017 法人 浅野　時宣 令和9年6月7日平成24年6月8日

株式会社フレンズ 北海道札幌市中央区南十五条西十丁目４番３号3018 法人 今　英之 令和9年7月5日平成24年7月6日

有限会社友部製作所 東京都北区浮間三丁目６番１６号3019 法人 友部　徹也 令和9年7月5日平成24年7月6日

有限会社港北ネオン工芸社 神奈川県横浜市港北区綱島東一丁目１３番８号3022 法人 石垣　長実 令和9年7月5日平成24年7月6日

株式会社創美 埼玉県富士見市関沢３－３２－１５3024 法人 福井　景一 令和9年7月5日平成24年7月6日

有限会社アスティ 東京都中央区築地二丁目７番１２－９０８号3031 法人 石渡　沙織 令和9年7月5日平成24年7月6日

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3032 法人 日比野　賢史 令和9年7月5日平成24年7月6日

株式会社東北電照 宮城県仙台市太白区中田六丁目８番１５号3033 法人 柿沼　信弘 令和9年7月5日平成24年7月6日

株式会社スタジオマイノリティ 東京都江東区新大橋三丁目１７番１０号１Ｆ3035 法人 下拂　慶之 令和9年7月5日平成24年7月6日

有限会社アイ・プランニング 神奈川県川崎市川崎区桜本一丁目１５番１３号3036 法人 冨田　正彦 令和9年7月5日平成24年7月6日

株式会社アルスタイル 静岡県浜松市中区高丘西一丁目８番３号3037 法人 岡部　光晋 令和9年7月5日平成24年7月6日

株式会社ＧＸコーポレーション 東京都葛飾区東四つ木四丁目４４番１５号3040 法人 大久　孝幸 令和9年8月9日平成24年8月10日

株式会社創宣クリエイテイブ 東京都渋谷区代々木三丁目１５番１号3041 法人 相馬　邦生 令和9年8月9日平成24年8月10日

株式会社光伸プランニング 東京都渋谷区神宮前六丁目２５番１６号3042 法人 原　壯 令和9年8月9日平成24年8月10日

栄和サインシステム株式会社 北海道石狩市新港南二丁目７２１番地５3044 法人 我孫子　周 令和9年8月9日平成24年8月10日
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株式会社川井ビル管理 神奈川県横浜市南区真金町一丁目１番地3046 法人 川井　詩朗 令和9年8月9日平成24年8月10日

三協立山株式会社 富山県高岡市早川７０番地3047 法人 平能　正三 令和9年8月9日平成24年8月10日

株式会社リードジャパン 東京都台東区根岸四丁目１５番１５号　ハイツ隆ビ
ル１F　

3048 法人 李　在永 令和9年8月9日平成24年8月10日

埼玉県新座市野寺二丁目５番５５号3051 個人 ミリカニ　セイドメヒ
ディ

ヤーシン工芸 令和9年9月6日平成24年9月7日

株式会社グランデ 東京都東村山市久米川町一丁目５７番１４号3052 法人 内藤　知美 令和9年9月6日平成24年9月7日

株式会社グロリア工芸 神奈川県藤沢市長後１１７３番地3053 法人 塩田　正人 令和9年9月6日平成24年9月7日

有限会社青葉工芸 東京都町田市南つくし野四丁目１７番地７　つくし野
ローズプラザ１０４

3054 法人 井上　研 令和9年9月6日平成24年9月7日

株式会社キットカンパニー 大阪府吹田市垂水町二丁目７番３３号3055 法人 櫛󠄁田　弘幸 令和9年9月6日平成24年9月7日

神奈川県川崎市高津区子母口７７３番地６3056 個人 阿部　誠司サインナップ 令和9年9月6日平成24年9月7日

日本クラフト株式会社 埼玉県入間郡三芳町上富３０番地３０号3057 法人 𠮷澤　弘文 令和9年9月6日平成24年9月7日

ありがとうサービス株式会社 東京都板橋区東坂下一丁目１０番４号3059 法人 瀧元　雅啓 令和9年9月6日平成24年9月7日

ユニバーサル通商株式会社 東京都板橋区蓮根三丁目９番１７号3060 法人 瀧元　信男 令和9年9月6日平成24年9月7日

たきもと管理サービス株式会社 東京都板橋区東坂下一丁目１０番３号3061 法人 瀧元　信男 令和9年9月6日平成24年9月7日

株式会社アミューズコーポレーション 神奈川県高座郡寒川町岡田一丁目２２番地１８3063 法人 池田　岳仁 令和9年9月6日平成24年9月7日

株式会社プラスパ 神奈川県川崎市川崎区大島一丁目７番５号3064 法人 柏　直樹 令和9年9月6日平成24年9月7日

株式会社ベース 大阪府吹田市垂水町三丁目３３番１６号3066 法人 近藤　順子 令和9年9月6日平成24年9月7日

プリモ株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目２３番１号　ニューステ
イトメナー２０３　

3067 法人 阿部　光春 令和9年9月6日平成24年9月7日

株式会社クレド 東京都渋谷区代々木二丁目２３番１号　ニューステ
イトメナー２０３

3068 法人 野仲　実 令和9年9月6日平成24年9月7日

株式会社リアルメディアジャパン 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号　丸の内トラ
ストタワー本館２０階

3071 法人 水谷　真 令和9年9月6日平成24年9月7日

有限会社アズマネオン 千葉県印旛郡酒々井町酒々井１２７番地3076 法人 柳沼　全美 令和9年9月6日平成24年9月7日

株式会社サンケイビルテクノ 東京都千代田区神田駿河台二丁目３番地１１3078 法人 佐藤　靖 令和9年10月8日平成24年10月9日

株式会社ＦＢＣ 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南三丁目１８番１０号3080 法人 藤野　理一 令和9年10月8日平成24年10月9日

株式会社ジオブレイン 東京都品川区東五反田五丁目２５番１９号　東京デ
ザインセンター３階

3081 法人 南部　隆宏 令和9年10月8日平成24年10月9日

株式会社飛鳥企画 東京都足立区栗原四丁目２２番１４号3082 法人 細矢　武寿 令和9年10月8日平成24年10月9日

ＴＳＰ東日本株式会社 神奈川県横浜市都筑区大熊町８１２番地１3085 法人 水澤　秋雄 令和9年10月8日平成24年10月9日
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ジェイアールバス関東株式会社 東京都江東区塩浜二丁目１８番１３号3089 法人 小塙　隆一 令和9年10月8日平成24年10月9日

株式会社Ｃ＆Pマネジメント 東京都港区赤坂四丁目１番４号3090 法人 得能　昭文 令和9年10月8日平成24年10月9日

株式会社ムロタニ 茨城県潮来市辻󠄀５５７番地の１3092 法人 室谷　明宏 令和9年10月8日平成24年10月9日

株式会社ＭＳＫ 東京都千代田区神田紺屋町２８番地　紺屋ビル
６０１

3094 法人 北　希世志 令和9年10月8日平成24年10月9日

三友株式会社 東京都渋谷区神南一丁目８番１３号3095 法人 藤森　基成 令和9年10月8日平成24年10月9日

株式会社ジー・スタッフ 東京都板橋区向原三丁目８番３号　ＢＳハイム１Ｆ3097 法人 篠崎　豊 令和9年11月8日平成24年11月9日

有限会社ヒラノ・サインシステム 埼玉県越谷市川柳町二丁目１７５番地２3101 法人 平野　雄一 令和9年11月8日平成24年11月9日

株式会社日本パーカーライジング広島工場 広島県広島市南区出島一丁目３４番２６号3102 法人 中山　文宣 令和9年11月8日平成24年11月9日

山金工業株式会社 福井県福井市左内町４番１５号3103 法人 山下　真寛 令和9年11月8日平成24年11月9日

有限会社美研堂 静岡県富士市伝法２６４６番地の８3104 法人 城内　昭英 令和9年11月8日平成24年11月9日

株式会社コズミックワン 東京都板橋区蓮沼町４７番２号3107 法人 安達　大輔 令和9年11月8日平成24年11月9日

株式会社高昇 東京都墨田区錦糸一丁目２番１号　アルカセントラ
ル１４Ｆ

3112 法人 岡本　美咲 令和9年12月6日平成24年12月7日

神奈川県相模原市中央区上溝５４６番地３２3114 個人 池口　聡アイプラス 令和9年12月6日平成24年12月7日

株式会社大友工芸 東京都八王子市鑓水２１１２番地２3115 法人 大友　義幸 令和9年12月6日平成24年12月7日

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番地８3116 法人 宮下　勝 令和9年12月6日平成24年12月7日

株式会社クリーバル 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１４番１－５０１
号

3118 法人 神谷　昌男 令和9年12月6日平成24年12月7日

森トラスト・ビルマネジメント株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目３番１７号3119 法人 桑田　一信 令和9年12月6日平成24年12月7日

東京都町田市下小山田町１１６１番地３3121 個人 須田　五郎鶴川工芸 令和9年12月6日平成24年12月7日

東京都町田市大蔵町１８７４番地３　エステートピア・
ヒロ　１０５

3122 個人 須田　健作鶴川工芸 令和9年12月6日平成24年12月7日

東京都練馬区旭町３丁目１６番１７号3123 個人 酒井　仁エージェイ 令和9年12月6日平成24年12月7日

株式会社グラッド 栃木県小山市大字横倉新田１７２番地１０８3124 法人 松本　航 令和9年12月6日平成24年12月7日

東京都北区王子本町３丁目３番４－１０２号3125 個人 藤田　成男鉄道宣伝社 令和10年1月10日平成25年1月11日

株式会社発研セイコー 東京都足立区入谷五丁目１５番５号3127 法人 久永　満勝 令和10年1月10日平成25年1月11日

株式会社クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号3128 法人 内田　睦雄 令和10年1月10日平成25年1月11日

株式会社日広通信社　 東京都千代田区神田猿楽町二丁目７番６号　ＴＫ猿
楽町ビル

3131 法人 福山　達雄 令和10年1月10日平成25年1月11日

株式会社プロ・スペック 東京都江戸川区一之江三丁目１２番１７号3132 法人 境　孝治 令和10年1月10日平成25年1月11日
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有限会社アーバンコーポレーション 東京都八王子市下柚木１５２５番地９3134 法人 小笠原　健生 令和10年1月10日平成25年1月11日

株式会社エス・プロジェクト 愛知県一宮市丹陽町九日市場字上田６１番地3135 法人 海老　徳嗣 令和10年1月10日平成25年1月11日

埼玉県春日部市南中曽根３１８番地２７９3138 個人 桑司　保 令和10年2月7日平成25年2月8日

有限会社協同プラスチック 愛知県名古屋市瑞穂区太田町一丁目１７番地3139 法人 富田　明彦 令和10年2月7日平成25年2月8日

株式会社ｔｏｉ 神奈川県藤沢市藤が岡二丁目１０番１６号3142 法人 馬場　清志 令和10年2月7日平成25年2月8日

株式会社シーリンク 神奈川県横浜市南区永田東一丁目７番１０号3147 法人 内海　理恵 令和10年2月7日平成25年2月8日

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番地3148 法人 林　誠 令和10年2月7日平成25年2月8日

株式会社リップルリンク 東京都渋谷区道玄坂一丁目２０番１号　大沢ビル６
階

3151 法人 番場　賢吾 令和10年2月7日平成25年2月8日

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3154 法人 中山　秀介 令和10年3月6日平成25年3月7日

株式会社エムアイ・ドライブ 東京都中野区中央一丁目４３番１３号3156 法人 松浦　祐司 令和10年3月6日平成25年3月7日

Ｃ２Ｓ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社 東京都新宿区築地町９番地3160 法人 森　文彦 令和10年3月6日平成25年3月7日

株式会社天玄 東京都練馬区土支田一丁目９番２号3164 法人 天野　守治 令和10年4月7日平成25年4月8日

株式会社ＡＢ企画 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口南３７番地の１3168 法人 阿部　貴俊 令和10年4月7日平成25年4月8日

有限会社ハナザワ工芸 千葉県東金市砂古瀬３３３番地１3171 法人 花澤　章友 令和10年4月7日平成25年4月8日

株式会社サインアーテック 埼玉県飯能市茜台三丁目２番地１3175 法人 山口　健二郎 令和10年5月8日平成25年5月9日

トモラボ株式会社 東京都中野区弥生町二丁目５２番８号3176 法人 載本　智昭 令和10年5月8日平成25年5月9日

有限会社栗原美術 埼玉県川口市朝日五丁目３番地１０号3177 法人 栗原　良介 令和10年5月8日平成25年5月9日

株式会社景月 栃木県佐野市小中町１８番地５3178 法人 浅野　謙一郎 令和10年5月8日平成25年5月9日

株式会社富士オイル 神奈川県横須賀市夏島町６番地3179 法人 森　洋 令和10年5月8日平成25年5月9日

東京都杉並区井草１丁目３４番１１号　マンション仁
平３０２

3180 個人 八木　通徳 令和5年5月8日平成25年5月9日

株式会社ケーユー・アート 神奈川県横浜市都筑区牛久保東一丁目２８番５号3181 法人 森　秀幸 令和10年5月8日平成25年5月9日

株式会社丸吾 群馬県前橋市鳥羽町１４８番地６3182 法人 星野　寛範 令和10年5月8日平成25年5月9日

グローアップ株式会社 埼玉県加須市上高柳４７５番地１3185 法人 中山　秀雄 令和10年5月8日平成25年5月9日

三星広芸株式会社 大阪府泉大津市板原町四丁目１６番１４号3189 法人 利倉　康紀 令和10年6月5日平成25年6月6日

株式会社アイビーム 東京都青梅市新町五丁目９番地９号3191 法人 土屋　真那人 令和5年6月5日平成25年6月6日

株式会社エフォートサイン 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目２０番１５号3192 法人 青木　敦人 令和10年6月5日平成25年6月6日

有限会社エムズコム 東京都世田谷区深沢一丁目２４番１６号3193 法人 松尾　洋志 令和10年6月5日平成25年6月6日
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近代装備株式会社 神奈川県横浜市泉区和泉町７３２８番地１５3197 法人 西村　賢将 令和5年7月7日平成25年7月8日

株式会社　樹サイン 埼玉県志木市上宗岡三丁目６番１８号3198 法人 岡村　直樹 令和5年7月7日平成25年7月8日

株式会社　RAFU 東京都立川市錦町２－１－１０　岩沢ビル３０２3200 法人 村井　成高 令和5年7月7日平成25年7月8日

東京都国立市泉４丁目３番地の８3201 個人 山下　卓也Fast 令和5年7月7日平成25年7月8日

株式会社　アド・サツキ 横浜市都筑区川向町１２９－１3202 法人 大谷　仁 令和5年7月7日平成25年7月8日

有限会社　タカハシ工芸 埼玉県吉川市大字半割２８４番地３3203 法人 高橋　純一 令和5年7月7日平成25年7月8日

株式会社　丸屋工芸 東京都港区高輪３－７－１３3204 法人 小川　惠久 令和5年7月7日平成25年7月8日

有限会社　イチエー工芸 東京都調布市若葉町二丁目２４番地１３3205 法人 櫻井　洋 令和5年7月7日平成25年7月8日

株式会社　タクシーアド 東京都品川区東五反田二丁目３番１０号3206 法人 八木　伸吾 令和5年7月7日平成25年7月8日

株式会社エイムクリエイツ 東京都中野区中野三丁目３４番２８号3207 法人 伊藤　優子 令和5年7月7日平成25年7月8日

東京都あきる野市草花１９０２－２２3209 個人 原　弘幸 令和5年8月7日平成25年8月8日

株式会社　ゼストデザイン 群馬県高崎市引間町724－13210 法人 池田　明弘 令和5年8月7日平成25年8月8日

株式会社　丸和商会 栃木県宇都宮市瑞穂３－５－１４3211 法人 杉田　伸明 令和5年8月7日平成25年8月8日

東京都青梅市千ヶ瀬町２－２１６番地マイキャッスル
１０１

3212 個人 小林　信夫国際企画 令和5年8月7日平成25年8月8日

ラッキー工芸株式会社 兵庫県姫路市朝日町54番地3215 法人 藪口　真太郎 令和5年8月7日平成25年8月8日

サンクデザイン株式会社 東京都台東区鳥越１－２２－５3216 法人 松本　岳士 令和5年8月7日平成25年8月8日

東電タウンプランニング株式会社 東京都港区海岸１－１１－１3217 法人 鈴木　祐輔 令和5年8月7日平成25年8月8日

明興産業株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁目７番７号3219 法人 大槻　京子 令和5年9月5日平成25年9月6日

株式会社　ペンタアートプランニング 東京都大田区多摩川１－１７－１７－４０３号3221 法人 小林　章秀 令和5年9月5日平成25年9月6日

株式会社　ニッセン 広島県府中市本山町９－２3222 法人 楢﨑　芳光 令和5年9月5日平成25年9月6日

株式会社　昭光社 福岡県福岡市中央区荒戸三丁目６番２９号3224 法人 前田　英幸 令和5年9月5日平成25年9月6日

株式会社　サラシナ 東京都台東区三筋２－８－２3227 法人 更科　眞一 令和5年9月5日平成25年9月6日

株式会社　太陽巧芸社 東京都練馬区貫井4－47－483228 法人 熊谷　祥成 令和5年9月5日平成25年9月6日

株式会社　アミューズ・エスピー 東京都台東区浅草橋５－４－４－４０６3229 法人 加藤　和人 令和5年10月7日平成25年10月8日

有限会社　アオキ広告 埼玉県越谷市七左町一丁目２８９番地１3231 法人 青木　秀夫 令和5年10月7日平成25年10月8日

ユニアークス株式会社 埼玉県坂戸市大字紺屋９２６番地3232 法人 小林　亮 令和5年10月7日平成25年10月8日

イエローキャブジャパン株式会社 埼玉県川口市東本郷１－２－２６3233 法人 染谷　淳也 令和5年10月7日平成25年10月8日
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三晃　株式会社 東京都中央区銀座七丁目１８番１２号　銀座川岐ﾋﾞﾙ
７階

3234 法人 三井　紀代子 令和5年10月7日平成25年10月8日

有限会社　リード 東京都葛飾区水元一丁目２６番１５号3235 法人 遠藤　昭人 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社　トリム 東京都港区芝二丁目１５番１５号グッドワンビル３階3236 法人 豊田　真治 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社　ニワテック 東京都新宿区四谷三栄町６番６号3237 法人 坂野　正和 令和5年10月7日平成25年10月8日

東京都あきる野市野辺１２２０番地８3238 個人 井口　章一 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社ゴートップ 三重県松阪市広陽町４１番地１3240 法人 青山　光洋 令和5年10月7日平成25年10月8日

不二化成品株式会社 静岡県静岡市清水区鳥坂３２７－１3241 法人 栁田　一男 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社文協 東京都豊島区南池袋一丁目１３番２３号3242 法人 野澤　幸二 令和5年10月7日平成25年10月8日

有限会社　はつかり住宅サービス 東京都練馬区南大泉一丁目７番７号3244 法人 泉　恒夫 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社　クオリア 東京都港区北青山3－6－16表参道サンケイビル
１０Ｆ

3246 法人 木村　博一 令和5年10月7日平成25年10月8日

谷岡企画株式会社 北海道苫小牧市日新町一丁目３番３号3248 法人 谷岡　裕司 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社　アルク 大阪府大阪市東住吉区今林２－３－２６3250 法人 加藤　篤樹 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社　あど・あーと 静岡県御殿場市川島田４４１－１3251 法人 菅沼　大介 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社　ラインアート 大阪府大阪市住之江区新北島五丁目２番６６号3252 法人 繁田　洋介 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社　ルクス 東京都北区赤羽西一丁目２６番３号3253 法人 加藤　尋康 令和5年10月7日平成25年10月8日

有限会社　スギタ工芸 東京都新宿区戸山２－３３－３２０3254 法人 杉田　敏彦 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社　アド・メディア 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

3255 法人 高橋　勝之 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社エヌ・エイチ・ケイ・アート 東京都渋谷区富ヶ谷一丁目１４番７号3256 法人 平田　恭佐 令和5年10月7日平成25年10月8日

株式会社富士 愛知県名古屋市守山区小幡千代田１３番２４号3257 法人 和田　晋一 令和5年10月7日平成25年10月8日

有限会社　山口商店 神奈川県川崎市中原区新丸子東一丁目９８２番４号3259 法人 山口　隆詞 令和5年11月7日平成25年11月8日

石橋産業株式会社 東京都目黒区碑文谷４－２４－１５3260 法人 石橋　浩 令和5年11月7日平成25年11月8日

株式会社　Ｎ－style 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸一丁目２３番地１３3261 法人 加藤　直幸 令和5年11月7日平成25年11月8日

株式会社　ヨシミ 東京都中央区八丁堀３－２５－８3262 法人 髙鍋　由美 令和5年11月7日平成25年11月8日

株式会社　日装ネオン 埼玉県坂戸市大字石井２６３８番地3264 法人 櫻井　晴人 令和5年11月7日平成25年11月8日

株式会社　ヴァンサインシステム 静岡県静岡市駿河区寿町１７番２８号3265 法人 武井　友美子 令和5年11月7日平成25年11月8日

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号3267 法人 相川　善郎 令和5年11月7日平成25年11月8日

有限会社　伯伸建物サービス 東京都八王子市西寺方町１０１９－６２3271 法人 町田　吉章 令和5年11月7日平成25年11月8日
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アート工業株式会社 東京都渋谷区代々木１－１９－１２3275 法人 岡野　彰 令和5年12月5日平成25年12月6日

株式会社　カトウスタヂオ 愛知県名古屋市中村区若宮町４－３９3276 法人 加藤　典朗 令和5年12月5日平成25年12月6日

南浦商事株式会社 大阪府八尾市太田新町三丁目２８番地3277 法人 南浦　富子 令和5年12月5日平成25年12月6日

株式会社　プロジェクト 埼玉県越谷市瓦曽根一丁目１番１０号第２瀬賀ビル
２Ｆ

3279 法人 田中　武広 令和5年12月5日平成25年12月6日

公益財団法人　東京都道路整備保全公社 東京都新宿区西新宿2－7－1小田急第一生命ビル
(20階)

3281 法人 浅川　英夫 令和5年12月5日平成25年12月6日

有限会社　オリオン企画 東京都日野市日野台二丁目１１番９号3285 法人 石井　幹雄 令和5年12月5日平成25年12月6日

東京都三鷹市大沢５丁目２番２４号3286 個人 菅野　晃カンノ工芸 令和5年12月5日平成25年12月6日

有限会社イシグロ工芸 東京都狛江市岩戸南４－２３－１８3287 法人 石黒　徹 令和5年12月5日平成25年12月6日

東京都多摩市連光寺３丁目３２番地の１　コートグレ
イスエクセレント３０１

3288 個人 奥田　正行クリエイトオクダ 令和5年12月5日平成25年12月6日

有限会社　たくみ 東京都荒川区東尾久８丁目２０番７号3290 法人 栗木　朝子 令和6年1月9日平成26年1月10日

株式会社　アートリバティ 大阪府大阪市平野区加美南４－４－３０3291 法人 前田　利幸 令和6年1月9日平成26年1月10日

株式会社　小室製作所 千葉県船橋市金杉四丁目１６番６号3293 法人 小室　正巳 令和6年1月9日平成26年1月10日

株式会社　スギヤマ巧芸社 埼玉県さいたま市緑区大字三室１２０５番地３3294 法人 杉山　英治 令和6年1月9日平成26年1月10日

株式会社　陶額堂 京都府京都市中京区御池通柳馬場南西角柳八幡
町６５京都朝日ビル７階

3295 法人 宮廻正弘 令和6年1月9日平成26年1月10日

南海ビルサービス株式会社 大阪市中央区難波五丁目１番６０号3296 法人 西山　哲弘 令和6年1月9日平成26年1月10日

株式会社　ユニバースサイン 群馬県前橋市青葉町２５－１3297 法人 伊藤　佳明 令和6年1月9日平成26年1月10日

株式会社　ＩＭＳプランニング 東京都板橋区板橋二丁目２８番８号3299 法人 松村　一也 令和6年2月6日平成26年2月7日

株式会社ネオンサーティ 静岡県袋井市山科２５１２番地3302 法人 野中　恭宏 令和6年2月6日平成26年2月7日

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3304 法人 山田　洋一 令和6年2月6日平成26年2月7日

ピーディーシー株式会社 東京都港区赤坂二丁目２３番１号アークヒルズフロ
ントタワー１６階

3306 法人 田中 真吾 令和6年2月6日平成26年2月7日

株式会社　日立コーポレーション 東京都練馬区向山四丁目３５番２１号3307 法人 立花　孝之 令和6年2月6日平成26年2月7日

ＧＥＭインターナショナル株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号　虎ノ門ヒルズビ
ジネスタワー１５階

3309 法人 伊藤　和子 令和6年3月6日平成26年3月7日

株式会社　イトウ工芸 大阪府守口市南寺方東通六丁目１０番２０号3311 法人 工藤　哲弘 令和6年3月6日平成26年3月7日

株式会社真栄 愛知県豊橋市駅前大通一丁目２７番地１3312 法人 金原　榮賢 令和6年3月6日平成26年3月7日

株式会社　アドライズ 埼玉県北足立郡伊奈町小室５１４９番地3313 法人 中重　大介 令和6年3月6日平成26年3月7日
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野村不動産パートナーズ株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号3314 法人 福田　明弘 令和6年3月6日平成26年3月7日

セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号3316 法人 尾関　一郎 令和6年3月6日平成26年3月7日

株式会社　シーリング 東京都北区赤羽二丁目１８番８号秋元ビル１Ｆ3317 法人 細川　貴之 令和6年3月6日平成26年3月7日

株式会社　日交東海本社 静岡県静岡市葵区追手町２番２０号ヤマムラビル追
手町

3318 法人 大内　芳明 令和6年3月6日平成26年3月7日

株式会社　アイ 東京都杉並区高円寺北2－2－1巳善ビル１階3319 法人 向井　善男 令和6年4月9日平成26年4月10日

株式会社　スペース・ワン 東京都千代田区平河町一丁目３番地１２号第二秩
父屋ビル５階

3323 法人 岡田　隆二 令和6年4月9日平成26年4月10日

有限会社　スズキ工芸 静岡県浜松市東区豊町１９９６－１3324 法人 鈴木　章吾 令和6年4月9日平成26年4月10日

東京都台東区北上野２丁目４番２号3330 個人 津幡　素久SIGN WORKSツ
バタ看板

令和6年5月12日平成26年5月13日

株式会社電通イベントオペレーションズ 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号3331 法人 小嶋　慎一郎 令和6年5月12日平成26年5月13日

