
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

3001 平成24年5月11日 平成29年5月11日
フィールド倶楽部株式
会社

見上　真司
北海道北広島市大曲工業団地四丁目１番地
２

3002 平成24年5月11日 平成29年5月11日
株式会社Ｈ＆Ｓプロ
モーション

関　信賢
東京都港区西新橋１－１９－３　第２双葉ビル
４階

3003 平成24年5月11日 平成29年5月11日 株式会社　大広 落合　寛司 大阪市北区中之島二丁目２番７号

3004 平成24年5月11日 平成29年5月11日
有限会社　環境造形
東京

倉井　富雄 東京都府中市西府町１－３２－１

3005 平成24年5月11日 平成29年5月11日
株式会社　ワイ・エヌク
リエイツ

金井　亘 神奈川県横浜市戸塚区汲沢二丁目１番５号

3006 平成24年5月11日 平成29年5月11日 株式会社　シェルパ 青木　浩二 広島県広島市東区上温品４－３３－２０

3007 平成24年6月8日 平成29年6月8日 株式会社　マサキ 正木　雄一 東京都町田市金森９３４－１０

3008 平成24年6月8日 平成29年6月8日 株式会社　サンリツ 大橋　伸行 東京都大田区池上７－２１－４

3009 平成24年6月8日 平成29年6月8日 宮﨑　博 クレヴィッツ 埼玉県さいたま市緑区大字三室７０３－２

3010 平成24年6月8日 平成29年6月8日 千葉　文志 丸和 大田区大森西７－８－２２－２０２

3011 平成24年6月8日 平成29年6月8日
株式会社　スーパー
ファクトリー

川村　充史 東京都多摩市和田１１９２番地の１

3012 平成24年6月8日 平成29年6月8日
株式会社　Ｆ　ＧＲＡＭ
ＰＲＯＤＵＣＴ

小山　太一
東京都渋谷区神宮前６－６－６　穏田１ｓｔ３０
１

3013 平成24年6月8日 平成29年6月8日 株式会社　微助人 野口　繁明 静岡県沼津市大諏訪８３７－２

3014 平成24年6月8日 平成29年6月8日 株式会社　日立美研 山田　明比己 神奈川県横浜市南区高根町３丁目１７番地

3015 平成24年6月8日 平成29年6月8日 株式会社　一紺 紺田　和世 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷８－２－１４－３０３

3016 平成24年6月8日 平成29年6月8日 株式会社　タケイ企画 武井　潤一 東京都世田谷区祖師谷４－２５－８

3017 平成24年6月8日 平成29年6月8日
シルバーメイキング株
式会社

浅野　時宣 徳島県徳島市東沖洲２－１－１１

3018 平成24年7月6日 平成29年7月6日 株式会社　フレンズ 益井　秀樹
北海道札幌市中央区南十五条西十丁目４番
３号

3019 平成24年7月6日 平成29年7月6日
有限会社　友部製作
所

友部　徹也 東京都北区浮間３－６－１６

3020 平成24年7月6日 平成29年7月6日
株式会社　エックス
オーデザイン

大山　昭一
神奈川県相模原市中央区東淵野辺３－２１－
３６－１０１

3021 平成24年7月6日 平成29年7月6日
株式会社　世田谷
サービス公社

平谷　憲明 東京都世田谷区太子堂３－２５－９
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3022 平成24年7月6日 平成29年7月6日
有限会社　港北ネオン
公芸社

石垣　長実 神奈川県横浜市港北区綱島東１－１３－８

3023 平成24年7月6日 平成29年7月6日 有限会社　マスト 井上　慎太郎 広島県広島市安佐北区小河原町２４２番地１

3024 平成24年7月6日 平成29年7月6日 株式会社　創美 福井　景一 東京都板橋区赤塚６－１５－６

3025 平成24年7月6日 平成29年7月6日 株式会社　石川商事 石川　啓吾 静岡県駿東郡清水町堂庭１８０－７

3026 平成24年7月6日 平成29年7月6日 髙田　伸晃
ＴＳコーポ
レーション

東京都町田市南大谷１１３９－２０

3027 平成24年7月6日 平成29年7月6日 株式会社　ブレインズ 馬場　正人 東京都中央区日本橋茅場町３－１３－３

3028 平成24年7月6日 平成29年7月6日
株式会社　エムズプラ
ンニングス

村石　裕 東京都大田区萩中３－２２－１

3029 平成24年7月6日 平成29年7月6日
株式会社　アド・プラン
ニング

天羽　勝 東京都大田区西蒲田６－３３－７

3030 平成24年7月6日 平成29年7月6日 清水　鉄郎
清水テント商
会

東京都大田区池上三丁目４０番１９－９０２号

3031 平成24年7月6日 平成29年7月6日 有限会社　アスティ 森　義晴
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南１－３－Ｄ－
４１７

3032 平成24年7月6日 平成29年7月6日
有限会社　日比野サイ
ン

日比野　賢史 埼玉県新座市菅沢１－８－５６

3033 平成24年7月6日 平成29年7月6日 株式会社　東北電照 柿沼　　和弘 宮城県仙台市太白区中田六丁目８番１５号

3034 平成24年7月6日 平成29年7月6日
株式会社　うみねこど
う

竹内　宏一 東京都北区赤羽１－３５－１１

3035 平成24年7月6日 平成29年7月6日
株式会社　スタジオマ
イノリティ

下拂　慶之 東京都江東区新大橋３－１７－１０

3036 平成24年7月6日 平成29年7月6日
有限会社　アイ・プラン
ニング

冨田　正彦 神奈川県川崎市川崎区桜本１－１５－１３

3037 平成24年7月6日 平成29年7月6日
株式会社　アルスタイ
ル

岡部　光晋 静岡県浜松市中区高丘西１－８－３

3038 平成24年8月10日 平成29年8月10日 返町　裕貴
サイン・クリエ
イティブ

長野県上田市御所１１１－１

3039 平成24年8月10日 平成29年8月10日 株式会社　宝広告社 渡会　武司
東京都中央区銀座８－９－１６長崎センタービ
ル６Ｆ

3040 平成24年8月10日 平成29年8月10日
株式会社　ＧＸコーポ
レーション

大久　孝幸 東京都葛飾区東四つ木四丁目４４番１５号

3041 平成24年8月10日 平成29年8月10日
株式会社　創宣クリエ
イティブ

相馬　邦生 東京都渋谷区代々木３－１５－１

3042 平成24年8月10日 平成29年8月10日
株式会社　光伸プラン
ニング

原　　壯 渋谷区神宮前六丁目２５番１６号
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3043 平成24年8月10日 平成29年8月10日
マジックタッチジャパン
株式会社

原　壯 東京都渋谷区恵比寿西２－１７－６

3044 平成24年8月10日 平成29年8月10日
栄和サインシステム株
式会社

我孫子　周 北海道石狩市新港南二丁目７２１番地５

3045 平成24年8月10日 平成29年8月10日
名古屋樹脂工業株式
会社

伊藤誠一 名古屋市西区上堀越町１－５０

3046 平成24年8月10日 平成29年8月10日
株式会社　川井ビル管
理

川井　詩朗 神奈川県横浜市南区真金町１－１

3047 平成24年8月10日 平成29年8月10日 三協立山株式会社 山下　清胤 富山県高岡市早川７０番地

3048 平成24年8月10日 平成29年8月10日
株式会社　リードジャ
パン

李　在永 東京都台東区根岸４－１５－１５　ハイツ隆１F

3049 平成24年8月10日 平成29年8月10日 株式会社　アテネ 安藤　一 神奈川県横浜市港南区上永谷６－３－１０

3050 平成24年8月10日 平成29年8月10日 株式会社　アクシス 谷　研次 東京都港区六本木５－１７－１

3051 平成24年9月7日 平成29年9月7日
ミリカニ　セイド　メヒ
ディ

ヤーシン工芸 埼玉県新座市野寺２－５－５５

3052 平成24年9月7日 平成29年9月7日 株式会社　グランデ 畠山　美智子 東京都東村山市久米川町１－５７－１４

3053 平成24年9月7日 平成29年9月7日
株式会社　グロリア工
芸

塩田　正人 神奈川県藤沢市長後１１７３

3054 平成24年9月7日 平成29年9月7日 有限会社　青葉工芸 井上　研 東京都町田市南つくし野４－１７－７

3055 平成24年9月7日 平成29年9月7日
有限会社　キットカン
パニー

櫛田　弘幸 大阪府大阪市淀川区三国本町１－３－５

3056 平成24年9月7日 平成29年9月7日 阿部　誠司 サインナップ 神奈川県川崎市高津区子母口７７３－６

3057 平成24年9月7日 平成29年9月7日 日本クラフト株式会社 吉澤　弘文 埼玉県ふじみ野市上福岡５－９－２５

3058 平成24年9月7日 平成29年9月7日 株式会社　アウル 深田　順市
東京都豊島区南池袋１－１－１１　カドラービ
ル４０１

3059 平成24年9月7日 平成29年9月7日
ありがとうサービス株
式会社

瀧元　雅啓 東京都板橋区東坂下１－１０－４

3060 平成24年9月7日 平成29年9月7日
ユニバーサル通商株
式会社

瀧元　信男 東京都板橋区蓮根３－９－１７

3061 平成24年9月7日 平成29年9月7日
株式会社　瀧コーポ
レーション

瀧元　ひとみ 東京都板橋区東坂下１－１０－３

3062 平成24年9月7日 平成29年9月7日 株式会社　チタン 中野　泰植
東京都新宿区新宿２－８－１新宿セブンビル６
０８

3063 平成24年9月7日 平成29年9月7日
株式会社　アミューズ
コーポレーション

池田　岳仁 神奈川県高座郡寒川町岡田１０５４
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3064 平成24年9月7日 平成29年9月7日 株式会社　プラスパ 柏　直樹 神奈川県川崎市川崎区大島１－７－５

3065 平成24年9月7日 平成29年9月7日
株式会社　スカイダイ
ニング

片岡　宏明
東京都文京区小日向４－６－２１ベルメゾン茗
荷谷３F

3066 平成24年9月7日 平成29年9月7日 株式会社　ベース 近藤　順子 兵庫県尼崎市東七松町１－１５－２１

3067 平成24年9月7日 平成29年9月7日 プリモ株式会社 阿部　光春
東京都渋谷区代々木２－２３－１ニューステイ
トメナー１１４２号

3068 平成24年9月7日 平成29年9月7日 株式会社　クレド 野仲　実
東京都渋谷区代々木２－２３－１ニューステイ
トメナー１１４３号

3069 平成24年9月7日 平成29年9月7日 株式会社　タクト 佐川　美和子 東京都江戸川区平井８－９－１４

3070 平成24年9月7日 平成29年9月7日 株式会社　タマ工房 河野　健治 東京都品川区旗の台６－３０－１０

3071 平成24年9月7日 平成29年9月7日
株式会社　リアルメ
ディアジャパン

水谷　真 東京都中央区銀座２－１２－１２

3072 平成24年9月7日 平成29年9月7日 三浦　弘樹
Ｍ－ＳＴＵＤＩ
Ｏ

東京都世田谷区給田３－３３－６

3073 平成24年9月7日 平成29年9月7日 大高　順一
東京都昭島市中神町1237番地中神第３ｱﾊﾟｰ
ﾄ１－９１５

3074 平成24年9月7日 平成29年9月7日
株式会社ＯＲＴＨＲＯＳ
ＤＥＳＩＧＮ

松本　隆司
東京都八王子市台町二丁目１０番１９－２１２
号

3075 平成24年9月7日 平成29年9月7日
株式会社　ケーアイ
シー

柏木　斎 東京都豊島区池袋４－１６－８

3076 平成24年9月7日 平成29年9月7日
有限会社　アズマネオ
ン

柳沼　直美 千葉県印旛郡酒々井町酒々井１２７番地

3077 平成24年10月9日 平成29年10月9日 佐藤　文彦
東京都調布市深大寺元町三丁目３８－１ハイ
ラーク深大寺401号

3078 平成24年10月9日 平成29年10月9日
株式会社　サンケイビ
ルテクノ

鈴木　善晴 東京都千代田区神田駿河台二丁目３番地１１

3079 平成24年10月9日 平成29年10月9日 有限会社　巧工房 斉藤　隆三
東京都文京区本駒込五丁目３３－１－１０２高
木コーポ

3080 平成24年10月9日 平成29年10月9日 株式会社　ＦＢＣ 藤野　理一
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南３－１８－１
０

3081 平成24年10月9日 平成29年10月9日
株式会社　ジオブレイ
ン

南部　隆宏
東京都品川区東五反田５－２５－１９東京デ
ザインセンター３階

3082 平成24年10月9日 平成29年10月9日 株式会社　飛鳥企画 細矢　武寿 東京都台東区入谷１－１４－１３

3083 平成24年10月9日 平成29年10月9日
株式会社　ライフ・ウェ
イ

宗形　暢也 茨城県つくば市上原２８８－９

3084 平成24年10月9日 平成29年10月9日 有限会社　タナカ工芸 田中　征司 埼玉県川口市大字辻１１４７番地
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3085 平成24年10月9日 平成29年10月9日
株式会社　フェスタル
関東

水澤　秋雄 神奈川県横浜市都筑区大熊町８１２－１

3086 平成24年10月9日 平成29年10月9日
有限会社　ランドマー
ク

陳　敏浩 神奈川県横浜市都筑区川向町３５６番地

3087 平成24年10月9日 平成29年10月9日
株式会社　アンデザイ
ン

佐々木　博一 東京都渋谷区恵比寿西一丁目９番６号

3088 平成24年10月9日 平成29年10月9日 横浜標識株式会社 高嶋　淳二 神奈川県横浜市都筑区池辺町３８８５

3089 平成24年10月9日 平成29年10月9日
ジェイアールバス関東
株式会社

中村　泰之 東京都渋谷区代々木二丁目２番２号

3090 平成24年10月9日 平成29年10月9日
株式会社Ｃ&Pマネジメ
ント

得能　昭文
東京都港区赤坂４丁目３番１号共同ビル赤坂
２０１

3091 平成24年10月9日 平成29年10月9日
株式会社　オフィス大
野

大野　健史 静岡県富士市中丸３８１－５

3092 平成24年10月9日 平成29年10月9日 株式会社　ムロタニ 室谷　明宏 茨城県潮来市辻５５７－１

3093 平成24年10月9日 平成29年10月9日 土谷　喬
Ｖ－Ｐｒｏ
（ヴィプロ）

東京都世田谷区代沢５－２８－３サウスサイド
下北沢１０１

3094 平成24年10月9日 平成29年10月9日 株式会社　ＭＳＫ 北　希代志 新宿区高田馬場１－５－９

3095 平成24年10月9日 平成29年10月9日 三友株式会社 藤森　基成 東京都渋谷区神南一丁目８番１３号

3096 平成24年10月9日 平成29年10月9日
有限会社　ＹＰコーポ
レーション

山本　達也 東京都練馬区大泉町二丁目４番５号

3097 平成24年11月9日 平成29年11月9日
株式会社　ジー・スタッ
フ

篠崎　豊 東京都新宿区西新宿７－４－７

3098 平成24年11月9日 平成29年11月9日 株式会社　南海 廣田　晴英 福岡県福岡市南区柳瀬一丁目３番１０号

3099 平成24年11月9日 平成29年11月9日
ＮＳＫファシリティーズ
株式会社

鈴木　誠 東京都墨田区東駒形一丁目３番７号

3100 平成24年11月9日 平成29年11月9日
有限会社　スタンダッ
プテクノ

井上　立雄 埼玉県所沢市南永井１０５０番地

3101 平成24年11月9日 平成29年11月9日
有限会社　ヒラノ・サイ
ンシステム

平野　雄一 埼玉県越谷市蒲生茜町２１－８

3102 平成24年11月9日 平成29年11月9日
株式会社　日本パー
カーライジング広島工

中山文宣 広島県広島市南区出島１－３４－２６

3103 平成24年11月9日 平成29年11月9日 山金工業株式会社 山下　真寛 福井県福井市左内町４－１５

3104 平成24年11月9日 平成29年11月9日 有限会社　美研堂 城内　昭英 静岡県富士市伝法２６４６番地の８

3105 平成24年11月9日 平成29年11月9日 株式会社　光華 口石　輝彦 東京都町田市南成瀬七丁目４番４－３０１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

