
登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2001 平成24年6月8日 平成29年7月6日
電通ヤング・アンド・ル
ビカム　株式会社

猪瀬　洋一 東京都港区東新橋二丁目１４番１号

2004 平成24年7月6日 平成29年7月6日 有限会社　デプト 富原　章年 大阪府大阪市中央区瓦屋町二丁目１５番４号

2006 平成24年7月6日 平成29年7月6日 有限会社　アート・ドイ 土井　芳春 東京都多摩市貝取一丁目１５番地の２

2008 平成24年7月6日 平成29年7月6日 有限会社　プログレス 信岡　孝 埼玉県川口市大字新堀３２５番地

2009 平成24年7月6日 平成29年7月6日 株式会社　フジネオン 松本　優 大阪府堺市堺区楠町三丁目4番12号

2011 平成24年7月6日 平成29年7月6日
有限会社　アトラクティ
ブ

菊池　雄治 東京都小平市学園東町三丁目6番39号

2012 平成24年6月8日 平成29年7月6日 有限会社　広美社 小野口　孝一 栃木県宇都宮市田野町911番地2

2013 平成24年7月6日 平成29年7月6日
株式会社　エヌ・エス・
ディファクトリー

川又　信正 東京都大田区大森東一丁目7番10-201号

2015 平成24年7月6日 平成29年7月6日
株式会社　メークメリー
カンパニー

宮本　淳 東京都港区南青山三丁目５番１号

2023 平成24年7月6日 平成29年8月10日 河田　佳浩
デクサーＣ＆
Ｃ

東京都港区高輪１丁目２３番２３－２２０３号

2024 平成24年8月10日 平成29年8月10日 株式会社　セイビ堂 阿部　慎也 茨城県鹿嶋市長栖１８７９番地２０７

2025 平成24年7月6日 平成29年8月10日
株式会社　アート
ウェーブ

周防　昌浩 大阪府大阪市西成区南津守四丁目４番２７号

2026 平成24年8月10日 平成29年8月10日 株式会社　宣興 髙橋　茂 埼玉県さいたま市大宮区上小町３０４番地の１

2027 平成24年7月6日 平成29年8月10日
株式会社　アップス
ター

石井　宜尚 東京都港区南青山六丁目１１番１号

2028 平成24年8月10日 平成29年8月10日
株式会社　阪神コンテ
ンツリンク

北口　正人 大阪府大阪市北区梅田二丁目４番１３号

2029 平成24年7月6日 平成29年8月10日
株式会社　オオウチ工
芸

大内　信志 宮城県仙台市若林区六丁の目元町３番８号

2031 平成24年8月10日 平成29年8月10日 株式会社　オヌマ工芸 小沼　勉 北海道札幌市白石区東米里２１９９番地１５

2032 平成24年6月8日 平成29年8月10日 株式会社　三沢工芸 三沢　利克 埼玉県川越市大字下小坂447番地7

2033 平成24年8月10日 平成29年8月10日 株式会社　アド秋田 筒井　崇之 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前8番地8

2034 平成24年8月10日 平成29年8月10日 有限会社　アポロ工芸 宮崎　勉 埼玉県志木市幸町四丁目19番10号

2035 平成24年8月10日 平成29年8月10日 株式会社　日宣 楢﨑　芳光 広島県福山市芦田町上有地１２９番地１１
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2038 平成24年8月10日 平成29年8月10日 有限会社　オギノ工芸 荻野　貞二 埼玉県川口市八幡木一丁目10番地の1

2040 平成24年8月10日 平成29年8月10日 伊藤　正明
マジカル　デ
ザイン

東京都小平市美園町１丁目８番１-４０３号

2042 平成24年8月10日 平成29年8月10日 株式会社　精美堂 竹内　健悟
神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１７番地１
５号

2043 平成24年8月10日 平成29年8月10日 有限会社　エヌ・アド 永澤　研児 東京都港区赤坂六丁目5番21号

2044 平成24年8月10日 平成29年8月10日 綿半鋼機　株式会社 熊谷　洋平 長野県飯田市北方1023番地1

2045 平成24年9月7日 平成29年9月7日
株式会社　ワークスサ
イン

久世　昌一郎 東京都稲城市矢野口２７９６－１

2047 平成24年9月7日 平成29年9月7日 株式会社　トモエ 千原　良一 神奈川県横浜市南区浦舟町一丁目１５番地

2048 平成24年10月9日 平成29年10月9日
株式会社　サンフレッ
クス関東

亀里　哲也 埼玉県東松山市大字石橋１３７１－１

2050 平成24年8月10日 平成29年9月7日
株式会社　イーアイ
ピー

及川　斉
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

2051 平成24年9月7日 平成29年9月7日
株式会社　オーク・イン
テリジェンス

冨田　哲央 東京都千代田区岩本町一丁目２番１５号

2052 平成24年9月7日 平成29年9月7日 益子　剛
マシコプラス
チック製作所

東京都板橋区徳丸一丁目４１番１２号

2053 平成24年9月7日 平成29年9月7日
東海プラスチックス工
業　株式会社

多葉田　博 岐阜県羽島郡岐南町みやまち一丁目９５番地

2057 平成24年9月7日 平成29年9月7日
アートサイン　株式会
社

今津　敏美
愛知県名古屋市中川区外新町四丁目１１番
地１

2058 平成24年9月7日 平成29年9月7日
株式会社　　コンバート
コミュニケーションズ

竹村　亨 大阪府吹田市芳野町９－８

2060 平成24年7月6日 平成29年9月7日 ワイズ　株式会社 深澤　康弘 東京都渋谷区桜丘町２９番３５号渋谷ＤＭ１階

2062 平成24年10月9日 平成29年10月10日
新日本創業　株式会
社

吉田　貢 東京都新宿区若葉一丁目２２番地

2063 平成24年9月7日 平成29年10月10日 株式会社　オミノ 小美野　敦士 東京都墨田区亀沢２－１５－６

2064 平成24年9月7日 平成29年10月10日
有限会社　エヌシー
ワーク

小美野　敦士 東京都墨田区亀沢２－１５－６

2065 平成24年11月9日 平成29年11月9日
イワキボード　株式会
社

佐藤　勇三 東京都足立区鹿浜八丁目１９番８号

2066 平成24年11月9日 平成29年11月9日
株式会社　ノットコーポ
レーション

河内　道生 大阪府大阪市中央区平野町３－１－２

2067 平成24年10月9日 平成29年10月10日 株式会社　マスカット 曽我　清人 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４６６－１
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2068 平成24年10月9日 平成29年10月10日 飛鳥東北　株式会社 阿部　和成 宮城県名取市高舘熊野堂字飛鳥４７番地の２

2070 平成24年10月9日 平成29年10月10日 株式会社　中央電装 船戸　正美 東京都足立区中川四丁目２０番１号

2071 平成24年10月9日 平成29年10月10日
有限会社　ハイネットコ
ム

元　鍾太 東京都荒川区荒川八丁目３番１号１階

2072 平成24年11月9日 平成29年11月9日 株式会社　オゼック 青山　幸夫
東京都世田谷区船橋６－２３－２８アルカディ
ア戸枝１０５

2073 平成24年10月9日 平成29年10月10日
有限会社　マーキング
システム

村上　善四郎 大阪府吹田市江坂町二丁目３番２８号

2074 平成24年10月9日 平成29年10月10日
有限会社　エイトポイ
ント

佐藤　哲顕
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

2075 平成24年10月9日 平成29年10月10日
株式会社　フェイスアッ
プ

田中　厚至 東京都足立区伊興二丁目17番13号

2077 平成24年9月7日 平成29年10月10日 有限会社　メイクス 池山　武
愛知県名古屋市北区稚児宮通二丁目39番地
の1

2078 平成24年10月9日 平成29年10月10日 横溝　晶平
横溝サイン工
房

神奈川県秦野市堀川690番地

2079 平成24年10月9日 平成29年10月10日 株式会社　空想舎 杉中　正生 東京都練馬区大泉学園町五丁目2番18号

2080 平成24年10月9日 平成29年10月10日 株式会社　広友社 松尾　昭俊 東京都立川市柴崎町三丁目14番6号

2081 平成24年10月9日 平成29年10月10日 有限会社　カツミ工芸 今田　勝美 兵庫県姫路市青山北二丁目30番5号

2086 平成24年10月9日 平成29年10月10日 有限会社　フタバ工芸 荒木　登希夫 埼玉県三郷市谷口５９０－４

2088 平成24年11月9日 平成29年11月9日
株式会社　ミケランジェ
ロ

香西　良晴 大阪府堺市今池町６－２－１７

2090 平成24年10月9日 平成29年11月9日 株式会社　ザﾞ・ゴール 新美　康之 東京都中央区銀座八丁目１１番１１号

2092 平成24年11月9日 平成29年11月9日
株式会社　浅野製版
所

浅野　輝夫 東京都中央区築地三丁目14番2号

2094 平成24年11月9日 平成29年11月9日
株式会社　マルミ看板
工芸

細谷　孝一 東京都足立区加賀一丁目9番18号

2095 平成24年10月9日 平成29年11月9日 トーアン　株式会社 神事　潤三 福島県郡山市待池台一丁目55番地37

2096 平成24年11月9日 平成29年11月9日
有限会社　エム・エス・
コーポレーション

林　恵美子 茨城県牛久市女化町718番地

2101 平成24年11月9日 平成29年11月9日 株式会社　エクセル 江口　賢一郎 東京都葛飾区小菅四丁目6番1号

2102 平成24年11月9日 平成29年11月9日
不二家テクノ　株式会
社

内田　哲哉 東京都文京区大塚二丁目１５番６号
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2103 平成24年11月9日 平成29年11月9日 株式会社　美工社 斎藤　和雄 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目13番地11

