高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 070196号 株式会社アド秋田
株式会社アド秋田
第 130314号 エージーエス株式会社
エージーエス株式会社
第 110266号 株式会社電通ライブ
株式会社電通ライブ(本社)
第 120298号 株式会社シテイー・ロード
株式会社シテイー・ロード
第 060087号 株式会社コトブキネオン
株式会社コトブキネオン
第 150339号 スリーエムジャパン株式会社
東京支店
第 060186号 株式会社デザインアーク
東京支店
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
東京本店
第 060032号 株式会社備広
本社(東京支店)
第 181024号 カンボウプラス株式会社
カンボウプラス株式会社 東京支店
第 120291号 三協立山株式会社
三協立山株式会社 ﾀﾃﾔﾏｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ社 関東第一支店
第 191043号 株式会社 ダイス
株式会社 ダイス

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 010-0802 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前8番地8
018-864-1504

平成34年9月14日

〒 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西一丁目1番地1南3西1ビル２Ｆ
011-251-0700

平成36年2月14日

〒 100-8508 東京都千代田区内幸町一丁目5番3号
03-6257-8177

平成33年4月14日

〒 101-0021 東京都千代田区外神田四丁目8番5号
03-3526-3700

平成34年12月30日

〒 101-0052 東京都千代田区神田小川町一丁目11番地
03-3291-5346

平成33年8月30日

〒 101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1
03-5226-1500

平成32年7月14日

〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋二丁目18番2号
03-5214-2370

平成34年3月14日

〒 102-8112 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号
03-5214-2111

平成36年3月14日

〒 103-0004 東京都中央区東日本橋三丁目7番12号
03-5652-0761

平成33年5月30日

〒 103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-20
03-3661-5581

平成35年5月30日

〒 103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-9-5
03-6667-6641

平成34年8月14日

〒 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-5-11
03-6661-7491

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成36年4月14日
1 / 26

高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 080221号 株式会社スペース
東京事業本部
第 080225号 株式会社共同広告社
株式会社 共同広告社
第 060104号 株式会社東宣エイディ
東京本社
第 100257号 タイガー株式会社
タイガー株式会社
第 070205号 株式会社コムズ
本社営業所
第 060091号 株式会社Ｔ＆Ｔアド
本社
第 110286号 株式会社協同制作
株式会社協同制作 本社
第 060023号 ｵﾘｵﾝｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ株式会社
ｵﾘｵﾝｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ株式会社 東京本社
第 161005号 株式会社ザイマックスアルファ
本社
第 080212号 株式会社友菱
株式会社友菱
第 060125号 株式会社ADK ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
本社
第 110272号 株式会社電通
株式会社電通 東京本社

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 103-0013 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号
03-3669-4008

平成35年12月14日

〒 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町15番10号
03-6206-2781

平成36年1月30日

〒 103-0027 東京都中央区日本橋二丁目2番21号
03-6225-2321

平成33年9月29日

〒 103-0027 東京都中央区日本橋二丁目9番4号
03-3274-0701

平成32年9月29日

〒 104-0031 東京都中央区京橋三丁目12番1号
03-3562-5201

平成35年3月30日

〒 104-0032 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

平成33年8月30日

〒 104-0042 東京都中央区入船二丁目5番7号
03-3555-2501

平成34年1月30日

〒 104-0044 東京都中央区明石町3番3号
03-3543-6231

平成33年4月14日

〒 104-0045 東京都中央区築地一丁目13番10号
03-6859-0550

平成33年9月14日

〒 104-0045 東京都中央区築地2丁目1番2-102号
03-3543-5711

平成35年8月30日

〒 105-6312 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
03-6830-3811

平成33年9月29日

〒 105-7001 東京都港区東新橋一丁目8番1号
03-6216-5111

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年7月14日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 150338号 株式会社ザイマックスファシリティズ
株式会社 ザイマックスファシリティズ 本社
第 140331号 株式会社アイプラネット
株式会社アイプラネット
第 120291号 三協立山株式会社
三協立山株式会社 ﾀﾃﾔﾏｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ社 首都圏支店
第 060162号 三和サインワークス株式会社
三和サインワークス株式会社 東京支店
第 060155号 株式会社丹青社
株式会社丹青社
第 171019号 ４５アイズ株式会社
４５アイズ株式会社
第 060067号 株式会社エキスプレス工業社
株式会社エキスプレス工業社
第 120294号 株式会社 ビーアド
株式会社 ビーアド
第 161009号 株式会社ジェイエスピー
株式会社ジェイエスピー
第 110282号 ＧＣストーリー株式会社
ＧＣストーリー株式会社
第 181026号 株式会社 ノムラプロダクツ
株式会社 ノムラプロダクツ 本社
第 090234号 株式会社 乃村工藝社
本社

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 107-0052 東京都港区赤坂一丁目1番1号
03-5544-6886

平成32年7月14日

〒 107-8619 東京都港区南青山一丁目１番１号
03-3475-3151

平成36年9月29日

〒 108-0074 東京都港区高輪3-13-1 高輪コート4F
03-6277-0388

平成34年8月14日

〒 108-6030 東京都港区港南二丁目15番1号A-30
03-5783-3001

平成33年10月30日

〒 108-8220 東京都港区港南一丁目2番70号
03-6455-8104

平成33年10月14日

〒 112-0004 東京都文京区後楽1-4-14
03-3814-1045

平成35年2月14日

〒 114-0015 東京都北区中里二丁目16番10号
03-3910-3821

平成33年7月30日

〒 120-0005 東京都足立区綾瀬七丁目19番12号
03-3606-9898

平成34年9月14日

〒 121-0836 東京都足立区入谷三丁目2番13号
03-3855-1081

平成33年12月14日

〒 135-0047 東京都江東区富岡二丁目11番6号長谷萬ビル
03-5639-3801

平成33年12月14日

〒 135-0091 東京都港区台場二丁目3番1号
03-6426-0023

平成35年6月29日

〒 135-8622 東京都港区台場二丁目３番４号
03-5962-1171

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成36年5月30日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 090245号 アオイネオン株式会社
東京本社
第 060082号 株式会社昭和化成
株式会社昭和化成(本社)
第 090247号 大日本印刷株式会社
建築管理センター
第 120295号 株式会社ワイズサイン
東京支店
第 060074号 株式会社小林工芸社
株式会社小林工芸社
第 060178号 三共ディスプレイ株式会社
東京支店
第 181036号 有限会社アートプランニング
有限会社アートプランニング
第 120302号 株式会社協同工芸社
株式会社協同工芸社
第 100254号 株式会社セキネネオン
株式会社セキネネオン
第 140330号 株式会社しばた工芸
鹿沼事業所
第 060176号 ウチノ看板株式会社
ウチノ看板株式会社
第 060072号 株式会社アートランド
株式会社アートランド