3106 平成24年11月9日 平成29年11月9日 町田　聡
アンビエント
メディア

東京都目黒区碑文谷３－３－１２－１０１

3107 平成24年11月9日 平成29年11月9日
株式会社　コズミックワ
ン

安達　大輔 東京都板橋区蓮沼町47番２号

3108 平成24年11月9日 平成29年11月9日
有限会社　トムズコー
ポレーション

村石　輝夫 東京都杉並区下井草１－３１－１１

3109 平成24年11月9日 平成29年11月9日 株式会社　堀井看板 堀井　昌也 東京都台東区今戸二丁目１３番15号

3110 平成24年11月9日 平成29年11月9日 エクセレント株式会社 永澤　隆 千葉県八千代市萱田町５４０番地３１

3111 平成24年12月7日 平成29年12月7日 井田建装株式会社 井田　豊治 東京都杉並区荻窪五丁目２１番２１号

3112 平成24年12月7日 平成29年12月7日 株式会社　高昇 施　幼琴 東京都墨田区太平３－８－１１　平山ビル１F

3113 平成24年12月7日 平成29年12月7日 山中　一彦 山梨県甲斐市竜王1198番地

3114 平成24年12月7日 平成29年12月7日 池口　聡 アイプラス 神奈川県相模原市中央区上溝５４６－３２

3115 平成24年12月7日 平成29年12月7日 株式会社　大友工芸 大友　義幸 東京都八王子市鑓水２１１２－２

3116 平成24年12月7日 平成29年12月7日
株式会社　エム・ツー
プランニング

宮下　勝
埼玉県久喜市栗原1-7-17アメニティパーク
フェニックスB101

3117 平成24年12月7日 平成29年12月7日
飛行船ネットワーク株
式会社

滝田　善弘 東京都品川区西品川一丁目１０番６号

3118 平成24年12月7日 平成29年12月7日 株式会社　クリーバル 神谷　昌男
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１４番１－
５０１

3119 平成24年12月7日 平成29年12月7日
森トラスト・ビルマネジ
メント株式会社

坂井　康二 東京都港区虎ノ門二丁目３番１７号

3120 平成24年12月7日 平成29年12月7日 林　博幸 千葉県船橋市三咲２－７－５３

3121 平成24年12月7日 平成29年12月7日 須田　五郎 鶴川工芸 町田市下小山田町１１６１－３

3122 平成24年12月7日 平成29年12月7日 須田　健作 鶴川工芸 町田市大蔵町１３４２番地

3123 平成24年12月7日 平成29年12月7日 酒井　仁 エージェイ 東京都練馬区旭町３－９－２２

3124 平成24年12月7日 平成29年12月7日 株式会社　グラッド 松本　航 栃木県小山市大字外城２６７番地２

3125 平成25年1月11日 平成30年1月11日 藤田　成男 東京都北区豊島７－７－１－１０８

3126 平成25年1月11日 平成30年1月11日
有限会社　久保田デ
ザイン事務所

久保田　博見
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南一丁目３番
１０－５０８号
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3127 平成25年1月11日 平成30年1月11日
株式会社　発研セイ
コー

久永　満勝 東京都足立区入谷三丁目４番１３号

3128 平成25年1月11日 平成30年1月11日 株式会社　クボタ工建 石見　忠之 大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号

3129 平成25年1月11日 平成30年1月11日 株式会社　アドキング 中嶋　一裕 東京都杉並区久我山１－１－６

3130 平成25年1月11日 平成30年1月11日 成田株式会社 成田　三千男 埼玉県鴻巣市人形４－４－６０

3131 平成25年1月11日 平成30年1月11日
株式会社　日広通信
社

福山　達雄 東京都千代田区麹町４－３－３　新麹町ビル

3132 平成25年1月11日 平成30年1月11日
株式会社　プロ・スペッ
ク

境　孝治 東京都江戸川区一之江三丁目１２番１７号

3133 平成25年1月11日 平成30年1月11日
株式会社
JAS&MINUM

木村　誠治 埼玉県戸田市本町４－４－６－TBC

3134 平成25年1月11日 平成30年1月11日
有限会社　アーバン
コーポレーション

小笠原　健生 東京都八王子市下柚木１５２５－９

3135 平成25年1月11日 平成30年1月11日
有限会社　エス・プロ
ジェクト

海老　徳嗣 愛知県岩倉市川井町郷浦２１番地

3136 平成25年1月11日 平成30年1月11日
株式会社　エイチェス
クリエーターファクト

橋詰　茂昭 東京都狛江市中和泉２－２５－１４

3137 平成25年1月11日 平成30年1月11日 株式会社　アピコン 立川　克己 大阪府堺市中区大野芝町２４７－１

3138 平成25年2月8日 平成30年2月8日 桑司　保 東京都北区十条仲原２－２－３

3139 平成25年2月8日 平成30年2月8日
有限会社　協同プラス
チック

富田　明彦
愛知県名古屋市瑞穂区太田町一丁目１７番
地

3140 平成25年2月8日 平成30年2月8日 株式会社　蒼和 廣瀬　周 小平市小川町一丁目３５５番地７

3141 平成25年2月8日 平成30年2月8日 兼城　利英 ケンネット 大阪府松原市河合２－６－１８

3142 平成25年2月8日 平成30年2月8日 株式会社　toi 馬場　清志 神奈川県藤沢市藤が岡２－１０－１６

3143 平成25年2月8日 平成30年2月8日 株式会社　三和商工 田中　英樹 埼玉県越谷市大字南荻島２１４１－１

3144 平成25年2月8日 平成30年2月8日 滝口　淳 神奈川県川崎市麻生区白鳥３－８－７－２０３

3145 平成25年2月8日 平成30年2月8日
国際ピーアール株式
会社

瀬端　啓一 茨城県坂東市辺田７００－４

3146 平成25年2月8日 平成30年2月8日
株式会社　エム・ス
ペース

山口　穣 東京都千代田区岩本町２－８－２

3147 平成25年2月8日 平成30年2月8日 株式会社　シーリンク 内海　理恵 神奈川県横浜市南区永田東一丁目７番１０号
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3148 平成25年2月8日 平成30年2月8日
株式会社　アートスタ
ジオ３０１

林　誠 埼玉県さいたま市西区大字中釘１４７２

3149 平成25年2月8日 平成30年2月8日 株式会社　スパーダ 佐々木　博一 東京都渋谷区恵比寿西一丁目９番６号

3150 平成25年2月8日 平成30年2月8日 佐藤　尚武 日昌ネオン 東京都府中市寿町３－８－５０

3151 平成25年2月8日 平成30年2月8日
株式会社　リップルリ
ンク

番場　賢吾 東京都渋谷区代々木２－２３－１

3152 平成25年3月7日 平成30年3月7日
株式会社　水澤工務
店

水澤　孝彦 東京都江東区木場５－６－１

3153 平成25年3月7日 平成30年3月7日 株式会社　コンプリマ 木村　洋一 大阪府東大阪市新庄南１０番４号

3154 平成25年3月7日 平成30年3月7日
株式会社　エヌ・メディ
ア

中山　秀介 東京都中央区銀座３－４－５

3155 平成25年3月7日 平成30年3月7日 大手町広告株式会社 田中　良憲
東京都港区六本木一丁目６番１号泉ガーデン
タワー

3156 平成25年3月7日 平成30年3月7日
株式会社　エムアイ・ド
ライブ

松浦　祐司 東京都中野区中央一丁目４３番１３号

3157 平成25年3月7日 平成30年3月7日
株式会社　ファクトリー
アイ

五十畑　達也 東京都渋谷区恵比寿西二丁目１４番３号４０１

3158 平成25年3月7日 平成30年3月7日 株式会社　田原屋 田原　績 東京都台東区元浅草１－５－３

3159 平成25年3月7日 平成30年3月7日 有限会社　東甲美術 小林　勝男
東京都渋谷区代々木５－３８－１０佐藤ビル１
F

3160 平成25年3月7日 平成30年3月7日
株式会社　Ｐ＆Ｐデザ
イン

森　文彦 東京都新宿区新宿一丁目９番５号

3161 平成25年3月7日 平成30年3月7日 尾﨑　恒司 神奈川県大和市南林間５－８－２１

3162 平成25年4月8日 平成30年4月8日 株式会社　日創 片岡　昭広 東京都墨田区本所３－３－２

3163 平成25年4月8日 平成30年4月8日
株式会社　ジー・ツー・
サイン

辻　英雄 大阪府大阪市浪速区恵美須西２－３－６

3164 平成25年4月8日 平成30年4月8日 株式会社　天玄 天野　守治 東京都練馬区土支田１－９－２

3165 平成25年4月8日 平成30年4月8日
株式会社　栄光メディ
アミックス

千葉　八郎 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南４－８－１

3166 平成25年4月8日 平成30年4月8日 株式会社　アクシコ 高橋　健吉 東京都千代田区神田錦町１－１４－１１

3167 平成25年4月8日 平成30年4月8日
株式会社　GRAND
BACHS

大渕　祐樹 東京都江東区木場六丁目６番７号

3168 平成25年4月8日 平成30年4月8日 株式会社　AB企画 阿部　正一
宮城県名取市高舘熊野堂字岩口南３７番地
の１
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3169 平成25年4月8日 平成30年4月8日 有限会社　富士工芸 堀　進 愛知県豊田市司町一丁目５５番地

3170 平成25年4月8日 平成30年4月8日 飯田　真規子 東京都八王子市明神町３－２－９

3171 平成25年4月8日 平成30年4月8日
有限会社　ハナザワ工
芸

花澤　正幸 千葉県東金市台方１０５番地１

3172 平成25年5月9日 平成30年5月9日 有限会社　三友社 足立　俊也 愛知県名古屋市中村区八社二丁目５７番地

3173 平成25年5月9日 平成30年5月9日
有限会社　ルックワー
クス

鳥越　康江
東京都中央区銀座１－２７－９サエグサ第２ビ
ル

3174 平成25年5月9日 平成30年5月9日 シーセレクト株式会社 大原　強
東京都新宿区高田馬場1-33-15後楽園ビル７
０３号室

3175 平成25年5月9日 平成30年5月9日
株式会社　サインアー
テック

山口　健二郎 埼玉県飯能市茜台三丁目２番地１

3176 平成25年5月9日 平成30年5月9日 トモラボ株式会社 載本　智昭
東京都中野区中野２－４－２１パークヒルズ紅
葉山５０１

3177 平成25年5月9日 平成30年5月9日 有限会社　栗原美術 栗原　良介 埼玉県川口市朝日五丁目３番地１０号

3178 平成25年5月9日 平成30年5月9日 株式会社　景月 浅野　謙一郎 栃木県佐野市小中町１８－５

3179 平成25年5月9日 平成30年5月9日 株式会社　富士オイル 森　洋 神奈川県横須賀市夏島町６

3180 平成25年5月9日 平成30年5月9日 八木　通徳
東京都杉並区井草１丁目３４番１１号　マン
ション仁平３０２

3181 平成25年5月9日 平成30年5月9日
株式会社　ケーユー・
アート

森　秀幸 神奈川県横浜市都筑区牛久保東１－２８－５

3182 平成25年5月9日 平成30年5月9日 株式会社　丸吾 師岡　立明 群馬県前橋市鳥羽町１４８番地６

3183 平成25年5月9日 平成30年5月9日
株式会社　ダイナムビ
ジネスサポート

齋藤　守 東京都荒川区西日暮里五丁目２１番７号

3184 平成25年5月9日 平成30年5月9日 株式会社　ピット 森泉　明人
東京都北区滝野川七丁目２２番５号笹井ビル
３階

3185 平成25年5月9日 平成30年5月9日 グローアップ株式会社 中山　秀雄 埼玉県加須市鴻茎2029番地24

3186 平成25年5月9日 平成30年5月9日
株式会社　シー・エイ・
ピー・コーポレーション

中本　芳樹 東京都港区高輪３－２５－２７－４０８

3187 平成25年5月9日 平成30年5月9日 株式会社　黄菱 高畑　末伸 東京都中野区若宮三丁目５８番２２号

3188 平成25年5月9日 平成30年5月9日 アサカ工業株式会社 山田　優 埼玉県朝霞市西原１－８－３７

3189 平成25年6月6日 平成30年6月6日 三星広芸株式会社 利倉　信明 大阪府泉大津市板原町四丁目１６番１４号
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3190 平成25年6月6日 平成30年6月6日 株式会社　エムツー 森下　秀廣
香川県高松市中央町１７番２３号津田ビル３
階