2113 平成24年11月9日 平成29年11月9日 株式会社　キャッスル 滝戸　誠 東京都足立区東保木間二丁目26番8号

2119 平成24年12月7日 平成29年12月7日 有限会社　クライム 米陀　博士 東京都江戸川区鹿骨６－３－１

2121 平成24年12月7日 平成29年12月7日
株式会社　アルス・プ
ログレス

篠崎　拓 福島県郡山市安積三丁目136番地

2123 平成24年12月7日 平成29年12月7日
株式会社　若穂製作
所

綿内　功一 千葉県松戸市小山３８９番地

2126 平成24年11月9日 平成29年12月7日
株式会社　イールアッ
プ

髙橋　力 千葉県船橋市高瀬町６２番地２Ｂ－３

2127 平成25年1月11日 平成30年1月11日 株式会社　アクティブ 前川　千代 東京都足立区鹿浜７－２４－１６

2128 平成24年12月7日 平成29年12月7日
朋友サービス　株式会
社

藤本　卓也 東京都新宿区百人町二丁目８番２号

2129 平成24年12月7日 平成29年12月7日
関東積水樹脂　株式
会社

小川　昌彦 大阪府大阪市北区西天満二丁目４番４号

2132 平成24年11月9日 平成29年12月7日 江上　まゆみ 美工芸 東京都町田市金井５丁目２番２３号

2133 平成24年12月7日 平成29年12月7日
横浜ビルボード　株式
会社

坂倉　徹 神奈川県横浜市旭区上川井町２２０２番地１

2134 平成24年12月7日 平成29年12月7日
アバンギャルドフジコ
ウ　株式会社

伊藤　康司 愛知県名古屋市東区葵三丁目３番８号

2135 平成24年12月7日 平成29年12月7日
株式会社　ハンズ・ハ
ナイ

花井　敏一 大阪府大阪市福島区海老江二丁目７番９号

2136 平成25年2月8日 平成30年2月8日
株式会社　スキルプラ
カ

瀧澤　友子 東京都葛飾区小菅一丁目２３番３号

2139 平成25年1月11日 平成30年1月11日
サトーデザイン　株式
会社

佐藤　登 東京都足立区南花畑五丁目１７番３号

2140 平成24年12月7日 平成30年1月11日 山本　美成
神奈川県川崎市麻生区上麻生５丁目２番１４
－４０１号

2141 平成25年1月11日 平成30年1月11日
株式会社　アイ・アン
ド・アソシエイツ

醍醐　賢二 千葉県流山市向小金二丁目４０９番地の３

2142 平成25年2月8日 平成30年2月8日
株式会社　エーアイ・
アドバタイジング

井上　　歩 東京都豊島区西池袋四丁目１０番３号

2144 平成25年1月11日 平成30年1月11日 株式会社　アクト 矢田　晴彦 大阪府大阪市東成区中道三丁目１７番１５号

2147 平成25年1月11日 平成30年1月11日 織田　優公 マサエ工芸 東京都日野市平山２丁目７番地の１

2148 平成25年1月11日 平成30年1月11日 有限会社　工房鷹 相澤　明 東京都三鷹市中原三丁目９番２６号
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2149 平成25年1月11日 平成30年1月11日
東洋インキエンジニア
リング　株式会社

藤原　晃二 東京都中央区京橋二丁目２番１号

2151 平成24年11月9日 平成30年1月11日
インターホリデイ　株式
会社

廉林　光夫
大阪府大阪市浪速区日本橋西１丁目３番１９
号

2153 平成25年1月11日 平成30年1月11日 株式会社　ユーコム 沼田　浩明 埼玉県所沢市大字松郷８９番地３５

2156 平成25年1月11日 平成30年1月11日
イナバインターナショナ
ル　株式会社

稲葉　明 東京都渋谷区恵比寿西一丁目１０番１１号

2158 平成25年2月8日 平成30年2月8日 株式会社　ふくだ工房 福田　秀男 栃木県宇都宮市上金井町５８２番地５

2159 平成24年12月7日 平成30年1月11日
新栄不動産ビジネス
株式会社

新田　隆範 東京都新宿区新宿6丁目２４番１６号

2161 平成25年1月11日 平成30年1月11日 株式会社　原町サイン 竹内　雄一
福島県南相馬市原町区北原字巣掛場５６番
地の１

2165 平成25年2月8日 平成30年2月8日
株式会社　イデア・
アート

山形　俊平 東京都国立市富士見台二丁目3番地の1

2167 平成25年2月8日 平成30年2月8日
有限会社　ダブルアー
ル

渡辺　光
東京都中央区東日本橋三丁目７番７－９０１
号

2168 平成25年2月8日 平成30年2月8日 柴田　宗広
柴田ヴィジｭ
アルアーツ

東京都葛飾区東四つ木３丁目４３番７号

2171 平成25年1月11日 平成30年2月8日
有限会社　トライ・アー
ト

三戸　一衡 福島県いわき市泉町下川字稲子塚５番地

2172 平成25年3月7日 平成30年3月7日 有限会社　フェイス 平井　孝幸 東京都板橋区桜川三丁目２０番１１号

2176 平成25年3月7日 平成30年3月7日 有限会社　アドフロント 佐々木　茂 埼玉県越谷市大成町八丁目２６６５番地２４

2177 平成25年2月8日 平成30年2月8日
株式会社　フォーサイ
ト

仁平　昌宏 東京都新宿区愛住町１２番地小澤ビル１階

2182 平成25年3月7日 平成30年3月7日
株式会社　エイチ・エ
ス・エイ

花田　典明 大阪府大阪市生野区林寺六丁目８番２４号

2183 平成25年3月7日 平成30年3月7日
有限会社　エムズウィ
ル

宮澤　健一
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

2186 平成25年3月7日 平成30年3月7日 株式会社　廣和 末廣芳和
神奈川県横浜市鶴見区本町通四丁目１７７番
地の１

2189 平成25年2月8日 平成30年3月7日 田中　脩
東京都荒川区東日暮里２丁目４９番２－６０１
号

2190 平成25年3月7日 平成30年3月7日
陽光ビルＭＥ 　株式会
社

飯田　信夫 東京都豊島区東池袋三丁目２３番１７号

2192 平成25年3月7日 平成30年3月7日 ビッグバン　株式会社 髙橋　佳嗣 東京都新宿区戸山二丁目３３－１０５

2194 平成25年3月7日 平成30年3月7日 橋本　哲三 エフワークス
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



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2196 平成25年3月7日 平成30年3月7日 株式会社　エイト 白柳　雅文
東京都八王子市明神町三丁目２０番５号　ＫＳ
ビル

2199 平成25年3月7日 平成30年3月7日
三井デザインテック
株式会社

渋谷　忠彦 東京都港区芝三丁目２番１８号

2200 平成25年3月7日 平成30年3月7日 株式会社　星光 岡村　正忠 大阪府大阪市天王寺区小橋町４番７号

2201 平成25年3月7日 平成30年3月7日 株式会社　美装社 狩野　圭 宮城県大崎市古川鶴ケ埣字新江北１６番地

2202 平成25年3月7日 平成30年3月7日 有限会社　はりたや 上杉　茂樹
神奈川県川崎市宮前区東有馬二丁目11番地
３

2206 平成25年3月7日 平成30年3月7日 株式会社　時代屋 本間　榮 東京都江東区東陽３－８－６

2210 平成25年4月8日 平成30年4月8日
有限会社　倫敦・チェ
ルシィー

加藤　修 東京都東村山市萩山町２－２－７－１０１４

2211 平成25年4月8日 平成30年4月8日
日本美術工芸　株式
会社

村田　修 東京都町田市鶴間大字１５号１５９０番地

2212 平成25年4月8日 平成30年4月8日 アクティス　株式会社 山本　雅之
東京都渋谷区恵比寿南一丁目12番1号　えい
しん会館

2213 平成25年4月8日 平成30年4月8日 有限会社　ネオサイン 安達　吉久
東京都世田谷区鎌田二丁目１５番２１号　グ
リュック８二子玉川Ｗ．Ｗ５０５

2214 平成25年4月8日 平成30年4月8日 株式会社　鴻池組 蔦田　守弘 大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６－１

2215 平成25年3月7日 平成30年4月8日
鴻池ビルテクノ　株式
会社

大林　愼二 東京都江東区南砂二丁目７番５号

2216 平成25年4月8日 平成30年4月8日
株式会社　Ｍｅｄｉａ　Ｓ
ｏｌｕｔｉｏｎ

小坂　達也 東京都立川市錦町三丁目１番２１号

2219 平成25年4月8日 平成30年4月8日
株式会社　メディア
サービス

井内　輝行 東京都中野区中央三丁目９番８号

2220 平成25年4月8日 平成30年4月8日
株式会社　メディア
ワークス

澤田　尚吾 埼玉県入間郡毛呂山町岩井東１－１７－１４

2223 平成25年4月8日 平成30年4月8日 上毛ネオン　株式会社 茂木　徹也 群馬県富岡市宇田１６１－１

2225 平成25年4月8日 平成30年4月8日 山本　基 やまもと企画 東京都新宿区納戸町２７番地

2226 平成25年3月7日 平成30年4月8日 株式会社　プロエスト 長谷川　晃 東京都港区芝浦三丁目１４番１７号

2227 平成25年4月8日 平成30年4月8日 株式会社　インパクト 薄井　弘幸 東京都葛飾区東四つ木一丁目９番１３号

2228 平成25年4月8日 平成30年4月8日
株式会社　竹中工務
店

竹中　統一 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号

2229 平成25年3月7日 平成30年4月8日 株式会社　三協広告 髙林　克行
神奈川県川崎市幸区南幸町３丁目１２４番５
号



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2231 平成25年4月8日 平成30年4月8日 株式会社　髙天 山内　武 大阪府高槻市神内２丁目２１番９号

2234 平成25年5月9日 平成30年5月9日 西松建設　株式会社 近藤　晴貞 東京都港区虎ノ門一丁目2３番1号

2235 平成25年5月9日 平成30年5月9日
株式会社　丸菱行政
地図

松崎　馨滋 東京都台東区池之端二丁目５番４１号

2236 平成25年5月9日 平成30年5月9日 横浜風船株式会社 須川　晃法 神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町10-9

