
浜松市特例屋外広告業届出簿（50音順） 更新令和5年2月3日

登録番号 法人名 業者住所 電話 申請者

ｱ

3551 株式会社アークメディア 静岡県静岡市葵区水落
町19番12号1C

054-294-7667 堀川 健仁

3113 有限会社アーテック三協 岐阜県岐阜市早田町二丁目23番地 058-234-0515 久保　貴義

3015 アート看板 静岡県浜松市中区住吉一丁
目38番13号

053-474-3508 袴田　秀雄

3794 アート・コネクト 静岡県静岡市葵区千代田六丁
目2番5-1号

090-5600-8574 杉山　明生

3318 有限会社アート大侑 愛知県東海市東海町三丁目5番5号 052-689-4810 野村　正義

3812 株式会社アートデザイン 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町198番
地

053-401-6672 原田　英史

3745 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

0263-27-4764 前田　福広

3352 アートユニオン株式会社 静岡県静岡市駿河区下川原六丁
目28番11号

054-259-7934 太田　博之

3294 株式会社アートランド 群馬県富岡市神成332番地1 0274-67-2466 橋爪　敏

3128 株式会社アートルーム 静岡県静岡市葵区安東二丁
目14番12号

054-295-5290 三津山　浩

3091 有限会社アール 静岡県藤枝市大洲一丁目17番
地の5

054-637-1831 中川　章

3585 株式会社アール工房 埼玉県和光市白子三丁目18番18号 048-461-1121 谷元　大作

3857 株式会社アールサインズ 愛知県豊川市蔵子一丁目22番地5 0533-80-7477 鈴木　竜士

3748 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 0586-81-0123 平出　海石

3518 アイ企画 静岡県静岡市駿河区高松一丁
目9番3-201号

080-3640-8693 井手　雅伸

3100 株式会社アイセイ社 愛知県名古屋市中区新栄二丁
目36番27号

052-263-6358 辻　雅人

3659 愛知広告株式会社 名古屋市千種区千種二丁
目3番18号

052-741-1837 安藤　幸久

3677 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

089-984-8078 吉田　拓史
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3606 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 03-3475-3151 山田　洋一

3650 アイワ広告株式会社 東京都町田市旭町一丁目21番14号 042-710-1200 小山　雅明

3730 株式会社アイン 横浜市金沢区幸浦2-22-15 045-785-2301 石塚　清堯

3662 株式会社アウル・アート 静岡県袋井市川井303番1 0538-41-1770 大石　夕香

3037 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

054-204-0900 菅野　栄一

3033 合資会社青木看板店 愛知県名古屋市中区新栄三丁
目5番4号

052-262-0131 藤井　謙

3205 赤武株式会社 静岡県沼津市西椎路14番地 055-967-3333 赤堀　整二

3176 株式会社アカデミー 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町198番
地

053-411-6780 大石　夕香

3064 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

0538-43-1933 佐藤　秀明

3440 株式会社アキヤマ 磐田市下神増173番地の3 0539-62-2300 秋山　萬之介

3859 ａｘｉｓ 静岡県浜松市中区蜆塚二丁
目12番5号

053-571-8591 中村　順二

3511 株式会社アクト 神奈川県川崎市高津区久地三丁
目15番3号

044-833-1191 九島　保孝

3504 アサヒアイドマ株式会社 福岡県大野城市仲畑二丁目1番5号 092-575-0631 甲斐　孝哲

3074 朝日エティック株式会社 大阪府大阪市福島区福島七丁
目15番26号

06-6343-9175 樋口　知以

3335 朝日電装株式会社 大阪府豊中市穂積二丁目16番20号 06-6863-6221 塚脇　義明

3715 アサヒハウス工業株式会社 浜松市中区鍛冶町1番地の2 053-458-1280 竹内　悠人

3728 株式会社アサヒファシリティズ 東京都江東区南砂二丁目5番14号 03-5683-1181 岡崎　俊樹

3073 株式会社旭ライト 静岡県浜松市南区卸本町15番地 053-441-5155 中村　憲治

3274 有限会社アシスト・サイン 静岡県磐田市宮本194番地の4 0538-66-7861 鈴木　佳生

3684 株式会社アスカ 神奈川県伊勢原市東成瀬18番
地の20

0463-90-1620 飛鳥田　博司
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3065 アダチ工藝 静岡県静岡市清水区小島町940番
地

054-393-1171 足立　伊裟夫

3737 株式会社アッセンブルプレイス 愛知県豊橋市向山町字水車18番
地6

0532-65-3015 高井　龍雄

3856 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

06-6572-5701 道上　敦之

3177 株式会社アヅマ 静岡県浜松市北区三幸町251番地 053-438-3211 上野　富彦

3425 株式会社アデスト 東京都中央区東日本橋三丁
目9番15号ｸﾞﾗﾆｰﾄﾏﾙｺｰﾋﾞﾙ

03-6667-7017 鈴木　誠

3222 株式会社アド・リーム 愛知県名古屋市千種区宮根台一丁
目6番32号

052-775-8003 滝田　充彦

3292 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

018-864-1504 筒井　崇之

3694 アド.サイン株式会社 東京都千代田区鍛冶町二丁
目10番4号

03-3254-2631 中山　憲一

3214 有限会社アドサインエム 静岡県静岡市駿河区下島615番
地の223

054-237-5980 松下　弘

3140 株式会社アド・トラスト 愛知県名古屋市北区若鶴町176番
地の1

052-901-9251 今井　則夫

3830 株式会社ａｄｖａｎｃｅＫ 静岡県静岡市葵区吉野町7-122Ｆ 054-204-1366 秋山　公彦

3181 有限会社アドバンス広告 愛知県豊橋市牟呂市場町14番
地の21

0532-34-6170 山口　敏幸

3781 株式会社アドプラス 三重県四日市市東富田町26番19号 059-324-0300 谷口　幸広

3838 有限会社アトム 静岡県掛川市南二丁目2番15号 0537-24-0392 武藤　匡哉

3844 有限会社アドリア 東京都江戸川区南葛西六丁
目7番8号

03-6808-2841 渕　真一郎

3198 アトリエ・シティ 静岡県浜松市浜北区善地23番
地の1

053-571-0600 杉村　悦夫

3634 有限会社アド・ループ 岐阜県恵那市大井町2695番地の37 0573-26-5388 渡邉　敏夫

3086 株式会社アドワーク 愛知県名古屋市東区黒門町51番
地2

052-935-8955 日下部　美佐治

3171 アバンギャルドフジコウ株式会社 愛知県名古屋市中川区篠原橋通三
丁目48番地

052-364-8988 伊藤　康司

3059 株式会社アプコ 静岡県浜松市西区湖東町5725番
地の2

053-439-9373 仲村　忠嗣
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3103 株式会社アフター工房 静岡県静岡市駿河区西脇761番
地の2