株式会社　メディアコンシェルジュ 東京都渋谷区恵比寿西１－３４－２１－２０５3332 法人 大谷　昭徳 令和6年5月12日平成26年5月13日

株式会社　ビーバーニング 千葉県柏市柏七丁目１０番１７号第３マツダビル１－
B

3333 法人 海老原　広幸 令和6年5月12日平成26年5月13日

株式会社　つね松工芸 東京都府中市日新町５－７４－１3334 法人 恒松　俊孝 令和6年5月12日平成26年5月13日

株式会社　アキヤマ 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢６番地１3335 法人 秋山　英一 令和6年5月12日平成26年5月13日

有限会社　アクセス 広島県広島市安佐北区倉掛一丁目３２番２６号3337 法人 白川　昭二 令和6年6月9日平成26年6月10日

株式会社マクーンインターナショナル 神奈川県横浜市旭区上白根町１２０８番３０号3339 法人 沼澤　三智夫 令和6年6月9日平成26年6月10日

株式会社　イーフィールド 東京都中央区八丁堀２－５－１3340 法人 町田　秀二 令和6年6月9日平成26年6月10日

株式会社　スリーケイ 東京都板橋区本町４１－１６3341 法人 勝木　武 令和6年6月9日平成26年6月10日

ベストプランニング株式会社 群馬県高崎市福島町７４２番地６3343 法人 渡邊　晶子 令和6年6月9日平成26年6月10日

株式会社　アーヴァンネットワ－ク 埼玉県さいたま市大宮区三橋3－160　山本ビル２Ｆ3344 法人 浅沼　博 令和6年6月9日平成26年6月10日

有限会社　市場工芸 和歌山県和歌山市新庄３８８番地４3346 法人 野滿　英明 令和6年7月9日平成26年7月10日

合同会社　デザイン基地 神奈川県厚木市旭町四丁目３番１３号古郡ビル１F3350 法人 大塚　満宏 令和6年7月9日平成26年7月10日

株式会社　エンサインアド 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号3351 法人 遠藤　清 令和6年7月9日平成26年7月10日

株式会社　ＹＫＭ 神奈川県横浜市旭区都岡町２６－１3352 法人 志田　和也 令和6年7月9日平成26年7月10日

株式会社柏商会 大阪府大阪市北区天満一丁目１５番１４号3353 法人 境　昭博 令和6年7月9日平成26年7月10日

株式会社　サインズアース 静岡県駿東郡長泉町竹原２８３番地の４3355 法人 杉山　寿美子 令和6年7月9日平成26年7月10日

株式会社　横浜アーチスト 神奈川県横浜市中区山下町１番地3356 法人 野口　務 令和6年7月9日平成26年7月10日
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株式会社　アレックス 東京都江戸川区西瑞江五丁目５番４７号3357 法人 笠木　章雄 令和6年8月7日平成26年8月8日

株式会社　あーてりあ 神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目２２番２０号3358 法人 府川　幸晴 令和6年8月7日平成26年8月8日

株式会社アイツー 千葉県野田市山崎２７０１番地の１3360 法人 板橋　直也 令和6年8月7日平成26年8月8日

株式会社　カン・グローバル 東京都江東区森下３－１９－６　１階3361 法人 太田　和男 令和6年8月7日平成26年8月8日

有限会社　コーワネオン 埼玉県朝霞市上内間木８１６番地５3362 法人 佐々木　康則　 令和6年8月7日平成26年8月8日

有限会社　グラッド 群馬県桐生市川内町三丁目３９７番地の３3363 法人 小澤　仁 令和6年8月7日平成26年8月8日

株式会社　富士アド 埼玉県入間市扇台６丁目３番３３号3364 法人 竹林　栄治 令和6年8月7日平成26年8月8日

株式会社イガラシ工芸 東京都江戸川区松江一丁目１８番１７号3365 法人 五十嵐　富男 令和6年8月7日平成26年8月8日

マチ広告デザイン株式会社 千葉県船橋市飯山満町一丁目７６８番地3366 法人 岡村　剛 令和6年8月7日平成26年8月8日

株式会社　ベストワーク 東京都中央区日本橋大伝馬町１２番１号3367 法人 鈴木　明 令和6年8月7日平成26年8月8日

株式会社　コルトン・ディー・エフ 東京都台東区北上野２－１１－７3370 法人 木村　雅治 令和6年8月7日平成26年8月8日

株式会社　アトラス 東京都武蔵村山市残堀一丁目６５－１3371 法人 西村　剛 令和6年9月8日平成26年9月9日

株式会社　ホンダ産業 茨城県稲敷郡阿見町大字星の里５番地２3372 法人 飯島　仁 令和6年9月8日平成26年9月9日

東京都大田区西糀谷３－７－２１－７3374 個人 松本　卓也アド・マツモト 令和6年9月8日平成26年9月9日

株式会社　ＳＴＹＬＥ　ＦＩＸ 東京都江戸川区北小岩一丁目３番８号3375 法人 玉井　顕 令和6年9月8日平成26年9月9日

有限会社　協伸工芸 東京都江東区森下五丁目１２番２号3376 法人 佐藤　正隆 令和6年9月8日平成26年9月9日

株式会社　ｖｉｖｏｒａ 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目５番３号3377 法人 徳山　憲成 令和6年9月8日平成26年9月9日

ライトスタイル株式会社 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町２８６番地１－
２０８

3380 法人 池澤　千草 令和6年9月8日平成26年9月9日

有限会社テイクデザインスタジオ 東京都文京区関口一丁目８番６号3382 法人 富澤　裕幸 令和6年9月8日平成26年9月9日

株式会社　ワイルドシンク 東京都千代田区九段南三丁目８番１３号3384 法人 大谷　友希代 令和6年9月8日平成26年9月9日

株式会社ブランコ 東京都渋谷区広尾一丁目１３番７号　恵比寿イース
トビル１Ｆ　

3385 法人 古谷　英樹 令和6年9月8日平成26年9月9日

株式会社第一弘報社 東京都港区西新橋一丁目６番１１号3386 法人 菊田　健 令和6年9月8日平成26年9月9日

株式会社リクシード 東京都中央区銀座四丁目１０番３号3388 法人 神場　浩幸 令和6年9月8日平成26年9月9日

株式会社　アドサイン 東京都立川市若葉町三丁目５４番地の３3389 法人 佐藤　有樹 令和6年10月9日平成26年10月10日

株式会社スター商事 東京都台東区浅草４－３０－３第二藤沢ビル3390 法人 大熊　徹 令和6年10月9日平成26年10月10日

ディーピーアイ株式会社 東京都新宿区四谷四丁目３番２９号伸治ビル８Ｆ3391 法人 松浦　佑樹 令和6年10月9日平成26年10月10日

有限会社　美瑛 神奈川県厚木市三田３１８４番３3392 法人 畦原　徹也 令和6年10月9日平成26年10月10日
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有限会社石田整美堂 千葉県市原市白金町三丁目５２番地3394 法人 石田　誠 令和6年10月9日平成26年10月10日

有限会社　キララ 埼玉県戸田市氷川町１－２－２３3396 法人 鈴木　春誠 令和6年10月9日平成26年10月10日

株式会社　イトー工芸 東京都板橋区成増四丁目２５番１７号3399 法人 伊藤　菊三郎 令和6年10月9日平成26年10月10日

株式会社　ティ・ハーツ 福岡県大野城市御笠川一丁目３番１５号3400 法人 田中　久志 令和6年10月9日平成26年10月10日

株式会社　クレア 東京都台東区東上野１－６－７3401 法人 兼光　謙次 令和6年10月9日平成26年10月10日

ユタカ株式会社 東京都品川区東大井一丁目１５番１０号3402 法人 徳永　知正 令和6年10月9日平成26年10月10日

株式会社　五木エージェンシー 大阪市中央区南船場二丁目６番１０号3405 法人 神代　憲生 令和6年10月9日平成26年10月10日

株式会社Ｓ．Ｐ．ＣＯＭ 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤三丁目１７番１２号3406 法人 小向　力 令和6年10月9日平成26年10月10日

株式会社　グッドエス 千葉県柏市柏三丁目７番２１－３０２号3407 法人 大江　徹郎 令和6年10月9日平成26年10月10日

株式会社　アイザック 東京都千代田区神田東松下町２８番地エクセル神
田４階

3408 法人 齋藤　友己 令和6年10月9日平成26年10月10日

アーバンデザインスタジオ合同会社 東京都練馬区石神井町２－１３－１５－４０１3409 法人 三谷　八寿子 令和6年10月9日平成26年10月10日

株式会社　Ａ＆Ｅ 東京都福生市加美平一丁目６番地１７3410 法人 稲場　裕幸 令和6年10月9日平成26年10月10日

株式会社　ビスタネクスト 神奈川県相模原市南区上鶴間本町七丁目２８番３０
－６０２号

3412 法人 影山　真人 令和6年10月9日平成26年10月10日

株式会社ジェイアート 東京都渋谷区神宮前六丁目２３番４号　桑野ビル２
階

3416 法人 甲斐　奈美 令和6年11月9日平成26年11月10日

トータルサインリード株式会社 栃木県宇都宮市柳田町５９６番地５3417 法人 前田　正美 令和6年11月9日平成26年11月10日

株式会社　ポスト・ワン 東京都文京区本駒込二丁目１番４号3418 法人 中村　清 令和6年11月9日平成26年11月10日

株式会社　中京アドサイン 愛知県名古屋市熱田区桜田町１７番１０号3419 法人 太田　浩太郎 令和6年11月9日平成26年11月10日

株式会社　アサヒエージェンシー 長崎県佐世保市桑木場町３３０番地3420 法人 梁瀬　暢彦 令和6年11月9日平成26年11月10日

株式会社　フォーシーズン 東京都渋谷区恵比寿西１丁目２番７号3422 法人 小堀　重雄 令和6年11月9日平成26年11月10日

株式会社アドシップ 東京都国立市西二丁目２５番１号3424 法人 今泉　知一 令和6年11月9日平成26年11月10日

株式会社　エーディーエス 東京都練馬区豊玉北５－３２－１２－３０１3426 法人 大竹　宏 令和6年11月9日平成26年11月10日

株式会社　トミザワ 東京都江戸川区東葛西六丁目４７番１６号3427 法人 富沢　博 令和6年11月9日平成26年11月10日

株式会社　クローバー 埼玉県さいたま市見沼区大字笹丸４４－１3428 法人 本勝　哲也 令和6年11月9日平成26年11月10日

株式会社アコースト・コーポレーション 東京都千代田区神田小川町２－４－１６3429 法人 鈴木　祐之 令和6年11月9日平成26年11月10日

株式会社　天洋工芸 栃木県宇都宮市川田町８３５番地3431 法人 佐賀　幸彦 令和6年11月9日平成26年11月10日

株式会社　コスモ企画 東京都多摩市和田２０１５番地の４聖蹟桜ヶ丘和田
ハウスW１０２

3432 法人 福島　功 令和6年12月8日平成26年12月9日
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株式会社ココロ 東京都羽村市神明台四丁目９番１号3434 法人 上田　淳 令和6年12月8日平成26年12月9日

東京都墨田区千歳１－１－１１－１０３3436 個人 関　啓介トニークラフト 令和6年12月8日平成26年12月9日

トライニクス株式会社 神奈川県横浜市泉区上飯田町１９６７－１８3437 法人 中谷　里志 令和6年12月8日平成26年12月9日

有限会社　ハーツ 東京都足立区千住緑町二丁目１８番１５号3438 法人 児玉　洋明 令和6年12月8日平成26年12月9日

株式会社　アドユニオン 岐阜県大垣市本今三丁目２００番地3439 法人 二村　大介 令和6年12月8日平成26年12月9日

富士ソフト株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町１－１3440 法人 坂下　智保 令和6年12月8日平成26年12月9日

有限会社　ヨネザワ企画 東京都千代田区岩本町２－１５－１８3441 法人 米澤　勝利 令和6年12月8日平成26年12月9日

アールフォース株式会社 東京都練馬区桜台２－３６－７3443 法人 福島　亮介 令和6年12月8日平成26年12月9日

株式会社　ガイドポースト 東京都港区新橋２－１６－１3444 法人 稲垣　成也 令和6年12月8日平成26年12月9日

株式会社　ジェイトリム・ジャパン 東京都小平市小川町１－３８６－１１3445 法人 谷内　一平 令和6年12月8日平成26年12月9日

有限会社　ワールドシート 東京都武蔵村山市学園４－１７－９3447 法人 大橋　伸夫 令和6年12月8日平成26年12月9日

神奈川県横浜市泉区和泉町７４８－２3450 個人 井出　泰英サンサイン 令和7年1月8日平成27年1月9日

株式会社　オークレイ 京都府木津川市木津川台七丁目１１番地１3451 法人 廣瀬　武史 令和7年1月8日平成27年1月9日

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目３番１号3452 法人 天野　裕正 令和7年1月8日平成27年1月9日

東京都文京区本駒込５－２７－１１3453 個人 金谷　久志サザンクロス 令和7年2月9日平成27年2月10日

株式会社　サイン 東京都江戸川区南小岩四丁目５番２９号3457 法人 宮下　竜也 令和7年2月9日平成27年2月10日

東京都練馬区北町８－３７－３－３０１3461 個人 菅谷　文彦ウインザスデザイ
ンスタジオ

令和7年2月9日平成27年2月10日

埼玉県新座市野寺２－７－２６3463 個人 田熊　泰行 令和7年3月9日平成27年3月10日

株式会社　ＳＰＥＣ 東京都新宿区西新宿七丁目3番10号21山京ビル702
号

3464 法人 竹林　学 令和7年3月9日平成27年3月10日

ケーアンドイー株式会社 東京都千代田区富士見二丁目７番２号　ステージビ
ルディング１５階

3466 法人 北川　宏幸 令和7年3月9日平成27年3月10日

株式会社　マイサ 福岡県福岡市中央区警固二丁目１８番７号ふじたビ
ル４階

3467 法人 加藤　美香 令和7年3月9日平成27年3月10日

株式会社万兵衛 東京都墨田区八広五丁目１１番１９号3469 法人 杉浦　宏 令和7年3月9日平成27年3月10日

有限会社　コタキテント 東京都北区堀船二丁目１４番２１号3471 法人 小瀧　祐介 令和7年3月9日平成27年3月10日

有限会社　サン美術工芸 神奈川県横浜市港南区日野南２－２１－１８3472 法人 小松　弘定 令和7年3月9日平成27年3月10日

ＲＡＳＴＡ東京株式会社 東京都台東区松が谷２－３－２　土屋ＴＨビル５０３3473 法人 杉浦　宏 令和7年3月9日平成27年3月10日

株式会社　アイレス 大阪府大阪市住之江区新北島三丁目４番４号3474 法人 柿花　勝 令和7年3月9日平成27年3月10日
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株式会社　興進電化 東京都江東区青海４－４－１１3475 法人 神﨑　祐樹 令和7年3月9日平成27年3月10日

株式会社ＪＴＢアセットマネジメント 東京都台東区上野一丁目１０番１２号3479 法人 高橋　康 令和7年3月9日平成27年3月10日

サンコーテック株式会社 大阪府大阪市福島区鷺洲４－５－1９3481 法人 元村　清志 令和7年4月8日平成27年4月9日

株式会社　ＥＳＰ 神奈川県相模原市緑区城山一丁目４番３０号3482 法人 神主　英弘 令和7年4月8日平成27年4月9日

株式会社　ＮＥＭＯ　ＤＥＳＩＧＮ　ＢＡＮＫ 東京都新宿区北新宿１－８－１０　新宿司法書士会
館１０１

3484 法人 宋　龍珠 令和7年4月8日平成27年4月9日

株式会社　ＲＡＳＴＡQ　 福岡県大野城市栄町二丁目３番１０号3485 法人 中野　眞佐志 令和7年4月8日平成27年4月9日

有限会社ＫＴユナイト 埼玉県和光市下新倉四丁目２５番２号3486 法人 宮脇　幸二 令和7年9月30日平成27年4月9日

埼玉県児玉郡美里町甘粕１００番地５3487 個人 尾髙　健永彩広社 令和7年4月8日平成27年4月9日

マイ・パーク株式会社 東京都足立区谷中二丁目９番７号北綾瀬ビル３階3488 法人 佐藤　宏行 令和7年9月30日平成27年4月9日

株式会社　川越サイン 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘１－１９－１3489 法人 川越　洋一 令和7年4月8日平成27年4月9日

株式会社　毎日映像音響システム 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目４番９号3490 法人 溝口　功 令和7年4月8日平成27年4月9日

東京都八王子市宇津貫町１４３５3491 個人 浦邉　博ウラベ工芸 令和7年4月8日平成27年4月9日

株式会社　富士広告社 東京都日野市豊田二丁目４１番地１3493 法人 中山　雅文 令和7年9月30日平成27年4月9日

東京都練馬区大泉学園町８－２－１９－２０４3494 個人 怡土　世治サインズクラフト 令和7年4月8日平成27年4月9日

株式会社　テイク 東京都新宿区高田馬場１－20－１０3496 法人 竹島　延浩 令和7年4月8日平成27年4月9日

株式会社　桃太郎 大阪府大阪市中央区難波千日前７－１２3497 法人 笠谷　周正 令和7年9月30日平成27年4月9日

株式会社　トライフィン 東京都渋谷区桜丘町１４－１０3498 法人 明石　宣彦 令和7年4月8日平成27年4月9日

株式会社　マックウィンクリエイト 東京都渋谷区神泉町20番24号Bricks6F3499 法人 勝俣　祥臣 令和7年4月8日平成27年4月9日

株式会社　サン・アド 東京都豊島区南池袋１－１３－１５－３０３号3501 法人 並木　加代子 令和7年5月10日平成27年5月11日

有限会社　中川看板店 東京都中野区南台二丁目２４番１４号3502 法人 進藤　一次 令和7年5月10日平成27年5月11日

神奈川県平塚市桃浜町１５番２５号3504 個人 田﨑　政男彩広アート 令和7年9月30日平成27年5月11日

有限会社　大門堂 千葉県市川市八幡三丁目１番１８号3505 法人 三澤　孝至 令和7年5月10日平成27年5月11日

タクト工芸株式会社 東京都東久留米市中央町３－１３－１２3506 法人 坂本　茂紀 令和7年9月30日平成27年5月11日

株式会社ザイマックスアルファ 東京都中央区築地一丁目１３番１０号3507 法人 吉本　健二 令和7年5月10日平成27年5月11日

神奈川県横浜市泉区上飯田町１８１８－６3508 個人 佐藤　一成あいず・わーくす 令和7年9月30日平成27年5月11日

株式会社　スタジオムンド 東京都江戸川区臨海町三丁目６番２号3510 法人 三輪　拓志 令和7年5月10日平成27年5月11日

株式会社　リベット 埼玉県志木市中宗岡３－１１－２３3511 法人 平島　伸太郎 令和7年9月30日平成27年5月11日

有限会社　斉須工芸 東京都板橋区徳丸６－３０－１２3512 法人 斉須　啓一郎 令和7年9月30日平成27年6月9日
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株式会社　ジスコ 千葉県千葉市中央区中央３－９－９エレル千葉中央
ビル５Ｆ

3514 法人 酒井　昭和 令和7年9月30日平成27年6月9日

東京都練馬区光が丘６丁目１番４－２０９号3516 個人 宮地　俊アド・センター宮
地

令和7年6月8日平成27年6月9日

有限会社共立アドスタジオ 埼玉県川口市東川口四丁目２４番３号3517 法人 中澤　信一 令和7年9月30日平成27年6月9日

株式会社　スイムクリエイト 東京都新宿区西五軒町6番5号石井飯田橋ビル１Ｆ3518 法人 井上　幸世 令和7年9月30日平成27年6月9日

株式会社　ブリッジ 神奈川県平塚市岡崎５８３９番地3519 法人 土屋　敏洋 令和7年9月30日平成27年6月9日

株式会社　キャトル 東京都港区六本木７－２１－１７－６０１3520 法人 杉中　宏幸 令和7年9月30日平成27年6月9日

株式会社　サンエース 東京都足立区舎人５－１７－９3521 法人 平城　成留 令和7年9月30日平成27年6月9日

有限会社　プラップ 茨城県水戸市河和田町4613－23522 法人 木村　明 令和7年9月30日平成27年6月9日

株式会社　Ｐｌａｎ　ｔｏ　Ｃｒｅａｔｅ 神奈川県川崎市麻生区白鳥三丁目８番７号3523 法人 滝口　淳 令和7年9月30日平成27年6月9日

株式会社ダイン 東京都福生市本町２０番地１3524 法人 遠藤　眞吾 令和7年9月30日平成27年7月9日

株式会社　レモンピールプラス 東京都台東区東上野一丁目９番６号3525 法人 矢口　勉 令和7年9月30日平成27年7月9日

日本ユーザック株式会社 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央二丁目７番２０号3527 法人 中森　康雄 令和7年9月30日平成27年7月9日

株式会社大広メディアックス 大阪府大阪市北区中之島二丁目２番７号3528 法人 沼田　雄一朗 令和7年9月30日平成27年7月9日

株式会社　アドブレイン 神奈川県横浜市南区宮元町三丁目４４番地3529 法人 平井　寛雅 令和7年9月30日平成27年7月9日

有限会社ハートランドプロジェクト 東京都新宿区余丁町１４番５号3531 法人 伊藤　博通 令和7年9月30日平成27年7月9日

株式会社フロースタイル 神奈川県藤沢市片瀬４丁目２番２号3532 法人 浅井　義則 令和7年9月30日平成27年7月9日

有限会社　ヒロセ工房 山梨県富士吉田市下吉田東４ー１６－２５3534 法人 廣瀬　景 令和7年9月30日平成27年7月9日

株式会社　アヤベル 神奈川県横浜市磯子区滝頭二丁目１９番１２号3535 法人 綾部　卓 令和7年9月30日平成27年7月9日

有限会社　富士広告社 千葉県習志野市東習志野八丁目３１番４号3536 法人 原田　二朗 令和7年9月30日平成27年7月9日

全日空モーターサービス株式会社 東京都大田区羽田空港三丁目５番６号3538 法人 中川　潤一郎 令和7年9月30日平成27年7月9日

有限会社　エム・イーサイン 東京都足立区平野一丁目２６番１７号3544 法人 岡安　学 令和7年9月30日平成27年8月7日

株式会社サイズ 新潟県新潟市江南区茗荷谷６８3547 法人 元梅　成仁 令和7年9月30日平成27年8月7日

有限会社　コーディアルズ 埼玉県八潮市鶴ケ曽根９１１番地２　ほていやビル3548 法人 伊賀　邦夫 令和7年9月30日平成27年8月7日

有限会社　ミナミ工芸 大阪府大阪市旭区新森三丁目５番１号3551 法人 南　成吉 令和7年9月30日平成27年8月7日

株式会社メトロアドエージェンシー 東京都港区西新橋一丁目６番２１号3555 法人 肥後　謙一 令和7年9月30日平成27年9月10日

ＪＦＥビジネスサポート横浜株式会社 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地3556 法人 星野　兼一 令和7年9月30日平成27年9月10日

株式会社　たつみ工芸 埼玉県久喜市栗橋３３８番２3557 法人 宮田　和彦 令和7年9月30日平成27年9月10日
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株式会社　ワイズ 大阪府大阪市淀川区新北野１－１０－３－１００９3558 法人 菊嶋　哲 令和7年9月30日平成27年9月10日

株式会社　エムアンドエムワークス 岐阜県岐阜市茜部新所三丁目３５番地１3559 法人 馬渕　智彦 令和7年9月30日平成27年9月10日

ルーデンス株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番１号3560 法人 石渡　裕 令和7年9月30日平成27年9月10日

東京都荒川区西尾久１－３２－４3561 個人 小笠原　清宝ライノコードワー
クス

令和7年9月30日平成27年9月10日

東京都町田市成瀬台４－２２－１８3562 個人 長岡　弘樹コレカ・トータルデ
ザインクオリティ

令和7年9月30日平成27年9月10日

株式会社ステージ 東京都豊島区高松一丁目１番１１号3563 法人 松本　義一 令和7年9月30日平成27年9月10日

有限会社　サーチ 東京都立川市錦町一丁目４－２０　ＴＳＣビル２Ｆ3564 法人 常田　修治 令和7年9月30日平成27年9月10日

トピー実業株式会社 東京都品川区大崎一丁目２番２号3565 法人 山口　政幸 令和7年9月30日平成27年9月10日

神奈川県横浜市青葉区新石川１－１８－４　ベネー
ルあざみ野３０１

3566 個人 飯島　洋平ビッグイージー 令和7年10月12日平成27年10月13日

東京都三鷹市北野４－９－３　セレーノＣ２3569 個人 黒沼　映二世田谷工房 令和7年10月12日平成27年10月13日

株式会社レタリング・アイ 埼玉県桶川市北一丁目２２番２３号3572 法人 井出　賢一 令和7年10月12日平成27年10月13日

株式会社　ラックランド 東京都新宿区西新宿三丁目１８番２０号3573 法人 望月　圭一郎 令和7年10月12日平成27年10月13日

第一園芸株式会社 東京都品川区勝島一丁目５番２１号3574 法人 伊藤　昇 令和7年10月12日平成27年10月13日

株式会社八洲 兵庫県尼崎市東本町一丁目７１番地９3575 法人 假屋　博志 令和7年10月12日平成27年10月13日

神奈川県横浜市都筑区東山田町８０１－１０３3576 個人 川辺　晴美あづま工芸社 令和7年10月12日平成27年10月13日

日本空港テクノ株式会社 東京都大田区羽田空港三丁目３番２号3577 法人 知久　守一 令和7年10月12日平成27年10月13日

有限会社エムティーサイン工房 埼玉県川口市西青木二丁目１５番２６－１００５号3581 法人 山村　鉄太郎 令和7年11月9日平成27年11月10日

株式会社　五光 栃木県宇都宮市本町４番１２号3582 法人 木内　久生 令和7年11月9日平成27年11月10日

株式会社ネオディア 神奈川県横浜市都筑区折本町２２４番地3584 法人 本多　敏裕 令和7年11月9日平成27年11月10日

東京美装興業株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目２４番１号3585 法人 八木　秀記 令和7年11月9日平成27年11月10日

スカイ・アド株式会社 東京都江戸川区松江六丁目５番２１号１Ｆ3588 法人 廣部　貴之 令和7年11月9日平成27年11月10日

株式会社Ｒｅｇａｌｏ 東京都港区高輪三丁目１２番９号3589 法人 岡﨑　隆行 令和7年11月9日平成27年11月10日

株式会社ニック 東京都豊島区東池袋二丁目４５番９号3591 法人 山田　弘 令和7年11月9日平成27年11月10日

有限会社あみ花工芸企画 東京都府中市是政六丁目２２番地２４3592 法人 山村　龍生 令和7年11月9日平成27年11月10日

有限会社トリムデザイン 千葉県富里市中沢３０８番地の３９3593 法人 影山　智 令和7年11月9日平成27年11月10日

大江戸広業株式会社 東京都墨田区江東橋二丁目１２番８号3596 法人 浦田　大介 令和7年12月9日平成27年12月10日

株式会社晃新製作所 埼玉県川口市榛松１６１５番地の13598 法人 星野　耕一 令和7年12月9日平成27年12月10日
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株式会社由宇企画 東京都西東京市田無町三丁目９番７－１０２号3599 法人 小関　義隆 令和7年12月9日平成27年12月10日