3191 平成25年6月6日 平成30年6月6日 株式会社　アイビーム 土屋　めぐみ 東京都青梅市天ケ瀬町１０６１－１

3192 平成25年6月6日 平成30年6月6日
株式会社　エフォート
サイン

青木　敦人
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目２０番１５
号

3193 平成25年6月6日 平成30年6月6日 有限会社　エムズコム 松尾　洋志 東京都世田谷区深沢１－２４－１６

3194 平成25年6月6日 平成30年6月6日 株式会社　新広企画 大塚　忠靖 埼玉県越谷市南荻島５０４番地３

3195 平成25年6月6日 平成30年6月6日
合同会社　モテギコー
ポレーション

茂木　伸崇
東京都中央区銀座六丁目１６番１２号　丸高ビ
ル３階

3196 平成25年7月8日 平成30年7月8日 株式会社　昭和工芸 長津　敦己 群馬県前橋市下沖町２７７番地の２

3197 平成25年7月8日 平成30年7月8日 近代装備株式会社 西村　賢将 神奈川県横浜市泉区和泉町７３２８番地１５

3198 平成25年7月8日 平成30年7月8日 株式会社　樹サイン 岡村　直樹 埼玉県志木市上宗岡三丁目６番１８号

3199 平成25年7月8日 平成30年7月8日 昭和フロント株式会社 長谷川　伸二 東京都千代田区内神田一丁目１３番７号

3200 平成25年7月8日 平成30年7月8日 株式会社　RAFU 村井　成高 東京都武蔵野市御殿山一丁目６番１号

3201 平成25年7月8日 平成30年7月8日 山下　卓也 Fast 東京都国立市泉４丁目３番地の８

3202 平成25年7月8日 平成30年7月8日
株式会社　アド・プライ
ム

森田　万惠 神奈川県川崎市高津区久末２１８２－８

3203 平成25年7月8日 平成30年7月8日
有限会社　タカハシ工
芸

高橋　純一 埼玉県吉川市大字半割２８４番地３

3204 平成25年7月8日 平成30年7月8日 株式会社　丸屋工芸 小川　惠久 東京都港区高輪３－７－１３

3205 平成25年7月8日 平成30年7月8日
有限会社　イチエー工
芸

櫻井　洋 東京都調布市若葉町二丁目２４番地１３

3206 平成25年7月8日 平成30年7月8日
株式会社　タクシーア
ド

八木　伸吾 港区芝大門２－７－１０－２０５

3207 平成25年7月8日 平成30年7月8日
株式会社　エイムクリ
エイツ

中村　正雄 東京都中野区中野三丁目３４番２８号

3208 平成25年8月8日 平成30年8月8日 株式会社　明正 増尾　豊正 東京都世田谷区北烏山一丁目１０番２６号

3209 平成25年8月8日 平成30年8月8日 原　弘幸 東京都あきる野市草花１９０２－２２

3210 平成25年8月8日 平成30年8月8日
株式会社　ゼストデザ
イン

池田　明弘 群馬県高崎市引間町７２４－１



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

3211 平成25年8月8日 平成30年8月8日 株式会社　丸和商会 杉田　伸明 栃木県宇都宮市瑞穂３－５－１４

3212 平成25年8月8日 平成30年8月8日 小林　信夫
東京都青梅市千ヶ瀬町２－２１６番地マイ
キャッスル１０１

3213 平成25年8月8日 平成30年8月8日 萱野　泉 埼玉県川口市領家１－２－２３－２０３

3214 平成25年8月8日 平成30年8月8日
菱重エステート株式会
社

石井　英一 東京都港区芝五丁目３４番６号

3215 平成25年8月8日 平成30年8月8日 ラッキー工芸株式会社 藪口　保 兵庫県姫路市飾東町佐良和１１４

3216 平成25年8月8日 平成30年8月8日
サンクデザイン株式会
社

松本　岳士 千葉県柏市宿連寺４３４番地の１

3217 平成25年8月8日 平成30年8月8日
東電タウンプランニン
グ株式会社

一ノ瀬　貴士 東京都目黒区目黒二丁目１０番１１号

3218 平成25年8月8日 平成30年8月8日
有限会社　フルヤ工行
社

古屋　真紀 神奈川県横浜市西区戸部町三丁目１０４番地

3219 平成25年9月6日 平成30年9月6日 明興産業株式会社 大槻　京子 東京都中央区日本橋本町一丁目７番７号

3220 平成25年9月6日 平成30年9月6日 髙橋　翔
アルストロメ
リア

東京都日野市大坂上２－１－７　日野坂ハイ
ツ１０１

3221 平成25年9月6日 平成30年9月6日
株式会社　ペンタアー
トプランニング

小林　章秀 東京都大田区多摩川１－１７－１７－４０３号

3222 平成25年9月6日 平成30年9月6日 株式会社　ニッセン 楢﨑　芳光 広島県福山市南本庄三丁目１－４４

3223 平成25年9月6日 平成30年9月6日 株式会社　さとう 下小川　康博 東京都大田区下丸子二丁目２番３号

3224 平成25年9月6日 平成30年9月6日 株式会社　昭光社 前田　英幸 福岡県福岡市中央区荒戸三丁目６番２９号

3225 平成25年9月6日 平成30年9月6日 株式会社　アイシフト 立田　紘之 東京都中央区築地二丁目３番４号

3226 平成25年9月6日 平成30年9月6日
株式会社　ビソーコー
ポレーション

田中　誠一郎 大阪府東大阪市長堂三丁目１４番６号

3227 平成25年9月6日 平成30年9月6日 株式会社　サラシナ 更科　眞一 東京都台東区三筋２－８－２

3228 平成25年9月6日 平成30年9月6日
株式会社　太陽巧芸
社

熊谷　祥成 東京都練馬区谷原三丁目２２番１４号

3229 平成25年10月8日 平成30年10月8日
株式会社　アミューズ・
エスピー

加藤　和人 東京都台東区浅草橋５－４－４－４０６

3230 平成25年10月8日 平成30年10月8日 有限会社　カクタス 本郷　修
東京都千代田区一番町１１番地麹町永谷マン
ション

3231 平成25年10月8日 平成30年10月8日 有限会社　アオキ広告 青木　秀夫 埼玉県越谷市七左町一丁目２８９番地１



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

3232 平成25年10月8日 平成30年10月8日 ユニアークス株式会社 小林　亮 埼玉県坂戸市大字紺屋９２６番地

3233 平成25年10月8日 平成30年10月8日
イエローキャブジャパ
ン株式会社

染谷　淳也 東京都台東区根岸２－２－６

3234 平成25年10月8日 平成30年10月8日 三晃　株式会社 三井　紀代子 東京都中央区銀座七丁目１８番１２号

3235 平成25年10月8日 平成30年10月8日 有限会社　リード 遠藤　昭人 東京都葛飾区水元一丁目２６番１５号

3236 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　トリム 豊田　真治
東京都港区芝二丁目１５番１５号グッドワンビ
ル３階

3237 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　ニワテック 坂野　正 東京都新宿区三栄町１８番７号

3238 平成25年10月8日 平成30年10月8日 井口　章一 東京都あきる野市野辺１２２０番地８

3239 平成25年10月8日 平成30年10月8日 藤原　行生 コスモアート 神奈川県横須賀市二葉１－１４－１－３０９

3240 平成25年10月8日 平成30年10月8日 新日本工業株式会社 九門　明 三重県松阪市広陽町４１番地１

3241 平成25年10月8日 平成30年10月8日 不二化成品株式会社 竹下　幸嗣 静岡県静岡市清水区鳥坂３２７番１

3242 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　文協 石原　俊 東京都豊島区南池袋１－１３－２３

3243 平成25年10月8日 平成30年10月8日
株式会社　アートテクノ
平山

平山　良一 東京都板橋区東坂下一丁目１９番１４号

3244 平成25年10月8日 平成30年10月8日
有限会社　はつかり住
宅サービス

泉　恒夫 東京都練馬区南大泉一丁目７番７号

3245 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　大洋社 渋川　善之 東京都港区虎ノ門一丁目１３番３号

3246 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　クオリア 木村　博一
東京都港区南青山２－１１－１１ユニマットハ
イダウェイ３Ｆ

3247 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　ジャック 羽鳥　佐智子 東京都足立区皿沼三丁目２６番１６号

3248 平成25年10月8日 平成30年10月8日 谷岡企画株式会社 谷岡　裕司 北海道苫小牧市日新町一丁目３番３号

3249 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　エムズ 徳本　孝司 東京都中央区日本橋室町三丁目２番１５号

3250 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　アルク 加藤　久美 大阪府大阪市東住吉区今林２－３－２６

3251 平成25年10月8日 平成30年10月8日
株式会社　あど・あー
と

菅沼　大介 静岡県御殿場市川島田４４１－１

3252 平成25年10月8日 平成30年10月8日
有限会社　ラインアー
ト

繁田　洋介
大阪府大阪市住之江区新北島五丁目２番６６
号
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3253 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　ルクス 加藤　尋康 東京都北区赤羽西一丁目２６番３号

3254 平成25年10月8日 平成30年10月8日 有限会社　スギタ工芸 杉田　敏彦 東京都新宿区戸山２－３３－３２０

3255 平成25年10月8日 平成30年10月8日
株式会社　アド・メディ
ア

高橋　勝之
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目１番１１号
仙台パナソニックビル３Ｆ

3256 平成25年10月8日 平成30年10月8日
株式会社エヌ・エイチ・
ケイ・アート

軽部　淳 東京都渋谷区富ケ谷一丁目１４番７号

3257 平成25年10月8日 平成30年10月8日 株式会社　富士 和田　晋一
愛知県名古屋市守山区天子田二丁目７０３番
地

3258 平成25年10月8日 平成30年10月8日 香西　秀夫 コーザイ
大阪府大阪市西淀川区出来島２丁目９番２２
－７０２号

3259 平成25年11月8日 平成30年11月8日 有限会社　山口商店 山口　隆詞 神奈川県川崎市中原区新丸子東１－９８４

3260 平成25年11月8日 平成30年11月8日 石橋産業株式会社 石橋　浩 東京都目黒区碑文谷５－２５－１０

3261 平成25年11月8日 平成30年11月8日 株式会社　Ｎ－style 加藤　直幸
神奈川県横浜市瀬谷区橋戸一丁目２３番地１
３

3262 平成25年11月8日 平成30年11月8日 株式会社　ヨシミ 髙鍋　由美 東京都中央区新川二丁目６番１０号

3263 平成25年11月8日 平成30年11月8日 合同会社　コマンドＡ 清水　義次 東京都千代田区外神田六丁目１１番１４号

3264 平成25年11月8日 平成30年11月8日 株式会社　日装ネオン 櫻井　晴人 埼玉県坂戸市大字石井２６３８番地

3265 平成25年11月8日 平成30年11月8日
株式会社　ヴァンサイ
ンシステム

武井　友美子 静岡県静岡市駿河区寿町１７番２８号

3266 平成25年11月8日 平成30年11月8日
中央東和レジスター販
売株式会社

白石　晃嗣 東京都千代田区内神田１－６－３

3267 平成25年11月8日 平成30年11月8日 大成建設株式会社 村田　誉之 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号

3268 平成25年11月8日 平成30年11月8日
有限会社　スカイコム
ワークス

八重樫　裕司 東京都中央区佃三丁目５番１０号

3269 平成25年11月8日 平成30年11月8日 株式会社　ミキ画房 上村　計介 静岡県浜松市中区栄町１３６番地

3270 平成25年11月8日 平成30年11月8日
株式会社　光ヤマト物
産

森　章 埼玉県蕨市北町２－９－１４

3271 平成25年11月8日 平成30年11月8日
有限会社　伯伸建物
サービス

町田　吉章 東京都八王子市西寺方町１０１９－６２

3272 平成25年11月8日 平成30年11月8日 渡辺　真彦 長野県上田市殿城３２８１番地

3274 平成25年12月6日 平成30年12月6日 株式会社　友太郎 森井　康夫
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
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3275 平成25年12月6日 平成30年12月6日 アート工業株式会社 岡野　彰 東京都渋谷区代々木１－１９－１２

3276 平成25年12月6日 平成30年12月6日
株式会社　カトウスタ
ヂオ

加藤　典朗 愛知県名古屋市中村区若宮町４－３９

3277 平成25年12月6日 平成30年12月6日 南浦商事株式会社 南浦　富子 大阪府八尾市太田新町三丁目２８番地

3278 平成25年12月6日 平成30年12月6日 株式会社　美工舎 外山　悦雄 千葉県船橋市栄町一丁目３番４号

3279 平成25年12月6日 平成30年12月6日 株式会社　プロジェクト 田中　武広 埼玉県越谷市瓦曽根一丁目１番１０号

3280 平成25年12月6日 平成30年12月6日 ひばり広告株式会社 山本　慶一 兵庫県宝塚市雲雀丘３－１３－１

3281 平成25年12月6日 平成30年12月6日
公益財団法人　東京
都道路整備保全公社

山口　明
東京都新宿区西新宿２－７－１小田急第一生
命ビル(20階)

3282 平成25年12月6日 平成30年12月6日 青木　和博
千葉県浦安市東野１丁目２６番１－３１８号
レクセルガーデン新浦安

3283 平成25年12月6日 平成30年12月6日 三菱電機株式会社 柵山　正樹 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号

3284 平成25年12月6日 平成30年12月6日 薪谷　佳子 東京都八王子市大谷町５３７番地３

3285 平成25年12月6日 平成30年12月6日
有限会社　オリオン企
画

石井　幹雄 東京都日野市日野台二丁目１１番９号

3286 平成25年12月6日 平成30年12月6日 菅野　晃 カンノ工芸 東京都三鷹市大沢５丁目２番２４号

3287 平成25年12月6日 平成30年12月6日
有限会社　イシグロ工
芸

石黒　徹 東京都狛江市岩戸南４－２３－１８

3288 平成25年12月6日 平成30年12月6日 奥田　正行
クリエイトオク
ダ

東京都多摩市連光寺３－３２－１コートグレイ
スエクセレント３０５

3289 平成26年1月10日 平成31年1月10日 株式会社　オーセント 山﨑　廣隆 東京都渋谷区上原一丁目３５番７号

3290 平成26年1月10日 平成31年1月10日 有限会社　たくみ 栗木　朝子 東京都荒川区東尾久８丁目２０番７号

3291 平成26年1月10日 平成31年1月10日
株式会社　アートリバ
ティ

前田　利幸 大阪府大阪市平野区加美南４－４－３０

3292 平成26年1月10日 平成31年1月10日 吉岡　雄太
群馬県前橋市緑が丘町１１番地１１　ヴェルド
ミール１０３号

3293 平成26年1月10日 平成31年1月10日
株式会社　小室製作
所

小室　正巳 千葉県船橋市金杉四丁目１６番６号

3294 平成26年1月10日 平成31年1月10日
株式会社　スギヤマ巧
芸社

杉山　英治 埼玉県さいたま市緑区大字三室１２０５番地３

3295 平成26年1月10日 平成31年1月10日 株式会社　陶額堂 谷岡　知子
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
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3296 平成26年1月10日 平成31年1月10日
南海ビルサービス株式
会社

廉林　光夫 大阪市中央区難波五丁目１番６０号

3297 平成26年1月10日 平成31年1月10日
株式会社　ユニバース
サイン

伊藤　佳明 群馬県前橋市青葉町２５－１

3298 平成26年2月7日 平成31年2月7日
有限会社　サクライ広
芸

櫻井　利晴 大阪府大阪市旭区大宮一丁目１３番１５号

3299 平成26年2月7日 平成31年2月7日
株式会社　ＩＭＳプラン
ニング

松村　一也 東京都板橋区板橋二丁目２８番８号

3300 平成26年2月7日 平成31年2月7日
株式会社　エー・アー
ル・エー

臼井　忠夫
神奈川県相模原市中央区水郷田名二丁目１
４番１１－７０３号

3301 平成26年2月7日 平成31年2月7日
株式会社　シーアンド
シー

川久保　清 埼玉県さいたま市緑区大字中尾２０６２番地

3302 平成26年2月7日 平成31年2月7日
有限会社　ネオンサー
ティ

野中　恭宏 静岡県袋井市堀越３－１７－１０

3303 平成26年2月7日 平成31年2月7日 株式会社　だる萬 永瀬　多美 神奈川県横浜市西区中央二丁目４２番３号

3304 平成26年2月7日 平成31年2月7日
株式会社　アイプラ
ネット

鶴見　正樹 東京都港区南青山一丁目１番１号

3305 平成26年2月7日 平成31年2月7日 佐々木　信算 東京都東村山市廻田町１－２１－４２

3306 平成26年2月7日 平成31年2月7日
ピーディーシー株式会
社

菅原　淳之 東京都港区赤坂二丁目２３番１号

3307 平成26年2月7日 平成31年2月7日
株式会社　日立コーポ
レーション

立花　孝之 東京都練馬区向山四丁目３５番２１号

3308 平成26年3月7日 平成31年3月7日
有限会社　創研プラン
ニング

楠戸　豪人
大阪府大阪市平野区加美北八丁目１８番４０
号

3309 平成26年3月7日 平成31年3月7日
ＧＥＭインターナショナ
ル株式会社

伊藤　和子 東京都中央区銀座一丁目１９番１４号

3310 平成26年3月7日 平成31年3月7日 及川　学 自然堂
東京都江戸川区篠崎町７丁目２番１６号ハウ
ス・コスモス１０１

3311 平成26年3月7日 平成31年3月7日 株式会社　イトウ工芸 工藤　哲弘 大阪府守口市南寺方東通六丁目１０番２０号

3312 平成26年3月7日 平成31年3月7日 株式会社　真栄 金原　榮賢 愛知県豊橋市駅前大通１－２７－１

3313 平成26年3月7日 平成31年3月7日 株式会社　アドライズ 中重　大介 埼玉県北足立郡伊奈町小室５１４９番地

3314 平成26年3月7日 平成31年3月7日
野村不動産パートナー
ズ株式会社

黒川　勇治 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号

3315 平成26年3月7日 平成31年3月7日 ストロベリー株式会社 中澤　紀之 東京都あきる野市雨間１８９４

3316 平成26年3月7日 平成31年3月7日 セコム株式会社 中山　泰男 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号
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3317 平成26年3月7日 平成31年3月7日 株式会社　シーリング 細川　貴之 東京都北区赤羽二丁目１８番８号

3318 平成26年3月7日 平成31年3月7日
株式会社　日交東海
本社

浜本　吉紀 静岡県静岡市葵区追手町２番２０号

3319 平成26年4月10日 平成31年4月10日 株式会社　アイ 向井　善男 東京都杉並区高円寺南２－４２－１２

3320 平成26年4月10日 平成31年4月10日
有限会社　サインクラ
フト

柴尾　誠 東京都東久留米市下里七丁目６番７号

3321 平成26年4月10日 平成31年4月10日 株式会社　ビカレン 諏訪部　光一 東京都中野区東中野一丁目２７番６号ー１０１

3322 平成26年4月10日 平成31年4月10日 神田　直美 なずな企画 神奈川県横浜市港北区小机町１４３５－１

3323 平成26年4月10日 平成31年4月10日
株式会社　スペース・
ワン

岡田　隆二 東京都千代田区平河町一丁目３番地１２号

3324 平成26年4月10日 平成31年4月10日 有限会社　スズキ工芸 鈴木　安弘 静岡県磐田市大久保１０番地の３

3325 平成26年4月10日 平成31年4月10日
株式会社　ワールド・
プロモーション

北井　俊晴 東京都中央区日本橋浜町二丁目４１番５号

3326 平成26年4月10日 平成31年4月10日
株式会社　北辰工芸
社

井澤　知之 富山県富山市下赤江町２－１４－１７

3327 平成26年4月10日 平成31年4月10日 株式会社　アイデクト 栃村　克彦
栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡１５１６番地
４

