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登録業者名
有限会社 アート・サイン
株式会社 アートシステム
株式会社 アートランド
株式会社 アームズ
有限会社 アイキアプランニング
株式会社 アイプラネット
株式会社 アイン
アオイネオン 株式会社
有限会社 アカシヤ画房
有限会社 秋田工房
秋田消火栓標識
秋田中央交通 株式会社
株式会社 秋田読売IS
有限会社 ＡＣＣＥＳＳ
株式会社 アクタート

住
所
宮城県仙台市太白区鈎取字新田町４０－１０
秋田県秋田市山王五丁目１５番３３号
群馬県富岡市神威３３２番地１
秋田県由利本荘市瓦谷地２９番地４
秋田県秋足山王中園町１０－２
東京都港区南青山一丁目１番１号
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－２２－１５
静岡県静岡市葵区新伝馬１－３－４３
宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目３番５号
秋田県秋田市寺内堂ノ沢一丁目２－２１
秋田県秋田市広面字樋ノ下１６－２
秋田県秋田市川元山下町６番１２号
秋田県秋田市新屋鳥木町１番９５号
秋田県大仙市高梨字水里３１－２
宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目２番地の２

登録年月日
30.6.20
27.11.24
28.7.26
28.3.17
29.10.17
26.8.28
27.8.5
27.10.23
27.10.23
29.7.19
28.2.4
28.3.28
27.5.20
27.12.28
28.1.20
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 虎ノ門ヒルズ森タワー 29.11.30
朝日エティック株式会社
大阪府大阪市福島区福島７丁目１５番２６号
27.6.26
有限会社 アサヒコーポレーション 青森県八戸市大字妙字花生８－１７３
26.7.7
有限会社 旭工芸
秋田県北秋田市鷹巣字南中家下７番地２
29.2.13
旭ネオン 有限会社
岩手県盛岡市神子田町１－３９
30.8.3
有限会社 旭工芸
山形県酒田市旭新町１番１７号
28.2.4
株式会社 浅間製作所
秋田県山本郡三種町志戸橋字霜谷地２２－２
30.5.11
吾妻工房 吾妻 克幸
福島県郡山市喜久田町字遠北原７番地の１３４ 26.3.4
有限会社 アートウイング
秋田県大仙市豊川字上水無９５－１
27.12.15
有限会社 アートネオン
秋田県大仙市高梨字米打橋１４２
28.6.3
株式会社 アートピアササキ
秋田県横手市卸町９番４号
27.11.16
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
27.12.11
有限会社 アドポート
宮城県仙台市青葉区折立五丁目７番８号
27.12.18
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目１番１１号定禅寺通スクエアビル３Ｆ 30.9.14
株式会社 アド・メディア
株式会社 アトラック
宮城県仙台市若林区連坊二丁目１番２０号
30.11.2
阿部 芳明（リード看板工房）
秋田県湯沢市大工町５－２
27.10.22
アビコ産業 株式会社
山形県米沢市窪田町窪田２９１番地
29.7.4
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
29.8.17
株式会社 イーグル産業
埼玉県川越市的場１－２６－８
26.9.30
イーサインズ
秋田県秋田市茨島六丁目１－３
29.5.12
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
27.11.6
有限会社 池田看板
秋田県秋田市仁井田目長田三丁目３番６号
27.12.11
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登録番号
平成30年指令秋建－80－29
平成27年指令秋建82－89
平成28年指令秋建83－39
平成27年指令由建－2162
平成29年指令秋建80－73
平成26年指令秋建－81－47
平成27年指令秋建82－44
平成27年指令秋建82－77
平成27年指令秋建82－69
平成29年指令秋建80－39
平成27指令秋建82－139
平成27指令秋建82－161
平成27年指令秋建－82－4
平成27年指令仙建－11-5
平成27年指令秋建82-125
平成29年指令秋建80－88
平成27年指令秋建82－18
平成26年指令秋建－81－20
平成28年指令北建－2255
平成30年指令秋建80-49
平成27年指令秋建82-132
平成30年指令山建－363
平成25年指令秋建－29－86
平成27年指令仙建－11-2
平成28年指令仙建-11－1
平成27年指令平建－1634
平成27年指令秋建82－107
平成27年指令秋建82－118
平成30年指令秋建－80－57
平成30年指令秋建－80－68
平成27年指令雄建－1014－2
平成29年指令秋建80－32
平成29年指令秋建80－60
平成26年指令秋建－81－54
平成29年指令秋建80－17
平成27年指令秋建82－80
平成27年指令秋建82－109

登録の有効期間
平成30年6月20日～平成35年6月19日
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成28年10月20日～平成33年10月19日
平成28年4月6日～平成33年4月5日
平成29年12月7日～平成34年12月6日
平成26年8月28日～平成31年8月27日
平成27年8月5日～平成32年8月4日
平成27年11月30日～平成32年11月29日
平成27年11月24日～平成32年11月23日
平成29年7月17日～平成34年7月16日
平成27年7月15日～平成32年7月14日
平成28年4月1日～平成33年3月31日
平成27年5月20日～平成32年5月19日
平成28年1月4日～平成33年1月3日
平成28年1月13日～平成33年1月12日
平成30年1月21日～平成35年1月20日
平成27年7月22日～平成32年7月21日
平成26年7月16日～平成31年7月15日
平成29年2月13日～平成34年2月12日
平成30年8月3日～平成35年8月2日
平成28年1月21日～平成33年1月20日
平成30年5月21日～平成35年5月20日
平成26年3月4日～平成31年3月3日
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成28年7月10日～平成33年7月9日
平成27年12月12日～平成32年12月11日
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成27年12月8日～平成32年12月7日
平成30年10月17日～平成35年10月16日
平成30年5月15日～平成35年5月14日
平成27年11月15日～平成32年11月14日
平成29年7月23日～平成34年7月22日
平成29年8月17日～平成34年8月16日
平成26年10月21日～平成31年10月20日
平成29年5月12日～平成34年5月11日
平成27年12月1日～平成32年11月30日
平成28年1月18日～平成33年1月17日
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登録業者名
株式会社 イサオサイン
石井 正幸（石松看板工房）
株式会社 石沢工業
有限会社 インパクト
株式会社 ウェスト工房
ウェル・ユーカン株式会社
ウチノ看板株式会社
有限会社 うりた看板
有限会社 栄建
栄和サインシステム 株式会社
株式会社 エキスプレス社
有限会社 エス・エス・アート
株式会社 エー・ピー・エス
有限会社 エーユー建築工房
有限会社 エヌ・ケイ・エム
株式会社 エダキン
有限会社 エポックケイツウ
株式会社 オイラー
株式会社 オオウチ工芸
株式会社 オーシャンメディアズ
株式会社 オオタケ産業
株式会社 大友組
株式会社 大林組
株式会社 岡崎巧芸
小田原 宏行（小田原看板）
有限会社 オックス画房
株式会社 オヌマ工芸