有限会社スターシステム 神奈川県横浜市西区南軽井沢１７番地６3601 法人 山本　昌之 令和7年12月9日平成27年12月10日

株式会社保安企画 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地3603 法人 渡辺　勉 令和7年12月9日平成27年12月10日

株式会社イソラ・プランニング 東京都杉並区桃井一丁目３番６号3604 法人 皿井　洋星 令和7年12月9日平成27年12月10日

株式会社アモン 東京都文京区目白台二丁目７番１２号3607 法人 石渡　賢一 令和8年1月11日平成28年1月12日

株式会社脇プロセス 東京都大田区下丸子二丁目１９番１１号3608 法人 脇　宏明 令和8年1月11日平成28年1月12日

サインアート株式会社 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川二丁目８番３号3609 法人 杉崎　功一 令和8年1月11日平成28年1月12日

ニューラルマーケティング株式会社 大阪府大阪市住吉区千躰二丁目２番２４号3610 法人 山本　正晃 令和8年1月11日平成28年1月12日

株式会社サイバーフェイス 東京都江戸川区大杉三丁目３番８号１０２号3611 法人 崎田　浩司 令和8年1月11日平成28年1月12日

神奈川県川崎市宮前区宮前平３丁目１１番地２２　
第２ハイツトミー　２０１号

3612 個人 山口　義光ワイズ 令和8年1月11日平成28年1月12日

東京テアトル株式会社 東京都新宿区新宿一丁目１番８号3613 法人 太田　和宏 令和8年1月11日平成28年1月12日

株式会社椿や 東京都台東区駒形一丁目１０番４号　椿やビル3614 法人 安野　貴志 令和8年1月11日平成28年1月12日

三井物産フォーサイト株式会社 東京都港区西新橋一丁目２番９号3615 法人 山本　佳弘 令和8年1月11日平成28年1月12日

株式会社泉宣宏社 東京都荒川区西日暮里六丁目２２番６号3617 法人 戸田　光太郎 令和8年1月11日平成28年1月12日

有限会社スルガ看板 神奈川県相模原市中央区上溝２５２３番地の２3618 法人 長澤　誠 令和8年1月11日平成28年1月12日

有限会社伸和プランニング 埼玉県川口市坂下町三丁目１８番２０号3620 法人 野口　伸太郎 令和8年2月9日平成28年2月10日

株式会社東京タカラ商会 東京都豊島区東池袋三丁目１０番６号3621 法人 髙倉　将志 令和8年2月9日平成28年2月10日

株式会社アオヤマフオト、アート 東京都港区南青山二丁目２２番２号3622 法人 今泉　英樹 令和8年2月9日平成28年2月10日

デコラティブシステム株式会社 大阪府吹田市岸部南三丁目６番１５号3624 法人 鶴見　芳令 令和8年2月9日平成28年2月10日

有限会社千代田ネオン 東京都板橋区栄町１９番３号3625 法人 石黒　雅也 令和8年2月9日平成28年2月10日

富士フイルムイメージングシステムズ株式会
社

東京都品川区西五反田三丁目６番３０号3626 法人 松本　考司 令和8年2月9日平成28年2月10日

株式会社ノムラアークス 東京都港区台場二丁目３番5号3627 法人 吉田　勝彦 令和8年2月9日平成28年2月10日

株式会社ゼロツー 東京都江東区亀戸六丁目３番２号　寺島ビル２階3628 法人 中島　次郎 令和8年2月9日平成28年2月10日

内外建設株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目２０番８号3630 法人 後藤　謙明 令和8年2月9日平成28年2月10日

株式会社山陽工房 岡山県倉敷市新田２３９３番地の２3634 法人 森永　栄治 令和8年2月9日平成28年2月10日

株式会社ＩＮＴＥＲＰＲＥＴ 東京都世田谷区弦巻五丁目２１番２３－３０１号室3635 法人 林田　なおみ 令和8年2月9日平成28年2月10日

グロリア・アーツ株式会社 神奈川県川崎市高津区宇奈根７３１番地６3637 法人 鈴木　敦久 令和8年3月9日平成28年3月10日
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株式会社日東建装社 大阪府大阪市北区中崎西二丁目３番６号3639 法人 野髙　俊彦 令和8年3月9日平成28年3月10日

株式会社ビーアド 東京都足立区綾瀬七丁目１９番１２号3641 法人 増田　洋一 令和8年3月9日平成28年3月10日

ウィンデックス株式会社 神奈川県厚木市妻田東三丁目１０番７号3642 法人 佐々木　誠一郎 令和8年3月9日平成28年3月10日

東京都練馬区土支田４丁目４２番９号3643 個人 籭　英二ニュー企画 令和8年3月9日平成28年3月10日

アドマックス株式会社 東京都文京区本郷四丁目９番１５号3646 法人 河村　修 令和8年3月9日平成28年3月10日

株式会社佳友 東京都墨田区立川二丁目８番１０号3647 法人 菊地　成佳 令和8年3月9日平成28年3月10日

東信工業株式会社 東京都墨田区東墨田二丁目９番８号3648 法人 松井　昭芳 令和8年3月9日平成28年3月10日

株式会社一心堂看板店 茨城県鹿嶋市平井１１２８番地６０3649 法人 飯塚　和洋 令和8年3月9日平成28年3月10日

株式会社タカヤス 東京都台東区元浅草四丁目４番１５号3651 法人 高安　信一 令和8年3月9日平成28年3月10日

有限会社立川工芸社 東京都立川市柏町二丁目９番地の１3653 法人 武田　幸浩 令和8年3月9日平成28年3月10日

株式会社アールクルー 東京都八王子市本町２５－１７　ＨＫ本町ビル１階3655 法人 萩野　泰三 令和8年3月9日平成28年3月10日

有限会社サードエージェンシー 東京都中央区八丁堀二丁目１５－８　坪井ビル３F3656 法人 松丸　顕一 令和8年3月9日平成28年3月10日

株式会社クレバーワークス 東京都台東区東上野一丁目１３番１号3657 法人 共田　哲 令和8年3月9日平成28年3月10日

株式会社シーウィング 東京都羽村市小作台五丁目８番１２号3659 法人 熊井　比呂淑 令和8年4月11日平成28年4月12日

フタバデザインセンター株式会社 埼玉県草加市氷川町２１４３番地３3662 法人 須藤　秀章 令和8年4月11日平成28年4月12日

株式会社メタルテック 千葉県四街道市大日１６６８番地２１3663 法人 小澤　建二郎 令和8年4月11日平成28年4月12日

株式会社ＣＯＴＡ－ｌａｂｏ 東京都台東区竜泉一丁目２４番４号3664 法人 横山　昌紀 令和8年4月11日平成28年4月12日

株式会社総合廣告社 大阪府大阪市中央区日本橋一丁目２１番２１号3665 法人 大野　隆 令和8年4月11日平成28年4月12日

髙橋テント・内裝工業株式会社 東京都大田区南馬込六丁目８番３号3666 法人 髙橋　正一朗 令和8年4月11日平成28年4月12日

有限会社有明工芸 東京都練馬区石神井台二丁目７番７号3668 法人 上山　光隆 令和8年4月11日平成28年4月12日

株式会社広告商事 大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目４番８号3669 法人 田中　伸一 令和8年4月11日平成28年4月12日

アーバンスクエア株式会社 東京都渋谷区渋谷一丁目３番９号3670 法人 松永　富大 令和8年4月11日平成28年4月12日

有限会社野火止製作所 埼玉県新座市野火止三丁目２番４８号3671 法人 川上　広晃 令和8年5月12日平成28年5月13日

株式会社ユナイタス・コーポレーション 神奈川県横浜市港南区港南三丁目３０番１２号3675 法人 平湯　英晃 令和8年5月12日平成28年5月13日

トヨタ・コニック・プロ株式会社 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地3676 法人 武田　淳一郎 令和8年5月12日平成28年5月13日

ノムラメディアス株式会社 東京都港区台場二丁目３番５号3678 法人 酒井　信二 令和8年5月12日平成28年5月13日

有限会社山田組 東京都台東区根岸四丁目１７番１３－２０１号3679 法人 山田　秀一郎 令和8年5月12日平成28年5月13日

有限会社美彩 千葉県流山市野々下二丁目４番地１3680 法人 五十嵐　利春 令和8年5月12日平成28年5月13日
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株式会社インターフェースプロダクツ 東京都文京区湯島三丁目２１番４号3681 法人 福田　節雄 令和8年5月12日平成28年5月13日

株式会社電通東日本 東京都港区新橋四丁目２１番３号3682 法人 黒田　俊介 令和8年5月12日平成28年5月13日

株式会社榎研企画 埼玉県川口市上青木一丁目２４番２１号3683 法人 榎本　隆一 令和8年6月12日平成28年6月13日

株式会社ハートライズ 東京都目黒区中目黒三丁目５番５号3685 法人 深澤　義教 令和8年6月12日平成28年6月13日

株式会社アテナ工芸 群馬県桐生市菱町一丁目４７０番地3689 法人 福田　隆志郎 令和8年6月12日平成28年6月13日

神奈川県川崎市麻生区王禅寺東６丁目１番２２号3690 個人 山野　太朗atto 令和8年6月12日平成28年6月13日

株式会社エムアンドエム 東京都世田谷区深沢五丁目２番１９号3691 法人 下田　雅敏 令和8年6月12日平成28年6月13日

株式会社デンドウ工芸 埼玉県入間市大字寺竹７１１番地６3693 法人 田頭　寛幸 令和8年6月12日平成28年6月13日

神奈川県川崎市中原区井田中ノ町６番３０号　ウイ
ングショウワ　１０１

3694 個人 小島　秀世コジマワークス 令和8年6月12日平成28年6月13日

株式会社禅 東京都港区西麻布一丁目３番４号3695 法人 水梨　美治 令和8年6月12日平成28年6月13日

有限会社ミウマ工芸 埼玉県八潮市大曽根２０４２番地１3696 法人 帶川　竜也 令和8年6月12日平成28年6月13日

株式会社ソロ 神奈川県横浜市都筑区南山田町４０６７番地3697 法人 木村　純一 令和8年7月11日平成28年7月12日

ファクトリーマオ株式会社 神奈川県厚木市上落合６９４番地２3698 法人 伊藤　択麿 令和8年7月11日平成28年7月12日

有限会社五十嵐工芸 東京都豊島区要町二丁目１４番１１号3699 法人 五十嵐　勇二 令和8年7月11日平成28年7月12日

神奈川県小田原市曽比２０８９番地の３3700 個人 神保　研治ジェイ・プラント 令和8年7月11日平成28年7月12日

株式会社サンヤマト 京都府京都市南区久世東土川町２０番地3701 法人 西浦　秀哉 令和8年7月11日平成28年7月12日

株式会社オーク・インテリジェンス 千葉県千葉市中央区稲荷町一丁目９番６６号3702 法人 檜山　俊夫 令和8年7月11日平成28年7月12日

株式会社彩ユニオン 京都府京都市南区吉祥院西浦町４３番地3703 法人 澤井　和興 令和8年7月11日平成28年7月12日

株式会社創和巧芸 大阪府堺市南区檜尾２７６番１3704 法人 山下　龍弐 令和8年7月11日平成28年7月12日

有限会社山崎電光 東京都世田谷区深沢六丁目２１番２１号3706 法人 山崎　昭二 令和8年7月11日平成28年7月12日

株式会社東宝映像美術 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号3707 法人 戸嶋　雅之 令和8年7月11日平成28年7月12日

有限会社ナカバチ工房 東京都江戸川区北小岩四丁目３６番１号3708 法人 中鉢　利雄 令和8年7月11日平成28年7月12日

株式会社シモダ 東京都江東区森下三丁目８番１１号3709 法人 下田　裕治 令和8年7月11日平成28年7月12日

株式会社サクセスヤマモト 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目４４番地４3710 法人 山本　欽也 令和8年8月11日平成28年8月12日

株式会社ハダ工芸社 福岡県福岡市中央区草香江二丁目２番２０号3712 法人 波田　英次 令和8年8月11日平成28年8月12日

東横電設株式会社 東京都目黒区中根二丁目８番１号3713 法人 関根　英之 令和8年8月11日平成28年8月12日

千葉県我孫子市中峠３０８０番地の１６3717 個人 市川　武志 令和8年8月11日平成28年8月12日

株式会社昭栄美術 東京都江戸川区西葛西七丁目２２番６号3718 法人 小林　大輝 令和8年8月11日平成28年8月12日
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株式会社イープロ 大阪府大阪市淀川区東三国四丁目１４番１６号3719 法人 井口　豪 令和8年8月11日平成28年8月12日

ジーク株式会社 京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町３３番地3720 法人 湯淺　圭一 令和8年8月11日平成28年8月12日

株式会社オリコミサービス 東京都中央区銀座三丁目９番１１号3721 法人 長屋　和男 令和8年8月11日平成28年8月12日

株式会社福広 福岡県福岡市中央区清川三丁目１２番１号3722 法人 渡会　武司 令和8年8月11日平成28年8月12日

日本郵便メンテナンス株式会社 東京都江東区新木場一丁目３番３号3723 法人 樋口　良行 令和8年8月11日平成28年8月12日

株式会社クロコシクラフト 千葉県市川市鬼高三丁目２４番１５号3724 法人 黒越　亮太郎 令和8年9月14日平成28年9月15日

株式会社ソンザイクリエイト 東京都港区東新橋二丁目１０番７号２F3726 法人 庄司　裕樹 令和8年9月14日平成28年9月15日

株式会社旭広告社 神奈川県横浜市中区常盤町二丁目１９番地3727 法人 中谷　忠宏 令和8年9月14日平成28年9月15日

東京都八王子市平町３０７番地５3728 個人 坂本　力サカモト工芸 令和8年9月14日平成28年9月15日

株式会社ＥＡＳＹ　ＭＡＲＫＩＮＧ 東京都江戸川区平井七丁目２５番２７号3729 法人 吉橋　伸治 令和8年9月14日平成28年9月15日

東京都足立区鹿浜六丁目２１番９号3730 個人 伊藤　博美タイブレーク 令和8年9月14日平成28年9月15日

株式会社ランドマーク新潟 新潟県新潟市西区寺地５２８番地４3731 法人 加藤　祐介 令和8年9月14日平成28年9月15日

神奈川県川崎市幸区南加瀬３丁目３８番４０号3732 個人 浅水屋　美枝浅水屋カンバン
店

令和8年9月14日平成28年9月15日

株式会社アド・サイン 大分県大分市小野鶴字大手ヶ迫１９１６番地の１3735 法人 大石　安彦 令和8年9月14日平成28年9月15日

有限会社大和巧芸 神奈川県大和市下鶴間３０３８番地１８3736 法人 平澤　保男 令和8年9月14日平成28年9月15日

東京都町田市常盤町３４６２番地５3737 個人 平石　聰 令和8年9月14日平成28年9月15日

フォービスリンク株式会社 東京都江東区亀戸四丁目３６番１４号3739 法人 今関　哲也 令和8年9月14日平成28年9月15日

株式会社アサヒファシリティズ 東京都江東区新砂一丁目３番３号3740 法人 藤永　弘 令和8年9月14日平成28年9月15日

株式会社広伸社 神奈川県横浜市泉区和泉町７９０７番地3741 法人 横田　滝久 令和8年9月14日平成28年9月15日

株式会社パルコスペースシステムズ 東京都渋谷区神泉町８番１６号3742 法人 車田　恭之 令和8年9月14日平成28年9月15日

住友不動産ベルサール株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目１番４号3743 法人 岩本　修一 令和8年9月14日平成28年9月15日

株式会社エスピーセンター 東京都練馬区小竹町二丁目８０番６号　４階3747 法人 井上　一男 令和8年10月11日平成28年10月12日

株式会社三和美研 福岡県福岡市中央区警固二丁目１８番５号3749 法人 仲村　一起 令和8年10月11日平成28年10月12日

株式会社日伸プロデュース 埼玉県朝霞市膝折町五丁目８番６号3750 法人 中山　晃児 令和8年10月11日平成28年10月12日

株式会社アコマ 埼玉県川越市山田東町１７０３番地3751 法人 桑原　仁一 令和8年10月11日平成28年10月12日

株式会社Ｓ－ＳＩＧＮ 東京都練馬区谷原六丁目１番２９号3752 法人 齋藤　央道 令和8年10月11日平成28年10月12日

株式会社タナカ 茨城県土浦市藤沢３４９５番地１3753 法人 田中　司郎 令和8年10月11日平成28年10月12日

有限会社ティンズクラフト 埼玉県上尾市大字上５３０番地２3754 法人 宇田川　純 令和8年10月11日平成28年10月12日
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アイショット株式会社 東京都中央区銀座二丁目１４番６号　第２松岡ビル
３Ｆ

3755 法人 中山　重信 令和8年10月11日平成28年10月12日

千葉県柏市若柴１番地４８９3756 個人 干場　伸浩スタースペース 令和8年10月11日平成28年10月12日

神奈川県相模原市中央区緑が丘１丁目２１番１１号3757 個人 橋本　貞男ハシスタジオ 令和8年10月11日平成28年10月12日

有限会社アイビープランニング 群馬県佐波郡玉村町大字板井８７８番地１７3758 法人 石橋　篤幸 令和8年10月11日平成28年10月12日

りえぞん企画株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目１５番地3759 法人 西田　淳一 令和8年10月11日平成28年10月12日

有限会社シンキスクリーン 埼玉県越谷市谷中町一丁目１４６番地１3760 法人 石原　恵二 令和8年10月11日平成28年10月12日

有限会社エムケイサイン 埼玉県北本市石戸四丁目４５８－２3761 法人 岡村　美加 令和8年10月11日平成28年10月12日

株式会社アイ・エヌ・ジーグラフィックアーツ 東京都港区赤坂二丁目１７番５０－３９０５号3765 法人 川口　四郎 令和8年10月11日平成28年10月12日

有限会社パレット 神奈川県川崎市川崎区富士見一丁目６番１１－
４１３号

3767 法人 桑田　智紀 令和8年11月9日平成28年11月10日

ダイヤミック株式会社 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号3768 法人 高上　裕二 令和8年11月9日平成28年11月10日

有限会社ジャックスクリーン 大阪府八尾市跡部本町一丁目４番４０号3770 法人 今岡　和雄 令和8年11月9日平成28年11月10日

日本保安工業株式会社 神奈川県横浜市神奈川区新子安二丁目４番８号3772 法人 小山　巌　 令和8年11月9日平成28年11月10日

株式会社ハウズ 東京都台東区東上野三丁目１７番８号3774 法人 平野　道明 令和8年11月9日平成28年11月10日

株式会社明彩社 東京都港区麻布十番二丁目４番１０号3775 法人 手塚　広道 令和8年11月9日平成28年11月10日

東京廣告工業株式会社 東京都文京区春日一丁目６番６号3777 法人 岡田　友孝 令和8年11月9日平成28年11月10日

株式会社ハクユーサービス 東京都練馬区田柄三丁目１５番１４号3778 法人 佐藤　晴一 令和8年11月9日平成28年11月10日

株式会社ダスキン 大阪府吹田市豊津町１番３３号3781 法人 大久保　裕行 令和8年11月9日平成28年11月10日

株式会社タイホー 神奈川県相模原市中央区田名３５１３番地６3783 法人 大峰　英一 令和8年11月9日平成28年11月10日

有限会社サイン開発 宮崎県都城市山田町山田６１０４番地3784 法人 乙守　一郎 令和8年11月9日平成28年11月10日

西松地所株式会社 東京都港区虎ノ門五丁目１２番１１号3785 法人 森田　潤 令和8年12月11日平成28年12月12日

株式会社ワイシーグループ 東京都豊島区南池袋二丁目２９番１０号　金井ビル
９階

3786 法人 小園　洋平 令和8年12月11日平成28年12月12日

株式会社ステッチ 群馬県前橋市広瀬町三丁目２番地１５3787 法人 星野　敏 令和8年12月11日平成28年12月12日

大林ファシリティーズ株式会社 東京都千代田区神田錦町一丁目６番地3788 法人 石井　健治 令和8年12月11日平成28年12月12日

株式会社世広 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７１８番地１3789 法人 鈴木　定徳 令和8年12月11日平成28年12月12日

株式会社読売ＩＳ 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番１号3792 法人 中川　雅夫 令和8年12月11日平成28年12月12日

扶桑建設株式会社 東京都昭島市昭和町一丁目１３番１０号3793 法人 星野　宗保 令和8年12月11日平成28年12月12日

ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社 埼玉県比企郡吉見町大字長谷１９１３番地3794 法人 大林　章男 令和8年12月11日平成28年12月12日
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東京都大田区中央一丁目１９番７号3796 個人 鈴木　康夫美鈴工芸 令和8年12月11日平成28年12月12日

株式会社タテイシ広美社 広島県府中市河南町１１４番地3797 法人 立石　良典 令和8年12月11日平成28年12月12日

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3798 法人 井形　康廣 令和8年12月11日平成28年12月12日

株式会社猿人 東京都台東区元浅草一丁目４番３号3799 法人 大野　秀美 令和8年12月11日平成28年12月12日

株式会社ミヤモト工芸 東京都八王子市打越町６２３番地４０3801 法人 宮本　潤一 令和9年1月12日平成29年1月13日

有限会社シルクプランニング 新潟県新潟市中央区鳥屋野四丁目１０番１２号3804 法人 植木　賢治 令和9年1月12日平成29年1月13日

有限会社ぬくい工芸 東京都西東京市中町一丁目８番２７号3805 法人 貫井　弘男 令和9年1月12日平成29年1月13日

東京ネオン株式会社 東京都品川区南大井六丁目４番２２号3806 法人 藤田　進 令和9年1月12日平成29年1月13日

株式会社おどろき 広島県広島市南区向洋新町一丁目２０番８号3807 法人 植本　多郎 令和9年1月12日平成29年1月13日

株式会社ケイミックス 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号3808 法人 橋本　圭史 令和9年1月12日平成29年1月13日

加藤広告株式会社 大阪府大阪市淀川区野中南一丁目７番１３号3809 法人 加藤　健 令和9年1月12日平成29年1月13日

三井住友建設株式会社 東京都中央区佃二丁目１番６号3810 法人 近藤　重敏 令和9年1月12日平成29年1月13日

株式会社中央アド新社 東京都中央区日本橋一丁目２番５号3811 法人 井上　健 令和9年1月12日平成29年1月13日

株式会社エクスィン 東京都渋谷区本町一丁目１７番７号3812 法人 池田　昌弘 令和9年1月12日平成29年1月13日

株式会社自然堂 東京都江戸川区南小岩二丁目２番９号3813 法人 及川　学 令和9年1月12日平成29年1月13日

東急技術センター株式会社 東京都目黒区青葉台三丁目１７番１３号3814 法人 源　淳一 令和9年1月12日平成29年1月13日

株式会社神奈中商事 神奈川県平塚市東八幡三丁目１５番３号3815 法人 譲原　弘明 令和9年1月12日平成29年1月13日

有限会社宣弘プロセス 神奈川県横浜市緑区十日市場町８３８番地４3816 法人 大塚　康児 令和9年1月12日平成29年1月13日

茨城県土浦市神立町１２５８番地３3819 個人 岩松　友明岩松工芸 令和9年2月8日平成29年2月9日

協立広告株式会社 東京都新宿区荒木町１３番地８3822 法人 杉本　公男 令和9年2月8日平成29年2月9日

株式会社ダイキ・アート 東京都台東区元浅草一丁目４番３号3823 法人 大野　秀美 令和9年2月8日平成29年2月9日

株式会社イワキ工芸社 千葉県千葉市若葉区加曽利町１５５２番地１号3824 法人 武藤　虎之介 令和9年2月8日平成29年2月9日

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ケ谷１９５番地１２3826 法人 深田　将由 令和9年2月8日平成29年2月9日

有限会社多摩広芸社 東京都町田市南町田一丁目２６番１５号3827 法人 江口　憲一 令和9年2月8日平成29年2月9日

簑和田株式会社 東京都台東区千束一丁目１６番１１－１０２号3828 法人 簑和田　俊之 令和9年2月8日平成29年2月9日

株式会社サンリーク 千葉県千葉市美浜区真砂三丁目２番１９号3829 法人 相川　久 令和9年2月8日平成29年2月9日

株式会社フィーリン 静岡県駿東郡清水町卸団地２２２番地沼津卸団地3830 法人 金指　忠久 令和9年2月8日平成29年2月9日

小松印刷グループ株式会社 香川県高松市香南町由佐２１００番地１3831 法人 小松　秀敏 令和9年2月8日平成29年2月9日
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ピー・エフ・アイコンサルティング株式会社 東京都千代田区九段北一丁目９番１４－６０１号3832 法人 鈴木　康仁 令和9年2月8日平成29年2月9日

株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ　Ｋｏｕｓｙａ 広島県広島市西区商工センター六丁目６番２７号3834 法人 竹本　和夫 令和9年3月8日平成29年3月9日

有限会社商工美術社 茨城県水戸市加倉井町１０２１番地の１3835 法人 吉原　邦夫 令和9年3月8日平成29年3月9日

株式会社アームス 東京都八王子市台町二丁目１１番７号3837 法人 外川　克 令和9年3月8日平成29年3月9日

株式会社スタジオ・ゼロ 東京都新宿区下落合三丁目１６番１０号　大同ビル1
階

3838 法人 金田　充雄 令和9年3月8日平成29年3月9日

宮脇化成工業株式会社 東京都練馬区谷原四丁目１７番５号3839 法人 宮脇　治 令和9年3月8日平成29年3月9日

スカイライン株式会社 東京都八王子市犬目町１８１番地３５3840 法人 匂坂　淳 令和9年3月8日平成29年3月9日

株式会社クローバー 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町７７４番地５３3841 法人 堀内　雅美 令和9年3月8日平成29年3月9日

平和不動産プロパティマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋兜町６番７号3842 法人 瀬尾　宣浩 令和9年3月8日平成29年3月9日