3328 平成26年5月13日 平成31年5月13日
有限会社　関東秋南
企画

菊地　啓友 栃木県鹿沼市茂呂２６１６番地３

3329 平成26年5月13日 平成31年5月13日 株式会社　アレス 渡部　日出男 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目２番５号

3330 平成26年5月13日 平成31年5月13日 津幡　素久
SIGN
WORKSツバ

東京都台東区北上野２丁目４番２号

3331 平成26年5月13日 平成31年5月13日
株式会社　電通イベン
トオペレーションズ

難波　昌道 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号

3332 平成26年5月13日 平成31年5月13日
株式会社　メディアコン
シェルジュ

大谷　昭徳 東京都港区元赤坂1-2-17-3007

3333 平成26年5月13日 平成31年5月13日
株式会社　ビーバーニ
ング

海老原　広幸
千葉県柏市柏七丁目１０番１７号第３マツダビ
ル１－B

3334 平成26年5月13日 平成31年5月13日 株式会社　つね松工芸 恒松　俊孝 東京都府中市日新町５－７４－１

3335 平成26年5月13日 平成31年5月13日 株式会社　アキヤマ 秋山　英一 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢６番地１

3336 平成26年6月10日 平成31年6月10日 潮田　大輔 共栄広告社 神奈川県川崎市麻生区上麻生6-13-51-305

3337 平成26年6月10日 平成31年6月10日 有限会社　アクセス 白川　昭二
広島県広島市安佐北区倉掛一丁目３２番２６
号
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3338 平成26年6月10日 平成31年6月10日 伊東　和幸
有明電気工
業

東京都大田区南馬込一丁目２７番７号

3339 平成26年6月10日 平成31年6月10日
株式会社　マクーンイ
ンターナショナル

沼澤　三智夫 神奈川県横浜市南区永田東３－１２－１２

3340 平成26年6月10日 平成31年6月10日
株式会社　イーフィー
ルド

町田　秀二 東京都千代田区岩本町二丁目１１番３号

3341 平成26年6月10日 平成31年6月10日 株式会社　スリーケイ 勝木　武 東京都板橋区本町４１－１６

3342 平成26年6月10日 平成31年6月10日
株式会社　インターセ
クションズ

小材　淳一 東京都世田谷区上祖師谷一丁目２２番７号

3343 平成26年6月10日 平成31年6月10日
ベストプランニング株
式会社

渡邊　晶子 群馬県高崎市福島町７４２番地６

3344 平成26年6月10日 平成31年6月10日
株式会社　アーヴｧﾝ
ネットワ－ク

浅沼　博
埼玉県さいたま市大宮区三橋２－４２５－４０
８

3345 平成26年7月10日 平成31年7月10日
株式会社　エム・オー・
エー

茂住　隆志 長野県長野市大字稲葉２４９４番地１

3346 平成26年7月10日 平成31年7月10日 有限会社　市場工芸 野滿　英明 和歌山県和歌山市狐島６５番地の２４

3347 平成26年7月10日 平成31年7月10日
株式会社　第一通信
社

大塚　徹哉 東京都文京区音羽二丁目１２番２１号

3348 平成26年7月10日 平成31年7月10日
株式会社　アウトライ
ン

神谷　彰
東京都八王子市台町四丁目２４番１号加島屋
ビル２階

3349 平成26年7月10日 平成31年7月10日
株式会社　セールスプ
ロモーション五拾

吉田　孝幸 東京都台東区元浅草三丁目１０番２号

3350 平成26年7月10日 平成31年7月10日
合同会社　デザイン基
地プロジェクト

大塚　満宏
神奈川県相模原市南区上鶴間８－１１－６テ
ラスハウス森田Ａ－１

3351 平成26年7月10日 平成31年7月10日
株式会社　エンサイン
アド

遠藤　清 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号

3352 平成26年7月10日 平成31年7月10日 株式会社　ＹＫＭ 志田　和也 神奈川県横浜市旭区都岡町２６－１

3353 平成26年7月10日 平成31年7月10日 株式会社　柏商会 境　昭博 大阪府大阪市北区天満一丁目１５番１４号

3354 平成26年7月10日 平成31年7月10日 有限会社　ノヴェル 斎藤　ひろ子
北海道札幌市豊平区月寒西一条八丁目２番
１０号

3355 平成26年7月10日 平成31年7月10日
株式会社　サインズ
アース

杉山　隆 静岡県駿東郡長泉町竹原２８３番地の４

3356 平成26年7月10日 平成31年7月10日
株式会社　横浜アーチ
スト

宮﨑　博充 神奈川県横浜市中区山下町１番地

3357 平成26年8月8日 平成31年8月8日 株式会社　アレックス 笠木　章雄 東京都江戸川区西瑞江五丁目５番４７号

3358 平成26年8月8日 平成31年8月8日 株式会社　あーてりあ 府川　幸夫
神奈川県　相模原市緑区橋本台一丁目２２番
２０号
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3359 平成26年8月8日 平成31年8月8日 株式会社　テクニカ 中島　次郎
東京都中央区日本橋浜町３－３０－８　青山ビ
ル１Ｆ

3360 平成26年8月8日 平成31年8月8日 株式会社　アイツー 板橋　直也 千葉県柏市豊四季１６７番地６９

3361 平成26年8月8日 平成31年8月8日
株式会社　カン・グ
ローバル

太田　和男 東京都江戸川区篠崎町４－２－６

3362 平成26年8月8日 平成31年8月8日
有限会社　コーワネオ
ン

佐々木　昭一 埼玉県朝霞市上内間木８１６番地５

3363 平成26年8月8日 平成31年8月8日 有限会社　グラッド 小澤　仁 群馬県桐生市川内町三丁目３９７番地の３

3364 平成26年8月8日 平成31年8月8日 株式会社　富士アド 竹林　栄治 埼玉県入間市扇台６丁目３番３３号

3365 平成26年8月8日 平成31年8月8日
株式会社　イガラシ工
芸

五十嵐　富男 東京都江戸川区松江１－１７－６

3366 平成26年8月8日 平成31年8月8日
マチ広告デザイン株式
会社

岡村　剛 千葉県船橋市飯山満町一丁目７６８番地

3367 平成26年8月8日 平成31年8月8日
株式会社　ベストワー
ク

鈴木　明 東京都中央区日本橋大伝馬町１２番１号

3368 平成26年8月8日 平成31年8月8日 有限会社　大成企画 加藤　榮三郎
東京都町田市小山田桜台２－１１－３６－２０
４

3369 平成26年8月8日 平成31年8月8日
株式会社　マルテー
ジー・エフ・ティー

大塚　久利 東京都新宿区四谷四丁目１番地

3370 平成26年8月8日 平成31年8月8日
株式会社　コルトン・
ディー・エフ

星野　利男 東京都台東区北上野２－１１－７

3371 平成26年9月9日 平成31年9月9日 株式会社　アトラス 西村　剛 東京都武蔵村山市残堀一丁目６５－１

3372 平成26年9月9日 平成31年9月9日 株式会社　ホンダ産業 中澤　正美 茨城県稲敷郡阿見町大字星の里５番地２

3373 平成26年9月9日 平成31年9月9日 有限会社　ハタヤ 吉川　眞五 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府１２１－１

3374 平成26年9月9日 平成31年9月9日 松本　卓也 アド・マツモト 東京都大田区西糀谷３－７－２１－７

3375 平成26年9月9日 平成31年9月9日
株式会社　ＳＴＹＬＥ　ＦＩ
Ｘ

玉井　顕 東京都江戸川区本一色一丁目２１番１号

3376 平成26年9月9日 平成31年9月9日 有限会社　協伸工芸 佐藤　正隆 東京都江東区森下五丁目１２番２号

3377 平成26年9月9日 平成31年9月9日 株式会社　ｖｉｖｏｒａ 徳山　憲成 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目５番３号

3378 平成26年9月9日 平成31年9月9日
株式会社　ウイングブ
レイド

仲村　裕介 東京都足立区伊興１－１－１５

3379 平成26年9月9日 平成31年9月9日 株式会社　アイナフ 福井　稔 東京都文京区本郷１－２５－３
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3380 平成26年9月9日 平成31年9月9日
ライトスタイル株式会
社

池澤　千草
神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町２８６番地
１

3381 平成26年9月9日 平成31年9月9日
ジェイシー協力事業株
式会社

郭　海鷹 東京都豊島区南池袋二丁目２３番３号

3382 平成26年9月9日 平成31年9月9日
有限会社テイクデザイ
ンスタジオ

富澤　裕幸 東京都文京区関口一丁目８番６号

3383 平成26年9月9日 平成31年9月9日 有限会社　ムサシ巧芸 杉本　鉱司 東京都品川区小山二丁目８番１２号

3384 平成26年9月9日 平成31年9月9日 株式会社　コットン 大友　友希代 東京都港区芝大門一丁目１番３３号

3385 平成26年9月9日 平成31年9月9日 株式会社　ブランコ 保坂　哲朗 東京都渋谷区恵比寿一丁目１５番１号

3386 平成26年9月9日 平成31年9月9日
株式会社　第一弘報
社

菊田　健 東京都港区西新橋一丁目６番１１号

3387 平成26年9月9日 平成31年9月9日
株式会社　相建コーポ
レーション

鄭　文学 東京都足立区佐野二丁目３５番１０号

3388 平成26年9月9日 平成31年9月9日 株式会社　リクシード 神場　浩幸 東京都中央区銀座七丁目１７番１２号

3389 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　アドサイン 佐藤　有樹 東京都立川市若葉町三丁目５４番地の３

3390 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　スター商事 藤江　孝次 東京都台東区浅草４－３０－３第二藤沢ビル

3391 平成26年10月10日 平成31年10月10日
ディーピーアイ株式会
社

松浦　佑樹 東京都新宿区四谷四丁目３番２９号

3392 平成26年10月10日 平成31年10月10日 有限会社　美瑛 畦原　徹也 神奈川県厚木市三田３１８４番３

3393 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　エイル 鈴木　篤也 東京都台東区東上野２－２－１

3394 平成26年10月10日 平成31年10月10日
有限会社　石田　整備
堂

石田　誠 千葉県市原市市原２６５番地

3395 平成26年10月10日 平成31年10月10日
株式会社　エムケー
ユー

舘　昌朋
福島県南相馬市原町区桜井町一丁目１４２番
地

3396 平成26年10月10日 平成31年10月10日 有限会社　キララ 鈴木　春誠 埼玉県戸田市氷川町１－２－２３

3397 平成26年10月10日 平成31年10月10日 有限会社　ケイ・テック 小山　竜司 東京都足立区千住緑町一丁目１５番１号

3398 平成26年10月10日 平成31年10月10日
株式会社　イーアイ
ティー

恒﨑　賢仁 東京都文京区関口一丁目２０番１０号

3399 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　イトー工芸 伊藤　菊三郎 東京都板橋区成増四丁目２５番１７号

3400 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　ティ・ハーツ 田中　久志 福岡県大野城市御笠川一丁目３番１５号
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3401 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　クレア 兼光　謙次 東京都台東区東上野１－６－７

3402 平成26年10月10日 平成31年10月10日
有限会社　ユタカ株式
会社

戸田　八郎 東京都品川区東大井一丁目１５番１０号

3403 平成26年10月10日 平成31年10月10日
ＪＥＳＣＯ　ＴＭＣ株式会
社

古手川　太一 東京都板橋区小茂根４－２５－６

3404 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　ハートス 前田　　征道 大阪府大阪市中央区高津三丁目８番２９号

3405 平成26年10月10日 平成31年10月10日
株式会社　五木エイジ
エンシー

神代　憲生 大阪市中央区南船場二丁目６番１０号

3406 平成26年10月10日 平成31年10月10日
株式会社　Ｓ．Ｐ．ＣＯ
Ｍ

小向　力 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷２－８－４６

3407 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　グッドエス 大江　徹郎 千葉県柏市北柏一丁目１番地１６

3408 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　アイザック 齋藤　友己
東京都千代田区神田東松下町２８番地エクセ
ル神田４階

3409 平成26年10月10日 平成31年10月10日
アーバンデザインスタ
ジオ合同会社

三谷　八寿子 東京都練馬区石神井町２－１３－１５－４０１

3410 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　Ａ＆Ｅ 福永　剛士 東京都福生市加美平一丁目６番地１７

3411 平成26年10月10日 平成31年10月10日 株式会社　新菱電機 斧　雄二郎 東京都港区芝二丁目３１番１５号

3412 平成26年10月10日 平成31年10月10日
株式会社　ビスタネク
スト

影山　真人
神奈川県相模原市南区上鶴間本町七丁目２
８番３０－６０２号

3413 平成26年10月10日 平成31年10月10日
株式会社　フェザン
レーヴ

浅野　透 東京都中央区築地二丁目４番２号

3414 平成26年10月10日 平成31年10月10日
株式会社　リンクコー
ポレーション

山口　寛 東京都江戸川区船堀５－６－２３

3415 平成26年11月10日 平成31年11月10日 株式会社　アイテック 一ノ瀬　啓介 東京都新宿区二十騎町２番２号

3416 平成26年11月10日 平成31年11月10日
株式会社　ジェイアー
ト

甲斐　奈美 東京都調布市深大寺東町五丁目１０番地２

3417 平成26年11月10日 平成31年11月10日
トータルサインリード株
式会社

前田　正美 栃木県宇都宮市柳田町５９６番地５

3418 平成26年11月10日 平成31年11月10日 株式会社　ポスト・ワン 中村　清 東京都文京区本駒込二丁目１番４号

3419 平成26年11月10日 平成31年11月10日
株式会社　中京アドサ
イン

太田　浩太郎 愛知県名古屋市熱田区桜田町１７番１０号

3420 平成26年11月10日 平成31年11月10日
株式会社　アサヒエー
ジェンシー

梁瀬　暢彦 長崎県佐世保市桑木場町３３０番地

3421 平成26年11月10日 平成31年11月10日 株式会社　宝来社 小泉　稔 富山県富山市南央町３番２８
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3422 平成26年11月10日 平成31年11月10日
株式会社　フォーシー
ズン