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 146-0082 東京都大田区池上3-6-16
03-3754-2111

平成31年11月14日

〒 151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷三丁目19番2号
03-3376-5351

平成33年8月30日

〒 162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
03-6735-0140

平成31年11月29日

〒 164-0003 東京都中野区東中野4-9-26 キクヤビル201
03-6908-6727

平成34年10月30日

〒 170-0004 東京都豊島区北大塚一丁目9番15号
03-3917-1688

平成33年8月14日

〒 171-0014 東京都豊島区池袋2-23-24
03-5954-7675

平成34年1月30日

〒 232-0041 神奈川県横浜市南区睦町1-1-11
045-744-1550

平成35年11月29日

〒 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港152番地
043-242-1675

平成35年1月30日

〒 311-2449 茨城県潮来市古高3480番地の1
0299-66-3456

平成32年8月30日

〒 322-0026 栃木県鹿沼市茂呂81-1
0289-74-7100

平成31年9月14日

〒 359-1164 埼玉県所沢市三ケ島一丁目23番地の2
04-2947-8888

平成34年1月14日

〒 370-2463 群馬県富岡市神成332番地1
0274-67-2466

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年7月30日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 120295号 株式会社ワイズサイン
本社
第 090245号 アオイネオン株式会社
アオイネオン株式会社
第 100264号 不二化成品株式会社
不二化成品株式会社
第 100260号 イオンディライト株式会社
イオンディライト株式会社 東海支社
第 080221号 株式会社スペース
名古屋事業本部
第 161006号 名古屋樹脂工業株式会社
名古屋樹脂工業株式会社
第 060091号 株式会社Ｔ＆Ｔアド
名古屋支社
第 181031号 ウィングメッセ株式会社
ウィングメッセ株式会社
第 060043号 株式会社シモヤ
株式会社シモヤ
第 181038号 冨士電装 株式会社
冨士電装 株式会社
第 060111号 株式会社三昭堂
株式会社三昭堂 本社
第 060166号 株式会社バウハウス丸栄
本店

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 379-2235 群馬県伊勢崎市三室町5808番地
0270-62-6696

平成34年10月30日

〒 420-0944 静岡県静岡市葵区新伝馬一丁目3番43号
054-204-0900

平成31年11月14日

〒 424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂327番１
054-344-1700

平成33年1月30日

〒 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-25-1
052-569-2611

平成32年11月29日

〒 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-2-1
052-565-1251

平成35年12月14日

〒 451-0084 愛知県名古屋市西区上堀越町一丁目50番地
052-522-1121

平成33年9月14日

〒 460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目20番8号
052-211-5885

平成33年8月30日

〒 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄二丁目34番4号
052-251-8005

平成35年9月14日

〒 474-0047 愛知県大府市宮内町四丁目381番地
0562-48-1488

平成33年5月30日

〒 490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條字笠見立34番地1
052-445-8871

平成36年1月30日

〒 491-8528 愛知県一宮市あずら三丁目9番23号
0586-77-0360

平成33年9月29日

〒 501-6001 岐阜県羽島郡岐南町上印食五丁目82番地
058-249-3611

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年11月14日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 120306号 株式会社プロッツ
株式会社プロッツ
第 120307号 株式会社 金星堂
本社
第 060162号 三和サインワークス株式会社
三和サインワークス株式会社 大阪本社
第 060091号 株式会社Ｔ＆Ｔアド
関西支社
第 110272号 株式会社電通
株式会社電通 関西支社
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
本社
第 060178号 三共ディスプレイ株式会社
大阪営業所
第 060032号 株式会社備広
大阪支店
第 060164号 株式会社ブルー
株式会社ブルー 大阪事務所
第 120291号 三協立山株式会社
三協立山株式会社 ﾀﾃﾔﾏｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ社 関西支店
第 090245号 アオイネオン株式会社
大阪支店
第 120307号 株式会社 金星堂
大阪営業所

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 501-6004 岐阜県羽島郡岐南町野中八丁目61番地の1
058-249-0582

平成35年2月14日

〒 511-0836 三重県桑名市大字江場481
0594-21-3211

平成34年10月14日

〒 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号
06-6453-3171

平成33年10月30日

〒 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎一丁目1番2号
06-6130-3200

平成33年8月30日

〒 530-8228 大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 中之島フェスティバ
06-6484-8888

平成33年7月14日

〒 530-8241 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号
06-6346-2111

平成36年3月14日

〒 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29
06-6396-3347

平成34年1月30日

〒 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目7番1号 (備広新大阪ビル)
06-6304-2518

平成33年5月30日

〒 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本2-14-17-803
06-6306-6730

平成33年11月14日

〒 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町三丁目2-13
06-6575-7202

平成34年8月14日

〒 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5 本町サミットビル３
06-6281-3621

平成31年11月14日

〒 542-0063 大阪府大阪市中央区東平2-3-9RSビル上六2階
06-6191-7218

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成34年10月14日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 100255号 株式会社総合廣告社
株式会社 総合廣告社 本社
第 060169号 株式会社エキスプレス社
株式会社エキスプレス社 大阪支社
第 171017号 株式会社大協社
株式会社大協社
第 080221号 株式会社スペース
大阪事業本部
第 060058号 株式会社共栄企画
株式会社共栄企画
第 070192号 山王スペース＆レンタル株式会社
山王スペース＆レンタル株式会社 大阪事務所
第 161011号 株式会社アート広業
株式会社アート広業
第 110275号 株式会社立匠
株式会社立匠
第 060160号 株式会社ディーピーエム
株式会社ディーピーエム
第 090243号 株式会社古川広告社
株式会社古川広告社
第 060108号 株式会社フジネオン
株式会社フジネオン
第 130310号 株式会社 ヨシミ
関西営業所

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋一丁目21番21号
06-6643-0606

平成32年9月14日

〒 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場四丁目11番19号
06-6244-1661

平成33年11月29日

〒 547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸六丁目14-36
06-6705-7888

平成34年7月30日

〒 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町3-8-10
06-6444-0710

平成35年12月14日

〒 550-0011 大阪府大阪市西区阿波座一丁目9番9号
06-6534-1731

平成33年6月29日

〒 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目2-3 マルイト灘波ビル7階
06-6648-0166