054-282-3775 横山　敬仁

3657 株式会社アペックス 静岡県浜松市東区子安町315番
地の2

053-545-5435 佐藤　笑子

3835 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

045-250-6071 綾部　卓

3193 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

053-453-0866 新井　和美

3805 有限会社アラン 静岡県浜松市中区住吉二丁
目33番32号

053-474-7400 中根　康晴

3163 有限会社有明工芸 東京都練馬区石神井台二丁
目7番7号

03-5991-1621 上山　光隆

3488 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

053-439-7119 岡部　光晋

3648 株式会社アルファート 愛知県豊橋市西松山町91番地2 0532-54-4212 立岩　裕司

3455 アロー工芸株式会社 静岡県富士宮市杉田1316番地の3 0544-27-0380 斉藤　良和

3307 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

052-321-3711 本多　秀朗

3060 株式会社アンペン 静岡県浜松市中区田町326番
地の26

053-452-0505 仙田　治興

ｲ

3816 株式会社イーグル産業 埼玉県川越市的場一丁目26番地8 049-239-1881 深田　順市

3312 有限会社飯田看板店 愛知県岡崎市矢作町字橋塚8番地 0564-31-5422 飯田　朗

3704 Ｅ.ＴＳＳ株式会社 静岡県浜松市西区大山町87番地 053-486-0679 柴山　幸亮

3473 イオンディライト株式会社 大阪府大阪市中央区南船場二丁
目3番2号

06-6260-5621 濵田　和成

3678 有限会社イサ工芸 新潟県長岡市滝谷町古新田2034番
地1

0258-23-2190 井佐　一也

3577 株式会社樹サイン 埼玉県志木市上宗岡三丁
目6番18号

048-486-6110 岡村 直樹

3630 株式会社イマージュ広告 愛知県豊橋市曙町字測点19番地5 0532-39-5388 山口正良

ｳ

3590 株式会社ヴァンサインシステム 静岡県静岡市駿河区寿町17番28号 054-288-7080 武井　友美子
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3815 ヴィーデザイン 静岡県浜松市東区豊西町1898番
地の1

080-5122-2013 山本　裕太

3861 株式会社ウェスト工房 宮城県仙台市宮城野区扇町一丁
目5番7号

022-235-7031 荒谷　昭夫

3675 ウエマツアート 静岡県沼津市富士見町6番6号 055-921-7239 植松　信三

3158 ウエル・ユーカン株式会社 広島県広島市佐伯区湯来町大字白
砂200番地

0829-40-5151 掛　宗智

3052 ウチノ看板株式会社 埼玉県所沢市三ケ島一丁目23番
地の2

04-2947-8888 内野　正幸

ｴ

3842 株式会社エイチジェイ 愛知県名古屋市緑区境松一丁
目707番地

052-533-2585 櫨　康宏

3235 栄東装備株式会社 静岡県静岡市葵区吉野町6番1号 054-253-8101 萩原　英輔

3714 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

0133-64-5775 我孫子　周

3707 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

0555-72-4141 三浦　政和

3454 エージーエス株式会社 北海道札幌市中央区南6条西三丁
目6番地33AGS6・3ビル

011-596-0852 原口　友一

3168 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 03-6830-3811 大山　俊哉

3516 株式会社エーネット 愛知県名古屋市中川区服部二丁
目1204番地

052-439-5650 佐々木　隆行

3602 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

022-386-2673 阿部　貴俊

3201 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 03-3910-3821 鵜川　善郷

3036 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 03-3541-5181 草賀　則彦

3544 株式会社エクスロード
エー・ビー・アール

東京都豊島区千早二丁目30番3号 03-3974-9098 宇土　眞一郎

3483 株式会社江口巖商店 愛知県名古屋市南区明治一丁
目19番5号

052-691-4181 橋本　淳

3130 株式会社エコーシステム 愛知県名古屋市名東区一社四丁
目23番地

052-701-4500 佐藤　清一

3821 株式会社ＳＳＫ 東京都足立区西新井本町二丁
目8番14号　セントラルマンション1F

03-6807-1632 佐藤　譲
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3320 株式会社エステック 愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐
田204番地の1

052-629-2077 山口　正勝

3804 株式会社ＳＢＳプロモーション 静岡県静岡市駿河区森下
町1番35号

054-260-7737 永田　龍彦

3800 株式会社エスプラン 神奈川県藤沢市西富444-1 0466-25-3300 田中　理之

3284 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

045-500-5112 江田　浩忠

3443 株式会社エヌエスティ 愛知県名古屋市南区寺部通四丁
目20番地1

052-822-1011 冨田　要二

3517 株式会社エヌケイスリー 静岡市葵区千代二丁目19番30号 054-207-8480 村上　典義

3647 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 03-5823-4470 中山　秀介

3688 有限会社エノキヤ 静岡県浜松市南区三新町246番地 090-1277-4995 榎谷　晋一

3864 株式会社エバ 愛知県名古屋市天白区古川町46番
地

052-891-1200 江場　大二

3700 株式会社エムケイ 静岡県浜松市中区高丘北三丁
目1番10号

053-437-2316 佐々木　一貴

3107 エムケーサイン 静岡県浜松市東区中野町553番
地の2

053-421-8622 勝田　学

3167 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

03-5217-2520 ｼﾞｬﾝｺｰﾑﾗﾝﾌﾗﾝｷ

3795 株式会社エムズ 愛知県豊橋市牛川薬師町87番
地の1

0532-21-5582 味岡　勝則

3767 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 03-5684-5338 和田　鉄也

3860 ＬＭＩグループ株式会社 東京都港区赤坂八丁
目10番22号　ニュー新坂ビル4Ｆ

03-6721-0151 永井　俊輔

3124 遠州鉄道株式会社 静岡県浜松市中区旭町12番地の1 053-454-2219 丸山　晃司

3673 遠鉄建設株式会社 静岡県浜松市中区下池川町60番
地の1

053-478-2222 平野　昌利

ｵ

3757 株式会社オオウチ工芸 宮城県仙台市若林区六丁の目元
町3番8号

022-286-1515 大内　信志

3224 株式会社大鐘商店 静岡県浜松市中区神田町253番地 053-441-2520 大鐘　啓靖
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3796 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

06-6451-1273 松田　政幸

3098 有限会社オオバ工芸 静岡県磐田市二之宮737番地 0538-36-0527 大場　信明

3430 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2号 03-5769-1111 蓮輪　賢治

3788 株式会社岡崎巧芸 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新
田1083-1

048-798-7770 岡崎　拓也

3195 株式会社オガワ 静岡県静岡市清水区富士見
町6番23号

054-353-0149 小川　仁

3236 有限会社オグス看板 浜松市南区法枝町351番地 053-441-4316 小楠　峰男

3487 有限会社オクト 浜松市北区三方原町1708番地の4 053-430-6515 柴田　靖文

3855 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

0596-37-0374 水谷　竜一

3502 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町197番
地の3

053-466-1988 奥村　直美

3685 オフィス　イデア 浜松市北区細江町中川7172番
地の2509

053-527-0033 井村　辰義

3549 株式会社オフィス大野 静岡県富士市中丸381番地の5 0545-60-5828 大野　健史

3742 OFFICE KIYOKAWA 浜松市中区曳馬町2800-36 053-462-2874 清川　智洋

3691 株式会社オリエント企画 千葉県柏市布施1595番地の2 04-7106-5115 嶋田　英明

3104 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 03-3543-6231 渡邉　武志

3680 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

052-603-0739 太田　啓介

ｶ

3615 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 03-5544-1111 天野　裕正

3077 有限会社カセヤ看板 静岡県浜松市東区市野町1853番地 053-421-9813 加瀬谷　操

3819 勝プロセス工芸株式会社 愛知県名古屋市中村区並木一丁
目291番地の1

052-411-2730 池田　憲弘

3808 株式会社金指商会 静岡県浜松市中区西伊場町5番4号 053-441-0111 金指　忠久

7 / 29ページ



登録番号 法人名 業者住所 電話 申請者

3740 有限会社カニ看板 岐阜県可児市土田2302番地の2 0574-26-1531 可児　幹祥

3621 株式会社川越サイン 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新
桜ヶ丘一丁目19番1号

