
奈良県屋外広告業登録者名簿 2021/8/20
現在

登録名称 代表者 所在地
県内において営業を行う営業所名称

（2件目以降は省略）
左記営業所の所在地 初回登録年月日 有効期限

大光宣伝株式会社 1 号の03 代表取締役　山田　善久 奈良県生駒市元町一丁目６番１２号 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17年4月18日 令和7年4月17日

株式会社大宣工房 2 号の03 代表取締役　門脇　剛司 奈良県生駒市東松ヶ丘１６番１６号 株式会社大宣工房 奈良県生駒市東松ヶ丘１６番１６号 平成17年4月18日 令和7年4月17日

大谷　隆男 3 号の03 山添塗装工芸 奈良県山辺郡山添村大字中峰山１１３２番地 平成17年4月18日 令和7年4月17日

株式会社日東建装社 4 号の03 代表取締役　野髙　俊彦 大阪市北区中崎西二丁目３番６号 株式会社日東建装社 大阪市北区中崎西二丁目３番６号 平成17年4月18日 令和7年4月17日

小林　寬 5 号の03 ペンギン堂 奈良県桜井市大字戒重４５３番地の１ 平成17年4月21日 令和7年4月20日

沖田　史朗 6 号の03 おきた看板 奈良県葛󠄀城市西室１６４ 平成17年4月21日 令和7年4月20日

株式会社ハラ 7 号の03 代表取締役　原　大介 大阪府八尾市桜ケ丘二丁目９５番地 株式会社ハラ 大阪府八尾市桜ケ丘二丁目９５番地 平成17年4月21日 令和7年4月20日

株式会社シマダコーポレーション 8 号の03 代表取締役　島田　和明 奈良市南城戸町４５番地の３ 株式会社シマダコーポレーション 奈良市南城戸町４５番地の３ 平成17年4月21日 令和7年4月20日

有限会社アド・プランニング 9 号の03 取締役　長谷川　章 大阪府八尾市上之島町南六丁目３番地の３ 有限会社アド・プランニング 大阪府八尾市上之島町南六丁目３番地の３ 平成17年4月28日 令和7年4月27日

大阪クロード株式会社 10 号の03 代表取締役　松田　政幸 大阪市福島区海老江八丁目１１番２１号 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 平成17年4月28日 令和7年4月27日

株式会社彩工舎 12 号の03 代表取締役　福田　一郎 奈良市林小路町２４番地 株式会社彩工舎 奈良市林小路町２４番地 平成17年4月28日 令和7年4月27日

株式会社アートワークス 13 号の03 代表取締役　幾田　晃弘 奈良市左京一丁目８番地の２ 株式会社アートワークス 奈良市左京一丁目８番地の２ 平成17年4月28日 令和7年4月27日

関電サービス株式会社 15 号の03 代表取締役　時政　幸雄 大阪市北区西天満五丁目１４番１０号 関電サービス株式会社アド・ソリューション部 大阪市北区西天満五丁目１４番１０号 平成17年5月11日 令和7年5月10日

株式会社キヌガワ 16 号の03 代表取締役　衣川　正一 大阪市住之江区西加賀屋二丁目３番２０号 株式会社キヌガワ 大阪市住之江区西加賀屋二丁目３番２０号 平成17年5月11日 令和7年5月10日

赤井　弘治 17 号の03 Ａ・サイン工芸 奈良県橿原市地黄町３２５番地の５　かとうパークハイツ３号棟２０１ 平成17年5月11日 令和7年5月10日

みづほ電機株式会社 21 号の03 代表取締役　松本　泰興 神戸市灘区浜田町一丁目１番３１号 みづほ電機株式会社 神戸市灘区浜田町一丁目１番３１号 平成17年5月27日 令和7年5月26日

ウチノ看板株式会社 22 号の03 代表取締役　内野　正幸 埼玉県所沢市三ケ島一丁目２３番地の２ 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 平成17年5月27日 令和7年5月26日

植村　寛 23 号の03 プラス工房 奈良県大和郡山市馬司町１０１７番地 平成17年5月27日 令和7年5月26日

株式会社ニユー・アート 24 号の03 代表取締役　新宅　紀之 広島市中区南竹屋町９番４号 株式会社ニユー・アート 広島市中区南竹屋町９番４号 平成17年5月27日 令和7年5月26日

奈交サービス株式会社 25 号の03 代表取締役　角谷　守啓 奈良市油阪町１番５９ 奈交サービス株式会社宣伝印刷部 奈良市油阪町１番５９ 平成17年5月27日 令和7年5月26日

株式会社古川広告社 27 号の03 代表取締役　小安　德郎 大阪府東大阪市衣摺󠄀六丁目１番２８号 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17年5月27日 令和7年5月26日

株式会社日宣 28 号の03 奈良市林小路町３９番地の２ 株式会社日宣 奈良市林小路町３９番地の２ 平成17年6月3日 令和7年6月2日

株式会社大阪オリコミ 29 号の03 代表取締役　冨田　栄次 大阪市阿倍野区昭和町二丁目５番２号 株式会社大阪オリコミ 大阪市阿倍野区昭和町二丁目５番２号 平成17年6月3日 令和7年6月2日

株式会社ケシオン 32 号の03 代表取締役　高山　健一 兵庫県宝塚市美座二丁目１３番２号 株式会社ケシオン大阪本社 大阪市西区北堀江一丁目２１番２５号 平成17年6月3日 令和7年6月2日

朝日エティック株式会社 33 号の03 代表取締役　樋󠄀口　知以 大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 朝日エティック株式会社大阪本社 大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 平成17年6月10日 令和7年6月9日

株式会社キャスト企画 34 号の03 代表取締役　勝部　昭義 大阪府門真市栄町２９番１２号 株式会社キャスト企画 大阪府門真市栄町２９番１２号 平成17年6月10日 令和7年6月9日

日本サイン株式会社 35 号の03 代表取締役　北山　誉至宗 大阪市西区立売堀二丁目１番９号 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17年6月10日 令和7年6月9日

株式会社桃太郎 36 号の03 代表取締役　笠谷　周正 大阪市中央区難波千日前７番１２号 株式会社桃太郎 大阪市中央区難波千日前７番１２号 平成17年6月10日 令和7年6月9日

山本　嘉則 37 号の03 山本建材 奈良県奈良市法蓮町６３８番地 平成17年6月10日 令和7年6月9日

株式会社シモヤ 39 号の03 代表取締役　下谷　敏博 愛知県大府市宮内町四丁目３８１番地 株式会社シモヤ 愛知県大府市宮内町四丁目３８１番地 平成17年6月17日 令和7年6月16日

三岡商事株式会社 41 号の03 代表取締役　三岡　祥之 奈良市神殿町６３０番地 三岡商事株式会社 奈良市神殿町６３０番地 平成17年6月17日 令和7年6月16日

アオイネオン株式会社 43 号の03 代表取締役　菅野　栄一 静岡県静岡市葵区新伝馬一丁目３番４３号 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 平成17年6月24日 令和7年6月23日

株式会社陽南 44 号の03 代表取締役　山下　規兵衛 奈良県橿原市新口町５番地の１５ 株式会社陽南 奈良県橿原市新口町５番地の１５ 平成17年7月1日 令和7年6月30日

株式会社イトウ工芸 46 号の03 代表取締役　工藤　哲弘 大阪府守口市南寺方東通六丁目１０番２０号 株式会社イトウ工芸 大阪府守口市南寺方東通六丁目１０番２０号 平成17年7月1日 令和7年6月30日

ウエル・ユーカン株式会社 48 号の03 代表取締役　掛　宗智　 広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂２００番地 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 平成17年7月1日 令和7年6月30日