住
所
秋田県秋田市外旭川字梶ノ目３５１番地
秋田県大仙市大曲須和町１－１－４
青森県弘前市神田二丁目４番地２０
秋田県秋田市川元小川町４－３４
宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目８－２１
広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂２００番地
埼玉県所沢市三ケ島一丁目２３番地の２
秋田県由利本荘市石脇字山ノ神１１の４４６
岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子１８７番地１
北海道石狩市新港南二丁目７２１番地５
東京都中央区銀座三丁目９番４号
秋田県秋田市新屋松美町７－８
山梨県南都留郡富士河口湖町船津５６７２－１
長野県長野市高田中村５３番地
秋田県秋田市土崎港西５丁目６番２３号
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－１UNEXビル６F

秋田県秋田市新屋豊町１９番１６号
岩手県奥州市水沢区東大通り三丁目７番１５号
宮城県仙台市若林区六丁の目元町３番８号
宮城県仙台市若林区舟下１６番地 小林ビル
宮城県名取市上余田字千刈田８７６番地の１
秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台７６番地１
東京都港区港南二丁目１５番２号
埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田１０８３－１
秋田県大仙市神宮寺字福島１８番地
岩手県奥州市水沢区佐倉河字杉本１６３番地１
北海道札幌市白石区東米里２１９９番地１５
有限会社 オフィストゥエンティワン 山梨県笛吹市石和町東油川２７－１０
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 新明ビル

登録年月日
27.12.28
27.12.9
28.5.2
29.11.16
27.9.2
28.3.28
28.1.20
28.1.19
28.4.27
28.12.20
28.3.28
28.2.18
31.1.21
28.7.21
28.2.18
28.9.8
28.2.18
29.10.31
27.12.2
30.1.19
27.6.3
29.3.15
26.11.5
30.12.10
27.1.22
27.7.10
29.10.17
28.11.2
27.11.30
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登録番号
平成27年指令秋建82-123
平成27年指令仙建－11-1
平成28年指令北建－408
平成29年指令秋建80－85
平成27年指令秋建82－58
平成27年指令秋建82－158
平成27年指令秋建82－126
平成27年指令由建－1750
平成28年指令秋建83－7
平成28年指令秋建83－86
平成27年指令秋建82－165
平成27年指令秋建82－143
平成30年指令秋建80－78
平成28年指令秋建83－32
平成27年指令秋建82－145
平成28年指令秋建83－55
平成27年指令秋建82－144
平成29年指令秋建80－79
平成27年指令秋建82－105
平成29年指令秋建80－97
平成27年指令秋建82－8
平成28年指令由建－2454
平成26年指令秋建－81-63
平成30年指令秋建－80-74
平成26年指令仙建－2－3
平成27年指令秋建82－23
平成29年指令秋建80－72
平成28年指令秋建83－72
平成27年指令秋建82－99

登録の有効期間
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成27年12月16日～平成32年12月15日
平成28年6月5日～平成33年6月4日
平成29年11月16日～平成34年11月15日
平成27年8月9日～平成32年8月8日
平成28年4月20日～平成33年4月19日
平成28年2月14日～平成33年2月13日
平成28年1月24日～平成33年1月23日
平成28年4月26日～平成33年4月25日
平成28年12月20日～平成33年12月19日
平成28年5月2日～平成33年5月1日
平成28年2月14日～平成33年2月13日
平成31年1月21日～平成36年1月20日
平成28年7月21日～平成33年7月20日
平成27年8月9日～平成32年8月8日
平成28年9月8日～平成33年9月7日
平成27年10月14日～平成32年10月13日
平成29年11月27日～平成34年11月26日
平成27年12月1日～平成32年11月30日
平成30年2月8日～平成35年2月7日
平成27年6月3日～平成32年6月2日
平成29年4月24日～平成34年4月23日
平成26年12月11日～平成31年12月10日
平成30年12月10日～平成35年12月9日
平成27年1月22日～平成32年1月21日
平成27年7月15日～平成32年7月14日
平成29年7月23日～平成34年7月22日
平成28年11月2日～平成33年11月1日
平成28年1月13日～平成33年1月12日
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登録業者名
片村 正浩（カタムラ看板店）
鹿島建設 株式会社
有限会社 鹿角東建
株式会社 カンコー
看板や夢工房
関東マルワ産業 株式会社
株式会社 キクテック
菊池 正幸（キクチ企画）
有限会社 北島広芸
株式会社 キハラネオン製作所
株式会社 木村工務店
株式会社 キュークリエイト
株式会社 共栄企画
株式会社 共同広告社
株式会社 協同制作
株式会社 キング秋田
株式会社 金星堂
株式会社 近宣
株式会社 クリエート
株式会社 クリエイティブダイワ
株式会社 クリサキサイン
Ｋ．Ｓ．デザインカトウ
株式会社 京王エージェンシー
株式会社 ゴールドトップ
株式会社 小泉創芸
有限会社 広友社
小沢 悟（コサワ企画）
有限会社 コスモサイン
株式会社 後藤建設
株式会社 小林工芸社
有限会社 小春スクリーン
小松 康（小松看板）
株式会社 コムズ