2237 平成25年5月9日 平成30年5月9日 株式会社　フィールド 山口　順子 埼玉県さいたま市岩槻区大字末田2033番地

2240 平成25年5月9日 平成30年5月9日 株式会社　創広 大薮　敦洋 東京都大田区大森東四丁目16番17号

2245 平成25年6月6日 平成30年6月6日 福島　藤樹 神奈川県平塚市中原3丁目6番13号

2250 平成25年6月6日 平成30年6月6日
有限会社　トークワー
ク山口

山口　徹 千葉県松戸市上本郷2922番地

2253 平成25年6月6日 平成30年6月6日 有限会社　光巧芸 川原田　正子 埼玉県朝霞市東弁財二丁目5番30号

2256 平成25年6月6日 平成30年7月8日 株式会社　エニシック 岸根　輝明 東京都江戸川区春江町２－１５－２

2258 平成25年6月6日 平成30年7月8日 有限会社　クロス企画 平林　一夫
千葉県松戸市秋山92番地ピュアハウス秋山
102号

2259 平成25年8月8日 平成30年8月8日 株式会社　ＲＰ 鎌田　丙午 東京都港区南青山七丁目４番１７号

2261 平成25年7月8日 平成30年7月8日
有限会社　ナンシン工
芸

山口　一郎 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町356番地

2262 平成25年7月8日 平成30年7月8日 株式会社　うりばい 計良　陽介
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

2263 平成25年7月8日 平成30年7月8日 株式会社　ネオプロ 三栗谷　敏朗 東京都千代田区岩本町二丁目16番10号

2264 平成25年6月6日 平成30年7月8日
有限会社　ロードサイ
ン

河上　英二 埼玉県川越市大字渋井930番地1

2265 平成25年6月6日 平成30年7月8日 株式会社　大永工芸 栗原　義光 埼玉県川越市南田島2100番地1

2267 平成25年8月8日 平成30年8月8日 バンウッド　株式会社 竹林　攘 東京都足立区六町四丁目2番6号

2268 平成25年6月6日 平成30年7月8日 株式会社　つくし工房 星野　照生 東京都板橋区赤塚三丁目31番7号

2271 平成25年6月6日 平成30年8月8日
ＣＬＩＦＦ　Ｄｅｓｉｇｎ　株
式会社

佐藤　博行 大阪府大阪市西区北堀江一丁目5番2号

2273 平成25年6月6日 平成30年8月8日
株式会社　メディアコ
ミット

村田　正史 東京都港区新橋六丁目5番4号



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2276 平成25年8月8日 平成30年8月8日 有限会社　長島巧芸 長島　憲一
神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘二丁目
37番7号

2277 平成25年8月8日 平成30年8月8日 株式会社　日新 村上　由政
神奈川県相模原市中央区矢部三丁目8番14
号

2280 平成25年8月8日 平成30年8月8日 コーエィ　株式会社 関口　典明 群馬県前橋市上小出町一丁目9番地12

2281 平成25年7月8日 平成30年8月8日
株式会社　総合広告
社

深澤　雅彦 東京都練馬区田柄二丁目35番18号

2282 平成25年8月8日 平成30年8月8日 有限会社　廣誠社 湯浅　雅夫 東京都町田市木曽西３－６－１２

2284 平成25年7月8日 平成30年8月8日 有限会社　エーサイン 椎橋　栄三郎 東京都世田谷区野毛二丁目17番22号

2285 平成25年7月8日 平成30年8月8日 株式会社　アイコスモ 住田　恵子 埼玉県戸田市美女木一丁目29番地の5

2291 平成25年9月6日 平成30年9月6日 株式会社　idealShip 平野　幸司 東京都千代田区紀尾井町3番29号

2293 平成25年8月8日 平成30年9月8日
有限会社　髙橋看板
工業所

髙橋　清悦 茨城県守谷市百合ケ丘三丁目2784番地の1９

2294 平成25年8月8日 平成30年9月8日
アートファイン　株式会
社

若色　雅文 東京都練馬区平和台３－１０－１４

2296 平成25年8月8日 平成30年9月8日 大竹　一史
東京都狛江市岩戸南3丁目10番12号　パール
ハウス101号室

2297 平成25年10月8日 平成30年10月8日 内田　和宏 サンレタ 千葉県船橋市宮本7丁目5番16号

2299 平成25年9月6日 平成30年9月6日 株式会社　マエガキ 藤本　伸一 千葉県船橋市潮見町１９－８

2301 平成25年8月8日 平成30年9月8日
株式会社　交通アドセ
ンター

岡本　信貴 大阪府大阪市西区北堀江1丁目１２－１０

2303 平成25年10月8日 平成30年10月8日
株式会社　アートスタ
ジオ

小林　恒 東京都港区新橋六丁目12番1号

2306 平成25年9月6日 平成30年10月8日
株式会社　オフィス・及
川

及川　実 東京都練馬区関町北五丁目6番24号

2307 平成25年10月8日 平成30年10月8日
株式会社　マネージメ
ントサービス

寺嶋　賢治 東京都文京区千石四丁目22番1号

2308 平成25年10月8日 平成30年10月8日
有限会社　ピー・スマ
イル

影山　喜央 東京都豊島区南大塚二丁目39番7号

2311 平成25年10月8日 平成30年10月8日
有限会社　小寺鈑金
工業

小寺　一映 東京都大田区大森南五丁目3番23号

2312 平成25年10月8日 平成30年10月8日
株式会社　中央デザイ
ン

鈴木　登 神奈川県川崎市川崎区殿町１－１９－５

2314 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　一夢工房 浦尻　浩一
東京都東久留米市南沢五丁目19番24－907
号



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2315 平成25年10月8日 平成30年10月8日 住川　慶
諸看板製作
スミカワ

東京都新宿区若葉1丁目4番地2

2320 平成25年10月8日 平成30年10月8日
渋谷地下街　株式会
社

美山　治雄 東京都渋谷区渋谷二丁目14番13号

2322 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　サンエー 成田　勝則 神奈川県川崎市宮前区宮崎150番地

2324 平成25年11月8日 平成30年11月8日
合資会社　藤間シート
装飾

藤間　健史 千葉県千葉市中央区富士見二丁目8番11号

2325 平成25年11月8日 平成30年11月8日 株式会社　宮内工芸 宮内　哲夫 埼玉県川口市並木一丁目11番30号

2327 平成25年11月8日 平成30年11月8日
株式会社　フロンティ
アス

木島　大介 東京都練馬区上石神井二丁目21番9号

2328 平成25年11月8日 平成30年11月8日 株式会社　未来工房 木村　敬錫 新潟県新潟市中央区鐙一丁目4番25号

2331 平成25年11月8日 平成30年11月8日
株式会社　ネオンサイ
ン看板企画

是永　幸子 静岡県静岡市駿河区中島800番地の3

2332 平成25年11月8日 平成30年11月8日 菅原　章 東京都葛飾区堀切4丁目24番11号

2334 平成25年11月8日 平成30年11月8日
株式会社　エム・ビー・
ティ

吉田　正彦 東京都中央区日本橋箱崎町18番地6

2335 平成25年11月8日 平成30年11月8日 司産業　株式会社 石山　忠司 東京都板橋区前野町二丁目35番16号

2339 平成25年11月8日 平成30年11月8日
株式会社　OOHメディ
ア・ソリューション

林　朗子 東京都渋谷区恵比寿南一丁目2番11号

2340 平成25年11月8日 平成30年11月8日 株式会社　マルアート 丸月　満 徳島県板野郡藍住町乙瀬字中田30番地１

2341 平成25年11月8日 平成30年11月8日
株式会社　エムズプラ
ンニング

鳩貝　富裕 東京都千代田区神田須田町２－１－１

2342 平成25年11月8日 平成30年11月8日 株式会社　地研 小林　章訓 東京都文京区千石四丁目４２番５号

2344 平成25年11月8日 平成30年11月8日 戸嶋　良彰 福井県敦賀市疋田15号3番地の6

2348 平成25年11月8日 平成30年11月8日 株式会社　マストキタノ 北野　浅太郎
大阪府大阪市東住吉区住道矢田八丁目1番
20号

2350 平成25年12月6日 平成30年12月6日
有限会社　アクティブ
サインシステム

高橋　恵
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

2351 平成25年12月6日 平成30年12月6日 木戸　志朗
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

2355 平成25年11月8日 平成30年12月8日
株式会社　レンタルの
ニッケン

村山　雅彦 東京都千代田区永田町二丁目14番2号

2356 平成25年12月6日 平成30年12月6日 角屋　和宏 江戸川工芸 東京都羽村市双葉町二丁目17番26号



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2359 平成25年12月6日 平成30年12月6日
DECOSIGN東美　株式
会社

田中　存威 埼玉県春日部市大畑108番地

2361 平成25年12月6日 平成30年12月6日
株式会社　若松工芸
社

小林　孝 千葉県千葉市若葉区若松町433番地の12

2362 平成25年11月8日 平成30年11月8日
株式会社　ライフプラ
ンニング

榮　美保
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

2365 平成26年1月10日 平成31年1月10日 有限会社　宣広社 飯嶋　広明 埼玉県熊谷市戸出481番地1

2367 平成25年11月8日 平成31年1月13日 株式会社　スペース 若林　弘之 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号

2368 平成26年2月7日 平成31年2月7日 有限会社　日新工芸 飯島　秀敏
埼玉県さいたま市西区大字高木天神1432番
地

2370 平成25年12月6日 平成31年1月13日 三和タジマ　株式会社 来栖　幹夫 東京都豊島区池袋二丁目77番5号

2371 平成26年1月10日 平成31年1月10日
株式会社　不二電業
社

秋間　勝仁 東京都八王子市中野上町二丁目9番7号

2372 平成25年12月6日 平成31年1月13日
株式会社　オークリン
ク

大坪　純二
東京都中央区日本橋茅場町二丁目17番3号
902号室

2377 平成26年1月10日 平成31年1月10日 株式会社　ダイス 山根　憲守 東京都中央区日本橋堀留町一丁目５番１１号

2379 平成26年2月7日 平成31年2月7日 黒田　豊 ＹＳクラフト
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号

2381 平成26年2月7日 平成31年2月7日
有限会社　スタジオ
ビー

高橋　浩司 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町14番地1

2383 平成26年2月7日 平成31年2月7日 セルペン　株式会社 小島　健次 神奈川県川崎市川崎区塩浜二丁目19番18号

2384 平成26年2月7日 平成31年2月7日 株式会社　タミック 藤村　俊一郎 東京都千代田区飯田橋三丁目6番7号

2385 平成26年2月7日 平成31年2月7日 鈴木　哲郎 東京都江東区大島7丁目28番1-1140号

2389 平成26年3月7日 平成31年3月7日 株式会社　真広社 立石　竜太 千葉県千葉市中央区神明町206番18号

2390 平成26年2月7日 平成31年2月7日
有限会社　ケイ・オフィ
ス

小林　達行
東京都江戸川区東小岩1-10-7 ラ・リヴェール
305

2391 平成26年3月7日 平成31年3月7日 堤　賢司
神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目4番地9
宮前平ドエリング　A－506