有限会社カワサキ 49 号の03 代表取締役　川﨑　和弘 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺３６８番地の２１ 有限会社カワサキ 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺３６８番地の２１ 平成17年7月1日 令和7年6月30日

有限会社アドリーズ 51 号の03 代表取締役　三吉　清和 大阪市西区立売堀五丁目４番７号１０１ 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17年7月1日 令和7年6月30日

金野　健二 54 号の03 あなんじお工房 奈良県奈良市法華寺町２４３の２ 平成17年7月8日 令和7年7月7日

株式会社電電広告 57 号の03 代表取締役　檀野　修一 神戸市中央区元町通六丁目５番８号 株式会社電電広告 神戸市中央区元町通六丁目５番８号 平成17年7月12日 令和7年7月11日

合資会社青木看板店 59 号の03 代表社員　藤井　謙 名古屋市中区新栄三丁目５番４号 合資会社青木看板店 名古屋市中区新栄三丁目５番４号 平成17年7月26日 令和7年7月25日

奥本　信昌 64 号の03 奥本看板 奈良県大和高田市春日町２丁目６番２７号 平成17年7月26日 令和7年7月25日

株式会社新宮看板広告 66 号の03 代表取締役　平野　圭志 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿７８０番地の３９ 株式会社新宮看板広告新宮営業所 和歌山県新宮市新宮８００１－１３７ 平成17年8月2日 令和7年8月1日

日本宣伝株式会社 71 号の03 代表取締役　松本　淳 奈良市大宮町二丁目５番８号 日本宣伝株式会社 奈良市大宮町二丁目５番８号 平成17年8月12日 令和7年8月11日

株式会社総合廣告社 73 号の03 代表取締役　大野　隆 大阪市中央区日本橋一丁目２１番２１号 株式会社総合廣告社 大阪市中央区日本橋一丁目２１番２１号 平成17年8月12日 令和7年8月11日

朝日電装株式会社 74 号の03 代表取締役　坂井　祥浩 大阪府豊中市穂積二丁目１６番２０号 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17年8月12日 令和7年8月11日

有限会社ナス企画 75 号の03 取締役　笠原　達夫 大阪府寝屋川市香里南之町６番４号 有限会社ナス企画 大阪府寝屋川市香里南之町６番４号 平成17年8月12日 令和7年8月11日

株式会社中外ネオン 76 号の03 代表取締役　吉永　康雄 大阪府摂津市鳥飼本町五丁目１１番２２号 株式会社中外ネオン 大阪府摂津市鳥飼本町五丁目１１番２２号 平成17年8月12日 令和7年8月11日

株式会社クリエイティブダイワ 78 号の03 代表取締役　大戸　國男 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地 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 平成17年8月22日 令和7年8月21日

株式会社Ｔ＆Ｔアド 79 号の03 代表取締役　木谷　泰夫 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 平成17年8月22日 令和7年8月21日

三星広芸株式会社 81 号の03 代表取締役　利倉　信明 大阪府泉大津市板原町四丁目１６番１４号 三星広芸株式会社 大阪府泉大津市板原町四丁目１６番１４号 平成17年8月22日 令和7年8月21日

有限会社カジモト工藝社 82 号の03 代表取締役　梶塚　敏秀 大阪市浪速区大国一丁目１１番１９号 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17年8月31日 令和7年8月30日

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 83 号の03 代表取締役　西村　亨 東京都品川区西五反田三丁目６番３０号 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社大阪営業所 大阪市中央区今橋４丁目３番１８号 平成17年8月31日 令和7年8月30日

クロカワ工芸株式会社 85 号の03 代表取締役　黒川　賢一 奈良県橿原市常盤町２３番地の１ クロカワ工芸株式会社 奈良県橿原市常盤町２３番地の１ 平成17年8月31日 令和7年8月30日

大村　幸夫 89 号の03 オームラ工芸社 奈良県桜井市大字外山３８２番地の１ 平成17年9月6日 令和7年9月5日

東亜レジン株式会社 91 号の03 代表取締役　永井　茂智 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 東亜レジン株式会社大阪営業所 大阪府大阪市中央区道修町１丁目５番地７号ピカソ北浜ビル３階 平成17年9月6日 令和7年9月5日

はっとり工房有限会社 92 号の03 取締役　服部　久和 奈良市西九条町三丁目３番１０号 はっとり工房有限会社 奈良市西九条町三丁目３番１０号 平成17年9月6日 令和7年9月5日

西武企画株式会社 93 号の03 代表取締役　乙訓　伊佐夫 札幌市東区北十三条東一丁目１番７号 西武企画株式会社関西支店 神戸市中央区二宮町１－９－１１Ｐ＆Ｂビル３Ｆ 平成17年9月6日 令和7年9月5日

株式会社共栄企画 94 号の03 代表取締役　本儀　純 大阪市西区阿波座一丁目９番９号 株式会社共栄企画 大阪市西区阿波座一丁目９番９号 平成17年9月14日 令和7年9月13日

株式会社ハチヤ巧芸 95 号の03 代表取締役　八家　和男 奈良市北永井町１４番地の２ 株式会社ハチヤ巧芸 奈良市北永井町１４番地の２ 平成17年9月14日 令和7年9月13日

登録番号

１



有限会社マーキングシステム 96 号の03 取締役　段林　賢二 大阪府吹田市江坂町二丁目３番２８号 有限会社マーキングシステム 大阪府吹田市江坂町二丁目３番２８号 平成17年9月14日 令和7年9月13日

株式会社クラフト 97 号の03 代表取締役　水田　良司 大阪市阿倍野区阪南町五丁目３番１０号 株式会社クラフト 大阪市阿倍野区阪南町五丁目３番１０号 平成17年9月14日 令和7年9月13日

株式会社大塚広告社 103 号の03 代表取締役　金子　隆史 大阪市浪速区日本橋三丁目１番１０号 株式会社大塚広告社 大阪市浪速区日本橋三丁目１番１０号 平成17年9月20日 令和7年9月19日

見山　信幸 104 号の03 シンコー看板 奈良県奈良市柏木町３５５番地の４ 平成17年9月20日 令和7年9月19日

株式会社キモトサイン 106 号の03 代表取締役　宮田　厚 大阪市東成区深江北二丁目４番２８号 株式会社キモトサイン 大阪市東成区深江北二丁目４番２８号 平成17年9月26日 令和7年9月25日

第一工芸株式会社 107 号の03 代表取締役　綿谷　賢治 大阪市東住吉区今林四丁目７番９号 第一工芸株式会社 大阪市東住吉区今林四丁目７番９号 平成17年9月26日 令和7年9月25日

清水建設株式会社 110 号の03 代表取締役　井上　和幸 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 清水建設株式会社関西支店 大阪市中央区本町三丁目５番７号 平成17年9月28日 令和7年9月27日

長田広告株式会社 111 号の03 代表取締役　長田　一郎 愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１ 長田広告株式会社奈良営業所 奈良県磯城郡田原本町大字鍵字松本１２３－５ 平成17年9月28日 令和7年9月27日

株式会社中村工社 112 号の03 代表取締役　中村　朋生 広島市中区南吉島一丁目２番１４号 株式会社中村工社 広島市中区南吉島一丁目２番１４号 平成17年9月28日 令和7年9月27日

株式会社広告商事 113 号の03 代表取締役　田中　伸一 大阪市中央区久太郎町一丁目４番８号 株式会社広告商事 大阪市中央区久太郎町一丁目４番８号 平成17年9月28日 令和7年9月27日

株式会社日本電装 117 号の03 代表取締役　道祖　健吾 大阪市中央区上汐二丁目６番２３号 株式会社日本電装 大阪市中央区上汐二丁目６番２３号 平成17年9月28日 令和7年9月27日