平成34年6月14日

〒 561-0894 大阪府豊中市勝部一丁目9番27号
06-6843-3312

平成33年12月30日

〒 566-0035 大阪府摂津市鶴野四丁目10番18号
072-632-8660

平成33年9月14日

〒 566-0045 大阪府摂津市南別府町3番11号
06-6349-6322

平成33年10月30日

〒 577-0827 大阪府東大阪市衣摺六丁目１番28号
06-6727-0601

平成31年10月14日

〒 590-0836 大阪府堺市堺区楠町三丁4番12号
072-245-7174

平成33年9月29日

〒 604-8156 京都府京都市中央区室町通蛸薬師下る山伏山町558-304
06-6195-5742

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成35年11月14日
7 / 26

高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 090238号 株式会社アドスペース
株式会社アドスペース
第 161007号 有限会社市場工芸
有限会社市場工芸
第 060032号 株式会社備広
兵庫支店
第 060028号 みづほ電機株式会社
みづほ電機株式会社
第 060064号 株式会社トーアコーポレーション
株式会社トーアコーポレーション
第 191044号 株式会社Ｓｋｉｌｌ
株式会社Ｓｋｉｌｌ
第 060182号 ラッキー工芸株式会社
ラッキー工芸株式会社
第 181023号 サインワーク 松陽 代表 松原 保
サインワーク 松陽
第 100259号 株式会社関西広告社
株式会社関西広告社 本社
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
山陰支店
第 120292号 株式会社谷川工房
株式会社谷川工房
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
岡山支店

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 631-0076 奈良県奈良市富雄北二丁目１番３号
0742-52-0880

平成36年7月30日

〒 649-6264 和歌山県和歌山市新庄388番地4
073-477-5000

平成33年9月14日

〒 651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町一丁目4番20号(備広新神戸ビル)
078-222-2122

平成33年5月30日

〒 657-0862 兵庫県神戸市灘区浜田町一丁目1番31号
078-841-3311

平成33年4月29日

〒 658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町一丁目7番8号
078-452-6500

平成33年7月14日

〒 669-1342 兵庫県三田市四ツ辻630
079-568-7791

平成36年6月14日

〒 670-0934 兵庫県姫路市旭町54番地
079-226-1271

平成34年2月14日

〒 671-2111 兵庫県姫路市夢前町杉之内184番地4
079-336-3655

平成35年5月14日

〒 675-1121 兵庫県加古郡稲美町北山208番地
079-492-6209

平成32年10月30日

〒 683-0801 鳥取県米子市新開五丁目1番13号
0859-34-2261

平成36年3月14日

〒 700-0942 岡山県岡山市南区豊成二丁目2番3号
086-263-2251

平成34年8月14日

〒 700-0971 岡山県岡山市北区野田四丁目6番10号
086-244-7565

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成36年3月14日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 120291号 三協立山株式会社
三協立山株式会社 ﾀﾃﾔﾏｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ社 中四国支店
第 060047号 株式会社コーケン
株式会社コーケン
第 060158号 株式会社キクテック
株式会社キクテック 西日本事業所
第 060165号 株式会社デンショク
株式会社デンショク岡山本社
第 181033号 株式会社 オカカン
株式会社 オカカン
第 060156号 株式会社山陽工房
株式会社山陽工房
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
倉敷支店
第 060032号 株式会社備広
福山支店
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
福山支店
第 130309号 株式会社ニッセン
株式会社ニッセン
第 060103号 株式会社タテイシ広美社
株式会社タテイシ広美社
第 060110号 株式会社昭和ネオン
株式会社昭和ネオン 広島営業所

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 700-0975 岡山県岡山市北区今2-3-13
086-244-4678

平成34年8月14日

〒 701-0145 岡山県岡山市北区今保148番地の8
086-243-5573

平成33年5月30日

〒 701-1152 岡山県岡山市北区津高265番地1
086-253-2538

平成33年10月30日

〒 702-8002 岡山県岡山市中区桑野516番地の8
086-274-0022

平成33年11月14日

〒 703-8223 岡山県岡山市中区長利315-1
086-278-44888

平成35年9月29日

〒 710-0038 岡山県倉敷市新田2393番地の2
086-430-2323

平成33年10月14日

〒 710-0833 岡山県倉敷市西中新田41番地1
086-425-3496

平成36年3月14日

〒 720-0065 広島県福山市東桜町1-43（備広福山駅前ビル）
084-921-2300

平成33年5月30日

〒 721-0974 広島県福山市東深津町三丁目8番40号
084-926-5300

平成36年3月14日

〒 726-0001 広島県府中市本山町9-2
0847-44-6260

平成35年10月14日

〒 726-0025 広島県府中市河南町114番地
0847-43-4886

平成33年9月29日

〒 730-0011 広島県広島市中区基町12番8号
082-227-2821

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年9月29日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060013号 株式会社ニュー・アート
株式会社ニュー・アート 本社
第 060062号 株式会社中村工社
株式会社中村工社
第 060023号 ｵﾘｵﾝｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ株式会社
ｵﾘｵﾝｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ株式会社 中四国支社
第 181030号 広島ヘイワ株式会社
広島ヘイワ株式会社
第 181022号 有限会社 アイエス工房
有限会社 アイエス工房
第 080218号 株式会社 フジヤ
広島支店
第 150342号 株式会社 和田工舎
株式会社 和田工舎
第 191042号 株式会社 オカザキ工業
株式会社 オカザキ工業
第 100256号 株式会社共美工芸
株式会社 共美工芸
第 161002号 株式会社TAKEMOTO Kousya
株式会社TAKEMOTO Kousya
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
広島支社
第 060178号 三共ディスプレイ株式会社
廿日市本社

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 730-0049 広島県広島市中区南竹屋町9番4号
082-241-1898

平成33年4月14日

〒 730-0826 広島県広島市中区南吉島一丁目２番14号
082-245-3108

平成33年7月14日

〒 730-0851 広島県広島市中区榎町4-3 ファイブビル２F
082-294-7233

平成33年4月14日

〒 731-5107 広島県広島市佐伯区石内上一丁目7番8号
082-941-2100

平成35年8月30日

〒 732-0014 広島県広島市東区戸坂大上3-3-11
082-229-3271

平成35年4月29日

〒 732-0816 広島県広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター
082-256-6600

