
登録済屋外広告業者一覧

名古屋市住宅都市局ウォーカブル・景観推進室

令和4年3月31日現在



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

1 3 東海廣告株式会社 名古屋市中区千代田三丁目４番１１号 令和3年7月19日 令和8年7月18日

2 3 株式会社アド・トラスト 名古屋市北区若鶴町１７６番地１ 令和3年7月12日 令和8年7月11日

3 3 中央アドボード株式会社 名古屋市千種区内山二丁目１６番２０号 令和3年7月14日 令和8年7月13日

4 3 株式会社撰美社 名古屋市中村区名駅五丁目３３番２１号　アクアタウン納屋橋 令和3年7月11日 令和8年7月10日

5 3 株式会社名古屋宣興社 名古屋市西区花の木二丁目１０番１４号 令和3年7月12日 令和8年7月11日

6 3 株式会社ヨシモト 愛知県名古屋市南区観音町４丁目６０番地 令和3年7月14日 令和8年7月13日

7

8 3 名南電機株式会社 名古屋市昭和区福江一丁目１番２０号 令和3年7月14日 令和8年7月13日

9

10

11 3 株式会社中京アドサイン 名古屋市熱田区桜田町１７番１０号 令和3年7月14日 令和8年7月13日

12

13 3 東亜レジン株式会社
東京都新宿区西新宿四丁目３３番４号住友不動産西新宿ビル
４号館２階

令和3年7月7日 令和8年7月6日

14

15 3 株式会社中村工社 広島市中区南吉島一丁目２番１４号 令和3年7月12日 令和8年7月11日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

16

17

18 3 株式会社エコール 春日井市東野町４丁目１番地１１ 令和3年7月14日 令和8年7月13日

19 3 株式会社ニュー・アート 広島市中区南竹屋町９番４号 令和3年7月14日 令和8年7月13日

20 3 株式会社中日本広告 名古屋市西区則武新町三丁目５番７号 令和3年7月14日 令和8年7月13日

21

22

23 3 株式会社東亜製作所 名古屋市緑区鳴海町字山下９８番地 令和3年7月14日 令和8年7月13日

24 3 サンダイ技建株式会社 小牧市弥生町１４番地 令和3年7月14日 令和8年7月13日

25 3 株式会社ニホンディスプレイ 大府市横根町名高山１５番地の３ 令和3年7月14日 令和8年7月13日

26 3 株式会社ハットリマーキング 岡崎市東大友町字松花５１番地 令和3年7月18日 令和8年7月17日

27

28

29

30 3 株式会社フクダサインボード 浜松市北区初生町６８８番地７ 令和3年7月18日 令和8年7月17日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

31 3 株式会社センミ社 名古屋市北区大杉二丁目９番１６号 令和3年7月18日 令和8年7月17日

32

33

34 3 有限会社コスモサイン 名古屋市東区筒井二丁目４番３４号－８ 令和3年7月19日 令和8年7月18日

35

36 3 株式会社日東建装社 大阪市北区中崎西二丁目３番６号 令和3年7月19日 令和8年7月18日

37 3 東洋アドバンス株式会社 名古屋市昭和区御器所通１丁目６番地３ 令和3年7月21日 令和8年7月20日

38 3 株式会社エコーシステム 名古屋市名東区一社四丁目２３番地 令和3年7月21日 令和8年7月20日

39 3 ウイング株式会社 名古屋市名東区亀の井三丁目２００番地 令和3年7月21日 令和8年7月20日

40 3 大阪クロード株式会社 大阪市福島区海老江八丁目１１番２１号 令和3年7月24日 令和8年7月23日

41

42 3
シーケークリーンアド株式会
社

名古屋市中川区小碓通５丁目１番地 令和3年7月25日 令和8年7月24日

43 3 株式会社敏弘社 名古屋市東区泉一丁目２２番２２号　TODA　BUILDING　７F 令和3年7月25日 令和8年7月24日

44

45 3 株式会社昭和化成 東京都渋谷区幡ケ谷三丁目１９番２号 令和3年7月25日 令和8年7月24日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

46

47 3 株式会社エキスプレス社 東京都中央区銀座三丁目9番4号 令和3年7月25日 令和8年7月24日

48 3 株式会社中央工芸 名古屋市北区西味鋺一丁目８４７番地 令和3年7月26日 令和8年7月25日

49 3 有限会社イトー工芸 豊明市間米町榎山９００番地１７９ 令和3年7月26日 令和8年7月25日

50

51 3 有限会社ナベアート 名古屋市中区金山三丁目２番１４号 令和3年7月27日 令和8年7月26日

52 3 シンヨーネオン電気株式会社 名古屋市西区砂原町２２４番地 令和3年7月28日 令和8年7月27日

53

54 3 株式会社アドワーク 名古屋市東区黒門町５１番地２ 令和3年8月1日 令和8年7月31日

55 3 株式会社栄美装 清須市西枇杷島町弁天２９番地２ 令和3年8月1日 令和8年7月31日

56

57

58

59 3 株式会社アイセイ社 名古屋市中区新栄二丁目３６番２７号 令和3年8月2日 令和8年8月1日

60



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

61

62 3
株式会社トーアコーポレー
ション

神戸市東灘区森南町一丁目７番８号 令和3年8月3日 令和8年8月2日

63 3 サンプロダクト株式会社 名古屋市昭和区安田通７丁目１０番地２ 令和3年8月3日 令和8年8月2日

64 3 有限会社明和工芸社 尾張旭市新居町山の田３１９１番地の３２ 令和3年8月3日 令和8年8月2日

65 3 みづほ電機株式会社 神戸市灘区浜田町一丁目１番３１号 令和3年8月3日 令和8年8月2日

66 3 株式会社東海スタヂオ 一宮市平和一丁目１番３０号 令和3年8月3日 令和8年8月2日

67 3 株式会社大和工芸 名古屋市中川区押元町一丁目８７番地 令和3年8月3日 令和8年8月2日

68

69

70 3 株式会社太陽社 岡崎市上六名四丁目３番地１ 令和3年8月4日 令和8年8月3日

71

72 3 株式会社ヒットサイン 名古屋市天白区植田山四丁目１１０９番地 令和3年8月4日 令和8年8月3日

73 3 新和興業株式会社 大阪市西淀川区姫里二丁目６番２６号 令和3年8月4日 令和8年8月3日

74

75 3 平野　幹雄 ヒラノ看板 名古屋市南区豊一丁目４１番１５号 令和3年8月7日 令和8年8月6日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

76 3 有限会社タクミスタジオ 桑名市長島町中川６８３番地１ 令和3年8月8日 令和8年8月7日

77

78

79

80 3 表示灯株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 令和3年8月9日 令和8年8月8日

81 3 株式会社マスター 一宮市北今字定納２７番１ 令和3年8月9日 令和8年8月8日

82

83 3
有限会社オギノアートデザイ
ン

岡崎市薮田一丁目５番地１４ 令和3年8月10日 令和8年8月9日

83 4
有限会社オギノアートデザイ
ン

岡崎市薮田一丁目５番地１４ 令和3年8月10日 令和8年8月9日

84

85

86

87 3 株式会社城北宣興社 名古屋市守山区中新１番１５号 令和3年8月11日 令和8年8月10日

88

89 3 株式会社日本道路案内標識 豊川市八幡町足洗２０番地 令和3年8月16日 令和8年8月15日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

90

91 3 株式会社富士 愛知県名古屋市守山区天子田二丁目703番地 令和3年8月16日 令和8年8月15日

92 3 中電興業株式会社 名古屋市中区栄二丁目２番５号 令和3年8月16日 令和8年8月15日

93 3 株式会社コトブキネオン 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 令和3年8月17日 令和8年8月16日

94

95

96 3 株式会社キクテック 名古屋市南区加福本通一丁目２６番地 令和3年8月23日 令和8年8月22日

97

98 3 テルウェル西日本株式会社 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号 令和3年8月28日 令和8年8月27日

99

100

101 3 株式会社山陽工房 倉敷市新田２３９３番地の２ 令和3年8月29日 令和8年8月28日

102

103 3 株式会社プロッツ 羽島郡岐南町野中八丁目６１番地の１ 令和3年8月30日 令和8年8月29日

104 3 勝プロセス工芸株式会社 名古屋市中村区並木一丁目２９１番地の１ 令和3年8月30日 令和8年8月29日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

105 3 株式会社Ｔ＆Ｔアド 東京都中央区八丁堀二丁目２５番１０号三信八丁堀ビル 令和3年8月31日 令和8年8月30日

106 3 よもぎ工芸有限会社 愛知県名古屋市名東区平和が丘五丁目１５６番地 令和3年8月31日 令和8年8月30日

107 3 三喜工芸株式会社 名古屋市守山区川北町７８番地 令和3年8月31日 令和8年8月30日

108 3 ウチノ看板株式会社 所沢市三ケ島一丁目２３番地の２ 令和3年9月4日 令和8年9月3日

109 3 株式会社共同エージェンシー 東京都台東区小島二丁目８番５号 令和3年9月3日 令和8年9月2日

110 3 有限会社アーテック三協 岐阜市早田町2丁目23番地 令和3年9月7日 令和8年9月6日

111

112 3
アバンギャルドフジコウ株式
会社

名古屋市中川区篠原橋通三丁目４８番地 令和3年9月7日 令和8年9月6日

113 3 株式会社フクスイ 相模原市緑区橋本台二丁目７番１８号 令和3年9月11日 令和8年9月10日

114 3 株式会社サインズコーナン 江南市高屋町中屋舗１２９番地 令和3年9月11日 令和8年9月10日

115 3 株式会社ビックワン 静岡県浜松市北区大原町２７１番地の２ 令和3年9月11日 令和8年9月10日

116

117 3 株式会社クリエイト 三重県いなべ市員弁町笠田新田１２２９番地 令和3年9月11日 令和8年9月10日

118 3 室町ビルサービス株式会社 東京都中央区日本橋堀留町一丁目８番１２号 令和3年9月11日 令和8年9月10日

119



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

120

121 3 株式会社クラチスタヂオ 豊田市十塚町四丁目３７番地 令和3年9月13日 令和8年9月12日

122

123 3 株式会社ナカムラ工芸 名古屋市中川区石場町１丁目４４番地 令和3年9月13日 令和8年9月12日

124 3 街美社広告株式会社 名古屋市千種区内山三丁目４番７号 令和3年9月15日 令和8年9月14日

125 3 中部日広株式会社 名古屋市中川区法華一丁目１８番地の２ 令和3年9月15日 令和8年9月14日

126 3 株式会社近代社 名古屋市天白区島田一丁目４１０番地 令和3年9月15日 令和8年9月14日

127 3 株式会社名古屋電飾 愛知県名古屋市中川区運河通一丁目１０５番地 令和3年9月15日 令和8年9月14日

128 3 株式会社南広告 名古屋市中川区百船町１０番１６号 令和3年9月15日 令和8年9月14日

129 3 株式会社電通ライブ 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号 令和3年9月19日 令和8年9月18日

130 3 有限会社ケー・エス・ピー 名古屋市守山区新守山２１０８番地 令和3年9月19日 令和8年9月18日

131

132 3
株式会社キハラネオン製作
所

東京都大田区南六郷二丁目２６番３号 令和3年9月21日 令和8年9月20日

133 3 アン・クリエーション株式会社 愛知県名古屋市中区千代田三丁目１５番８号 令和3年9月21日 令和8年9月20日

134 3 合資会社青木看板店 名古屋市中区新栄三丁目５番４号 令和3年9月21日 令和8年9月20日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

135 3 株式会社昭和ネオン 東京都品川区南品川一丁目７番１７号 令和3年9月26日 令和8年9月25日

136 3 長田広告株式会社 愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１ 令和3年9月26日 令和8年9月25日

137 3 株式会社名宣社 名古屋市千種区千種三丁目２０番２１号 令和3年9月26日 令和8年9月25日

138 3 株式会社備広 東京都中央区東日本橋三丁目7番12号 令和3年9月28日 令和8年9月27日

139

140

141 3 株式会社日邦工芸 名古屋市南区上浜町１７５番地 令和3年9月28日 令和8年9月27日

142 3 株式会社バウハウス丸栄 羽島郡岐南町上印食五丁目８２番地 令和3年9月28日 令和8年9月27日

143

144 3 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 令和3年10月6日 令和8年10月5日

145 3 株式会社東宣エイディ 東京都中央区日本橋二丁目２番２１号 令和3年10月6日 令和8年10月5日

146

147 3 株式会社共栄企画 大阪府大阪市西区阿波座一丁目９番９号 令和3年10月11日 令和8年10月10日

148

149 3 名ショプロ工芸株式会社 名古屋市中川区小本本町２丁目１１０番地 令和3年10月13日 令和8年10月12日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

150

151

152

153 3 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場二丁目３番４号 令和3年10月16日 令和8年10月15日

154 3 株式会社研創 広島市安佐北区上深川町４４８番地 令和3年10月16日 令和8年10月15日

155

156

157

158 3
有限会社アド・キュウ、ニイ、
マル

愛知県名古屋市名東区香流一丁目１４１７番地 令和3年10月18日 令和8年10月17日

159

160 3 株式会社光アート 刈谷市小垣江町東竜１０３番地 令和3年10月17日 令和8年10月16日

161

162 3
株式会社電通名鉄コミュニ
ケーションズ

愛知県名古屋市中村区椿町６番９号 令和3年10月23日 令和8年10月22日

163

164 3 有限会社太陽総合企画 愛知県名古屋市南区白水町１８番地 令和3年10月30日 令和8年10月29日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

165 3 株式会社オリコム 東京都港区新橋一丁目１１番７号 令和3年10月30日 令和8年10月29日

166

167 3
有限会社ピースコーポレー
ション

名古屋市名東区神里二丁目７３番地　１０５号 令和3年10月30日 令和8年10月29日

168 3 萬中　弘男 マンナカ看板製作所 名古屋市緑区鳴海町字姥子山２１番地１９６ 令和3年10月30日 令和8年10月29日

169 3 株式会社中部 名古屋市北区若鶴町２４５番地 令和3年10月30日 令和8年10月29日

170 3 株式会社喜田アイデイア 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目１９番地 令和3年11月1日 令和8年10月31日

171 3 株式会社フジエーピー 愛知県名古屋市西区児玉一丁目６番５号 令和3年11月7日 令和8年11月6日

172 3 朝日エティック株式会社 大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 令和3年11月7日 令和8年11月6日

173

174

175

176

177 3 タイガー株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１２号 令和3年11月10日 令和8年11月9日

178 3 株式会社ブルー 東京都中央区築地二丁目１１番２６号　築地ＭＫビル５Ｆ 令和3年11月14日 令和8年11月13日

179 3 株式会社みづほ 名古屋市南区弥次ヱ町５丁目１２番地１９ 令和3年11月14日 令和8年11月13日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