コンドー株式会社 118 号の03 代表取締役　近藤　義和 奈良県桜井市大字外山１７５番地 コンドー株式会社 奈良県桜井市大字外山１７５番地 平成17年9月28日 令和7年9月27日

株式会社日乃出アートプロダクト 119 号の03 代表取締役　川合　隆 奈良県北葛城郡王寺町畠田八丁目１４８８番地 株式会社日乃出アートプロダクト 奈良県北葛城郡王寺町畠田八丁目１４８８番地 平成17年9月28日 令和7年9月27日

株式会社ダイワ広告 120 号の03 代表取締役　岩口　悦造 奈良県桜井市大字大泉５６８番地 株式会社ダイワ広告 奈良県桜井市大字大泉５６８番地 平成17年9月28日 令和7年9月27日

光陽工芸株式会社 122 号の03 代表取締役　松村　𠮷庸 奈良県磯城郡川西町大字結崎３３６番地の８ 光陽工芸株式会社 奈良県天理市庵治町２６４の２ 平成17年9月28日 令和7年9月27日

サインテック株式会社 126 号の03 代表取締役　石川　哲朗 大阪府豊中市庄内宝町一丁目６番５号 サインテック株式会社 大阪府豊中市庄内宝町一丁目６番５号 平成17年9月28日 令和7年9月27日

株式会社金星堂 128 号の03 代表取締役　小笠原　貴行 三重県桑名市大字江場４８１番地 株式会社金星堂 三重県桑名市大字江場４８１番地 平成17年9月28日 令和7年9月27日

有限会社晴晃工芸 129 号の03 代表取締役　樋󠄀上　晴矢 大阪市西成区南津守四丁目４番２５号 有限会社晴晃工芸 大阪市西成区南津守四丁目４番２５号 平成17年9月28日 令和7年9月27日

株式会社風光社 130 号の03 代表取締役　細川　公志 大阪市中央区上汐一丁目４番８号 株式会社風光社 大阪市中央区上汐一丁目４番８号 平成17年9月28日 令和7年9月27日

とも榮広告株式会社 131 号の03 大阪市北区堂島浜二丁目１番１１号 とも榮広告株式会社 大阪市北区堂島浜二丁目１番１１号 平成17年9月28日 令和7年9月27日

株式会社全広 132 号の03 代表取締役　北尾　泰章 大阪市大正区小林東三丁目１９番２２号 株式会社全広 大阪市大正区小林東三丁目１９番２２号 平成17年9月30日 令和7年9月29日

株式会社アドマックス 133 号の03 代表取締役　寺田　尚平 奈良県大和高田市大中１５３番地の３ 株式会社アドマックス 奈良県大和高田市大中１５３番地の３ 平成17年9月30日 令和7年9月29日

有限会社木下看板製作所 135 号の03 代表取締役　木下　陽子 兵庫県明石市魚住町西岡２０３１番地の１ 有限会社木下看板製作所 兵庫県明石市魚住町西岡２０３１番地の１ 平成17年9月30日 令和7年9月29日

奈良県広告美術塗装業協同組合 137 号の03 代表理事　松本　淳 奈良県天理市東井戸堂町４１２の１０の２０２ 奈良県広告美術塗装業協同組合 奈良県天理市東井戸堂町４１２の１０の２０２ 平成17年9月30日 令和7年9月29日

株式会社三昭堂 139 号の03 代表取締役　水野　利晴 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 株式会社三昭堂 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 平成17年9月30日 令和7年9月29日

大成建設株式会社 141 号の03 代表取締役　相川　善郎 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 大成建設株式会社関西支店 大阪市中央区南船場一丁目１４番１０号 平成17年9月30日 令和7年9月29日

東洋廣告株式会社 143 号の03 代表取締役　中村　忠彰 大阪市天王寺区東高津町５番１６号 東洋廣告株式会社 大阪市天王寺区東高津町５番１６号 平成17年9月30日 令和7年9月29日

株式会社新有 145 号の03 代表取締役　山下　郁之 大阪市平野区長吉長原一丁目７番６－３０２号 株式会社新有 大阪市平野区長吉長原一丁目７番６－３０２号 平成17年9月30日 令和7年9月29日

辻󠄀仲　孝行 149 号の03 ツジナカ看板 奈良県葛󠄀城市忍海２２番地６ 平成17年9月30日 令和7年9月29日

株式会社イサム工芸社 151 号の03 代表取締役　髙見　徹 大阪市北区山崎町３番１１号 株式会社イサム工芸社 大阪市北区山崎町３番１１号 平成17年9月30日 令和7年9月29日

有限会社アド・イースト 152 号の03 代表取締役　服部　泰久 大阪市東成区東小橋二丁目１番１号東野ビル１Ｆ 有限会社アド・イースト 大阪市東成区東小橋二丁目１番１号東野ビル１Ｆ 平成17年9月30日 令和7年9月29日

株式会社アート広業 154 号の03 代表取締役　眞鍋　安則 大阪府豊中市勝部一丁目９番２７号 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17年9月30日 令和7年9月29日

株式会社名古屋電飾 156 号の03 代表取締役　𠮷田　基樹 名古屋市中川区運河通一丁目１０５番地 株式会社名古屋電飾 名古屋市中川区運河通一丁目１０５番地 平成17年9月30日 令和7年9月29日

井岡　重政 157 号の03 アートイオカ 奈良県天理市田井庄町６５８ 平成17年9月30日 令和7年9月29日

株式会社カシヤマ 158 号の03 代表取締役　樫山　宗嗣 大阪府堺市堺区向陵西町三丁１番３０号 株式会社カシヤマ 大阪府堺市堺区向陵西町三丁１番３０号 平成17年9月30日 令和7年9月29日

株式会社フジ電装 161 号の03 代表取締役　藤本　秀樹 和歌山市塩屋五丁目３番７６号 株式会社フジ電装 和歌山市塩屋五丁目３番７６号 平成17年9月30日 令和7年9月29日

株式会社おおつか工芸 164 号の03 代表取締役　大塚　敏幸 大阪府堺市堺区一条通８番１９号 株式会社おおつか工芸 大阪府堺市堺区一条通８番１９号 平成17年9月30日 令和7年9月29日

株式会社昭和化成 166 号の03 代表取締役　田中　達夫 東京都渋谷区幡ケ谷三丁目１９番２号 株式会社昭和化成 東京都渋谷区幡ケ谷三丁目１９番２号 平成17年10月11日 令和7年10月10日

株式会社電通アドギア 168 号の03 代表取締役　遠藤　弘暢 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 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17年10月11日 令和7年10月10日

株式会社交通アドセンター 171 号の03 代表取締役　岡本　信貴 大阪市西区北堀江一丁目１２番１０号 株式会社交通アドセンター奈良支店 奈良市馬場町３番地の１ 平成17年10月18日 令和7年10月17日

藤岡　義弘 173 号の03 八興商会 奈良県大和高田市大字市場５４１番地１ 平成17年10月18日 令和7年10月17日

株式会社ひかり広告 175 号の03 代表取締役　野田　孝悌 大阪府守口市藤田町二丁目１番１９号 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17年10月18日 令和7年10月17日

西村　和融 177 号の03 シティアート 奈良県大和郡山市九条町１７８レジデンス郡山８号 平成17年10月25日 令和7年10月24日

中央広告株式会社 180 号の03 代表取締役　市口　勝正 大阪市都島区東野田町四丁目１７番３号 中央広告株式会社 大阪市都島区東野田町四丁目１７番３号 平成17年10月31日 令和7年10月30日

有限会社美山工房 189 号の03 代表取締役　國田　茂樹 大阪市浪速区元町一丁目８番１２号 有限会社美山工房 大阪市浪速区元町一丁目８番１２号 平成17年11月25日 令和7年11月24日