平成35年11月14日

〒 733-0003 広島県広島市西区三篠町三丁目6番9号 二宮ビル1F
082-236-6363

平成32年10月30日

〒 733-0012 広島県広島市西区中広町2-14-15
082-503-5780

平成36年4月14日

〒 733-0034 広島県広島市西区南観音町12番5号
082-294-3331

平成32年9月14日

〒 733-0833 広島県広島市西区商工センター六丁目6番27号
082-270-3792

平成33年7月30日

〒 733-0834 広島県広島市西区草津新町二丁目21番69-11号
082-501-3470

平成36年3月14日

〒 738-0021 広島県廿日市市木材港北7番17号
0829-32-8757

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成34年1月30日
10 / 26

高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060070号 東亜レジン株式会社
東亜レジン株式会社 広島営業所
第 060101号 ウエル・ユーカン株式会社
ウエル・ユーカン株式会社
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
広島東支店
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
周南支店
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
山口支店
第 161001号 株式会社ファイブス
株式会社ファイブス
第 080214号 四国開発建設株式会社
四国開発建設株式会社
第 090231号 株式会社大林組
四国支店
第 181027号 株式会社ジェイアール四国企画
株式会社ジェイアール四国企画 本社
第 140332号 株式会社ネクサス
本社
第 100265号 株式会社イトーキ
株式会社イトーキ 四国支店
第 100258号 表示灯株式会社
表示灯株式会社 高松支店

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 738-0201 広島県廿日市市永原668-1
0829-74-3122

平成33年8月14日

〒 738-0512 広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂200番地
0829-40-5151

平成33年9月14日

〒 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇4373番地
082-423-5726

平成36年3月14日

〒 744-0022 山口県下松市末武下421-1
0833-45-1191

平成36年3月14日

〒 753-0814 山口県山口市吉敷下東四丁目19番24号
083-923-5111

平成36年3月14日

〒 756-0049 山口県山陽小野田市大字西高泊字高須3334番の８
0836-83-1010

平成33年5月30日

〒 760-0001 香川県高松市新北町27番10号
087-802-6012

平成35年9月14日

〒 760-0007 香川県高松市中央町11番11号
087-831-7121

平成36年4月29日

〒 760-0011 香川県高松市浜ノ町8番24号
087-851-6885

平成35年7月14日

〒 760-0017 香川県高松市番町三丁目２番１号
087-832-2511

平成31年9月29日

〒 760-0017 香川県高松市番町1-1-5 ニッセイ高松ビル
087-821-5696

平成33年2月14日

〒 760-0017 香川県高松市番町一丁目6番6号
087-821-5811

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成32年10月14日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 171018号 大成建設株式会社
大成建設株式会社 四国支店
第 140336号 株式会社竹中工務店
四国支店
第 060056号 朝日エティック株式会社
高松支店
第 161008号 ビジュアル･サービス株式会社
ビジュアル･サービス株式会社
第 181021号 竹元電機商会 竹元 求
竹元電機商会
第 150346号 NSK株式会社
高松営業所
第 060113号 清水建設株式会社
清水建設株式会社 四国支店
第 070202号 株式会社香川工社
株式会社香川工社
第 060044号 株式会社アド・メディア
株式会社アド・メディア
第 060037号 株式会社岡ネオン工業所
株式会社 岡ネオン工業所
第 150341号 株式会社サンエイ
株式会社サンエイ
第 080223号 株式会社コート
株式会社コート（本社）

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 760-0019 香川県高松市サンポート2番1号
087-825-3400

平成34年9月29日

〒 760-0022 香川県高松市西内町12-11
087-851-1175

平成32年3月14日

〒 760-0055 香川県高松市観光通二丁目2-15 第2ダイヤルビル5階
087-831-2221

平成33年6月29日

〒 760-0065 香川県高松市朝日町二丁目14番7号
087-816-0021

平成33年10月14日

〒 760-0071 香川県高松市藤塚町１丁目9-4
087-834-7766

平成35年4月29日

〒 760-0078 香川県高松市今里町二丁目4-16
087-862-4908

平成33年3月14日

〒 760-8533 香川県高松市寿町二丁目4番5号
087-811-1804

平成33年9月29日

〒 761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼1135番地4香川ビル
087-845-2001

平成35年2月27日

〒 761-0442 香川県高松市川島本町181番地5
087-848-5533

平成33年5月30日

〒 761-0450 香川県高松市三谷町字北野5132番地
087-888-3095

平成33年5月30日

〒 761-0612 香川県木田郡三木町氷上3100番地3
087-898-5177

平成32年10月14日

〒 761-0704 香川県木田郡三木町大字下高岡3222番地
087-898-6001

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成35年12月30日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060005号 株式会社高松ホットスタンプ
株式会社高松ホットスタンプ
第 161010号 小松印刷株式会社
小松印刷株式会社(本社)
第 060070号 東亜レジン株式会社
東亜レジン株式会社 高松営業所
第 090239号 株式会社プランニング・アート
株式会社プランニング・アート
第 140335号 水田 裕史
ミットプランニング
第 070204号 四国アドサービス株式会社
四国アドサービス株式会社
第 060042号 株式会社西部広告社
株式会社西部広告社
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
香川支社
第 181039号 デザイン工業株式会社
デザイン工業株式会社
第 060003号 株式会社トキワ工芸社
株式会社トキワ工芸社
第 060171号 有限会社タカシマ工芸
有限会社タカシマ工芸
第 060008号 株式会社光洋ネオン電装
株式会社光洋ネオン電装

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 761-0705 香川県木田郡三木町井上3098番地55
087-891-1010