180 3 株式会社成田製作所 名古屋市瑞穂区田光町１丁目１２番地 令和3年11月15日 令和8年11月14日

181 3
オリオンセールスプロモー
ション株式会社

東京都中央区明石町３番３号 令和3年11月15日 令和8年11月14日

182 3 櫻井　康雄 フジ広告 愛知県小牧市安田町２４３番地１ 令和3年11月15日 令和8年11月14日

183 3 株式会社しばた工芸 宇都宮市旭二丁目２番３号 令和3年11月21日 令和8年11月20日

184

185 3 有限会社三光社 名古屋市港区小碓一丁目２９４番地 令和3年11月27日 令和8年11月26日

186

187 3 株式会社イトウ工芸 守口市南寺方東通六丁目１０番２０号 令和3年11月27日 令和8年11月26日

188

189 3 株式会社アイワ工芸 愛知県名古屋市中村区宮塚町１８３番地 令和3年11月27日 令和8年11月26日

190 3 株式会社シモヤ 大府市宮内町四丁目３８１番地 令和3年11月27日 令和8年11月26日

191

192 3 エムシードゥコー株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目２３番地 令和3年11月29日 令和8年11月28日

193 3 弘和株式会社 名古屋市中川区葉池町１丁目７３番地 令和3年12月4日 令和8年12月3日

194



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

195

196 3 ＢＸテンパル株式会社 東京都豊島区西巣鴨四丁目１４番５号　BX113ビル 令和3年12月12日 令和8年12月11日

197

198

199

200 3 ウエル・ユーカン株式会社 広島市佐伯区湯来町大字白砂２００番地 令和3年12月12日 令和8年12月11日

201 3 有限会社アート大侑 東海市東海町三丁目5番5号 令和3年12月19日 令和8年12月18日

202

203

204

205 3 株式会社ライトビコー 新宮市新宮３４２１番地５ 令和3年12月19日 令和8年12月18日

206 3 有限会社丸宣 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町２番５号 令和3年12月20日 令和8年12月19日

207 3 株式会社ベストワーク 豊橋市大山町字松荒２９番地１ 令和3年12月20日 令和8年12月19日

208 3 株式会社三栄社 中区丸の内３丁目１３番１号 令和3年12月20日 令和8年12月19日

209 3 有限会社旭広告社 名古屋市北区会所町２１２番地 令和3年12月27日 令和8年12月26日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

210

211

212

213 3 有限会社田中商店 愛知県名古屋市昭和区狭間町１０番地の３ 令和3年12月27日 令和8年12月26日

214

215 3 株式会社金星堂 桑名市大字江場４８１番地 令和3年12月27日 令和8年12月26日

216

217 3 有限会社アルス綜合工房 東京都稲城市大丸４２５番地２ 令和3年12月27日 令和8年12月26日

218 3
デコラテックジャパン株式会
社

浜松市西区大久保町１２８１番地 令和3年12月27日 令和8年12月26日

219 3 株式会社ノムラデュオ 東京都港区台場二丁目３番５号 令和3年12月27日 令和8年12月26日

220

221

222

223

224



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

225

226 3 有限会社サインボードエー 岐阜県揖斐郡大野町大字中之元387番地1 令和4年1月25日 令和9年1月24日

227

228 3 有限会社サンスイ工房 岐阜市細畑華南３４番地 令和4年1月29日 令和9年1月28日

229

230

231 3 有限会社アドプランニング 愛知県名古屋市中村区五反城町一丁目２９番地 令和4年1月29日 令和9年1月28日

232

233

234

235

236

237

238 3 株式会社一宮看板店 愛知県一宮市大江一丁目１３番１１号 令和4年2月9日 令和9年2月8日

239



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

240

241

242

243 3 株式会社サインファースト 浜松市東区丸塚町２２０番地 令和4年2月9日 令和9年2月8日

244 3 有限会社ウチダ工芸 日進市本郷町宮下５２２番地２ 令和4年2月9日 令和9年2月8日

245 3 株式会社弘亜社 東京都中央区銀座六丁目１２番１号 令和4年2月16日 令和9年2月15日

246 3 中日電工有限会社 名古屋市西区南堀越二丁目１番５号 令和4年2月16日 令和9年2月15日

247 3 株式会社宣通 名古屋市東区東桜二丁目１６番２７号 令和4年2月16日 令和9年2月15日

248

249 3 有限会社アド・ループ 岐阜県恵那市大井町２６９５番地３７ 令和4年2月20日 令和9年2月19日

250

251

252 3 株式会社アド毎広 寝屋川市石津元町１５番１５号 令和4年2月23日 令和9年2月22日

253 3 株式会社カトウスタヂオ 名古屋市中村区若宮町四丁目３９番地 令和4年3月1日 令和9年2月28日

254



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

255 3 株式会社栗田看板舗 名古屋市東区泉二丁目１番２０号 令和4年3月1日 令和9年2月28日

256

257

258 3 株式会社三昭堂 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 令和4年3月6日 令和9年3月5日

259

260 3 有限会社アド・ワイズ 瀬戸市さつき台二丁目３７番地 令和4年3月6日 令和9年3月5日

261

262

263 3 アオイネオン株式会社 静岡県静岡市葵区新伝馬一丁目３番４３号 令和4年3月7日 令和9年3月6日

264

265 3 株式会社サインフジ 岐阜県瑞穂市十七条９５３番地 令和4年3月12日 令和9年3月11日

266

267

268

269



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

270

271

272

273

274

275 3 株式会社平野電工 愛知県津島市大字津島字北新開５５番地１ 令和4年3月20日 令和9年3月19日

276

277

278 3 有限会社彩光社 名古屋市北区大曽根四丁目９番２７号 令和4年3月27日 令和9年3月26日

279

280 3 アポロ工芸株式会社 愛知県一宮市森本一丁目２９番５号 令和4年3月27日 令和9年3月26日

281 3 有限会社センコー社 愛知県名古屋市中川区高畑三丁目１９３番地 令和4年4月4日 令和9年4月3日

282

283 3 有限会社中部ヒラノ 岡崎市花崗町１丁目６９番地 令和4年4月4日 令和9年4月3日

284 2 名古屋樹脂工業株式会社 名古屋市西区上堀越町１丁目５０番地 平成29年4月4日 令和4年4月3日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

285

286 3 株式会社エバ 名古屋市天白区古川町４６番地 令和4年4月11日 令和9年4月10日

287

288 2 株式会社丹青社 東京都港区港南一丁目2番70号 平成29年4月11日 令和4年4月10日

289

290 3 有限会社協同プラスチック 愛知県名古屋市瑞穂区太田町１丁目１７番地 令和4年4月11日 令和9年4月10日

291

292 2 株式会社アド・コクユー 名古屋市千種区猫洞通４丁目２０番地 平成29年4月11日 令和4年4月10日

293

294 3 株式会社アカデミージャパン 静岡県袋井市堀越五丁目２０番地の６ 令和4年4月11日 令和9年4月10日

295 3 株式会社フォトクラフト社 大阪府豊中市夕日丘二丁目１１番３７号 令和4年4月11日 令和9年4月10日

296 2 有限会社オカ巧芸 名古屋市名東区高針一丁目２１２番地 平成29年4月11日 令和4年4月10日

297 3 有限会社名昭堂 名古屋市天白区野並一丁目１８３番地 令和4年4月11日 令和9年4月10日

298

299



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

300

301 2 有限会社飯田看板店 愛知県岡崎市矢作町橋塚８番地 平成29年4月11日 令和4年4月10日

302

303 2 株式会社大宣 堺市北区東雲東町４丁４番１０号 平成29年4月14日 令和4年4月13日

304

305

306

307

308

309 3 有限会社日新 小牧市多気中町２０８番地 令和4年4月16日 令和9年4月15日

310

311

312 2 株式会社アド・リーム 名古屋市千種区宮根台一丁目６番３２号 平成29年4月20日 令和4年4月19日

313 2 中野　克則 中野看板 安城市小川町鹿乗１番地３１　鹿乗団地２６ 平成29年4月20日 令和4年4月19日

314 2 スペースクラフト株式会社 愛知県あま市本郷四反田５０番地 平成29年4月20日 令和4年4月19日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

315

316 2 有限会社ＬＯＢＯＳ 名古屋市千種区赤坂町五丁目３９番地の２ 平成29年4月20日 令和4年4月19日

317

318

319

320

321

322 2 稲菱テクニカ株式会社 愛知県稲沢市菱町１番地 平成29年4月27日 令和4年4月26日

323

324

325 2 グロリア・アーツ株式会社 神奈川県川崎市高津区宇奈根７３１番地６ 平成29年5月7日 令和4年5月6日

326 2 岡本　能久 岡本白陽堂 名古屋市瑞穂区密柑山町１丁目９１番の１ 平成29年5月7日 令和4年5月6日

327 2 株式会社メディアロード 名古屋市中区栄二丁目１番１２号　ダイアパレス伏見３０２ 平成29年5月11日 令和4年5月10日

328 2 株式会社東名装飾 名古屋市天白区焼山一丁目５０４番地 平成29年5月11日 令和4年5月10日

329 2 有限会社フォルム 愛知県西尾市高畠町七丁目１４番地 平成29年5月11日 令和4年5月10日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

330 2 株式会社Ｒｅｃｏｐａ 岐阜県郡上市八幡町旭７６４番地の２ 平成29年5月11日 令和4年5月10日

331

332 2 株式会社エダキン 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３２番１号 平成29年5月16日 令和4年5月15日

333

334

335

336 2 有限会社アド・バンス 愛知県名古屋市天白区鴻の巣二丁目１７１４番 平成29年5月21日 令和4年5月20日

337

338

339

340

341

342 2 株式会社寺島塗装店 愛知県津島市宇治町字小切６３番地 平成29年5月31日 令和4年5月30日

343 2 津田　和良 愛知県愛西市町方町十二城２３４番地 平成29年5月31日 令和4年5月30日

344 2 株式会社コピンピア 岐阜市六条南二丁目１８番１号 平成29年6月6日 令和4年6月5日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

345 2 有限会社足立工芸 名古屋市中川区八熊三丁目１３番１２号 平成29年6月6日 令和4年6月5日

346

347 2 日本街路灯製造株式会社 名古屋市熱田区五本松町１番８号 平成29年6月6日 令和4年6月5日

348 2 株式会社佐々木企画 名古屋市緑区倉坂１２１番地 平成29年6月6日 令和4年6月5日

349

350

351 2 株式会社大阪オリコミ 大阪市阿倍野区昭和町２丁目５番２号 平成29年6月12日 令和4年6月11日

352

353 2 株式会社グリーンアート 大阪府大阪市北区天満橋三丁目4番37号 平成29年6月12日 令和4年6月11日

354 2 株式会社エヌエスティ 名古屋市南区寺部通四丁目２０番地１ 平成29年6月12日 令和4年6月11日

355 2
山王スペース＆レンタル株式
会社

東京都中央区銀座三丁目１０番６号 平成29年6月12日 令和4年6月11日

356 2 株式会社　アドパートナー 名古屋市中区大井町７番３４号 平成29年6月12日 令和4年6月11日

357

358 2 株式会社協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 平成29年6月18日 令和4年6月17日

359



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

360 2 彩日株式会社 愛知県北名古屋市宇福寺長田６７番地 平成29年6月21日 令和4年6月20日

361

362 2 株式会社日展 大阪市北区万歳町３番７号 平成29年6月27日 令和4年6月26日

363 2 岩田　明市 イワタスタジオ 名古屋市中村区角割町４丁目１４番地の２　コーポ西村１０２号 平成29年6月27日 令和4年6月26日

364 2 株式会社中川堂 東京都千代田区東神田一丁目１４番１号 平成29年7月2日 令和4年7月1日

365 2 丸八宣伝株式会社 名古屋市中村区諏訪町三丁目４番１号 平成29年7月2日 令和4年7月1日

366

367 2 有限会社サイトウ工芸 名古屋市中川区服部四丁目２１０１番地 平成29年7月2日 令和4年7月1日

368 2
株式会社阪神コンテンツリン
ク

大阪市北区梅田二丁目４番１３号 平成29年7月2日 令和4年7月1日

369 2 有限会社サンコー実業 名古屋市守山区川宮町３９２番地 平成29年7月2日 令和4年7月1日

370

371

372 2 竹之内英男 竹之内商店 名古屋市千種区竹越一丁目５番１２号 平成29年7月6日 令和4年7月5日

373

374



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

375

376

377 2 株式会社マックス 名古屋市東区大松町５番２号 平成29年7月11日 令和4年7月10日

378

379 2 株式会社スタンパール社 名古屋市昭和区御器所三丁目１０番５号 平成29年7月13日 令和4年7月12日

380 2 株式会社エー・ティ・エー 東京都中央区日本橋二丁目４番１号 平成29年7月17日 令和4年7月16日

381

382 2 株式会社ファンタック 名古屋市西区栄生三丁目１３番１２号 平成29年7月17日 令和4年7月16日

383 2 井本　貞雄 大宣工芸 名古屋市緑区松が根台２３６番地３ 平成29年7月20日 令和4年7月19日

384 2 株式会社電通アドギア
東京都中央区銀座八丁目２１番１号　住友不動産汐留浜離宮
ビル２０階

平成29年7月25日 令和4年7月24日

385

386 2 株式会社エステック 名古屋市緑区鳴海町字中汐田２０４番地の１ 平成29年7月25日 令和4年7月24日

387 2 株式会社和幸商会 名古屋市中区栄四丁目１３番１１号 平成29年7月25日 令和4年7月24日

388 2 朝日電装株式会社 大阪府豊中市穂積二丁目１６番２０号 平成29年7月26日 令和4年7月25日

389 2 株式会社大同 福岡県糟屋郡志免町別府北三丁目２番１３号 平成29年8月2日 令和4年8月1日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

390

391 2 真柄建設株式会社 石川県金沢市彦三町一丁目１３番４３号 平成29年8月8日 令和4年8月7日

392

393

394

395

396 2 濱場　昭広 名古屋市守山区幸心三丁目２０１９番地 平成29年8月30日 令和4年8月29日

397 2
ジェイアール東海建設株式
会社

名古屋市中村区則武一丁目１５番７号 平成29年8月30日 令和4年8月29日

398

399

400

401 2 株式会社アド秋田 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前８番地８ 平成29年9月3日 令和4年9月2日

402

403

404



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

405 2
東海プラスチックス工業株式
会社

岐阜県羽島郡岐南町みやまち一丁目９５番地 平成29年9月7日 令和4年9月6日

406 2 株式会社スズプロ 名古屋市中川区西伏屋二丁目１４１９番地 平成29年9月7日 令和4年9月6日

407

408

409

410

411 2 日道工業株式会社 愛知県知多郡阿久比町大字矢高字五反田１６番地の１ 平成29年9月10日 令和4年9月9日

412 2 有限会社旭堂看板店 名古屋市瑞穂区内方町二丁目８番地 平成29年9月18日 令和4年9月17日

413 2 株式会社共同広告社 東京都中央区日本橋小舟町１５番１０号 平成29年9月28日 令和4年9月27日

414 2 株式会社小林工芸社 東京都豊島区北大塚一丁目９番１５号 平成29年9月28日 令和4年9月27日

415 2 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 平成29年10月4日 令和4年10月3日

416

417

418

419



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

420 2 株式会社セキネネオン 茨城県潮来市古高３４８０番地の１ 平成29年10月18日 令和4年10月17日

421

422

423 2 株式会社読売広告社 東京都港区赤坂五丁目２番２０号 平成29年10月24日 令和4年10月23日

424 2 神保　研治 ジェイ・プラント 神奈川県小田原市東町１丁目２５番７号 平成29年10月31日 令和4年10月30日

425

426 2 株式会社アイチ工芸 名古屋市守山区向台一丁目１６０８番地 平成29年11月1日 令和4年10月31日

427 2 株式会社フロンテッジ 東京都港区西新橋一丁目１８番１７号 平成29年11月8日 令和4年11月7日

428 2 森内　雅也 森アート 名古屋市北区田幡二丁目９番６号 平成29年11月8日 令和4年11月7日

429

430 2 河田　佳浩 東京都港区高輪１丁目２３番２３－２２０３号 平成29年11月15日 令和4年11月14日

431

432 2 株式会社クレイン工芸社 愛知県海部郡大治町大字西條字笠見立３４番地の１ 平成29年11月20日 令和4年11月19日

433 2 株式会社ラウンドマークス 岐阜市天神町1番地 平成29年11月20日 令和4年11月19日

434 2 有限会社ホリカワアート 愛知県豊川市御津町下佐脇花ノ木３６番地 平成29年11月27日 令和4年11月26日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