小堀　重雄 東京都渋谷区恵比寿西１丁目２番７号

3423 平成26年11月10日 平成31年11月10日
株式会社　スタンダー
ド通信社

猪俣　延吉 東京都港区北青山２－１０－２２

3424 平成26年11月10日 平成31年11月10日 株式会社　アドシップ 南木　良太 千葉県習志野市藤崎一丁目１番１号

3425 平成26年11月10日 平成31年11月10日
有限会社　キタミ看板
店

北見　　保宏 千葉県船橋市東町７２３番地

3426 平成26年11月10日 平成31年11月10日
株式会社　エーディー
エス

大竹　宏 東京都練馬区豊玉北５－３２－１２－３０１

3427 平成26年11月10日 平成31年11月10日 株式会社　トミザワ 富沢　博 東京都江戸川区東葛西六丁目４７番１６号

3428 平成26年11月10日 平成31年11月10日 株式会社　クローバー 本勝　哲也 埼玉県さいたま市見沼区大字笹丸４４－１

3429 平成26年11月10日 平成31年11月10日
株式会社株式会社
アーコスト・コーポレー

浅井　恒宏 東京都千代田区神田小川町２－４－１６

3430 平成26年11月10日 平成31年11月10日
有限会社　東京パテン
ト機器

菊池　幸夫 東京都葛飾区立石５－１５－１０

3431 平成26年11月10日 平成31年11月10日 株式会社　天洋工芸 佐賀　憲彦 栃木県宇都宮市川田町８３５番地

3432 平成26年12月9日 平成31年12月9日 株式会社　コスモ企画 福島　功
東京都多摩市和田２０１５番地の４聖蹟桜ヶ丘
和田ハウスW１０２

3433 平成26年12月9日 平成31年12月9日 株式会社　緑　建 小林　利之 神奈川県横浜市緑区いぶき野４３－５

3434 平成26年12月9日 平成31年12月9日 株式会社　ココロ 山田　敦也 東京都羽村市神明台四丁目９番１号

3435 平成26年12月9日 平成31年12月9日 株式会社　オール 小林　由明
東京都港区浜松町１－２２－５浜松町センター
ビル１階

3436 平成26年12月9日 平成31年12月9日 関　啓介 トニークラフト 東京都墨田区千歳１－１－１１－１０３

3437 平成26年12月9日 平成31年12月9日 トライニクス株式会社 中谷　里志 神奈川県横浜市泉区上飯田町１９６７－１８

3438 平成26年12月9日 平成31年12月9日 有限会社　ハーツ 児玉　洋明 東京都足立区千住緑町二丁目１８番１５号

3439 平成26年12月9日 平成31年12月9日
株式会社　アドユニオ
ン

二村　大介 岐阜県大垣市本今三丁目２００番地

3440 平成26年12月9日 平成31年12月9日 富士ソフト株式会社 坂下　智保 神奈川県横浜市中区桜木町１－１

3441 平成26年12月9日 平成31年12月9日
有限会社　ヨネザワ企
画

米澤　勝利 東京都千代田区岩本町２－１５－１８

3442 平成26年12月9日 平成31年12月9日 坂本装備有限会社 坂本　剛史 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町２９９番地
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3443 平成26年12月9日 平成31年12月9日
アールフォース株式会
社

福島　亮介 東京都練馬区桜台２－３６－７

3444 平成26年12月9日 平成31年12月9日
株式会社　ガイドポー
スト

稲垣　成也 埼玉県東松山市上野本３７８

3445 平成26年12月9日 平成31年12月9日
株式会社　ジェイトリ
ム・ジャパン

谷内　正 東京都小平市小川町１－３８６－１１

3446 平成26年12月9日 平成31年12月9日
株式会社　エヌケイプ
ランニング

澤田　正尾 東京都八王子市元横山町二丁目６番３号

3447 平成26年12月9日 平成31年12月9日
有限会社　ワールド
シート

大橋　伸夫 東京都武蔵村山市学園４－１７－９

3448 平成26年12月9日 平成31年12月9日 株式会社　北信工芸 増田　和治 東京都足立区舎人一丁目４番９号

3449 平成27年1月9日 平成32年1月9日
株式会社　Dental　Ｓ
ign

原　裕司 東京都町田市金森東１－１５－７

3450 平成27年1月9日 平成32年1月9日 井出　泰英 神奈川県横浜市泉区和泉町７４８－２

3451 平成27年1月9日 平成32年1月9日 株式会社　オークレイ 廣瀬　武史 京都府木津川市木津川台七丁目１１番地１

3452 平成27年1月9日 平成32年1月9日 鹿島建設株式会社 押見　至一 港区元赤坂１－３－１

3453 平成27年2月10日 平成32年2月10日 金谷　久志 サザンクロス 東京都文京区本駒込５－２７－１１

3454 平成27年2月10日 平成32年2月10日
株式会社　サインズス
クエア

朝倉　広二 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１９番８号

3455 平成27年2月10日 平成32年2月10日 有限会社　藤原工芸 藤原　伸夫 大阪府和泉市万町９４４番地

3456 平成27年2月10日 平成32年2月10日 荒木　洋
東京都台東区柳橋一丁目２番１１号エース柳
橋５０２号

3457 平成27年2月10日 平成32年2月10日 株式会社　サイン 宮下　竜也 東京都江戸川区南小岩四丁目５番２９号

3458 平成27年2月10日 平成32年2月10日
株式会社　サイネージ
ワークス

千住　晃夫 東京都日野市日野本町五丁目８番地１４

3459 平成27年2月10日 平成32年2月10日
ゴーイングファクトリー
株式会社

速水　一成 栃木県小山市立木１４１０

3460 平成27年2月10日 平成32年2月10日 油井　栄壱
Ｙ’ｚ　Ｆａｃｔｏｒ
ｙ

東京都台東区台東２丁目３２番４号

3461 平成27年2月10日 平成32年2月10日 菅谷　文彦
ウインザスデ
ザインスタジ

東京都練馬区北町８－３７－３－３０１

3462 平成27年2月10日 平成32年2月10日
株式会社　ミューズク
リエイト

相庭　直行 東京都渋谷区恵比寿一丁目１３番１０号

3463 平成27年3月10日 平成32年3月10日 田熊　泰行 埼玉県新座市野寺２－７－２６
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3464 平成27年3月10日 平成32年3月10日 株式会社　ＳＰＥＣ 竹林　学
東京都新宿区西新宿七丁目３番10号２１山京
ビル７０２号

3465 平成27年3月10日 平成32年3月10日
株式会社　常陽コーポ
レーション

横山　聖一
茨城県つくば市吾妻３－１８－７常陽ＭＫビル
２０１

3466 平成27年3月10日 平成32年3月10日
ケーアンドイー株式会
社

芹澤　悟 東京都新宿区津久戸町２番１号

3467 平成27年3月10日 平成32年3月10日 株式会社　マイサ 加藤　美香 福岡県福岡市博多区金の隈１－３３－２３

3468 平成27年3月10日 平成32年3月10日
有限会社　サトウプラ
スチック

佐藤　徹 東京都豊島区池袋３－３２－４

3469 平成27年3月10日 平成32年3月10日 株式会社　万兵衛 杉浦　宏 東京都台東区雷門１－７－５－７０２号

3470 平成27年3月10日 平成32年3月10日 株式会社　松匠 松谷　俊宏 長崎県長崎市平瀬町９０－２

3471 平成27年3月10日 平成32年3月10日 有限会社　コタキテント 小瀧　祐介 東京都北区堀船二丁目１４番２１号

3472 平成27年3月10日 平成32年3月10日
有限会社　サン美術工
芸

小松　弘定 神奈川県横浜市港南区日野南２－２１－１８

3473 平成27年3月10日 平成32年3月10日 ＲＡＳＴＡ東京株式会社 杉浦　宏
東京都台東区松が谷２－３－２　土屋ＴＨビル
５０３

3474 平成27年3月10日 平成32年3月10日 株式会社　アイレス 柿花　勝
大阪府大阪市住之江区新北島三丁目４番４
号

3475 平成27年3月10日 平成32年3月10日 株式会社　興進電化 神﨑　祐樹 東京都江東区青海４－４－１１

3476 平成27年3月10日 平成32年3月10日
株式会社　ライフサ
ポートテクニカ

手塚　幸広 東京都大田区西六郷４－２－１２－２０３

3477 平成27年3月10日 平成32年3月10日 大都有限会社 竹部　昭人 福岡県大野城市山田二丁目１４番１号

3478 平成27年3月10日 平成32年3月10日
株式会社株式会社
平成エンタープライズ

田倉　貴弥 埼玉県富士見市東みずほ台１－４－５－２０２

3479 平成27年3月10日 平成32年3月10日
株式会社　ＪＴＢアセッ
トマネジメント

大八木　隆男 東京都豊島区南池袋二丁目４３番１９号

3480 平成27年4月9日 平成32年4月9日
リガロジャパン株式会
社

塩澤　厚
東京都品川区戸越５－４－３　アズ品川ビル４
階

3481 平成27年4月9日 平成32年4月9日
サンコーテック株式会
社

平尾　道夫 大阪府豊中市曽根西町１－９－３－４０１

3482 平成27年4月9日 平成32年4月9日 株式会社　ＥＳＰ 神主　英弘 神奈川県相模原市緑区城山一丁目４番３０号

3483 平成27年4月9日 平成32年4月9日 有限会社　富士工房 藤原　龍馬
神奈川県川崎市川崎区富士見二丁目５番１４
号

3484 平成27年4月9日 平成32年4月9日
株式会社　ＮＥＭＯ　Ｄ
ＥＳＩＧＮ　ＢＡＮＫ

宋　龍珠
東京都新宿区北新宿１－８－１０　新宿司法
書士会館１０１
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3485 平成27年4月9日 平成32年4月9日 株式会社　ＲＡＳＴＡQ 中野　眞佐志 福岡県大野城市栄町二丁目３番１０号

3486 平成27年4月9日 平成32年4月9日 有限会社　ＫＴユナイト 宮脇　幸二 埼玉県和光市下新倉４－２５－２

3487 平成27年4月9日 平成32年4月9日 尾髙　健永 彩広社 埼玉県児玉郡美里町大字関１７番地４

3488 平成27年4月9日 平成32年4月9日 マイ・パーク株式会社 佐藤　宏行
東京都足立区谷中二丁目９番７号北綾瀬ビル
３階

3489 平成27年4月9日 平成32年4月9日 株式会社　川越サイン 川越　洋一
神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘１－１９
－１

3490 平成27年4月9日 平成32年4月9日
株式会社　毎日映像
音響システム

溝口　功 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目４番９号

3491 平成27年4月9日 平成32年4月9日 浦邊　博 ウラベ工芸 東京都八王子市宇津貫町１４３５

3492 平成27年4月9日 平成32年4月9日
株式会社　アルストロ
メリア

高橋　翔 福島県郡山市日和田町高倉字梅沢道５番地

3493 平成27年4月9日 平成32年4月9日
株式会社　富士広告
社

中山　雅文 東京都日野市豊田二丁目４１番地１

3494 平成27年4月9日 平成32年4月9日 怡土　世治
サインズクラ
フト

東京都練馬区大泉学園町８－２－１９－２０４

3495 平成27年4月9日 平成32年4月9日 株式会社　Ｉ＆Ｃ 能勢　大樹 京都市下京区桝屋町４６０－４Ｆ

3496 平成27年4月9日 平成32年4月9日 株式会社　テイク 竹島　延浩 東京都新宿区高田馬場１－３２－１０

3497 平成27年4月9日 平成32年4月9日 株式会社　桃太郎 笠谷　清子 大阪府大阪市中央区難波千日前７－１２

3498 平成27年4月9日 平成32年4月9日 株式会社　トライフィン 明石　宣彦 東京都渋谷区桜丘町８－１９－３０２

3499 平成27年4月9日 平成32年4月9日
株式会社　マックウィン
クリエイト

勝俣　祥臣 東京都港区六本木六丁目８番１０号

3500 平成27年4月9日 平成32年4月9日 山口　幸男 東京都江戸川区鹿骨１－５９－１２－３０８

3501 平成27年5月11日 平成32年5月11日 株式会社　サン・アド 並木　加代子 東京都豊島区南池袋１－１３－１５－３０３号

3502 平成27年5月11日 平成32年5月11日
有限会社　中川看板
店

進藤　一次 東京都中野区南台二丁目２４番１４号

3503 平成27年5月11日 平成32年5月11日
スカイサインサービス
株式会社

内野　英幸 埼玉県入間市豊岡二丁目３番４７号

3504 平成27年5月11日 平成32年5月11日 田﨑　政男 神奈川県平塚市桃浜町１５番２５号

3505 平成27年5月11日 平成32年5月11日 有限会社　大門堂 三澤　孝志 千葉県市川市八幡三丁目１番１８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

3506 平成27年5月11日 平成32年5月11日 タクト工芸株式会社 坂本　茂紀 東京都東久留米市中央町３－１３－１２

3507 平成27年5月11日 平成32年5月11日
株式会社　ザイマック
スアルファ

吉本　健二 東京都中央区築地一丁目１３番１０号

3508 平成27年5月11日 平成32年5月11日 佐藤　一成
あいず・わー
くす

神奈川県横浜市泉区上飯田町１８１８－６

3509 平成27年5月11日 平成32年5月11日
株式会社イーストグラ
フィックス

渋谷　三千雄 東京都江東区枝川１－１０－１９

3510 平成27年5月11日 平成32年5月11日
株式会社　スタジオム
ンド

三輪　悦子 東京都江戸川区東葛西二丁目７番１２号

3511 平成27年5月11日 平成32年5月11日 有限会社　リベット 平島　伸太郎 埼玉県志木市中宗岡３－１１－２３

3512 平成27年6月9日 平成32年6月9日 有限会社　斉須工芸 斉須　啓一郎 東京都板橋区徳丸６－３０－１２

3513 平成27年6月9日 平成32年6月9日
株式会社　ｂｒain
works

貝塚　幹人 東京都足立区伊興本町１－１3-5-704

3514 平成27年6月9日 平成32年6月9日 株式会社　ジスコ 酒井　昭和
千葉県千葉市中央区中央３－９－９エレル千
葉中央ビル５Ｆ

3515 平成27年6月9日 平成32年6月9日 株式会社　ディアス 小林　健司 東京都中央区日本橋人形町二丁目１番９号

3516 平成27年6月9日 平成32年6月9日 宮地　俊
アド・センター
宮地

東京都練馬区光が丘６丁目１番４－２０９号

3517 平成27年6月9日 平成32年6月9日
有限会社　共立アドス
タジオ

中澤　信一 埼玉県川口市東川口四丁目２４番３号

3518 平成27年6月9日 平成32年6月9日
株式会社　スイムクリ
エイト

井上　幸世
東京都新宿区西五軒町6番5号石井飯田橋ビ
ル１Ｆ

3519 平成27年6月9日 平成32年6月9日 株式会社　ブリッジ 土屋　敏洋 神奈川県平塚市岡崎５８３９番地

3520 平成27年6月9日 平成32年6月9日 株式会社　キャトル 杉中　宏幸
東京都港区虎ノ門４－１－２１葺手第２ビル１
Ｆ

3521 平成27年6月9日 平成32年6月9日 株式会社　サンエース 平城　成留 東京都足立区舎人５－１７－９

3522 平成27年6月9日 平成32年6月9日 有限会社　プラップ 木村　明 茨城県水戸市河和田町４１６３－２

3523 平成27年6月9日 平成32年6月9日
株式会社　Ｐｌａｎ　ｔｏ
Ｃｒｅａｔｅ

滝口　淳 神奈川県川崎市麻生区白鳥三丁目８番７号

3524 平成27年7月9日 平成32年7月9日 株式会社　ダイン 遠藤　眞吾 東京都福生市大字福生８９９番地１０

3525 平成27年7月9日 平成32年7月9日
株式会社　レモンピー
ルプラス

矢口　勉 東京都台東区台東一丁目２４番９号

3526 平成27年7月9日 平成32年7月9日 株式会社　ＥＩＴＥ 服部　仁志 東京都渋谷区代々木四丁目９番５－３０８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