株式会社公伝社 194 号の03 代表取締役　小林　健一 大阪市浪速区元町一丁目８番９号 株式会社公伝社 大阪市浪速区元町一丁目８番９号 平成17年12月12日 令和7年12月11日

オリオンセールスプロモーション株式会社 200 号の03 代表取締役　渡邉　武志 東京都中央区明石町３番３号 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 平成17年12月21日 令和7年12月20日

株式会社カンソー 204 号の03 代表取締役　清水　雅也 大阪市西成区梅南一丁目７番３１号 株式会社カンソー 大阪市西成区梅南一丁目７番３１号 平成18年1月4日 令和8年1月3日

株式会社キョウエイアドインターナショナル 206 号の03 代表取締役　廣瀬　勝巳 東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 株式会社キョウエイアドインターナショナル大阪支社 大阪府大阪市北区堂島１－５－１７堂島グランドビル７階 平成18年1月4日 令和8年1月3日

株式会社日展 210 号の03 代表取締役　田加井　徹 大阪市北区万歳町３番７号 株式会社日展 大阪市北区万歳町３番７号 平成18年1月18日 令和8年1月17日

株式会社光洋 212 号の03 代表取締役　川田　求 京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７１２番地の８ 株式会社光洋 京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７１２番地の８ 平成18年2月3日 令和8年2月2日

株式会社阪神コンテンツリンク 216 号の03 代表取締役　清水　奨 大阪府大阪市北区梅田二丁目４番１３号 株式会社阪神コンテンツリンク大阪事業所 大阪市福島区鷺州一丁目９番２号 平成18年2月20日 令和8年2月19日

ナンバネオン株式会社 217 号の03 代表取締役　伊藤　清昭 大阪市平野区加美東六丁目１５番１０号 ナンバネオン株式会社 大阪市平野区加美東六丁目１５番１０号 平成18年2月20日 令和8年2月19日

株式会社東宣エイディ 218 号の03 代表取締役　西井　遼 東京都中央区日本橋二丁目２番２１号 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 平成18年2月20日 令和8年2月19日

株式会社ウェスト工房 220 号の03 代表取締役　荒谷　昭夫 仙台市宮城野区扇町一丁目８番２１号 株式会社ウェスト工房 仙台市宮城野区扇町一丁目８番２１号 平成18年3月1日 令和8年2月28日

有限会社アーテック三協 230 号の03 代表取締役　久保　貴義 岐阜市早田町二丁目２３番地 有限会社アーテック三協製作部 岐阜市黒野南３丁目１７７－１－２ 平成18年3月13日 令和8年3月12日

株式会社エイチ・エス・エイ 231 号の03 代表取締役　花田　典明 大阪市生野区林寺六丁目８番２４号 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18年3月20日 令和8年3月19日

株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ 236 号の03 代表取締役　野中　雅志 大阪市北区堂島一丁目６番２０号堂島アバンザ８階 株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ 大阪市北区堂島一丁目６番２０号堂島アバンザ８階 平成18年3月29日 令和8年3月28日

合同会社ふじ看板 239 号の03 代表社員　藤本　康洋 滋賀県大津市雄琴二丁目５番３３号 合同会社ふじ看板 滋賀県大津市雄琴二丁目５番３３号 平成18年4月6日 令和8年4月5日

株式会社西田亀 246 号の03 代表取締役　木村　元彦 京都市南区久世殿城町１３５－１ 株式会社西田亀 京都市南区久世殿城町１３５－１ 平成18年5月2日 令和8年5月1日
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四国アドサービス株式会社 247 号の03 代表取締役　竹内　伸治 香川県高松市上天神町５５６番地１ 四国アドサービス株式会社 香川県高松市上天神町５５６番地１ 平成18年5月15日 令和8年5月14日

小林　徹哉 251 号の03 マサオ工芸 奈良県奈良市八条町３８９－１ 平成18年5月22日 令和8年5月21日

加木　省二 253 号の03 アートカキ 奈良県五條市居傳町４６５番地の９３ 平成18年5月29日 令和8年5月28日

株式会社エキスプレス社 256 号の03 代表取締役　草賀　則彦 東京都中央区銀座三丁目９番４号 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 平成18年6月6日 令和8年6月5日

株式会社フジネオン 257 号の03 代表取締役　松本　優 大阪府堺市堺区楠町三丁４番１２号 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18年6月15日 令和8年6月14日

山田　隆康 258 号の03 山田塗装看板店 三重県名張市新町２８２番地 平成18年6月19日 令和8年6月18日

株式会社関西広告社 265 号の03 代表取締役　遠藤 隆司 兵庫県加古郡稲美町北山２０８番地 株式会社関西広告社 兵庫県加古郡稲美町北山２０８番地 平成18年7月18日 令和8年7月17日

株式会社Ｒ＆Ｂ・ｃｏｍｐａｎｙ 268 号の03 代表取締役　高山　幸治 大阪市平野区加美北７－４－２０ 株式会社Ｒ＆Ｂ・ｃｏｍｐａｎｙ 大阪市平野区加美北７－４－２０ 平成18年8月1日 令和8年7月31日

株式会社キクテック 269 号の03 代表取締役　新美　政衛 名古屋市南区加福本通一丁目２６番地 株式会社キクテック大阪支店 大阪府東大阪市横小路町六丁目１０番４号 平成18年8月1日 令和8年7月31日

有限会社中紀美工 276 号の03 代表取締役　別當　利博 和歌山県有田郡有田川町大字上中島字下町２９８ 有限会社中紀美工 和歌山県有田郡有田川町大字上中島字下町２９８ 平成18年8月22日 令和8年8月21日

株式会社岸本工芸社 279 号の03 代表取締役　岸本　富男 兵庫県尼崎市額田町１７番１１号 株式会社岸本工芸社 兵庫県尼崎市額田町１７番１１号 平成18年8月31日 令和8年8月30日

株式会社コトブキネオン 280 号の03 代表取締役　茂呂　展夫 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 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 平成18年9月8日 令和8年9月7日

株式会社昭和ネオン 281 号の03 代表取締役　髙村　徹 東京都品川区南品川一丁目７番１７号 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 平成18年9月20日 令和8年9月19日

株式会社矢野テント商会 282 号の03 代表取締役　矢野　勝則 大阪市浪速区桜川二丁目５番６号 株式会社矢野テント商会 大阪市浪速区桜川二丁目５番６号 平成18年9月20日 令和8年9月19日

株式会社電通ライブ 283 号の03 代表取締役　髙木　正彦 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号 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 平成18年9月20日 令和8年9月19日

ラッキー工芸株式会社 284 号の03 代表取締役　藪口　真太郎 兵庫県姫路市朝日町５４番地 ラッキー工芸株式会社 兵庫県姫路市朝日町５４番地 平成18年9月20日 令和8年9月19日

株式会社乃村工藝社 288 号の02 代表取締役　榎本　修次 東京都港区台場二丁目３番４号 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場二丁目３番４号 平成18年10月4日 令和3年10月3日

株式会社宣伝公社 293 号の02 代表取締役　濱本　徹也 和歌山市西浜８０３番地の２１ 株式会社宣伝公社 和歌山市西浜８０３番地の２１ 平成18年11月6日 令和3年11月5日

株式会社クレスト 295 号の02 代表取締役　永井　俊輔 東京都港区赤坂八丁目１０番２２号ニュー新坂ビル４Ｆ 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 平成18年11月21日 令和3年11月20日

株式会社京阪工技社 296 号の02 代表取締役　西岡　総一郎 大阪府枚方市西禁野二丁目４番１８号 株式会社京阪工技社 大阪府枚方市西禁野二丁目４番１８号 平成18年11月21日 令和3年11月20日