435

436

437

438

439

440 2 名古屋黒板株式会社 名古屋市北区田幡二丁目１４番８号 平成29年12月5日 令和4年12月4日

441

442 2 消火栓標識株式会社 大阪市阿倍野区王子町１丁目１１番２５号 平成29年12月11日 令和4年12月10日

443

444

445

446 2 株式会社グランド工房 岐阜県大垣市新長沢町５丁目２番地の２ 平成29年12月19日 令和4年12月18日

447 2 竹内　康 メディアプラス 名古屋市緑区鳴丘三丁目６２８番地 平成29年12月19日 令和4年12月18日

448 2 有限会社カスタムワン 名古屋市昭和区萩原町五丁目２４番地の３ 平成29年12月19日 令和4年12月18日

449



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

450

451

452 2 株式会社アートランド 群馬県富岡市神成３３２番地１ 平成29年12月25日 令和4年12月24日

453 2 株式会社Ｒ＆Ｂ・company 大阪市平野区加美北７－４－２０ 平成30年1月4日 令和5年1月3日

454

455

456 2 有限会社サインデコ 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字岩石１２７番地 平成30年1月9日 令和5年1月8日

457 2 株式会社ダイコクサイン 名古屋市緑区鳥澄一丁目２１９番地 平成30年1月9日 令和5年1月8日

458 2 シンコー企画株式会社 名古屋市中川区吉津一丁目２４０７番地 平成30年1月9日 令和5年1月8日

459

460 2 株式会社ひかり広告 大阪府守口市藤田町二丁目１番１９号 平成30年1月18日 令和5年1月17日

461 2 株式会社デザインラボ 岐阜県各務原市川島小網町２１４６番地４２ 平成30年1月18日 令和5年1月17日

462 2 中澄　昭三郎 アド・ナカスミ 名古屋市瑞穂区中山町６丁目１番地 平成30年1月24日 令和5年1月23日

463 2 株式会社京阪エージェンシー 大阪市中央区大手前一丁目７番２４号 平成30年1月31日 令和5年1月30日

464



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

465 2 株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 平成30年2月6日 令和5年2月5日

466 2 有限会社ヨシムラ 東京都文京区本郷四丁目９番７号１０２ 平成30年2月13日 令和5年2月12日

467

468

469

470 2 株式会社中日本工芸 愛知県豊田市高岡町池端７０番地７ 平成30年2月14日 令和5年2月13日

471 2 株式会社コムズ 東京都中央区京橋三丁目１２番１号 平成30年2月14日 令和5年2月13日

472 2 寺嶋　和仁 テラジマ工業 名古屋市北区楠一丁目１７０７番地 平成30年2月19日 令和5年2月18日

473

474

475

476 2 三共ディスプレイ株式会社 広島県廿日市市木材港北７番１７号 平成30年2月26日 令和5年2月25日

477 2 有限会社ヌーマ広告社 三重県四日市市安島一丁目2番19号 平成30年3月3日 令和5年3月2日

478

479 2 エージーエス株式会社 札幌市中央区南六条西三丁目６番地３３　ＡＧＳ６・３ビル 平成30年3月5日 令和5年3月4日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

480

481 2 株式会社ワイズサイン 群馬県伊勢崎市三室町５８０８番地 平成30年3月21日 令和5年3月20日

482 2 株式会社古川広告社 大阪府東大阪市衣摺六丁目１番２８号 平成30年3月24日 令和5年3月23日

483

484

485 2 西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 平成30年3月31日 令和5年3月30日

486 2 アド・サイン株式会社 大阪市平野区加美東二丁目７番２２号 平成30年4月10日 令和5年4月9日

487

488

489

490

491

492

493 2 株式会社トレード 名古屋市中川区山王四丁目５番１０号 平成30年5月1日 令和5年4月30日

494 2
有限会社ネットワークサービ
ス

岐阜市岩地二丁目１１番地３０ 平成30年5月1日 令和5年4月30日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

495 2 山都屋工芸株式会社 名古屋市昭和区鶴舞四丁目１４番４号 平成30年5月1日 令和5年4月30日

496

497

498

499 2 株式会社デンショク 岡山市中区桑野516番地の8 平成30年5月19日 令和5年5月18日

500

501

502

503

504 2 株式会社アドセシオ 大阪市阿倍野区阪南町五丁目１７番４号ロータスビル 平成30年6月17日 令和5年6月16日

505 2 村瀬治男
エムズサインプロジェ
クト

愛知県北名古屋市高田寺出口60番地 平成30年6月18日 令和5年6月17日

506 2 株式会社広立 香川県三豊市豊中町笠田笠岡３１８５番地６ 平成30年6月19日 令和5年6月18日

507

508

509 2 有限会社飾工芸 名古屋市港区善進本町５４８番地 平成30年7月4日 令和5年7月3日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

510

511

512 2 株式会社秀栄社 名古屋市中村区塩池町三丁目7番15号 平成30年7月9日 令和5年7月8日

513 2 ヨシダ宣伝株式会社 石川県金沢市中央通町１番２２号 平成30年7月9日 令和5年7月8日

514

515

516

517

518

519

520

521 2 関東マルワ産業株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地３８番地３８ 平成30年7月29日 令和5年7月28日

522

523 2 株式会社コーケン 岡山市北区今保１４８番地の８ 平成30年7月31日 令和5年7月30日

524 2 株式会社増田清商店 名古屋市東区芳野一丁目１番１７号 平成30年8月1日 令和5年7月31日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

525 2 株式会社トーアフォート 名古屋市西区鳥見町二丁目１２３番地 平成30年8月1日 令和5年7月31日

526 2 株式会社フジネオン 大阪府堺市堺区楠町三丁4番12号 平成30年8月4日 令和5年8月3日

527 2 株式会社マエハラ通工 名古屋市西区比良一丁目２２７番地 平成30年8月13日 令和5年8月12日

528 2 株式会社MUSTARDRUN 愛知県瀬戸市東寺山町１８６番地 平成30年8月13日 令和5年8月12日

529

530

531

532

533 2 シルバーサイン株式会社 愛知県豊田市永覚町上長根３番地１１０ 平成30年8月27日 令和5年8月26日

534 2 株式会社友菱 東京都中央区築地二丁１番２－１０２号 平成30年8月27日 令和5年8月26日

535

536

537

538

539 2 株式会社ワーク・ツー 名古屋市中川区伏屋五丁目５０２番地の２ 平成30年9月10日 令和5年9月9日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

540

541 2 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 平成30年9月17日 令和5年9月16日

542 2 坂野　慎一 show-tenプラス 愛知県春日井市勝川町9丁目5番地13 平成30年10月2日 令和5年10月1日

543

544

545 2 有限会社若林美装 愛知県北名古屋市二子比良出134番地 平成30年10月10日 令和5年10月9日

546 2 株式会社服部組 名古屋市熱田区南一番町２０番３号 平成30年10月16日 令和5年10月15日

547 2 株式会社真栄 愛知県豊橋市駅前大通一丁目２７番地１ 令和1年10月21日 令和6年10月20日

548

549 2
有限会社アートプランナーケ
イ

名古屋市北区楠一丁目１００３番地 平成30年10月28日 令和5年10月27日

550

551

552

553

554 2 株式会社前山 名古屋市瑞穂区中山町四丁目１７番地 平成30年11月13日 令和5年11月12日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

555

556 2 有限会社マサキ工芸 名古屋市南区大堀町１６番７号 平成30年11月20日 令和5年11月19日

557 2 ニッカホーム株式会社 名古屋市緑区篭山二丁目１２２５番地 平成30年12月2日 令和5年12月1日

558

559

560 2 株式会社スペース 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番４号 平成30年12月5日 令和5年12月4日

561

562 2
株式会社東海アドエージェン
シー

名古屋市中区大須四丁目12番3号 平成30年12月15日 令和5年12月14日

563

564

565 2 ４５アイズ株式会社
東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号　パール飯田橋ビル８
階

平成30年12月24日 令和5年12月23日

566 2 株式会社第一スタジオ 名古屋市北区大我麻町２６１番地 平成31年1月6日 令和6年1月5日

567

568 2 愛知広告株式会社 名古屋市千種区千種二丁目３番１８号 平成31年1月18日 令和6年1月17日

569



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

570

571

572

573

574 2 有限会社アトラスキューブ 愛知県東海市浅山二丁目１８番地 平成31年2月13日 令和6年2月12日

575

576 2 有限会社マイロード 名古屋市中川区松葉町四丁目１７番地２ 平成31年2月24日 令和6年2月23日

577

578 2 森　裕介 森工芸 三重県いなべ市大安町石榑東１０２１番地 平成31年3月17日 令和6年3月16日

579

580 2 株式会社綜合デザイン 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目４番５号 平成31年3月26日 令和6年3月25日

581

582

583

584



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

585

586 2 平林シート株式会社 愛知県知多郡東浦町大字緒川字下汐田１８番地の１ 平成31年4月23日 令和6年4月22日

587 2 有限会社セト広告美術社 愛知県瀬戸市共栄通三丁目１０番地 平成31年4月27日 令和6年4月26日

588

589 2 株式会社ティープラン 名古屋市西区新道二丁目１５番１１号 令和1年5月20日 令和6年5月19日

590

591 2 株式会社レ・プロローグ 名古屋市中区丸の内二丁目１５番３０号 令和1年5月27日 令和6年5月26日

592 2 山井　多喜夫 山承堂 名古屋市守山区鳥羽見一丁目７番19号 令和1年6月2日 令和6年6月1日

593

594

595

596 2 第一工芸株式会社 大阪市東住吉区今林四丁目７番９号 令和1年6月17日 令和6年6月16日

597

598

599



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

600

601

602 2
株式会社エムアンドティ企画
工房

名古屋市守山区大字上志段味字竹の腰３８５番地の４ 令和1年7月10日 令和6年7月9日

603 2 有限会社小津工芸 名古屋市緑区六田一丁目１０４番地 令和1年7月10日 令和6年7月9日

604 2 有限会社ライトウェーヴ 岐阜県本巣市上真桑465番地 令和1年7月17日 令和6年7月16日

605

606

607 2 深田　賢二 フカダ工芸 名古屋市中川区服部四丁目７１１番地の１ 令和1年7月17日 令和6年7月16日

608 2 深田　真一 アイシン工芸 名古屋市中川区春田五丁目２６番地の１ 令和1年7月22日 令和6年7月21日

609

610

611

612

613

614



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

615 2 株式会社藤木工務店 大阪市中央区備後町一丁目７番１０号 令和1年8月12日 令和6年8月11日

616 2 伊藤　峰志 峰工芸 愛知県あま市七宝町鯰橋五丁目４９番地 令和1年8月13日 令和6年8月12日

617 2 有限会社アドマーキング 愛知県北名古屋市高田寺砂場２５番地 令和1年8月14日 令和6年8月13日

618 2
有限会社彩展コラボレーショ
ン

名古屋市中区富士見町１２番２７号（７０３号） 令和1年8月21日 令和6年8月20日

619

620

621

622 2 株式会社ケシオン 兵庫県宝塚市美座二丁目１３番２号 令和1年10月5日 令和6年10月4日

623 2 有限会社クリエイション団 名古屋市西区見寄町１０６番地 令和1年10月13日 令和6年10月12日

624

625

626

627 2 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 令和1年11月5日 令和6年11月4日

628 2 株式会社アデスト
東京都中央区東日本橋三丁目9番15号　グラニートマルコービ
ル

令和1年11月6日 令和6年11月5日

629



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

630

631 2 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 令和1年11月24日 令和6年11月23日

632 2 株式会社ＣＳコーポレイション 新潟市中央区美の里１７番８号 令和1年11月25日 令和6年11月24日

633 2 株式会社シーアンドピー 名古屋市中区伊勢山一丁目１番１号 令和1年11月27日 令和6年11月26日

634 2 株式会社共栄美装 名古屋市緑区大高町字寅新田６０番地の１ 令和1年12月8日 令和6年12月7日

635

636

637 2 有限会社ライファ 名古屋市西区見寄町１７９番地 令和1年12月8日 令和6年12月7日

638

639 2 中村建設株式会社 静岡県浜松市中区中沢町７１番２３号 令和1年12月16日 令和6年12月15日

640 2 株式会社アート 名古屋市天白区梅が丘一丁目１１４番地 令和1年12月22日 令和6年12月21日

641

642 2 アド・ウイング株式会社 名古屋市中区栄五丁目１１番４号　第３タジックビル７０１号 令和1年12月25日 令和6年12月24日

643

644 2 愛知県広告美術業協同組合 名古屋市中村区名駅南一丁目５番１７号 令和2年1月21日 令和7年1月20日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

645

646

647 2 有限会社エスタースタジオ 愛知県瀬戸市内田町一丁目４３２番地 令和2年2月2日 令和7年2月1日

648 2 アドネット株式会社 和歌山市和歌川町５番３号 令和2年2月24日 令和7年2月23日

649

650 2 株式会社マット 愛知県瀬戸市見付町7番地の8　エスコシティ新瀬戸201 令和2年2月24日 令和7年2月23日

651

652

653 2 株式会社堀内カラー 大阪市北区万歳町３番１７号 令和2年3月9日 令和7年3月8日

654

655 2 株式会社タップスビトウ 岐阜市茜部寺屋敷二丁目７９番地１ 令和2年3月23日 令和7年3月22日

656 2 株式会社ディーピーエム 大阪府摂津市南別府町３番１１号 令和2年5月18日 令和7年5月17日

657

658 2 株式会社シテイー・ロード 東京都千代田区外神田四丁目８番５号　クレイン末広７Ｆ 令和2年5月24日 令和7年5月23日

659 2 株式会社　鴻池組 大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 令和2年6月7日 令和7年6月6日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