045-352-0031 川越　洋一

3739 株式会社関西広告社 兵庫県加古郡稲美町北山208番地 079-492-6209 遠藤　隆司

3213 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

028-663-1553 大関　博之

ｷ

3833 キィウイ株式会社 静岡県浜松市西区和地町4530番
地の3

053-484-3081 辻村　昌巳

3448 木内建設株式会社 静岡市駿河区国吉田一丁
目7番37号

054-264-7111 木内　藤男

3032 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

052-611-0680 新美　政衛

3118 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

03-3732-3708 木原　茂喜

3843 有限会社キムラ工芸社 京都府京都市右京区太秦八反田
町10番地の22

075-861-4844 木村　佳史

3712 株式会社キャット・ハンズ 千葉県木更津市太田四丁
目8番18号

0438-20-2951 助森　眞也

3240 株式会社キョウエイアドインター
ナショナル

東京都千代田区内幸町二丁
目2番3号

03-5860-9461 廣瀬　勝巳

3399 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

06-6534-1731 本儀　純

3863 京栄社株式会社 大阪府大阪市都島区東野田町四丁
目6番18号

06-6351-8463 内尾　學

3173 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 03-3863-7888 田邉　智哉

3367 株式会社協同工芸社 千葉県千葉市美浜区新港152番地 043-242-1675 箕輪　晃

3298 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

03-6206-2781 髙坂　正史

3526 株式会社協同制作 東京都中央区入船二丁目5番7号 03-3555-2501 立石　昌紀

3713 有限会社協同プラスチック 愛知県名古屋市瑞穂区太田町一丁
目17番地

052-872-6017 富田　明彦

3321 有限会社キヨシ看板店 静岡県浜松市中区佐藤一丁
目21番8号

053-461-1945 鈴木　淑仁
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3422 株式会社金星堂 三重県桑名市大字江場481番地 0594-21-3211 小笠原　貴行

ｸ

3083 株式会社Ｃｏｏｌ看板 静岡県浜松市東区中野町2358番
地の4

053-421-9556 鈴木　淳資

3624 クニマル 浜松市西区庄和町1233番地の1 053-487-0496 鈴木　保利

3106 久保田建装株式会社 東京都世田谷区瀬田五丁目3番6号 03-3707-2585 大石　剛

3854 株式会社グリーンクロス 福岡県福岡市中央区小笹五丁
目22番34号

092-737-0370 久保　孝二

3265 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

024-944-0088 大戸　國男

3390 有限会社クリエイト 静岡県菊川市下内田1280番地 0537-36-5309 横山　侑

3262 有限会社クリエイト寿づか 静岡県裾野市稲荷48番地の1 055-995-0505 山本　純一

3525 有限会社クリオカプラスチック 静岡県静岡市葵区吉津616番地 054-276-0166 栗岡　正樹

3744 グリット 浜松市南区本郷町1306-11 053-571-3313 佐藤　剛

3537 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

052-449-5882 山下　寛高

3078 クロード株式会社 東京都中央区新川2丁目8番1号 03-6222-8285 岩井　章

3548 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

044-833-8822 鈴木　敦久

3852 株式会社グロリア工芸 神奈川県藤沢市長後1173番地 0466-44-5001 塩田　正人

ｹ

3477 株式会社ＫＣＲＡＦＴ 静岡県島田市阿知ケ谷309番地の1 0547-39-5551 内海　博剛

3467 ケーエスユニオン株式会社 静岡県静岡市駿河区中島3194番地 054-289-7171 加藤　隆志

3588 ケーティーネオン有限会社 静岡県浜松市浜北区平口1912番地 053-586-7253 戸田　潔

3720 株式会社ＧＡＴＥ　ＳＩＧＮ 群馬県伊勢崎市西野町549番地 0270-61-9401 齋藤　淳司

3635 株式会社ケンセン 埼玉県さいたま市緑区東大門二丁
目2番19号

048-878-0700 小池　忠
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ｺ

3149 有限会社コイケサイド 静岡県磐田市松本170番地1 0538-86-4307 小池　久美子

3419 株式会社弘亜社 東京都中央区銀座六丁目１２番１号 03-3571-5641 大村　寿一郎

3593 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

06-6245-6500 蔦田　守弘

3354 工房まつもと 浜松市西区入野町9123番地の1 090-5116-7189 松本　康宏

3687 株式会社広立 香川県三豊市豊中町笠田笠
岡3185番地6

0875-62-2898 國土　和彦

3134 株式会社コーケン 岡山県岡山市北区今保148番地の8 086-243-5573 河内　浩晃

3631 有限会社コスモサイン 愛知県名古屋市東区筒井二丁
目4番34号-8

052-935-8486 後藤　正勝

3692 有限会社コスモネオン 東京都小平市仲町439番地の6 042-344-6321 齋藤　四郎

3101 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

03-3291-5346 茂呂　展夫

3123 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

03-3917-1688 丸田　亨

3832 五洋建設株式会社 東京都文京区後楽二丁目2番8号 03-3816-7111 清水　琢三

ｻ

3651 サイ企画 静岡県浜松市東区笠井町38番
地の4

053-434-8301 鈴木　一正

3826 彩工芸 岐阜県多治見市大畑町2丁目78番
地

0572-22-6052 稲垣　雅樹

3616 株式会社彩巧社 静岡県牧之原市波津361番地の8 0548-33-1314 小原　義隆

3853 サイナジーデザイン株式会社 茨城県つくば市みどりの中央68番
地5　マルシェみどりのⅡ-101号室

029-869-6570 吉田　圭作

3817 株式会社ザイマックス 東京都港区赤坂一丁目1番1号 03-5544-6600 吉本　健二

3579 株式会社サインアートツカ 島田市阪本1653番地の13 0547-38-3416 大塚 光宏

3786 株式会社サインアートモリヤ 浜松市浜北区新原3649番地の2 053-586-5975 守屋　勝博

3660 株式会社サインクラフト 群馬県渋川市石原1462番地3 0279-30-3192 南川　英雄
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3187 株式会社サインクリエイト 静岡県浜松市南区白羽町2495番
地の3

053-442-6011 伊藤　千明

3251 サイン社 静岡県浜松市北区豊岡町351番
地の12

053-437-5238 落合　弘治

3846 サインズクラフト 東京都練馬区大泉学園町8丁
目2番19-204号

03-5387-8471 怡土　世治

3218 株式会社サインズコーナン 愛知県江南市高屋町中屋舗129番
地

0587-54-8411 片平　博己

3791 サイン高橋 静岡県袋井市延久402番地の3 0538-42-0908 高橋　祐一

3421 有限会社サイン百貨ケイ 静岡県浜松市東区原島町571番地 053-462-3793 佐藤　桂一郎

3068 株式会社サインファースト 静岡県浜松市東区丸塚町220番地 053-468-6155 守屋　一輝

3564 サインボードベイス 愛知県豊川市新豊町一丁目141番
地

0533-84-7061 山田 仁

3839 サインポスト 浜松市浜北区竜南412番地 080-3974-5913 大城　孝博

3350 有限会社サインマート 静岡県袋井市浅名705番地 0538-23-8220 川上　政年

3770 サトウ看板 浜松市西区舘山寺町1409番地の3 053-487-0209 佐藤　和裕

3469 佐藤看板店 静岡県周智郡森町森1190番地 0538-85-6331 佐藤　博志

3014 有限会社サトウネオン 静岡県静岡市駿河区桃園
町12番28号

054-257-8366 佐藤　芳則

3141 株式会社三栄社 愛知県名古屋市中区丸の内三丁
目13番1号

052-253-7492 入木　好道

3540 三協立山株式会社 富山県高岡市早川70番地 0766-20-2101 平能　正三

3566 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 0829-32-8757 孝野　真也

3221 株式会社三廣社 愛知県安城市緑町二丁目23番地1 0566-77-2091 尾方　圭介

3196 有限会社三光社 愛知県名古屋市港区小碓一丁
目294番地

052-382-6418 外山　和親

3849 有限会社サンコー 静岡県磐田市蛭池111 0538-58-1616 山内　雅弘

3136 株式会社三昭堂 愛知県一宮市あずら三丁目9番23号 0586-77-0360 水野　利晴
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3865 株式会社サン・デザイン 福島県郡山市安積二丁目360番地 024-945-2157 三瓶　明