株式会社阪奈宣伝社 297 号の02 代表取締役　岡田　和博 奈良市四条大路四丁目２番１５号 株式会社阪奈宣伝社 奈良市四条大路四丁目２番１５号 平成18年11月30日 令和3年11月29日

有限会社南都商工 298 号の02 代表取締役　榧木　勝祥 奈良市古市町１６６０番地の９ 有限会社南都商工 奈良市古市町１６６０番地の９ 平成18年12月1日 令和3年11月30日

株式会社しばた工芸 299 号の02 代表取締役　柴田　彰夫 栃木県宇都宮市旭二丁目２番３号 株式会社しばた工芸 栃木県宇都宮市旭二丁目２番３号 平成18年12月13日 令和3年12月12日

株式会社ノムラデュオ 303 号の02 代表取締役　亀谷　博之 東京都港区台場二丁目３番５号 株式会社ノムラデュオ　 東京都港区台場二丁目３番５号 平成18年12月20日 令和3年12月19日

株式会社村上造型 304 号の02 代表取締役　河上　信博 大阪市中央区上本町西三丁目２番６号 株式会社村上造型 大阪市中央区上本町西三丁目２番６号 平成18年12月27日 令和3年12月26日

有限会社キクスイ広告 309 号の02 取締役　宮吉　憲二 神戸市兵庫区福原町２６番１０号 有限会社キクスイ広告 神戸市兵庫区福原町２６番１０号 平成19年1月23日 令和4年1月22日

株式会社アートランド 311 号の02 代表取締役　橋爪　敏 群馬県富岡市神成３３２番地１ 株式会社アートランド 群馬県富岡市神成３３２番地１ 平成19年1月29日 令和4年1月28日

株式会社協同工芸社 313 号の02 代表取締役　箕輪　晃 千葉市美浜区新港１５２番地 株式会社協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 平成19年2月6日 令和4年2月5日

ヒカリネオン株式会社 314 号の02 代表取締役　山田　善輝 大阪市鶴見区今津北三丁目３番２号 ヒカリネオン株式会社 大阪市鶴見区今津北三丁目３番２号 平成19年2月8日 令和4年2月7日

株式会社広宣 317 号の02 代表取締役　横江　満 滋賀県草津市野路六丁目５番１号 株式会社広宣 滋賀県草津市野路六丁目５番１号 平成19年2月22日 令和4年2月21日

有限会社アド工芸 318 号の02 代表取締役　清水　啓二 奈良市大和田町２６３番地の３ 有限会社アド工芸 奈良市大和田町２６３番地の３ 平成19年2月22日 令和4年2月21日

有限会社和弘工芸 320 号の02 代表取締役　坪井　和弘 大阪府堺市美原区さつき野東一丁目１８番地の６ 有限会社和弘工芸松原支店 大阪府松原市上田８丁目１６－１２ 平成19年2月26日 令和4年2月25日

株式会社ジービーシー 322 号の02 代表取締役　福留　勝徳 大阪府東大阪市七軒家１０番３７号 株式会社ジービーシー 大阪府東大阪市七軒家１０番３７号 平成19年2月26日 令和4年2月25日

株式会社国際広報 324 号の02 代表取締役　山下　学 奈良県生駒市本町８番９号 株式会社国際広報 奈良県生駒市本町８番９号 平成19年2月28日 令和4年2月27日

株式会社阪神電飾 329 号の02 代表取締役　岡本　浩一 兵庫県尼崎市西本町一丁目３番地 株式会社阪神電飾 兵庫県尼崎市西本町一丁目３番地 平成19年3月9日 令和4年3月8日

株式会社山陽工房 335 号の02 代表取締役　森永　栄治 岡山県倉敷市新田２３９３番地の２ 株式会社山陽工房 岡山県倉敷市新田２３９３番地の２ 平成19年3月14日 令和4年3月13日

株式会社五木エージェンシー 336 号の02 代表取締役　神代　憲生 大阪市中央区南船場二丁目６番１０号 株式会社五木エージェンシー 大阪市中央区南船場二丁目６番１０号 平成19年3月22日 令和4年3月21日

株式会社サン企画 339 号の02 代表取締役　名富　洋一 大阪市淀川区西中島六丁目１１番２５号 株式会社サン企画 大阪市淀川区西中島六丁目１１番２５号 平成19年4月6日 令和4年4月5日

ササキ株式会社 340 号の02 代表取締役　佐々木　勝利 大阪市西成区南津守一丁目４番２２号 ササキ株式会社 大阪市西成区南津守一丁目４番２２号 平成19年4月16日 令和4年4月15日

株式会社アドスペース 343 号の02 代表取締役　川本　剛士 奈良市富雄北二丁目１番３号 株式会社アドスペース 奈良市富雄北二丁目１番３号 平成19年4月23日 令和4年4月22日

株式会社ビックワン 344 号の02 代表取締役　小池　康之 静岡県浜松市北区大原町２７１番地の２ 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 平成19年5月1日 令和4年4月30日

有限会社エム・イー・サイン 345 号の02 代表取締役　江川　容司 和歌山県海南市且来１２０８番地の１ 有限会社エム・イー・サイン 和歌山県海南市且来１２０８番地の１ 平成19年5月1日 令和4年4月30日

株式会社大宣 346 号の02 代表取締役　炭本　光輝 大阪府堺市北区東雲東町四丁４番１０号 株式会社大宣 大阪府堺市北区東雲東町四丁４番１０号 平成19年5月11日 令和4年5月10日

テン工業株式会社 347 号の02 代表取締役　古庄　雄二 大阪市港区波除二丁目７番２３号 テン工業株式会社本社営業部 大阪市港区波除二丁目７番２３号 平成19年5月16日 令和4年5月15日

太田　禎 350 号の02 エースサイン 北葛城郡上牧町松里園１丁目１４番５－１号 平成19年5月22日 令和4年5月21日

株式会社森田工務店 351 号の02 代表取締役　森田　光茂 奈良県宇陀市榛原山辺三２２７６番地の１ 株式会社森田工務店 奈良県宇陀市榛原山辺三２２７６番地の１ 平成19年6月1日 令和4年5月31日

株式会社協同制作 353 号の02 代表取締役　立石　昌紀 東京都中央区入船二丁目５番７号 株式会社協同制作 東京都中央区入船二丁目５番７号 平成19年6月1日 令和4年5月31日

株式会社グリーンアート 356 号の02 代表取締役　梅垣　裕之 大阪市北区天満橋三丁目４番３７号 株式会社グリーンアート 大阪市北区天満橋三丁目４番３７号 平成19年6月7日 令和4年6月6日

山王スペース＆レンタル株式会社 357 号の02 代表取締役　小村　太一 東京都中央区銀座三丁目１０番６号 山王スペース＆レンタル株式会社大阪事務所 大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル20階 平成19年6月7日 令和4年6月6日

鹿島建設株式会社 358 号の02 代表取締役　天野　裕正 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 鹿島建設株式会社関西支店 大阪市中央区城見二丁目２番２２号 平成19年6月14日 令和4年6月13日

新谷　宗久 360 号の02 宗和工房 奈良県桜井市大字桜井１３５番地 平成19年6月19日 令和4年6月18日

大五塗装株式会社 362 号の02 代表取締役　今西　功至 奈良市東九条町２１６番地１ 大五塗装株式会社 奈良市東九条町２１６番地１ 平成19年6月22日 令和4年6月21日

有限会社アトリエ 364 号の02 代表取締役　竹野　和憲 奈良県香芝市高山台二丁目２５番地の２２ 有限会社アトリエ 奈良県香芝市高山台二丁目２５番地の２２ 平成19年6月22日 令和4年6月21日