住
所
登録年月日
登録番号
秋田県由利本荘市東梵天９の１
28.1.21
平成27年指令由建－1779
東京都港区元赤坂一丁目３番１号
28.10.5
平成28年指令秋建83－66
秋田県鹿角市尾去沢字前田１３
30.2.9
平成29年指令鹿建－1129－2
新潟県長岡市千秋二丁目２７８８番地１
27.12.18
平成27年指令秋建82－114
秋田県南秋田郡五城目町上樋口字屋岸８３－１ 28.2.4
平成27年指令秋建82－133
栃木県宇都宮市平出工業団地３８番地３８
28.3.17
平成27年指令由建－2162
愛知県名古屋市南区加福本通一丁目２６番地
28.7.5
平成28年指令秋建83－25
秋田県鹿角市八幡平字大里１０２
27.8.17
平成27年指令鹿建－885－1
宮城県仙台市宮城野区福至字弁当２番７２番地の２ 29.1.27
平成28年指令秋建83－93
東京都大田区南六郷二丁目２６番３号
28.10.5
平成28年指令秋建83－65
秋田県羽後町西馬音内堀回字元城７番地１
26.3.12
平成25年指令雄建－1786－1
岩手県北上市柳原町二丁目３番２０号
27.7.7
平成27年指令秋建82－20
大阪府大阪市西区阿波座一丁目９番９号
28.9.8
平成28年指令秋建83－59
東京都中央区日本橋小舟町１５番１０号
28.11.30
平成28年指令秋建83－80
東京都中央区入船二丁目５番７号
30.4.23
平成30年指令秋建80-3
秋田県秋田市広面字谷内佐渡９６番地１
27.11.6
平成27年指令秋建82－81
三重県桑名市大字江場４８１番地
28.9.8
平成28年指令秋建83－58
大阪府大阪市北区西天満六丁目２番１７号
27.12.11
平成27年指令秋建82－108
秋田県秋田市添川字地ノ内１７９－１
29.6.14
平成29年指令秋建80－26
福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地
27.10.5
平成27年指令秋建82－65
宮城県多賀城市留ヶ谷３丁目１５－３
27.3.23
平成26年指令秋建－81－76
秋田県男鹿市船越字内子２９４－２０６１
28.11.2
平成28年指令秋建83-71
東京都新宿区西新宿二丁目４番１号新宿ＮＳビル２３階 26.8.18
平成26年指令秋建－81－43
大阪府大阪市北区天神橋一丁目１８番２７号 天神ビル４階 26.11.25
平成26年指令秋建－81－61
山形県米沢市大町三丁目３番３３号
26.8.28
平成26年指令秋建－81－46
秋田県秋田市東通１－６－１
30.5.17
平成30年指令秋建－80－19
秋田県山本郡八峰町峰浜石川字石川４７３番地 27.12.2
平成27年指令山建－1589
宮城県気仙沼市前木１６０番１
27.11.6
平成27年指令秋建82－79
秋田県雄勝郡羽後町足田字泉田４２－１１
29.8.23
平成29年指令雄建－795－1
東京都豊島区北大塚１－９－１５
29.8.21
平成29年指令秋建80－64
秋田県横手市大森町十日町字西二ツ森５３－１ 29.7.14
平成29年指令平建－964
秋田県横手市十文字町字下佐吉開３４番地４
27.11.26
平成27年指令平建－1690
東京都中央区京橋三丁目１２番１号
30.2.6
平成29年指令秋建80－101

1/1
登録の有効期間
平成28年1月31日～平成33年1月30日
平成28年10月11日～平成33年10月10日
平成30年2月12日～平成35年2月11日
平成28年2月8日～平成33年2月7日
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成28年4月6日～平成33年4月5日
平成28年8月31日～平成33年8月30日
平成27年9月20日～平成32年9月19日
平成29年1月11日～平成34年1月10日
平成28年11月30日～平成33年11月29日
平成26年3月13日～平成31年3月12日
平成27年7月7日～平成32年7月6日
平成28年10月4日～平成33年10月3日
平成29年1月23日～平成34年1月22日
平成30年5月22日～平成35年5月21日
平成27年10月14日～平成32年10月13日
平成28年9月14日～平成33年9月13日
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成29年8月16日～平成34年8月15日
平成27年10月24日～平成32年10月23日
平成27年3月16日～平成32年3月15日
平成28年11月30日～平成33年11月29日
平成26年8月18日～平成31年8月17日
平成26年11月25日～平成31年11月24日
平成26年7月6日～平成31年7月5日
平成30年3月10日～平成35年3月9日
平成27年12月20日～平成32年12月19日
平成27年12月15日～平成32年12月14日
平成29年9月4日～平成34年9月3日
平成29年10月4日～平成34年10月3日
平成29年7月17日～平成34年7月16日
平成27年12月6日～平成32年12月5日
平成30年3月19日～平成35年3月18日

さ行
Ｎｏ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

登録業者名
株式会社 彩広舎
ｇＣストーリー 株式会社
有限会社 サインシステム耀
株式会社 サインスタジオ
株式会社 サインズ
サインテック秋田 佐藤利文
サインワークス
株式会社 ザイマックスビルマネジメント