3527 平成27年7月9日 平成32年7月9日
日本ユーザック株式会
社

湯淺　訓行 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２－７－２０

3528 平成27年7月9日 平成32年7月9日
株式会社　大広メディ
アックス

弓削　雅利 大阪府大阪市中央区今橋二丁目４番１０号

3529 平成27年7月9日 平成32年7月9日
株式会社　アドブレイ
ン

平井　寛雅 神奈川県横浜市南区宮元町三丁目４４番地

3530 平成27年7月9日 平成32年7月9日 株式会社　ユキ工房 古川　幸子 富山県富山市婦中町下轡田１６１－３

3531 平成27年7月9日 平成32年7月9日
有限会社　ハートラン
ドプロジェクト

伊藤　博通 東京都新宿区余丁町１４－５

3532 平成27年7月9日 平成32年7月9日
株式会社フロースタイ
ル

浅井　義則 神奈川県藤沢市片瀬４－２－２

3533 平成27年7月9日 平成32年7月9日 宇津木　久 茨城県つくば市酒丸７２

3534 平成27年7月9日 平成32年7月9日 有限会社　ヒロセ工房 廣瀬　景 山梨県富士吉田市下吉田東４ー１６－２５

3535 平成27年7月9日 平成32年7月9日 株式会社　アヤベル 綾部　卓
神奈川県横浜市磯子区滝頭二丁目１９番１２
号

3536 平成27年7月9日 平成32年7月9日
有限会社　富士広告
社

原田　二朗 千葉県習志野市東習志野８－３１－４

3537 平成27年7月9日 平成32年7月9日
スリーエムジャパン株
式会社

デニース・ラザフォード 東京都品川区北品川六丁目７番２９号

3538 平成27年7月9日 平成32年7月9日
全日空モーターサービ
ス株式会社

島田　清明 東京都大田区羽田空港三丁目５番６号

3539 平成27年8月7日 平成32年8月6日 株式会社　マリカー 山崎　雄介 東京都品川区北品川一丁目２３番１５号

3540 平成27年8月7日 平成32年8月6日
株式会社　エー・ティー
シー

関澤　雅之
愛知県名古屋市中村区城屋敷町四丁目５１
番地の１

3541 平成27年8月7日 平成32年8月6日
株式会社　アルファー
センス

山田　朋之 東京都練馬区高松二丁目２５番３号

3542 平成27年8月7日 平成32年8月6日 株式会社　エシック 城越　博 埼玉県川口市東領家２－２３－８

3543 平成27年8月7日 平成32年8月6日
株式会社　ザクテクノ
サービス

北村　圭一 東京都千代田区永田町二丁目４番２号

3544 平成27年8月7日 平成32年8月6日
有限会社　エム・イー
サイン

岡安　学 東京都足立区平野一丁目２６番１７号

3545 平成27年8月7日 平成32年8月6日
三菱重工交通機器エ
ンジニアリング株式会

坂本　一秀 広島県三原市糸崎南一丁目１番１号

3546 平成27年8月7日 平成32年8月6日 戸塚　哲也 静岡県静岡市駿河区有明町１１番７号

3547 平成27年8月7日 平成32年8月6日 株式会社　サイズ 元梅　成仁 新潟県新潟市江南区茗荷谷６８
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3548 平成27年8月7日 平成32年8月6日
有限会社　コーディア
ルズ

伊賀　邦夫 埼玉県八潮市大字鶴ケ曽根８６４－１６

3549 平成27年8月7日 平成32年8月6日
株式会社　ザイマック
スファシリティズ

東浦　定宏 東京都港区赤坂一丁目１番１号

3550 平成27年8月7日 平成32年8月6日 株式会社　ＲＧＢ 服部　孝志 神奈川県三浦市南下浦町金田１９４３番地２

3551 平成27年8月7日 平成32年8月6日 有限会社　ミナミ工芸 南　成吉 大阪府大阪市旭区新森三丁目５番１号

3552 平成27年8月7日 平成32年8月6日
株式会社　プレジャー
ポケット

青木　栄明 埼玉県草加市栄町２－２－１２－８０１

3553 平成27年9月10日 平成32年9月9日 株式会社　斗木組 佐々木　啓 埼玉県鶴ヶ島市大字中新田１００番地１

3554 平成27年9月10日 平成32年9月9日
株式会社　日本エアリ
ア

早坂　幸雄
東京都中央区日本橋室町二丁目５番８号パン
テオン日本橋１１０１

3555 平成27年9月10日 平成32年9月9日
株式会社　メトロアド
エージェンシー

肥後　謙一 東京都港区西新橋一丁目６番２１号

3556 平成27年9月10日 平成32年9月9日
ＪＦＥビジネスサポート
横浜株式会社

上原　正明 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地

3557 平成27年9月10日 平成32年9月9日 株式会社　たつみ工芸 宮田　和彦
茨城県猿島郡五霞町大字川妻字西外裏１２６
８

3558 平成27年9月10日 平成32年9月9日 株式会社　ワイズ 菊嶋　哲
大阪府大阪市淀川区新北野１－１０－３－１０
０９

3559 平成27年9月10日 平成32年9月9日
株式会社　エムアンド
エムワークス

馬渕　智彦 岐阜県岐阜市茜部新所三丁目３５番地１

3560 平成27年9月10日 平成32年9月9日 ルーデンス株式会社 石渡　裕
神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番
１号

3561 平成27年9月10日 平成32年9月9日 小笠原　清宝
ライノコード
ワークス

東京都荒川区西尾久１－３２－４

3562 平成27年9月10日 平成32年9月9日 長岡　弘樹
コレカ・トータ
ルデザインク

東京都町田市成瀬台４－２２－１８

3563 平成27年9月10日 平成32年9月9日 株式会社　ステージ 松本　義一 東京都豊島区高松１－１－１１

3564 平成27年9月10日 平成32年9月9日 有限会社　サーチ 常田　修治
東京都立川市錦町一丁目４－２０ＴＳＣビル２
Ｆ

3565 平成27年9月10日 平成32年9月9日 トピー実業株式会社 黒田　郁夫 東京都品川区大崎一丁目２番２号

3566 平成27年10月13日 平成32年10月12日 飯島　洋平
ビッグイー
ジー

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

3567 平成27年10月13日 平成32年10月12日
株式会社　ホーム・サ
イン

谷山　宏行 埼玉県上尾市畔吉１３１８－６

3568 平成27年10月13日 平成32年10月12日
株式会社　アップワー
ド

髙橋　馨 東京都板橋区大山金井町１６－７
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3569 平成27年10月13日 平成32年10月12日 黒沼　映二 世田谷工房 東京都三鷹市北野４－９－３　セレーノＣ２

3570 平成27年10月13日 平成32年10月12日
エス・ピー広告株式会
社

鈴木　裕之 東京都文京区後楽１－４－１４

3571 平成27年10月13日 平成32年10月12日 セキグチ工芸 関口　和彦 埼玉県熊谷市曙町４－３２

3572 平成27年10月13日 平成32年10月12日
株式会社　レタリング・
アイ

井出　賢一 埼玉県桶川市北１－２２－２３

3573 平成27年10月13日 平成32年10月12日 株式会社　ラックランド 望月　圭一郎 東京都新宿区西新宿三丁目１８番２０号

3574 平成27年10月13日 平成32年10月12日 第一園芸　株式会社 植草　慶一 東京都品川区勝島一丁目５番２１号

3575 平成27年10月13日 平成32年10月12日 株式会社　八洲 假屋　博志 兵庫県尼崎市東本町一丁目７１番地９

3576 平成27年10月13日 平成32年10月12日 川邉　晴美
あづま工芸
社

神奈川県横浜市都筑区東山田町８０１－１０３

3577 平成27年10月13日 平成32年10月12日
日本空港テクノ株式会
社

森岡　洋一 東京都大田区羽田空港三丁目３番２号

3578 平成27年10月13日 平成32年10月12日
株式会社　コンセル
ジュ

高橋　幸男 東京都品川区平塚二丁目１番１６号

3579 平成27年10月13日 平成32年10月12日
株式会社　ＹＳＧプロ
モーション

山﨑　智恵 東京都豊島区上池袋１－３９－１０－１２０２

3580 平成27年10月21日 平成32年10月20日
株式会社　リックオオ
サカ

神吉　博 兵庫県三木市緑が丘町中二丁目１番地の３１

3581 平成27年11月10日 平成32年11月9日
有限会社　エムティー
サイン工房

山村　鉄太郎 埼玉県川口市西青木２－１５－２６－１００５

3582 平成27年11月10日 平成32年11月9日
株式会社　五光宇都
宮店

木内　久生 栃木県宇都宮市馬場通り一丁目１番９号

3583 平成27年11月10日 平成32年11月9日
エス・アイ・ファクトリー
株式会社

芝　秀昭 東京都江東区永代二丁目２２番５号

3584 平成27年11月10日 平成32年11月9日 株式会社　ネオディア 本多　敏裕 神奈川県横浜市都筑区折本町２２４番地

3585 平成27年11月10日 平成32年11月9日
東京美装興業株式会
社

八木　秀紀 東京都新宿区西新宿６－２４－１

3586 平成27年11月10日 平成32年11月9日
株式会社　モモカンパ
ニー

林　弘美 兵庫県西宮市上ケ原七番町２－６０

3587 平成27年11月10日 平成32年11月9日
有限会社　クロスリン
ク

神谷　光哉
兵庫県神戸市長田区御船通四丁目１番地の
４

3588 平成27年11月10日 平成32年11月9日 スカイ・アド株式会社 廣部　貴之 東京都江戸川区西葛西七丁目２８番５号

3589 平成27年11月10日 平成32年11月9日 株式会社　Ｒegalo 岡﨑　隆行 東京都港区高輪三丁目１２番９号
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3590 平成27年11月10日 平成32年11月9日 ミューカ株式会社 大塚　省伍
東京都世田谷区太子堂四丁目４番２－３０３
号

3591 平成27年11月10日 平成32年11月9日 株式会社　ニック 山田　弘 東京都豊島区東池袋二丁目４５番９号

3592 平成27年11月10日 平成32年11月9日
有限会社　あみ花工芸
企画

山村　龍生 東京都府中市是政六丁目２２番地２４

3593 平成27年11月10日 平成32年11月9日
有限会社　トリムデザ
イン

影山　智 千葉県富里市中沢308番地の３９

3594 平成27年11月10日 平成32年11月9日
環境システム開発株
式会社

加藤　淳子
東京都港区北青山３－６－７　青山パラシオタ
ワー１１Ｆ

3595 平成27年12月10日 平成32年12月9日 株式会社　ラ・メール 谷本　敏彦
京都府京都市下京区五条通室町西入る東錺
屋町１７１番地

3596 平成27年12月10日 平成32年12月9日 大江戸広業株式会社 浦田　大介 東京都墨田区江東橋二丁目１２番８号

3597 平成27年12月10日 平成32年12月9日 株式会社　ＣｏＣｏ　Ａｒｔ 北得　久美代 大阪府堺市堺区少林寺町西一丁目１番８号

3598 平成27年12月10日 平成32年12月9日
株式会社　晃新製作
所

星野　耕一 埼玉県川口市榛松１６１５－１

3599 平成27年12月10日 平成32年12月9日 株式会社　由宇企画 小関　義隆
東京都西東京市田無町三丁目９番７－１０２
号

3600 平成27年12月10日 平成32年12月9日 株式会社　富士工房 藤原　龍馬
神奈川県川崎市川崎区富士見二丁目５番１４
号

3601 平成27年12月10日 平成32年12月9日
有限会社　スターシス
テム

山本　昌之 神奈川県横浜市西区南軽井沢１７－６

3602 平成27年12月10日 平成32年12月9日
株式会社　ゼネラルプ
ロモート

新川　博之 神奈川県横浜市中区相生町６－１０４－２

3603 平成27年12月10日 平成32年12月9日 株式会社　保安企画 渡辺　勉 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地

3604 平成27年12月10日 平成32年12月9日
株式会社　イソラ　・
プランニング

皿井　洋星 東京都杉並区桃井一丁目３番６号

3605 平成27年12月10日 平成32年12月9日
アドビジョンインターナ
ショナル株式会社

宇野　智 東京都新宿区水道町３－１４

3606 平成28年1月12日 平成33年1月11日 株式会社　タテヤマ 村田　偉久 東京都千代田区内神田一丁目９番８号

3607 平成28年1月12日 平成33年1月11日 株式会社　アモン 菅沼　孝之 東京都文京区目白台二丁目７番１２号

3608 平成28年1月12日 平成33年1月11日 株式会社脇プロセス 脇　宏明 東京都大田区下丸子２－１９－１１

3609 平成28年1月12日 平成33年1月11日 サインアート株式会社 杉崎　功一
神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川二丁目８
番３号

3610 平成28年1月12日 平成33年1月11日 株式会社　ネットテン 上田　貴志 大阪府大阪市住吉区千躰２－２－２４
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3611 平成28年1月12日 平成33年1月11日
株式会社　サイバー
フェイス

崎田　浩司 東京都江戸川区大杉３－３－８－１Ｆ

3612 平成28年1月12日 平成33年1月11日 山口　義光
神奈川県川崎市宮前区宮前平３－１１－２２
第２ハイツトミー２０１

3613 平成28年1月12日 平成33年1月11日 東京テアトル株式会社 太田　和宏 東京都中央区銀座１－１６－１

3614 平成28年1月12日 平成33年1月11日 株式会社　椿や 大木　信夫 埼玉県川口市新堀１０３８－１

3615 平成28年1月12日 平成33年1月11日
三井物産フォーサイト
株式会社

松田　俊哉 東京都品川区大崎１－６－１

3616 平成28年1月12日 平成33年1月11日 遠藤　近甫 精美堂広告 東京都文京区千石２－３－５

3617 平成28年1月12日 平成33年1月11日 株式会社　泉　宣宏社 戸田　光太郎 東京都荒川区西日暮里６－２２－６

3618 平成28年1月12日 平成33年1月11日 有限会社　スルガ看板 長澤　誠 神奈川県相模原市中央区上溝２５２３－２

3619 平成28年2月10日 平成33年2月9日 東京デコラ株式会社 若狭　喜政 東京都足立区梅田４－２４－１５

3620 平成28年2月10日 平成33年2月9日
有限会社　伸和プラン
ニング

野口　伸太郎 埼玉県川口市坂下町三丁目１８番２０号

3621 平成28年2月10日 平成33年2月9日
株式会社　東京タカラ
商会

辻　貢太郎 東京都豊島区東池袋３－１０－６

3622 平成28年2月10日 平成33年2月9日
株式会社　アオヤマフ
オト、アート

今泉　英樹 東京都港区南青山３－８－３６

3623 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社　ネクスコム 太田　和幸 愛知県稲沢市天池五反田町１番地

3624 平成28年2月10日 平成33年2月9日
デコラティブシステム
株式会社

鶴見　芳令 大阪府吹田市岸部南３－６－１５

3625 平成28年2月10日 平成33年2月9日
有限会社　千代田ネオ
ン

石黒　雅也 東京都板橋区栄町１９番３号

3626 平成28年2月10日 平成33年2月9日
富士フイルムイメージ
ングシステムズ株式会

西村　亨 東京都品川区西五反田３－６－３０

3627 平成28年2月10日 平成33年2月9日
株式会社　ノムラプロ
ダクツ

奥野　福三 東京都江東区新木場二丁目２番１号

3628 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社　ゼロツー 中島　次郎 東京都中央区日本橋浜町２－３０－１０

3629 平成28年2月10日 平成33年2月9日 有限会社　エムサイン 折田　雅人 東京都調布市緑ケ丘二丁目５１番地４０号

3630 平成28年2月10日 平成33年2月9日 内外建設株式会社 島田　稔 東京都中央区八丁堀二丁目２０番８号

3631 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社　ＴＯＷＡ 佐仮　利明 東京都文京区本郷３－２６－６
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3632 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社　タツフト 武智　美夫
東京都品川区西五反田二丁目７番１１号
intexビル４Ｆ

3633 平成28年2月10日 平成33年2月9日 有限会社　みどり工芸 森　幸治 東京都足立区梅田３－１８－１０

3634 平成28年2月10日 平成33年2月9日 株式会社　山陽工房 森永　栄治 岡山県倉敷市新田２３９３番地の２

3635 平成28年2月10日 平成33年2月9日
株式会社　ＩＮＴＥＲＰＲ
ＥＴ

林田　なおみ 東京都世田谷区弦巻５－２１－２３－３０１

3636 平成28年2月10日 平成33年2月9日
有限会社ハギハラ工
房

萩原　芳美 山梨県笛吹市石和町東油川３１２－２

3637 平成28年3月10日 平成33年3月9日
グロリア・アーツ株式
会社

小﨑　高義 神奈川県川崎市高津区宇奈根７３１－６

3638 平成28年3月10日 平成33年3月9日 髙橋　成一 高橋工芸
神奈川県川崎市高津区宇奈根７２１－１－５０
９

3639 平成28年3月10日 平成33年3月9日
株式会社　日東建装
社

野髙　俊彦 大阪府大阪市北区中崎西二丁目３番６号

3640 平成28年3月10日 平成33年3月9日
株式会社　ＡＲＡホー
ルディングス

松本　恒一 神奈川県相模原市緑区町屋１－８－１５

3641 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社　ビーアド 荒木　智司 東京都中央区東日本橋３－１２－１１