3503 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 03-3542-5911 小村　太一

3592 株式会社三美堂 東京都豊島区南長崎六丁
目16番1号

03-3954-4547 森田　大輔

3241 サンプロダクト株式会社 愛知県名古屋市昭和区安田通七丁
目10番地の2

052-762-7358 山田　真吾

3114 三宝看板 静岡県磐田市川袋544番地2 0538-66-2110 石川　尚佳

3046 株式会社山陽工房 岡山県倉敷市新田2393番地の2 086-430-2323 森永 栄治

3523 株式会社三和企画 千葉県千葉市若葉区大宮町3360番
地34

043-268-0201 田中　邦典

3263 株式会社三和企画 東京都足立区関原三丁目24番6号 03-3880-3101 塚本　邦仁

3153 三和サインワークス株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁
目1番3号

06-6453-3171 松岡　賢一

3082 三和ネオン株式会社 東京都中央区銀座二丁目10番6号 03-3543-1491 馬場　弘隆

ｼ

3614 株式会社ＧＸコーポレーション 東京都葛飾区東四つ木四丁
目44番15号

03-5654-7031 大久　孝幸

3385 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Ｋ
Ｉビル

03-6673-4439 西坂　勇人

3840 株式会社ジールネット 東京都新宿区西新宿三丁
目20番2号

048-446-6855 大島　克俊

3157 株式会社ジーワン広告 愛知県豊川市諏訪一丁目70番地 0533-95-2700 德升　岳仁

3120 株式会社ジェイアール東海エー
ジェンシー

東京都港区港南二丁目１番95号 03-6688-4288 厚地　純夫

3671 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

03-5447-7880 赤石　良治

3798 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 03-3855-1081 渋谷　大一

3582 株式会社シェイプ 大阪府東大阪市小阪三丁
目2番29号　KIDO八戸ノ里駅前ビ

06-6785-5005 青栁　圭一

3818 株式会社重田工芸 神奈川県藤沢市遠藤702番地の1 0466-88-6880 重田　博章
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3552 有限会社静岡サインシステム 静岡市清水区北脇573番地の8 054-347-9130 土橋 由明

3514 株式会社静岡パブリック・リレイ
ション

静岡県静岡市葵区伝馬町17番
地の5

054-254-6186 飯島　岩男

3521 静鉄建設株式会社 静岡県静岡市葵区末広町93番地 054-272-2135 伊住　久

3596 株式会社ＣＥＤＡＲ　ＩＳＬＡＮＤ 浜松市中区佐鳴台三丁目40番19号 053-525-6182 杉島　交司

3553 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

03-3526-3700 坂上　淳

シ

3777 ｓｙｎａｐｓｅ 静岡県富士宮市北町9番19号 090-8549-0417 滝　大治郎

ｼ

3776 柴コーポレーション株式会社 静岡県浜松市東区上西町32番
地の2

053-461-6151 柴田　智行

3178 株式会社しばた工芸 栃木県宇都宮市旭二丁目2番3号 028-634-6551 柴田　彰夫

3813 株式会社シブヤスタジオ 愛知県名古屋市昭和区鶴舞三丁
目6番2号

052-753-3200 澁谷　文明

3144 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番1号 03-3561-1111 井上　和幸

3199 株式会社シモヤ 愛知県大府市宮内町四丁目381番
地

0562-48-1488 下谷　敏博

3031 消火栓標識株式会社 東京都江東区平野二丁目3番31号 03-5646-1900 毛利　綱作

3710 湘南クラフト 神奈川県平塚市中原3丁目6番13号 0463-31-2270 福島　藤樹

3809 城北企画株式会社 東京都足立区鹿浜二丁目6番1号 03-3853-8888 添田　勝美

3112 株式会社昭和化成 東京都渋谷区幡ヶ谷三丁
目19番2号

03-3376-5351 田中　康夫

3137 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

03-3471-4141 髙村　祐次郎

3642 株式会社ジョナス 愛知県名古屋市南区上浜町175番
地

052-612-1391 高嶋　克彦

3532 株式会社ジラフ 静岡県浜松市東区有玉西町1257番
地

053-545-4767 梅田　務

3806 株式会社城山堂 香川県綾歌郡綾川町羽床下2221番
地1

087-802-7288 三好　隆宏
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3119 株式会社真栄 愛知県豊橋市駅前大通一丁目27番
地1

0532-43-6930 金原　榮賢

3476 信建工業株式会社 静岡県静岡市葵区千代一丁
目18番29号

054-276-2151 井上　資士

3071 シンヨーネオン電気株式会社 愛知県名古屋市西区砂原町224番
地

052-502-2272 國定　親

ｽ

3807 株式会社瑞兼 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科983-1 0558-52-1881 鈴木　一美

3789 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 076-444-8711 高瀬　幸忠

3513 株式会社スカイネット 静岡県浜松市東区流通元
町13番6号

053-545-7646 田邉　妃都美

3433 株式会社杉浦組 浜松市中区紺屋町308番地の4 053-454-6441 杉浦　政紀

3234 有限会社杉本工芸 静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町335番
地の1

053-411-8987 杉本　実

3751 株式会社Ｓｋｉｌｌ 兵庫県三田市四ツ辻630 079-568-7791 勢戸　琢也

3344 すずき看板 静岡県沼津市上香貫九十九
洞2422番地の34

055-933-1133 鈴木　達雄

3395 株式会社スズキ工芸 静岡県浜松市東区豊町1996番
地の1

053-544-7730 鈴木　章吾

3736 株式会社スズキサインサービス 静岡県御前崎市池新田7429番地 0537-86-8540 金木　明裕

3674 株式会社スズプロ 名古屋市中川区西伏屋二丁
目1419番地

052-309-7350 鈴木　広行

3499 鈴与建設株式会社 静岡県静岡市清水区松原
町5番17号

054-354-3401 大石　泰明

3632 有限会社スタジオアルター 浜松市西区大山町3877番地 053-437-9898 小出　恭庸

3424 有限会社スタジオスズキ 豊橋市東小鷹野三丁目3番地の16 0532-63-9543 鈴木　雄太

3382 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

03-3669-4008 佐々木　靖浩

3568 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 052-445-7161 大屋　隆司

3545 須山建設株式会社 静岡県浜松市中区布橋二丁
目6番1号

053-471-0321 須山　雄造
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3784 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