有限会社コンピューター工房 366 号の02 取締役　中邨　義英 大阪市中央区難波千日前８番２２号 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 平成19年6月22日 令和4年6月21日

株式会社アートウェーブ 368 号の02 代表取締役　周防　昌浩 大阪市西成区南津守四丁目４番２７号 株式会社アートウェーブ 大阪市西成区南津守四丁目４番２７号 平成19年6月27日 令和4年6月26日

株式会社石田建設 369 号の02 代表取締役　石田　浩子 奈良市恋の窪二丁目６番２号 株式会社石田建設 奈良市恋の窪二丁目６番２号 平成19年6月29日 令和4年6月28日

株式会社白竜社 370 号の02 代表取締役　髙橋　成光 大阪府堺市堺区神保通３番９号 株式会社白竜社 大阪府堺市堺区神保通３番９号 平成19年7月3日 令和4年7月2日

株式会社リード 374 号の02 代表取締役　坂井　忠司 大阪市北区梅田一丁目１番３－１４００号 株式会社リード 大阪市北区梅田一丁目１番３－１４００号 平成19年7月18日 令和4年7月17日

株式会社エスビジョンエンタープライズ 375 号の02 代表取締役　山下　幸男 和歌山市黒田一丁目２番２１号 株式会社エスビジョンエンタープライズマーケティング事業部インプレッセ 堺市北区百舌鳥赤畑町１－３４－８ 平成19年7月23日 令和4年7月22日

株式会社近創 377 号の02 代表取締役　速水　良照 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５番１号 株式会社近創 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５番１号 平成19年7月24日 令和4年7月23日
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株式会社大協社 380 号の02 代表取締役　伊藤　和也 大阪市平野区長吉出戸六丁目１４番３６号 株式会社大協社 大阪市平野区長吉出戸六丁目１４番３６号 平成19年8月10日 令和4年8月9日

シマ産商株式会社 381 号の02 代表取締役　天白　房男 奈良県天理市前栽町３０７番地 シマ産商株式会社 奈良県天理市前栽町３０７番地 平成19年8月24日 令和4年8月23日

加藤広告株式会社 384 号の02 代表取締役　加藤　健 大阪市淀川区野中南一丁目７番１３号 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19年9月3日 令和4年9月2日

株式会社ディーピーエム 386 号の02 代表取締役　松下　直樹 大阪府摂津市南別府町３番１１号 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 平成19年9月13日 令和4年9月12日

株式会社プレアデス 387 号の02 代表取締役　稗田　芳久 大阪市阿倍野区播磨町一丁目２４番２０号 株式会社プレアデス泉尾営業所 大阪府大阪市大正区泉尾七丁目１番１１号 平成19年9月25日 令和4年9月24日

株式会社アド秋田 389 号の02 代表取締役　筒井　崇之 秋田市外旭川字堂ノ前８番地８ 株式会社アド秋田 秋田市外旭川字堂ノ前８番地８ 平成19年9月25日 令和4年9月24日

株式会社コダマ製作所 392 号の02 代表取締役　児玉　雅人 京都市中京区壬生東檜町３４番地の１ 株式会社コダマ製作所 京都市中京区壬生東檜町３４番地の１ 平成19年10月10日 令和4年10月9日

株式会社小林工芸社 394 号の02 代表取締役　丸田　亨 東京都豊島区北大塚一丁目９番１５号 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19年10月22日 令和4年10月21日

タイガー株式会社 395 号の02 代表取締役　山﨑　直樹 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１２号 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 平成19年10月22日 令和4年10月21日

株式会社共同広告社 398 号の02 代表取締役　小林　悟 東京都中央区日本橋小舟町１５番１０号 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19年11月1日 令和4年10月31日

株式会社読売広告社 400 号の02 代表取締役　藤沼　大輔 東京都港区赤坂五丁目２番２０号 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19年11月5日 令和4年11月4日

有限会社アート大侑 401 号の02 取締役　野村　正義 愛知県東海市東海町三丁目５番５号 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 平成19年11月5日 令和4年11月4日

エージーエス株式会社 405 号の02 代表取締役　原口　友一 札幌市中央区南六条西三丁目６番地３３ＡＧＳ６・３ビル 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３３ＡＧＳ６・３ビル 平成19年11月22日 令和4年11月21日

株式会社竹谷商事 409 号の02 代表取締役　土井　康裕 大阪市阿倍野区晴明通２番２０号 株式会社竹谷商事 大阪市阿倍野区晴明通２番２０号 平成19年12月21日 令和4年12月20日

有限会社シーテック 411 号の02 代表取締役　桑田　幹彦 兵庫県三田市四ツ辻６２６番地２ 有限会社シーテック 兵庫県三田市四ツ辻６２６番地２ 平成19年12月27日 令和4年12月26日

アドネット株式会社 414 号の02 代表取締役　大野　正人 和歌山市和歌川町５番３号 アドネット株式会社 和歌山市和歌川町５番３号 平成20年1月18日 令和5年1月17日

株式会社デザインアーク 424 号の02 代表取締役　辰己　嘉一 大阪市西区阿波座一丁目５番１６号 株式会社デザインアーク大阪本店 大阪市西区阿波座一丁目５番１６号 平成20年2月29日 令和5年2月28日

株式会社プロッツ 426 号の02 代表取締役　髙田　仁 岐阜県羽島郡岐南町野中八丁目６１番地の１ 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 平成20年3月13日 令和5年3月12日

株式会社友菱 427 号の02 代表取締役　早田　確 東京都中央区築地二丁目１番２－１０２号 株式会社友菱 東京都中央区築地二丁目１番２－１０２号 平成20年3月13日 令和5年3月12日

塩田　美紀雄 431 号の02 アドライフ京都 京都市山科区勧修寺東栗栖野町３５番地１ 平成20年3月26日 令和5年3月25日

株式会社夢工房 432 号の02 代表取締役　金井　豊季 大阪府松原市小川五丁目２７番３４号 株式会社夢工房 大阪府松原市小川五丁目２７番３４号 平成20年4月8日 令和5年4月7日

鷹塚工芸株式会社 433 号の02 代表取締役　木本　勝 大阪市東住吉区湯里二丁目８番８号 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20年4月8日 令和5年4月7日

有限会社アート・マエダ 438 号の02 取締役　前田　克彦 和歌山市加納３２７番地の６ 有限会社アート・マエダ 和歌山市加納３２７番地の６ 平成20年5月1日 令和5年4月30日

大日本印刷株式会社 440 号の02 代表取締役　北島　義斉 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 大日本印刷株式会社建築管理センター 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 平成20年5月21日 令和5年5月20日

株式会社壮栄社 441 号の02 代表取締役　下垣　和也 大阪市北区紅梅町５番３号 株式会社壮栄社 大阪市北区紅梅町５番３号 平成20年6月6日 令和5年6月5日

関東マルワ産業株式会社 442 号の02 代表取締役　上野　裕之 栃木県宇都宮市平出工業団地３８番地３８ 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20年6月18日 令和5年6月17日

有限会社プラス 443 号の02 取締役　荒井　慎一 大阪市城東区蒲生一丁目４番２５号 有限会社プラス 大阪市城東区蒲生一丁目４番２５号 平成20年6月25日 令和5年6月24日

株式会社Ｋスタジオ 445 号の02 代表取締役　櫻内　謙一郎 奈良県香芝市西真美二丁目１番１７号 株式会社Ｋスタジオ 香芝市西真美二丁目１番１７号 平成20年7月14日 令和5年7月13日

有限会社きむら広告 449 号の02 取締役　喜村　謙一 兵庫県西宮市若草町一丁目２番１９号 有限会社きむら広告 兵庫県西宮市若草町一丁目２番１９号 平成20年7月22日 令和5年7月21日