2394 平成26年2月7日 平成31年2月7日
ミゼット電気　株式会
社

山瀬　義之 東京都世田谷区玉堤二丁目1番4号

2395 平成26年3月7日 平成31年3月7日 株式会社　サトペン 佐藤　順一 千葉県茂原市早野972番地

2396 平成26年2月7日 平成31年2月7日 落合テント　株式会社 彼島　純 東京都足立区東保木間二丁目34番10号



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2398 平成26年2月7日 平成31年2月7日
ビッグ測量設計　株式
会社

村田　豊世 東京都台東区東上野一丁目２６番８号

2399 平成26年3月7日 平成31年3月7日
メディアシステム有限
会社

大塩　裕司
東京都中野区上高田二丁目43番11号　アプ
サラス205

2401 平成26年3月7日 平成31年3月7日 株式会社　スクラム 佐藤　修一 東京都江戸川区宇喜田町1008番地

2402 平成26年3月7日 平成31年3月7日 株式会社　コバプロ 小林　康行 東京都足立区綾瀬２－６－２１

2403 平成26年3月7日 平成31年3月7日
有限会社　エーエム工
芸

中村　實 東京都江戸川区春江町三丁目35番5号

2406 平成26年2月7日 平成31年3月9日 株式会社　メディック 奥原　東太郎 東京都中央区築地六丁目16番1号

2409 平成26年3月7日 平成31年3月7日
株式会社　SUN-
NETWORK

山下　耕司 埼玉県富士見市ふじみ野東２－４－３－１０１

2410 平成26年2月7日 平成31年3月9日 ココロジック株式会社 長澤　馨
ココロジック・
デザイン

千葉県千葉市中央区末広３－６－１３

2414 平成26年2月7日 平成31年3月9日 有限会社　フィガロ 金子　保久
東京都千代田区五番町２番地１３　林五ビル２
F

2415 平成26年3月7日 平成31年3月7日
有限会社　コンピュー
ター工房

中邨　義英 大阪府大阪市中央区難波千日前8番22号

2416 平成26年3月7日 平成31年3月7日 笹本　嘉延
ラルゴステー
ジスタッフ

東京都目黒区中目黒5丁目1番15号　目黒酒
販会館４０２

2418 平成26年2月7日 平成31年3月9日 株式会社　ナカネツ 山本　忠秋 東京都葛飾区新宿一丁目1番25号

2420 平成26年4月10日 平成31年4月10日
株式会社　オリエント
企画

嶋田　英明 千葉県柏市布施1595番地の2

2424 平成26年4月10日 平成31年4月10日 株式会社　テラグレス 寺村　道司 埼玉県川口市領家一丁目23番20号

2425 平成26年4月10日 平成31年4月10日 株式会社　三光 古川　寿 東京都新宿区山吹町336番1号

2426 平成26年5月13日 平成31年5月13日
株式会社　ホワイト
パープル

林　昌彦
北海道札幌市白石区流通センター五丁目4番
28号

2427 平成26年4月10日 平成31年4月10日
株式会社　綜合デザイ
ン

鹿島　國啓 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目4番5号

2432 平成26年4月10日 平成31年4月10日
株式会社　寒河江鉄
工

寒河江　和善 東京都調布市富士見町四丁目31番地2

2433 平成26年3月7日 平成31年4月17日 石関　孝一
ケイ・プラン
ニング

神奈川県港南区下永谷五丁目28番7号

2434 平成26年4月10日 平成31年4月10日
有限会社　ヒロタユニ
フォーム

諏訪　忠 東京都世田谷区代沢四丁目26番10号

2436 平成26年5月13日 平成31年5月13日 アンクール　株式会社 小宮　明男 東京都三鷹市新川四丁目1番3号



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2437 平成26年4月10日 平成31年4月10日
有限会社　マルチクラ
フト

和泉　しげる 東京都江東区新木場一丁目11番3号

2438 平成26年4月10日 平成31年4月10日 株式会社　ラ・テック 斎藤　昭 静岡県静岡市葵区千代田七丁目１番10号

2440 平成26年5月13日 平成31年5月13日
プレマックス　株式会
社

関根　博 東京都東村山市栄町三丁目10番地2

2441 平成26年5月13日 平成31年5月13日 株式会社　広立 松本　義一 香川県三豊市豊中町笠田笠岡3185番地6

2444 平成26年5月13日 平成31年5月13日 有限会社　彩光 高柳　光三 茨城県つくば市小野川14番地の34

2445 平成26年6月10日 平成31年6月10日
株式会社　イーグル産
業

深田　市郎 埼玉県川越市的場一丁目26番地8

2446 平成26年5月13日 平成31年5月13日 長谷川　智輝
バーキン・
ディー・ユナ

東京都葛飾区東新小岩5丁目20番7号

2447 平成26年5月13日 平成31年5月13日 有限会社　セットアップ 大久保　勇 東京都千代田区神田小川町三丁目9番

2449 平成26年4月10日 平成31年5月13日 株式会社　アド南海 津崎　幸雄 大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号

2451 平成26年5月13日 平成31年5月13日
株式会社　エス・ヴィ
ジョン

宍戸　達彦
東京都港区高輪二丁目14番17号グレイス高
輪ビル9Ｆ

2452 平成26年5月13日 平成31年5月13日 株式会社　栄信社 高橋　裕之 神奈川県海老名市東柏ケ谷二丁目11番1号

2453 平成26年5月13日 平成31年6月10日 株式会社　宣通 梶川　真 愛知県名古屋市東区東桜二丁目16番27号

2454 平成26年6月10日 平成31年6月10日 株式会社　光工芸社 池田　秀弘 埼玉県さいたま市緑区大字大間木7３５番地1

2455 平成26年6月10日 平成31年6月10日
株式会社　電通パブ
リックリレーションズ

畔柳　一典 東京都中央区築地５丁目６番４号

2457 平成26年6月10日 平成31年6月10日
日本エイ・ティー・エム
株式会社

中野　裕 東京都港区浜松町一丁目30番5号

2458 平成26年5月13日 平成31年6月10日 イーノックス　株式会社 進士　高則 東京都江戸川区松本二丁目２４番１号

2459 平成26年5月13日 平成31年6月10日
有限会社　ビジュア
ル・ワークス

瀬戸口　義之 神奈川県横浜市瀬谷区本郷一丁目52番地6

2461 平成26年6月10日 平成31年6月10日 株式会社　コムディア 渡辺　凱勝 東京都新宿区須賀町３番地第２宿谷ビル２階

2463 平成26年5月13日 平成31年6月10日 株式会社　柏工芸 川口　梢 東京都新宿区西新宿七丁目19番15号

2465 平成26年6月10日 平成31年6月10日
株式会社　ケイ・ファク
トリー

根岸　秀明 東京都中央区日本橋茅場町一丁目6番3号

2466 平成26年7月10日 平成31年7月10日
株式会社　フラッグス
ビジョン

佐野　芳正 東京都新宿区新宿三丁目36番5号



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2468 平成26年7月10日 平成31年7月10日
有限会社　スマートブ
レイン

馬瀬口　稔啓 千葉県千葉市中央区川戸町506番地

2469 平成26年7月10日 平成31年7月10日 有限会社　アートＹＭＤ 山田　佐 東京都中野区新井四丁目32番17号

2470 平成26年7月10日 平成31年7月10日
株式会社　レンゴーシ
ステム

森　孝昭 東京都目黒区下目黒三丁目7番29号

2471 平成26年6月10日 平成31年7月10日
株式会社　サインズＦａ
ｃｔｏｒｙ

伊藤　昌治 東京都台東区浅草橋三丁目32番1号

2474 平成26年7月10日 平成31年7月10日
株式会社　アートプラ
ンニング

山岸　毅 東京都東久留米市下里二丁目11番22号

2476 平成26年7月10日 平成31年7月10日 柳澤　克行 東京都江戸川区一之江3丁目1番6号

2477 平成26年7月10日 平成31年7月10日
株式会社　ディーピー
エム

松下　直樹 大阪府摂津市南別府町3番11号

2480 平成26年8月8日 平成31年8月8日 株式会社　アルセス 和田　欣也 東京都渋谷区恵比寿西一丁目７番１５号

2481 平成26年8月8日 平成31年8月8日 株式会社　エスクラフト 鈴木　誠 埼玉県川口市元郷一丁目1番8号

2483 平成26年7月10日 平成31年8月10日 株式会社　ジュペット 斎藤　大 東京都大田区石川町二丁目29番6号

2484 平成26年8月8日 平成31年8月8日 町田　淳一
エムジーファ
イブ

東京都世田谷区南烏山2丁目8番1－1115号

2485 平成26年8月8日 平成31年8月8日 株式会社　アドセラ 三村　紀子 東京都新宿区西新宿八丁目15番8号

2486 平成26年8月8日 平成31年8月8日 株式会社　和光 松本　健治 東京都調布市深大寺北町六丁目36番地4

2487 平成26年7月10日 平成31年8月10日 株式会社　アデスト 鈴木　誠
東京都中央区東日本橋三丁目9番15号 グラ
ニートマルコービル

2488 平成26年9月9日 平成31年9月9日
リーガルボード　株式
会社

速水　直生 山形県山形市大字十文字751番地1

2489 平成26年9月9日 平成31年9月9日
株式会社　サンデザイ
ン

三瓶　明 福島県郡山市安積二丁目360番地

2491 平成26年9月9日 平成31年9月9日
キヤノンプロダクション
プリンティングシステム

峯松　憲ニ 東京都港区港南二丁目１３番２９号

2492 平成26年9月9日 平成31年9月9日
有限会社　エスエー
ティー

戸塚　一夫 東京都文京区本郷三丁目11番9号

2494 平成26年9月9日 平成31年9月9日 オーテック　株式会社 森　輝宇 東京都渋谷区道玄坂二丁目18番11-606

2495 平成26年9月9日 平成31年9月9日
アステックス　株式会
社

緑川　忠男 東京都台東区駒形一丁目4番18号

2497 平成26年9月9日 平成31年9月9日 有限会社　ビーブレス 廣岡　史彦 神奈川県横浜市青葉区元石川町6301番地3
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2499 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　ZERO 上野　勝利 東京都台東区東上野二丁目２２番５号