660 2 株式会社デザインアーク 大阪市西区阿波座一丁目５番１６号 令和2年6月7日 令和7年6月6日

661 2 株式会社ダイス 東京都中央区日本橋堀留町一丁目５番１１号 令和2年6月9日 令和7年6月8日

662

663

664

665 2
豊通ファシリティーズ株式会
社

名古屋市名東区本郷三丁目１６２番地 令和2年6月22日 令和7年6月21日

666 2 株式会社　フタバ 愛知県あま市七宝町遠島鳥居先181番地 令和2年7月8日 令和7年7月7日

667

668

669 2 三浦和雅 岐阜県羽島市足近町4丁目347番地1 令和2年7月13日 令和7年7月12日

670

671

672 2 株式会社日の丸ディスプレー 東京都練馬区早宮一丁目11番8号 令和2年7月15日 令和7年7月14日

673

674



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

675

676 2
株式会社　アップロード・プラ
ンズ

大阪府大阪市港区港晴四丁目14番6号 令和2年8月9日 令和7年8月8日

677 2 フジヤ広告株式会社 岐阜県大垣市木戸町122番地 令和2年8月17日 令和7年8月16日

678

679 2
株式会社エキスプレス工業
社

東京都北区中里二丁目１６番１０号 令和2年9月8日 令和7年9月7日

680 2 有限会社　メシオ 名古屋市東区泉三丁目22番1号　泉ｱｲﾘｽ 2Ｆ 令和2年9月27日 令和7年9月26日

681 2 株式会社ＢＲＡＶＯ 愛知県安城市箕輪町鳥屋金７４番地１ 令和2年9月28日 令和7年9月27日

682 2 株式会社アド近鉄 大阪市天王寺区生玉町３番１０号 令和2年9月11日 令和7年9月10日

683 2 株式会社近創 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５番１号 令和2年10月1日 令和7年9月30日

684

685

686

687 2 株式会社　ヤマテ・サイン 東京都板橋区小豆沢二丁目２２番１５号 令和2年11月5日 令和7年11月4日

688

689 2 マクテック株式会社 大阪市平野区長吉長原四丁目11番20号 令和2年11月9日 令和7年11月8日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

690

691 2 株式会社　アドエース 愛知県春日井市柏原町五丁目284番地 令和2年11月16日 令和7年11月15日

692 2 株式会社　名廣社 岐阜県多治見市池田町四丁目45番地 令和2年11月26日 令和7年11月25日

693

694

695

696 2 株式会社　エーネット 三重県桑名市陽だまりの丘四丁目2308番地 令和2年12月6日 令和7年12月5日

697 2 株式会社　ジョナス 名古屋市南区上浜町175番地 令和2年12月9日 令和7年12月8日

698

699 2 イオンディライト株式会社 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 令和2年12月20日 令和7年12月19日

700 2 有限会社　富士工芸 愛知県豊田市司町一丁目55番地 令和3年1月4日 令和8年1月3日

701

702

703 2 株式会社　ウチダテクノ 東京都中央区新川一丁目１０番１４号 令和3年1月31日 令和8年1月30日

704



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

705

706 2 有限会社　中部工芸 愛知県刈谷市一ツ木町七丁目22番地2 令和3年2月10日 令和8年2月9日

707 2 有限会社　東海企画 名古屋市天白区中坪町33番地 令和3年3月10日 令和8年3月9日

708 2 株式会社　サインズ 横浜市泉区緑園一丁目18番5号 令和3年3月14日 令和8年3月13日

709

710

711

712

713

714 2 ＮＳＫ株式会社 東京都千代田区九段南二丁目３番１号 令和3年3月28日 令和8年3月27日

715

716

717 2
株式会社クリエイティブダイ
ワ

福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地 令和3年4月13日 令和8年4月12日

718

719 2 東陽テック株式会社 名古屋市港区川間町２丁目２４９番地の１ 令和3年4月7日 令和8年4月6日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

720 2 長友　昭雄 ナガトモ工芸 岡崎市秦梨町字東板平４６番地５ 令和3年5月9日 令和8年5月8日

721 2 株式会社バイタル 津市半田１５３３番地６ 令和3年5月9日 令和8年5月8日

722 2 神谷　英司 ＣＯＣＯＲＯ　ＳＩＧＮ 名古屋市西区中沼町１６４番地１ 令和3年5月11日 令和8年5月10日

723 2 株式会社　日本電装 大阪市中央区上汐二丁目６番２３号 令和3年5月11日 令和8年5月10日

724 2 有限会社三河ディスプレイ 愛知県額田郡幸田町大字荻字西中２４番地１ 令和3年5月24日 令和8年5月23日

725

726

727

728

729 2 株式会社中央廣告 名古屋市西区城西一丁目５番１１号 令和3年7月29日 令和8年7月28日

730 2 株式会社大広 大阪府大阪市北区中之島二丁目２番７号 令和3年8月3日 令和8年8月2日

731

732 2 友宏ワイズ株式会社 愛知県名古屋市北区五反田町３０２番地 令和3年8月10日 令和8年8月9日

733 2 株式会社　創輝社 静岡県静岡市清水区鳥坂１１４８番地１ 令和3年8月11日 令和8年8月10日

734 2 株式会社大広メディアックス 大阪府大阪市中央区今橋二丁目４番１０号 令和3年8月11日 令和8年8月10日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

735 2 ウチノ看板関西株式会社 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字金井谷１番地１３ 令和3年8月16日 令和8年8月15日

736

737 3 株式会社アートプランニング 長野県松本市大字笹賀５６５２番地１１９ 令和3年8月24日 令和8年8月23日

738 2 加藤　博己 ナゴヤスタヂオ 名古屋市中川区小本本町３丁目２３０番地 令和3年8月31日 令和8年8月30日

739

740

741

742 2 株式会社シミズオクト 東京都新宿区高田馬場四丁目３９番１号 令和3年10月13日 令和8年10月12日

743 2 株式会社アート企画 滋賀県彦根市大堀町９１９番地 令和3年10月18日 令和8年10月17日

744 2 株式会社アルク 大阪府大阪市東住吉区今林二丁目３番２６号 令和3年10月19日 令和8年10月18日

745

746

747

748

749 2 三和サインワークス株式会社 大阪市北区梅田三丁目１番３号 令和3年11月8日 令和8年11月7日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

750 2 株式会社東進 名古屋市西区南川町２８６番地 令和3年11月15日 令和8年11月14日

751 2 名古屋貸物設備株式会社 名古屋市東区筒井三丁目２２番３２号 令和3年11月17日 令和8年11月16日

752

753 2 株式会社関西広告社 兵庫県加古郡稲美町北山２０８番地 令和3年11月28日 令和8年11月27日

754 2 東亜ライン株式会社 愛知県名古屋市緑区大高町字一色山２５番地の１ 令和3年11月28日 令和8年11月27日

755

756 2 四国アドサービス株式会社 高松市上天神町５５６番地１ 令和3年12月1日 令和8年11月30日

757 2 株式会社東急エージェンシー 東京都港区西新橋1-1-1 令和3年12月7日 令和8年12月6日

758 2 株式会社シセード 福井県福井市三尾野町第２９号２番地１１ 令和3年12月14日 令和8年12月13日

759

760

761

762

763 2 有限会社スーパーセフティ 愛知県名古屋市中川区法華西町四丁目１３番地 令和4年1月6日 令和9年1月5日

764



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

765

766

767 2 株式会社協同制作 東京都中央区入船二丁目５番７号 令和4年1月19日 令和9年1月18日

768

769

770 2 有限会社秀美社 名古屋市天白区植田山二丁目８１５番地 令和4年2月13日 令和9年2月12日

771

772

773

774 2 有限会社TAS 岐阜県大垣市東町二丁目１１４ 令和4年2月28日 令和9年2月27日

775

776

777

778

779 2 株式会社アイテック 東京都文京区後楽2-1-3　NS飯田橋ビル１階 令和4年3月23日 令和9年3月22日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

780 2 株式会社アイビ広告 愛媛県伊予郡松前町大字神崎７０７番地３ 令和4年3月27日 令和9年3月26日

781 2 有限会社広告の東海 名古屋市緑区小坂二丁目２２０６番地 令和4年3月27日 令和9年3月26日

782 2 株式会社ブライトサイン 岐阜市今嶺３丁目８番１１号 令和4年4月2日 令和9年4月1日

783 1 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東１－４－１２ 平成29年4月3日 令和4年4月2日

784

785 2 株式会社クレスト 東京都港区赤坂八丁目１０番２２号ニュー新坂ビル４F 令和4年4月9日 令和9年4月8日

786 2 株式会社ウエルオン 名古屋市中区新栄三丁目２１番３１号 令和4年4月20日 令和9年4月19日

787

788 1 有限会社中京アート 名古屋市中川区打出二丁目２１２番地の１ 平成29年5月2日 令和4年5月1日

789

790 1 有限会社名広アド 名古屋市名東区藤が丘１６１番地 平成29年5月10日 令和4年5月9日

791 1 株式会社グリーンクロス 福岡市中央区小笹５丁目２２番３４号 平成29年5月22日 令和4年5月21日

792

793 1 有限会社浜工 愛知県日進市五色園四丁目１５０７番地 平成29年5月24日 令和4年5月23日

794



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

795

796

797 1 斗南電装株式会社 大阪府堺市北区船堂町二丁２番２号 平成29年7月10日 令和4年7月9日

798

799 1 有限会社ダイ・アート 名古屋市西区名塚町五丁目３４番地の１ 平成29年7月12日 令和4年7月11日

800

801 1 川出　光宗 岐阜県羽島郡岐南町三宅５丁目２８６番地 平成29年7月17日 令和4年7月16日

802

803 1 有限会社オクト 静岡県浜松市北区三方原町１７０８番地の４ 平成29年8月3日 令和4年8月2日

804

805 1 日本サイン株式会社 大阪市西区立売堀二丁目１番９号 平成29年8月10日 令和4年8月9日

806 1 三協立山株式会社 富山県高岡市早川７０番地 平成29年8月21日 令和4年8月20日

807

808 1 株式会社日宣 名古屋市中区上前津二丁目１３番２４号 平成29年8月28日 令和4年8月27日

809



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

810 1 エクスキューブ株式会社 名古屋市千種区今池五丁目４番３号 平成29年9月6日 令和4年9月5日

811 1 大光宣伝株式会社 奈良県生駒市元町一丁目６番１２号 平成29年9月13日 令和4年9月12日

812

813 1 コンドー株式会社 奈良県桜井市大字外山１７５番地 平成29年9月19日 令和4年9月18日

814 1 株式会社ビーアド 東京都足立区綾瀬七丁目１９番１２号 平成29年9月19日 令和4年9月18日

815 1 株式会社エー・ティーシー 名古屋市中村区城屋敷町四丁目５１番地の１ 平成29年9月19日 令和4年9月18日

816 1
株式会社スペースアートデザ
イン

東京都練馬区中村北一丁目１１番６－２３０７号 平成29年9月20日 令和4年9月19日

817 1 株式会社アイプラネット 東京都港区南青山一丁目１番１号 平成29年9月26日 令和4年9月25日

818

819 1 テン工業株式会社 大阪市港区波除二丁目７番２３号 平成29年10月18日 令和4年10月17日

820

821

822

823

824



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

825 1 株式会社ケイプラン・アド 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６番２号 平成29年11月28日 令和4年11月27日

826 1 株式会社三廣社 愛知県安城市緑町２丁目２３番地１ 平成29年12月25日 令和4年12月24日

827 1 株式会社ホンマ装美 東京都足立区谷在家３丁目２３番２号 平成30年1月8日 令和5年1月7日

828

829

830

831 1
株式会社ADKマーケティン
グ・ソリューションズ

東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号 平成30年1月22日 令和5年1月21日

832 1 有限会社美研堂 静岡県富士市伝法２６４６番地の８ 平成30年1月25日 令和5年1月24日

833

834

835

836

837 1 株式会社三愛 名古屋市西区長先町３４１番地の１ 平成30年2月28日 令和5年2月27日

838

839 1 有限会社大進堂看板舗 名古屋市東区東片端町４７番地の１ 平成30年3月6日 令和5年3月5日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

840

841 1 株式会社ジー・ツー・サイン 大阪府摂津市鳥飼八防一丁目２２番１０号 平成30年3月18日 令和5年3月17日

842

843 1 株式会社ＥＤＧＥ 東京都豊島区池袋２丁目４８番１号　信友山の手池袋ビル５Ｆ 平成30年3月25日 令和5年3月24日

844 1 水野　徳男 名古屋市名東区神里二丁目１７７番地の２ 平成30年4月5日 令和5年4月4日

845 1 Ｄｅｓｉｇｎ・親方株式会社 東京都港区芝浦三丁目１０番６号 平成30年4月11日 令和5年4月10日

846 1 Ｃ２Ｓ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社 東京都新宿区築地町９番地 平成30年4月12日 令和5年4月11日

847 1 安田　明広 販促計画 愛知県一宮市大宮４丁目８番１３号 平成30年4月16日 令和5年4月15日

848 1 株式会社フェイス 名古屋市西区二方町１６番地の１　ガーデンアイル１２０６ 平成30年4月22日 令和5年4月21日

849 1 有限会社三友社 名古屋市中村区八社二丁目５７番地 平成30年4月24日 令和5年4月23日

850 1 株式会社シェイプ
大阪府東大阪市小阪３丁目２－２９　ＫＩＤＯ八戸ノ里駅前ビル５
階

平成30年5月1日 令和5年4月30日

851 1 株式会社桃太郎 大阪市中央区難波千日前７番１２号 平成30年5月7日 令和5年5月6日

852 1 エムツー・サイン有限会社 三重県鈴鹿市安塚町１３５０－２６３ 平成30年5月14日 令和5年5月13日

853

854 1 有限会社サン企画 名古屋市北区楠四丁目５２１番地 平成30年5月24日 令和5年5月23日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

855 1 株式会社江口巌商店 名古屋市南区明治一丁目１９番５号 平成30年5月24日 令和5年5月23日

856 1 株式会社クリエイト 名古屋市北区安井一丁目８番１号 平成30年5月28日 令和5年5月27日

857

858

859 1 株式会社Ｋ’ｓクリエイティブ 名古屋市千種区新西一丁目３番３２号 平成30年6月10日 令和5年6月9日

860

861 1 岸工業株式会社 広島市南区東雲本町二丁目１５番７号 平成30年6月21日 令和5年6月20日

862 1 株式会社エヌ・メディア 東京都中央区銀座三丁目４番５号 平成30年7月8日 令和5年7月7日

863

864 1 株式会社ヂーハウス 名古屋市中区丸の内一丁目１５番９号 平成30年7月23日 令和5年7月22日

865

866

867

868

869



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

870 1 株式会社ＡＢ企画 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口南３７番地の１ 平成30年8月29日 令和5年8月28日

871 1 株式会社尼崎電飾 兵庫県尼崎市三反田町三丁目１番２７号 平成30年9月9日 令和5年9月8日

872 1 株式会社アテネ工芸 名古屋市西区長先町１８５番地 平成30年9月24日 令和5年9月23日

873

874 1 株式会社サワムラ 愛知県海部郡大治町大字馬島字大道西１７番地の１ 平成30年10月2日 令和5年10月1日

875

876 1 株式会社ヨシミ 東京都中央区八丁堀三丁目２５番８号 平成30年10月28日 令和5年10月27日

877

878

879 1 ヤスダ美装株式会社 三重県四日市市稲葉町１番１１号 平成30年11月11日 令和5年11月10日

880

881 1 有限会社ミウマ工芸 埼玉県八潮市大曽根２０４２番地１ 平成30年12月16日 令和5年12月15日

882 1 株式会社エイチ・エス・エイ 大阪市生野区林寺六丁目８番２４号 平成30年12月18日 令和5年12月17日

883 1 株式会社大橙社 滋賀県東近江市五個荘石塚町２０２番地 平成30年12月25日 令和5年12月24日

884 1 株式会社メイショー 岐阜県大垣市新田町三丁目１５番地 平成30年12月26日 令和5年12月25日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