03-6409-3800 代表取締役　宮
崎　裕子

3497 株式会社スルガ 静岡県沼津市北今沢19番12号 055-967-3939 萩原　喜義

ｾ

3244 株式会社清工舎 千葉県八千代市吉橋1075番地5 047-450-3394 阿合　誠次

3801 セイトー株式会社 静岡県静岡市駿河区下川原
南2番24号

054-258-5548 佐藤　利明

3003 株式会社精美堂塗装店 静岡県浜松市中区高林四丁
目7番4号

053-471-1728 内山　照章

3665 誠和企画株式会社 静岡県浜松市南区安松町37番
地の6

053-461-0429 小粥　誠士

3803 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番88号

06-6440-3111 仲井　嘉浩

3257 株式会社セキネネオン 茨城県潮来市古高3480番地の1 0299-66-3456 関根　英輔

3640 株式会社ゼロ 山梨県甲府市住吉四丁目6番24号 055-225-6300 小宮山　晃司

3799 ＺＥＮ 静岡県静岡市葵区川合三丁
目31番73号　ヴィエン

090-6088-1039 水嶋　三千生

3045 株式会社宣秀ネオン 静岡県駿東郡清水町徳倉2375番
地の6

055-932-5393 日吉　正

3228 有限会社宣美 静岡県浜松市南区石原町665番地 053-425-2793 内山　将

ｿ

3231 株式会社創輝社 静岡市清水区鳥坂1148番地1 054-349-2777 峰　和也

3025 総合広告ナカノサインボード 静岡県周智郡森町三倉80番地の3 0538-86-0363 中野　達雄

3850 ソウブンデザイン合同会社 静岡県浜松市中区田町223番
地の21　ビオラ田町3Ｆ26号

090-6085-3151 橋爪　公美

3026 株式会社園田塗装店 静岡県浜松市中区尾張町127番
地の11

053-433-4488 園田　昌弘

ﾀ

3761 有限会社大栄企画 茨城県つくばみらい市絹の台５丁
目１番１

0297-52-3982 古舘　明夫

3570 株式会社ダイエイプランニング 静岡県磐田市今之浦一丁目4番地8 0538-38-9915 永田　智久
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3361 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

03-5809-2732 山﨑　直樹

3827 株式会社大広社 神奈川県小田原市国府津2699番
地6

0465-48-1293 大森　大

3613 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 052-876-5554 大黒　広和

3459 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

03-6661-7491 山根　憲守

3166 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁
目25番1号

03-3348-1111 相川　善郎

3109 株式会社ダイゼン 静岡県浜松市北区初生町356番
地の6　プレジール初生202

053-438-2922 古賀　和治

3719 株式会社大宣看板 石川県金沢市神宮寺三丁
目10番2号

076-252-3817 土田　佳弘

3325 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

092-611-5061 内田　裕一郎

3436 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

03-3266-2111 北島　義斉

3405 株式会社ダイヤ工芸社 東京都台東区千束4丁目51番6号 03-5647-6014 鍵　良典

3042 株式会社大和工芸 愛知県名古屋市中川区押元町一丁
目87番地

052-361-5561 市橋　孝晃

3741 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁
目3番5号

06-6346-2111 芳井　敬一

3389 タウンデザイン 静岡県浜松市西区入野町132番
地の5

053-449-1897 田中　政利

3219 有限会社タカダ 静岡県磐田市池田289番地の5 0538-34-0371 髙田　明

3388 鷹塚工芸株式会社 大阪市東住吉区湯里二丁目8番8号 06-6704-1331 木本　勝

3317 有限会社タカミツ看板 静岡県浜松市北区都田町7955番
地の1

053-428-2783 内山　栄一

3764 ｔａｋａｙａ 岐阜県高山市江名子町2338番地10 0577-33-0484 笠根　祐介

3724 株式会社瀧電飾工業 静岡市清水区小島町376番地 054-270-5484 瀧　正計

3067 有限会社タクミスタジオ 三重県桑名市長島町中川683番
地の1

0594-42-5156 諏訪　幸芳

3643 株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁
目1番13号

06-6252-1201 佐々木　正人
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3280 株式会社タップスビトウ 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷二丁
目79番地の1

058-271-0058 尾藤　大高

3772 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

058-392-0854 田中　彰

3242 株式会社丹青社 東京都港区港南一丁目2番70号 03-6455-8104 高橋　貴志

ﾁ

3649 中央アドボード株式会社 愛知県名古屋市千種区内山二丁
目16番20号

052-741-2158 服部　光喜

3575 株式会社中京アドサイン 愛知県名古屋市熱田区桜田
町17番10号

052-882-3571 太田　浩太郎

3150 中電クラビス株式会社 愛知県名古屋市中区栄二丁
目2番5号

052-223-0336 渡邊　広志

3338 株式会社中部 愛知県名古屋市北区若鶴町245番
地

052-902-1156 中藤　誠

3787 有限会社中部塗装 岐阜県可児郡御嵩町御嵩550番地 0574-67-0176 高山　雄輔

3779 有限会社長栄塗装工業 静岡県沼津市多比374番地の18 055-950-9008 山田　洋幸

3170 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

03-3653-4077 吉岡　伸一郎

ﾂ

3023 有限会社つじ乃プランニング 静岡県浜松市中区鴨江三丁
目13番5号

053-450-3335 辻野　賢明

ﾃ

3186 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

03-3552-5071 木谷　泰夫

3709 株式会社ティーエスジー 神奈川県相模原市南区下溝515番
地7

042-711-9151 栄田　千津子

3848 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 06-6349-6322 松下　直樹

3658 株式会社ティープラン 愛知県名古屋市西区新道二丁
目15番11号

052-799-5522 池田　哲也

3654 有限会社テイエム企画 静岡県磐田市草崎2208番地の2 0532-61-3434 山内　盾夫

3482 株式会社ディオスエンターテイン
メント

福島県郡山市安積町南長久保一丁
目52番地の4

024-941-6351 大野　正幸

3191 有限会社ディスプレイナカムラ 静岡県静岡市葵区田町五丁目20番
地の6

054-203-3723 中村　次郎
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3024 デコラテックジャパン株式会社 静岡県浜松市西区大久保町1281番
地

053-485-4555 平野　裕明

3480 株式会社デザインアーク 大阪府大阪市西区阿波座一丁
目5番16号

06-6536-6111 辰己　嘉一

3364 株式会社デザインラボ 岐阜県各務原市川島小網町2146番
地の42

0586-89-4341 苅谷　伊

3824 株式会社デジナーレ 静岡県浜松市南区白羽町103番地 053-441-4048 山本　政嗣

3785 有限会社ＴＥＳＴ 磐田市東貝塚1034番地12 0538-35-2839 髙田　正一

3496 てらおか工芸 静岡県焼津市栄町六丁目1番16号 054-628-9887 寺岡　辰也

3126 株式会社デンショク 岡山県岡山市中区桑野516番地の8 086-274-0022 野田　令

3410 株式会社電創 静岡県浜松市中区砂山町358番
地の26

0120-24-5059 児山　慎

3766 株式会社電通 東京都港区東新橋一丁目8番1号 03-6216-5111 榑谷　典洋

3465 株式会社電通東日本 東京都港区新橋四丁目21番3号 03-5402-9555 黒田　俊介

3495 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名駅四丁
目8番18号　名古屋三井ビルディン

052-883-3821 石川　正裕

3311 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

03-6257-8177 髙木　正彦

3466 株式会社天竜アキヤマ 静岡県浜松市天竜区山東2975番
地の1

053-925-4312 鈴木　明

ﾄ

3749 株式会社ｔｏｉ 神奈川県藤沢市藤が岡二丁
目10番16号

0466-76-7199 馬場　清志

3075 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

03-5302-7151 永井　茂智

3427 東海アーバン開発株式会社 静岡県浜松市北区大原町445-1 053-488-5881 横山　明夫

3179 東海広業株式会社 静岡県静岡市葵区鷹匠一丁
目5番8号

054-255-2255 山崎　聡

3345 東海廣告株式会社 愛知県名古屋市中区千代田三丁
目4番11号

052-321-5451 髙橋　良典

3431 東海防災株式会社 浜松市中区城北一丁目３番１８号 053-474-2627 中村　仁志
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3716 株式会社東京化成製作所 埼玉県狭山市広瀬台2丁目9番23号 04-2953-9411 山口　幸蔵