2500 平成26年9月9日 平成31年9月9日 株式会社　アドササオ 笹尾　大 東京都千代田区神田須田町二丁目７番１号

2501 平成26年8月8日 平成31年9月10日 株式会社　葵桜計画 千葉　美保 東京都文京区千石四丁目37番4号

2502 平成26年9月9日 平成31年10月9日 有限会社　ツチキン 平山　智邦 東京都豊島区西池袋一丁目2番11号

2503 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　イマジン 井上　正佳
京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地
京都リサーチパーク6-419

2505 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　ＪＭ 大竹　弘孝 東京都千代田区二番町３番地

2507 平成26年10月10日 平成31年10月10日 有限会社　和崎工芸 和崎　辰哉 東京都杉並区高円寺南三丁目12番15号

2509 平成26年10月10日 平成31年10月10日
株式会社　ワークスタ
ジオ

原　和広 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１５番２号

2512 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　英建 阿部　英司 東京都渋谷区桜丘町30番4号

2513 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　ラボラトリオ 唐澤　崇司
東京都港区西麻布一丁目４番４０号　西麻布
SHINOビル４F

2518 平成26年9月9日 平成31年10月9日 有限会社　タカヤマ 高山　裕司 東京都板橋区徳丸六丁目22番8号

2520 平成26年9月9日 平成31年10月9日
株式会社　藤木工務
店

藤木　玄三 大阪府大阪市中央区備後町一丁目7番10号

2522 平成26年10月10日 平成31年10月10日 鈴木　健生
アド・スズセ
ン

東京都品川区荏原1丁目3番11号

2526 平成26年10月10日 平成31年10月10日
株式会社　日本道路
案内標識

上田　寛明 愛知県豊川市八幡町足洗20番地

2527 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　ワンセット 佐藤　健一 東京都練馬区北町三丁目13番32号

2528 平成26年9月9日 平成31年10月9日
有限会社　スタジオフ
ラム

田邉　國仁 埼玉県新座市新座三丁目3番7－103号

2531 平成26年11月10日 平成31年11月10日 株式会社　新興機材 土屋　正樹
東京都中央区新富一丁目12番7号　新富HJ
ビル

2532 平成26年11月10日 平成31年11月10日 野林　清正
ベルフィール
ド

埼玉県東松山市大字今泉46番地1

2536 平成26年11月10日 平成31年11月10日
株式会社　スペース90
ジャパン

佐藤　光洋 東京都江東区東雲１－９－３１－２０１１

2539 平成26年11月10日 平成31年11月10日
株式会社　フクフク
サービス

福田　直人 埼玉県新座市堀ノ内三丁目9番33号

2541 平成26年11月10日 平成31年11月10日 東武商事　株式会社 伊藤　正明 東京都墨田区向島一丁目３３番１２号
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2542 平成26年11月10日 平成31年11月10日
東京ネオン電気　株式
会社

渡邊　康典 宮城県仙台市若林区連坊小路130番地の2

2545 平成26年12月9日 平成31年12月9日 株式会社　ナグ 内田　斉良 東京都江戸川区松島一丁目18番13号

2546 平成26年11月10日 平成31年12月10日
三共ディスプレイ　株
式会社

孝野　孝男 広島県廿日市市木材港北7番17号

2549 平成26年10月10日 平成31年12月10日
株式会社
PLUSVISION

横倉　崇
東京都中央区新富１-９－４　ファンデックス銀
座６F

2552 平成26年12月9日 平成31年12月9日
有限会社　エスユウ
コーポレーション

関根　秀雄 茨城県水戸市千波町2877番地の29

2554 平成27年1月9日 平成32年1月9日 株式会社　アクセア 吉田　忠司 東京都千代田区麹町二丁目４番地１１

2557 平成27年1月9日 平成32年1月9日 株式会社　HIT'　S-V 荒木　竜二 大阪府東大阪市長田中五丁目1番19号

2558 平成27年1月9日 平成32年1月9日
プラスマインド　株式会
社

前田　昌文 東京都国立市富士見台二丁目14番2号

2560 平成27年1月9日 平成32年1月9日
有限会社　いがらしサ
イン

五十嵐　朝信 栃木県日光市猪倉934番地35

2563 平成27年1月9日 平成32年1月9日 株式会社　ココプラス 守屋　京太郎 東京都板橋区向原一丁目8番16号

2565 平成27年1月9日 平成32年1月9日
株式会社　四釜製作
所

四釜　裕和 東京都荒川区西尾久七丁目16番12号

2566 平成27年1月9日 平成32年1月9日
株式会社　小田急エー
ジェンシー

高成田　潔 東京都渋谷区代々木二丁目28番12号

2568 平成27年2月10日 平成32年2月10日
有限会社　エヌ・サイ
ン・プロジェクト

長屋　嚴
神奈川県相模原市中央区光が丘二丁目１４
番７号

2571 平成27年2月10日 平成32年2月10日 フジ建装　株式会社 齋藤　厚 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町12番7号

2572 平成27年2月10日 平成32年2月10日
株式会社　ナカノサイ
ン

中野　寛治 埼玉県狭山市新狭山２－６－４３

2574 平成27年1月9日 平成32年2月10日
富士ワールド企画サー
ビス　株式会社

細野　由樹 千葉県鎌ケ谷市中佐津間二丁目4番10号

2575 平成27年2月10日 平成32年2月10日 斗南電装　株式会社 杉田　和士 大阪府堺市北区船堂町二丁２番２号

2579 平成27年1月9日 平成32年2月10日
株式会社　小池エン
タープライズ

小池　　隆輔 東京都世田谷区鎌田四丁目1番9号

2580 平成27年2月10日 平成32年2月10日
株式会社　セントラル
プロフィックス

田畠　義之 東京都中央区湊三丁目1番13号

2581 平成27年2月10日 平成32年2月10日 株式会社　大林組 白石　達 東京都港区港南二丁目15番2号

2584 平成27年3月10日 平成32年3月10日
株式会社　ジェット企
画

尾薗　勇一 東京都渋谷区宇田川町12番3－1101号



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2586 平成27年2月10日 平成32年3月10日
株式会社　タイムビ
ジュアル

嶋野　利幸 神奈川県相模原市南区若松五丁目5番12号

2587 平成27年2月10日 平成32年3月10日 有限会社　大樹工業 添田　賢樹 茨城県水戸市鯉淵町4375番地

2592 平成27年2月10日 平成32年3月10日 肥沼　理 あきつ看板 東京都東村山市秋津町4丁目2番地7

2593 平成27年3月10日 平成32年3月10日 武石　慎吾 たけれぷらす 東京都立川市錦町2丁目12番32号

2598 平成27年2月10日 平成32年3月10日
株式会社　タムラコー
ポレーション

岡　一郎
神奈川県川崎市川崎区駅前本町１５番５号１
５番館８F

2601 平成27年3月10日 平成32年4月9日
株式会社　いしまさ
コーポレーション

石政　忠男 東京都八王子市尾崎町336番地

2602 平成27年3月10日 平成32年4月9日
株式会社　サイン工房
大野屋

大野　治男 東京都羽村市川崎三丁目6番9号

2604 平成27年4月9日 平成32年4月9日 後藤　昌男 ゴトー工芸 東京都東村山市久米川町1丁目23番地９

2607 平成27年4月9日 平成32年4月9日
有限会社　シー・サイ
ン

島村　和男 神奈川県海老名市杉久保北四丁目７－８

2609 平成27年5月11日 平成32年5月11日 岩﨑工芸　株式会社 岩﨑　澄雄 東京都福生市加美平一丁目27番地９

2610 平成27年4月9日 平成32年4月9日 株式会社　船場 栗山　浩一 東京都港区芝浦一丁目２番３号

2611 平成27年2月10日 平成32年4月9日
株式会社　サインボー
ドエキスプレス

荘司　健一
東京都中央区新富二丁目12番6号新幸ビル４
階

2612 平成27年5月11日 平成32年5月11日 株式会社　日本都市 大原　俊弘 千葉県船橋市藤原六丁目23番3号

2614 平成27年5月11日 平成32年5月11日 植村　成藤
東京都目黒区洗足１－２８－９　洗足１９９０ヒ
ルズ２０３

2616 平成27年5月11日 平成32年5月11日 プリンテック　株式会社 三木　力雄 東京都板橋区本町23番23号

2618 平成27年4月9日 平成32年5月10日
日本メックス　株式会
社

今泉　正義 東京都中央区入船三丁目6番3号

2620 平成27年6月9日 平成32年6月9日 株式会社　ハイズ 辻村　栄光
東京都荒川区西日暮里二丁目４８番８号富士
マンション１０１号室

2624 平成27年6月9日 平成32年6月9日 有限会社　デューバ 坂井　大介
東京都江東区猿江二丁目１６番２３－１０１４
号

2626 平成27年7月9日 平成32年7月9日
日本回線システム株
式会社

木下　幸久 東京都江戸川区南葛西六丁目2番14号

2627 平成27年7月9日 平成32年7月9日 中島　聡
看板のニッセ
ン

東京都東村山市栄町１丁目10番地６　ウイン
グヒルズ久米川３０２

2628 平成27年6月9日 平成32年7月9日
株式会社クリエイティ
ブランド

奥田　一豊 埼玉県戸田市笹目四丁目34番地の１４



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2629 平成27年6月9日 平成32年7月9日 東京標識株式会社 木山　濃美 東京都杉並区上井草二丁目14番10号