株式会社消費者工学研究所 大阪府大阪市中央区北浜東１－１２3848 法人 入江　敦史 令和9年3月8日平成29年3月9日

静岡県沼津市上香貫九十九洞２４２２番地の３４3850 個人 鈴木　達雄すずき看板 令和9年3月8日平成29年3月9日

株式会社東京ＢＡｉＴＡi 東京都新宿区西新宿三丁目２番９号　新宿ワシント
ンホテルビル本館２階

3852 法人 北　亮二 令和9年3月8日平成29年3月9日

株式会社フロイデ 東京都豊島区南長崎二丁目１番４号3853 法人 浦崎　幸人 令和9年3月8日平成29年3月9日

株式会社シルエット 東京都清瀬市中里五丁目６３６番地の４3856 法人 秦　義則 令和9年4月12日平成29年4月13日

株式会社シミズ・ビルライフケア 東京都中央区京橋二丁目１０番２号3857 法人 東海　幸一 令和9年4月12日平成29年4月13日

株式会社アクセス 神奈川県横浜市港南区芹が谷四丁目２番２９号3860 法人 岩崎　弘起 令和9年4月12日平成29年4月13日

株式会社エヌライズ 東京都江東区亀戸一丁目２５番１２号3861 法人 野内　隆行 令和9年4月12日平成29年4月13日

株式会社ストッパー 埼玉県三郷市高州二丁目６４番地１3862 法人 牧野　和明 令和9年4月12日平成29年4月13日

株式会社フジアド 東京都板橋区成増二丁目１０番３号3864 法人 田代　裕昭 令和9年4月12日平成29年4月13日

株式会社一弘社 東京都大田区西六郷一丁目２７番９号3867 法人 武田　源一 令和9年4月12日平成29年4月13日

有限会社エンゼルス 東京都武蔵村山市大南一丁目１０４番地の５3871 法人 山崎　亜起夫 令和9年4月12日平成29年4月13日

株式会社エヌケー 埼玉県越谷市大字弥十郎３６９番地３3873 法人 小松﨑　寛 令和9年4月12日平成29年4月13日

株式会社アート 茨城県つくば市大舟戸１９２番地６０3875 法人 岡澤　信夫 令和9年5月10日平成29年5月11日

有限会社文字広 神奈川県川崎市高津区久末１８５０番地3877 法人 伊木　靖男 令和9年5月10日平成29年5月11日

埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１４９４番地１3878 個人 西島　千尋アイ工房 令和9年5月10日平成29年5月11日

株式会社クリエイティブワーク 福岡県福岡市南区野間三丁目２３番１３号3879 法人 馬場　旬一郎 令和9年5月10日平成29年5月11日

株式会社大協社 大阪府大阪市平野区長吉出戸六丁目１４番３６号3881 法人 伊藤　和也 令和9年5月10日平成29年5月11日
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株式会社タカラダ工芸 東京都江戸川区西一之江二丁目５番７号3882 法人 寳田　大樹 令和9年5月10日平成29年5月11日

東京不動産管理株式会社 東京都墨田区太平四丁目１番３号3884 法人 福井　弘人 令和9年5月10日平成29年5月11日

埼玉県川口市西青木１丁目１１番９号3885 個人 齋藤　勇オール工芸 令和9年5月10日平成29年5月11日

株式会社グラフ 奈良県奈良市朱雀四丁目７番地の２２3888 法人 栗栖　圭三 令和9年6月7日平成29年6月8日

株式会社ビルボテック 栃木県宇都宮市城南三丁目５番５号3890 法人 髙根　洋明 令和9年6月7日平成29年6月8日

株式会社Ｃ－ｔ－ｉ 東京都千代田区神田司町二丁目１７番６　新商神田
ビル６階

3891 法人 田口　亮 令和9年6月7日平成29年6月8日

株式会社ＫＡＫＩＭＯＴＯ 東京都大田区大森東四丁目３８番８号3892 法人 柿本　宏 令和9年6月7日平成29年6月8日

神戸ビル管理株式会社 兵庫県神戸市中央区浪花町１５番地3894 法人 平林　昌樹 令和9年6月7日平成29年6月8日

株式会社エクセレント 埼玉県富士見市下南畑３７６７番地６3897 法人 中村　真幸 令和9年6月7日平成29年6月8日

有限会社ベアーズハウス 東京都江戸川区東松本一丁目１１番２号3898 法人 齊藤　聡 令和9年7月5日平成29年7月6日

アートネオン有限会社 福岡県遠賀郡岡垣町大字内浦字芝原４１６番地の１3899 法人 田代　正之 令和9年7月5日平成29年7月6日

株式会社レイアップ 東京都練馬区石神井町八丁目３６番５号3901 法人 川崎　洋介 令和9年7月5日平成29年7月6日

株式会社アカマ印刷 山口県下関市長府扇町９番１０号3902 法人 末廣　総一郎 令和9年7月5日平成29年7月6日

有限会社クリエーション企画 埼玉県川口市芝四丁目８番５号　プランタンビル１階3904 法人 青木　茂 令和9年7月5日平成29年7月6日

株式会社エアロテック 東京都足立区竹の塚三丁目３番１５号3905 法人 大曽根　康弘 令和9年7月5日平成29年7月6日

有限会社城北電装 埼玉県川口市弥平三丁目８番２３号3906 法人 髙橋　悟 令和9年7月5日平成29年7月6日

協栄電気興業株式会社 長野県長野市川合新田３５２５番地3908 法人 上田　正昭 令和9年7月5日平成29年7月6日

株式会社コインパーク 東京都新宿区四谷本塩町３番１号　四谷ワイズビル
３Ｆ

3909 法人 小山　利彦 令和9年7月5日平成29年7月6日

株式会社日の出広美社 東京都江戸川区鹿骨五丁目３番４号3910 法人 村山　寿太郎 令和9年7月5日平成29年7月6日

有限会社大黒製作所 東京都足立区新田二丁目８番４号3911 法人 大黒　智夫 令和9年7月5日平成29年7月6日

有限会社五車堂 神奈川県横浜市南区永楽町一丁目５番地3913 法人 平尾　省二 令和9年7月5日平成29年7月6日

株式会社サインワークス 神奈川県川崎市高津区末長四丁目４番３４号3914 法人 池原　竜一 令和9年7月5日平成29年7月6日

株式会社プラン・エディターズ 愛知県名古屋市北区水草町一丁目６８番地２3915 法人 松本　信人 令和9年7月5日平成29年7月6日

神奈川県小田原市下堀７３番地の１０3917 個人 沖山　勝 令和9年7月5日平成29年7月6日

株式会社ネクスティア 東京都千代田区神田須田町一丁目２番７号3918 法人 森田　啓介 令和9年7月5日平成29年7月6日

有限会社三愛 大阪府大阪市東淀川区井高野四丁目８番１５号3919 法人 三吉　繁清 令和9年8月9日平成29年8月10日

株式会社レクス 神奈川県横浜市中区尾上町６－８３3921 法人 河野　博誠 令和9年8月9日平成29年8月10日
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株式会社コンシーブ 東京都世田谷区中町四丁目４番６号3922 法人 村山　裕一 令和9年8月9日平成29年8月10日

株式会社アイザック 東京都港区南青山二丁目２２番４－５０２号3923 法人 宇都　ひろ子 令和9年8月9日平成29年8月10日

株式会社ニットーアド 埼玉県志木市上宗岡二丁目６番３１号3924 法人 岩嶋　邦明 令和9年8月9日平成29年8月10日

株式会社人参社 東京都渋谷区富ヶ谷一丁目５１番２号3927 法人 仲村　一起 令和9年8月9日平成29年8月10日

株式会社イケダ 東京都足立区足立二丁目１２番８号3928 法人 池田　誠 令和9年8月9日平成29年8月10日

株式会社トーン・アップ 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目３番７号3930 法人 富田　和伸 令和9年9月6日平成29年9月7日

株式会社アド・スタッフ 東京都国分寺市西町三丁目２０番地１3931 法人 三品　信人 令和9年9月6日平成29年9月7日

株式会社東洋マーキングセンター 神奈川県横浜市神奈川区新子安二丁目３番３６号3932 法人 福本　トヨ子 令和9年9月6日平成29年9月7日

東京ライド株式会社 東京都中央区銀座七丁目１３番６号　サガミビル２3933 法人 山本　晋也 令和9年9月6日平成29年9月7日

株式会社ビッグウイング 東京都大田区羽田空港三丁目３番２号3935 法人 古賀　宰 令和9年9月6日平成29年9月7日

株式会社ムラック 千葉県船橋市高瀬町６２番地１3937 法人 齋木　透匡 令和9年9月6日平成29年9月7日

シャープマーケティングジャパン株式会社 大阪府八尾市北亀井町三丁目1番７２号3939 法人 中山　藤一 令和9年9月6日平成29年9月7日

凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目５番１号3943 法人 麿　秀晴 令和9年9月6日平成29年9月7日

有限会社アート・ドイ 東京都町田市真光寺一丁目３３番地１６3944 法人 土井　陽 令和9年9月6日平成29年9月7日

株式会社日東広告 東京都台東区上野桜木一丁目１２番２号3946 法人 菊池　陽平 令和9年9月6日平成29年9月7日

株式会社トゥーユー 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番地６3947 法人 宇野　昭宏 令和9年9月6日平成29年9月7日

ユニバース株式会社 東京都足立区青井六丁目１０番２－２０５号3948 法人 清水　美行 令和9年9月6日平成29年9月7日

株式会社イーストウエスト 東京都目黒区中目黒一丁目１番７１号3949 法人 佐藤　元彦 令和9年9月6日平成29年9月7日

株式会社WAOH 東京都台東区三ノ輪一丁目２８番１０号　丸嶋ビル６
階

3950 法人 桑原　克也 令和9年9月6日平成29年9月7日

株式会社ダイコクサイン 愛知県名古屋市緑区鳥澄一丁目２１９番地3951 法人 大黒　広和 令和9年10月9日平成29年10月10日

株式会社アドリアル 東京都港区芝大門二丁目９番１４号3952 法人 布施　佑介 令和9年10月9日平成29年10月10日

神奈川県川崎市川崎区鋼管通２丁目１０番１８号3955 個人 武石　満武工芸 令和9年10月9日平成29年10月10日

東京都日野市程久保６５０番地　高幡台団地６０－
３０１

3958 個人 谷　善八たに看板店 令和9年10月9日平成29年10月10日

株式会社うみねこどう 東京都北区赤羽一丁目３５番１１号3959 法人 竹内　宏一 令和9年10月9日平成29年10月10日

有限会社ワッツ 東京都千代田区鍛冶町一丁目１０番１７号3962 法人 米澤　均 令和9年10月9日平成29年10月10日

株式会社東京ナップ 東京都中央区銀座一丁目２０番１５号　前田・山陽ビ
ル

3963 法人 東　信章 令和9年10月9日平成29年10月10日

株式会社アバレント 東京都港区浜松町一丁目１番２号3964 法人 阿部　恭久 令和9年10月9日平成29年10月10日
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株式会社オールマイティー 東京都新宿区西五軒町８－１０　６階3965 法人 在原　孝太郎 令和9年10月9日平成29年10月10日

株式会社セブンサービス企画装飾 千葉県浦安市鉄鋼通り三丁目４番５号3966 法人 山村　未来男 令和9年10月9日平成29年10月10日

西武ハイヤー株式会社 東京都豊島区南池袋一丁目１６番１５号3970 法人 刈屋　輝彦 令和9年11月8日平成29年11月9日

株式会社エキスポインターナシヨナル 東京都千代田区神田和泉町一丁目３番１号　三恵
ビル９階

3972 法人 新井　三男 令和9年11月8日平成29年11月9日

有限会社サン工房 東京都中野区弥生町二丁目８番７号3973 法人 山口　勝治 令和9年11月8日平成29年11月9日

東京都町田市本町田１４６２番地１　サンティエ
　１０２

3974 個人 平石　匠ヒライシ工芸 令和9年11月8日平成29年11月9日

東京都練馬区西大泉３丁目２０番２１号3975 個人 齊藤　賢明Ｔorizo 令和9年11月8日平成29年11月9日

合同会社ＯDA 東京都日野市平山三丁目３１番地の１８3977 法人 織田　優臣 令和9年11月8日平成29年11月9日

株式会社マキシマ・インターナショナル 東京都港区浜松町二丁目７番１５号　日本工築２号
館８階

3978 法人 馬　駿 令和9年11月8日平成29年11月9日

株式会社ｉｒｏｎ　ｋｕｒｋ 東京都足立区千住東一丁目２６番８号　ハウス山岸
１Ｆ

3979 法人 甲斐　英俊 令和9年11月8日平成29年11月9日

株式会社第一広房ＴＯＫＹＯ 東京都豊島区東池袋二丁目２３番２号　ＵＢＧ東池
袋ビル７Ｆ

3980 法人 吉野　泰規 令和9年11月8日平成29年11月9日

株式会社チヨダディステム 東京都文京区白山一丁目１９番１６号3981 法人 豊原　順一 令和9年11月8日平成29年11月9日

株式会社美工芸 東京都町田市金井五丁目２番２３号3984 法人 江上　まゆみ 令和9年11月8日平成29年11月9日

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６３４番地５3986 法人 板橋　庸介 令和9年11月8日平成29年11月9日

太平ビルサービス株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号3988 法人 狩野　伸彌 令和9年11月8日平成29年11月9日

有限会社アクスル 福岡県福岡市博多区比恵町３番1７号3989 法人 矢野　敏雄 令和9年11月8日平成29年11月9日

株式会社ケー・エヌプランニング 大阪府大阪市生野区巽中二丁目２２番３５号3990 法人 近藤　剛 令和9年11月8日平成29年11月9日

株式会社アズーム 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号　新宿マインズ
タワー１９階

3991 法人 菅田　洋司 令和9年12月6日平成29年12月7日

株式会社セントラル・エージェンシー 東京都文京区白山五丁目２９番６号　７０３　3993 法人 小池　亮司 令和9年12月6日平成29年12月7日

株式会社アイアンドエス・ビービーディオー 東京都中央区晴海一丁目８番１０号3995 法人 永井　祥裕 令和9年12月6日平成29年12月7日

株式会社フェイスアップ 東京都足立区伊興二丁目１２番２７号3996 法人 田中　厚至 令和9年12月6日平成29年12月7日

株式会社稲進 東京都江戸川区上篠崎三丁目１１番７号3997 法人 素田　篤史 令和9年12月6日平成29年12月7日

株式会社井手口 東京都中央区入船三丁目１０番９号　新富町ビル７
階

3999 法人 對比地　徳明 令和9年12月6日平成29年12月7日

株式会社ミッド 北海道札幌市厚別区厚別中央五条四丁目１番１０
－４０３号

4000 法人 太島　弘仁 令和10年1月10日平成30年1月11日

68 ページ現在令和5年5月1日



法　　人　　名 登　録　者　住　所番号 分類 初　回　登　録　日代表者・個人名屋　　号　　名 有　効　期　限

株式会社京阪エージェンシー 大阪府大阪市中央区大手前一丁目７番２４号　京阪
天満橋ビル

4001 法人 中妻　裕司 令和10年1月10日平成30年1月11日

株式会社イサム工芸社 大阪府大阪市北区山崎町３番１１号4002 法人 髙見　徹 令和10年1月10日平成30年1月11日

有限会社ランドスケープ 東京都目黒区目黒四丁目２０番２２－３０８号4003 法人 本田　博之 令和10年1月10日平成30年1月11日

ワールド産業株式会社 神奈川県川崎市幸区下平間２０番地９4004 法人 矢的　良章 令和10年1月10日平成30年1月11日

有限会社三協工芸 東京都練馬区中村三丁目４番１３号4007 法人 橋本　靖啓 令和10年1月10日平成30年1月11日

株式会社アールピーアール 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１６５番地３4010 法人 渡會　紀之 令和10年1月10日平成30年1月11日

大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目２１番１号4011 個人 清水　良一清水製作所 令和10年1月10日平成30年1月11日

東芝ビジネスエキスパート株式会社 神奈川県横浜市港北区鳥山町５５５番地4012 法人 長谷川　直人 令和10年1月10日平成30年1月11日

株式会社ケーエムサイン 神奈川県横浜市都筑区荏田南町４１０６番地１4013 法人 松橋　啓子 令和10年1月10日平成30年1月11日

株式会社イーアイピー 神奈川県相模原市緑区橋本三丁目９番７号　フォレ
ストビル１階

4014 法人 及川　斉 令和10年1月10日平成30年1月11日

株式会社アップロード・プランズ 大阪府大阪市港区港晴四丁目１４番６号4015 法人 道上　敦之 令和10年1月10日平成30年1月11日

ＰＥＡＰデザイン株式会社 石川県加賀市伊切町に１０６番地１4016 法人 坂矢　秀二朗 令和10年1月10日平成30年1月11日

株式会社サカクラ 神奈川県横浜市磯子区岡村七丁目３５番の１６4017 法人 坂倉　徹 令和10年1月10日平成30年1月11日

株式会社オルテリア 東京都東大和市清水５－１０１１－１4018 法人 緑川　逸郎 令和10年1月10日平成30年1月11日

カンボウプラス株式会社 大阪府大阪市中央区南本町一丁目８番１４号4019 法人 中村　信治 令和10年1月10日平成30年1月11日

有限会社ツクモリ工芸 千葉県東金市家徳６６６番地4022 法人 才田　進 令和10年2月7日平成30年2月8日

名古屋樹脂工業株式会社 愛知県名古屋市西区上堀越町一丁目５０番地4024 法人 伊藤　誠一 令和10年2月7日平成30年2月8日

株式会社ラボ・銀座 東京都中央区日本橋箱崎町２０番１３号4025 法人 村上　勲 令和10年2月7日平成30年2月8日

株式会社エムエム・フォー 東京都中央区日本橋箱崎町２０番１４号　日本橋巴
ビル５階

4026 法人 沼田　郁男 令和10年2月7日平成30年2月8日

有限会社埼玉広告 埼玉県八潮市木曽根５１７番地4027 法人 西本　登志雄 令和10年2月7日平成30年2月8日

株式会社Ｍｏｖｅｓ 大阪府吹田市垂水町三丁目３３番２９号4028 法人 大西　裕久 令和10年2月7日平成30年2月8日

株式会社三装 東京都豊島区池袋二丁目１８番２号4029 法人 鈴木　勝 令和10年2月7日平成30年2月8日

株式会社イナダ電工 東京都練馬区豊玉中三丁目２１番１２号4030 法人 稲田　亮二 令和10年2月7日平成30年2月8日

株式会社ウィニスト 兵庫県神戸市中央区江戸町９５番地4031 法人 山元　康生 令和10年3月6日平成30年3月7日

有限会社ケー・エス・ピー 愛知県名古屋市守山区新守山２１０８番地4033 法人 佐野　浩司 令和10年3月6日平成30年3月7日

株式会社アコードデザイン 愛知県名古屋市中区栄五丁目５番２８号4034 法人 本田　和也 令和10年3月6日平成30年3月7日

神奈川県大和市南林間六丁目１７番２０号4036 個人 佐久間　陽一佐久間工藝 令和10年3月6日平成30年3月7日
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株式会社アルス 東京都文京区小石川二丁目２１番５号4038 法人 横田　勇介 令和10年3月6日平成30年3月7日

株式会社座間印刷舎 神奈川県相模原市中央区矢部四丁目１３番１４号4040 法人 座間　英樹 令和10年3月6日平成30年3月7日

有限会社大栄企画 茨城県つくばみらい市絹の台五丁目１番１4041 法人 古舘　明夫 令和10年3月6日平成30年3月7日

株式会社やまと 群馬県安中市安中５３５０番地１4043 法人 加藤　充 令和10年4月8日平成30年4月9日

株式会社ベネフィットカンパニー 埼玉県ふじみ野市新駒林四丁目４番２号4044 法人 佐藤　学 令和10年4月8日平成30年4月9日

株式会社ジー・クラフト 東京都葛飾区西水元五丁目１７番１２号　山田ビル4047 法人 北澤　高志 令和10年4月8日平成30年4月9日

株式会社ピオ 神奈川県藤沢市湘南台四丁目２４番地１２4049 法人 水津　良俊 令和10年4月8日平成30年4月9日

株式会社麻布通信社 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西二丁目２９番地
３２

4052 法人 森　陽一 令和10年4月8日平成30年4月9日

株式会社カーマイン 東京都杉並区上高井戸三丁目２番1号4053 法人 三輪　和史 令和10年4月8日平成30年4月9日

株式会社エイチ・エス・エイ 大阪府大阪市生野区林寺六丁目８番２４号4054 法人 髙野　賢治 令和10年4月8日平成30年4月9日

株式会社ハルプロモーション 東京都江東区平野二丁目３番１４号4057 法人 渋谷　三千雄 令和10年5月8日平成30年5月9日

株式会社　アイル 千葉県千葉市緑区古市場町715－14058 法人 松澤　真 令和5年5月8日平成30年5月9日

アドセラー株式会社 東京都小平市天神町四丁目１８番２０号4059 法人 青木　繁宜 令和10年5月8日平成30年5月9日

株式会社装工社 大阪府八尾市南本町八丁目４番４６号4060 法人 清水　兼一 令和10年5月8日平成30年5月9日

株式会社ハセケン 神奈川県横浜市港南区下永谷六丁目７番６６号4061 法人 長谷川　巧 令和10年5月8日平成30年5月9日

神奈川県相模原市緑区大島２７１８番地14062 個人 柴田　卓 令和5年5月8日平成30年5月9日

株式会社ジー・ツー・サイン 大阪府摂津市鳥飼八防一丁目２２番１０号－６０２4063 法人 辻󠄀　英雄 令和10年5月8日平成30年5月9日

有限会社三宝メンテナンス 東京都日野市南平四丁目５番地の７０4064 法人 工藤　義隆 令和10年5月8日平成30年5月9日

愛知県岡崎市土井町城屋敷１４－２4065 個人 齊藤　直紀看タロー 令和5年5月8日平成30年5月9日

株式会社ダイエープロジェクト 兵庫県伊丹市桜ケ丘六丁目２番３号4066 法人 浅岡　大舗 令和10年5月8日平成30年5月9日

株式会社　ジェイ・ケイプランニング 埼玉県さいたま市浦和区常盤2－8－164067 法人 川崎　日郎 令和5年6月5日平成30年6月6日

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番１号4068 法人 川端　良三 令和5年6月5日平成30年6月6日

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

4069 法人 齋藤　俊宏 令和5年6月5日平成30年6月6日

株式会社ライフ・ウェイ 東京都足立区南花畑二丁目４７番６号4070 法人 宗形　康幹 令和10年6月5日平成30年6月6日

有限会社　タヤ 埼玉県川口市東領家2－30－134071 法人 田家　徹治 令和5年6月5日平成30年6月6日

株式会社　じも研 東京都葛飾区亀有5－33－4　浅野ビル２Ｆ4072 法人 庄子　匡 令和5年6月5日平成30年6月6日

東京都江東区北砂4－34－13　ＦＯＲＴＵＮＥ３０２4073 個人 菊地　恵美子ＬＵＣＡ 令和5年6月5日平成30年6月6日
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株式会社　サインハーツ 埼玉県入間市小谷田６７８番地５4074 法人 千鹿野　信久 令和5年6月5日平成30年6月6日

株式会社ＧＲＡＮＤ　ＢＡＣＨＳ 東京都江東区木場六丁目６番７号－８０３4075 法人 大渕　祐樹 令和10年6月5日平成30年6月6日

有限会社　横浜看板工業 神奈川県横浜市青葉区鉄町１８８５4076 法人 口石　和史 令和5年6月5日平成30年6月6日

合同会社　ＴＦ　Ｗｏｒｋ 神奈川県横浜市都筑区東方町３４２－１イースト
ピーク３０２

4077 法人 小森　弘司 令和5年6月5日平成30年6月6日

有限会社イワイトータルクリエイティブワークス 千葉県八千代市八千代台北十七丁目１１番６号4078 法人 岩井　秀通 令和10年6月5日平成30年6月6日

株式会社エスケーシー 愛知県名古屋市守山区大牧町１２番３０号4079 法人 大塚　浩 令和5年7月5日平成30年7月6日

有限会社　スタンダップテクノ 埼玉県所沢市南永井１０５０4080 法人 井上　立雄 令和5年7月5日平成30年7月6日

東京サイン株式会社 東京都東大和市狭山４－１４５７－２　・２－３０６4081 法人 小林　輝亘 令和5年7月5日平成30年7月6日

株式会社メイトー 愛知県名古屋市守山区瀬古三丁目1218番地4082 法人 一ノ木　隆之 令和5年7月5日平成30年7月6日

中央広告株式会社 東京都中央区日本橋堀留町2－4－14－5044083 法人 林　賢一 令和5年7月5日平成30年7月6日

株式会社　ツイーテル 大阪府大阪市中央区内平野町１－３－６　ＪＰＣﾋﾞﾙ4084 法人 住吉　亮 令和5年7月5日平成30年7月6日

株式会社　ライン 東京都板橋区徳丸１－９－２８4085 法人 伊藤　敦彦 令和5年7月5日平成30年7月6日

株式会社　ＧＡＴＥ　ＳＩＧＮ 群馬県伊勢崎市西野町５４９番地4086 法人 齋藤　淳司 令和5年7月5日平成30年7月6日

株式会社　博文堂アド・エージェンシー 群馬県前橋市天川大島町２９７4087 法人 須永　剛史 令和5年8月6日平成30年8月7日

有限会社　クロスリバーランド 東京都新宿区愛住町２２番地岡田ビル３ＢＪＳＡ
office

4088 法人 上村　暁 令和5年8月6日平成30年8月7日

株式会社エクス・アドメディア 埼玉県さいたま市南区内谷四丁目１１番２６号4089 法人 中村　俊宏 令和5年8月6日平成30年8月7日

株式会社　エフケイプラン 神奈川県川崎市幸区南加瀬3－4－24090 法人 八木　勝利 令和5年8月6日平成30年8月7日

有限会社　旭堂看板店 愛知県名古屋市瑞穂区内方町２－８4091 法人 水谷　俊彦 令和5年8月6日平成30年8月7日

ヒガ・アーツアンドメタル株式会社 東京都大田区大森北６－２６－２３4092 法人 古畑　勝正 令和5年8月6日平成30年8月7日

有限会社　いんぺりある 神奈川県相模原市南区磯部１３３１－１１4093 法人 森岡　二郎 令和5年8月6日平成30年8月7日

ざま工房株式会社 神奈川県座間市緑ケ丘６－２４－１０4094 法人 森岡　二郎 令和5年8月6日平成30年8月7日

株式会社　ネクスト 東京都大田区西蒲田７－５２－７4095 法人 佐藤　紀之 令和5年8月6日平成30年8月7日

株式会社　日画 栃木県宇都宮市屋板町６０２－１０4096 法人 大澤　啓吉 令和5年8月6日平成30年8月7日

有限会社　東甲美術 東京都渋谷区代々木5－38－10佐藤ビル１０１4097 法人 小林　勝男 令和5年8月6日平成30年8月7日

株式会社　丸山企画 千葉県市川市福栄二丁目21番21号4098 法人 丸山　公雄 令和5年8月6日平成30年8月7日

株式会社　アテネ 神奈川県横浜市港南区上永谷６－３－１０4099 法人 安藤　一 令和5年8月6日平成30年8月7日

神奈川県横浜市都筑区牛久保３－１２－９－２０１4100 個人 北村　正博 令和5年9月5日平成30年9月6日
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株式会社　スタジオユニット 神奈川県横浜市鶴見区汐入町２－４３－５4101 法人 小林　洋信 令和5年9月5日平成30年9月6日