平成33年4月14日

〒 761-1402 香川県高松市香南町由佐2100番地1
087-879-1248

平成33年12月30日

〒 761-1701 香川県高松市香川町大野1358-1
087-886-2117

平成33年8月14日

〒 761-8041 香川県高松市檀紙町2073番地１
087-885-9008

平成36年8月14日

〒 761-8042 香川県高松市御厩町58番地3
087-887-3110

平成31年12月14日

〒 761-8056 香川県高松市上天神町556-1
087-868-2133

平成35年3月14日

〒 761-8056 香川県高松市上天神町662番地6
087-866-4377

平成33年5月30日

〒 761-8071 香川県高松市伏石町2089番地1
087-865-2218

平成36年3月14日

〒 761-8083 香川県高松市三名町329-6
087-889-4171

平成36年2月14日

〒 762-0012 香川県坂出市林田町477番地の4
0877-47-1221

平成33年4月14日

〒 763-0073 香川県丸亀市柞原町540番地
0877-24-8950

平成33年11月29日

〒 765-0053 香川県善通寺市生野町953番地1
0877-62-4244

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年4月14日
13 / 26

高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060027号 株式会社城山堂
株式会社城山堂
第 090237号 有限会社アドショップ ウラ
有限会社アドショップ ウラ
第 171013号 株式会社 広立
株式会社 広立
第 080208号 株式会社東讃広告社
株式会社 東讃広告社
第 181028号 有限会社ＷＯＲＫＳ－Ｊ
有限会社ＷＯＲＫＳ－Ｊ
第 060017号 株式会社徳島ネオン
株式会社徳島ネオン
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
徳島支店
第 161012号 あおき製作株式会社
本社
第 060016号 株式会社セイケン
株式会社セイケン
第 150337号 株式会社 マルアート
株式会社 マルアート
第 070189号 ヤマダ工芸 山田 正司
ヤマダ工芸
第 060020号 株式会社ダイセン
株式会社ダイセン

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 766-0015 香川県仲多度郡まんのう町長尾2237番地
0877-79-2758

平成33年4月29日

〒 769-0104 香川県高松市国分寺町新名1416-5
087-874-6601

平成31年7月30日

〒 769-1502 香川県三豊市豊中町笠田笠岡3185番地6
0875-62-2898

平成34年4月14日

〒 769-2101 香川県さぬき市志度422番地7
087-894-0061

平成35年5月30日

〒 770-0025 徳島県徳島市佐古五番町4番16号
088-679-7655

平成35年7月30日

〒 770-0873 徳島市東沖洲一丁目2番地1
088-664-6625

平成33年4月14日

〒 770-8054 徳島県徳島市山城西一丁目5番地
088-625-3255

平成36年3月14日

〒 771-0138 徳島県徳島市川内町平石流通団地57番地
088-665-1335

平成34年1月14日

〒 771-1153 徳島県徳島市応神町吉成字轟59-11
088-641-2551

平成33年4月14日

〒 771-1240 徳島県板野郡藍住町乙瀬字中田30番地1
088-693-4125

平成32年6月29日

〒 776-0005 徳島県吉野川市鴨島町喜来355-8
0883-24-5969

平成34年5月14日

〒 780-0003 高知市七ツ淵824
088-846-5050

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年4月14日
14 / 26

高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060092号 キング工房 菅野 雄介
キング工房
第 060063号 有限会社ヤスオカスタジオ
有限会社ヤスオカスタジオ
第 140324号 株式会社 土佐建機
株式会社 土佐建機
第 060049号 有限会社やまもと看板
有限会社やまもと看板
第 060041号 アート高知 柏原 伸司
アート高知
第 060010号 高知電通企画有限会社
高知電通企画有限会社
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
高知支店
第 060184号 鹿島建設株式会社
鹿島建設株式会社 高知営業所
第 090248号 荒川電工株式会社
荒川電工株式会社(本店)
第 140325号 有限会社 保安技建
有限会社 保安技建
第 060039号 有限会社白馬看板工芸社
有限会社白馬看板工芸社
第 060006号 株式会社フジ工芸
株式会社フジ工芸

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 780-0022 高知市北秦泉寺91番地東端
088-873-5874

平成33年8月30日

〒 780-0023 高知市東秦泉寺94番1
088-845-6682

平成33年7月30日

〒 780-0041 高知県高知市入明町3-1
088-872-8588

平成36年6月29日

〒 780-0043 高知市寿町6番16号
088-823-1456

平成33年6月14日

〒 780-0051 高知市愛宕町二丁目16-20
088-872-4261

平成33年5月30日

〒 780-0051 高知市愛宕町二丁目23番6号
088-822-3012

平成33年4月14日

〒 780-0056 高知市北本町四丁目3番16号
088-882-0510

平成36年3月14日

〒 780-0056 高知市北本町一丁目3番1号
088-872-8157

平成34年3月14日

〒 780-0071 高知市高埇６番19号
088-885-1185

平成31年12月14日

〒 780-0072 高知県高知市杉井流6番3号
088-883-2002

平成36年6月29日

〒 780-0074 高知市南金田3番53-8号
088-884-6690

平成33年5月30日

〒 780-0074 高知市南金田３番47-４号
088-884-6992

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年4月14日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060117号 岩田装飾 代表者 岩田 壽之
岩田装飾
第 060011号 有限会社オカザキ広美
有限会社オカザキ広美 営業部
第 060145号 有限会社タック
有限会社タック
第 060012号 株式会社隆芸
株式会社隆芸
第 171014号 アド広告 米岡 裕司
アド広告
第 090228号 西松建設株式会社
西松建設株式会社 高知営業所
第 060007号 タナカアート 田中 金次
タナカアート
第 161003号 有限会社マエダテント
有限会社マエダテント
第 120299号 Sign Art One 岡本 祐哉
Sign Art One
第 150340号 有限会社ダイワ青陽社
有限会社ダイワ青陽社
第 090232号 株式会社コピーマック
株式会社コピーマック
第 140321号 ウカテック株式会社
ウカテック株式会社

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 780-0074 高知市南金田13番5号
088-885-3303

平成33年9月29日

〒 780-0081 高知市北川添24番18号
088-882-5065

平成33年4月14日

〒 780-0081 高知市北川添11番3号
088-883-9899

平成33年9月29日

〒 780-0081 高知市北川添18番25号
088-882-2877

平成33年4月14日

〒 780-0082 高知県高知市南川添18-24
088-883-0690

平成34年4月29日

〒 780-0085 高知市札場一六番三四号
088-885-9200

平成36年4月14日

〒 780-0803 高知市弥生町4番24号
088-884-0511

平成33年4月14日

〒 780-0806 高知市知寄町二丁目3番6号
088-883-2601

平成33年8月30日

〒 780-0823 高知市菜園場2-6
088-855-8105

平成34年12月30日

〒 780-0833 高知市南はりまや町二丁目6番2号
088-882-6489

平成32年9月14日

〒 780-0841 高知県高知市帯屋町二丁目1番22号
088-802-2030

平成36年4月29日

〒 780-0844 高知県高知市永国寺町3番1号
088-872-4232

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成31年6月29日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060173号 株式会社宮崎技建
株式会社宮崎技建
第 060174号 株式会社高知広告センター
株式会社高知広告センター
第 090240号 枳工房 代表 北川 寛
枳工房
第 060102号 有限会社さかもと工芸
有限会社さかもと工芸
第 181035号 キープオン 小松 義明
キープオン
第 060109号 木の芽かんばん 代表 髙橋 英明
木の芽かんばん
第 060086号 サインポスト 濵田 敏夫
サインポスト
第 060136号 アートサイン 池上 洋輔
アートサイン
第 060096号 サイン工房アクト 小路 浩文
サイン工房アクト
第 171016号 株式会社Ｃｉｅｒｔｏ
株式会社Ｃｉｅｒｔｏ
第 060135号 シモモトサイン 下本 満明
本店
第 060133号 卓かんぱにぃ 矢野 卓
卓かんぱにぃ