2630 平成27年7月9日 平成32年7月9日
有限会社エス・エス・
ピー

鈴木　康之 神奈川県茅ヶ崎市中島1212番地１０

2631 平成27年7月9日 平成32年7月8日 株式会社デザインラボ 苅谷　伊 岐阜県各務原市川島小網町2146番地の４２

2632 平成27年6月9日 平成32年7月9日 株式会社オリコム 中村　照男 埼玉県狭山市入間川一丁目７番２号

2637 平成27年8月6日 平成32年8月5日 金井大道具株式会社 金井　隆志 東京都中央区新富二丁目8番1号

2638 平成27年8月6日 平成32年8月5日 冨士電装株式会社 小川　貴也
愛知県海部郡大治町大字西條字笠見立34番
地１

2639 平成27年7月9日 平成32年8月6日 株式会社アド・ボード 磯貝　健治
東京都品川区東大井六丁目2番20号小島ﾋﾞﾙ
２階

2640 平成27年8月6日 平成32年8月5日
豊通ファシリティーズ
株式会社

石原　正規 愛知県名古屋市名東区本郷三丁目１６２番地

2646 平成27年9月10日 平成32年9月10日 株式会社フシキ 伏木　賢太郎 神奈川県川崎市宮前区水沢二丁目3番23号

2649 平成27年9月10日 平成32年9月9日 株式会社　ラボ東京 加藤　秀男 東京都千代田区麹町三丁目2番地1

2653 平成27年9月10日 平成32年9月9日 株式会社　宣伝本舗 小澤　隆一
東京都渋谷区神泉町10番地10号アシジ神泉
ビル８階

2655 平成27年10月12日 平成32年10月11日 株式会社アドコモンズ 安西　秀三 東京都江東区住吉一丁目4番6号

2656 平成27年10月12日 平成32年10月11日
有限会社小松工業企
画

遠藤　一紀 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10番地102

2657 平成27年10月12日 平成32年10月12日 株式会社　明工ワーク 川口　明 東京都板橋区新河岸２－２４－２

2658 平成27年10月12日 平成32年10月12日 株式会社小林商店 小林　甲子夫 東京都青梅市仲町318番地

2661 平成27年10月12日 平成32年10月11日
株式会社トリョウビジ
ネスサービス

大野　志郎 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢３５８番地１

2662 平成27年10月12日 平成32年10月11日 菅原　亨
スガワラ美創
社

茨城県鹿嶋市平井１３２８番地４

2663 平成27年10月12日 平成32年10月12日 有限会社アミス 山本　教美 東京都葛飾区金町六丁目13番9-503号

2664 平成27年10月12日 平成32年10月11日 石塚　旭男 山忠 茨城県常総市水海道元町3421番地

2665 平成27年10月12日 平成32年10月11日 株式会社サンエイ企画 山本　浩史 東京都新宿区本塩町１１－１

2668 平成27年10月12日 平成32年10月11日
株式会社サインクラフ
ト

南川　英雄 群馬県渋川市石原1462番地３



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2670 平成27年10月12日 平成32年10月12日 株式会社アルティア 吉田　章司
神奈川県横浜市神奈川区六角橋六丁目２９
番５－３０９号

2671 平成27年10月12日 平成32年10月11日 株式会社　ＫＨＲ 木村　至宏 埼玉県草加市青柳三丁目６番８号

2676 平成27年11月10日 平成32年11月9日 株式会社デリック 中嶋　健二 福岡県春日市紅葉ケ丘西二丁目５５番地

2679 平成27年11月10日 平成32年11月9日
株式会社TSプランニン
グ

西田　和豊 東京都目黒区下目黒二丁目21番28号

2683 平成27年11月10日 平成32年11月9日 有限会社オクト 柴田　靖文 静岡県浜松市北区三方原町１７０８番地の４

2684 平成27年12月10日 平成32年12月9日 塩崎　克行 埼玉県所沢市大字松郷７２番地の１７

2685 平成27年12月10日 平成32年12月9日
株式会社ライティング
サービス

山﨑　孝行 埼玉県春日部市牛島７９９番地７

2686 平成27年12月10日 平成32年12月10日 株式会社　近創 長谷川　均
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５番
１号

2687 平成27年12月10日 平成32年12月9日
有限会社アート･メディ
コム

中西　敏彦 東京都江東区冬木２１番２３－２０２号

2691 平成27年12月10日 平成32年12月9日 有限会社アネックス 西山　嘉昌 東京都三鷹市北野四丁目８番２９号

2693 平成27年12月10日 平成32年12月9日 有限会社ハート 林　明義 神奈川県平塚市公所１９２番地１

2697 平成27年12月10日 平成32年12月9日
イオンディライト株式会
社

中山　一平 大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号

2699 平成28年1月11日 平成33年1月10日 テン工業株式会社 古庄　雄二 大阪府大阪市港区三先二丁目20番54号

2702 平成28年1月11日 平成33年1月10日 株式会社大橙社 北川　勝英 滋賀県東近江市五個荘伊野部町562番地

2704 平成28年1月11日 平成33年1月10日 時田　清
すぎなみ工
房

千葉県市川市大野町４丁目２２４８番地４

2705 平成28年1月11日 平成33年1月10日 株式会社キアラ 甲斐　昭仁 東京都港区東新橋二丁目１０番１０号

2706 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社アドスター 長谷川　義則 大阪府大阪市平野区長吉川辺二丁目3番8号

2707 平成28年2月10日 平成33年2月9日
株式会社クリエイティ
ブダイワ

大戸　國男 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原6番地

2708 平成28年2月10日 平成33年2月9日 有限会社ヴァリュー 下田　広幸 東京都台東区東上野三丁目10番4号

2709 平成28年2月10日 平成33年2月9日 有限会社河原テント 河原　武司 東京都葛飾区亀有二丁目23番12号

2710 平成28年2月10日 平成33年2月9日 宣研ロジエ株式会社 冨居　公泰
福岡県北九州市小倉北区若富士町7番26号
301



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2713 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社ケシオン 高山　健一 兵庫県宝塚市美座二丁目１３番２号

2715 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社共立 横田　健二 東京都渋谷区代々木五丁目４０番１３号

2717 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社キクテック 新美　政衛 愛知県名古屋市南区加福本通一丁目26番地

2718 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社　ファイブス 大森　健治
山口県山陽小野田市大字西高泊字高須3334
番の８

2720 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社　創輝社 峰　和也 静岡県静岡市清水区鳥坂１１４８－１

2721 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社ルーツ 竹内　耕太郎 東京都中央区日本橋小網町1番4号

2722 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社ライザー 小谷　智 東京都八王子市北野町511番地14

2724 平成28年3月10日 平成33年3月9日
株式会社チャールス
ジャパン

小沢　達欣 東京都荒川区西日暮里六丁目47番2号

2725 平成28年3月10日 平成33年3月9日 有限会社日本広研 松井　潤 東京都荒川区荒川二丁目6番3号

2726 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社マッシュ 間藤　芳樹 大阪府大阪市福島区福島一丁目4番4号

2727 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社日交 中村　晃 東京都新宿区箪笥町34番地

2729 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社ウチダテクノ 五木田　行男 東京都荒川区西尾久四丁目25番3号

2731 平成28年3月10日 平成33年3月9日
シンヨーネオン電気株
式会社

國定　親 愛知県名古屋市西区砂原町２２４番地

2733 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社イトーキ 平井　嘉朗 大阪府大阪市城東区今福東１－４－１２

2734 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社　緑工房 髙橋　邦道 埼玉県和光市白子３－１９－８

2736 平成28年3月10日 平成33年3月9日
株式会社スタジオミヤ
モト

宮本　勝也 栃木県宇都宮市田野町４６９番地

2737 平成28年3月10日 平成33年3月9日
有限会社ギガ・デザイ
ン・プロモーション

野神　晋一 大阪府大阪市東成区玉津二丁目1番11号

2738 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社オイラー 山崎　一郎 岩手県奥州市水沢区東大通り三丁目7番15号

2742 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社アズサ 横木　宏幸 新潟県三条市西潟30番7号

2744 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社アネスト 江戸　秀一
千葉県松戸市常盤平五丁目１４番地の２０ベ
ルビル８０、３階

2745 平成28年3月10日 平成33年3月9日
株式会社ソニー・
ミュージックコミュニ

古川　愛一郎 東京都新宿区市谷田町一丁目４番地
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2746 平成28年3月10日 平成33年3月9日
中央宣伝企画株式会
社

船橋　伸二 東京都文京区向丘丁目１３番１号

2747 平成28年3月10日 平成33年3月9日
有限会社クラシック美
巧

平野　孝夫 東京都江東区平野一丁目３番２号

2748 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社ＭＤＳ 松山　海済 東京都町田市中町一丁目４番２号

2749 平成28年3月10日 平成33年3月9日 有限会社アート日商 大塚　和子
東京都西東京市保谷町六丁目１０番１０号
アートﾋﾞﾙ１Ｆ

2750 平成28年4月12日 平成33年4月11日 株式会社光洋 根岸　秀明 東京都中央区日本橋茅場町一丁目6番3号

2751 平成28年4月12日 平成33年4月11日 株式会社アドニック 藤田　治 大阪府大阪市中央区瓦町四丁目4番7号

2752 平成28年4月12日 平成33年4月11日
株式会社サンコー造
型

山田　直幸 宮城県仙台市若林区蒲町字原田南１６番地６

2754 平成28年4月12日 平成33年4月11日 株式会社ソーシン 髙橋　吉紀
千葉県千葉市若葉区みつわ台五丁目33番2
号

2757 平成28年4月12日 平成33年4月11日
ヤマト･インダストリー
株式会社

杉浦　大助 埼玉県川越市大字古谷上４２７４番地

2760 平成28年4月12日 平成33年4月11日 株式会社アスカ 飛鳥田　博司 神奈川県伊勢原市東成瀬18番地の20

2761 平成28年4月12日 平成33年4月11日 株式会社美巧社 秋山　喬 東京都青梅市新町七丁目36番地の12

2763 平成28年4月12日 平成33年4月11日 株式会社信洋工芸 高橋　信博 埼玉県さいたま市緑区大字代山471番地3

2764 平成28年4月12日 平成33年4月11日 株式会社コーエー 菅谷　和雄 茨城県取手市清水747番地

2765 平成28年4月12日 平成33年4月11日 株式会社エムズ 荻野　光教 埼玉県川口市赤井二丁目13番15号

2766 平成28年4月12日 平成33年4月11日
有限会社レタークリエ
イト

福山　幾久男 東京都足立区鹿浜八丁目1番1号

2768 平成28年4月12日 平成33年4月11日 梅野　周一 フィールド 東京都八王子市大楽寺町170番地１４

2769 平成28年4月12日 平成33年4月11日
株式会社グリーンクロ
ス

久保　孝二 福岡県福岡市中央区小笹五丁目22番34号

2770 平成28年4月12日 平成33年4月11日
株式会社クラフトベー
ス

國分　文仁 東京都渋谷区円山町25番7号

2772 平成28年4月12日 平成33年4月11日 ㈱チョウエイハンズ 徳村　顯治
宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東２丁目２３番
１０号