有限会社新栄 451 号の02 代表取締役　水沼　博 大阪府箕面市小野原東一丁目３番１６号 有限会社新栄 大阪府箕面市小野原東一丁目３番１６号 平成20年8月7日 令和5年8月6日

有限会社アイズアート 454 号の02 取締役　山本　勇 大阪府東大阪市御厨三丁目８番２６号 有限会社アイズアート八尾工場 大阪府八尾市跡部北の町１丁目２－３２ 平成20年8月13日 令和5年8月12日

日学株式会社 455 号の02 代表取締役　吉田　朋弘 東京都品川区大井一丁目４９番１５号 日学株式会社大阪支店 大阪市東淀川区豊新１－２１－１２ 平成20年8月20日 令和5年8月19日

有限会社一心堂 456 号の02 代表取締役　夏目　健一 大阪市港区磯路三丁目１２番２６号 有限会社一心堂 大阪市港区磯路三丁目１２番２６号 平成20年9月3日 令和5年9月2日

株式会社大鐵サイン工業 458 号の02 代表取締役　辻󠄀本　雅昭 大阪府摂津市鳥飼本町四丁目３番３２号 株式会社大鐵サイン工業 大阪府摂津市鳥飼本町四丁目３番３２号 平成20年9月3日 令和5年9月2日

有限会社キャンバス 461 号の02 代表取締役　小林　慶博 奈良県大和高田市大字大中３８番地の３ 有限会社キャンバス 奈良県大和高田市大字大中３８番地の３ 平成20年9月19日 令和5年9月18日

西松建設株式会社 462 号の02 代表取締役　髙瀨　伸利 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 西松建設株式会社西日本支社 大阪市中央区釣鐘町二丁目４番７号 平成20年9月19日 令和5年9月18日

松岡　昌彦 464 号の02 松岡特殊資材 奈良市南永井町３１番地の６ 平成20年10月8日 令和5年10月7日

株式会社岩井 469 号の02 代表取締役　岩井　正行 大阪市生野区舎利寺一丁目７番１２号 株式会社岩井 大阪市生野区舎利寺一丁目７番１２号 平成20年11月14日 令和5年11月13日

株式会社カマダ工芸 470 号の02 代表取締役　鎌田　和重 大阪府東大阪市高井田西一丁目１番５号 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20年11月14日 令和5年11月13日

十津川村森林組合 479 号の02 代表理事　榊󠄀本　正文 奈良県吉野郡十津川村大字折立６３１番地の１ 十津川村森林組合 奈良県吉野郡十津川村大字折立６３１番地の１ 平成20年12月10日 令和5年12月9日

株式会社スペース 480 号の02 代表取締役　佐々木　靖浩 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番４号 株式会社スペース東京事業本部 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番４号 平成20年12月10日 令和5年12月9日

株式会社広立 481 号の02 代表取締役　松本　義一 香川県三豊市豊中町笠田笠岡３１８５番地６ 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20年12月15日 令和5年12月14日

マーケットクリエイティブ株式会社 484 号の02 代表取締役　江原　啓之 大阪市北区松ケ枝町６番１７号 マーケットクリエイティブ株式会社 大阪市北区松ケ枝町６番１７号 平成21年1月23日 令和6年1月22日

株式会社髙天 488 号の02 代表取締役　山内　武 大阪府高槻市神内二丁目２１番９号 株式会社髙天 大阪府高槻市道鵜町６丁目６番１号 平成21年3月3日 令和6年3月2日

森下　栄喜 491 号の02 ワールド広告 大阪府羽曳野市野４７５－３ 平成21年3月11日 令和6年3月10日

下村　正 492 号の02 アド小澤 奈良県奈良市東九条町１４２４番地　北和県住４－１０４号 平成21年3月23日 令和6年3月22日

有限会社ポップ・アイ 493 号の02 取締役　澤村　安範 兵庫県芦屋市大東町１番１１－１０２号 有限会社ポップ・アイ 兵庫県芦屋市大東町１番１１－１０２号 平成21年3月23日 令和6年3月22日

有限会社ＪＫＫ 498 号の02 取締役　岸本　博紀 大阪市中央区南船場二丁目１０番２１号 有限会社ＪＫＫ 大阪市中央区南船場二丁目１０番２１号 平成21年4月16日 令和6年4月15日

マツク株式会社 499 号の02 代表取締役　松村　正行 大阪市西区北堀江四丁目１６番４号 マツク株式会社 大阪市西区北堀江四丁目１６番４号 平成21年4月16日 令和6年4月15日

株式会社ＨＹ－システム 500 号の02 代表取締役　早崎　克則 京都府久世郡久御山町田井西荒見９０番地２ 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 平成21年4月24日 令和6年4月23日

４５アイズ株式会社 506 号の02 代表取締役　大塚　逸平 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 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 平成21年6月4日 令和6年6月3日

株式会社アド毎広 507 号の02 代表取締役　田中　商人 大阪府寝屋川市石津元町１５番１５号 株式会社アド毎広 大阪府寝屋川市石津元町１５番１５号 平成21年6月22日 令和6年6月21日

株式会社城山堂 508 号の02 代表取締役　三好　隆宏 香川県綾歌郡綾川町羽床下２２２１番地１ 株式会社城山堂 香川県綾歌郡綾川町羽床下２２２１番地１ 平成21年7月6日 令和6年7月5日

株式会社デンショク 511 号の02 代表取締役　野田　令 岡山市中区桑野５１６番地の８ 株式会社デンショク 岡山市中区桑野５１６番地の８ 平成21年7月17日 令和6年7月16日

株式会社中京アドサイン 512 号の02 代表取締役　太田　浩太郎 名古屋市熱田区桜田町１７番１０号 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 平成21年7月17日 令和6年7月16日

株式会社エヌエスティ 514 号の02 代表取締役　夏目　勇人 名古屋市南区寺部通四丁目２０番地１ 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21年8月25日 令和6年8月24日

株式会社アルク 515 号の02 代表取締役　加藤　篤樹 大阪市東住吉区今林二丁目３番２６号 株式会社アルク 大阪市東住吉区今林二丁目３番２６号 平成21年8月11日 令和6年8月10日

株式会社三彩工芸社 518 号の02 代表取締役　布谷　治之 大阪府東大阪市柏田東町３番３１号 株式会社三彩工芸社 大阪府東大阪市柏田東町３番３１号 平成21年9月4日 令和6年9月3日

株式会社ダイス 519 号の02 代表取締役　山根　憲守 東京都中央区日本橋掘留町一丁目５番１１号 株式会社ダイス 東京都中央区日本橋掘留町一丁目５番１１号 平成21年9月18日 令和6年9月17日

大東産業株式会社 521 号の02 代表取締役　渡辺　圭一郎 香川県高松市香西南町１０２番地の４ 大東産業株式会社大阪支店 大阪府東大阪市吉原一丁目７番１７号 平成21年10月7日 令和6年10月6日
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有限会社ショーイ 523 号の02 代表取締役　庄井　なおみ 大阪府八尾市南太子堂五丁目５番３４号 有限会社ショーイ 大阪府八尾市南太子堂五丁目５番３４号 平成21年11月11日 令和6年11月10日

株式会社ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ 527 号の02 代表取締役　荒木　竜二 大阪府東大阪市長田中五丁目１番１９号 株式会社ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ 大阪府東大阪市長田中五丁目１番１９号 平成21年12月1日 令和6年11月30日

ＣＲＥＡＲ株式会社 530 号の02 代表取締役　堤本　敏夫 大阪府東大阪市小阪本町一丁目１２番３号Ｂ－３ ＣＲＥＡＲ株式会社 大阪府東大阪市小阪本町一丁目１２番３号Ｂ－３ 平成21年12月28日 令和6年12月27日