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 780-0870 高知市本町三丁目6番23号
088-823-3100

平成33年12月30日

〒 780-0870 高知市本町三丁目1番1号
088-856-6750

平成33年12月30日

〒 780-0915 高知市小津町３－34
088-822-9951

平成31年9月14日

〒 780-0927 高知市山ノ端町30番地
088-872-6784

平成33年9月14日

〒 780-0947 高知市大谷69
088-840-5460

平成35年11月14日

〒 780-0966 高知市福井扇町11番5号
088-855-3057

平成33年9月29日

〒 780-0974 高知市円行寺1025-13
088-871-7976

平成33年8月30日

〒 780-0974 高知市円行寺1773-107
088-871-3322

平成33年10月14日

〒 780-0974 高知市円行寺1278
088-871-6927

平成33年9月14日

〒 780-0974 高知市円行寺1017-8
090-9773-5841

平成34年7月30日

〒 780-0974 高知市円行寺1017番地
088-873-5310

平成33年9月29日

〒 780-0976 高知市みづき二丁目2605番地アメニティみづきD102
088-803-5707

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年9月29日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060085号 ビジュアル工房 田邊 文大
ビジュアル工房
第 060030号 株式会社 轟組
株式会社轟組
第 060107号 西村看板 西村 政晴
西村看板
第 060088号 とさでん交通株式会社
とさでん交通株式会社
第 060089号 アドクラフト 代表 伊藤 進
アドクラフト
第 060095号 アートガレージ 福富 洋一
アートガレージ
第 080209号 六甲デザイン 財前 賢司
六甲デザイン
第 060081号 オカベサイン 岡部 泰治
オカベサイン
第 060175号 株式会社グリーンクロス
株式会社グリーンクロス 高知営業所
第 130311号 フルヤ工芸 代表 古谷 敏彦
フルヤ工芸
第 060124号 シルクロード 筒井 秀夫
シルクロード
第 060040号 ウエノ工芸 上野 栄
ウエノ工芸

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 780-0984 高知市円行寺西浦999-4
088-873-8833

平成33年8月30日

〒 780-8006 高知市萩町一丁目5番13号
088-834-1011

平成33年4月29日

〒 780-8010 高知市桟橋通三丁目19番10号
088-831-3859

平成33年9月29日

〒 780-8010 高知市桟橋通四丁目12番7号
088-833-7111

平成33年8月30日

〒 780-8017 高知市南竹島町22-1
088-802-7773

平成33年8月30日

〒 780-8022 高知市孕西町4
088-833-0115

平成33年9月14日

〒 780-8023 高知市六泉寺町153-6
088-833-0536

平成35年7月14日

〒 780-8027 高知市高見町301番地2
088-837-7718

平成33年8月30日

〒 780-8037 高知市城山町52番地4
088-837-1588

平成33年12月30日

〒 780-8040 高知県高知市神田2371
090-3460-0796

平成36年1月14日

〒 780-8040 高知市神田2120-13
088-833-6575

平成33年9月29日

〒 780-8040 高知市神田2427-14
088-833-2685

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年5月30日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 171015号 三ツ星企画 代表者 川崎 尚人

屋外広告業

有効登録者一覧

営業所住所
営業所電話番号

株式会社 m.e.works
第 090236号 株式会社 サイン・ファクトリー
株式会社 サイン・ファクトリー
第 110279号 有限会社やまがた特殊印刷
有限会社やまがた特殊印刷
第 060151号 ミヤモト工房 宮本 芳幸
ミヤモト工房
第 181029号 有限会社 深瀬電機
有限会社 深瀬電機
第 140318号 サインスタジオ グリッド 上村 洋一郎
サインスタジオ グリッド
第 161004号 高知県観光宣伝 米岡 奈美枝
高知県観光宣伝
第 060119号 株式会社アシベ看板
本社
第 060128号 有限会社フォルム
有限会社フォルム
第 060097号 大吉看板 新開 大吉
大吉看板
第 181032号 サインデザイニング スカイフィッシュ 水野 武彦
サインデザイニング スカイフィッシュ 水野 武彦

有効(終了)年月

停止期間

〒 780-8040 高知市神田2377-59

三ツ星企画
第 120289号 株式会社 m.e.works

2019年6月27日 現在

平成34年6月14日
〒 780-8040 高知市神田2098番地2
088-856-9914

平成34年7月30日

〒 780-8040 高知市神田1084番地1
088-833-4159

平成36年6月14日

〒 780-8040 高知市神田2005番地8
088-832-2707

平成33年12月14日

〒 780-8040 高知市神田172番地1
090-1002-4814

平成33年10月14日

〒 780-8050 高知市鴨部1076番地16
088-843-3346

平成35年8月30日

〒 780-8063 高知県高知市朝倉丙239番地3テイクプラス305号
088-856-5886

平成36年4月14日

〒 780-8063 高知市朝倉丙420番地3
088-843-4106

平成33年9月14日

〒 780-8083 高知市鵜来巣12番22号
088-840-1600

平成33年9月29日

〒 781-0011 高知市薊野北町二丁目1番30-7号
088-826-5166

平成33年9月29日

〒 781-0011 高知市薊野北町三丁目16番30-4号
088-845-9337

平成33年9月14日

〒 781-0011 高知県高知市薊野北町4丁目16番19号
088-845-3171

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成35年9月29日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060011号 有限会社オカザキ広美
サインテック高知
第 060059号 有限会社ひろせ工芸
有限会社ひろせ工芸
第 060060号 有限会社カリノ美工
有限会社カリノ美工
第 090246号 入交道路施設株式会社
入交道路施設株式会社
第 060048号 総合広告美術ツツイ工芸
総合広告美術ツツイ工芸
第 060079号 株式会社高知クリエイト
株式会社高知クリエイト
第 060093号 藤本デザイン 藤本 誠
藤本デザイン
第 060014号 有限会社創報社
有限会社創報社
第 130308号 翼工芸 代表 高添 康幸
翼工芸
第 080226号 ブラッシュ・アーツ 浜田 哲輔
ブラッシュ・アーツ
第 060052号 ＧＲＯＷ ＵＰ 谷口 道也
ＧＲＯＷ ＵＰ
第 060144号 有限会社コンテ
有限会社コンテ