東京都大田区東馬込１－６－１６4102 個人 半田　昭太郎ベイスクラフト 令和5年9月5日平成30年9月6日

株式会社　昭和工芸 群馬県前橋市下沖町２７７番地の２4103 法人 長津　敦己 令和5年9月5日平成30年9月6日

正恒株式会社 神奈川県大和市代官３－１０－６4104 法人 佐藤　輝恒 令和5年9月5日平成30年9月6日

株式会社　ウィズマメロン 埼玉県志木市下宗岡2－18－304105 法人 室井　幸子 令和5年9月5日平成30年9月6日

有限会社　東芸社 東京都三鷹市下連雀２－１４－３６4106 法人 児玉　泰幸 令和5年9月5日平成30年9月6日

株式会社　栄光メディアミックス 神奈川県横浜市戸塚区前田町５０３－２4107 法人 千葉　八郎 令和5年9月5日平成30年9月6日

株式会社　ユミト 東京都港区三田３－２－１　弓和三田ビジデンス
３０９

4108 法人 後藤　智裕 令和5年9月5日平成30年9月6日

小林電装株式会社 東京都台東区鳥越２－１０－１５4109 法人 小林　健太郎 令和5年9月5日平成30年9月6日

株式会社　スポラネット 東京都台東区東上野２－２２－５　上野ＴＳビル５階4110 法人 李　海龍 令和5年9月5日平成30年9月6日

有限会社　浜川電装 東京都大田区大森西３－１２－８4111 法人 吉村　成明 令和5年10月8日平成30年10月9日

ＳＡＮＫＥＩプランニング株式会社 東京都北区赤羽二丁目５１番３号4112 法人 溝口　遼太 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社　はまべ竜 東京都大田区池上5－10－54113 法人 安藤　桜 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社　ダブリューアール 大阪府大阪市西区京町堀一丁目８番２６号　
（UTSUBO TerraceBldg.2F）

4114 法人 森下　祐紀 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社　Ｋ　・Ｊ　Ｐｌｕｓ 埼玉県川口市東領家２－６－７4115 法人 金　世煥 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社清和ビジネス 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号4116 法人 勝本　浩史 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社アド・カンパニー 神奈川県平塚市豊原町9－10－14117 法人 妻沼　誠一 令和5年10月8日平成30年10月9日

有限会社　東京クラフト 東京都港区新橋４－２７－９　新橋スズキビル４Ｆ4118 法人 赤木　昭治 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社　エイチ・エル・シー 栃木県宇都宮市馬場通り１－１－９4119 法人 木内　裕祐 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社　エムズ 東京都町田市野津田町１８２０－７4120 法人 田中　誠一 令和5年10月8日平成30年10月9日

山梨県甲州市塩山上於曽７７６番地4121 個人 秋鹿　賢一郎アキシカ工芸 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社　ＴＯＰ－ＶＩＳＩＯＮ 東京都世田谷区世田谷３－１－１ハウスアウトバー
ン２０２

4122 法人 梶山　哲也 令和5年10月8日平成30年10月9日

宮坂建設工業株式会社 北海道帯広市西四条南８－１２4123 法人 宮坂　寿文 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社　イル 東京都練馬区立野町１１－１８　２Ｆ4124 法人 岩本　正樹 令和5年10月8日平成30年10月9日

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９４６－４4125 法人 吉岡　雄太 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社　アキハマ・ブレーンズ・コミュニ
ティー

千葉県松戸市松戸新田5214126 法人 秋濵　直博 令和5年10月8日平成30年10月9日
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株式会社　浅野製版所 東京都中央区築地３－１４－２4127 法人 浅野　光宏 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社　キューイーディ 東京都世田谷区代沢２－３１－１６4128 法人 重光　守 令和5年10月8日平成30年10月9日

株式会社　ベリーズ・インク 東京都千代田区神田須田町２－７－３4129 法人 鈴木　啓太 令和5年10月8日平成30年10月9日

京都府京都市南区久世東土川町２００－８4130 個人 𠮷岡　幸一　　　　　 令和5年11月7日平成30年11月8日

サンエイテレビ株式会社 東京都江東区東雲２－１２－２２4131 法人 和田　忠士 令和5年11月7日平成30年11月8日

有限会社　トムズコーポレーション 東京都杉並区本天沼２－４２－１９4132 法人 村石　千恵子 令和5年11月7日平成30年11月8日

株式会社　ティーピーズ 東京都中央区日本橋２－２－３　ＲＩＳＨＥﾋﾞﾙ　ＵＣＦ
４Ｆ

4133 法人 佐藤　翔一 令和5年11月7日平成30年11月8日

埼玉県羽生市南４－９－１８4134 個人 金子　太バルーンテック 令和5年11月7日平成30年11月8日

株式会社　でらっくすカンパニー 東京都町田市原町田１－１３－１4135 法人 角田　憲一 令和5年11月7日平成30年11月8日

有限会社　エス・サポート 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1－97－2ｻﾝｸﾞﾚｲｽｶﾞｰ
ﾃﾞﾝ鶴ヶ峰204号

4136 法人 鈴木　弘一 令和5年11月7日平成30年11月8日

株式会社　ビルボード 神奈川県川崎市幸区神明町２－２－１4137 法人 小林　弘幸 令和5年11月7日平成30年11月8日

株式会社　アサヒ 東京都羽村市羽中３－６－１５4138 法人 小林　貴純 令和5年11月7日平成30年11月8日

株式会社　ユーライフトラスト 東京都台東区台東１－１０－１２4139 法人 中村　昭博 令和5年11月7日平成30年11月8日

東京都国立市谷保５１１２－１4140 個人 小嶋　賢一アド・クリエーショ
ン

令和5年11月7日平成30年11月8日

株式会社　城戸工芸 東京都荒川区東尾久６－１９－７4141 法人 城戸　秀樹 令和5年11月7日平成30年11月8日

株式会社　ジャック 東京都足立区皿沼３－２６－１６4142 法人 羽鳥　佐智子 令和5年11月7日平成30年11月8日

株式会社　ガイド２４ 長野県長野市北条町５３番地4143 法人 五十嵐　幸彦 令和5年12月5日平成30年12月6日

一般社団法人　ＥＡＲＴＨ　ＢＡＳＥ 東京都江戸川区小松川三丁目２番１号4144 法人 河野　文美 令和5年12月5日平成30年12月6日

株式会社　共和プロセス 東京都板橋区大山西町１－９4145 法人 重野　直樹 令和5年12月5日平成30年12月6日

東京都八王子市上柚木３３４－５4146 個人 廣瀬　英一北斗ネオン 令和5年12月5日平成30年12月6日

株式会社　新和 栃木県宇都宮市下栗町２３１９－２０4147 法人 加藤　和洋 令和5年12月5日平成30年12月6日

東京都大田区南六郷２－１０－４4148 個人 田口　弘デフテック 令和5年12月5日平成30年12月6日

合同会社　サガミ 神奈川県相模原市中央区田名４１２８－１4149 法人 長屋　勝 令和5年12月5日平成30年12月6日

グッドルッキング株式会社 神奈川県横浜市泉区和泉町３４９－１２4150 法人 原田　順一 令和5年12月5日平成30年12月6日

株式会社　Ｊサイン 埼玉県川口市末広３－３－６4151 法人 渡辺　丈治 令和5年12月5日平成30年12月6日

有限会社　山照 群馬県高崎市神戸町５５０－１4152 法人 羽鳥　道明 令和5年12月5日平成30年12月6日

株式会社　サンニチ印刷 山梨県甲府市北口２－６－１０4153 法人 河西　光雄 令和5年12月5日平成30年12月6日
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株式会社　Claude Sign 東京都町田市南つくし野１－１１－２４4154 法人 小松　寿紘 令和5年12月5日平成30年12月6日

東京都西多摩郡日の出町大字大久野７３４－３4155 個人 宮岡　光春グラフィカルデザ
インズ

令和5年12月5日平成30年12月6日

ＳＦビルメンテナンス株式会社 東京都墨田区千歳２－５－４　ＴＭビル５階4156 法人 中村　泉 令和5年12月5日平成30年12月6日

株式会社　サンケイ城北広告社 東京都足立区入谷７－３－９4157 法人 香取　精一 令和5年12月5日平成30年12月6日

神奈川県厚木市上荻野５４６６－５4158 個人 菊池　俊嗣菊池看板装飾 令和6年1月9日平成31年1月10日

株式会社明正 東京都世田谷区北烏山三丁目２６番２０号4159 法人 増尾　豊正 令和6年1月9日平成31年1月10日

株式会社　三修 神奈川県相模原市中央区水郷田名２－１９－１８4160 法人 渡邉　義則 令和6年1月9日平成31年1月10日

株式会社　ユニマットリアルティー 東京都港区南青山２－１３－１１4161 法人 菅原　啓之 令和6年1月9日平成31年1月10日

株式会社ジャオダック 東京都港区虎ノ門五丁目12番13号白井ビル5階4162 法人 川崎　日郎 令和6年1月9日平成31年1月10日

Ｓｉｇｈｔ　Ｊａｃｋ株式会社 東京都杉並区和泉１－３０－８－ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ　Ｅ
ＡＳＴ１０５

4163 法人 木佐貫　晋嗣 令和6年1月9日平成31年1月10日

株式会社　マエダスタジオ 群馬県前橋市大友町１－１３－３4164 法人 前田　修 令和6年1月9日平成31年1月10日

株式会社城山堂 香川県綾歌郡綾川町羽床下2221－14165 法人 三好　隆宏 令和6年1月9日平成31年1月10日

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号4166 法人 漆間　啓 令和6年1月9日平成31年1月10日

有限会社　新栄 大阪府箕面市小野原東１－３－１６4167 法人 水沼　博 令和6年1月9日平成31年1月10日

株式会社　レガーロ 東京都世田谷区船橋７－７－８4168 法人 高倉　博 令和6年1月9日平成31年1月10日

株式会社　タダカッティングスタジオ 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋３－１－８4169 法人 渕田　匡彦 令和6年2月6日平成31年2月7日

神奈川県横浜市旭区東希望が丘２１２－３７4170 個人 大橋　真吾Ｏ－ＴＥＣＨ 令和6年2月6日平成31年2月7日

早川建設株式会社 東京都台東区日本堤１－１０－８4171 法人 早川　敦司 令和6年2月6日平成31年2月7日

有限会社　グッドワンアンドアソシエイツ 東京都港区芝２－１５－１５4172 法人 小池　廣光 令和6年2月6日平成31年2月7日

神奈川県茅ヶ崎市十間坂２丁目５番１９-２号4173 個人 淺川　友輔ＡＰサイン設計 令和6年2月6日平成31年2月7日

ひばり広告株式会社 兵庫県宝塚市雲雀丘３－１３－１4174 法人 山本　慶一 令和6年2月6日平成31年2月7日

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4175 法人 澁谷　文明 令和6年2月6日平成31年2月7日

有限会社　中央工芸 埼玉県八潮市浮塚４２４－１－１4176 法人 幸田　義洋 令和6年2月6日平成31年2月7日

株式会社　ＢＲＡＶＯ 愛知県安城市箕輪町鳥屋金７４番地１4177 法人 加藤　政昭 令和6年2月6日平成31年2月7日

株式会社　長島建装 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬６１７３番地4178 法人 長島　信夫 令和6年3月6日平成31年3月7日

株式会社　AISX 東京都渋谷区代官山町8－7Daiwa代官山ビル3F4179 法人 熊谷　隆太郎 令和6年3月6日平成31年3月7日

株式会社　コスモサイン 群馬県富岡市藤木1081－14180 法人 白石　弘実 令和6年3月6日平成31年3月7日
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有限会社　TDS・東京 東京都葛飾区東四つ木１－９－２4181 法人 野口　昭久 令和6年3月6日平成31年3月7日

東和レジスター川崎販売株式会社 神奈川県川崎市川崎区貝塚１－４－１３4182 法人 目黒　一夫 令和6年3月6日平成31年3月7日

長野県諏訪市大字中洲２８００番地２4183 個人 小島　賢一 令和6年3月6日平成31年3月7日

株式会社　フェイス 東京都千代田区飯田橋２－７－１１　三政魚政ビル
２F

4184 法人 久保山　大輔 令和6年3月6日平成31年3月7日

株式会社　ジークラフト 愛知県名古屋市守山区下志段味長筬１９２－１4185 法人 本村　将博 令和6年3月6日平成31年3月7日

株式会社　篠原電気工業 東京都府中市府中町１－３２－１4186 法人 篠原　定 令和6年3月6日平成31年3月7日

株式会社　RGBproducts 滋賀県大津市月輪３－８－８4187 法人 中井　陽二郎 令和6年3月6日平成31年3月7日

アイアサン株式会社 愛知県一宮市あずら３－９－２３4188 法人 平出　海石 令和6年4月9日平成31年4月10日

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田３－３－５4189 法人 芳井　敬一 令和6年4月9日平成31年4月10日

有限会社　アイコム 大阪府高石市千代田３－１４－９4190 法人 角野　繁夫 令和6年4月9日平成31年4月10日

村山ディスプレイ株式会社 東京都墨田区両国一丁目３番１１号4191 法人 村山　有志 令和6年4月9日平成31年4月10日

株式会社ビーアンドピー 大阪府大阪市西区江戸堀二丁目６番３３号4192 法人 和田山　朋弥 令和6年4月9日平成31年4月10日

株式会社　ダイエン 大阪府堺市堺区向陵東町一丁目４番２８号4193 法人 松浦　哲也 令和6年4月9日平成31年4月10日

株式会社JVCケンウッド・公共産業システム 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地4194 法人 上原　輝久 令和6年4月9日平成31年4月10日

大和工芸株式会社 東京都練馬区大泉町１－４２－１０4195 法人 中村　敏男 令和6年4月9日平成31年4月10日

埼玉県羽生市南羽生３－１０－２０4196 個人 松井　克夫MSプランニング 令和6年4月9日平成31年4月10日

神奈川県横浜市栄区飯島町５２７番地　飯島団地６
街区２棟５０４号

4197 個人 嶋林　利之Tony Works 令和6年4月9日平成31年4月10日

アイオンプランニングセンター株式会社 大分県中津市大字合馬３２番地２4198 法人 宮本　英一 令和6年4月9日平成31年4月10日

合同会社　コマンドA 東京都千代田区外神田６－１１－１４4199 法人 清水　義次 令和6年4月9日平成31年4月10日

株式会社　ヒポポタマス 東京都品川区小山２－１６－３4200 法人 大野　剛史 令和6年4月9日平成31年4月10日

株式会社　ａｄｓ 東京都中央区日本橋本町４－８－１５4201 法人 古平　伸治 令和6年4月9日平成31年4月10日

株式会社　梅原巧芸 埼玉県北足立郡伊奈町本町二丁目９７番地１4202 法人 梅原　和彦 令和6年5月9日令和1年5月10日

株式会社　N　C　R 東京都新宿区西早稲田３－２０－１５4203 法人 八木　龍二 令和6年5月9日令和1年5月10日

株式会社　ビーネットドットコム 群馬県太田市岩瀬川町４７２－２4204 法人 山口　尚男 令和6年5月9日令和1年5月10日

株式会社　ミライト 東京都江東区豊洲５－６－３６4205 法人 中山　俊樹 令和6年5月9日令和1年5月10日

株式会社　宝広告社 東京都中央区銀座８－９－１６　長崎センタービル６
Ｆ

4206 法人 立石　貫勝 令和6年5月9日令和1年5月10日

株式会社　トライアシスト 岐阜県岐阜市吉野町六丁目１４番地4207 法人 恩田　昭平 令和6年5月9日令和1年5月10日
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山王テクノアーツ株式会社 東京都八王子市石川町７３７4208 法人 田中　祐 令和6年5月9日令和1年5月10日

有限会社　アダップ広告社 埼玉県春日部市小渕１１８６－１4209 法人 落合　優智 令和6年6月9日令和1年6月10日

株式会社フォルト 山口県下関市椋野町三丁目５番１６号4210 法人 河野　浩司 令和6年6月9日令和1年6月10日

株式会社シーマ 大阪府吹田市江の木町２０番１０号4211 法人 堤　裕成 令和6年6月9日令和1年6月10日

株式会社　マツダネオン工業所 静岡県浜松市東区小池町２４８０4212 法人 鈴木　昌宏 令和6年6月9日令和1年6月10日

株式会社リード街路灯 埼玉県熊谷市柿沼８９６番地１３4213 法人 溝田　義信 令和6年6月9日令和1年6月10日

矢作ビル＆ライフ株式会社 愛知県名古屋市東区泉二丁目１３番２３号4214 法人 林　敏之 令和6年6月9日令和1年6月10日

株式会社　アボック社 神奈川県鎌倉市大船2－14－134215 法人 毛藤　満里子 令和6年6月9日令和1年6月10日

株式会社　日創 愛知県稲沢市井之口町大道北５３０１4216 法人 　岩間　圭輝 令和6年6月9日令和1年6月10日

株式会社　アドジョイン 東京都八王子市初沢町１２８２－３メゾン江藤３０１
号

4217 法人 尾崎　裕二 令和6年6月9日令和1年6月10日

株式会社　マンボー 東京都新宿区新宿５－９－２４4218 法人 清藤　賢一 令和6年6月9日令和1年6月10日

神奈川県横浜市泉区中田東4－63－114219 個人 横溝　利之横溝工芸 令和6年6月9日令和1年6月10日

メディアシステム有限会社 東京都中野区上高田２－４３－１１アプサラス２０５4220 法人 大塩　裕司 令和6年6月9日令和1年6月10日

株式会社ジュンアンドロペ・エンターテイメント 東京都港区南青山二丁目２６番１号4221 法人 佐々木　忠 令和6年6月9日令和1年6月10日

株式会社アド近鉄 大阪府大阪市天王寺区生玉町３番１０号4222 法人 杉本　昌弘 令和6年6月9日令和1年6月10日

株式会社　ノーブルRワークス 東京都台東区台東1－14－14東光ビル５０５4223 法人 永田　賢吾 令和6年7月9日令和1年7月10日

東京都足立区南花畑5－17－34224 個人 佐藤直毅サトーデザイン 令和6年7月9日令和1年7月10日

株式会社　ザ・ゴール 東京都中央区銀座６－８－７4225 法人 堀内　善太 令和6年7月9日令和1年7月10日

株式会社　グラミックス 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1－16－324226 法人 樋口　弘幸 令和6年7月9日令和1年7月10日

株式会社　ピークス 東京都調布市深大寺東町3－20－234227 法人 村澤　康太 令和6年7月9日令和1年7月10日

國興システムズ株式会社 東京都新宿区四谷４－１１4228 法人 森田　祐一 令和6年7月9日令和1年7月10日

株式会社エスアール・プラン 群馬県前橋市上泉町２８８７番地４4229 法人 関口　純司 令和6年7月9日令和1年7月10日

株式会社　ジェイ・トゥー 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野３０５９番地１4230 法人 樫澤　純一 令和6年7月9日令和1年7月10日

神奈川県横須賀市二葉１－１４－１－３０９4231 個人 藤原　行生コスモアート 令和6年7月9日令和1年7月10日

株式会社　ＫＣＲＡＦＴ 静岡県島田市阿知ケ谷３０９番地の１4232 法人 内海　博剛 令和6年7月9日令和1年7月10日

株式会社　アクシオン 神奈川県横浜市港南区大久保２－２－２８－６０２4233 法人 田島　光徳 令和6年8月7日令和1年8月8日

株式会社ＧＡＴＥ 東京都大田区西蒲田六丁目３３番７号4234 法人 大西 邦彦 令和6年8月7日令和1年8月8日

株式会社　エムティエム 千葉県船橋市本中山６－１２－６4235 法人 角谷　正道 令和6年8月7日令和1年8月8日
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三幸商洋株式会社 埼玉県川口市並木４－１－１５－３０１4236 法人 戸塚　久雄 令和6年8月7日令和1年8月8日

株式会社アール総合事務所 東京都豊島区池袋二丁目５７番６号4237 法人 吉瀬　倫太郎 令和6年8月7日令和1年8月8日

株式会社　ＩＫＫＯＮ.ｓｐ 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷８－１－９２4238 法人 紺田　和世 令和6年8月7日令和1年8月8日

株式会社　東都広告 東京都千代田区神田小川町二丁目８番地進盛ビル
４０３

4239 法人 藤間　宇宙 令和6年8月7日令和1年8月8日

株式会社　協栄社 新潟県新潟市南区高井東三丁目８６７番地３4240 法人 樋口　恒雄 令和6年8月7日令和1年8月8日

有限会社エヌエッチ商会 愛知県海部郡大治町西條字坂牧島１１３番地4241 法人 中川　和郎 令和6年8月7日令和1年8月8日

株式会社　ＬＵＣＡ 東京都板橋区大山町３９番５号4242 法人 菊地　恵美子 令和6年8月7日令和1年8月8日

株式会社　フクヤサービス 東京都調布市富士見町一丁目８番地５６4243 法人 福谷　範雄 令和6年8月7日令和1年8月8日

株式会社パス・コミュニケーションズ 東京都千代田区神田神保町二丁目３０番地昭和ビ
ル４階

4244 法人 星野　二朗 令和6年8月7日令和1年8月8日

株式会社　アドサン 大阪府大阪市中央区本町１－５－６大阪山甚５Ｆ4245 法人 櫻井　雅宣 令和6年8月7日令和1年8月8日

千葉県鎌ケ谷市東初富４－３１－１９4246 個人 齋藤　良太 令和6年8月7日令和1年8月8日

有限会社　ケークラフト 神奈川県小田原市中曽根６０番地4247 法人 香川　正和 令和6年8月7日令和1年8月8日

株式会社　エスアンドエー 東京都世田谷区代田５－３４－１７－３０７4248 法人 宮本　正治 令和6年9月8日令和1年9月9日

有限会社　スマイル 東京都新宿区西新宿４－１３－１０4249 法人 阿部　志津子 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　モリボー 静岡県熱海市紅葉ガ丘町３番２８号4250 法人 森　有光 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　クラフティ 東京都新宿区高田馬場３－１８－１３4251 法人 風間　哲也 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　ジーベックス 東京都中央区八丁堀４－９－４4252 法人 石川　隆一 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　匠工芸社 神奈川県大和市深見西４－３－４３グレイストトロＢ
１０２

4253 法人 本間　匠汰 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　アンデザイン 東京都渋谷区神宮前三丁目35番16号4254 法人 佐々木　博一 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　プロテック 滋賀県草津市橋岡町６３番地１4255 法人 野間　広一 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　看板王 東京都八王子市北野町８３番地７4256 法人 小谷　智 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　ＪＫＫ 東京都杉並区井草２－１４－１３4257 法人 岸本　竹博 令和6年9月8日令和1年9月9日

神奈川県大和市福田１４１９－６4258 個人 篠原　克宜辰巳工房 令和6年9月8日令和1年9月9日

大和自動車交通株式会社 東京都江東区猿江二丁目１６番３１号4259 法人 大塚　一基 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　テラグレス 埼玉県川口市領家１－２３－２０4260 法人 寺村　道司 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　エスクラフト 埼玉県川口市元郷１－１－８4261 法人 鈴木　誠 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　ワイ・エス・オートサービス 東京都板橋区舟渡一丁目１９番９号4262 法人 清田　明徳 令和6年9月8日令和1年9月9日
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ＷithＮature合同会社 東京都墨田区両国三丁目８番８号4263 法人 木村　譲児 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　ＴＯＣ 大阪府大阪市西成区松二丁目６番２９号4264 法人 徳永　直樹 令和6年9月8日令和1年9月9日

東京都中野区大和町２丁目１９番２号4265 個人 山田　種三ヤマカン 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　新巧 千葉県浦安市富士見５－２３－２８4266 法人 曽根　聡 令和6年9月8日令和1年9月9日

株式会社　空間堂 東京都台東区根岸二丁目２１番１５号間々田ビル１
階

4267 法人 小保方　昇 令和6年10月9日令和1年10月10日

東京都小平市鈴木町１丁目４８９番地の１４4268 個人 石田　一雅イシダ工房 令和6年10月9日令和1年10月10日

株式会社　東洋彫刻製作所 兵庫県姫路市夢前町置本５９１番地９4269 法人 濱田　陽平 令和6年10月9日令和1年10月10日

有限会社　アートプランニングオーヤマ 神奈川県藤沢市遠藤７３３番地の７4270 大山　俊明 令和6年10月9日令和1年10月10日

株式会社　旺千企画 東京都練馬区早宮四丁目１６番１号4271 法人 井澤　信一 令和6年10月9日令和1年10月10日

株式会社　関工パワーテクノ 東京都大田区東六郷３－５－３4272 法人 角田　哲郎 令和6年10月9日令和1年10月10日

岩戸ネームプレート工業株式会社 東京都江戸川区松江四丁目２７番１５号4273 法人 菅宮　勝夫 令和6年10月9日令和1年10月10日

ソニーピーシーエル株式会社 東京都品川区上大崎二丁目１３番１７号4274 法人 中村　英明 令和6年10月9日令和1年10月10日

神奈川県横浜市港北区小机町1435－1新横浜
ニューライフ２０７

4275 個人 神田　直美なずな企画 令和6年10月9日令和1年10月10日

株式会社アークノハラ 東京都新宿区新宿一丁目１番11号4276 法人 岡本　力 令和6年10月9日令和1年10月10日

株式会社　サンボー 東京都品川区東五反田三丁目１７番２０号4277 法人 平塚　ミツ江 令和6年10月9日令和1年10月10日

株式会社　読売エージェンシー 東京都千代田区富士見二丁目１番１２号4278 法人 小山　晃 令和6年10月9日令和1年10月10日

東京都八王子市暁町２丁目６番１５号朝日プラザ八
王子１０４

4279 個人 黒田　豊ＹＳクラフト 令和6年10月9日令和1年10月10日

株式会社　東広 東京都千代田区神田富山町１番地３4280 法人 福島　新治 令和6年10月9日令和1年10月10日

株式会社レンゴーシステム 東京都目黒区下目黒３－７－２９4281 法人 三栖　弘臣 令和6年10月9日令和1年10月10日

株式会社キワプランニング 大阪府豊中市上野東一丁目５番1６号4282 法人 橋本　淳一 令和6年10月9日令和1年10月10日

リージョンポート合同会社 静岡県御殿場市東田中1855番地4283 法人 田近　義博 令和6年11月7日令和1年11月8日

有限会社　関東秋南企画 栃木県鹿沼市茂呂２６１６－３4284 法人 菊地　啓友 令和6年11月7日令和1年11月8日

株式会社　堀切庭苑 東京都杉並区荻窪３－６－１５－１０３4285 法人 堀切　謙一郎 令和6年11月7日令和1年11月8日

兵庫県川辺郡猪名川町つつじが丘４丁目１０番地３4286 個人 小掠　平イーストプラス 令和6年11月7日令和1年11月8日

株式会社　宣通 愛知県名古屋市東区東桜２－１６－２７4287 法人 津田　郁夫 令和6年11月7日令和1年11月8日

バックドロップ株式会社 東京都墨田区横川３－３－７4288 法人 渡辺　俊輔 令和6年11月7日令和1年11月8日

ＡＴＳ株式会社 東京都足立区東伊興４－１－１０4289 法人 鐘　永思　 令和6年11月7日令和1年11月8日
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株式会社　Ｂ　Ｒ　Ｉ　Ｔ　Ｚ 東京都新宿区新小川町４－７　アオヤギビル１Ｆ4290 法人 三橋　裕司 令和6年11月7日令和1年11月8日