株式会社 ザイマックスファシチティズ

桜田 広文
佐々木 喜代治
株式会社 佐々木工務店
有限会社 佐々木テント
佐藤秀看板
三協立山 株式会社
三共ディスプレイ 株式会社
株式会社 サンコー造型
株式会社 三昭堂
有限会社 山王看板
山王スペース＆レンタル 株式会社

株式会社 山陽工房
株式会社 三和企画
株式会社 三和企画
三和サインワークス 株式会社
サンライトデザイン
株式会社 ジェイアール東日本企画

JR東日本メディア株式会社
株式会社 シー・ケイ・アーテック
ジーク 株式会社
ジーフェイス 株式会社
株式会社 シティー・ロード
清水建設 株式会社
株式会社 シモヤ
有限会社 尚文堂
株式会社 昭和化成
株式会社 昭和ネオン
有限会社 新生工芸
株式会社 新和工芸

住
所
北海道釧路市新富士町６丁目２番１５号
東京都江東区富岡二丁目１１番６号 長谷萬ビル
秋田県秋田市泉南三丁目２７番２３号
秋田県飯島字薬師田９０－６
宮城県仙台市若林区六丁の目北町４番５７号
秋田県秋田市外旭川字水口９４－７
秋田県秋田市茨島二丁目１１番５０号
東京都中央区築地一丁目１３番１０号
東京都港区赤坂一丁目１番１号
秋田県山本郡八峰町八森字磯村７２番地７号
秋田県横手市十文字町腕越字上掵５８
秋田県秋田市雄和繫字上田面１３
秋田県横手市赤坂字仁坂１０７番地１３
秋田県男鹿市船越字八郎谷地３７－１８１
富山県高岡市早川７０番地
広島県廿日市市木材港北７番１７号
宮城県仙台市若林区蒲町東１０－１５
愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号
秋田県秋田市山王五丁目４番２０号
東京都中央区銀座三丁目１０番６号
岡山県倉敷市新田２３９３番地の２
千葉県千葉市若葉区大宮町３３６０－３４
東京都足立区関原三丁目２４番地６号
大阪府大阪市北区梅田三丁目１番３号
秋田県湯沢市川連町字麓４０番地２
東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号
東京都豊島区南大塚三丁目４６番３号
秋田県秋田市新屋天秤野３番１５号
京都市南区吉祥院新田弐ノ段町３３番地
岩手県滝沢市牧野林６７８番地２
東京都千代田区外神田四丁目８番５号
東京都中央区京橋二丁目１６番１号
愛知県大府市宮内町四丁目３８１番地
山形県寒河江市栄町９番３２号
東京都渋谷区幡ケ谷三丁目１９番２号
東京都品川区南品川一丁目７番１７号
長野県長野市三輪一丁目８番３２号
秋田県秋田市寺内字蛭根８５番地６４

1/2
登録年月日

26.4.23
29.1.27
27.10.23
28.1.20
28.3.17
31.1.17
29.3.24
27.8.5
27.7.10
27.7.17
27.6.19
29.5.9
28.10.11
28.3.28
29.6.19
30.5.17
27.11.24
27.11.30
28.3.1
29.4.20
29.4.20
29.8.25
29.8.30
27.9.2
28.1.18
27.11.30
30.5.31
29.3.2
29.3.24
27.11.16
29.10.19
28.5.6
27.8.5
29.11.7
28.7.5
27.9.2
29.9.13
29.5.24

登録番号
平成26年指令秋建－81－1
平成28年指令秋建83－90
平成27年指令秋建82－72
平成27年指令秋建82－128
平成27年指令由建－2162
平成30年指令秋建80-77
平成28年指令秋建83－111
平成27年指令秋建82－34
平成27年指令秋建82－27
平成27年指令山建－820
平成27年指令平建－665
平成29年指令秋建80－13
平成28年指令平建－1353
平成27年指令秋建82－159
平成29年指令秋建80－28
平成30年指令秋建－80－18
平成27年指令秋建82－88
平成27年指令秋建82－103
平成27年指令秋建82－152
平成29年指令秋建80－1
平成29年指令秋建80－2
平成29年指令秋建80－66
平成29年指令秋建80－67
平成27年指令秋建82－56
平成27年指令秋建－1014-5
平成27年指令秋建82－100
平成30年指令秋建80－22
平成28年指令秋建83－105
平成28年指令秋建83－112
平成27年指令秋建82－86
平成29年指令秋建80－75
平成28年指令秋建83－8
平成27年指令秋建82－32
平成29年指令秋建80－82
平成28年指令秋建83－28
平成27年指令秋建82－57
平成29年指令秋建80－68
平成29年指令秋建80－20

登録の有効期間
平成26年4月30日～平成31年4月29日
平成29年1月20日～平成34年1月19日
平成27年9月30日～平成32年9月29日
平成28年1月20日～平成33年1月19日
平成28年4月6日～平成33年4月5日
平成31年1月17日～平成36年1月16日
平成29年3月24日～平成34年3月23日
平成27年8月5日～平成32年8月4日
平成27年7月10日～平成32年7月9日
平成27年7月21日～平成32年7月20日
平成27年7月1日～平成32年6月30日
平成29年5月9日～平成34年5月8日
平成28年10月11日～平成33年10月10日
平成28年3月15日～平成33年3月27日
平成29年7月31日～平成34年7月30日
平成30年7月1日～平成35年6月30日
平成27年11月25日～平成32年11月24日
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成28年3月14日～平成33年3月13日
平成29年6月12日～平成34年6月11日
平成29年5月16日～平成34年5月15日
平成29年8月25日～平成34年8月24日
平成29年8月30日～平成34年8月29日
平成27年8月31日～平成32年8月30日
平成28年2月16日～平成33年2月15日
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成30年6月27日～平成35年6月26日
平成29年3月30日～平成34年3月29日
平成29年3月24日～平成34年3月23日
平成27年11月16日～平成32年11月15日
平成29年11月30日～平成34年11月29日
平成28年6月19日～平成33年6月18日
平成27年8月19日～平成32年8月18日
平成29年11月7日～平成34年11月6日
平成28年7月24日～平成33年7月23日
平成27年10月24日～平成32年10月23日
平成29年9月13日～平成34年9月12日
平成28年10月25日～平成33年10月24日