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 781-0014 高知市薊野南町28番28号(サインテック高知 2F)
088-846-1223

平成33年4月14日

〒 781-0014 高知市薊野南町6番17-9号
088-845-7100

平成33年6月29日

〒 781-0014 高知市薊野南町19番10号
088-845-2404

平成33年6月29日

〒 781-0114 高知市十津六丁目2番10号
088-847-3691

平成31年11月29日

〒 781-0240 高知市横浜167番地1
088-842-3170

平成33年6月14日

〒 781-0270 高知市長浜3111番地3
088-841-5007

平成33年8月14日

〒 781-0270 高知市長浜4682番地4
088-841-4275

平成33年9月14日

〒 781-0270 高知市長浜3107番地6
088-842-1277

平成33年4月14日

〒 781-0312 高知市春野町平和127番地
088-874-3625

平成35年9月29日

〒 781-0314 高知市春野町南ケ丘1丁目8-8
088-848-0078

平成36年3月30日

〒 781-0315 高知市春野町東諸木3419
088-848-2570

平成33年6月14日

〒 781-0315 高知市春野町東諸木445-1
088-842-1317

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年9月29日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060141号 株式会社トライ
株式会社トライ
第 060098号 サイン･ショップ彩 代表者 友村 正之
サイン･ショップ彩
第 060050号 有限会社カリヤテント
有限会社カリヤテント
第 191045号 サイン計画 伊藤 雅彦
サイン計画
第 060139号 ドキドキカンパニー
ドキドキカンパニー
第 140333号 四電エンジニアリング株式会社
高知支店
第 060132号 Dsign(ﾃﾞｨｰｻｲﾝ) 箭野 健
Dsign ﾃﾞｨｰｻｲﾝ
第 060177号 株式会社四国テント看板
株式会社四国テント看板
第 100253号 東亜道路工業株式会社
東亜道路工業株式会社 高知営業所
第 140322号 ムラノ産業有限会社
本社
第 060172号 広峰有限会社
広峰有限会社
第 060129号 有限会社中野興業
有限会社中野興業

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 781-0315 高知市春野町東諸木3368番地
088-841-0333

平成33年9月29日

〒 781-0316 高知市春野町西諸木619番地
088-855-3309

平成33年9月14日

〒 781-1143 土佐市波介1878番地1
088-828-5220

平成33年6月14日

〒 781-1165 高知県土佐市宇佐町竜549番地2
090-8167-9111

平成36年6月29日

〒 781-1627 吾川郡仁淀川町宮ケ平166番地4
0889-34-3675

平成33年9月29日

〒 781-2120 高知県吾川郡いの町枝川675番地１
088-893-6110

平成31年9月29日

〒 781-2120 吾川郡いの町枝川2854番地
088-893-2813

平成33年9月29日

〒 781-2120 吾川郡いの町枝川314番地
088-893-3668

平成34年1月14日

〒 781-2128 吾川郡いの町波川600番地
088-892-4431

平成32年8月14日

〒 781-5102 高知県高知市大津甲607番地
088-866-2700

平成36年6月29日

〒 781-5102 高知市大津甲1404番地10-5
088-866-7321

平成33年12月14日

〒 781-5103 高知市大津乙668番地6
088-866-6604

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年9月29日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 110283号 株式会社マツキン
株式会社マツキン
第 060078号 アート工房イマジン 代表 細川 大真
アート工房イマジン
第 060033号 長田広告株式会社
長田広告株式会社 高知営業所
第 060075号 ノダ工房 代表者 野田 眞生
ノダ工房
第 060024号 サインアルゴン 檜本 直志
サインアルゴン
第 140323号 株式会社道路交安
株式会社道路交安
第 140327号 株式会社 協和産業
高知支店
第 080222号 大東産業株式会社
高知営業所
第 140326号 株式会社ヤマサ
株式会社ヤマサ
第 090227号 有限会社アースデザイン
有限会社アースデザイン
第 110270号 株式会社ロードグリーンズ
株式会社ロードグリーンズ
第 150343号 エイト建興
エイト建興

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 781-5103 高知市大津乙1794番地
088-855-7925

平成33年12月30日

〒 781-5103 高知市大津乙1491番地
088-878-5210

平成33年7月14日

〒 781-5106 高知市介良乙1118-1
088-878-7677

平成33年5月30日

〒 781-5106 高知市介良乙3272-1
088-860-4507

平成33年8月14日

〒 781-8104 高知市高須1丁目8番15-208号
090-9773-5841

平成33年4月14日

〒 781-8104 高知県高知市高須3丁目4番20号
088-883-2025

平成36年6月29日

〒 781-8121 高知県高知市葛島４丁目８番13号
088-883-3728

平成36年7月14日

〒 781-8122 高知市高須新町３丁目４番８号
088-855-4645

平成35年12月14日

〒 781-8125 高知県高知市五台山4994番地
088-883-4211

平成36年7月14日

〒 781-8132 高知市一宮東町五丁目６番42号
088-846-2321

平成36年4月14日

〒 781-8135 高知市一宮南町一丁目6番11号
088-845-5100

平成33年5月30日

〒 781-8136 高知市一宮西町三丁目1番47号
088-846-7295

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成32年12月30日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060065号 DESIGN･かんばんアマノ 天野 茂
ＤＥＳＩＧＮ・かんばんアマノ
第 090242号 サインスタジオ クレヨン舎 上田 悦司
サインスタジオ クレヨン舎
第 060076号 中山企画 中山 喬文
中山企画
第 060147号 高知県消火栓標識株式会社
高知県消火栓標識株式会社
第 060038号 アートフェイス
アートフェイス
第 060122号 有限会社土佐アート
有限会社土佐アート
第 060140号 イシモト看板 石本 靖善
イシモト看板
第 110274号 ヤマシタ巧房 山下 正一郎
ヤマシタ巧房
第 130313号 看板工房 元 竹内 元
看板工房 元
第 090246号 入交道路施設株式会社
入交道路施設株式会社 幡多支店
第 130317号 株式会社松山建装社
株式会社 松山建装社 本社
第 060002号 有限会社アド・テック
有限会社アド・テック