株式会社　エポック 福島県須賀川市丸田町２６４4291 法人 村越　美広 令和6年11月7日令和1年11月8日

合同会社　ZERO SIGN 神奈川県鎌倉市大船６－６－１３4292 法人 山田　亮 令和6年11月7日令和1年11月8日

シャープＮＥＣディスプレイソリーションズ株式
会社

東京都港区三田一丁目４番２８号4293 法人 山本　利明 令和6年11月7日令和1年11月8日

株式会社　Mobility　Technologie 東京都千代田区紀尾井町３－１２　紀尾井ビル4294 法人 中島　宏 令和6年11月7日令和1年11月8日

株式会社　歩工房 熊本県熊本市南区田井島一丁目９－２５4295 法人 藪　義勝 令和6年11月7日令和1年11月8日

株式会社　ソウアン 兵庫県神戸市中央区波止場町２－８4296 法人 石川　浩章 令和6年12月8日令和1年12月9日

有限会社　きむら広告 兵庫県西宮市若草町一丁目２番１９号4297 法人 喜村　謙一 令和6年12月8日令和1年12月9日

株式会社電通 東京都港区東新橋１丁目８番１号4298 法人 榑谷　典洋 令和6年12月8日令和1年12月9日

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4299 法人 櫨　康宏 令和6年12月8日令和1年12月9日

株式会社ナウプランニング 埼玉県入間市春日町二丁目１２番５－５０６号4300 法人 武田　須賀子 令和6年12月8日令和1年12月9日

有限会社　マーキングハウス 東京都八王子市北野町５５３番地４樋谷ビル１Ｆ4301 法人 五十嵐　章展 令和6年12月8日令和1年12月9日

有限会社　グラッド 福岡県福岡市南区鶴田１－２－６4302 法人 内野　喜代志 令和6年12月8日令和1年12月9日

NEOTOKYO株式会社 東京都八王子市楢原町３６３－２ＵnＶilla八王子A号
室

4303 法人 篠崎　隆宏 令和6年12月8日令和1年12月9日

神奈川県横浜市神奈川区西寺尾２－９－１藤和大
口コープ４１２

4304 個人 南木　良太プラウ 令和6年12月8日令和1年12月9日

株式会社　デザイン計画 長野県松本市波田１５２８－２4305 法人 斉藤　淳一 令和6年12月8日令和1年12月9日

株式会社ハートス 大阪市中央区久太郎町一丁目６番２９号4306 法人 前田　征道 令和6年12月8日令和1年12月9日

有限会社　リアステクノ 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町９－３５4307 法人 松本　芳正 令和6年12月8日令和1年12月9日

株式会社　サン・デザイン 福島県郡山市安積二丁目３６０番地4308 法人 三瓶　明 令和6年12月8日令和1年12月9日

株式会社　シンリョウ 東京都豊島区要町三丁目３６番３号4309 法人 鈴木　栄 令和6年12月8日令和1年12月9日

パナソニックシステムソリューションズジャパン
株式会社

福岡県福岡市博多区美野島４－１－６２4310 法人 奥村　康彦 令和6年12月8日令和1年12月9日

株式会社　アドセシオ 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－１７－４　ロータ
スビル３Ｆ

4311 法人 山本　栄海 令和6年12月8日令和1年12月9日

株式会社　ＬＩＶＥ　ＢＯＡＲＤ 東京都渋谷区神宮前３－１－３０　Ｄａｉｗａ青山ビル
７階

4312 法人 神内　一郎 令和6年12月8日令和1年12月9日

有限会社　ＴＴＤｅｓｉｇｎ 大阪府大阪市北区南扇町７－１７　ＭＦ梅田ビル９階4313 法人 髙山　理 令和6年12月8日令和1年12月9日

株式会社　ダイシバ 東京都港区新橋４－２７－１セントラルビル６Ｆ4314 法人 都甲　佳宏 令和6年12月8日令和1年12月9日
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株式会社　シマクリエイツ 東京都世田谷区代田１－７－１０4315 法人 川嶋　康仁 令和6年12月8日令和1年12月9日

有限会社　サクライ広芸 大阪府大阪市旭区大宮１－１３－１５4316 法人 櫻井　利晴 令和7年1月9日令和2年1月10日

株式会社　ｆ.ディライト 神奈川県川崎市宮前区水沢２－３－２３4317 法人 伏木　晶子 令和7年1月9日令和2年1月10日

株式会社　瑞兼 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科９８３番地の１4318 法人 鈴木　一美 令和7年1月9日令和2年1月10日

株式会社　シーアンドシー 東京都中央区日本橋富沢町４－１０京成日本橋富
沢町ビル２Ｆ

4319 法人 柳　慶一 令和7年1月9日令和2年1月10日

特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメン
ト協会

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号4320 法人 岸井　隆幸 令和7年1月9日令和2年1月10日

サイン・ディスプレイ合同会社 埼玉県さいたま市北区本郷町346番地4321 法人 江藤　裕見子 令和7年1月9日令和2年1月10日

株式会社CMO-LIGHTING 東京都大田区北馬込2－26－3アイセコビル4024322 法人 本田　光 令和7年1月9日令和2年1月10日

有限会社　五光展装 東京都新宿区高田馬場一丁目23番14－101号4323 法人 小林　壽光 令和7年2月9日令和2年2月10日

株式会社　ESSIT 千葉県野田市中根67番地15三浦ビル1F4324 法人 三浦　章太 令和7年2月9日令和2年2月10日

株式会社　BizDECOR 東京都新宿区西落合一丁目7番7号4325 法人 小林　克哉 令和7年2月9日令和2年2月10日

株式会社　アンビション 千葉県千葉市美浜区浜田二丁目7番2号4326 法人 山城　仁志 令和7年2月9日令和2年2月10日

株式会社　オーエーサイン 群馬県太田市高林東町1702番地4327 法人 阿部　浩義 令和7年2月9日令和2年2月10日

東京都墨田区墨田2－9－114328 個人 新元　徹NEORIGINAL 令和7年2月9日令和2年2月10日

株式会社　ワールドプロモーション 埼玉県志木市上宗岡二丁目17番1号4329 法人 北井　俊晴 令和7年2月9日令和2年2月10日

株式会社　クリック 静岡県静岡市駿河区中島134番地54330 法人 栗田　恭幸 令和7年2月9日令和2年2月10日

アドつくば　株式会社 茨城県つくば市神郡346番地14331 法人 保坂　始 令和7年2月9日令和2年2月10日

株式会社　映像システム 東京都港区芝四丁目2番3号4332 法人 髙野　隆児 令和7年3月9日令和2年3月10日

茨城県桜川市犬田1452－64333 個人 酒井　芳雄水戸アドバルー
ン社

令和7年3月9日令和2年3月10日

株式会社　World　J　Conquest 東京都北区赤羽1丁目30番1号高栄ビル6階4334 法人 岡野　貴 令和7年3月9日令和2年3月10日

株式会社　ディータス 東京都板橋区板橋四丁目21番6号4335 法人 綾部　崇 令和7年3月9日令和2年3月10日

株式会社　アドフォーカス 東京都港区浜松町二丁目2番15号4336 法人 髙梨　史彦 令和7年3月9日令和2年3月10日

株式会社　アドバンテージ・ファクトリー 石川県金沢市駅西新町二丁目3番13号4337 法人 気谷　源嗣 令和7年3月9日令和2年3月10日

ホロ　株式会社 千葉県千葉市中央区富士見二丁目7番9号富士見
ビル609号

4338 法人 加藤　由樹 令和7年3月9日令和2年3月10日

STUDIOLEAP合同会社 神奈川県藤沢市亀井野３５１－７フラワービル２０２4339 法人 前之濱　孝 令和7年3月9日令和2年3月10日

有限会社ハタヤ 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府121番14340 法人 𠮷川　一生 令和7年3月9日令和2年3月10日
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株式会社クレディサービス 大阪府吹田市内本町１－１３－２4341 法人 呉島　元大 令和7年3月9日令和2年3月10日

東京都立川市曙町3－31－134342 個人 渡邉　柊人AlohiDesign 令和7年4月8日令和2年4月9日

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4343 法人 細谷　武俊 令和7年4月8日令和2年4月9日

株式会社オフィスゲート 東京都調布市下石原1-14-64344 法人 中村　政一 令和7年4月8日令和2年4月9日

有限会社宣広社 埼玉県熊谷市下奈良１３０４番地4345 法人 飯嶋　広明 令和7年4月8日令和2年4月9日

株式会社　美はる社 広島県広島市西区三篠町一丁目14番3号4346 法人 岡山　勝幸 令和7年4月8日令和2年4月9日

株式会社　ダックビル 東京都江東区東陽三丁目8番5号日向野ビル4階4347 法人 寺越　寛人 令和7年4月8日令和2年4月9日

有限会社　クルー・デザイン・アクト 神奈川県川崎市中原区新丸子東２－９２４－８4348 法人 中嶌　和美 令和7年4月8日令和2年4月9日

株式会社　デンオフィス 東京都台東区清川２－３８－４4349 法人 田中　早苗 令和7年4月8日令和2年4月9日

有限会社　アドフロント 埼玉県越谷市大成町八丁目２６６５番地２４4350 法人 佐々木　茂 令和7年4月8日令和2年4月9日

有限会社　ワタナベ工芸 東京都立川市羽衣町一丁目7番13号4351 法人 渡邉　諭 令和7年4月8日令和2年4月9日

株式会社　北辰工芸社 富山県富山市下赤江町二丁目14番17号4352 法人 井澤　知之 令和7年4月8日令和2年4月9日

株式会社　ユウシン 神奈川県横浜市保土ケ谷区藤塚町４番７号4353 法人 大槻　育伸 令和7年4月8日令和2年4月9日

株式会社　トライ 高知県高知市春野町東諸木33684354 法人 田原　政範 令和7年4月8日令和2年4月9日

有限会社　シマダ 東京都江戸川区鹿骨三丁目14番5号4355 法人 島田　直子 令和7年5月10日令和2年5月11日

有限会社　アート・ステーション 東京都港区赤坂四丁目3番15号4356 法人 杉本　茂愼 令和7年5月10日令和2年5月11日

Shidao企画株式会社 埼玉県所沢市大字南永井1061番地4357 法人 志田尾　博史 令和7年5月10日令和2年5月11日

三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会
社

神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号4358 法人 竹口　範明 令和7年5月10日令和2年5月11日

エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号4359 法人 舩橋　哲也 令和7年5月10日令和2年5月11日

大和ライフネクスト株式会社 東京都港区赤坂五丁目１番３３号4360 法人 竹林　桂太朗 令和7年5月10日令和2年5月11日

株式会社　アダチ 福岡県北九州市戸畑区中原新町1番3号4361 法人 足立　寬 令和7年5月10日令和2年5月11日

株式会社　TOTSUKA 静岡県静岡市駿河区有明町11番7号4362 法人 戸塚　哲也 令和7年6月8日令和2年6月9日

株式会社　西武企画 東京都武蔵野市吉祥寺南町四丁目3番13号4363 法人 布田　侑朗 令和7年6月8日令和2年6月9日

株式会社　ルーツカンパニー 大阪府大阪市鶴見区浜三丁目7番20号4364 法人 土屋　将英 令和7年6月8日令和2年6月9日

株式会社　EMIプランニング 東京都豊島区高田1－2－154365 法人 笠井　咲 令和7年6月8日令和2年6月9日

ベーシック・サインサービス合同会社 愛知県名古屋市守山区天子田二丁目1214番地4366 法人 杉浦　宏元 令和7年6月8日令和2年6月9日

神奈川県平塚市中原3丁目6番13号4367 個人 福島　藤樹湘南クラフト 令和7年6月8日令和2年6月9日

株式会社　アドプラス 三重県四日市市東富田町26番19号4368 法人 谷口　幸広 令和7年7月7日令和2年7月8日
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株式会社湘南サイン 神奈川県平塚市高根一丁目１０番６号4369 法人 佐野　慎一郎 令和7年7月7日令和2年7月8日

株式会社　宝広告社 長崎県佐世保市湊町２番１３号宝第一ビル5F4370 法人 長田　一郎 令和7年7月7日令和2年7月8日

スリーエムジャパン株式会社 東京都品川区北品川六丁目７番２９号4371 法人 宮崎　裕子 令和7年7月7日令和2年7月8日

株式会社　Y＆Kcompany 東京都新宿区西新宿六丁目２０番７号コンシェリア
西新宿タワーズウエスト1317号

4372 法人 田中　優一 令和7年7月7日令和2年7月8日

株式会社　さいとう看板 静岡県裾野市深良194番地の64373 法人 斎藤　三紀彦 令和7年7月7日令和2年7月8日

株式会社　イルカ 岡山県岡山市中区桑野１３１番地の２９4374 法人 多田　宏昭 令和7年8月6日令和2年8月7日

東京企画装飾株式会社 東京都豊島区高松一丁目１１番１５号モリタビル西
池袋６階

4375 法人 東風　美佐 令和7年8月6日令和2年8月7日

有限会社　オスロ 愛知県春日井市中新町二丁目１２－９4376 法人 大野　明信 令和7年8月6日令和2年8月7日

株式会社　シェルパ 広島県広島市東区上温品四丁目３３番２０号4377 法人 青木　浩二 令和7年8月6日令和2年8月7日

株式会社　TMC 神奈川県横浜市栄区桂台西一丁目３３番１１号4378 法人 二本木　毅 令和7年8月6日令和2年8月7日

株式会社　MPサービス 千葉県柏市根戸４０４番地１７4379 法人 菊池　正 令和7年8月6日令和2年8月7日

有限会社　DEF　TECH 東京都大田区南六郷二丁目１０番４号4380 法人 田口　弘 令和7年8月6日令和2年8月7日

東京都日野市南平２丁目２５番の１６4381 個人 岩本　透 令和7年8月6日令和2年8月7日

株式会社看板ボーイ 東京都板橋区徳丸一丁目３番５号4382 法人 青木　利典 令和7年8月6日令和2年8月7日

株式会社　サイン技研 鳥取県米子市両三柳４５７３番地4383 法人 中尾　大介 令和7年8月6日令和2年8月7日

D,ｐｌａｇｅ合同会社 埼玉県さいたま市北区今羽町２１７番地１－４０３号4384 法人 磯貝　昌比古 令和7年9月7日令和2年9月8日

株式会社コンパス 神奈川県厚木市森の里四丁目２９番１号4385 法人 藤岡　秀和 令和7年9月7日令和2年9月8日

株式会社アクティブレイン 千葉県千葉市中央区新宿二丁目２番５号１　藤ビル
４階

4386 法人 久保田　耕司 令和7年9月7日令和2年9月8日

日創株式会社 東京都八王子市館町５４１番地２4387 法人 近藤　淳 令和7年9月7日令和2年9月8日

株式会社エスエフサポート 東京都台東区東上野二丁目２１番３号　成宝ビル６
階

4388 法人 森　之雅 令和7年9月7日令和2年9月8日

パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会
社

大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号　北浜
NEXU　BUILD

4389 法人 佐野　克也 令和7年9月7日令和2年9月8日

株式会社HORSE９１９ 千葉県松戸市紙敷１３８６－２０4390 法人 檜山　陽一 令和7年9月7日令和2年9月8日

株式会社ハイテクノ 兵庫県神戸市西区池上一丁目１３－１4391 法人 廣田　佳幸 令和7年9月7日令和2年9月8日

秋丸美工株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目４番６号4392 法人 秋丸　泰彦 令和7年9月7日令和2年9月8日

株式会社タックス 愛知県名古屋市東区東大曽根町２９番１１号　共栄
ビル４Ｅ

4393 法人 櫻井　健大 令和7年10月6日令和2年10月7日
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株式会社フュージョンデザイン 東京都足立区柳原二丁目１２番５号　キマイラビル
２０４号室

4394 法人 外山　富士夫 令和7年10月6日令和2年10月7日

株式会社セルテック 大阪府堺市西区鳳西町一丁７３番５号4395 小森　一成 令和7年10月6日令和2年10月7日

ＴＳｏｎｅ株式会社 兵庫県尼崎市次屋三丁目１－１０4396 法人 杉山　卓也 令和7年10月6日令和2年10月7日

ムラキ株式会社 東京都多摩市関戸二丁目２４番２７4397 法人 永井　清美 令和7年10月6日令和2年10月7日

株式会社ａｄｏ 東京都千代田区神田須田町一丁目３番地4398 法人 青野　大樹 令和7年10月6日令和2年10月7日

株式会社Ｓｋｙ　Ｕｐ 東京都葛飾区東四つ木二丁目９番１０－６０４号　プ
レジール立石

4399 法人 菅原　洋一 令和7年10月6日令和2年10月7日

株式会社昭和企画 東京都世田谷区代田四丁目３０番１７号4400 法人 田中　康夫 令和7年10月6日令和2年10月7日

株式会社ネオスペース 山梨県甲府市山宮町３０３７番地１７4401 法人 樋口　光仁 令和7年10月6日令和2年10月7日

株式会社友建堂 東京都渋谷区神宮前二丁目２７－１４－２Ｆ4402 法人 眞子　友和 令和7年10月6日令和2年10月7日

株式会社ニューステクノロジー 東京都港区赤坂四丁目１５番１号4403 法人 三浦　純揮 令和7年10月6日令和2年10月7日

三雄株式会社 東京都台東区蔵前四丁目３３番１２号4404 法人 石原　虎雄 令和7年10月6日令和2年10月7日

千葉県八千代市緑が丘西４丁目１番地８　カーサ
ラッフィナート２０４号室

4405 個人 黒木　洋一 令和7年10月6日令和2年10月7日

株式会社４５Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎびｎｉ 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号4406 法人 鈴木　謙一 令和7年10月6日令和2年10月7日

神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町１３５６番地９4407 個人 伊東　和幸有明電気工業 令和7年10月6日令和2年10月7日

北海道技建株式会社 北海道小樽市銭函三丁目５１９番地１２4408 法人 山田　崇広 令和7年11月9日令和2年11月10日

ＴＢＡクリエイティブ株式会社 神奈川県横浜市中区新山下一丁目１５番６－６０２
号

4409 法人 富樫　圭介 令和7年11月9日令和2年11月10日

株式会社ＴＢＳアクト 東京都港区赤坂五丁目２番２０号4410 法人 國分　幹雄 令和7年11月9日令和2年11月10日

有限会社エープラス 宮城県仙台市若林区六丁の目南町２番７５号4411 法人 髙田　啓 令和7年11月9日令和2年11月10日

株式会社Ｏｎｅ　Ｂｉｔ 東京都杉並区和田一丁目１番１３号4412 法人 矢野　朱里 令和7年11月9日令和2年11月10日

株式会社新栄電気工事 東京都三鷹市新川六丁目２番８号4413 法人 神馬　壮弘 令和7年11月9日令和2年11月10日

株式会社テックコーポレーション 東京都多摩市関戸二丁目２４番地２７4414 法人 梶山　芳紀 令和7年11月9日令和2年11月10日

東京都江戸川区松江２丁目１９番２２号4415 個人 石川　茂チップスファクト
リー

令和7年11月9日令和2年11月10日

株式会社アド・プランニング 埼玉県川越市大字的場２４５９番地２２4416 法人 菊池　俊介 令和7年11月9日令和2年11月10日

株式会社ダイセン 高知県高知市七ツ淵８２４番地4417 法人 池添　裕司 令和7年11月9日令和2年11月10日

有限会社ヒロ・アドサイン 千葉県八千代市大和田新田２０１番地５４4418 法人 佐野　博 令和7年11月9日令和2年11月10日

株式会社コンチ 埼玉県春日部市豊野町二丁目２０番１０号4419 法人 松岡　朋貴 令和7年11月9日令和2年11月10日
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株式会社シービーケー 東京都中央区八丁堀一丁目１３番１０号4420 法人 上野　一郎 令和7年11月9日令和2年11月10日

ヒビノスペーステック株式会社 東京都港区海岸二丁目７番７０号4421 法人 小林　瑞夫 令和7年11月9日令和2年11月10日

キヤノンプロダクションプリンティングシステム
ズ株式会社

東京都港区港南二丁目１３番２９号　キヤノン港南ビ
ル

4422 法人 井崎　孝 令和7年11月9日令和2年11月10日

株式会社佐藤設備工業 東京都小平市上水本町五丁目３番１号4423 法人 佐藤　譲 令和7年11月9日令和2年11月10日

ブイマークサイン株式会社 東京都葛飾区新小岩一丁目１番３号4424 法人 髙重　紘一郎　 令和7年11月9日令和2年11月10日

東京標識株式会社 東京都杉並区上井草二丁目１４番１０号4425 法人 木山　濃美 令和7年11月9日令和2年11月10日

有限会社創信 東京都武蔵野市吉祥寺東町二丁目１７番２４号4426 法人 大黒　信久 令和7年11月9日令和2年11月10日

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 東京都港区港南二丁目１６番６号4427 法人 足立　正親 令和7年11月9日令和2年11月10日

株式会社アライデザイン工芸 静岡県浜松市中区龍禅寺町３４１番地4428 法人 新井　和美 令和7年11月9日令和2年11月10日

合同会社トックスアート 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚１１５８番地１4429 法人 大原　徹也 令和7年11月9日令和2年11月10日

株式会社Ｖａｎｉｔｙ 長野県松本市村井町西１－２０－３５4430 法人 内山　嘉津行 令和7年11月9日令和2年11月10日

千葉県柏市藤ケ谷１７８４番地８８4431 個人 渡邊　涼平 令和7年11月9日令和2年11月10日

株式会社昭電 東京都墨田区太平四丁目３番８号4432 法人 太田　光昭 令和7年11月9日令和2年11月10日

有限会社平和企画 山形県山形市西中野大字１９７０番地の３4433 法人 佐藤　喜知雄 令和7年12月6日令和2年12月7日

ピコ・インターナショナル株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町６番５号　岩清日本
橋ビル６階

4434 法人 大出　隆 令和7年12月6日令和2年12月7日

株式会社ロボットファクトリー 東京都千代田区紀尾井町３番２９号4435 法人 木戸　厚志 令和7年12月6日令和2年12月7日

株式会社総商 神奈川県川崎市高津区東野川二丁目２９番１１号4436 法人 青木　秀泰 令和7年12月6日令和2年12月7日

株式会社エスプラン 神奈川県藤沢市西富４４４番地の１4437 法人 田中　理之 令和7年12月6日令和2年12月7日

株式会社オアシス 東京都豊島区北大塚三丁目３３番１号海老ビル３階4438 法人 田村　義哲 令和7年12月6日令和2年12月7日

埼玉県川口市金山町７番３－１１０１号　ライオンズ
プラザ川口第２

4439 個人 髙橋　幸弘高橋サインプロ
モート

令和7年12月6日令和2年12月7日

株式会社ＩＮＡＰ　Ｖｉｓｉｏｎ 東京都新宿区新宿６－２９－２０　ＭＡＴＳＵＤＡＢＬＤ
４Ｆ

4440 法人 川島　祐一朗 令和7年12月6日令和2年12月7日

株式会社クロマティック 東京都足立区堀之内一丁目１番４号4441 法人 繁田　次郎 令和7年12月6日令和2年12月7日

株式会社ＢＣＨＳ 神奈川県鎌倉市玉縄一丁目１０番１０号4442 法人 布施川　宜伸 令和7年12月6日令和2年12月7日

有限会社葛飾プラスチツク工芸社 埼玉県三郷市戸ケ崎二丁目７５０番地4443 法人 八塚　善治 令和7年12月6日令和2年12月7日

株式会社エンドープラスチック 埼玉県入間郡三芳町竹間沢４４０番地１4444 法人 遠藤　雄大 令和7年12月6日令和2年12月7日

株式会社ケーズサイン 京都府京都市山科区東野中井ノ上町７番地２６4445 法人 小山　高広 令和7年12月6日令和2年12月7日

84 ページ現在令和5年5月1日



法　　人　　名 登　録　者　住　所番号 分類 初　回　登　録　日代表者・個人名屋　　号　　名 有　効　期　限

東京都杉並区今川２丁目１番９号　ガーデンハウス
荻窪Ｂ館

4446 個人 清水　晴夫 令和7年12月6日令和2年12月7日

株式会社エコライフサービス 東京都品川区荏原一丁目２４番２０号4447 法人 浅井　優太 令和7年12月6日令和2年12月7日

ミューカ株式会社 大阪府富田林市美山台七丁目３番地4448 法人 大塚　省伍 令和7年12月6日令和2年12月7日

有限会社クリオカプラスチック 静岡県静岡市葵区吉津６１６番地4449 法人 栗岡　正樹 令和8年1月7日令和3年1月8日

株式会社Ｄｅｎｔａｌ　Ｓｉｇｎ 東京都町田市金森東一丁目１５番７号4450 法人 原　裕司 令和8年1月7日令和3年1月8日

株式会社凡美社 大阪府羽曳野市恵我之荘三丁目１番１号4451 法人 山本　裕 令和8年1月7日令和3年1月8日

一般社団法人有楽町駅周辺まちづくり協議会 東京都千代田区有楽町二丁目７番１号先4452 法人 八木橋　孝男 令和8年1月7日令和3年1月8日

東京都葛飾区東金町５丁目１１番７号　ハッピネス壱
番館２０２

4453 個人 崔　城寿SS企画 令和8年1月7日令和3年1月8日

株式会社アイテック 東京都文京区後楽二丁目１番３号　4454 法人 前川　卓志 令和8年1月7日令和3年1月8日

株式会社ラック 東京都足立区谷在家三丁目２４番１６号　シャーメゾ
ン谷在家２０１

4455 法人 山口　俊 令和8年1月7日令和3年1月8日

株式会社ＣＯＳＭＯＳＩＮＦＲＡ 東京都新宿区大久保二丁目１番８号プラザ新大樹
本館５０７号

4456 法人 李　淳峯 令和8年2月4日令和3年2月5日

東京都三鷹市新川５丁目３番１４号4457 個人 升井　亮爾 令和8年2月4日令和3年2月5日

株式会社アサイマーキングシステム 神奈川県川崎市麻生区栗木二丁目３番１３号4458 法人 浅井　大輔 令和8年2月4日令和3年2月5日

コサ院株式会社 埼玉県狭山市南入曽１０２７番地の1　センチュリー
ガーデン入曽４１７

4459 法人 小左　裕之 令和8年2月4日令和3年2月5日

株式会社和光 愛知県稲沢市奥田白山町１１２番１4460 法人 大津　慎司 令和8年2月4日令和3年2月5日

株式会社Ｌｉｆｅ　ｉｓ　Ｓｔｙｌｅ 東京都渋谷区神宮前二丁目１８番２１号4461 法人 大貫　誠 令和8年2月4日令和3年2月5日

株式会社Ｐｈａｎｔｏｍ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 東京都渋谷区神宮前二丁目１８番２１号4462 法人 大貫　誠 令和8年2月4日令和3年2月5日