さ行
Ｎｏ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

登録業者名
株式会社 スカイサインシステム
株式会社 スカワ
管 國雄
鈴木 啓一（スズキ看板）
有限会社 鈴木彫刻店
株式会社 スペース
株式会社 スペースプロジェクト
株式会社スリーエイト
スリーエムジャパン 株式会社
西武企画 株式会社
株式会社 セキネネオン
株式会社 セブンエイト
株式会社 全農ビジネスサポート
株式会社 創輝社
株式会社 創伸
創明舎

住
所
東京都豊島区東池袋一丁目４７番１３号
山形県山形市北町１－２－２０
秋田県湯沢市横堀字小正寺４７－１１
秋田県横手市十文字町梨木字海道下６１番地４４
宮城県仙台市宮城野区扇町四丁目３番２８号
東京都中央区日本橋人形町三丁目９番４号
秋田県秋田市泉北一丁目６番５１号
宮城県仙台市若林区卸町一丁目３－３
東京都品川区北品川六丁目７番２９号
北海道札幌市東区北十三条東一丁目１番７号
茨城県潮来市古高３４８０番地の１
東京都目黒区原町二丁目２番８号
東京都千代田区内神田一丁目１番１２号
静岡県静岡市清水区鳥坂１１４８番地１
秋田県秋田市外旭川字堂ノ前８番地１
秋田県秋田市牛島東一丁目１０番２０号

2/2
登録年月日

26.8.28
27.7.17
27.10.8
27.12.1
27.10.23
30.10.3
28.2.4
29.4.20
27.7.17
27.11.24
26.8.28
30.2.27
26.7.30
30.5.23
27.12.28
26.9.30

登録番号
平成26年指令秋建－81－44
平成27年指令秋建82－30
平成27年指令雄建－1014-1
平成27年指令平建－1718
平成27年指令秋建82－71
平成30年指令秋建－80－64
平成27年指令秋建82－138
平成29年指令秋建80－5
平成27年指令秋建82－26
平成27年指令秋建82－96
平成26年指令秋建－81－45
平成29年指令秋建80－108
平成26年指令秋建－81－33
平成30年指令秋建80－20
平成27年指令秋建82－122
平成26年指令秋建－81－49

登録の有効期間
平成26年8月28日～平成31年8月27日
平成27年8月19日～平成32年8月18日
平成27年11月9日～平成32年11月8日
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成27年11月15日～平成32年11月14日
平成30年12月3日～平成35年12月2日
平成28年1月18日～平成33年1月17日
平成29年4月20日～平成34年4月19日
平成27年7月17日～平成32年7月16日
平成27年12月21日～平成32年12月20日
平成24年10月14日～平成31年10月13日
平成30年3月8日～平成35年3月7日
平成26年8月19日～平成31年8月18日
平成30年7月26日～平成35年7月25日
平成28年1月21日～平成33年1月20日
平成26年9月30日～平成31年9月29日

た行
Ｎｏ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

登録業者名
株式会社 ダイス
大成建設 株式会社
ダイテック 株式会社
有限会社 大同工芸社
大日本印刷株式会社
株式会社 太陽ネオン
株式会社 DIRECT
合資会社 高橋看板
有限会社 タカハシデザイン
有限会社 タカハラ
株式会社 竹中工務店
竹村哲男（サイン・プロ・タケムラ）
田中 清（田中看板店）
有限会社 タミヤサイン
株式会社 丹青社
千代田エナメル金属 株式会社
株式会社 中央サイン
株式会社 Ｔ＆Ｔアド

住
所
東京都中央区日本橋堀留町一丁目５番１１号
東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号
東京都中央区日本橋小伝馬町１７番９号
岩手県盛岡市本宮一丁目１６－２２
東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
青森県青森市油川字柳川８－１８
秋田県大仙市土川字太田谷地一本杉２６番地
秋田県由利本荘市石脇字下長老沼１１４－３
青森県三戸郡南部町大字高橋字高橋５１番地２
秋田県由利本荘市川口字高花１５８－５
大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号
秋田県大仙市戸蒔字錨８０－１２
秋田県横手市婦気大堤字婦気前２４２番地２
秋田県大仙市大曲田町２７番３８号
東京都港区港南一丁目２番７０号
東京都江戸川区西一之江２－２３－１３
秋田県秋田市外旭川八幡田二丁目２番２８号
東京都中央区八丁堀二丁目２５番１０号三信八丁堀ビル

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

株式会社 デザインアーク
照井 一美（テルイ看板）
テルイカンバン有限会社
テルウェル東日本 株式会社
株式会社 電通
株式会社 電通アドギア
株式会社 電通東日本
株式会社 電通ライブ
株式会社 電洋社
株式会社 東武
東亜レジン 株式会社
トーアン 株式会社
株式会社 東京化成製作所
東京電装工業株式会社
東京ネオン電気株式会社
東北エスピー 株式会社
東北総合美研 有限会社
株式会社 東北電照
株式会社 東北トラスト
株式会社 東北博報堂
株式会社 東北ネオンクラフト
東北送配電サービス 株式会社
東和プロネッツ 株式会社
株式会社 トーアコーポレーション

大阪府大阪市北区堂島浜二丁目１番２９号
秋田県横手市清川町９番１４号
秋田県能代市二ツ井町小繋字神明社下２４
東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目１４番９号
東京都港区東新橋一丁目８番１号
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