3642 平成28年3月10日 平成33年3月9日
ウィンデックス株式会
社

佐々木　誠一郎 神奈川県厚木市妻田東３－１０－７

3643 平成28年3月10日 平成33年3月9日 籭　英二 ニュー企画 東京都練馬区土支田４－４２－９

3644 平成28年3月10日 平成33年3月9日 高山　洋 高山看板 東京都江東区森下４－９－１４

3645 平成28年3月10日 平成33年3月9日
株式会社　東海宣伝
広告社

宮島　好子 東京都港区赤坂７－５－３４

3646 平成28年3月10日 平成33年3月9日 アドマックス株式会社 大椋　正男 東京都文京区本郷４－９－１５

3647 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社　佳友 菊地　成佳 東京都墨田区立川２－８－１０

3648 平成28年3月10日 平成33年3月9日 東信工業株式会社 松井　昭芳 東京都墨田区東墨田２－９－８

3649 平成28年3月10日 平成33年3月9日
株式会社　一心堂看
板店

飯塚　和洋 茨城県鹿嶋市平井１１２８－６０

3650 平成28年3月10日 平成33年3月9日
株式会社　ホスピタリ
ティー

小林　克次 静岡県熱海市西山町３－１

3651 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社　タカヤス 高安　信一 東京都台東区元浅草４－４－１５

3652 平成28年3月10日 平成33年3月9日 小左　裕之
埼玉県狭山市大字南入曽１０２７－１　セン
チュリーガーデン入曽４１７
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3653 平成28年3月10日 平成33年3月9日
有限会社　立川工芸
社

武田　幸浩 東京都立川市柏町二丁目９番地１号

3654 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社　アイネット 八木澤　健二 千葉県千葉市中央区富士見２－１６－４

3655 平成28年3月10日 平成33年3月9日
株式会社　アールク
ルー

萩野　泰三
東京都八王子市本町２５－１７　ＨＫ本町ビル
１階

3656 平成28年3月10日 平成33年3月9日
有限会社　サードエー
ジェンシー

川崎　康夫
神奈川県川崎市中原区下新城２－１－３５－
５０３

3657 平成28年3月10日 平成33年3月9日
株式会社　クレバー
ワークス

共田　哲 東京都台東区東上野一丁目１３番１号

3658 平成28年3月10日 平成33年3月9日 株式会社　ＲＯＯＴＳ 岩元　龍郎 東京都文京区本郷３－４１－９

3659 平成28年4月12日 平成33年4月11日
株式会社　シーウィン
グ

熊井　比呂淑 東京都羽村市小作台５－８－１２

3660 平成28年4月12日 平成33年4月11日 株式会社　八方社 内川　通洋 東京都港区新橋２－１６－１

3661 平成28年4月12日 平成33年4月11日 久田　光之 東京都昭島市昭和町３－１８－７

3662 平成28年4月12日 平成33年4月11日
フタバデザインセン
ター株式会社

須藤　秀章 埼玉県草加市氷川町２１４３－３

3663 平成28年4月12日 平成33年4月11日 株式会社　メタルテック 小澤　建二郎 千葉県四街道市大日１６６８－２１

3664 平成28年4月12日 平成33年4月11日
株式会社　ＣＯＴＡ－Ｉ
a b o

横山　昌紀
東京都台東区下谷１－５－３０グランシティ上
野４０３号室

3665 平成28年4月12日 平成33年4月11日
株式会社　総合廣告
社

大野　隆 大阪府大阪市中央区日本橋１－２１－２１

3666 平成28年4月12日 平成33年4月11日
髙橋テント・内装工業
株式会社

髙橋　正一朗 東京都大田区南馬込６－８－３

3667 平成28年4月12日 平成33年4月11日 高梨　朋彦
石井テント産
業

東京都板橋区舟渡３－２３－８　石井方

3668 平成28年4月12日 平成33年4月11日 有限会社　有明工芸 上山　光隆 東京都練馬区石神井台２－７－７

3669 平成28年4月12日 平成33年4月11日 株式会社　広告商事 田中　平八郎 大阪府大阪市中央区久太郎町１－４－８

3670 平成28年4月12日 平成33年4月11日
アーバンスクエア株式
会社

松永　富大 東京都渋谷区桜丘町４－２３

3671 平成28年5月13日 平成33年5月12日
有限会社　野火止製
作所

川上　博史 埼玉県新座市野火止３－２－４８

3672 平成28年5月13日 平成33年5月12日
株式会社首都圏タウン
サービス

小原　強 神奈川県足柄上郡中井町遠藤２４０番１４

3673 平成28年5月13日 平成33年5月12日
エム・クリエイト株式会
社

谷内田　譲
東京都港区南青山２－１８－２竹中ツインビル
Ａ館２Ｆ
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3674 平成28年5月13日 平成33年5月12日 株式会社　ミヤコ美広 渡辺　貞之
東京都千代田区神田平河町１番地　第３東ビ
ル６０１号室

3675 平成28年5月13日 平成33年5月12日
　株式会社ユナイタス・
コーポレーション

平湯　英晃
神奈川県横浜市磯子区森が丘１－３－６ラス
ターヒルズ上大岡５０１号

3676 平成28年5月13日 平成33年5月12日 株式会社　デルフィス 中井　昌幸 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地

3677 平成28年5月13日 平成33年5月12日 尾崎　裕二 アドジョイン
東京都八王子市初沢町１２８２番地３メゾン江
藤３０１号

3678 平成28年5月13日 平成33年5月12日 ノムラテクノ株式会社 髙橋　元彦 東京都江東区新木場二丁目２番１号

3679 平成28年5月13日 平成33年5月12日 有限会社　山田組 山田　秀一郎 東京都台東区根岸４－１７－１３－２０１

3680 平成28年5月13日 平成33年5月12日 有限会社　美彩 五十嵐　利春 千葉県流山市野々下二丁目４番地の１

3681 平成28年5月13日 平成33年5月12日
株式会社インター
フェースプロダクツ

上野　広一 東京都文京区湯島３－２１－４

3682 平成28年5月13日 平成33年5月12日
株式会社　電通東日
本

正呂地　英男 東京都港区新橋４－２１－３

3683 平成28年6月13日 平成33年6月12日 株式会社榎研企画 榎本　隆一 埼玉県春日部市増富４６４－６

3684 平成28年6月13日 平成33年6月12日
株式会社　深澤テック
ス

深澤　寿幸 東京都目黒区中目黒３－５－５

3685 平成28年6月13日 平成33年6月12日
株式会社　ハートライ
ズ

深澤　義教 東京都目黒区中目黒３－５－５

3686 平成28年6月13日 平成33年6月12日 株式会社電通西日本 橋本　與志斗 大阪府大阪市北区堂島２－３－５

3687 平成28年6月13日 平成33年6月12日
株式会社　エースサイ
ン

米丸　雄路 埼玉県川越市古谷上５５９９－２

3688 平成28年6月13日 平成33年6月12日 株式会社　ユニコー 増田　正敏
埼玉県さいたま市浦和区前地３－５－１８－１
０１

3689 平成28年6月13日 平成33年6月12日 株式会社　アテナ工芸 福田　隆志郎 群馬県桐生市菱町１－４７０

3690 平成28年6月13日 平成33年6月12日 山野　太朗 atto 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東６－１－２２

3691 平成28年6月13日 平成33年6月12日
株式会社　エムアンド
エム

下田　雅敏 東京都世田谷区深沢５－２－１９

3692 平成28年6月13日 平成33年6月12日 平林シート株式会社 平林　忠人
愛知県知多郡東浦町大字緒川字下汐田１８
－１

3693 平成28年6月13日 平成33年6月12日 デンドウ工芸 田頭　寛幸 埼玉県入間市大字寺竹７１１－６

3694 平成28年6月13日 平成33年6月12日 小島　秀世
コジマワーク
ス

東京都板橋区向原２－８－１０
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3695 平成28年6月13日 平成33年6月12日 株式会社　　　禅 上谷　智雄
東京都港区西麻布３－１－２５　金谷ホテルマ
ンション２０１号室

3696 平成28年6月13日 平成33年6月12日 有限会社　ミウマ工芸 帯川　竜也 埼玉県八潮市大曽根１２１０－１

3697 平成28年7月12日 平成33年7月11日 株式会社　ソロ 木村　純一 神奈川県横浜市都筑区南山田町４０６７番地

3698 平成28年7月12日 平成33年7月11日
ファクトリーマオ株式会
社

伊藤　択磨 神奈川県厚木市上落合６９４番地２

3699 平成28年7月12日 平成33年7月11日 有限会社五十嵐工芸 五十嵐　勇二 東京都豊島区要町２－４－１１

3700 平成28年7月12日 平成33年7月11日 神保　研治
ジェイ・プラン
ト

神奈川県小田原市東町１－２５－７

3701 平成28年7月12日 平成33年7月11日 株式会社　サンヤマト 西浦　秀哉 京都府京都市南区久世東土川町２０番地

3702 平成28年7月12日 平成33年7月11日
株式会社　オーク　・イ
ンテリジェンス

檜山　俊夫 千葉県千葉市中央区稲荷町１－９－６６

3703 平成28年7月12日 平成33年7月11日 株式会社　彩ユニオン 澤井　和興 京都府京都市南区吉祥院西浦町４３番地

3704 平成28年7月12日 平成33年7月11日 株式会社創和巧芸 山下　龍弐 大阪府堺市中区八田北町１０－９２

3705 平成28年7月12日 平成33年7月11日 精工電機株式会社 中島　芳博 東京都大田区中央四丁目３０番２号

3706 平成28年7月12日 平成33年7月11日 有限会社　山崎電光 山崎　光壽 東京都世田谷区深沢６－２１－２１

3707 平成28年7月12日 平成33年7月11日
株式会社　東宝映像
美術

塚田　泰浩 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号

3708 平成28年7月12日 平成33年7月11日
有限会社　ナカバチ工
房

中鉢　利雄 東京都江戸川区北小岩４－３６－１

3709 平成28年7月12日 平成33年7月11日 株式会社　シモダ 下田　裕治 東京都江東区森下３－８－１１

3710 平成28年8月12日 平成33年8月11日
株式会社　サクセスヤ
マモト

山本　欽也 栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-44-4

3711 平成28年8月12日 平成33年8月11日 加藤　清
アートカンパ
ニー加藤工

東京都東村山市富士見町３－９－６５

3712 平成28年8月12日 平成33年8月11日 株式会社　ハダ工芸社 波田　英次 福岡県福岡市城南区田島五丁目２番１７号

3713 平成28年8月12日 平成33年8月11日 東横電設株式会社 関根　英之 東京都目黒区中根２－８－１

3714 平成28年8月12日 平成33年8月11日
株式会社　サインアー
ト・トライ

井上　光 愛媛県松山市空港通２丁目１５－１６

3715 平成28年8月12日 平成33年8月11日
有限会社　アートワー
ク

粕谷　行雄 東京都小平市上水南町２－２６－１６
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3716 平成28年8月12日 平成33年8月11日 天野　基子 たけし工房 東京都板橋区蓮根１－２８－２６

3717 平成28年8月12日 平成33年8月11日 市川　武志 千葉県我孫子市中峠３０８０－１６

3718 平成28年8月12日 平成33年8月11日 株式会社　昭栄美術 小林　利昭 東京都江戸川区西葛西七丁目２２番６号

3719 平成28年8月12日 平成33年8月11日 株式会社　イープロ 井口　豪 大阪府大阪市淀川区東三国４－１４－１６

3720 平成28年8月12日 平成33年8月11日 ジーク株式会社 湯淺　圭一 京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町３３

3721 平成28年8月12日 平成33年8月11日
株式会社　オリコミ
サービス

長屋　和男 東京都中央区銀座六丁目１３番１６号

3722 平成28年8月12日 平成33年8月11日 株式会社　福広 槌谷　寛治 福岡県福岡市中央区清川３－１２－１－２１３

3723 平成28年8月12日 平成33年8月11日
日本郵便メンテナンス
株式会社

西原　由哲 東京都江東区新木場一丁目３番３号

3724 平成28年9月15日 平成33年9月14日
株式会社　クロコシク
ラフト

黒越　亮太郎 千葉県市川市南八幡２－５－２５－２０２

3725 平成28年9月15日 平成33年9月14日 石岡　道春 石岡製作所
東京都大田区久が原三丁目３２番１３－１０４
号

3726 平成28年9月15日 平成33年9月14日
株式会社　ソンザイク
リエイト

庄司　裕樹 東京都港区東新橋二丁目１０番７号２F

3727 平成28年9月15日 平成33年9月14日 株式会社　旭広告社 中谷　忠宏 神奈川県横浜市中区常盤町２－１９

3728 平成28年9月15日 平成33年9月14日 坂本　力 サカモト工芸 東京都八王子市平町３０７－５

3729 平成28年9月15日 平成33年9月14日
株式会社　EASY
MARKING

吉橋　伸治 東京都江戸川区平井７－２５－２７

3730 平成28年9月15日 平成33年9月14日 伊藤　博美 タイブレーク
東京都三鷹市井の頭３－２１－１１コーポジ
ロー２０１

3731 平成28年9月15日 平成33年9月14日
株式会社　ランドマー
ク新潟

加藤　祐介 新潟県新潟市西区寺地５２８番地４

3732 平成28年9月15日 平成33年9月14日 浅水屋　美枝 神奈川県川崎市幸区南加瀬３－３８－４０

3733 平成28年9月15日 平成33年9月14日
有限会社　Ｍコミュニ
ケーション

森山　俊建
茨城県北相馬郡利根町大字羽根野８８０－１
１９

3734 平成28年9月15日 平成33年9月14日
株式会社　アドインク
ス

森田　信平 東京都中央区京橋３－４－２

3735 平成28年9月15日 平成33年9月14日 株式会社　アド・サイン 大石　安彦
大分県大分市小野鶴字大手ヶ迫１９１６番地
の１

3736 平成28年9月15日 平成33年9月14日 有限会社　大和巧芸 平澤　保男 神奈川県大和市下鶴間３０３８－１８



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

3737 平成28年9月15日 平成33年9月14日 平石　聰 東京都町田市常盤町３４６２－５

3738 平成28年9月15日 平成33年9月14日 内藤　茂男
サインファクト
リーエヌ

東京都練馬区北町５－１９－１２

3739 平成28年9月15日 平成33年9月14日
フォービスリンク株式
会社

今関　哲也 東京都江東区亀戸四丁目３６番１４号

3740 平成28年9月15日 平成33年9月14日
株式会社　アサヒファ
シリティズ

林　誠 東京都江東区南砂二丁目５番１４号

3741 平成28年9月15日 平成33年9月14日 株式会社　広伸社 横田　滝久
神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷二丁目７番地
の６