2774 平成28年5月13日 平成33年5月12日
株式会社　キャット・ハ
ンズ

助森　眞也 千葉県木更津市太田４－８－１８

2775 平成28年5月13日 平成33年5月12日 株式会社　日芸 森﨑　達三 大阪府大阪市中央区上本町西１－２－１４



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2776 平成28年5月13日 平成33年5月12日 有限会社　幸宣社 小野　宣幸
神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町二丁目２
４３番地

2777 平成28年5月13日 平成33年5月12日 彩希株式会社 深田　勝 埼玉県秩父市日野田町２－４－３２

2778 平成28年5月13日 平成33年5月12日 株式会社　近宣 清水　勇宏 大阪府大阪市北区西天満６－２－１７

2779 平成28年5月13日 平成33年5月12日
株式会社　アドアップ
ル

能島　弘明 東京都台東区日本堤２－９－１１

2783 平成28年5月13日 平成33年5月12日
株式会社ドゥーアドバ
タイジング

進藤　正文 東京都港区芝浦２－１３－６

2784 平成28年5月13日 平成33年5月12日
アオヤマエンタープラ
イズ有限会社

青山　靖男 神奈川県川崎市麻生区下麻生３－３９－２２

2785 平成28年5月13日 平成33年5月12日
株式会社スペースアー
トデザイン

富岡　祥一
東京都練馬区中村北一丁目１１番６－２３０７
号

2786 平成28年5月13日 平成33年5月12日 西野　浩之 東京都江戸川区南葛西１－６－６

2787 平成28年5月13日 平成33年5月12日 株式会社　コーウェル 宮本　健治 東京都豊島区池袋２丁目４３番１号

2788 平成28年5月13日 平成33年5月12日 中山　秀介 東京都中央区銀座３－４－５

2789 平成28年5月13日 平成33年5月12日 有限会社　彩進社 岩﨑淳一 東京都立川市砂川町６丁目９番地１２号

2791 平成28年5月13日 平成33年5月12日
株式会社　アート・プラ
ンニング

前田　福広 長野県松本市笹賀５６５２－１１９

2792 平成28年5月13日 平成33年5月12日 ｇＣストーリー株式会社 西坂　勇人
東京都江東区富岡二丁目１１番６号　長谷萬
ビル

2795 平成28年6月13日 平成33年6月12日 長尾　伸也
ニコニコサイ
ン

千葉県習志野市新栄１－２－１４

2796 平成28年6月13日 平成33年6月12日
株式会社泉建築設計
事務所

菊池　光男 東京都江東区牡丹一丁目９番１－２０１

2797 平成28年6月13日 平成33年6月12日 有限会社江連サイン 江連　行雄 茨城県筑西市伊讃美６４７

2799 平成28年6月13日 平成33年6月12日 有限会社デンダ工芸 上園　正和 埼玉県狭山市水野４８６－３

2800 平成28年6月13日 平成33年6月12日 Design･親方株式会社 船津　絵美 東京都港区芝浦３－１０－６－１１０４

2801 平成28年7月12日 平成33年7月11日
ココ・デザイン株式会
社

上遠野　信也 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷１－３－１０

2804 平成28年7月12日 平成33年7月11日 森　逸郎
モリキリン美
術

神奈川県大和市下鶴間２２－１３

2805 平成28年7月12日 平成33年7月11日 秋山　敦
屋外広告　ア
キヤマ

神奈川県川崎市多摩区菅馬場２－１４－２０
－３０２



登録番号 登録年月日 有効期限 登録者氏名 登録者氏名 屋号 登録者住所

2806 平成28年7月12日 平成33年7月11日
有限会社ヤママン山
田建業

山田　萬一 宮城県仙台市若林区荒浜字中堀南２－２

2808 平成28年7月12日 平成33年7月11日
有限会社工芸社ナガ
サキ

長崎勝利 神奈川県横浜市都筑区川和町１５１５－４

2812 平成28年8月12日 平成33年8月11日 株式会社　ホクト企画 宇都　正人 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１－１６－３２

2813 平成28年8月12日 平成33年8月11日 石川　博之 アトリエ　ヒロ 東京都世田谷区宮坂１－３４－１６

2817 平成28年8月12日 平成33年8月11日 有限会社　中央美工 阿部　英人 東京都練馬区春日町４－３１－１３

2818 平成28年8月12日 平成33年8月11日 桜井　正浩 桜井工芸 東京都府中市新町１－４９－１１

2820 平成28年8月12日 平成33年8月11日 桜井株式会社 佐々木　謙二
東京都台東区池之端１－２－１８　MG池之端
ビル

2825 平成28年9月12日 平成33年9月11日
株式会社　グッドフェ
ロー

鈴木　英晴 東京都日野市日野７７７３－５５９

2826 平成28年9月12日 平成33年9月11日
株式会社　広報企画
社

立川　英樹 茨城県石岡市東大橋３１５７－８

2828 平成28年9月12日 平成33年9月11日 長谷川　眞人 東京都八丈島八丈町三根199番地８

2831 平成28年9月12日 平成33年9月11日 株式会社アビヤント 老川　徹
東京都墨田区立花２－２３－１２　鹿倉ビル１
０１

2833 平成28年9月12日 平成33年9月11日 有限会社　向陽アート 梶原　浩幸 東京都稲城市若葉台４－３５－G902

2834 平成28年9月12日 平成33年9月11日
株式会社　アクセスプ
ログレス

中野　博昭 東京都港区南青山１－１－１

2835 平成28年9月12日 平成33年9月11日 土井　三枝子
聖泉堂　ドイ
看板店

東京都府中市四谷２－３０－７

2837 平成28年9月12日 平成33年9月11日 株式会社　シュウコウ 石橋　誠 東京都調布市深大寺東町三丁目２４番地２

2838 平成28年9月12日 平成33年9月11日
東京クリエイト有限会
社

山内　久典 東京都大田区本羽田２－１２－２－５０４

2839 平成28年9月12日 平成33年9月11日
株式会社　ワイズプラ
ンニング

山﨑　弘 神奈川県横浜市神奈川区入江２－４－１８

2841 平成28年9月12日 平成33年9月11日 株式会社　麻生徽章 麻生　壮久 東京都多摩市落合６－９－１

2843 平成28年10月11日 平成33年10月10日
株式会社　アドプラ
ネット

川上　惠美子 東京都千代田区西神田三丁目５番３

2844 平成28年10月11日 平成33年10月10日
株式会社　ゲインコー
ポレーション

宮下　健一
東京都板橋区大山金井町１６番７号アップ
ワードビル６Ｆ

2846 平成28年10月11日 平成33年10月10日
株式会社　グラフィック
ス・シード

中西　丈弥 東京都品川区西品川３－９－１２
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2848 平成28年10月11日 平成33年10月10日 株式会社　アドクロス 八木　治 富山県高岡市立野５７１番地１

2849 平成28年10月11日 平成33年10月10日 五十嵐　健一 イガラシ
千葉県松戸市上本郷３７０７番地ラフィーヌ・ス
クエア２０３号

2850 平成28年10月11日 平成33年10月10日 有限会社　山文 小林　文蔵 東京都武蔵野市西久保１－１－１１

2851 平成28年10月11日 平成33年10月10日
株式会社　アルファ
ネット

菅野　慎太郎 東京都中央区築地３－７－１０

2853 平成28年10月11日 平成33年10月10日
株式会社　広宣ヒュー
マンボイス

上田　寛 東京都台東区駒形二丁目１番１８号

2854 平成28年10月11日 平成33年10月10日
株式会社　ツルーサー
ビス

岸　孝治
埼玉県さいたま市見沼区大字中川１１３番地１
０

2855 平成28年10月11日 平成33年10月10日 株式会社　サインズ 大場　広志 宮城県仙台市若林区六丁の目北町４番５７号

2856 平成28年10月11日 平成33年10月10日
エヌ・ティ・ティ都市開
発ビルサービス株式会

長谷川　和弘 東京都千代田区外神田四丁目１４番１号

2857 平成28年10月11日 平成33年10月10日
有限会社　コスモネオ
ン

齋藤　四郎 東京都小平市仲町４３９番地の６

2858 平成28年10月11日 平成33年10月10日
有限会社　川崎製作
所

川崎　實 千葉県千葉市花見川区天戸町１３２９

2859 平成28年10月11日 平成33年10月10日 小谷中　実 サンクラフト 埼玉県越谷市大字大杉７１２－１

2861 平成28年10月11日 平成33年10月10日 敦井産業株式会社 敦井　一友 新潟市中央区下大川前通四ノ町２２３０－１２

2862 平成28年10月11日 平成33年10月10日 有限会社　美広 中野　聖子 千葉県千葉市中央区都町１－１３－１６

2864 平成28年10月11日 平成33年10月10日 株式会社　駒匠 駒﨑　裕二 埼玉県戸田市氷川町１－２－２３

2865 平成28年10月11日 平成33年10月10日
株式会社　ビーエル
シー

甲斐　正彦 神奈川県川崎市多摩区生田7-1-1-2F

2866 平成28年10月11日 平成33年10月10日 株式会社　アイビ広告 吉田　秀明 愛媛県伊予郡松前町神崎７０７－３

2867 平成28年10月11日 平成33年10月10日 株式会社　アドベル 花ヶ崎　修也 神奈川県平塚市明石町10番６号

2868 平成28年10月11日 平成33年10月10日
スタッフナインハット株
式会社

堀田　誠
東京都中央区銀座３－１４－１６　第２ミズホビ
ル６F

2869 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　池田工芸 池田　浩二 東京都足立区関原２－２２－４

2870 平成28年11月10日 平成33年11月9日
株式会社　キッズプロ
モーション

木津　昭仁 東京都新宿区高田馬場１－１６－３０

2872 平成28年11月10日 平成33年11月9日 有限会社　宝樹 岩元　孝仁 埼玉県越谷市平方７９７－１
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2873 平成28年11月10日 平成33年11月9日 ヴｲズ株式会社 村田　佳久 東京都中央区新富２－２－３　トミオハイツ