3723 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

03-3254-1941 鎌田　雅澄

3797 東光ネオン 浜松市中区佐藤二丁目7番6号 053-461-2024 富田　久雄

3725 株式会社東西社 東京都千代田区内神田二丁
目10番2号　Ｕビル6Ｆ

03-3258-1288 古川　正明

3111 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

03-6225-2321 西井　遼

3002 東宝ネオン株式会社 静岡県浜松市西区篠原町21377番
地

053-448-8111 夏目　正博

3115 東洋アドバンス株式会社 愛知県名古屋市昭和区御器所通一
丁目6番地3

052-871-5558 山口　誠

3851 株式会社ＴＯＷＡ 東京都文京区本郷三丁目26番6号 03-5684-3977 前野　輝之

3094 有限会社トーア工芸社 静岡県浜松市南区増楽町1931番地 053-447-4427 河合　美香

3491 株式会社トーアコーポレーション 兵庫県神戸市東灘区森南町一丁
目7番8号

078-452-6500 乙守　典厚

3062 トーカイネオン株式会社 静岡県静岡市駿河区手越原53番地 054-258-2727 石上　英昭

3689 常盤工業株式会社 浜松市中区新津町197番地 053-461-9155 市川　浩透

3655 特定非営利活動法人静岡県Ｃ
Ｃ緑化協会

静岡県浜松市中区西丘町951番地 053-439-0909 大橋　千秋

3672 株式会社ＴＯＴＳＵＫＡ 静岡県静岡市駿河区小黒三丁
目4番15号

054-284-6628 戸塚　哲也

3663 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目5番1号 03-3835-5111 麿　秀晴

3190 株式会社となか看板 静岡県焼津市焼津二丁目5番17号 渡仲　義雄

3759 株式会社　殿村 浜松市中区上浅田二丁目5番10号 053-453-1129 殿村　元秀

3847 トピー実業株式会社 東京都品川区大崎一丁目2番2号 03-3495-6500 山口　政幸

3202 有限会社トミオ作画所 静岡県浜松市中区幸五丁
目9番13号

053-471-1311 井上　博

3371 株式会社友菱 東京都中央区新富二丁
目15番5-701号

03-3552-6780 早田　確
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3308 株式会社トライアングルシステム 愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺3番
地の170

0532-63-5445 鳥居　成光

3696 有限会社トラフィックプラン 静岡県浜松市中区富塚町4439番
地の1

053-476-1217 福本　和司

3392 有限会社鳥井シート 静岡市葵区日出町8番地の1 054-255-4108 鳥井　紳市

ﾅ

3165 中嶋サイン 静岡県藤枝市高岡一丁目18番8号 054-635-9158 中嶋　厚

3072 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

0567-26-5251 長田　一郎

3498 株式会社中村組 静岡県浜松市中区住吉五丁
目22番1号

053-412-1111 中村　嘉宏

3438 中村建設株式会社 静岡県浜松市中区中沢町71番23号 053-471-3421 中村　仁志

3013 株式会社中村工社 広島県広島市中区南吉島一丁
目2番14号

082-245-3108 中村　朋生

3633 中村土建株式会社 静岡県湖西市吉美1267番地の1 053-576-2021 中村　彰浩

3559 株式会社ナカモト 東京都台東区台東四丁
目23番10号ヴェラハイツ御徒町3Ｆ

03-5846-3105 中村　勝雄

3249 名古屋樹脂工業株式会社 愛知県名古屋市西区上堀越町一丁
目50番地

052-522-1121 伊藤　誠一

3200 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

052-351-3481 吉田　基樹

3569 Nuts and Bytes株式会社 静岡県浜松市中区早出町234番
地の12

053-545-4730 池田 匡

3538 株式会社邊装 静岡県浜松市中区向宿二丁
目1番27号

053-465-6839 渡邊 泰史

ﾆ

3681 西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 03-3502-0232 髙瀨　伸利

3066 株式会社日交東海本社 静岡県静岡市葵区追手
町2番20号ヤマムラビル追手町

054-653-5071 大内　芳明

3085 株式会社日伸工芸 静岡県浜松市中区領家三丁
目2番10号

053-464-8831 川口　永助

3858 株式会社日創 愛知県稲沢市井之口町大道
北5301番地

0587-81-4591 岩間　圭輝

3610 株式会社日装ネオン 埼玉県坂戸市大字石井2638番地 049-289-3645 櫻井　晴人
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3578 株式会社日展 大阪府大阪市北区万歳町3番7号 06-6362-2210 田加井　徹

3573 株式会社日東建装社 大阪府大阪市北区中崎西二丁
目3番6号

06-6371-5473 野髙　俊彦

3664 日邦ライン株式会社 静岡県浜松市南区飯田町500番地 053-466-0202 下西　利幸

3131 株式会社日本道路案内標識 愛知県豊川市八幡町足洗20番地 0533-83-8028 上田　寛明

3618 株式会社日本ロードライン 静岡県静岡市駿河区小黒二丁
目5番14号

054-283-0321 太田　陽子

3010 株式会社ニュー・アート 広島市中区南竹屋町9番4号 082-241-1898 新宅　紀之

3667 ニューラルマーケティング株式会
社

大阪府大阪市住吉区千躰二丁
目2番24号

06-6672-8888 山本　正晃

ﾇ

3340 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

059-353-5877 田俣　雅康

3735 株式会社ぬくもり工房 浜松市西区和地町6316番地 053-484-3600 髙橋　秀幸

ﾈ

3457 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

0538-41-3151 野中　恭宏

3295 株式会社ネオンサイン看板企画 静岡県静岡市駿河区中島800番
地の3

054-285-3641 是永　幸子

3778 株式会社ネクスト 三重県四日市市生桑町111番地の3 0593-32-6675 高田　幸郎

3447 有限会社ネットワークサービス 岐阜県岐阜市岩地二丁目11番地30 058-240-3626 河那部　俊哉

ﾉ

3326 有限会社野口広芸 愛知県豊橋市神野新田町字中道
東242番地

0532-46-0755 野口　直靖

3164 ノナカデザイン 静岡県浜松市北区三方原町1738番
地の26

053-437-5624 野中　富士男

3151 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場二丁目3番4号 03-5962-1171 榎本　修次

3829 株式会社ノムラメディアス 東京都港区台場二丁目3番5号 03-6426-0198 中川　雅寛

ﾊ
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3143 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

0774-46-4500 早崎　克則

3822 パイフォトニクス株式会社 静岡県浜松市東区天王町673番地 053-581-9683 池田　貴裕

3004 株式会社バウハウス丸栄 岐阜県羽島郡岐南町上印食五丁
目82番地

058-249-3611 三ヶ尻　大介

3763 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 052-891-8203 橋本　公夫

3349 有限会社ハマイワ産業 浜松市南区西島町333番地 053-426-3500 古山　貴晴

3452 株式会社浜建 浜松市西区和地町5181番地の1 053-486-0110 豊田　和壽

3341 有限会社浜名クリー 浜松市西区雄踏町宇布見6622番
地の6

053-592-1635 斉藤　隆男

3471 株式会社浜ネオン工芸 静岡県浜松市南区堤町826番地 053-447-1200 鈴木　俊尚

3384 浜松黒板工業株式会社 静岡県浜松市北区三幸町358番
地の5

053-436-3443 鈴木　謙治

3536 株式会社林看板 愛知県名古屋市北区丸新町421番
地

052-901-3197 林　伸行

3005 株式会社ハラ企画 静岡県駿東郡清水町伏見293番
地の3

055-973-8811 原　敏男

3831 バルーンテック 埼玉県羽生市南4丁目9番地18 048-562-6201 金子　太

3626 有限会社番匠 浜松市西区庄内町21番地の1 053-487-4055 眞瀬　悦邦

3862 株式会社阪神コンテンツリンク 大阪府大阪市北区梅田二丁
目4番13号

06-6347-6514 清水　奨

ﾋ

3543 株式会社ビーアド 東京都足立区綾瀬七丁目19番12号 03-3606-9898 増田　洋一

3223 有限会社美研堂 静岡県富士市伝法2646番地の8 0545-52-5712 城内　昭英

3135 株式会社備広 東京都中央区東日本橋三丁
目7番12号

03-5652-0761 平木　達人

3376 株式会社びこう社 東京都港区南青山四丁目15番5号 03-3403-4331 浦岡　潤

3625 株式会社ビス 神奈川県横浜市泉区和泉中央南五
丁目17番6号

045-802-5001 岡野　正幸
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3576 株式会社微助人 静岡県沼津市大諏訪837番地の2 055-924-3661 野口　大