3742 平成28年9月15日 平成33年9月14日
株式会社　パルコス
ペースシステムズ

今枝　立視 東京都渋谷区神泉町８番１６号

3743 平成28年9月15日 平成33年9月14日
住友不動産ベルサー
ル株式会社

遠藤　毅 東京都新宿区西新宿２－６－１

3744 平成28年10月12日 平成33年10月11日
株式会社　メディア
フォー

今井　克 東京都豊島区東池袋一丁目３３番４号

3745 平成28年10月12日 平成33年10月11日 株式会社　テクモス 保坂　匡美 東京都目黒区下目黒２－２１－２８

3746 平成28年10月12日 平成33年10月11日 株式会社　協同コム 立石　洋久 東京都中央区入船２－５－７

3747 平成28年10月12日 平成33年10月11日
株式会社　エスピーセ
ンター

井上　一男 東京都練馬区小竹町２－８０－６　４階

3748 平成28年10月12日 平成33年10月11日 有限会社　アクロス 横山　正光
東京都豊島区南池袋２－４－１Ｓ・Ａオフィス
南池袋Ｂ－１０１

3749 平成28年10月12日 平成33年10月11日 株式会社　三和美研 仲村　一起 福岡県福岡市中央区警固２－１８－５

3750 平成28年10月12日 平成33年10月11日
株式会社　日伸プロ
デュース

中山　晃児
東京都三鷹市井の頭五丁目２２番13号井の
頭パラッツォⅡ１０４号

3751 平成28年10月12日 平成33年10月11日 株式会社　アコマ 桑原　仁一 埼玉県川越市山田東町１７０３

3752 平成28年10月12日 平成33年10月11日 株式会社　Ｓ－ＳＩＧＮ 齋藤　央道 東京都練馬区谷原６－１－２９

3753 平成28年10月12日 平成33年10月11日 株式会社　タナカ 田中　司郎 茨城県土浦市藤沢３４９５番地１

3754 平成28年10月12日 平成33年10月11日
有限会社　ティンズク
ラフト

宇田川　純 埼玉県上尾市大字上５３０番地２

3755 平成28年10月12日 平成33年10月11日 アイショット株式会社 金子　信一 東京都中央区銀座３－１３－４

3756 平成28年10月12日 平成33年10月11日 干場　伸浩
スタースペー
ス

千葉県柏市若柴１－４８９

3757 平成28年10月12日 平成33年10月11日 橋本　貞男 ハシスタジオ
神奈川県相模原市中央区緑が丘１－２１－１
１
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3758 平成28年10月12日 平成33年10月11日
有限会社　アイビープ
ランニング

石橋　篤幸
群馬県佐波郡玉村町大字板井８７８番地の３
４

3759 平成28年10月12日 平成33年10月11日 りえぞん企画株式会社 今出　光 東京都千代田区神田錦町三丁目１５番地

3760 平成28年10月12日 平成33年10月11日
有限会社シンキスク
リーン

石原　恵二 埼玉県越谷市谷中町一丁目１４６番地１

3761 平成28年10月12日 平成33年10月11日
有限会社　エイチアン
ドエイ企画

長嶋　美加 埼玉県上尾市柏座二丁目２番２５－２０３号

3762 平成28年10月12日 平成33年10月11日
株式会社　弘報社印
刷

吉田　良一 千葉県千葉市緑区古市場町４７４番２６８号

3763 平成28年10月12日 平成33年10月11日 佐野　慎一郎 湘南サイン 神奈川県平塚市高根４８－２２

3764 平成28年10月12日 平成33年10月11日
株式会社　リブコミュニ
ティ

尾崎　和夫
神奈川県横浜市港北区大倉山６－３６－３－
３０３

3765 平成28年10月12日 平成33年10月11日
株式会社　アイ・エヌ・
ジーグラフィックアーツ

川口　四郎 東京都千代田区神田松永町１９

3766 平成28年10月12日 平成33年10月11日 株式会社　東広 須沢　隆弘 静岡県沼津市下香貫下障子３１５１－５

3767 平成28年11月10日 平成33年11月9日 有限会社　パレット 桑田　智紀
神奈川県川崎市川崎区富士見１－６－１１－
４１３

3768 平成28年11月10日 平成33年11月9日 ダイヤミック株式会社 岡　豊 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号

3769 平成28年11月10日 平成33年11月9日 有限会社　あおいくま 富岡　明美 東京都江東区北砂一丁目１０番６号

3770 平成28年11月10日 平成33年11月9日
有限会社　ジャックスク
リーン

今岡　和雄 大阪府八尾市跡部本町一丁目４番－４０号

3771 平成28年11月10日 平成33年11月9日 有限会社　ハズ 髙橋　信次郎 大阪府大阪市旭区新森三丁目５番１号

3772 平成28年11月10日 平成33年11月9日
日本保安工業株式会
社

小山　巌
神奈川県横浜市神奈川区新子安二丁目４番
８号

3773 平成28年11月10日 平成33年11月9日 峰島　守 岬工芸 千葉県いすみ市岬町江場土３０９

3774 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　ハウズ 平野　道明 東京都台東区東上野３－１７－８

3775 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　明彩社 手塚　広道 東京都港区麻布十番２－４－１０

3776 平成28年11月10日 平成33年11月9日 生興株式会社 古谷　勝彦 大阪府大阪市中央区本町一丁目８番１２号

3777 平成28年11月10日 平成33年11月9日
東京広告工業株式会
社

岡田　友孝 東京都文京区春日１－６－６

3778 平成28年11月10日 平成33年11月9日
株式会社ハクユー
サービス

佐藤　晴一 東京都練馬区田柄３－１５－１４
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3779 平成28年11月10日 平成33年11月9日
株式会社　ディレク
ターズ

杉山　裕康 愛知県名古屋市中区栄三丁目１９番１９号

3780 平成28年11月10日 平成33年11月9日
有限会社　えぐろ金属
工芸

江黒　文章 東京都墨田区千歳３－７－２

3781 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　ダスキン 山村　輝治 大阪府吹田市豊津町１－３３

3782 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　ＥＭＲＣ 花岡　栄治 埼玉県上尾市壱丁目４１０－８１

3783 平成28年11月10日 平成33年11月9日 株式会社　タイホー 大峰　英一 神奈川県相模原市中央区田名３５１３－６

3784 平成28年11月10日 平成33年11月9日 有限会社　サイン開発 乙守　一郎 宮崎県都城市山田町山田６１０４番地

3785 平成28年12月12日 平成33年12月11日 西松地所株式会社 佐々木　順 東京都港区虎ノ門五丁目１２番１号

3786 平成28年12月12日 平成33年12月11日
株式会社　ワイシーグ
ループ

小園　洋平
東京都豊島区南池袋２－２９－１０金井ビル９
階

3787 平成28年12月12日 平成33年12月11日 株式会社　ステッチ 大海　英美 群馬県前橋市広瀬町３－２－１５

3788 平成28年12月12日 平成33年12月11日
大林ファシリティーズ
株式会社

三浦　良介 東京都千代田区神田錦町一丁目６番地

3789 平成28年12月12日 平成33年12月11日 株式会社　世広 鈴木　定徳 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７１８－１

3790 平成28年12月12日 平成33年12月11日
日本フォームサービス
株式会社

山下　岳英 東京都江東区亀戸四丁目３６－１４

3791 平成28年12月12日 平成33年12月11日
有限会社　ライトアンド
ウェル

大房　盛司 埼玉県川口市南鳩ヶ谷七丁目１９番２５号

3792 平成28年12月12日 平成33年12月11日 株式会社　読売ＩＳ 佐々木　進 東京都中央区日本橋人形町３－９－１

3793 平成28年12月12日 平成33年12月11日 扶桑建設株式会社 星野　宗保 東京都昭島市昭和町一丁目１３番１０号

3794 平成28年12月12日 平成33年12月11日
ブリヂストンプラントエ
ンジニアリング株式会

藤原　正二郎 埼玉県比企郡吉見町大字長谷１９１３番地

3795 平成28年12月12日 平成33年12月11日 ホースト　亜希子 東京都大田区田園調布本町４０－１２－９０１

3796 平成28年12月12日 平成33年12月11日 鈴木　康夫 美鈴工芸 東京都大田区中央１－１９－７

3797 平成28年12月12日 平成33年12月11日
株式会社　タテイシ広
美社

立石　克昭 広島県府中市篠根町２３３

3798 平成28年12月12日 平成33年12月11日
株式会社　トッパンテク
ノ

根本　幸雄 東京都台東区台東一丁目５番１号

3799 平成28年12月12日 平成33年12月11日 株式会社　猿人 大野　秀美 東京都台東区元浅草１－４－３



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

3800 平成28年12月12日 平成33年12月11日
株式会社　ＨＥＲＯ
innovation

平野　義和 東京都新宿区矢来町１１４　高橋ビル２Ｆ

3801 平成29年1月13日 平成34年1月12日
株式会社　ミヤモト工
芸

宮本　潤一 東京都八王子市打越町６２３－４０

3802 平成29年1月13日 平成34年1月12日 アド富士株式会社 高山　秀希 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３３号

3803 平成29年1月13日 平成34年1月12日 株式会社　交宣 森田　一毅 東京都中央区銀座６－１４－５

3804 平成29年1月13日 平成34年1月12日
有限会社　シルクプラ
ンニング

植木　賢治 新潟県新潟市中央区鳥屋野４－１０－１２

3805 平成29年1月13日 平成34年1月12日 有限会社　ぬくい工芸 貫井　弘男 東京都西東京市中町１－８－２７

3806 平成29年1月13日 平成34年1月12日 東京ネオン株式会社 藤田　進 東京都品川区南大井６－４－２２

3807 平成29年1月13日 平成34年1月12日 株式会社　おどろき 植本　勝廣 広島県広島市南区向洋新町一丁目２０番８号

3808 平成29年1月13日 平成34年1月12日 株式会社　ケイミックス 橋本　圭史 東京都港区虎ノ門二丁目２番５号

3809 平成29年1月13日 平成34年1月12日 加藤広告株式会社 加藤　健 大阪府大阪市淀川区野中南１－７－１３

3810 平成29年1月13日 平成34年1月12日
三井住友建設株式会
社

新井　英雄 東京都中央区佃二丁目１番６号

3811 平成29年1月13日 平成34年1月12日
株式会社　中央アド新
社

小出　隆造 東京都中央区日本橋１－２－５

3812 平成29年1月13日 平成34年1月12日 株式会社　エクスィン 池田　昌弘 東京都渋谷区本町一丁目１７番７号

3813 平成29年1月13日 平成34年1月12日 株式会社　自然堂 及川　学 東京都江戸川区篠崎町７－２－１６－１０１

3814 平成29年1月13日 平成34年1月12日
株式会社　協同技術セ
ンター

齊藤　正俊 東京都目黒区東山三丁目７番１号

3815 平成29年1月13日 平成34年1月12日
株式会社　神奈中商
事

小澤　斉 神奈川県平塚市東八幡三丁目１５番３号

3816 平成29年1月13日 平成34年1月12日
有限会社　宣弘プロセ
ス

大塚　昭男 神奈川県横浜市緑区霧が丘四丁目１４番地６

3817 平成29年2月9日 平成34年2月8日 株式会社　りゅう美工 清水　徳之 東京都練馬区南大泉１－１４－４

3818 平成29年2月9日 平成34年2月8日 有限会社　宣伝企画 古口　豊雄 埼玉県さいたま市緑区上野田４４７

3819 平成29年2月9日 平成34年2月8日 岩松　友明 岩松工芸 茨城県土浦市神立町１２５８－３

3820 平成29年2月9日 平成34年2月8日 シグマ紙業株式会社 嶋田　貢三
大阪府大阪市西淀川区御幣島五丁目１２番２
４号
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3821 平成29年2月9日 平成34年2月8日
株式会社　橋本広芸
社

橋本　理 栃木県宇都宮市鶴田町２１８６番地の１０

3822 平成29年2月9日 平成34年2月8日 協立広告株式会社 間宮　泰三 東京都新宿区荒木町１３番地８

3823 平成29年2月9日 平成34年2月8日
株式会社　ダイキアー
ト

大野　秀美 東京都台東区元浅草１－４－３

3824 平成29年2月9日 平成34年2月8日
株式会社　イワキ工芸
社

岩木　健一
千葉県千葉市若葉区加曽利町１５５２番地１
号

3825 平成29年2月9日 平成34年2月8日 古山　勇太
ＤＥＳＴＩＮＹ１
４

東京都練馬区西大泉４－３－５

3826 平成29年2月9日 平成34年2月8日
株式会社　ドミンゴコー
ポレーション

深田　将由 埼玉県川越市大字小ケ谷１９５番地１２

3827 平成29年2月9日 平成34年2月8日
有限会社　多摩広芸
社

江口　憲一 東京都町田市南町田１－２６－１５

3828 平成29年2月9日 平成34年2月8日 簑和田株式会社 簑和田　俊之 東京都台東区千束１－１６－１１－１０２

3829 平成29年2月9日 平成34年2月8日 株式会社　サンリーク 相川　久 千葉県千葉市美浜区真砂３－２－１９

3830 平成29年2月9日 平成34年2月8日 株式会社　フィーリン 金指　忠久
静岡県駿東郡清水町卸団地２２２番地沼津卸
団地

3831 平成29年2月9日 平成34年2月8日 小松印刷株式会社 小松　秀敏 香川県高松市香南町由佐２１００番地１

3832 平成29年2月9日 平成34年2月8日
ピー・エフ・アイコンサ
ルティング株式会社

鈴木　康仁 東京都中央区勝どき２－５－２

3833 平成29年3月9日 平成34年3月8日 杉本　瑞樹 東京都大田区矢口１－１１－８

3834 平成29年3月9日 平成34年3月8日
株式会社　ＴＡＫＥＭＯ
ＴＯ　Ｋｏｕｓｙａ

竹本　和夫
広島県広島市西区商工センター六丁目６番２
７号

3835 平成29年3月9日 平成34年3月8日
有限会社　商工美術
社

吉原　邦夫 茨城県水戸市加倉井町１０２１－１

3836 平成29年3月9日 平成34年3月8日
有限会社　オフィストゥ
エンティワン

中山　祐之 山梨県笛吹市石和町東油川２７－１０

3837 平成29年3月9日 平成34年3月8日 株式会社　アームス 外川　克 東京都八王子市台町２－１１－７

3838 平成29年3月9日 平成34年3月8日
株式会社　スタジオ・
ゼロ

金田　充雄 東京都文京区目白台二丁目７番１２号

3839 平成29年3月9日 平成34年3月8日
宮脇化成工業株式会
社

宮脇　治 東京都練馬区谷原四丁目１７番５号

3840 平成29年3月9日 平成34年3月8日 スカイライン株式会社 匂坂　淳 東京都八王子市犬目町18１－３５

3841 平成29年3月9日 平成34年3月8日 株式会社　クローバー 堀内　雅美 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町774－53
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3842 平成29年3月9日 平成34年3月8日
平和サービス株式会
社

栁川　道雄 東京都中央区日本橋兜町9番1号

3843 平成29年3月9日 平成34年3月8日
株式会社　ケイディー
ネオン

楠　尚人 埼玉県川越市山田１７１６－１

3844 平成29年3月9日 平成34年3月8日 株式会社　キューズ 佐久間　彰彦
東京都豊島区西池袋１－２１－２オーク西池
袋ビルデイング７Ｆ

3845 平成29年3月9日 平成34年3月8日 株式会社　三幸 廿楽　治 埼玉県さいたま市緑区大門74番地4

3846 平成29年3月9日 平成34年3月8日 株式会社　テクト 宇留野　祐 東京都港区赤坂２－１４－５

3847 平成29年3月9日 平成34年3月8日 東方株式会社 佟　春福 東京都豊島区東池袋１－３５－１０

3848 平成29年3月9日 平成34年3月8日
株式会社　消費者工
学研究所

入江　敦史
大阪府大阪市北区中之島６－２－40中之島イ
ンテス１４Ｆ

3849 平成29年3月9日 平成34年3月8日
ＳＨＹＯＫＥＮファシリ
ティサービス株式会社

入江　敦史 大阪府大阪市中央区平野町三丁目１番８号

3850 平成29年3月9日 平成34年3月8日 鈴木　達雄 すずき看板
静岡県沼津市上香貫九十九洞２４２２番地の
34

3851 平成29年3月9日 平成34年3月8日 株式会社　電通 tempo 田崎　由隆
東京都新宿区市谷本村町2番２１号テーブル
メディアセンター

3852 平成29年3月9日 平成34年3月8日
株式会社　東京ＢＡｉＴ
Ａi

北　亮二 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号

3853 平成29年3月9日 平成34年3月8日 株式会社　フロイデ 浦崎　幸人 東京都豊島区南長崎二丁目１番４号

3854 平成29年3月9日 平成34年3月8日 鉄道広告　株式会社 法元　祐子 東京都千代田区外神田３－４－１５

3855 平成29年3月9日 平成34年3月8日 杉本　徳久
メディアテラ
ス

東京都武蔵野市吉祥寺北町１丁目５番１４号
Y・Ｋ・ＨＯＵＳＥ２０２
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