2874 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　宣巧社 長井　宏 栃木県足利市福居町１７２８－１

2876 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　和創工藝 袴田　和利 静岡県浜松市東区植松町１４６６－７

2878 平成28年11月10日 平成33年11月9日
東京リスマチック株式
会社

鈴木隆一 東京都荒川区東日暮里６－４１－８

2879 平成28年11月10日 平成33年11月9日 有限会社　綾建工業 長野　良二 埼玉県狭山市水野８７９－１８

2880 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　白英社 坂場　英利 茨城県水戸市大町２－３－２

2881 平成28年11月10日 平成33年11月9日
日本街路灯製造株式
会社

後藤　潤一郎 愛知県名古屋市熱田区五本松町１番８号

2882 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　NKK 後藤　和夫 東京都千代田区神田須田町２－１９

2883 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　日本電装 道祖　健吾 大阪府大阪市中央区上汐２－６－２３

2887 平成28年11月10日 平成33年11月9日
株式会社　グローアッ
プ

安田　照彦 大阪府門真市岸和田２丁目１７－２９

2888 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　マイクロン 日暮　知明 東京都新宿区新宿５－５－３

2890 平成28年11月10日 平成33年11月9日
株式会社　エイシンプ
ランニング

齋藤　利昭
東京都渋谷区渋谷２－６－１１　泰明青山ビル
６階

2891 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　ナスタ 笹川順平 東京都中央区日本橋富沢町１２番１６号

2898 平成28年12月12日 平成33年12月11日
株式会社　スカイサイ
ンシステム

宇野　優
東京都豊島区東池袋１－４７－１３　池田ビル
２０２

2899 平成28年12月12日 平成33年12月11日 アフィックス株式会社 大島　隆夫 東京都板橋区板橋１－１０－９

2903 平成28年12月12日 平成33年12月11日
有限会社　かねやす
工芸

金子　安博 栃木県佐野市赤坂町９５８番地１６

2904 平成28年12月12日 平成33年12月11日
株式会社　サンワプラ
ンニング

久保木　雅彦 群馬県伊勢崎市馬見塚町５３３番地１

2906 平成28年12月12日 平成33年12月11日
　アクティヴサインシス
テム株式会社

橋本　和久 東京都足立区保木間１－２３－６

2909 平成28年12月12日 平成33年12月11日
株式会社　テックソ
リューション

佐野　浩 東京都新宿区岩戸町１２番地レベッカビル４F

2910 平成28年12月12日 平成33年12月11日
株式会社　東急エー
ジェンシー

桑原　常泰 東京都港区赤坂四丁目８番１８号

2911 平成29年1月13日 平成34年1月12日 株式会社　誠広 佐々木　力男 埼玉県富士見市水谷東２－２８－９
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2912 平成29年1月13日 平成34年1月12日
株式会社　ティーケー
ワン

田野　浩 埼玉県春日部市内牧４１４２－１

2915 平成29年1月13日 平成34年1月12日 株式会社　アドポイント 後藤　治久 千葉県市川市新田１－５－１１

2916 平成29年1月13日 平成34年1月12日 株式会社　ステア 林﨑　紀夫 宮城県仙台市若林区卸町東１－２－７

2917 平成29年1月13日 平成34年1月12日
有限会社　アド・マル
コー

阿部　徹雄 神奈川県横浜市鶴見区駒岡１－２７－２

2921 平成29年1月13日 平成34年1月12日 株式会社　タクイ 宅井　茂基 神奈川県相模原市南区上鶴間６－２０－１１

2923 平成29年1月13日 平成34年1月12日 平田　元親 ふぃるいん 神奈川県平塚市黒部丘２１番３０号

2925 平成29年1月13日 平成34年1月12日 株式会社　臥竜 小野　勝志 相模原市緑区下九沢１３５７

2927 平成29年1月13日 平成34年1月12日
ミラクルアート株式会
社

嶋村　一三 福岡県糟屋郡新宮町上府北３－５－７

2933 平成29年2月9日 平成34年2月8日
ESPRITインターナショ
ナルコーポレーション

只野　良一 東京都江戸川区篠崎町４－２８－１１

2934 平成29年2月9日 平成34年2月8日 株式会社　看板市場 堀田　久史 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町２２０

2937 平成29年2月9日 平成34年2月8日 株式会社　ユーズ 本田　晴彦 東京都品川区平塚３－１－２

2939 平成29年2月9日 平成34年2月8日
有限会社　サイン・クラ
フト

中村　光輝 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境９３－９

2940 平成29年2月9日 平成34年2月8日
ファンクショット株式会
社

村野　万里子 東京都港区南青山２－３１－８

2941 平成29年2月9日 平成34年2月8日 二葉産業株式会社 川島　隆一 東京都千代田区内神田３－９－６

2942 平成29年2月9日 平成34年2月8日
株式会社　アートルー
ミ

田渕　美智子 東京都港区南麻布２－１０－９　松山ビル２F

2943 平成29年2月9日 平成34年2月8日
株式会社　キューブプ
ラン

水上　俊彦 東京都渋谷区広尾一丁目１０番６号

2944 平成29年2月9日 平成34年2月8日
日本リーテック株式会
社

田邊　昭治 東京都千代田区神田錦町一丁目６番地

2945 平成29年2月9日 平成34年2月8日 有限会社　サキサイン 大﨑　民貴 東京都板橋区大谷口北町９０番２号

2947 平成29年2月9日 平成34年2月8日
株式会社　ハンサムプ
ラン

荻原　秀行 東京都板橋区高島平７－２７－３

2949 平成29年2月9日 平成34年2月8日 株式会社　３３工房 山田　テル子 千葉県柏市藤ケ谷新田１６９－４

2953 平成29年2月9日 平成34年2月8日 株式会社　彩広舎 吉田　道宏 北海道釧路市新富士町６丁目２番１５号
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2954 平成29年2月9日 平成34年2月8日
有限会社　ヒロキスタ
ジオ

丸山　浩樹 千葉県市川市稲荷木２－１６－１

2955 平成29年2月9日 平成34年2月8日 株式会社　三美堂 森田　正克 東京都豊島区南長崎６－１６－１

2957 平成29年2月9日 平成34年2月8日 株式会社　ジャスティ 矢島　尚行 東京都杉並区上井草４－３－９

2962 平成29年3月9日 平成34年3月8日
カトウ・サイン工業株式
会社

加藤　貴之 新潟県新潟市東区山木戸８丁目４－１８

2963 平成29年3月9日 平成34年3月8日
株式会社　ワイド・プリ
ンター

中嶋　千香子 埼玉県児玉郡上里町大字長浜１０２６－６

2968 平成29年3月9日 平成34年3月8日
株式会社　イナバデザ
イン

稲葉　利一
埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－２２１－
９

2969 平成29年3月9日 平成34年3月8日 株式会社　巧新社 大石　明 東京都板橋区新河岸２－２０－７

2978 平成29年3月9日 平成34年3月8日
株式会社　アサツー
ディ・ケイ

植野　伸一 東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号

2981 平成29年3月9日 平成34年3月8日 株式会社　フロムトゥ 星野　芳行 東京都墨田区江東橋４－２９－１２

2982 平成24年4月13日 平成29年4月13日 株式会社　エイトコム 中西　英記
神奈川県横浜市中区宮川町二丁目４７大貫ビ
ル５０５号

2983 平成24年4月13日 平成29年4月13日
株式会社　日の出広
美社

村山　寿太郎 東京都江戸川区西一之江二丁目１０番１３号

2984 平成24年4月13日 平成29年4月13日 有限会社　ベイクラフト 門倉　良太 神奈川県横浜市磯子区洋光台６－１９－１４

2985 平成24年4月13日 平成29年4月13日
株式会社　アート・ニ
コー

野口　幸雄 神奈川県横浜市西区戸部本町３番８号

2986 平成24年4月13日 平成29年4月13日 株式会社　創屋 荒井　巧夫 東京都新宿区高田馬場３－１４－２

2987 平成24年4月13日 平成29年4月13日
株式会社　中川ケミカ
ル

中川　幸也 東京都千代田区東神田１－１４－１

2988 平成24年4月13日 平成29年4月13日
株式会社　五光小田
原店

島尻　宗市 神奈川県小田原市栄町一丁目１６番１９号

2989 平成24年4月13日 平成29年4月13日
ザック・ストラテジー株
式会社

柴田　一樹
東京都渋谷区桜丘町１５－１４フジビル４０－
５Ｆ

2990 平成24年4月13日 平成29年4月13日
ＬＳＭパートナーズ株
式会社

古川　清文 東京都千代田区神田紺屋町２９

2991 平成24年4月13日 平成29年4月13日
株式会社　アド電通大
阪

小川　幸士 大阪府大阪市北区堂島２－４－２７

2992 平成24年4月13日 平成29年4月13日
株式会社　ＨＩＲＡＭＯＴ
Ｏ看板

平本　哲治 横浜市神奈川区羽沢町１２０２－５９

2993 平成24年5月11日 平成29年5月11日 ソーコム有限会社 髙田　隆司
北海道札幌市白石区東札幌一条二丁目４番
１号９０８
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2994 平成24年5月11日 平成29年5月11日
有限会社　エムズポー
ター

小濱　浩成 東京都大田区蒲田１－３－８

2995 平成24年5月11日 平成29年5月11日 春巧芸株式会社 春日　眞一 東京都墨田区千歳三丁目１４番１４号

2996 平成24年5月11日 平成29年5月11日 株式会社　カンチュウ 河原　忠 神奈川県平塚市田村９－２１－３０

2997 平成24年5月11日 平成29年5月11日
株式会社　ササオジー
エス

笹尾　兵吉 東京都港区芝浦３－１３－１　矢島ビル６Ｆ

2998 平成24年5月11日 平成29年5月11日 株式会社　日栄 臼井　寛 東京都新宿区津久戸町４－１　ＡＳＫビル３Ｆ

2999 平成24年5月11日 平成29年5月11日
有限会社　アド・サー
ティー・フォー

川村　清志 東京都北区豊島５－５－９－１１０１

3000 平成24年5月11日 平成29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

早川　利文 東京都台東区東上野５－２４－８
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