885 1 有限会社アートキューブ
名古屋市瑞穂区瑞穂通一丁目２０番地　ライオンズマンション
瑞穂通１０１号

平成31年1月12日 令和6年1月11日

886 1 株式会社プラン・エディターズ 名古屋市北区水草町一丁目６８番地２ 平成31年1月10日 令和6年1月9日

887 1 有限会社ミキ工芸 名古屋市瑞穂区平郷町三丁目１８番地 平成31年2月6日 令和6年2月5日

888

889 1 株式会社伊藤工務店 名古屋市中川区小碓通二丁目２５番地 平成31年2月17日 令和6年2月16日

890 1 株式会社プラド 群馬県伊勢崎市馬見塚町１８６９番地 平成31年2月20日 令和6年2月19日

891 1 株式会社ジラフ 浜松市東区有玉西町１２５７番地 平成31年2月25日 令和6年2月24日

892 1 株式会社林看板 名古屋市北区丸新町４２１番地 平成31年2月26日 令和6年2月25日

893 1 株式会社アール工房 埼玉県和光市白子三丁目１８番１８号 平成31年2月26日 令和6年2月25日

894 1 株式会社武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 平成31年3月12日 令和6年3月11日

895

896 1
株式会社スカイサインシステ
ム

東京都豊島区東池袋一丁目４７番１３号池田ビル２０２号室 平成31年3月18日 令和6年3月17日

897

898

899 1 株式会社明展 兵庫県加古川市八幡町宗佐３２９番地の４ 平成31年3月24日 令和6年3月23日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

900 1 株式会社スペース・ワン
東京都千代田区平河町一丁目３番地１２号　第二秩父屋ビル
５階

平成31年4月14日 令和6年4月13日

901 1 有限会社ディー・サイン 愛知県瀬戸市赤重町１２４番地 平成31年4月14日 令和6年4月13日

902 1 株式会社Cool看板 静岡県浜松市東区中野町２３５８番地の４ 平成31年4月17日 令和6年4月16日

903 1 美和ロック株式会社 東京都港区芝三丁目１番１２号 令和1年5月8日 令和6年5月7日

904 1 株式会社日創 愛知県稲沢市井之口町大道北５３０１番地 令和1年5月8日 令和6年5月7日

905 1 株式会社サインズＦａｃｔｏｒｙ 東京都台東区浅草橋三丁目３２番１号 令和1年5月14日 令和6年5月13日

906 1 株式会社ニッセン 広島県府中市本山町９番地２ 令和1年5月23日 令和6年5月22日

907

908 1 有限会社美彩 千葉県流山市野々下二丁目４番地１ 令和1年6月2日 令和6年6月1日

909

910 1 株式会社イサム工芸社 大阪市北区山崎町３番１１号 令和1年6月13日 令和6年6月12日

911 1 株式会社サインスター 名古屋市北区楠一丁目８０８番地の２ 令和1年6月26日 令和6年6月25日

912 1 ジェイピーエムズ株式会社 名古屋市中村区烏森町三丁目２８番１タウンコート岩塚１Ａ 令和1年7月15日 令和6年7月14日

913

914



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

915 1 坂本　巧 巧サインスタジオ 岐阜県羽島郡笠松町江川１７５番地の５ 令和1年7月22日 令和6年7月21日

916 1 株式会社メイト 名古屋市昭和区御器所通一丁目１０番地の１ 令和1年7月30日 令和6年7月29日

917 1
三井不動産ファシリティーズ・
ウエスト株式会社

大阪市中央区本町四丁目４番２４号 令和1年8月7日 令和6年8月6日

918 1 株式会社宮崎製作所 名古屋市守山区大字下志段味字熊田３９６番地２ 令和1年8月11日 令和6年8月10日

919 1 中日本装備株式会社 名古屋市中村区高道町六丁目５番２号 令和1年8月11日 令和6年8月10日

920 1 株式会社アドクルーザ 愛知県春日井市東山町字東山２３４５番地の１９４６ 令和1年8月11日 令和6年8月10日

921

922

923 1 高桑　洋 高桑看板 愛知県愛知郡東郷町白鳥一丁目２２番地２２ 令和1年8月22日 令和6年8月21日

924 1 株式会社アド・アップ 愛知県あま市七宝町伊福薬師１０５番地 令和1年8月26日 令和6年8月25日

925 1 株式会社イープ 名古屋市北区清水一丁目７番１０号 令和1年9月8日 令和6年9月7日

926 1 株式会社インタースペース 岐阜県大垣市内原二丁目１３７番地 令和1年9月10日 令和6年9月9日

927 1 中日本興業株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目５番２８号 令和1年9月12日 令和6年9月11日

928

929 1 株式会社アド企画 大阪市藤井寺市沢田一丁目３１－１９ 令和1年10月1日 令和6年9月30日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

930 1 有限会社ウスイ工芸 名古屋市西区歌里町２６番地の１ 令和1年10月9日 令和6年10月8日

931 1
株式会社キッズプロモーショ
ン

東京都新宿区高田馬場一丁目１６番３０号 令和1年10月21日 令和6年10月20日

932

933 1 株式会社大宣看板 石川県金沢市神宮寺三丁目１０番２号 令和1年10月24日 令和6年10月23日

934 1 重盛　嘉美 世古美装店 三重県松阪市平生町３５番地１ 令和1年11月5日 令和6年11月4日

935

936

937 1 株式会社ゼロ 山梨県甲府市住吉四丁目６番２４号 令和1年11月5日 令和6年11月4日

938

939 1 有限会社コンピューター工房 大阪市中央区難波千日前８番２２号 令和1年11月11日 令和6年11月10日

940 1 株式会社日装ネオン 埼玉県坂戸市大字石井２６３８番地 令和1年11月13日 令和6年11月12日

941 1 ラッキー工芸株式会社 兵庫県姫路市朝日町５４番地 令和1年11月19日 令和6年11月18日

942 1 左右木　星志 Ｓ看板 愛知県知多郡武豊町字砂川二丁目９５番地１０ 令和1年11月25日 令和6年11月24日

943 1 株式会社ビッグアップル 群馬県高崎市若田町１１番地４ 令和1年11月26日 令和6年11月25日

944



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

945 1 有限会社オスロ 愛知県春日井市中新町二丁目１２‐９ 令和1年12月4日 令和6年12月3日

946 1 株式会社保安企画 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目３２番地 令和1年12月8日 令和6年12月7日

947 1 ホクカプロ株式会社 福井市二の宮三丁目２６番１５号 令和1年12月11日 令和6年12月10日

948

949 1 株式会社フレンドシップ 岐阜市北一色二丁目５番４号 令和2年1月22日 令和7年1月21日

950

951 1 株式会社丸善 奈良県橿原市高殿町５８４番地の３ 令和2年2月17日 令和7年2月16日

952 1 株式会社日広 長野県上田市住吉６７番地１ 令和2年2月26日 令和7年2月25日

953 1 有限会社三愛 大阪市東淀川区井高野四丁目８番１５号 令和2年3月2日 令和7年3月1日

954

955 1 株式会社アド大広名古屋 名古屋市中区栄三丁目３番２１号 令和2年3月18日 令和7年3月17日

956

957

958

959



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

960 1 有限会社協和企画 愛知県豊橋市向草間町字向西５７番地２ 令和2年4月2日 令和7年4月1日

961 1 株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町四丁目１番１３号 令和2年4月9日 令和7年4月8日

962 1 神野　亘 愛知県刈谷市泉田町欠ノ上１１－２　伊勢倉住宅Ｂ－３０４ 令和2年4月22日 令和7年4月21日

963 1 株式会社ベース 大阪府吹田市垂水町三丁目３３番１６号 令和2年4月28日 令和7年4月27日

964 1 株式会社リード 大阪市北区梅田一丁目１番３－１４００号 令和2年5月8日 令和7年5月7日

965 1 株式会社オカザキ工業 広島市西区中広町二丁目１４番１５号 令和2年5月15日 令和7年5月14日

966

967

968

969 1 北岡　祐司 E展工 愛知県名古屋市北区西味鋺二丁目510番地 令和2年6月18日 令和7年6月17日

970

971 1 株式会社HIT'S-V 大阪府東大阪市長田中５丁目１番１９号 令和2年6月25日 令和7年6月24日

972

973 1 セントラル画材株式会社 名古屋市東区泉１丁目１３番２５号 令和2年7月2日 令和7年7月1日

974 1 株式会社ファイブス 山口県山陽小野田市大字西高泊字高須３３３４番の８ 令和2年7月7日 令和7年7月6日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

975

976

977 1 株式会社　西出 三重県津市東丸之内19番28号 令和2年7月21日 令和7年7月20日

978

979

980

981 1 津田　達哉 Ｄｅ－Ｓｉｇｎ 春日井市神領町３丁目１２番地２ 令和2年8月4日 令和7年8月3日

982 1 株式会社マノサリー 大阪府堺市北区東雲東町一丁１番１４号 令和2年8月6日 令和7年8月5日

983 1 株式会社岡鈴 岡崎市上佐々木町字中切１８番地１８ 令和2年8月6日 令和7年8月5日

984 1 株式会社ケイエスト 愛知県豊明市西川町笹原2番地1 令和2年8月17日 令和7年8月16日

985 1 株式会社びこう社 東京都港区南青山四丁目１５番５号 令和2年8月20日 令和7年8月19日

986 1 株式会社葵屋 名古屋市守山区喜多山一丁目１番８号 令和2年8月21日 令和7年8月20日

987 1 株式会社フカミ 愛知県豊橋市松葉町二丁目27番地の1 令和2年8月28日 令和7年8月27日

988

989



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

990 1 フィールド・クラブ株式会社 北海道北広島市大曲工業団地四丁目１番地２ 令和2年9月17日 令和7年9月16日

991 1 株式会社URリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 令和2年9月25日 令和7年9月24日

992 1 株式会社アルスタイル 静岡県浜松市中区高丘西一丁目8番3号 令和2年10月1日 令和7年9月30日

993

994 1 株式会社ミライベクトル 名古屋市千種区小松町７－３８ 令和2年11月11日 令和7年11月10日

995 1 有限会社深尾看板 岐阜県多治見市笠原町2537番地の1 令和2年11月30日 令和7年11月29日

996

997

998 1 株式会社クラーク 愛知県名古屋市中川区牛立町５－６５ 令和2年12月4日 令和7年12月3日

999

1000 1 株式会社アコードデザイン 愛知県名古屋市中区栄五丁目５番２８号 令和2年12月24日 令和7年12月23日

1001 1 株式会社アートサイン 岐阜県可児郡御嵩町御嵩2192番地434 令和2年12月25日 令和7年12月24日

1002 1 株式会社すずき巧芸 岩倉市大市場町郷廻３４９番地 令和2年12月28日 令和7年12月27日

1003

1004



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

1005 1 宮田　篤 愛知県犬山市五郎丸八龍３２－１ 令和3年2月10日 令和8年2月9日

1006 1 伊藤　良児 ササキ工芸 愛知県北名古屋市片場六所５７ 令和3年2月12日 令和8年2月11日

1007

1008 1 有限会社　津留スタジオ 愛知県稲沢市陸田白山町36番2号 令和3年2月15日 令和8年2月14日

1009 1
株式会社アサヒファシリティ
ズ

東京都江東区南砂２丁目５番１４号 令和3年2月22日 令和8年2月21日

1010

1011 1 株式会社　ＨＹ－システム 京都府久世郡久御山町田井西荒見９０番地２ 令和3年2月26日 令和8年2月25日

1012 1 株式会社　白帝社 愛知県犬山市大字犬山字専正寺町４番地の３ 令和3年3月2日 令和8年3月1日

1013 1 株式会社丸泰 岐阜県岐阜市領下六丁目４６番地 令和3年3月11日 令和8年3月10日

1014 1 株式会社イマジン 京都府京都市右京区西京極東大丸町２６－１ 令和3年3月17日 令和8年3月16日

1015 1
有限会社中部エムティサービ
ス

愛知県北名古屋市法成寺法師堂１１５ 令和3年3月17日 令和8年3月16日

1016

1017

1018

1019 1
イナバインターナショナル株
式会社

東京都渋谷区恵比寿西一丁目１０番１１号 令和3年4月8日 令和8年4月7日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

1020 1 株式会社裕広芸 愛知県豊田市大成町３丁目３７番地 令和3年4月8日 令和8年4月7日

1021

1022

1023 1 福田サイン 愛知県名古屋市南区豊2丁目35-12モラリス豊503 令和3年5月17日 令和8年5月16日

1024 1 トヨタ・コニック・プロ株式会社 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 令和3年5月19日 令和8年5月18日

1025 1 株式会社エフ広芸 埼玉県越谷市平方４８５番地 令和3年5月18日 令和8年5月17日

1026 1 株式会社タナカサイン 岐阜県羽島市江吉良町江南1987番地 令和3年5月19日 令和8年5月18日

1027 1 株式会社プロテック 滋賀県草津市橋岡町６３番地１ 令和3年6月2日 令和8年6月1日

1028

1029

1030

1031 1 株式会社アイレス 大阪市住之江区新北島三丁目4番4号 令和3年8月3日 令和8年8月2日

1032 1 株式会社アック 名古屋市港区十一屋二丁目12番地 令和3年8月3日 令和8年8月2日

1033

1034 1 株式会社アイカン 愛知県知多市にしの台二丁目2401番地の7 令和3年8月15日 令和8年8月14日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

1035 1 有限会社エヌ・アド 東京都港区赤坂六丁目5番21号　シャトー赤坂203号 令和3年8月16日 令和8年8月15日

1036

1037

1038 1 新日本創業株式会社 東京都新宿区若葉一丁目22番地 令和3年8月23日 令和8年8月22日

1039 1 有限会社モリイ工芸 滋賀県長浜市南高田町544番地 令和3年8月26日 令和8年8月25日

1040 1 株式会社メディアデプト 東京都港区虎ノ門四丁目１番１０号 令和3年9月5日 令和8年9月4日

1041 1 株式会社ヒット 東京都中央区銀座七丁目14番14号 令和3年9月5日 令和8年9月4日

1042 1 株式会社笠谷sign 大阪市大正区泉尾二丁目２２番２８号 令和3年9月5日 令和8年9月4日

1043 1 愛知工芸株式会社 愛知県名古屋市西区枇杷島五丁目9番23号 令和3年9月2日 令和8年9月1日

1044 1 株式会社イーグル産業 埼玉県川越市的場一丁目26番8号 令和3年9月7日 令和8年9月6日

1045 1 株式会社エイチジェイ 名古屋市緑区境松一丁目707番地 令和3年9月7日 令和8年9月6日

1046

1047

1048 1 株式会社中外ネオン 大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１１番２２号 令和3年9月14日 令和8年9月13日

1049



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

1050 1 株式会社東京タカラ商会 東京都豊島区東池袋三丁目10番6号 令和3年9月14日 令和8年9月13日

1051 1 山田　敏裕 エルゴサイン 名古屋市瑞穂区佐渡町5丁目23番地の2 令和3年9月23日 令和8年9月22日

1052 1 有限会社創研プランニング 大阪市平野区加美北八丁目18番40号 令和3年9月26日 令和8年9月25日

1053 1 株式会社彩工社 岐阜県岐阜市領下四丁目67番地 令和3年9月30日 令和8年9月29日

1054 1 株式会社ネットテン 大阪市住吉区千躰二丁目2番24号 令和3年9月30日 令和8年9月29日

1055 1 有限会社中村スタジオ 愛知県春日井市如意申町五丁目10番地の4 令和3年10月7日 令和8年10月6日

1056 1 有限会社協明社 愛知県愛西市大野町郷裏21番地 令和3年10月7日 令和8年10月6日

1057

1058 1 有限会社市場工芸 和歌山県和歌山市新庄３８８番地４ 令和3年10月17日 令和8年10月16日

1059 1 株式会社三美堂 東京都豊島区南長崎六丁目16番1号 令和3年10月25日 令和8年10月24日

1060 1 株式会社クラウドポイント 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号 令和3年10月25日 令和8年10月24日