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 782-0008 香美市土佐山田町佐古藪289番地29
0887-52-3131

平成33年7月30日

〒 782-0017 高知県香美市土佐山田町岩積391番地８
0887-52-5783

平成31年9月29日

〒 783-0004 南国市大埇甲1300番地の2
088-864-3518

平成33年8月14日

〒 783-0022 南国市小籠1059番地3
088-864-3161

平成33年9月29日

〒 783-0024 南国市東崎709番地
088-864-3830

平成33年5月30日

〒 783-0043 南国市岡豊町小蓮1310番地
088-866-2050

平成33年9月29日

〒 783-0044 南国市岡豊町八幡939番地
088-862-3065

平成33年9月29日

〒 784-0004 安芸市本町四丁目7番6号
0887-35-4289

平成33年8月14日

〒 786-0014 高知県高岡郡四万十町新開町1248-19
090-3214-0570

平成35年12月14日

〒 787-0017 四万十市不破出来島2052-21
088-037-3078

平成31年11月29日

〒 790-0003 愛媛県松山市三番町七丁目1番地7
089-941-5221

平成36年3月30日

〒 790-0003 愛媛県松山市三番町一丁目5番地2
089-915-0205

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成33年4月14日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 060167号 岩田看板広告株式会社
岩田看板広告株式会社
第 060179号 株式会社サインアート・トライ
本社
第 181040号 大和ハウス工業株式会社
愛媛支店
第 060001号 株式会社アート工藝社
株式会社アート工藝社
第 060168号 西武企画株式会社
西武企画株式会社 松山営業所
第 090249号 安永広告株式会社
安永広告株式会社
第 060057号 株式会社松年社
株式会社松年社
第 120303号 株式会社 パブリシティ創源
株式会社 パブリシティ創源 東温営業所
第 150345号 株式会社 JAC-PJ
株式会社 JAC-PJ 本社
第 161000号 株式会社 ＣＳサイン
株式会社 ＣＳサイン
第 060026号 株式会社アイビ広告
株式会社アイビ広告
第 140328号 横山工房 横山 宏史
横山工房

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 790-0024 愛媛県松山市春日町5番地7
089-921-3547

平成33年11月14日

〒 790-0054 愛媛県松山市空港通二丁目15番16号
089-932-8148

平成34年1月30日

〒 790-0062 愛媛県松山市南江戸三丁目5-8
089-925-9912

平成36年3月14日

〒 790-0066 愛媛県松山市宮田町1284-4
089-945-1141

平成33年4月14日

〒 790-0811 愛媛県松山市本町四丁目5-3 レクセル本町1F
089-996-8302

平成33年11月29日

〒 790-0952 愛媛県松山市朝生田町７丁目10－20
089-933-7707

平成32年1月30日

〒 790-0952 愛媛県松山市朝生田町四丁目7番27号
089-932-0666

平成33年6月29日

〒 791-0212 愛媛県東温市田窪1922番1
089-964-0330

平成35年1月30日

〒 791-1114 愛媛県松山市井門町99番地1
089-993-6661

平成33年2月14日

〒 791-1123 愛媛県松山市東方町甲1527番地
089-963-5778

平成33年5月14日

〒 791-3161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎707番地3
089-984-8078

平成33年4月29日

〒 791-3161 愛媛県伊予郡松前町神崎951-3
089-984-1933

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成31年7月30日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 140320号 株式会社香川ネオン松山電業社
株式会社香川ネオン松山電業社
第 060127号 テルウェル西日本株式会社
テルウェル西日本株式会社 四国支店
第 181037号 有限会社 ワン・オー
有限会社 ワン・オー
第 171020号 株式会社アームズ
株式会社アームズ
第 140319号 有限会社アイサイン企画
有限会社アイサイン企画
第 181041号 三井住友建設株式会社
四国支店
第 090233号 株式会社西条せとうち広告
株式会社西条せとうち広告
第 060035号 有限会社ビー・クラフト
有限会社ビー・クラフト
第 060170号 株式会社アダチ
株式会社アダチ
第 140334号 凸版印刷株式会社
西日本事業本部 九州事業部
第 181025号 株式会社 LARKS
株式会社 LARKS
第 181034号 西鉄建設株式会社
西鉄建設株式会社

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 791-8001 愛媛県松山市平田町104-1
089-979-4343

平成36年6月14日

〒 791-8013 愛媛県松山市山越三丁目15番15号
089-922-8898

平成33年9月29日

〒 791-8042 愛媛県松山市南吉田町1692-6
089-972-5450

平成35年12月14日

〒 791-8077 愛媛県松山市内浜町2番8
089-908-9887

平成35年3月30日

〒 792-0874 愛媛県新居浜市長岩町2番45号
0897-67-1377

平成36年5月30日

〒 792-8567 愛媛県新居浜市磯浦町16番6号
0897-33-5558

平成36年3月30日

〒 793-0027 愛媛県西条市朔日市525番地12
0897-55-4337

平成36年5月14日

〒 799-3111 愛媛県伊予市下吾川481番地
089-983-6269

平成33年5月14日

〒 804-0003 福岡県北九州市戸畑区中原新町1番3号
093-871-7536

平成33年11月29日

〒 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1-17-28
092-722-2151

平成31年10月14日

〒 810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-1-3-301
092-711-8822

平成35年6月29日

〒 810-0074 福岡県福岡市中央区大手門二丁目1番10号
092-712-5059

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成35年10月14日
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高知市
登録番号 申請者名
営業所名
第 150344号 株式会社 ザイマックス九州
株式会社 ザイマックス九州 本社
第 060032号 株式会社備広
九州支店
第 120296号 アサヒアイドマ株式会社
アサヒアイドマ株式会社
第 110287号 株式会社クリエイティブダイワ
株式会社クリエイティブダイワ

屋外広告業

有効登録者一覧

2019年6月27日 現在

営業所住所
営業所電話番号

有効(終了)年月

停止期間

〒 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目2番1号
092-686-6700

平成33年2月14日

〒 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南五丁目9番13号 (備広福岡ビル
092-483-0870

平成33年5月30日

〒 816-0921 福岡県大野城市仲畑二丁目１番５号
092-575-0631

平成34年11月14日

〒 963-0725 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原6番地
024-944-0088

※ この一覧は，登録された営業所の所在地の郵便番号順に並べています。なお，同一の申請者から複数の営業所が登録されている場合があります。

平成34年2月14日
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