東京都港区新橋四丁目２１－３
東京都千代田区内幸町１－５－３
秋田県秋田市新屋鳥木町１－７６
宮城県仙台市青葉区立町１番２号
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

福島県郡山市待池台一丁目５５番地３７
埼玉県狭山市広瀬台２－９－２３
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３番地の１１７
宮城県仙台市若林区連坊小路１３０番地２
福島県郡山市富久山町福原字中田３４番地１
宮城県仙台市泉区松森字前沼１８番地
宮城県仙台市太白区中田六丁目８番１５号
宮城県黒川郡大郷町東成田字小林１４番地の２
宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号
青森県青森市篠田二丁目２０番１４号
宮城県仙台市青葉区本町二丁目５番１号
宮城県仙台市太白区砂押南町６番５号
兵庫県神戸市東灘区森南町一丁目７番８号

1/2

登録年月日

26.9.30
28.3.1
28.5.30
30.2.15
30.5.15
28.2.18
26.4.4
27.11.11
28.3.1
27.8.5
27.3.23
27.12.15
27.11.12
27.1.22
27.11.24
30.8.22
27.11.24
29.12.6
27.11.30
29.1.27
27.12.21
28.6.16
28.4.27
28.5.16
27.11.6
27.9.2
28.10.5
26.12.2
28.10.5
27.12.28
28.3.28
30.9.14
27.6.26
27.9.2
28.7.26
29.8.17
28.2.4
27.8.10
26.2.13
28.11.30
27.6.3
28.12.20
27.12.18

登録番号
平成26年指令秋建－81－50
平成27年指令秋建82－153
平成28年指令秋建83－19
平成29年指令秋建80－102
平成30年指令秋建－80－16
平成27年指令秋建82－147
平成26年指令仙建－2－1
平成27年指令由建－1470
平成27年指令秋建82－155
平成27年指令由建－951
平成26年指令秋建－81-75
平成27年指令仙建－11-3
平成27年指令平建－1629
平成26年指令仙建－2－2
平成27年指令秋建82－91
平成30年指令秋建80－53
平成27年指令秋建82－90
平成29年指令秋建80－90
平成27年指令秋建82－101
平成28年指令秋建83－94
平成27年指令平建－1849
平成28年指令山建－548
平成28年指令秋建83－2
平成28年指令秋建83－17
平成27年指令秋建82－84
平成27年指令秋建82－52
平成28年指令秋建83－64
平成26年指令秋建－81－68
平成28年指令秋建83－67
平成27年指令秋建82－121
平成27年指令秋建82－164
平成30年指令秋建80－58
平成27年指令秋建82－16
平成27年指令秋建82－54
平成28年指令秋建83－38
平成29年指令秋建80－61
平成27年指令秋建82-134
平成27年指令秋建82－49
平成25年指令秋建－29－84
平成28年指令秋建83－79
平成27年指令秋建82－6
平成28年指令秋建83－85
平成27年指令秋建82－112

登録の有効期間
平成26年9月30日～平成31年9月29日
平成28年4月11日～平成33年4月10日
平成28年6月16日～平成33年6月15日
平成30年4月11日～平成35年4月10日
平成30年6月16日～平成35年6月15日
平成27年9月28日～平成32年9月27日
平成26年5月27日～平成31年5月26日
平成27年11月18日～平成32年11月17日
平成28年3月17日～平成33年3月16日
平成27年8月9日～平成32年8月8日
平成27年3月23日～平成32年3月22日
平成27年12月26日～平成32年12月25日
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成27年1月22日～平成32年1月21日
平成27年12月21日～平成32年12月20日
平成30年8月22日～平成35年8月21日
平成27年12月26日～平成32年12月25日
平成30年2月12日～平成35年2月11日
平成27年12月21日～平成32年12月20日
平成29年3月2日～平成34年3月1日
平成28年1月26日～平成33年1月25日
平成28年6月29日～平成33年6月28日
平成28年4月27日～平成33年4月26日
平成28年6月24日～平成33年6月23日
平成27年12月15日～平成32年12月14日
平成27年9月10日～平成32年9月9日
平成28年9月22日～平成33年9月21日
平成26年12月22日～平成31年12月21日
平成28年8月17日～平成33年8月16日
平成28年1月11日～平成33年1月10日
平成28年4月15日～平成33年4月14日
平成30年9月14日～平成35年9月13日
平成27年7月22日～平成32年7月21日
平成27年9月22日～平成32年9月21日
平成28年9月13日～平成33年9月12日
平成29年2月14日～平成34年2月13日
平成28年1月2日～平成33年1月1日
平成27年8月9日～平成32年8月8日
平成26年2月13日～平成31年2月12日
平成28年12月27日～平成33年12月26日
平成27年7月1日～平成32年6月30日
平成29年1月20日～平成34年1月19日
平成28年3月1日～平成33年2月29日

た行
Ｎｏ
44
45
46
47

登録業者名
株式会社 トップ・アート・セクション
株式会社 友菱
株式会社 トライブジャパン
太平ビルサービス 株式会社

住
所
山形県山形市銅町一丁目５番２３号
東京都中央区築地２丁目１番２－１０２号
秋田県雄勝郡羽後町足田字泉田４２－１１

2/2

登録年月日

28.3.1
29.8.8
30.3.20
東京都新宿区６－２２－１新宿スクエアタワー１９階 30.5.31

登録番号
平成27年指令秋建82－154
平成29年指令秋建80－56
平成29年指令雄建－795－2
平成30年指令秋建－80－23

登録の有効期間
平成28年3月31日～平成33年3月30日
平成29年8月6日～平成34年8月5日
平成30年4月7日～平成35年4月6日
平成30年5月31日～平成35年5月30日