1061 1
株式会社ソニー・ミュージック
ソリューションズ

東京都港区赤坂九丁目７番１号 令和3年11月2日 令和8年11月1日

1062

1063

1064 1 株式会社アヤベル 神奈川県横浜市磯子区滝頭二丁目19番12号 令和3年11月25日 令和8年11月24日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

1065 1 株式会社タテイシ広美社 広島県府中市篠根町233番地 令和3年11月28日 令和8年11月27日

1066 1 株式会社マツタニ 愛知県豊田市十塚町一丁目38番地 令和3年11月28日 令和8年11月27日

1067 1 増田　達彦 ふじさわ工芸 愛知県小牧市大字三ツ渕２３５０番地１７９ 令和3年11月30日 令和8年11月29日

1068 1 株式会社すずや 名古屋市守山区大森二丁目2304番地 令和3年12月5日 令和8年12月4日

1069

1070 1
株式会社愛知模型コンサル
タント

愛知県清須市清洲２６８５番地の１７ 令和3年12月28日 令和8年12月27日

1071 1 イビアート有限会社 名古屋市緑区桶狭間神明4304番地 令和4年1月4日 令和9年1月3日

1072 1 竹中　誠 アート竹中 岐阜県瑞穂市本田871番地1 令和4年1月17日 令和9年1月16日

1073 1 株式会社ジークラフト 愛知県名古屋市守山区下志段味長筬192番地1 令和4年1月17日 令和9年1月16日

1074

1075 1 イー・プライス株式会社 愛知県春日井市明知町１３３４番地１ 令和4年1月25日 令和9年1月24日

1076 1 株式会社エイムクリエイツ 東京都中野区中野三丁目３４番２８号 令和4年2月6日 令和9年2月5日

1077

1078 1 株式会社ダスキン 大阪府吹田市豊津町1番33号 令和4年2月8日 令和9年2月7日

1079



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

1080

1081 1 株式会社消費者工学研究所 大阪府大阪市中央区北浜東１－１２ 令和4年2月20日 令和9年2月19日

1082

1083 1 株式会社エー・ピー・エス 山梨県南都留郡富士河口湖町船津5672番地の1 令和4年2月27日 令和9年2月26日

1084 1 株式会社ジェイエスピー 東京都足立区入谷三丁目2番13号 令和4年3月9日 令和9年3月8日

1085 1 株式会社三上旗店 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目12番6号 令和4年3月9日 令和9年3月8日

1086 1 株式会社東京広告新社 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目3番地 令和4年3月15日 令和9年3月14日

1087 1 株式会社アドキャスト 名古屋市熱田区新尾頭一丁目9番30号 令和4年3月21日 令和9年3月20日

1088 1 有限会社カニ看板 岐阜県可児市土田4374番地32 令和4年3月21日 令和9年3月20日

1089

1090

1091

1092 0 有限会社スぺリオ 名古屋市中川区中島新町三丁目2208番地 平成29年4月3日 令和4年4月2日

1093 0 株式会社SeesSign 名古屋市熱田区青池町一丁目37番1 平成29年4月11日 令和4年4月10日

1094 0 野本　高正 Nomoto Tent 大阪市平野区加美東6-15-4 平成29年4月11日 令和4年4月10日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

1095 1 株式会社三和企画 東京都足立区関原三丁目２４番６号 令和4年4月27日 令和9年4月26日

1096 0 鷹塚工芸株式会社 大阪市東住吉区湯里二丁目８番８号 平成29年5月2日 令和4年5月1日

1097 0 株式会社北関スクリーン 群馬県渋川市村上３７５２番地７ 平成29年5月25日 令和4年5月24日

1098 0
株式会社スマートコムラボラ
トリーズ

東京都千代田区有楽町一丁目１０番１号　有楽町ビル 平成29年5月29日 令和4年5月28日

1099 0 Ｚスタジオ株式会社 愛知県名古屋市守山区森孝四丁目６２３番地 平成29年6月5日 令和4年6月4日

1100 0 株式会社日産 愛知県名古屋市名東区松井町１１５番地 平成29年6月9日 令和4年6月8日

1101 0 トピー実業株式会社 東京都品川区大崎一丁目２番２号 平成29年6月9日 令和4年6月8日

1102 0 倉知　富壽 アオイ工芸 愛知県名古屋市北区三軒町２６７－１ 平成29年6月9日 令和4年6月8日

1103 0 株式会社東陽広告 愛知県名古屋市天白区古川町９５番地 平成29年6月22日 令和4年6月21日

1104 0 有限会社メディアマガジン 愛知県半田市栄町三丁目１２３番地 平成29年6月22日 令和4年6月21日

1105 0 株式会社シブヤスタジオ 名古屋市昭和区鶴舞三丁目６番２号 平成29年7月3日 令和4年7月2日

1106 0 株式会社看板ナカムラ 愛知県春日井市気噴町三丁目１２番地１ 平成29年7月10日 令和4年7月9日

1107 0 協栄電気興業株式会社 長野県長野市川合新田３５２５番地 平成29年7月14日 令和4年7月13日

1108 0 ライズエム株式会社 名古屋市西区名西二丁目２７番５号 平成29年7月14日 令和4年7月13日

1109 0 イチゴスタジオ株式会社 愛知県名古屋市中村区名西通一丁目２２番地 平成29年7月18日 令和4年7月17日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

1110 0 株式会社 Art Kolbe 愛知県名古屋市中区橘一丁目１５番１６号 平成29年8月4日 令和4年8月3日

1111 0
株式会社ジェイアール東日
本企画

東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号 平成29年8月4日 令和4年8月3日

1112 0 株式会社ラ・テック 静岡県静岡市葵区千代田七丁目１番１０号 平成29年8月9日 令和4年8月8日

1113 0 株式会社看板カトウ 愛知県春日井市鳥居松町五丁目１７５番地 平成29年8月18日 令和4年8月17日

1114 0 富士宣広株式会社 愛知県名古屋市東区葵一丁目１６番２６号 平成29年8月18日 令和4年8月17日

1115 0 岐建株式会社 岐阜県大垣市西崎町二丁目４６番地 平成29年8月24日 令和4年8月23日

1116 0 株式会社エスピーエス 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目５番３２号 平成29年9月1日 令和4年8月31日

1117 0 ユニアークス株式会社 埼玉県坂戸市大字紺屋９２６番地 平成29年9月7日 令和4年9月6日

1118 0 株式会社アドクリック 愛知県名古屋市中川区中郷二丁目１７０番地 平成29年9月7日 令和4年9月6日

1119 0 有限会社広晃社 岐阜県土岐市泉大島町二丁目２２番地 平成29年9月19日 令和4年9月18日

1120 0 兼城　利英 ケンネット 大阪府堺市北区南花田町１６８５－３ 平成29年9月21日 令和4年9月20日

1121 0 株式会社日交 東京都新宿区箪笥町３４番地 平成29年9月26日 令和4年9月25日

1122 0 ニチレイマグネット株式会社 大阪府大阪市城東区放出西一丁目２番５１－１２１３号 平成29年9月26日 令和4年9月25日

1123 0 株式会社プロフリー 滋賀県栗東市川辺１０４番地３ 平成29年9月26日 令和4年9月25日

1124 0 小松印刷株式会社 香川県高松市香南町由佐２１００番地１ 平成29年9月28日 令和4年9月27日
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1125 0 株式会社愛京広告 北海道苫小牧市植苗１２１番地の１０ 平成29年10月5日 令和4年10月4日

1126 0 三重交通株式会社 三重県津市中央１番１号 平成29年10月26日 令和4年10月25日

1127

1128 0 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目５番１号 平成29年11月7日 令和4年11月6日

1129 0 株式会社川津商店 愛知県名古屋市千種区竹越一丁目１１番５号 平成29年11月10日 令和4年11月9日

1130 0 株式会社カマダ工芸 大阪府東大阪市高井田西一丁目１番５号 平成29年11月17日 令和4年11月16日

1131 0 アイワ広告株式会社 東京都町田市旭町一丁目２１番１４号 平成29年11月20日 令和4年11月19日

1132 0 有限会社プラス 大阪府大阪市城東区蒲生一丁目４番２５号 平成29年12月12日 令和4年12月11日

1133 0 株式会社アルファー 愛知県海部郡蟹江町富吉三丁目２４６番地 平成29年12月20日 令和4年12月19日

1134 0
富士フイルムイメージングシ
ステムズ株式会社

東京都品川区西五反田三丁目６番３０号 平成29年12月22日 令和4年12月21日

1135

1136 0 株式会社ＷＡＯＨ 埼玉県越谷市相模町二丁目２７６番地２ 平成30年1月9日 令和5年1月8日

1137 0 八木　朝美 彩朝スタイル 愛知県愛西市町方町二ツ橋１４３番地 平成30年1月9日 令和5年1月8日

1138 0 株式会社トルース 愛知県名古屋市瑞穂区駒場町七丁目２番地 平成30年1月11日 令和5年1月10日

1139 0 有限会社オフィスリオ 愛知県あま市下萱津五反田５９番地 平成30年1月11日 令和5年1月10日
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1140 0 株式会社ディレクターズ 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号 平成30年1月18日 令和5年1月17日

1141 0 三井住友建設株式会社 東京都中央区佃二丁目１番６号 平成30年1月22日 令和5年1月21日

1142 0 株式会社小津看板 岐阜県美濃加茂市加茂川町一丁目３番９号 平成30年1月23日 令和5年1月22日

1143 0 遠藤　敦史 彩屋 愛知県瀬戸市本郷町９６２番地 平成30年2月2日 令和5年2月1日

1144 0 株式会社ＫＡＷＡＩ 愛知県豊明市栄町大蔵下１１２番地 平成30年2月6日 令和5年2月5日

1145 0 株式会社谷口看板店 愛知県瀬戸市本郷町６８２番地４ 平成30年2月6日 令和5年2月5日

1146 0 旭巧芸株式会社 大阪府枚方市長尾谷町一丁目５３番１号 平成30年2月6日 令和5年2月5日

1147 0 矢田　哲夫
サインディスプレイウ
イング

岐阜県関市武芸川町高野７２番地 平成30年2月13日 令和5年2月12日

1148 0 株式会社クラフト 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目３番１０号 平成30年2月20日 令和5年2月19日

1149 0 カンボウプラス株式会社 大阪市中央区南本町一丁目８番１４号 平成30年2月20日 令和5年2月19日

1150 0 株式会社コンセプトサインズ 群馬県桐生市境野町四丁目６９５番地３ 平成30年3月1日 令和5年2月28日

1151 0 株式会社プロエスト 東京都港区芝浦三丁目１４番１７号 平成30年3月22日 令和5年3月21日

1152 0 七瀬観光株式会社 愛知県尾張旭市東大久手町三丁目６番地１１ 平成30年3月22日 令和5年3月21日

1153 0 有限会社ネオプランナー 名古屋市北区楠三丁目９１１番地の３ 平成30年3月29日 令和5年3月28日

1154 0 株式会社ＳＩＧＮ　ＦＡＣＴＯＲＹ 愛知県瀬戸市みずの坂一丁目１９番地 平成30年4月5日 令和5年4月4日
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1156 0 株式会社Ｒｉｔｓｓ 静岡県磐田市国府台３２９番地１ 平成30年4月25日 令和5年4月24日

1157 0 ＰＥＡＰデザイン株式会社 石川県加賀市伊切町に106番地1 平成30年5月2日 令和5年5月1日

1158 0 芳岡　信一 あいしん企画 岐阜市茜町１０３番地 平成30年5月24日 令和5年5月23日

1159 0 有限会社アイコム 大阪府高石市千代田三丁目１４－９ 平成30年5月28日 令和5年5月27日

1160 0
株式会社ジェイ・ケイプランニ
ング

埼玉県さいたま市浦和区常盤二丁目８番１６号 平成30年5月28日 令和5年5月27日

1161 0 株式会社太陽巧芸社 東京都練馬区貫井四丁目４７番４８号 平成30年5月28日 令和5年5月27日

1162 0 株式会社セイビ堂 茨城県鹿嶋市長栖１８７９番地２０７ 平成30年5月31日 令和5年5月30日

1163 0 株式会社プロスパー 岐阜県羽島市足近町直道５９４番地 平成30年6月4日 令和5年6月3日

1164 0 株式会社千代田不動産 愛知県津島市宇治町字石畑１５６番地の１ 平成30年6月5日 令和5年6月4日

1165 0 加藤広告株式会社 大阪市淀川区野中南一丁目７番１３号 平成30年6月5日 令和5年6月4日

1166 0 ＧＣストーリー株式会社 東京都江東区木場六丁目４番２号　ＫＩビル 平成30年6月6日 令和5年6月5日

1167 0 有限会社アド創芸 愛知県豊川市平尾町下貝津７４番地第３ 平成30年6月19日 令和5年6月18日

1168 0 ＴＳＰ太陽株式会社 東京都目黒区東山一丁目１７番１６号 平成30年6月25日 令和5年6月24日

1169 0 株式会社かのや 名古屋市南区芝町１６番地 平成30年6月27日 令和5年6月26日

1170 0 株式会社デジタルグラマー 名古屋市北区水切町五丁目６０番地４ 平成30年6月27日 令和5年6月26日
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1171 0 長芝工芸株式会社 名古屋市守山区白沢町２４６番地 平成30年6月27日 令和5年6月26日

1172 0 株式会社アド工芸 東京都杉並区阿佐谷北六丁目１４番６号 平成30年6月27日 令和5年6月26日

1173 0 株式会社セーシン 名古屋市昭和区円上町１７番８号 平成30年6月29日 令和5年6月28日

1174 0 高橋　英紀 Ｇｒｏｗ 愛知県尾張旭市東山町一丁目４番地１６ 平成30年7月4日 令和5年7月3日

1175 0 株式会社仲工芸 名古屋市西区市場木町２２５番地１ 平成30年7月9日 令和5年7月8日

1176 0
株式会社ＯＯＨメディア・ソ
リューション

東京都港区浜松町一丁目１８番１６号 平成30年7月13日 令和5年7月12日

1177 0 マルワ工業株式会社 愛知県春日井市松河戸町字段下１３３３番地の３ 平成30年7月18日 令和5年7月17日

1178 0 サインエフェクト株式会社 福岡市南区長丘五丁目２５番１２号 平成30年7月20日 令和5年7月19日

1179 0 株式会社日交東海本社 静岡市葵区追手町２番２０号ヤマムラビル追手町 平成30年7月23日 令和5年7月22日

1180 0 株式会社ＧＡＴＥ　ＳＩＧＮ 群馬県伊勢崎市西野町５４９番地 平成30年7月25日 令和5年7月24日

1181 0 東谷　祐治 イースト 岐阜県関市稲口４９９番地２ 平成30年7月30日 令和5年7月29日

1182 0 三幸電子株式会社 名古屋市中区新栄二丁目４８番３０号 平成30年8月2日 令和5年8月1日

1183 0 明興産業株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁目７番７号 平成30年8月13日 令和5年8月12日