株式会社トップマーキング 北海道札幌市中央区南十七条西十一丁目１番２号4463 法人 太田　隆明 令和8年2月4日令和3年2月5日

株式会社アイン 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－２２－１５4464 法人 石塚　和也 令和8年2月4日令和3年2月5日

株式会社ＳＨＯＴ 東京都千代田区神田松永町２３番地4465 法人 佐久間　雄治 令和8年2月4日令和3年2月5日

埼玉県川口市安行領根岸６８番地の７4466 個人 新井　大輔ヴェルネクスト・
デザイン

令和8年2月4日令和3年2月5日

株式会社ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南四丁目２番１１号4467 法人 星本　嘉恵 令和8年2月4日令和3年2月5日

株式会社ｋｍＧオートアシスト 東京都港区赤坂二丁目８番６号4468 法人 松本　良一 令和8年2月4日令和3年2月5日

アン・クリエーション株式会社 愛知県名古屋市中区千代田三丁目１５番８号4469 法人 本多　秀朗 令和8年2月4日令和3年2月5日

クェスタ株式会社 埼玉県川口市南鳩ヶ谷六丁目１３番５号4470 法人 大石　守 令和8年2月4日令和3年2月5日
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ＷＡＬＬ　ＳＨＡＲＥ株式会社 大阪府大阪市此花区伝法六丁目１番６５-３２５号4471 法人 川添　孝信 令和8年2月4日令和3年2月5日

株式会社アーキ・ブレイン 東京都港区南青山五丁目９番１０号4472 法人 飯田　三徳 令和8年3月4日令和3年3月5日

三和建設株式会社 東京都港区南青山五丁目９番１０号4473 法人 飯田　三徳 令和8年3月4日令和3年3月5日

有限会社飯田 東京都港区南青山五丁目９番１０号4474 法人 飯田　三徳 令和8年3月4日令和3年3月5日

大成ネオン株式会社 東京都目黒区上目黒一丁目５番５号4475 法人 小川　宗一 令和8年3月4日令和3年3月5日

株式会社萬告社 東京都品川区東五反田一丁目１１番７号　三ツ星ビ
ル６階

4476 法人 後藤　治恵子 令和8年3月4日令和3年3月5日

ネットドア株式会社 北海道札幌市北区北十二条西四丁目１－６－１Ｆ4477 法人 濱田　芳彰 令和8年3月4日令和3年3月5日

株式会社サガラプロセス印刷 東京都練馬区関町南三丁目１９番９号4478 法人 相樂　美和子 令和8年3月4日令和3年3月5日

有限会社アド美廣 東京都狛江市岩戸北三丁目１１番７号６－B4479 法人 藤森　季美 令和8年3月4日令和3年3月5日

万葉建設株式会社 千葉県八千代市大和田新田９２０番地１２4480 法人 佐々木　俊一 令和8年3月4日令和3年3月5日

株式会社Ｆｕｎｃｔｉｏｎ 茨城県石岡市若松三丁目７番５５号4481 法人 関田　崇見 令和8年3月4日令和3年3月5日

株式会社ＴｅｃｈＶｏｉｃｅ 東京都港区虎ノ門５－３－２　神谷町アネックス６階4482 法人 茗井　保郁　ティリス
タン

令和8年3月4日令和3年3月5日

株式会社ＳＳＫ 東京都足立区興野二丁目３０番２２号4483 法人 佐藤　譲 令和8年3月4日令和3年3月5日

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号4484 法人 仲井　嘉浩 令和8年3月4日令和3年3月5日

有限会社アースデザイン工房 神奈川県横須賀市二葉二丁目２番６号4485 法人 野上　真治 令和8年4月6日令和3年4月7日

ブリーズビジョン株式会社 東京都目黒区南三丁目１３番５－２０６4486 法人 角田　俊介 令和8年4月6日令和3年4月7日

株式会社富士電装 愛知県海部郡大治町大字西條字笠見立３４番地の
１

4487 法人 山下　寛高 令和8年4月6日令和3年4月7日

株式会社プロテラス 東京都港区赤坂四丁目１３番１３号4488 法人 岩切　敏晃 令和8年4月6日令和3年4月7日

有限会社クラフト 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目１－５８－１００９4489 法人 河野　照一 令和8年4月6日令和3年4月7日

株式会社Ｋプロビジョン 東京都港区元赤坂一丁目３番１号4490 法人 中嶋　望 令和8年4月6日令和3年4月7日

株式会社リンクコーポレーション 東京都江戸川区船堀五丁目６番２３号4491 法人 早田　有 令和8年5月11日令和3年5月12日

千葉県東金市粟生飛地２３７２番地１３4492 個人 青柳　透アールスリー 令和8年5月11日令和3年5月12日

株式会社東海宣伝広告社 東京都港区赤坂七丁目５番３４号4493 法人 宮島　好子 令和8年5月11日令和3年5月12日

有限会社サンエム工芸 千葉県木更津市江川１４２７番地4494 法人 水澤　敏博 令和8年5月11日令和3年5月12日

ファイブ・エー株式会社 東京都北区田端三丁目１０番３号　コーポ山口１０１
号

4495 法人 江﨑　幸司 令和8年5月11日令和3年5月12日

東京都葛飾区新小岩１丁目９番３号4496 個人 樋口　実 令和8年5月11日令和3年5月12日
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有限会社エム・エー・シー 神奈川県横浜市港北区新吉田町５１３７番地4497 法人 持田　保司 令和8年5月11日令和3年5月12日

フィオナグランデ株式会社 埼玉県越谷市相模町六丁目４４８番地４4498 法人 成田　大介 令和8年5月11日令和3年5月12日

株式会社タケイ企画 東京都世田谷区祖師谷四丁目２５番８号4499 法人 武井　克也 令和8年5月11日令和3年5月12日

有限会社ウェービング 神奈川県大和市西鶴間二丁目２６番５-５５２号4500 法人 中山　正 令和8年5月11日令和3年5月12日

株式会社フェニックスインフィニティ 東京都練馬区大泉町一丁目５４番１６号4501 法人 前田　悟 令和8年5月11日令和3年5月12日

株式会社エムズ 埼玉県川口市赤井二丁目１３番１５号4502 法人 荻野　光教 令和8年5月11日令和3年5月12日

東京都荒川区東日暮里１丁目３番１１号4503 個人 髙尾　和久三和テント 令和8年5月11日令和3年5月12日

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 東京都中央区東日本橋一丁目８番１号4504 法人 黒田　𠮷広 令和8年5月11日令和3年5月12日

株式会社ＴＲＡＶＩＳ 大阪府大阪市浪速区木津川二丁目１－１６4505 法人 岡田　尚樹　 令和8年5月11日令和3年5月12日

株式会社Ａ＆Ｃ 埼玉県戸田市笹目四丁目３４番地の１３4506 法人 荻野　茂 令和8年5月11日令和3年5月12日

株式会社ＴＡＫＥ 東京都杉並区下井草五丁目２３番１０号4507 法人 三田村　武彦 令和8年5月11日令和3年5月12日

株式会社信洋工芸 埼玉県さいたま市緑区大字代山４７１番地３4508 法人 高橋　信博 令和8年5月11日令和3年5月12日

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一丁目８番１５号4509 法人 臼井　忠夫 令和8年5月11日令和3年5月12日

株式会社エムズ 東京都中央区日本橋室町三丁目３番３号4510 法人 奥村　二郎 令和8年6月6日令和3年6月7日

株式会社サインアートツカ 静岡県島田市阪本１６５３番地の１３4511 法人 大塚　真 令和8年6月6日令和3年6月7日

有限会社ハートフルクリエーション 東京都中央区日本橋小伝馬町２０番３号－２階4512 法人 木村　奈美枝 令和8年6月6日令和3年6月7日

株式会社スクーデリア 茨城県水戸市見川町２５６３番地の６１4513 法人 久保　一男 令和8年6月6日令和3年6月7日

アイキ株式会社 埼玉県加須市久下一丁目２５番地７4514 法人 井形　富士夫 令和8年6月6日令和3年6月7日

有限会社マルチクラフト 千葉県浦安市鉄鋼通り一丁目４番２号4515 法人 和泉　しげる 令和8年6月6日令和3年6月7日

株式会社富士工房 神奈川県川崎市川崎区富士見二丁目５番１４号4516 法人 藤原　龍馬 令和8年6月6日令和3年6月7日

株式会社友太郎 東京都台東区松が谷二丁目１６番３号　ユーコート
松が谷１０２

4517 法人 森井　康夫 令和8年6月6日令和3年6月7日

栃木県栃木市沼和田町２２番４２号4518 個人 内藤　茂行エス・コンセプショ
ン

令和8年6月6日令和3年6月7日

株式会社シンディーアンドコー 東京都昭島市朝日町二丁目６番１５号4519 法人 滝口　慎平 令和8年7月6日令和3年7月7日

株式会社ＥＤＧＥ 東京都豊島区池袋二丁目４８番１号　信友山の手池
袋ビル５階

4520 法人 松本　憲雄 令和8年7月6日令和3年7月7日

株式会社ＣＲＡ 東京都港区北青山三丁目１０番６号4521 法人 中澤　真士 令和8年7月6日令和3年7月7日

埼玉県越谷市東越谷１丁目１９番地１１　プラン
ヴェール越谷４０１号

4522 個人 阿部　猛クリエィティブ・
アーツ

令和8年7月6日令和3年7月7日
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有限会社ケンズ 大分県大分市西新地二丁目１番２８号4523 法人 山本　鍵三 令和8年7月6日令和3年7月7日

株式会社アクセス・ワン 神奈川県横浜市神奈川区反町四丁目３０番１１号4524 法人 中澤　久也 令和8年7月6日令和3年7月7日

東京都国立市東３丁目４番地の２１4525 個人 紺野　敬一朗ＲＡＮＤＯＭ 令和8年7月6日令和3年7月7日

有限会社創都 東京都墨田区業平二丁目１４番８号　北澤ビル５F4526 法人 北澤　美代子 令和8年7月6日令和3年7月7日

株式会社モンド設計 千葉県柏市中央町５番２１-６０７号4527 法人 髙野　博之 令和8年7月6日令和3年7月7日

株式会社サインファクトリーエヌ 東京都練馬区北町五丁目１９番１２号4528 法人 内藤　茂男 令和8年8月5日令和3年8月6日

株式会社なかなか 東京都江東区東陽一丁目３２番１５号4529 法人 庭山　高志 令和8年8月5日令和3年8月6日

株式会社ザイマックス 東京都港区赤坂一丁目１番１号4530 法人 吉本　健二 令和8年8月5日令和3年8月6日

東京都立川市柴崎町５丁目８番６号4531 個人 山口　剛山口興業 令和8年8月5日令和3年8月6日

兵庫県神戸市灘区森後町３丁目３番７－６０８号4532 個人 梁　裕京京藝 令和8年8月5日令和3年8月6日

スカイクルーズ株式会社 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番１５号4533 法人 木村　昌洋 令和8年8月5日令和3年8月6日

株式会社星光商会 東京都港区赤坂三丁目２１番２０号4534 法人 薩川　英之 令和8年8月5日令和3年8月6日

株式会社ミツヤサイン 東京都江戸川区南葛西七丁目２番４－２０２号4535 法人 河野　光教 令和8年8月5日令和3年8月6日

株式会社Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ　ａｔ　Ｄｒｅａｍ 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３９３５番地　桜ハウ
ス３０１号

4536 法人 野際　大 令和8年8月5日令和3年8月6日

株式会社調布装飾美術 東京都稲城市押立１８０５番地の１4537 法人 岸澤　国興 令和8年8月5日令和3年8月6日

東京都国立市谷保６８３番地の８4538 個人 内野　拓治ＡＵシルクスク
リーン工業

令和8年8月5日令和3年8月6日

株式会社調和建設 東京都調布市富士見町四丁目１番１号4539 法人 熊倉　優 令和8年8月5日令和3年8月6日

アド・ブレーン株式会社 大阪府大阪市西成区天下茶屋三丁目１４番１０号4540 法人 藤井　謙一 令和8年8月5日令和3年8月6日

株式会社クルー建築設計事務所 東京都品川区荏原二丁目１６番４号4541 法人 金山　了輔 令和8年8月5日令和3年8月6日

ＮＵＭＢＥＲＺＥＴ株式会社 東京都台東区鳥越二丁目９番３号4542 法人 髙橋　望 令和8年8月5日令和3年8月6日

エス・アイ・ファクトリー株式会社 東京都品川区東品川三丁目２２番２０－１１０８号4543 法人 芝　秀昭 令和8年8月5日令和3年8月6日

株式会社ホースケアプロダクツ 東京都大田区蒲田一丁目１番１５号4544 法人 井上　謙次 令和8年8月5日令和3年8月6日

株式会社エム・ジェイ 大阪府守口市金田町一丁目７１番９号4545 法人 薮下　慎 令和8年8月5日令和3年8月6日

株式会社インタープラン 東京都文京区湯島三丁目１０番９号　沢井ビル５０２
号

4546 法人 田実　昭二 令和8年9月6日令和3年9月7日

株式会社デンソー 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号　ツイン
２１ＭＩＤタワー２４階

4547 法人 岡　寛 令和8年9月6日令和3年9月7日

株式会社電通プロモーションプラス 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号4548 法人 湯川　昌明 令和8年9月6日令和3年9月7日
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株式会社古林 新潟県新潟市中央区長潟三丁目６番１４号1　ガー
デンシティ長潟２０４号

4549 法人 小林　剛 令和8年9月6日令和3年9月7日

株式会社アシストクリップ 東京都江東区東陽五丁目２９番１７号4550 法人 萩原　貴 令和8年9月6日令和3年9月7日

静岡県田方郡函南町間宮８２３番地の１4551 個人 田原　栄一朗ＥＴ．ＦＡＣＴＯＲＹ 令和8年9月6日令和3年9月7日

株式会社エイチエス 東京都練馬区三原台二丁目１１番３１号4552 法人 金　永埴 令和8年9月6日令和3年9月7日

茨城県つくばみらい市絹の台５丁目１７番地８4553 個人 添田　俊行ＥＢＣＥ 令和8年9月6日令和3年9月7日

埼玉県春日部市小渕２２７番地１０4554 個人 田崎　雅之弘和工芸 令和8年9月6日令和3年9月7日

株式会社町田企画 埼玉県上尾市藤波三丁目２７９番地4555 法人 町田　今朝男 令和8年9月6日令和3年9月7日

有限会社ピ－・ピ－・エス 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目１６番１５号4556 法人 西田　秀一 令和8年9月6日令和3年9月7日

サイナジーデザイン株式会社 茨城県つくば市みどりの中央６８番地５　マルシェみ
どりのⅡ－１０１号室

4557 法人 吉田　圭作 令和8年9月6日令和3年9月7日

株式会社フロンティア 東京都中央区新川一丁目３番３号　グリーンオーク
茅場町２F

4558 法人 長岡　圭史 令和8年9月6日令和3年9月7日

東京都東村山市富士見町３丁目９番地６５4559 個人 加藤　清アートカンパニー
加藤工芸

令和8年10月6日令和3年10月7日

有限会社都築塗装工芸社 東京都荒川区西日暮里一丁目１９番１４号4560 法人 都築　央 令和8年10月6日令和3年10月7日

有限会社村松工芸 東京都調布市調布ケ丘一丁目３２番地２２4561 法人 村松　太郎 令和8年10月6日令和3年10月7日

株式会社３６０ 埼玉県ふじみ野市苗間２３１－１4562 法人 大野　瑞樹 令和8年10月6日令和3年10月7日

有限会社双葉広告 茨城県水戸市鯉淵町４９９番地4563 法人 冨吉　明 令和8年10月6日令和3年10月7日

株式会社岡崎巧芸 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田１０８３番地
１

4564 法人 岡崎　拓也 令和8年10月6日令和3年10月7日

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１4565 法人 三浦　政和 令和8年10月6日令和3年10月7日

東北総合美研有限会社 宮城県仙台市泉区松森字前沼１８番地4566 法人 山口　研 令和8年10月6日令和3年10月7日

西武バス株式会社 東京都豊島区南池袋一丁目１６番１５号4567 法人 塚田　正敏 令和8年10月6日令和3年10月7日

株式会社ＳｅｅｓＳｉｇｎ 愛知県名古屋市中川区東春田一丁目４７4568 法人 濱口　浩昭 令和8年10月6日令和3年10月7日

株式会社セキグチ工芸 埼玉県熊谷市曙町四丁目３２番地4569 法人 関口　和彦 令和8年11月7日令和3年11月8日

株式会社ＴＯＴＳＵＫＡ 静岡県静岡市駿河区有明町１１番７号4570 法人 戸塚　哲也 令和8年11月7日令和3年11月8日

株式会社プロセス雄文社 東京都板橋区板橋二丁目３７番７号１０１4571 法人 髙杉　秀人 令和8年11月7日令和3年11月8日

有限会社ＢＥＡＴＬＥ 大阪府大阪市西成区南開一丁目４－７　Ｙ・Ｓビル4572 法人 安田　盛市 令和8年11月7日令和3年11月8日

東京都西多摩郡日の出町大字平井９９２番地4573 個人 海塩　衞ファンタジーサイ
ン

令和8年11月7日令和3年11月8日
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株式会社交宣 東京都中央区銀座六丁目１４番５号4574 法人 森田　一毅 令和8年11月7日令和3年11月8日

日本廣告企業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１２番１８号4575 法人 日根野谷　裕一 令和8年11月7日令和3年11月8日

イノマックス株式会社 東京都豊島区池袋三丁目２６番１５号　ＹＳビル３０１
号

4576 法人 ヤン　ソンクン 令和8年11月7日令和3年11月8日

有限会社ミムラアート 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町２８８番地4577 法人 三村　淳一 令和8年11月7日令和3年11月8日

弘和株式会社 愛知県名古屋市中川区葉池町一丁目７３番地4578 法人 水谷　達也 令和8年11月7日令和3年11月8日

株式会社松匠 長崎県長崎市平瀬町２番地１３4579 法人 松谷　俊宏 令和8年11月7日令和3年11月8日

株式会社ビッグファイブ 東京都港区港南２－１６－４　品川グランドセントラ
ルタワー１７階

4580 法人 奥　益 令和8年11月7日令和3年11月8日

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１4581 法人 池田　泰子 令和8年11月7日令和3年11月8日

株式会社トリムデザインウエストジャパン 福岡県北九州市戸畑区天神二丁目４番２号4582 法人 五郎丸　昌平 令和8年11月7日令和3年11月8日

大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号4583 法人 北　哲弥 令和8年11月7日令和3年11月8日

東京天幕雨覆商工協同組合 東京都台東区竜泉二丁目７番８号4584 法人 名取　哲郎 令和8年12月6日令和3年12月7日

有限会社ワイ・イ－メンテナンス 群馬県みどり市笠懸町鹿４１３１番地の１4585 法人 金内　昌之 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社アーク・テクノ 東京都港区東麻布二丁目１５番９－３０１号4586 法人 安田　盛市 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社Ａｒｅｓ 神奈川県川崎市川崎区大島５－１５－５　マンション
フジＡ－７

4587 法人 福元　猛 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社ノボルエスディー 東京都北区豊島三丁目１５番１１－３０１号4588 法人 井上　寿之 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社インターキューブ 東京都渋谷区南平台町７番３号4589 法人 丸山　文久 令和8年12月6日令和3年12月7日

埼玉県さいたま市岩槻区上里２丁目３番地４4590 個人 関根　由美 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社藤田商会 東京都文京区小石川五丁目３３番７号4591 法人 西潟　篤夫 令和8年12月6日令和3年12月7日

ペンタビルダーズ株式会社 東京都文京区後楽二丁目１番２号4592 法人 中川　浩行 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社協同コム 東京都中央区入船二丁目５番７号4593 法人 立石　洋久 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社エビス 埼玉県さいたま市緑区太田窪一丁目２１番２３号4594 法人 野川　健 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社テルミック 東京都台東区台東一丁目２８番５号4595 法人 田中　勝 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社グレイ美術 東京都町田市鶴間五丁目６番２２号4596 法人 浜崎　哲義 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社グリーンパワー 東京都葛飾区水元一丁目１５番１１号4597 法人 恩田　和幸 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社Ｉ＆Ｓ 東京都板橋区中丸町２０番地５号　Ｉ＆Ｓビル4598 法人 丁　海璟 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社グリット 愛知県名古屋市中川区八熊通六丁目３７番地4599 法人 吉田　俊明 令和8年12月6日令和3年12月7日
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株式会社ドリームプロジェクツ 東京都港区芝大門二丁目４番５号　芝ダイヤハイツ
７０６号

4600 法人 金山　公映 令和8年12月6日令和3年12月7日

名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号　ＪＲセ
ントラルタワーズ３４階

4601 法人 松野　篤二 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社シマスタジオ 東京都練馬区氷川台三丁目２０番１０号4602 法人 髙田　秀一 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社長城企画 神奈川県横浜市中区山下町２１６番地１4603 法人 伊藤　展弘 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社インテリアハウス 神奈川県川崎市宮前区平三丁目１２番１８号4604 法人 織戸　四郎 令和8年12月6日令和3年12月7日

株式会社エスエスボンズ 埼玉県春日部市備後東四丁目６番５１号4605 法人 石鍋　裕作 令和9年1月10日令和4年1月11日

合同会社ＴＡＫＥ－ＣＯＮＮＥＣＴ　　　 東京都板橋区若木三丁目９番１０号4606 法人 武内　聡志 令和9年1月10日令和4年1月11日

株式会社さくらぎ 東京都新宿区新宿三丁目１１番６号4607 法人 渡邊　一司 令和9年1月10日令和4年1月11日

株式会社モデュレックス 東京都葛飾区堀切一丁目２０番１９号4608 法人 曄道　悟朗 令和9年1月10日令和4年1月11日

株式会社ディートレーダー 東京都千代田区神田須田町二丁目３番地２４　ＫＴ
須田町ビル４階

4609 法人 吉田　貴 令和9年1月10日令和4年1月11日

株式会社北斗サービス 東京都練馬区田柄三丁目１７番２５号4610 法人 矢作　精敎 令和9年1月10日令和4年1月11日

埼玉県桶川市大字下日出谷９２６番地の２５4611 個人 岩崎　薫文字工房 令和9年1月10日令和4年1月11日

株式会社ユニオンアルファ 兵庫県加古川市野口町坂元３２９番地の６０4612 法人 中尾　知也 令和9年2月6日令和4年2月7日

有限会社ニッタ 東京都八王子市椚田町７６番地の２4613 法人 内田　由紀子 令和9年2月6日令和4年2月7日

ｇｏｏｄ　ｍｏｒｎｉｎｇｓ株式会社 東京都中央区日本橋浜町三丁目１０番６号4615 法人 水代　優 令和9年2月6日令和4年2月7日

株式会社ホームファクター 東京都東村山市栄町三丁目１１番地９　ウモーレ・
久米川５０１

4616 法人 坂田　義雄 令和9年2月6日令和4年2月7日

埼玉県越谷市大字大林４２７番地１４4617 個人 海江田　幸史 令和9年2月6日令和4年2月7日

ヴィスタコミュニケーションズ株式会社 東京都港区芝二丁目３０番１４号　阿部ビル６Ｆ4618 法人 丸尾　正之 令和9年2月6日令和4年2月7日

株式会社建忠工務店 東京都大田区西六郷三丁目３１番１５号4619 法人 中村　英一 令和9年2月6日令和4年2月7日

株式会社ＥＭＲＣ 埼玉県さいたま市岩槻区西町一丁目７番５4620 法人 花岡　栄治 令和9年2月6日令和4年2月7日

株式会社　新日本工芸 東京都練馬区高松六丁目２４番２号4621 法人 五十畑　剛 令和9年2月6日令和4年2月7日

ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南一丁目７番１号4622 法人 粂川　滋 令和9年2月6日令和4年2月7日

株式会社マルス工芸 神奈川県横浜市中区宮川町二丁目４０番地4623 法人 諏訪　英祐 令和9年2月6日令和4年2月7日

株式会社安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号4624 法人 国谷　一彦 令和9年3月6日令和4年3月7日

株式会社アド装拓 岩手県盛岡市三本柳２２地割４１番地６4625 法人 古澤　智 令和9年3月6日令和4年3月7日

有限会社ライトアンドウェル 埼玉県川口市南鳩ヶ谷七丁目１９番２５号4626 法人 大房　盛司 令和9年3月6日令和4年3月7日
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株式会社アトム 東京都新宿区山吹町１３０番地１６4627 法人 佐久間　史幸 令和9年3月6日令和4年3月7日

株式会社フジアール 東京都江東区青海一丁目１番２０号4628 法人 日向　栄二 令和9年3月6日令和4年3月7日

株式会社看板のキャスター 埼玉県川越市岸町二丁目２５番地１４4629 法人 小泉　健吾 令和9年3月6日令和4年3月7日

アドネット株式会社 和歌山県和歌山市和歌川町５番３号4630 法人 大野　正人 令和9年3月6日令和4年3月7日

株式会社アドしん 大阪府大阪市生野区巽東四丁目６番１３号4631 法人 西川　聡 令和9年4月6日令和4年4月7日

株式会社杉戸工芸 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下野９８０番地３4632 法人 栗原　康平 令和9年4月6日令和4年4月7日