な行
Ｎｏ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

登録業者名
有限会社 中倉サイン工芸
長田広告株式会社
株式会社 中村工社
西松建設株式会社
新田照美（テクノサイン）
株式会社 日広
株式会社 日交
有限会社 日広工芸
株式会社 日装ネオン
有限会社 日測サービス工業
財団法人 日本森林林業振興会
株式会社 日本道路案内標識
株式会社 ニューアート
株式会社 ニューアド社
能代スタジオ 菊地 幹也
株式会社 乃村工藝社

住
所
宮城県仙台市宮城野区新田１丁目３－１０
愛知県津島市東柳原町五丁目５番１
広島県広島市中区南吉島一丁目２番１４号
東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号
秋田県大館市下代野字天下道下５１－３
長野県上田市住吉６７番地１
東京都新宿区箪笥町３４番地
岩手県奥州市水沢区搦手丁１７
埼玉県坂戸市大字石井２３６８番地
秋田県由利本荘市薬師堂字中道２６５番地５
東京都文京区後楽一丁目７番１２号
愛知県豊川市八幡町足洗２０番地
広島県広島市中区南竹屋町９番４号
東京都杉並区阿佐谷南一丁目１１番１号
秋田県能代市向能代字トトメキ１０７－５０
東京都港区台場二丁目３番４号

登録年月日
登録番号
27.8.3
平成27年指令秋建82－36
27.10.5
平成27年指令秋建82－67
27.10.23
平成27年指令秋建82－73
30.3.6
平成29年指令秋建80－109
30.6.6
平成30年指令北建698
29.2.24
平成29年指令秋建83－103
28.12.20
平成28年指令秋建83－88
28.3.17
平成27年指令由建－2162
27.4.17
平成27年指令由建82-1
27.4.20
平成27年指令由建－209
27.12.11
平成27年指令秋建82-110
29.12.28
平成29年指令秋建80－96
27.12.18
平成27年指令秋建82－115
30.2.26
平成29年指令秋建80－106
28.11.21
平成28年指令山建－1665
28.9.8
平成28年指令秋建83－50

1/1
登録の有効期間
平成27年7月12日～平成32年7月11日
平成27年10月24日～平成32年10月23日
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成30年3月14日～平成35年3月13日
平成30年6月6日～平成35年6月5日
平成29年3月22日～平成34年3月21日
平成29年1月23日～平成34年1月22日
平成28年4月6日～平成33年4月5日
平成27年4月17日～平成32年4月16日
平成27年5月12日～平成32年5月11日
平成27年12月28日～平成32年12月27日
平成30年1月7日～平成35年1月6日
平成27年12月12日～平成32年12月11日
平成30年4月17日～平成35年4月16日
平成28年11月28日～平成33年11月27日
平成28年9月29日～平成33年9月28日

は行
Ｎｏ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

登録業者名
株式会社 ハセガワーク
株式会社 バウハウス丸栄
株式会社 販促
株式会社 ビーアド
株式会社 ピオ・プランナーズ
株式会社 備広
株式会社 美工社
株式会社 びこう社
株式会社 美装社
有限会社 ビッグアート
有限会社 ぴゅあアート技術
表示灯株式会社
株式会社 ファイブス
フィールド・クラブ 株式会社
合同会社フォー・ワークス
株式会社 富士
富士看板 石川 眞
株式会社 フジネオン
株式会社 フジヤ
株式会社 ベース
株式会社 ベンリサービス社
株式会社 ホクト産業
株式会社 堀内工務店

住
所
福島県福島市方木田字前白家９番地の９
岐阜県羽島郡岐南町上印食５－８２
秋田県大仙市大曲福見町７－６７－１６
東京都足立区綾瀬七丁目１９－１２
福島県郡山市島一丁目２３－１３
東京都中央区東日本橋三丁目７番１２号
岩手県滝沢市鵜飼狐洞８４番地１９
東京都港区南青山４－１５－５
宮城県大崎市古川鶴ヶ埣字新江北１６番地
秋田県大仙市大曲福見町７番５７号
秋田県鹿角市十和田瀬田石字上石野１２番地３
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号
山口県山陽小野田市大字西高泊字高須３３３４－８

北海道北広島市大曲工業団地四丁目１番地２
鹿角市花輪字八正寺１５－２１
愛知県名古屋市守山区天子田二丁目７０３番地
秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷地３０９－５

大阪府堺市堺区楠町３丁４番１２号
京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル七丁目４

兵庫県尼崎市東七松１－１５－２１
大館市観音堂５６５－８
秋田県秋田市新屋鳥木町１番７７号
秋田県由利本荘市浜三川字狐森６２

登録年月日
登録番号
27.10.23
平成27年指令秋建82－74
27.10.5
平成27年指令秋建82－62
29.2.22
平成29年指令仙建－11-2
29.6.5
平成29年指令秋建80－23
29.12.21
平成29年指令秋建80－95
27.12.18
平成27年指令秋建82－113
27.1.29
平成26年指令秋建－81-69
30.12.23
平成30年指令秋建－80-65
27.12.28
平成27年指令秋建82－120
27.12.28
平成27年指令仙建－11-4
29.11.9
平成29年指令鹿建－1129－1
27.11.30
平成27年指令秋建82－102
29.10.17
平成29年指令秋建80－74
29.4.27
平成29年指令秋建80－12
28.3.4
平成27年指令鹿建－885－2
29.1.27
平成28年指令秋建83－89
30.9.26
平成30年指令秋建－80－61
26.6.6
平成26年指令秋建－81－9
29.2.16
平成28年指令秋建83－97
30.11.7
平成30年指令秋建－80－70
28.1.25
平成27年指令秋建－2083
27.5.20
平成27年指令秋建82－5
26.11.10
平成26年指令由建－1484