1184 0
SANKEIプランニング株式会
社

東京都北区赤羽二丁目５１番３号 平成30年8月13日 令和5年8月12日

1185 0 株式会社ネオンサーティ 静岡県袋井市堀越三丁目１７番地の１０ 平成30年8月13日 令和5年8月12日
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1186 0 株式会社デザイングラフィス 岐阜市茜部新所一丁目８３番地１ 平成30年8月16日 令和5年8月15日

1187 0 株式会社ノムラプロダクツ 東京都港区台場二丁目３番５号 平成30年8月17日 令和5年8月16日

1188 0 有限会社カジモト工藝社 大阪市浪速区大国一丁目１１番１９号 平成30年8月28日 令和5年8月27日

1189 0 株式会社ユニホー 名古屋市名東区一社三丁目７番地 平成30年9月5日 令和5年9月4日

1190 0
株式会社日産クリエイティブ
サービス

横浜市戸塚区上矢部町２３８４番地 平成30年9月5日 令和5年9月4日

1191 0 株式会社アドクリ 名古屋市守山区八反１番１３号 平成30年9月5日 令和5年9月4日

1192 0 G－Smatt Japan株式会社 東京都渋谷区初台１－４６－３ 平成30年9月12日 令和5年9月11日

1193 0
栄和サインシステム株式会
社

北海道石狩市新港南二丁目７２１番地５ 平成30年9月14日 令和5年9月13日

1194 0
千代田エナメル金属株式会
社

東京都江戸川区西一之江二丁目２３番１３号 平成30年9月19日 令和5年9月18日

1195 0 株式会社アート広業 大阪府豊中市勝部一丁目９番２７号 平成30年9月20日 令和5年9月19日

1196 0 株式会社ＲＡＳＴＡＱ 福岡県大野城市栄町二丁目３番１０号 平成30年9月25日 令和5年9月24日

1197 0 ウィングメッセ株式会社 神奈川県横浜市港北区新羽町２８７番地 平成30年10月2日 令和5年10月1日

1198 0
アクティヴサインシステム株
式会社

東京都足立区保木間一丁目２３番６号 平成30年10月2日 令和5年10月1日

1199 0 株式会社キワプランニング 大阪府豊中市上野東一丁目５番１６号 平成30年10月4日 令和5年10月3日

1200 0 アートサイン株式会社 名古屋市中川区外新町四丁目１１番地１ 平成30年10月10日 令和5年10月9日
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1201 0 有限会社オーム電機社 愛知県一宮市篭屋二丁目４番１号 平成30年10月17日 令和5年10月16日

1202 0 株式会社トータル 名古屋市中川区中島新町一丁目６１１番地 平成30年11月6日 令和5年11月5日

1203 0 株式会社ティーピーズ 東京都中央区日本橋二丁目２番３号　ＲＩＳＨＥビルＵＣＦ４Ｆ 平成30年11月7日 令和5年11月6日

1204 0 株式会社フロイデ 東京都豊島区南長崎二丁目１番４号 平成30年11月8日 令和5年11月7日

1205 0 株式会社アイン 横浜市金沢区幸浦２－２２－１５ 平成30年11月19日 令和5年11月18日

1206 0 株式会社勘吉 岐阜市江添一丁目６番８号 平成30年11月26日 令和5年11月25日

1207 0 矢作ビル＆ライフ株式会社 名古屋市東区泉二丁目１３番２３号 平成30年11月27日 令和5年11月26日

1208 0 株式会社ガイドポースト 東京都港区新橋二丁目１６番１号 平成30年11月30日 令和5年11月29日

1209 0 株式会社エス・プロジェクト 愛知県一宮市丹陽町九日市場字上田６１番地 平成30年11月30日 令和5年11月29日

1210 0 株式会社美術開発 名古屋市瑞穂区春山町１０番地の３ 平成30年12月7日 令和5年12月6日

1211 0 杉浦　秀徳 カラーズ安城店 安城市城ケ入町山新田90番地 平成30年12月11日 令和5年12月10日

1212 0 株式会社ジャオダック 東京都港区虎ノ門五丁目１２番１３号　白井ビル５階 平成31年1月4日 令和6年1月3日

1213 0 隆和株式会社 名古屋市昭和区永金町一丁目１９番３号 平成31年1月4日 令和6年1月3日

1214 0
シャープマーケティングジャ
パン株式会社

大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 平成31年1月8日 令和6年1月7日

1215 0 株式会社昭光社 福岡市中央区荒戸三丁目６番２９号 平成31年1月21日 令和6年1月20日
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1216 0 有限会社栄進広告 名古屋市緑区篭山二丁目１０５番地 平成31年1月22日 令和6年1月21日

1217 0 井村　辰義 オフィス　イデア 浜松市北区細江町中川７１７２番地の２５０９ 平成31年1月29日 令和6年1月28日

1218 0 株式会社ジャパンアート 神奈川県海老名市上郷四丁目４番２９号 平成31年2月7日 令和6年2月6日

1219 0 稲垣　雅樹 彩工芸 岐阜県多治見市大畑町２丁目７８番地 平成31年2月18日 令和6年2月17日

1220 0 アイアサン株式会社 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 平成31年2月18日 令和6年2月17日

1221 0
株式会社TAKEMOTO
Kousya

広島市西区商工センター六丁目6番27号 平成31年2月18日 令和6年2月17日

1222 0 合同会社DEVANDA 愛知県日進市浅田平子一丁目１２番地 平成31年2月19日 令和6年2月18日

1223 0 有限会社久野工芸 名古屋市名東区山の手一丁目３１７番地 平成31年3月4日 令和6年3月3日

1224 0
ベーシック・サインサービス合
同会社

名古屋市守山区天子田二丁目１２１４番地 平成31年3月5日 令和6年3月4日

1225 0 株式会社ライフプランニング 横浜市保土ケ谷区仏向町１３４８番地１　富士見ハイツ２０３号 平成31年3月8日 令和6年3月7日

1226 0 小掠　平 イーストプラス 兵庫県川辺郡猪名川町つつじが丘４丁目１０番地３ 平成31年3月11日 令和6年3月10日

1227 0 株式会社ブランディング 愛知県半田市亀崎町五丁目１９６番地２ 平成31年3月28日 令和6年3月27日

1228 0 有限会社アドリーズ 大阪市西区立売堀五丁目４番７号１０１ 平成31年3月29日 令和6年3月28日

1229 0 鈴木　竜規 美工堂 愛知県北名古屋市熊之庄小烏１７９番地２ 平成31年4月4日 令和6年4月3日

1230 0 株式会社ビーアンドピー 大阪市西区江戸堀二丁目６番３３号 平成31年4月4日 令和6年4月3日
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1231 0 大和ハウス工業株式会社 大阪市北区梅田三丁目３番５号 平成31年4月4日 令和6年4月3日

1232 0 株式会社トップサイン 愛知県半田市住吉町二丁目１５０番地 平成31年4月17日 令和6年4月16日

1233 0 有限会社カミノ 鹿児島市宮之浦町３６３４番地５ 平成31年4月17日 令和6年4月16日

1234 0 鈴木　悠樹 岐阜県関市北福野町２丁目２番３９号 令和1年5月7日 令和6年5月6日

1235 0
野村不動産パートナーズ株
式会社

東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号 令和1年5月7日 令和6年5月6日

1236 0 株式会社ＳＰＥＣ 東京都新宿区西新宿七丁目3番10号21山京ビル７０２号 令和1年5月20日 令和6年5月19日

1237 0 有限会社大栄企画 茨城県つくばみらい市絹の台五丁目1番1号 令和1年5月20日 令和6年5月19日

1238 0 不二化成品株式会社 静岡市清水区鳥坂３２７番1 令和1年5月23日 令和6年5月22日

1239 0
株式会社サインズクリエイ
ション

三重県鈴鹿市国府町7651番地16 令和1年5月27日 令和6年5月26日

1240 0 株式会社全広 大阪市大正区小林東三丁目１９番２２号 令和1年6月3日 令和6年6月2日

1241 0 イケダネオン株式会社 東京都練馬区大泉学園町八丁目3番3号 令和1年6月3日 令和6年6月2日

1242 0 株式会社アライデザイン工芸 静岡県浜松市中区龍禅寺町341番地 令和1年6月10日 令和6年6月9日

1243

1244 0 株式会社レガーロ 東京都世田谷区船橋七丁目7番8号 令和1年6月19日 令和6年6月18日

1245 0 株式会社ads 東京都中央区日本橋四丁目８番１５号コデン大手町北 令和1年6月19日 令和6年6月18日
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1246 0 株式会社Ｓｋｉｌｌ 兵庫県三田市四ツ辻630番地 令和1年6月21日 令和6年6月20日

1247 0 有限会社　山都屋 名古屋市昭和区円上町15番18号 令和1年7月10日 令和6年7月9日

1248 0
株式会社フジサワ・コーポ
レーション

東京都豊島区長崎一丁目１０番８号 令和1年7月11日 令和6年7月10日

1249 0
スタンドアドサービス株式会
社

石川県金沢市松寺町辰３２番地1 令和1年7月22日 令和6年7月21日

1250 0 株式会社つね松工芸 東京都府中市日新町五丁目７４番地の１ 令和1年7月24日 令和6年7月23日

1251 0 株式会社ヤグミ 愛知県一宮市木曽川町外割田字天王西６８番地１ 令和1年7月26日 令和6年7月25日

1252 0 株式会社M’ｓ創飾 名古屋市名東区平和が丘四丁目４３番地 令和1年7月29日 令和6年7月28日

1253 0 小林　秋宏 名古屋市守山区深沢一丁目303番地 令和1年8月26日 令和6年8月25日

1254 0 株式会社ハックスター 東京都町田市鶴間三丁目１５番４号 令和1年8月28日 令和6年8月27日

1255 0 株式会社創和巧芸 大阪府堺市南区檜尾２７６番１ 令和1年8月30日 令和6年8月29日

1256 0 Cdt　Sign株式会社 名古屋市西区木前町55番地 令和1年9月3日 令和6年9月2日

1257 0 城戸　治男
名古屋市天白区平針二丁目２０７番地ライオンズマンション平
針４０４号

令和1年9月9日 令和6年9月8日

1258 0 株式会社日本都市広告社 東京都中央区銀座七丁目15番11号　日宝銀座Kビル４階 令和1年9月25日 令和6年9月24日

1259 0 株式会社髙天 大阪府高槻市神内二丁目21番9号 令和1年9月30日 令和6年9月29日

1260 0 株式会社TOC 大阪府大阪市西成区松二丁目6番29号 令和1年10月2日 令和6年10月1日
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1261 0 古川　雄志 スチールアーツ 兵庫県姫路市飾東町清住２６０番地 令和1年10月3日 令和6年10月2日

1262 0 有限会社橋本樹脂工芸 名古屋市緑区鳴海町字杜若17番地 令和1年10月3日 令和6年10月2日

1263 0 株式会社モダン装美 愛知県豊田市広川町五丁目107番地 令和1年10月8日 令和6年10月7日

1264 0 山金工業株式会社 福井県福井市左内町４番１５号 令和1年10月21日 令和6年10月20日

1265 0 株式会社アド・オール
東京都中央区八重洲二丁目６番２号　ヒューリック八重洲第三
ビル６階

令和1年10月29日 令和6年10月28日

1266 0 コトブキ電巧株式会社 名古屋市千種区振甫町二丁目19番地 令和1年11月15日 令和6年11月14日

1267 0 株式会社電通 東京都港区東新橋一丁目８番１号 令和1年11月27日 令和6年11月26日

1268 0 井上　昌彦 岐阜県大垣市鶴見町267番地1　プリミエール大垣203 令和1年11月27日 令和6年11月26日

1269 0 有限会社紅青社 福井県福井市文京六丁目１０番７号 令和1年12月4日 令和6年12月3日

1270 0 株式会社シンリョウ 東京都豊島区要町三丁目３６番3号 令和1年12月16日 令和6年12月15日

1271 0 株式会社ＬＩＶＥ　ＢＯＡＲＤ 東京都渋谷区神宮前三丁目1番30号　Ｄａｉｗａ青山ビル７階 令和1年12月16日 令和6年12月15日

1272 0 堀　博詞 Ｒｏｕｎｄ－Ｔｏｐ 愛知県岡崎市西大友町字蓮花寺２９番地７ 令和2年1月7日 令和7年1月6日

1273 0 株式会社ナインピース 名古屋市天白区島田二丁目４０５番地 令和2年1月7日 令和7年1月6日

1274 0 株式会社ミライト 東京都江東区豊洲五丁目6番36号 令和2年1月7日 令和7年1月6日

1275 0 株式会社ラインアート 大阪府大阪市住之江区新北島五丁目2番66号 令和2年1月20日 令和7年1月19日
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1276 0
株式会社エムアンドエムワー
クス

岐阜県岐阜市茜部新所三丁目３５番地１ 令和2年2月3日 令和7年2月2日

1277 0 信越アステック株式会社 東京都千代田区内神田二丁目2番1号 令和2年2月5日 令和7年2月4日

1278 0 有限会社ヨネザワ企画 東京都千代田区岩本町二丁目１５番１８号 令和2年2月14日 令和7年2月13日

1279 0 株式会社アドニック
大阪市中央区瓦町四丁目４番７号　おおきに御堂筋瓦町ビル
４F

令和2年2月20日 令和7年2月19日

1280 0 株式会社ノベルビジョン 愛知県尾張旭市北山町六反田９４ 令和2年2月21日 令和7年2月20日

1281 0 有限会社アド・ワン 名古屋市東区大幸四丁目１３番２０号 令和2年2月25日 令和7年2月24日

1282 0 株式会社イー・スマイル 愛知県春日井市明知町１３３４番地１ 令和2年3月10日 令和7年3月9日

1283 0 株式会社センターフィールド 名古屋市西区名駅二丁目３４番２２号　日置ビル別館１階A号 令和2年3月12日 令和7年3月11日

1284 0 藤田　一元 フジタ技研 岐阜県関市東本郷通４丁目３番２５号 令和2年3月12日 令和7年3月11日

1285 0 仲　清志 三重県三重郡菰野町永井３０３０番地６０ 令和2年3月18日 令和7年3月17日

1286 0 株式会社toi 神奈川県藤沢市藤が岡二丁目１０番１６号 令和2年3月18日 令和7年3月17日

1287 0 有限会社エヌエッチ商会 愛知県北名古屋市沖村東ノ郷１６８番地の３ 令和2年3月18日 令和7年3月17日

1288 0 株式会社メイトー 名古屋市守山区瀬古三丁目１２１８番地 令和2年3月27日 令和7年3月26日

1289 0 株式会社Mビジュアル 東京都文京区本郷三丁目２６番６号 令和2年4月6日 令和7年4月5日

1290 0 有限会社シグニー 大阪府堺市美原区丹上５８７番地２ 令和2年4月7日 令和7年4月6日
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1291 0 株式会社シマコウ 名古屋市南区南野二丁目３４-７ 令和2年4月7日 令和7年4月6日