3820 Ｖｉｓｔａ　Ｊａｐａｎ株式会社 大阪府大阪市鶴見区中茶屋一丁
目5番11号

06-7777-3991 渡辺　英樹

3619 株式会社ビッグアップル 群馬県高崎市若田町11番地4 027-343-9080 福田　耕作

3043 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

053-488-7177 小池　康之

3434 株式会社ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ 大阪府東大阪市長田中五丁
目1番19号

06-6748-7090 荒木　竜二

3132 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 03-5946-3600 新崎　博

3096 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

052-307-6633 德毛　孝裕

3792 株式会社ビルボテック 栃木県宇都宮市城南三丁目5番5号 028-612-7096 髙根　洋明

3379 株式会社敏弘社 名古屋市東区泉一丁
目22番22号　TODA BUILDING 7F

052-962-8555 後藤 知也

ﾌ

3587 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

0836-83-1010 大森　健太郎

3653 株式会社フィーリン 静岡県駿東郡清水町卸団地222番
地　沼津卸団地

055-983-1777 金指　忠久

3597 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4丁
目1番地2

011-370-3400 河崎　紀行

3828 フィオナグランデ株式会社 埼玉県越谷市相模町六丁目448番
地4

048-940-2813 成田　大介

3435 株式会社風流舎 静岡県浜松市西区篠原町21388 053-488-9510 山本　勝

3306 株式会社フォース・アイ 静岡県浜松市中区中島四丁
目4番30号

053-466-3453 古�　和美

3108 株式会社フカミ 愛知県豊橋市松葉町二丁目27番
地の1

0532-52-3313 深見　博士

3116 株式会社フクスイ 神奈川県相模原市緑区橋本台二丁
目7番18号

042-772-4243 梶山　友希

3019 株式会社フクダサインボード 静岡県浜松市北区三方原町930番
地の1

053-437-0777 福田　二三雄

3574 株式会社富士 愛知県名古屋市守山区小幡千代
田13番24号

052-715-3010 和田　晋一
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3558 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

052-521-1181 土屋　裕史

3357 不二化成品株式会社 静岡県静岡市清水区鳥坂327番1 054-344-1700 栁田　一男

3054 株式会社フジ工芸 静岡県浜松市東区上西町1294番
地の1

053-464-6505 佐藤　昌宏

3717 有限会社不二黒板製作所 静岡県浜松市中区中沢町21番9号 053-471-9010 飯尾　稔

3790 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

052-445-8871 山下　寛高

3415 株式会社フジネオン 大阪府堺市堺区楠町三丁４番１２号 072-245-7174 松本　優

3099 株式会社富士見園 静岡県駿東郡長泉町南一色106番
地

055-986-6567 渡邉　豊

3450 有限会社ふたば工芸社 島根県松江市西嫁島一丁目4番1号 0852-21-3149 渡部　敏

3612 有限会社　舩越造園 浜松市北区細江町中川6686番
地の1

053-522-2011 舩越　貴久

3760 株式会社プライズメント 愛知県豊橋市向山町字水車18番
地6

0532-65-3015 高井　龍雄

3733 有限会社プライト 浜松市中区住吉一丁目8番10号 053-479-0666 小島　浩

3841 株式会社プラクト 東京都江東区東陽三丁目26番24号 03-3649-6991 金子　星児

3836 有限会社プラップ 茨城県水戸市河和田町4613番
地の2

029-306-6030 木村　明

3834 株式会社プラド 群馬県伊勢崎市馬見塚町1869 0270-31-2366 新井　健司

3750 株式会社プラン・エディターズ 愛知県名古屋市北区水草町一丁
目68番地2

052-982-7051 松本　信人

3359 有限会社プランニングナイン 静岡県磐田市二之宮463番地 0538-35-3763 伊藤　文隆

3475 株式会社プランニング富士 静岡県富士市日乃出町86番地 0545-53-3430 鈴木　和彦

3793 株式会社BRITZ 東京都新宿区新小川町4-7　アオヤ
ギビル1F

03-6228-1477 三橋　裕司

3366 株式会社ブルー 東京都中央区築地二丁目11番26号 03-3543-3911 宮崎　由利子

3276 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

06-6727-0601 小安　德郎
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3711 フルセ工芸 愛知県豊橋市下地町字宮腰48番
地の1

0532-53-2926 古瀬　浩司

3314 有限会社フレンドシップトゥエン
ティーワン

静岡県浜松市中区住吉五丁
目20番14号

053-474-6666 永由　典広

3462 株式会社フロイデ 東京都豊島区南長崎二丁
目1番4号　1F

03-5982-0129 浦崎　幸人

3743 株式会社プロエスト 東京都港区芝浦三丁目14番17号 03-3769-3031 長谷川　晃

3227 株式会社プロッツ 岐阜県羽島郡岐南町野中八丁
目61番地の1

058-249-0582 髙田　仁

3768 株式会社プロテック 滋賀県草津市橋岡町63番地1 077-569-5711 野間　広一

3756 株式会社プロテラス 東京都港区赤坂四丁目13番13号 03-6327-7406 岩切　敏晃

3369 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 03-3596-0300 高瀬　竜一郎

3669 株式会社文宣 東京都豊島区東池袋1-25-8　タカ
セビル

03-3988-2041 稲川　一

ﾍ

3747 ベーシック・サインサービス合同
会社

愛知県名古屋市守山区天子田二丁
目1214番地

052-755-1112 杉浦　宏元

3670 株式会社ベース 大阪府吹田市垂水町三丁
目33番16号

06-4861-5525 近藤　順子

3180 株式会社ベストワーク 愛知県豊橋市大山町字松荒29番
地1

0532-47-7040 中迫　眞理子

ﾎ

3554 株式会社北関スクリーン 群馬県渋川市村上3752番地7 0279-59-2255 野村　雅弘

3305 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

0533-76-3194 堀川　淳

3426 本間看板株式会社 愛知県豊橋市有楽町86番地 0532-45-5847 本間　千栄子

3211 株式会社ホンマ装美 東京都足立区谷在家三丁
目23番2号

03-3856-7731 本間　伸明

ﾏ

3810 株式会社マクーンインターナショ
ナル

神奈川県横浜市旭区上白根
町1208番30号

045-489-3400 沼澤　三智夫

3845 株式会社マスカット 神奈川県横浜市都筑区池辺
町4466番地1

045-900-8002 曽我　清人
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3147 株式会社マスター 愛知県一宮市北今字定納27番1 0586-61-5711 佐藤　昌孝