東京都江東区南砂７丁目１番２５－６０８号4633 個人 手塚　薫ＡＲＴ－ＳＩＧＮテ
ヅカ

令和9年4月6日令和4年4月7日

株式会社巧新社 東京都板橋区新河岸二丁目２０番７号4634 法人 大石　尚 令和9年4月6日令和4年4月7日

株式会社リソー 神奈川県横須賀市山科台１０番１４号4635 法人 石井　琢也 令和9年4月6日令和4年4月7日

光村印刷株式会社 東京都品川区大崎一丁目１５番９号4636 法人 嶋山　芳夫 令和9年5月12日令和4年5月13日

有限会社イシイネオン 東京都大田区池上三丁目１１番４号4637 法人 石井　新一郎 令和9年5月12日令和4年5月13日

有限会社イナダ工芸 兵庫県神戸市灘区船寺通二丁目５番７号4638 法人 稲田　芳展 令和9年5月12日令和4年5月13日

株式会社アドクリ 愛知県名古屋市守山区八反１番１３号4639 法人 小栗　智久 令和9年5月12日令和4年5月13日

株式会社ジャスティ 東京都杉並区上井草四丁目３番９号4640 法人 矢島　尚行 令和9年5月12日令和4年5月13日

ＡＬＳＯＫファシリティーズ株式会社 東京都千代田区四番町４番地２　ＢＡＮビル３階4641 法人 鈴木　一三 令和9年5月12日令和4年5月13日

東京都大田区大森本町二丁目２番１－５１０号4642 個人 呉地　宣幸呉地広告 令和9年5月12日令和4年5月13日

会田塗装株式会社 埼玉県草加市中央二丁目１番３４号4643 法人 會田　大輔 令和9年6月6日令和4年6月7日

株式会社大広 東京都豊島区東池袋一丁目３６番７－１００１号4644 法人 伊藤　友二 令和9年6月6日令和4年6月7日

株式会社Ｂｏｎｄｓ 埼玉県鴻巣市赤見台二丁目１番１０－３０１号　赤見
台エステート

4645 法人 保田　欣浩 令和9年6月6日令和4年6月7日

東京都稲城市向陽台６丁目１２番地　アルボの丘４
－１０１７号

4646 個人 岡崎　圭太フェニックス 令和9年6月6日令和4年6月7日

アドオン株式会社 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町６番１２号4647 法人 坂本　純 令和9年6月6日令和4年6月7日

有限会社クリオ 埼玉県所沢市北原町８６６番地の１１4648 法人 水原　孝夫 令和9年6月6日令和4年6月7日

株式会社オオワン企画 大阪府大阪市此花区西九条四丁目３番２６号4649 法人 大湾　政次 令和9年6月6日令和4年6月7日

株式会社りゆう美工 東京都練馬区南大泉一丁目１４番４号4650 法人 清水　徳之 令和9年6月6日令和4年6月7日

有限会社旭プラスチツク工芸社 神奈川県横浜市港北区高田東四丁目１番２号4651 法人 森　博之 令和9年7月6日令和4年7月7日

株式会社カービューティープロ 東京都世田谷区上野毛一丁目３４番１３号4652 法人 古賀　大介 令和9年7月6日令和4年7月7日

事務局Ｊ０Ｋ株式会社 大阪府大阪市此花区酉島六丁目８番７号4653 法人 高関　千尋 令和9年7月6日令和4年7月7日
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株式会社東広 静岡県沼津市下香貫字下障子３１５１番地の５4654 法人 須沢　洋子 令和9年7月6日令和4年7月7日

株式会社Ｚ－ＣＯ 神奈川県横浜市戸塚区平戸一丁目１３番１８－１０６
号

4655 法人 江口　公司 令和9年7月6日令和4年7月7日

東京都江戸川区南葛西１丁目６番６号4656 個人 西野　浩之 令和9年7月6日令和4年7月7日

株式会社アイライズ 千葉県松戸市南花島三丁目４６番地の７4657 法人 林　茂樹 令和9年7月6日令和4年7月7日

中央宣伝企画株式会社 東京都文京区白山二丁目３８番１４号4658 法人 船橋　伸二 令和9年7月6日令和4年7月7日

株式会社広報社 茨城県水戸市酒門町字西割４３４２番地の１4659 法人 香嶋　貴 令和9年7月6日令和4年7月7日

株式会社ライテックス 東京都渋谷区神山町４３番１号　手川ビル4660 法人 眞田　政明 令和9年7月6日令和4年7月7日

有限会社サインクラフト 東京都東村山市久米川町五丁目１９番５号4661 法人 柴尾　誠 令和9年7月6日令和4年7月7日

有限会社キムラサイン 東京都立川市西砂町一丁目６０番地の８　コート西
砂Ｂ１０３

4662 法人 木村　真一郎 令和9年7月6日令和4年7月7日

株式会社ケーワンクリエート 新潟県長岡市新産二丁目５番地４4663 法人 小玉　祐介 令和9年7月6日令和4年7月7日

ＪＥＳＣＯ株式会社 東京都中野区中央四丁目３番４号4664 法人 古手川　太一 令和9年7月6日令和4年7月7日

株式会社ＴＯＷＡ 東京都文京区本郷三丁目２６番６号4665 法人 前野　輝之 令和9年7月6日令和4年7月7日

マクテック株式会社 大阪府大阪市平野区長吉長原四丁目１１番２０号4666 法人 久保　孝二 令和9年8月4日令和4年8月5日

株式会社松井美芸堂 東京都大田区千鳥一丁目１５番１５号4667 法人 松井　孝夫 令和9年8月4日令和4年8月5日

有限会社エス・サイン工房 千葉県千葉市中央区道場北一丁目１０番４号4668 法人 杉本　洋 令和9年8月4日令和4年8月5日

株式会社両国硝子工業所 東京都墨田区立川三丁目１番１８号4669 法人 上野　剛 令和9年8月4日令和4年8月5日

株式会社トリゴエ 岡山県津山市西新町２２番地4670 法人 鳥越　俊之 令和9年8月4日令和4年8月5日

京栄社株式会社 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目６番１８号4671 法人 内尾　學 令和9年8月4日令和4年8月5日

株式会社タイペックス 岡山県岡山市南区豊成三丁目２１番３号4672 法人 笠原　圭子 令和9年8月4日令和4年8月5日

有限会社アドリア 東京都江戸川区南葛西六丁目７番８号4673 法人 渕　真一郎 令和9年8月4日令和4年8月5日

合同会社韓 東京都板橋区中丸町５－６　オクトピア池袋１０１号4674 法人 鄭　泰勗 令和9年8月4日令和4年8月5日

ニチバンプリント株式会社 埼玉県日高市大字中沢２０１番地4675 法人 山田　隆文 令和9年9月6日令和4年9月7日

株式会社スカイサインシステム 東京都豊島区南池袋二丁目８番１号　エバーグリー
ンハイツ２階

4676 法人 宇野　優 令和9年9月6日令和4年9月7日

株式会社ペイントファクトリー 神奈川県伊勢原市小稲葉２４８２番地の２4677 法人 工藤　一広 令和9年9月6日令和4年9月7日

株式会社ラフ 東京都練馬区豊玉北五丁目６番１１号　ミグハウス
２０２

4678 法人 桑原　静香 令和9年9月6日令和4年9月7日

日本リーテック株式会社 東京都千代田区神田錦町一丁目６番地4679 法人 江草　茂 令和9年9月6日令和4年9月7日
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株式会社ウラベ工芸 東京都八王子市宇津貫町１４３５番地4680 法人 浦邉　千穂 令和9年9月6日令和4年9月7日

株式会社ソノブイ 東京都中央区京橋三丁目９番９号4681 法人 岩切　博 令和9年9月6日令和4年9月7日

株式会社ネイト 東京都大田区蒲田五丁目２６番８号　アーデル蒲田
３１２

4682 法人 吉田　匡利 令和9年9月6日令和4年9月7日

有限会社マツキ工芸 東京都新宿区新宿一丁目３１番６号4683 法人 松木　昇 令和9年9月6日令和4年9月7日

日本フォームサービス株式会社 東京都江東区亀戸四丁目３６番１４号4684 法人 齋藤　太誉 令和9年9月6日令和4年9月7日

神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町３丁目４０６番地
９９

4685 個人 佐藤　忍インサイン 令和9年9月6日令和4年9月7日

株式会社アースライン 東京都中央区晴海三丁目１３番２号4686 法人 佐野　貴志 令和9年9月6日令和4年9月7日

ＰＳＢ合同会社 東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウ
ン８１５号室

4687 法人 月性　宏基 令和9年9月6日令和4年9月7日

キタック株式会社 京都府京都市北区大北山原谷乾町１１２番地の２２4688 法人 岩佐　晃宏 令和9年9月6日令和4年9月7日

株式会社ＹＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ 埼玉県戸田市笹目北町２番地の７4689 法人 横山　友和 令和9年10月6日令和4年10月7日

神奈川県愛甲郡愛川町田代２０８１番地の１４4690 個人 伊從　弘アート２１ 令和9年10月6日令和4年10月7日

株式会社エックスオーデザイン 神奈川県相模原市中央区東淵野辺三丁目２１番３６
号　１０１号室

4691 法人 大山　昭一 令和9年10月6日令和4年10月7日

株式会社Ｗａｎｎａ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 東京都小金井市前原町四丁目１７番地１７号4692 法人 小野塚　悠 令和9年10月6日令和4年10月7日

五洋建設株式会社 東京都文京区後楽二丁目２番８号4693 法人 清水　琢三 令和9年10月6日令和4年10月7日

株式会社小林広告 東京都荒川区西日暮里１－５０－６4694 法人 林　偉 令和9年10月6日令和4年10月7日

株式会社三幸 埼玉県さいたま市緑区大字大門７４番地４4695 法人 廿樂　武文 令和9年10月6日令和4年10月7日

東京都府中市若松町３丁目２番地の５4696 個人 竹内　博和竹河企画 令和9年10月6日令和4年10月7日

有限会社サトーネオン 埼玉県志木市柏町六丁目４番２１号4697 法人 佐藤　孝雄 令和9年10月6日令和4年10月7日

有限会社オフィストゥエンティワン 山梨県笛吹市石和町東油川２７番地の１０4698 法人 中山　祐之 令和9年10月6日令和4年10月7日

株式会社高松ホットスタンプ 香川県木田郡三木町井上３０９８番地５５4699 法人 杉山　国人 令和9年10月6日令和4年10月7日

株式会社ＪＢＳ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１３番１号　竹田
ビル３Ｆ

4700 法人 横井　順 令和9年10月6日令和4年10月7日

株式会社アスキーム 東京都立川市高松町三丁目８番４　ファーレＴＫＴ６
階

4701 法人 橋本　岳大 令和9年10月6日令和4年10月7日

東和レジスター武蔵野販売株式会社 東京都東村山市秋津町五丁目１１番地３８4702 法人 平山　徳廣 令和9年10月6日令和4年10月7日

株式会社スティック 埼玉県春日部市大畑８０番地4703 法人 田中　存威 令和9年10月6日令和4年10月7日

株式会社クロゴ 東京都中野区本町三丁目２８番８号　マストライフ中
野坂上アネックス１０２

4704 法人 小森　勇人 令和9年10月6日令和4年10月7日
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株式会社ムラマツアート 埼玉県越谷市七左町八丁目１０１番地４4705 法人 村松　太郎 令和9年10月6日令和4年10月7日

株式会社マクタスプランニング 東京都港区芝大門二丁目４番４号　富士ビル４階4706 法人 増田　達也 令和9年10月6日令和4年10月7日

株式会社アクシス 東京都港区六本木五丁目１７番１号4707 法人 朝香　信雄 令和9年10月6日令和4年10月7日

有限会社ＷＯＲＫＳ－Ｊ 徳島県徳島市佐古五番町４番１６号4708 法人 宮原　玄 令和9年11月7日令和4年11月8日

有限会社アド・ボックス 東京都杉並区高円寺北一丁目１８番７号　久保井ビ
ル

4709 法人 神村　誠 令和9年11月7日令和4年11月8日

エメット合同会社 東京都港区南青山三丁目８番４０号　青山センター
ビル２Ｆ

4710 法人 粟根　貫太 令和9年11月7日令和4年11月8日

ＬＭＩグループ株式会社 東京都港区赤坂八丁目１０番２２号　ニュー新坂ビ
ル４Ｆ

4711 法人 永井　俊輔 令和9年11月7日令和4年11月8日

株式会社Ｗｈａｔｅｖｅｒ 東京都杉並区和田三丁目３０番１０号　２Ｆ4712 法人 宇原　香織 令和9年11月7日令和4年11月8日

株式会社光和 東京都江東区辰巳一丁目５番２５号4713 法人 小泉　俊哉 令和9年11月7日令和4年11月8日

株式会社遊朋舎 大阪府大阪市城東区今福西一丁目６番１９－７０２
号

4714 法人 森本　通 令和9年11月7日令和4年11月8日

ＣＭＮ株式会社 福岡県福岡市博多区千代一丁目２０番３１号4715 法人 山下　惠助 令和9年11月7日令和4年11月8日

株式会社ガーデン 東京都練馬区高松三丁目９番４号－７０４4716 法人 武田　明広 令和9年11月7日令和4年11月8日

株式会社レイ 東京都港区六本木六丁目１５番２１号4717 法人 分部　至郎 令和9年11月7日令和4年11月8日

神奈川県平塚市大神２１５０番地の６4718 個人 髙木　英樹新風工芸社 令和9年12月6日令和4年12月7日

株式会社ユナイテッド 東京都中央区銀座二丁目１１番４号4719 法人 新井　亮治 令和9年12月6日令和4年12月7日

株式会社メリープランニング 東京都練馬区東大泉七丁目２７番４０号4720 法人 三崎　嘉恵 令和9年12月6日令和4年12月7日

東京都板橋区蓮根一丁目２８番２６号4721 個人 天野　基子たけし工房 令和9年12月6日令和4年12月7日

株式会社東方 東京都豊島区東池袋一丁目３５番１０号　藤田ビル
５階

4722 法人 于　相学 令和9年12月6日令和4年12月7日

株式会社ソーダラテクト 神奈川県藤沢市鵠沼海岸三丁目１３番６号4723 法人 稗田　友和 令和9年12月6日令和4年12月7日

株式会社ワイエスクラフト 東京都八王子市暁町二丁目６番１５号　朝日プラザ
八王子１０４号

4724 法人 黒田　豊 令和9年12月6日令和4年12月7日

有限会社ティーエスピー 神奈川県川崎市多摩区宿河原五丁目１３番１号4725 法人 菱山　則昭 令和9年12月6日令和4年12月7日

陽光ビルＭＥ株式会社 東京都豊島区東池袋三丁目２３番１７号4726 法人 坂井　越紀 令和9年12月6日令和4年12月7日

有限会社イサミ看板店 埼玉県さいたま市西区大字内野本郷４２４番地の
３１

4727 法人 安岡　裕高 令和9年12月6日令和4年12月7日

株式会社ＳＰｉＣＥ－ＵＰ 兵庫県神戸市東灘区向洋町中六丁目９番地　ＫＦＭ
７Ｅ－１５

4728 法人 須田　卓 令和9年12月6日令和4年12月7日
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株式会社真和 東京都江戸川区松江五丁目２３番５号4729 法人 真川　憲昭 令和10年1月10日令和5年1月11日

株式会社ヴァーチュ 愛知県名古屋市南区桜本町２１番地4730 法人 池戸　英嗣 令和10年1月10日令和5年1月11日

株式会社天通 東京都江戸川区松島二丁目７番１６号4731 法人 岡本　昇 令和10年1月10日令和5年1月11日

千葉県船橋市本中山７丁目１２番３号　ジャンボ
パークサイド３０２号

4732 個人 遠藤　健二 令和10年1月10日令和5年1月11日

有限会社タナカ工芸 埼玉県川口市大字辻１１４７番地4733 法人 田中　征司 令和10年1月10日令和5年1月11日

有限会社ソリッドネーム 埼玉県入間市大字下藤沢６７５番地14734 法人 髙橋　稔 令和10年1月10日令和5年1月11日

株式会社カシオペア 東京都新宿区西新宿六丁目２０番７－２８０９号4735 法人 華原　尭司 令和10年1月10日令和5年1月11日

オリジン商事株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目２０番７号　4736 法人 田中　明男 令和10年1月10日令和5年1月11日

神奈川工事ライト株式会社 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南一丁目４３番１９号4737 法人 浅見　亨 令和10年1月10日令和5年1月11日

キンコーズ・ジャパン株式会社 東京都港区芝浦一丁目１番１号　浜松町ビルディン
グ２７Ｆ

4738 法人 渡辺　浩基 令和10年1月10日令和5年1月11日

株式会社キネクト 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番８号　渋谷道玄坂
東急ビル２Ｆ－Ｃ

4739 法人 小林　謙介 令和10年1月10日令和5年1月11日

株式会社サインモール 東京都豊島区南大塚一丁目４９番４号4740 法人 関口　仁 令和10年1月10日令和5年1月11日

株式会社池田看板 岐阜県岐阜市月丘町五丁目２５番地4741 法人 池田　菊三郎 令和10年1月10日令和5年1月11日

株式会社ＭＯＳＴ 神奈川県相模原市中央区由野台一丁目１番９号4742 法人 松岡　隆一 令和10年1月10日令和5年1月11日

有限会社ミゾハタ 東京都板橋区上板橋三丁目４番４号4743 法人 藤川　只史 令和10年1月10日令和5年1月11日

有限会社タキオ・アートスタジオ 神奈川県横浜市港南区上大岡西二丁目１４番１１号4744 法人 瀧尾　昌宏 令和10年1月10日令和5年1月11日

株式会社ピースタジオ 愛知県名古屋市千種区猫洞通二丁目１７　三旺マン
ション第２猫洞１０２

4745 法人 伊藤　太一 令和10年1月10日令和5年1月11日

株式会社ロータスサイン 埼玉県蓮田市桜台三丁目１０番７号4746 法人 田口　真悟 令和10年2月6日令和5年2月7日

サインエフェクト株式会社 福岡県福岡市南区長丘五丁目２５番１２号4747 法人 渕上　賢 令和10年2月6日令和5年2月7日

株式会社ファースト 大阪府大阪市中央区常盤町一丁目３番８号　中央
大通ＦＮビル２０Ｆ

4748 法人 岡　勝利 令和10年2月6日令和5年2月7日

株式会社ますたぁ 神奈川県川崎市川崎区渡田一丁目４番１号4749 法人 布川　英史 令和10年2月6日令和5年2月7日

株式会社エック 東京都杉並区高円寺南三丁目６０番５号4750 法人 内藤　典久 令和10年2月6日令和5年2月7日

東京都日野市三沢２丁目２番地の３９4751 個人 増田　学アスダム企画 令和10年2月6日令和5年2月7日

株式会社ＣＯＬＯＲ　ＳＴＲＥＥＴ 神奈川県愛甲郡愛川町半原１４４番地２－２０２4752 法人 エルグンムスタファ 令和10年2月6日令和5年2月7日

株式会社ジェーピーアイ 東京都新宿区新宿二丁目６番３号4753 法人 田島　淳 令和10年2月6日令和5年2月7日

五栄土木株式会社 東京都江東区有明三丁目７番２６号4754 法人 玉井　昭治 令和10年2月6日令和5年2月7日
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株式会社エイプラス 埼玉県草加市高砂一丁目１０番１８－１０１号4755 法人 新井　行広 令和10年2月6日令和5年2月7日

株式会社双葉 千葉県千葉市花見川区天戸町６－３4756 法人 板山　高彰 令和10年2月6日令和5年2月7日

株式会社マキノ製作所 東京都大田区大森西一丁目１３番１０号4757 法人 牧野　勝也 令和10年2月6日令和5年2月7日

株式会社ムラウチホビー 東京都八王子市大和田町五丁目１６番１号4758 法人 志村　伊知郎 令和10年2月6日令和5年2月7日

ユニアデックス株式会社 東京都江東区豊洲一丁目１番１号4759 法人 田中　建 令和10年2月6日令和5年2月7日

リリカラ株式会社 東京都新宿区西新宿七丁目５番２０号4760 法人 佐藤　伸男 令和10年2月6日令和5年2月7日

あいわ商建株式会社 東京都荒川区南千住五丁目２４番１８号4761 法人 樋口　克巳 令和10年2月6日令和5年2月7日

株式会社エス・アイ・エス 東京都練馬区下石神井六丁目４４番７号4762 法人 飯田　延彦 令和10年2月6日令和5年2月7日

株式会社ソーリツ 東京都中野区本町二丁目４６番４号4763 法人 田中　唯二 令和10年2月6日令和5年2月7日

岡山県岡山市北区花尻あかね町１１番地１１０　フ
ルールアベニュー３０６

4764 個人 片山　佳則夢絆工藝 令和10年3月6日令和5年3月7日

株式会社ボストン 東京都足立区千住三丁目５番地　小寺ビル４階4765 法人 佐川　康之 令和10年3月6日令和5年3月7日

株式会社ＣＯＣＯＤＡＫＥ 千葉県我孫子市天王台一丁目１３番５号　ＰＬＡＮＥ
Ｔビル３Ｆ

4766 法人 石戸　次雄 令和10年3月6日令和5年3月7日

東京都葛飾区東四つ木３丁目４３番７号4767 個人 柴田　宗広柴田ヴィジュアル
アーツ

令和10年3月6日令和5年3月7日

岐阜県羽島市足近町４丁目３４７番地１4768 個人 三浦　和雅リン巧社 令和10年3月6日令和5年3月7日

株式会社ファースト 和歌山県和歌山市塩ノ谷２５６番地4769 法人 清原　康視 令和10年4月6日令和5年4月7日

株式会社ケイトップ 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２２０番地4770 法人 堀田　久史 令和10年4月6日令和5年4月7日

有限会社プライムシステム 兵庫県西宮市南越木岩町４番２６号4771 法人 日比　義之 令和10年4月6日令和5年4月7日

株式会社ティーエスジー 神奈川県相模原市南区下溝５１５番地７4772 法人 栄田　千津子 令和10年4月6日令和5年4月7日

ベイズ株式会社 東京都江戸川区南篠崎町五丁目９番２３号4773 法人 宮﨑　昭彦 令和10年4月6日令和5年4月7日

株式会社旭本社 広島県福山市神島町１１番２０号4774 法人 角田　英純 令和10年4月6日令和5年4月7日

トッパン・フォームズ株式会社 東京都港区東新橋一丁目７番３号4775 法人 添田　秀樹 令和10年4月6日令和5年4月7日

株式会社ＮＯＶＡ 東京都立川市錦町四丁目５番２３号　ジョイフル西
国立１０２

4776 法人 津久井　秀樹 令和10年4月6日令和5年4月7日

有限会社クレストファイブ 神奈川県横浜市神奈川区反町一丁目８番地３　レジ
デンスＮＣ２０２号室

4777 法人 久保田　和光 令和10年4月6日令和5年4月7日

株式会社コマヤ 富山県富山市布瀬町一丁目７番１１号4778 法人 駒見　良平 令和10年4月6日令和5年4月7日

株式会社ネオミック 東京都北区滝野川一丁目７２番８　宮原ビル２０１号
室

4779 法人 小林　美智也 令和10年4月6日令和5年4月7日
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株式会社フォーエバー 東京都中央区東日本橋三丁目１０番９号4780 法人 平木　泰彦 令和10年4月6日令和5年4月7日

有限会社武蔵野工芸社 埼玉県さいたま市西区大字指扇２１９２番地４4781 法人 後藤　昭二 令和10年4月6日令和5年4月7日

株式会社ゼロ 山梨県甲府市住吉四丁目６番２４号4782 法人 小宮山　晃司 令和10年4月6日令和5年4月7日

株式会社博広社 東京都目黒区下目黒四丁目１０番９号4783 法人 白井　博 令和10年4月6日令和5年4月7日

東京都羽村市羽東二丁目１９番３３号4784 個人 鈴木　道幸トータルサインス
ズキ

令和10年4月6日令和5年4月7日

ＡＧＹ.アド株式会社 埼玉県川口市戸塚二丁目２１番３４－５０１号4785 法人 田村　英二 令和10年4月6日令和5年4月7日

タイドＰＲ合同会社 東京都世田谷区砧一丁目６番１５号　砧デュープ
レックス２０５

4786 法人 田中　宏治 令和10年4月6日令和5年4月7日

株式会社ツカササイン 福岡県福岡市博多区月隈三丁目８番２５号4787 法人 尼﨑　誠司 令和10年4月6日令和5年4月7日

株式会社ハウス工芸 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町一丁目１１８番地の
６

4788 法人 岡村　潤一 令和10年4月6日令和5年4月7日

東京都北区堀船１丁目１９番１号4789 個人 岩田　秀生 令和10年4月6日令和5年4月7日

有限会社ポップ・アイ 兵庫県芦屋市大東町１番１１－１０２号4790 法人 澤村　安範 令和10年4月6日令和5年4月7日

株式会社ティーファス 愛知県名古屋市中区錦三丁目２０番２７号4791 法人 目時　義通 令和10年5月9日令和5年5月10日

株式会社ＨＡＰＰＹ　ＣＡＭＰＥＲ 東京都渋谷区神宮前一丁目２２番７号　ＷＥＳＴビル
３Ｆ

4792 法人 小山　優 令和10年5月9日令和5年5月10日

株式会社サードアイズ 東京都立川市錦町一丁目８番７号4793 法人 北川　路子 令和10年5月9日令和5年5月10日

アシエンタープライズ株式会社 神奈川県川崎市幸区幸町一丁目７７３番地１１　ヴィ
ルヌーブ川崎・幸町４０１

4794 法人 芦田　京太 令和10年5月9日令和5年5月10日

株式会社コムネット 東京都八王子市元横山町二丁目６番１７号4795 法人 山口　進一 令和10年5月9日令和5年5月10日

Ａｗｅｓｏｍｅ　Ｗｏｒｋｓ株式会社 大阪府吹田市南吹田五丁目１１番１８号4796 法人 谷本　大輔 令和10年5月9日令和5年5月10日

株式会社イベント・コミュニケーションズ 千葉県木更津市潮浜一丁目１７番地２１4797 法人 太田　一哉 令和10年5月9日令和5年5月10日

株式会社Ｓｔｕｄｉｏ　Ａ 東京都板橋区大門４番１号4798 法人 小野田　幸男 令和10年5月9日令和5年5月10日

株式会社システムハウスアールアンドシー 東京都品川区東大井二丁目１３番８号4799 法人 木村　明文 令和10年5月9日令和5年5月10日

リンテックサインシステム株式会社 東京都目黒区中目黒二丁目１番２７号4800 法人 石見　公祐 令和10年5月9日令和5年5月10日

株式会社東京ハートス 東京都江東区枝川一丁目１０番２４号　ＦＡＣＥ－１4801 法人 前田　征道 令和10年5月9日令和5年5月10日
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