1292 0 株式会社美はる社 広島県広島市西区三篠町一丁目１４番３号 令和2年4月7日 令和7年4月6日

1293 0 株式会社アド・マン 愛知県稲沢市小沢二丁目２１番６号 令和2年4月7日 令和7年4月6日

1294 0 株式会社ドナウ川 名古屋市天白区古川町１１番地の８ 令和2年4月7日 令和7年4月6日

1295 0 株式会社オンリークリエイト 愛知県東海市名和町一番畑１０番地の１ 令和2年4月10日 令和7年4月9日

1296 0 福岡　賢 大阪市港区磯路２丁目２２番８－２０３号 令和2年5月12日 令和7年5月11日

1297 0 有限会社岐阜美工 岐阜県本巣市政田２０３０番地 令和2年5月20日 令和7年5月19日

1298 0 矢野　裕二 神戸市灘区大石東町二丁目１-１-３０７ 令和2年5月28日 令和7年5月27日

1299 0 株式会社ZEEL　PLANNING 大阪市北区浮田一丁目２番３号サヌカイトビル４F 令和2年5月28日 令和7年5月27日

1300 0 谷　一夫 谷看板 岐阜県岐阜市田神２番２号 令和2年5月29日 令和7年5月28日

1301 0 株式会社エム・ジェイ 大阪府守口市金田町一丁目７１番９号 令和2年5月29日 令和7年5月28日

1302 0 株式会社アド・プラス 三重県四日市市東富田町２６番１９号 令和2年6月9日 令和7年6月8日

1303 0 株式会社ルーツカンパニー 大阪市鶴見区浜三丁目７番２０号 令和2年6月25日 令和7年6月24日

1304 0 有限会社キムラ工芸社 京都市右京区太秦八反田町１０番地の２２ 令和2年7月3日 令和7年7月2日

1305 0 株式会社看タロー 愛知県岡崎市六名二丁目８番地９ 令和2年7月7日 令和7年7月6日
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1306 0 ワコー有限会社 愛知県あま市小路二丁目１番地の１ 令和2年7月16日 令和7年7月15日

1307 0 スリーエムジャパン株式会社 東京都品川区北品川六丁目７番２９号 令和2年7月21日 令和7年7月20日

1308 0 TSP西日本株式会社 大阪市淀川区木川東四丁目８番３３号 令和2年8月13日 令和7年8月12日

1309 0 株式会社貞岡工芸社 大阪市天王寺区勝山二丁目２１番２号 令和2年8月27日 令和7年8月26日

1310 0 株式会社アド宣通 栃木県宇都宮市下荒針町2678番地443 令和2年9月1日 令和7年8月31日

1311 0 有限会社中部塗装 岐阜県可児郡御嵩町御嵩550番地 令和2年9月3日 令和7年9月2日

1312 0 株式会社アドスター 大阪市平野区長吉川辺二丁目3番8号 令和2年9月17日 令和7年9月16日

1313 0 浅尾　宜弘 スタジオアサオ 愛知県豊橋市大岩町字境目２番地の１０ 令和2年9月17日 令和7年9月16日

1314 0 株式会社富士電装 愛知県海部郡大治町大字西條字笠見立３４番地の１ 令和2年9月24日 令和7年9月23日

1315 0 有限会社太陽企画社 名古屋市緑区神の倉三丁目７７番地の４ 令和2年9月24日 令和7年9月23日

1316 0 株式会社シーディアイ 愛知県一宮市大和町妙興寺字丹波１２番 令和2年9月24日 令和7年9月23日

1317 0 株式会社スカイインテック 富山県富山市牛島新町5番5号 令和2年9月24日 令和7年9月23日

1318 0
セキシンエレテックス株式会
社

滋賀県彦根市外町字新女町２７５番地 令和2年9月24日 令和7年9月23日

1319 0 加藤　順裕
ガリレオサインワーク
ス

愛知県西春日井郡豊山町豊場中之町121番地4 令和2年9月29日 令和7年9月28日

1320 0 株式会社ディスプレイサトー 名古屋市中川区中須町４９番地 令和2年9月29日 令和7年9月28日
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1321 0 株式会社ａｄｏ 東京都千代田区神田須田町一丁目３番地 令和2年10月9日 令和7年10月8日

1322 0 ムラキ株式会社 東京都多摩市関戸二丁目２４番２７号 令和2年11月4日 令和7年11月3日

1323 0 株式会社ゆう 東京都世田谷区新町二丁目２番９号 令和2年11月4日 令和7年11月3日

1324 0 エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 令和2年11月10日 令和7年11月9日

1325 0 有限会社ツネカワスタジオ 名古屋市中村区太閤四丁目５番２２号 令和2年11月10日 令和7年11月9日

1326 0
株式会社シミズ・ビルライフケ
ア

東京都中央区京橋二丁目１０番２号 令和2年11月17日 令和7年11月16日

1327 0 株式会社エージー
名古屋市中川区中島新町一丁目１２２０番地　アベニュー中新
ビル２０３号

令和2年11月19日 令和7年11月18日

1328 0 株式会社矢頭 愛知県豊田市前田町五丁目19番地２ 令和2年11月19日 令和7年11月18日

1329 0 羽田　カリーナ 名古屋市中川区助光三丁目１２０１番地 令和2年11月27日 令和7年11月26日

1330 0 グラフィックファイン株式会社 愛知県あま市坂牧阿原６６番地 令和2年12月15日 令和7年12月14日

1331 0
メディアサインシステム株式
会社

名古屋市中村区畑江通九丁目３４－１　ユーフォニア岩塚605 令和2年12月28日 令和7年12月27日

1332 0 有限会社千代田ネオン 東京都板橋区栄町19番３号 令和3年1月28日 令和8年1月27日

1333 0 大浦　譲 岐阜県岐阜市北一色４－９－１１ 令和3年1月28日 令和8年1月27日

1334 0 アドバンスサイン株式会社 三重県四日市市富田四丁目5番19-601 令和3年2月3日 令和8年2月2日

1335 0 株式会社ペン益塗装店 三重県桑名市今中町９番地１ 令和3年2月3日 令和8年2月2日
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1336 0 株式会社grandcomfort 岐阜県岐阜市茜部大川一丁目４０番地３ 令和3年2月3日 令和8年2月2日

1337 0 株式会社アール・ジー 愛知県あま市下萱津五反田５９番地 令和3年2月8日 令和8年2月7日

1338 0 有限会社奥野電工 三重県伊勢市村松町字明野１３５８番地の２５ 令和3年2月10日 令和8年2月9日

1339 0 株式会社アド・プログレス 愛知県津島市百島町字献上27番地３ 令和3年2月17日 令和8年2月16日

1340 0 株式会社マルキヤ宣広社 福井県福井市御幸四丁目15番１号 令和3年3月10日 令和8年3月9日

1341 0 ロイテックジャパン株式会社 岐阜県岐阜市西川手１０丁目４２番地３ 令和3年3月15日 令和8年3月14日

1342 0 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目１番８８号 令和3年3月23日 令和8年3月22日

1343 0 株式会社牛島木工 愛知県一宮市奥町字三出1番地 令和3年4月2日 令和8年4月1日

1344 0 有限会社こうこく堂 名古屋市東区白壁一丁目４５番地　白壁ビル８階 令和3年4月5日 令和8年4月4日

1345 0 松本　雄次 ラハイナ 岐阜県岐阜市正木西町９番１９ー５０１号（プラウ正木） 令和3年4月6日 令和8年4月5日

1346 0 小野　高徳 大阪府大阪市港区田中二丁目２番１５号 令和3年4月22日 令和8年4月21日

1347 0 株式会社ナカオ工芸社 大阪府羽曳野市野5番地 令和3年4月30日 令和8年4月29日

1348 0 株式会社オーエスアート 神奈川県厚木市妻田西一丁目２１番２号 令和3年5月11日 令和8年5月10日

1349 0 株式会社アコーデザイン 愛知県安城市箕輪町昭和２５番地１ 令和3年5月26日 令和8年5月25日

1350 0 株式会社ブリスバンク
愛知県春日井市追進町二丁目１番地２　ライオンズ春日井追
進町スクエアシティ８０２

令和3年5月26日 令和8年5月25日
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1351 0 コトブキ電巧株式会社 名古屋市千種区振甫町２丁目１９番地 令和3年6月16日 令和8年6月15日

1352 0 クロード株式会社 東京都中央区新川２丁目８番１号 令和3年6月16日 令和8年6月15日

1353 0 株式会社近宣 大阪府大阪市北区西天満６丁目２番１７号 令和3年6月22日 令和8年6月21日

1354 0 アイビ工芸株式会社 名古屋市西区大野木５丁目２０４ 令和3年6月25日 令和8年6月24日

1355 0 有限会社メディカルアイ 愛知県豊川市小坂井町中野１６番地 令和3年6月25日 令和8年6月24日

1356 0 株式会社アドフォーカス 東京都港区浜松町二丁目２番１５号 令和3年6月25日 令和8年6月24日

1357 0 渡邊　献一 ヒロ広告社 愛知県豊田市豊栄町５丁目２９６番地３ 令和3年6月25日 令和8年6月24日

1358 0 株式会社大鵬堂 三重県松阪市船江町８７６番地 令和3年7月20日 令和8年7月19日

1359 0 株式会社ザイマックス 東京都港区赤坂一丁目１番１号 令和3年7月20日 令和8年7月19日

1360 0 株式会社高木美建 京都府京都市下京区中堂寺粟田町９３番地 令和3年7月30日 令和8年7月29日

1361 0 西島　優 西島工芸 大阪府堺市南区泉田中２５４－３ 令和3年8月4日 令和8年8月3日

1362 0 サインワークス松本株式会社 愛知県春日井市桃山町３丁目２５６番地２ 令和3年8月23日 令和8年8月22日

1363 0 株式会社電通テック 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号 令和3年8月23日 令和8年8月22日

1364 0 格安王国株式会社 名古屋市中川区春田一丁目７１－１ 令和3年8月31日 令和8年8月30日

1365 0 有限会社ピー・ピー・エス 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目１６番１５三双ビル３Ｆ 令和3年9月6日 令和8年9月5日
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1366 0 株式会社デフトプラン 中村区並木二丁目２５３番地 令和3年9月6日 令和8年9月5日

1367 0 株式会社富士エージェンシー 名古屋市北区駒止町一丁目８番地 令和3年9月6日 令和8年9月5日

1368 0 株式会社ライフメディコム 名古屋市西区菊井二丁目２５番１８号 令和3年9月6日 令和8年9月5日

1369 0 津田　和明 和巧工芸 愛知県愛西市大野山町郷西３４番地２ 令和3年9月6日 令和8年9月5日

1370 0 株式会社ザイマックス東海
名古屋市中区栄四丁目２番２９号JRE名古屋広小路プレイス６
Ｆ

令和3年9月22日 令和8年9月21日

1371 0 株式会社フロンティア 東京都中央区新川一丁目３番３号グリーンオーク茅場町２Ｆ 令和3年9月22日 令和8年9月21日

1372 0 株式会社ＡＤＰ 名古屋市中区新栄一丁目６番１５号７階 令和3年9月30日 令和8年9月29日

1373 0 株式会社アートブロックス 名古屋市緑区緑花台２４３番地の９ 令和3年10月1日 令和8年9月30日

1374 0 北折　正徳 キタオリ工芸 名古屋市西区香呑町２－６４－２セルテスⅤ１０１号 令和3年10月12日 令和8年10月11日

1375 0 オルテガ株式会社 名古屋市中川区伏屋５丁目３１３番地 令和3年10月12日 令和8年10月11日

1376 0 プリモ株式会社
東京都渋谷区代々木２丁目２３番１号ニューステイトメナー２０
３

令和3年10月14日 令和8年10月13日

1377 0 株式会社ライザウエスト 福岡県福岡市博多区麦野六丁目１５番３号 令和3年11月10日 令和8年11月9日

1378 0 和光有限会社 名古屋市天白区元八事二丁目３６番地 令和3年11月10日 令和8年11月9日

1379 0 株式会社ANDas 大阪府堺市堺区香ケ丘町一丁５番４号 令和3年11月17日 令和8年11月16日

1380 0 寺田　裕貴 名古屋市西区上名古屋４丁目１７－２３　キャッスルビレッジ６Ａ 令和3年11月17日 令和8年11月16日



登録
番号

更新
回数

氏名又は名称 個人の場合の屋号 住所又は所在地 登録年月日 登録満了年月日

1381 0 株式会社Moves 大阪府大阪市中央区内平野町二丁目２番１７号　交徳ビル１Ｆ 令和3年11月18日 令和8年11月17日

1382 0 信号器材株式会社 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 令和3年11月19日 令和8年11月18日

1383 0 福岡　直樹 エフズ 名古屋市瑞穂区宝田町１－１９ 令和3年11月24日 令和8年11月23日

1384 0 株式会社ビーワークス 岐阜県中津川市中津川２３６４番地１１７ 令和3年12月3日 令和8年12月2日

1385 0 宮部　浩司 サインワークス
岡崎市戸崎町牛転１０番地２　エスポアクレメント光ヶ丘弐番館
３０６

令和3年12月6日 令和8年12月5日

1386 0 ＮＤＳ株式会社 名古屋市中区千代田二丁目１５番１８号 令和3年12月9日 令和8年12月8日

1387 0 グランドライン株式会社 名古屋市東区泉三丁目１７番１０号泉ビル３階 令和3年12月17日 令和8年12月16日

1388 0 株式会社デジナーレ 静岡県浜松市南区白羽町１０３番地 令和3年12月17日 令和8年12月16日

1389 0 株式会社クリオ 愛知県あま市中萱津九反所２５番地１号 令和3年12月24日 令和8年12月23日

1390 0 株式会社福三 愛知県小牧市小木東二丁目２８番地 令和3年12月24日 令和8年12月23日

1391 0 名工建設株式会社
名古屋市中村区名駅一丁目１番４号ＪＲセントラルタワーズ３４
階

令和4年1月4日 令和9年1月3日

1392 0 合同会社TAKE-CONNECT 東京都板橋区若木三丁目９番１０号 令和4年1月4日 令和9年1月3日

1393 0 ノムラテクノ株式会社 東京都港区台場二丁目３番５号 令和4年1月17日 令和9年1月16日

1394 0 株式会社大報 名古屋市中川区十一番町５丁目２７番地 令和4年2月7日 令和9年2月6日

1395 0 野々川工芸株式会社 愛知県清須市春日江先２３番地 令和4年2月17日 令和9年2月16日
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1396 0 有限会社富士美創 大阪府寝屋川市田井町７番５号 令和4年2月17日 令和9年2月16日

1397 0 合資会社誠進社 愛知県常滑市本町一丁目３５番地 令和4年2月17日 令和9年2月16日

1398 0 株式会社アクセス・ワン 神奈川県横浜市神奈川区反町四丁目３０番１１号 令和4年2月22日 令和9年2月21日

1399 0 有限会社長瀬看板店 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目７番地８ 令和4年3月2日 令和9年3月1日

1400 0 渡邉　顕一 ウイングジャパン 愛知県津島市藤浪町４丁目３５－２ 令和4年3月8日 令和9年3月7日

1401 0 五洋建設株式会社 東京都文京区後楽二丁目２番８号 令和4年3月10日 令和9年3月9日

1402 0 株式会社大広ＷＥＤＯ
大阪府大阪市北区中之島二丁目２番７号中之島セントラルタ
ワー

令和4年3月10日 令和9年3月9日

1403 0 株式会社フレンズ 札幌市中央区南十五条西十丁目４番３号 令和4年3月25日 令和9年3月24日