3773 株式会社増田清商店 愛知県名古屋市東区芳野一丁
目1番17号

052-931-7711 増田　洋一

3281 株式会社マスヤスタジオ 静岡県浜松市中区松城町210番
地の16

053-454-9291 中村　吏臣

3755 株式会社まつした看板 静岡県掛川市長谷二丁目15番
地の1

0537-22-7522 松下　大輔

3589 株式会社松匠 長崎県長崎市平瀬町2番地13 095-878-5472 松谷　俊宏

3734 株式会社マテックス合働 浜松市東区有玉北町1675番地 053-434-2530 白井　裕也

3753 合同会社マブチ看板 浜松市東区和田町899-1 053-463-5777 間渕　宏之

3288 マルイコウゲイ 静岡県磐田市赤池199番地6 0538-32-9116 坪井　保男

3718 丸一物産株式会社 浜松市中区常盤町141番地の16 053-454-5401 古橋　利雄

3533 株式会社丸久組 静岡県浜松市浜北区竜南245番地 053-584-5488 長谷川　浩久

3600 丸鈴看板 浜松市天竜区二俣町阿蔵51番
地の17

053-925-8383 鈴木　武

3581 有限会社丸宣 愛知県名古屋市瑞穂区塩入
町２番５号

052-625-6641 赤塚 恭彦

3139 マルチシート 静岡県浜松市中区佐鳴台一丁
目25番25-401号

053-454-9265 丸地　孝英

3238 株式会社マルハナ 静岡県浜松市南区卸本町2000番
地の6

053-441-0141 花島　隆是

3432 丸明建設株式会社 静岡県袋井市高尾町６番地の２１ 0538-43-2221 井谷　晋之輔

ﾐ

3464 有限会社ミウマ工芸 埼玉県八潮市大曽根2042番地1 048-997-1462 帶川　竜也

3339 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

03-3663-8841 三上　明夫

3811 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

0564-62-0979 髙井　浩安

3001 株式会社ミキ画房 静岡県浜松市中区栄町136番地 053-453-3244 上村　計介
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3565 株式会社ミケランジェロ 大阪府堺市堺区今池町六
丁2番17号

072-229-1439 香西　良晴

3738 三井住友建設株式会社 東京都中央区佃二丁目1番6号 03-4582-3022 近藤　重敏

3531 株式会社みづほ 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町五丁
目12番地19

052-908-9080 岩間　祐司

3076 みづほ電機株式会社 兵庫県神戸市灘区浜田町一丁
目1番31号

078-841-3311 松本　泰興

3780 株式会社宮内工芸 埼玉県川口市並木一丁目11番30号 048-256-3282 宮内　哲夫

3400 美和ロック株式会社 東京都港区芝三丁目１番１２号 03-4330-3069 和氣　英雄

ﾑ

3758 ムラマツ工芸 浜松市東区大島町420番地の1 053-544-5001 村松　照男

3121 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

03-5695-7531 森尻　善雄

ﾒ

3825 名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番4号　ＪＲセントラルタワー

052-756-2198 松野　篤二

3268 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

03-5255-3754 大槻　京子

3775 株式会社名宣社 愛知県名古屋市千種区千種三丁
目20番21号

052-731-1489 海川　雄木

3814 株式会社メイトー 愛知県名古屋市守山区瀬古三丁
目1218番地

052-795-6377 一ノ木　隆之

3608 有限会社メイルスタッフ 静岡県静岡市駿河区津島
町6番27号

054-286-9600 前畑　峰一

3252 株式会社メディアロード 愛知県名古屋市中区栄二丁
目1番12号　ダイアパレス伏見302

052-203-8008 野口　陽子

ﾓ

3162 望月美装 静岡県静岡市葵区北二丁
目23番26号

054-247-5970 望月　慎介

3802 株式会社ｍｏｔｔｏ看板 静岡県浜松市中区向宿三丁
目11番14号

090-9077-7928 矢野　正吾

3260 モリタケ工芸株式会社 静岡県藤枝市時ヶ谷394番地の8 054-641-8271 森竹　正晃

ﾔ
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3732 矢作ビル＆ライフ株式会社 愛知県名古屋市東区泉二丁
目13番23号

052-936-2575 林　敏之

3110 有限会社ヤマザキ工芸 静岡県浜松市北区初生町1214番地 053-436-0260 山崎　哲生

3040 株式会社山三海野商事 静岡市葵区新通一丁目3番5号 054-252-2131 海野　弘子

3417 ヤマト・インダストリー株式会社 埼玉県川越市大字古谷上4274番地 049-235-1234 杉浦　大助

3456 山平建設株式会社 浜松市中区中央二丁目8番16号 053-454-6381 山下　健介

ﾕ

3416 株式会社Ｕ－Ｆｉｔ 静岡県袋井市諸井452番地の25 0538-84-6530 内藤 博

ﾖ

3210 ヨシダ宣伝株式会社 石川県金沢市中央通町１番22号 076-221-3231 松井　渉

3686 岐阜県大垣市上石津町牧田2854番
地1

0584-47-2859 芳田　織和

3584 有限会社ヨネザワ企画 東京都品川区西大井1-1-1　A-206 03-6809-9491 米澤　勝利

3309 株式会社読売広告社 東京都港区赤坂五丁目2番20号 03-5544-7106 菊地　英之

3595 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

03-6380-8445 大塚　逸平

ﾗ

3754 有限会社ライオン社 静岡県三島市芝本町7番18号 055-988-8005 土屋　輝昌

3837 株式会社ライフ・ウェイ 東京都足立区南花畑二丁
目47番6号

03-5831-5681 宗形　康幹

3547 ラッキー工芸株式会社 兵庫県姫路市朝日町54番地 079-226-1271 藪口　真太郎

3145 ラック工芸株式会社 東京都江東区白河四丁目7番2号 03-3642-1717 中田　雅己

3336 株式会社ラ・テック 静岡市葵区千代田七丁目1番10号 054-294-7991 斎藤　昭

3644 ランドマークプランニング株式会
社

静岡県浜松市東区半田山三丁
目47番3号

053-434-7204 田邊　正敏

ﾘ
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3722 リコージャパン株式会社 東京都大田区中馬込一丁目3番6号 03-6837-8800 坂主　智弘

3706 株式会社Ｒｉｔｓｓ 静岡県磐田市国府台329番地1 053-582-7900 伊藤　忠高

3668 株式会社リベット 埼玉県志木市中宗岡三丁
目11番23号

048-476-9438 平島　伸太郎

ﾙ

3746 ルーティンデザインワークス 浜松市浜北区小林1501 090-9026-7916 岡部　孝信

ﾚ

3783 株式会社レガーロ 東京都世田谷区船橋七丁目7番8号 03-5490-8188 高倉　博

ﾛ

3316 株式会社ロマンチックスタジオ 静岡県静岡市駿河区池田1811番
地の1

054-208-5555 増田　司

ﾜ

3567 株式会社ワイエムジーワン 東京都墨田区両国二丁目12番2号 03-3635-1266 山家　一繁

3721 ワイズ株式会社 東京都渋谷区桜丘町29番35号渋
谷ＤＭ1階

03-3462-8788 深澤　康弘

3409 株式会社ワイズサイン 群馬県伊勢崎市三室町5808番地 0270-62-6696 山崎　貴史

3866 株式会社ワイズデザイン 静岡県静岡市駿河区西島775番
地の8

090-9021-9250 栁澤　悠麻

3701 株式会社ＷＡＯＨ 東京都台東区三ノ輪一丁
目28番10号　丸嶋ビル6階

03-3876-0801 桑原　克也

3018 和久田看板工芸舎 静岡県浜松市北区引佐町井伊
谷1709番地の11

053-542-1958 和久田  剛

3053 株式会社和創工藝 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1190番
地

053-424-8511 袴田　和利

3206 有限会社渡瀬看板 静岡県磐田市池田152番地の2 0538-34-2904 渡瀬　俊彦

542件
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