1/1
登録の有効期間
平成27年12月21日～平成32年12月20日
平成27年9月29日～平成32年9月28日
平成29年2月26日～平成34年2月25日
平成29年6月26日～平成34年6月25日
平成29年12月21日～平成34年12月20日
平成28年1月11日～平成33年1月10日
平成27年2月3日～平成32年2月2日
平成30年10月23日～平成35年10月22日
平成27年12月21日～平成32年12月20日
平成28年1月17日～平成33年1月16日
平成29年12月10日～平成34年12月9日
平成27年12月26日～平成32年12月25日
平成29年10月17日～平成34年10月16日
平成29年5月7日～平成34年5月6日
平成28年3月4日～平成33年3月3日
平成29年3月2日～平成34年3月1日
平成29年10月18日～平成34年10月17日
平成26年6月11日～平成31年6月10日
平成29年3月2日～平成34年3月1日
平成30年11月7日～平成35年11月6日
平成28年1月25日～平成33年1月24日
平成27年6月4日～平成32年6月3日
平成26年11月10日～平成31年11月9日

ま行
Ｎｏ
1
2
3
4
5
6
7
8

登録業者名
株式会社 マツエ美創
松嶋看板店 松嶋 セツ
株式会社 マルヤ看板店
株式会社 三田商店
三井住友建設 株式会社
美和ロック株式会社
有限会社 メディア広房
モギアート

住
所
秋田県湯沢市大工町５番２４号
秋田県能代市臥竜山３６－３４
秋田県秋田市大町六丁目３番３６号
岩手県盛岡市中央通一丁目１番２３号
東京都中央区佃二丁目１－６
東京都港区芝三丁目１番１２号

登録年月日
27.12.14
28.10.28
27.8.5
28.3.28
29.12.6
30.11.7
岩手県紫波郡矢巾町西徳田第６地割１１８番地６ 27.6.26
秋田県大仙市坂見内字刈又４０７番地
29.3.30

1/1
登録番号
平成27年指令雄建－1014-3
平成28年指令山建－1412
平成27年指令秋建82－43
平成27年指令秋建82－162
平成29年指令秋建80－91
平成30年指令秋建－80-69
平成27年指令秋建82－17
平成28年指令仙建-11-3

登録の有効期間
平成27年12月20日～平成32年12月19日
平成28年11月28日～平成33年11月27日
平成27年7月12日～平成32年7月11日
平成28年2月2日～平成33年2月1日
平成29年12月6日～平成34年12月5日
平成30年10月29日～平成35年10月28日
平成27年6月26日～平成32年6月25日
平成29年3月30日～平成34年3月29日

や行
Ｎｏ
1
2
3
4
5
6
7

登録業者名
有限会社 矢沢ネオン工業
株式会社 山口工芸
ユニアークス 株式会社

住
所
秋田県秋田市牛島西一丁目１番４７号
福島県二本松市竹田１－７３
埼玉県坂戸市紺屋９２６番地
ユニコーン・エージェンシー 株式会社 宮城県名取市高舘熊野堂字今成西２８－３
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
株式会社 読売広告社
東京都港区赤坂五丁目２番２０号
４５アイズ 株式会社
東京都文京区後楽園１－４－１４

登録年月日
28.2.4
30.7.24
27.4.17
30.9.12
28.3.17
28.10.5
26.2.21

1/1
登録番号
平成27年指令秋建82－137
平成30年指令秋建－80－39
平成27年指令秋建82－2
平成30年指令秋建80－56
平成27年指令由建－2162
平成28年指令秋建83-60
平成25年指令秋建－29－85

登録の有効期間
平成27年11月25日～平成32年11月24日
平成30年7月26日～平成35年7月25日
平成27年4月17日～平成32年4月16日
平成30年8月21日～平成35年8月20日
平成28年4月6日～平成33年4月5日
平成28年10月5日～平成33年10月4日
平成26年3月23日～平成31年3月22日

ら行
Ｎｏ
1
2
3
4
5
6

登録業者名
有限会社 ライオン堂
ラッキー工芸 株式会社
リーガルボード 株式会社
株式会社 リブエス
菱重エステート株式会社
株式会社 レンタルのニッケン

住
所
福島県相馬市小泉字山田４９０番地
兵庫県姫路市朝日町５４番地
山形県山形市大字十文字７５１番地１
秋田県大館市御成町二丁目１９番１５号
東京都港区芝五丁目３４番６号
東京都千代田区永田町２丁目１４番２号

1/1
登録年月日
27.6.3
29.3.8
28.2.18
28.10.11
28.3.17
26.3.31

登録番号
平成27年指令秋建82－7
平成28年指令秋建83-107
平成27年指令秋建82－146
平成28年指令北建－1531
平成27年指令由建－2162
平成25年指令秋建－29－91

登録の有効期間
平成27年8月18日～平成32年8月17日
平成29年3月8日～平成34年3月7日
平成27年10月1日～平成32年9月30日
平成28年10月11日～平成33年10月10日
平成28年4月6日～平成33年4月5日
平成26年4月27日～平成31年4月26日

わ行
Ｎｏ
1
2
3
4

登録業者名
ワイズ株式会社
株式会社 ワイズサイン
有限会社 和田かんばん
渡辺 準一（わたなべ看板）

住
所
秋田県秋田市楢山太田町３番４７号
群馬県伊勢崎市三室町５８０８番地
秋田県由利本荘市砂糖畑１番地２
秋田県由利本荘市石脇字赤 １－３

登録年月日
登録番号
27.4.17
平成27年指令秋建82－3
29.5.24
平成29年指令秋建80－19
27.8.26
平成27年指令由建－1048
28.2.16
平成27年指令由建－1934

1/1
登録の有効期間
平成27年5月19日～平成32年5月18日
平成29年7月23日～平成34年7月22日
平成27年9月20日～平成32年9月19日
平成28年3月16日～平成33年3月15日