株式会社コムズ 532 号の02 代表取締役　糸山　実 東京都中央区京橋三丁目１２番１号 株式会社コムズ 東京都中央区京橋三丁目１２番１号 平成22年1月5日 令和7年1月4日

山都屋工芸株式会社 536 号の02 代表取締役　大野　正揮 名古屋市昭和区鶴舞四丁目１４番４号 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22年2月12日 令和7年2月11日

有限会社アート工房 537 号の02 代表取締役　前田　欣也 三重県伊賀市四十九町２１０７番地の２ 有限会社アート工房 三重県伊賀市四十九町２１０７番地の２ 平成22年2月16日 令和7年2月15日

株式会社ジヨナス 538 号の02 代表取締役　高嶋　克彦 名古屋市南区上浜町１７５番地 株式会社ジヨナス 名古屋市南区上浜町１７５番地 平成22年3月1日 令和7年2月28日

株式会社企画・創 540 号の02 代表取締役　下出　貴史 奈良県桜井市桜井２０４－１幸和ビル４０２ 株式会社企画・創 奈良県桜井市桜井２０４－１幸和ビル４０２ 平成22年3月25日 令和7年3月24日

大川　正樹 544 号の02 ヤマコウ 奈良県奈良市中町４９５９番地 平成22年6月7日 令和7年6月6日

株式会社美光製作所 545 号の02 代表取締役　藤井　佳之 株式会社美光製作所 平成22年6月22日 令和7年6月21日

表示灯株式会社 546 号の02 代表取締役　上田　正剛 名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 表示灯株式会社大阪支社 大阪市中央区備後町四丁目２番１０号 平成22年7月8日 令和7年7月7日

株式会社モモタロー 548 号の02 代表取締役　埴岡　正嗣 神戸市中央区元町通七丁目２番１２号 株式会社モモタロー 神戸市中央区元町通七丁目２番１２号 平成22年6月30日 令和7年6月29日

株式会社ミリオン 551 号の02 代表取締役　山岸　友彦 大阪市西淀川区花川二丁目２１番２８号 株式会社ミリオン 大阪市西淀川区花川二丁目２１番２８号 平成22年7月27日 令和7年7月26日

株式会社アド近鉄 556 号の02 代表取締役　杉本　昌弘 大阪市天王寺区生玉町３番１０号 株式会社アド近鉄 大阪市天王寺区生玉町３番１０号 平成22年8月26日 令和7年8月25日

株式会社雅創 560 号の02 代表取締役　下永　雅也 大阪市西区北堀江四丁目１４番１号 株式会社雅創 大阪市西区北堀江四丁目１４番１号 平成22年9月29日 令和7年9月28日

ＴＳＰ西日本株式会社 564 号の02 代表取締役　荒木　尚 大阪市淀川区木川東四丁目８番３３号 ＴＳＰ西日本株式会社 大阪市淀川区木川東四丁目８番３３号 平成22年11月18日 令和7年11月17日

安達　秀雄 566 号の02 かしはら美工 奈良県橿原市豊田町１５０－１ 平成22年12月3日 令和7年12月2日

イオンディライト株式会社 567 号の02 代表取締役　濵田　和成 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 イオンディライト株式会社関西支社 大阪市中央区南船場二丁目３番２号南船場ハートビル４階 平成22年12月3日 令和7年12月2日

大和株式会社 569 号の02 代表取締役　津田　勝規 奈良県大和高田市大字松塚１０５４番地の４ 大和株式会社 奈良県大和高田市大字松塚１０５４番地の４ 平成22年12月24日 令和7年12月23日

株式会社立匠 570 号の02 代表取締役　錦織　万希也 大阪府摂津市鶴野四丁目１０番１８号 株式会社立匠 大阪府摂津市鶴野四丁目１０番１８号 平成23年2月18日 令和8年2月17日

株式会社トーアコーポレーション 571 号の02 代表取締役　乙守　典厚 神戸市東灘区森南町一丁目７番８号 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 平成23年2月23日 令和8年2月22日

株式会社Ｓｋｉｌｌ 572 号の02 代表取締役　勢戸　琢也 兵庫県三田市四ツ辻󠄀６３０番地 株式会社Ｓｋｉｌｌ 兵庫県三田市四ツ辻󠄀６３０番地 平成23年2月23日 令和8年2月22日

ダイワ看板株式会社 576 号の02 代表取締役　和田　光平 滋賀県大津市本宮二丁目９番２７号 ダイワ看板株式会社 滋賀県大津市本宮二丁目９番２７号 平成23年2月28日 令和8年2月27日

株式会社ファインズアート 581 号の02 代表取締役　寺村　勝彦 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字谷村４番地 株式会社ファインズアート 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字谷村４番地 平成23年4月22日 令和8年4月21日

株式会社デザインラボ 586 号の02 代表取締役　苅谷　伊 岐阜県各務原市川島小網町２１４６番地の４２ 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 平成23年6月1日 令和8年5月31日

斗南電装株式会社 587 号の02 代表取締役　杉田　和士 大阪府堺市北区船堂町二丁２番２号 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23年6月10日 令和8年6月9日

髙﨑　浩司 590 号の02 Ｋ’ｓ企画 奈良県五條市今井２丁目２番５４号 平成23年7月22日 令和8年7月21日

梶谷　憲一 591 号の02 梶谷テント商会 奈良県橿原市醍醐町３６５番地の６ 平成23年7月22日 令和8年7月21日

株式会社ひのり 593 号の02 代表取締役　竹原　正司 奈良市今小路町６８番地 株式会社ひのり 奈良市今小路町６８番地 平成23年7月29日 令和8年7月28日

キタック株式会社 595 号の02 代表取締役　岩佐　晃宏 京都市北区大北山原谷乾町１１２番地の２２ キタック株式会社 京都市北区大北山原谷乾町１１２番地の２２ 平成23年8月5日 令和8年8月4日

株式会社ジェイアール西日本ビルト 597 号の02 代表取締役　土田　克己 大阪市北区梅田三丁目４番５号（毎日インテシオ） 株式会社ジェイアール西日本ビルト営業開発支社 大阪市北区梅田三丁目４番５号 平成23年8月11日 令和8年8月10日

仲川　博康 598 号の02 アドサイン工房 奈良県桜井市河西７６２番地 平成23年8月11日 令和8年8月10日

株式会社ＣＯＲＥ・ＣＵＢＥ 599 号の02 代表取締役　今田　晴久 大阪市福島区海老江五丁目２番２号 株式会社ＣＯＲＥ・ＣＵＢＥ 大阪市福島区海老江五丁目２番２号 平成23年8月11日 令和8年8月10日

屋敷　洋男 600 号の02 ヤシキ工芸社 和歌山県新宮市三輪崎１丁目５番１号 平成23年8月11日 令和8年8月10日

浦　正文 602 号の02 サイン・アート 大阪府富田林市新家一丁目２－１７ 平成23年8月11日 令和8年8月10日

日本道路保安株式会社 608 号の02 代表取締役　西田　新 奈良市南永井町８８番地 日本道路保安株式会社 奈良市南永井町８８番地 平成23年9月5日 令和8年9月4日

野本　高正 610 号の01 野本テント商会 大阪市平野区加美東６丁目１５番４号 平成23年10月12日 令和3年10月11日

株式会社ファイブス 613 号の01 代表取締役　大森　健治 山口県山陽小野田市大字西高泊字高須３３３４番の８ 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 平成23年10月19日 令和3年10月18日

サンコーテック株式会社 614 号の01 代表取締役　元村　清志 大阪市福島区鷺洲四丁目５番１９号 サンコーテック株式会社大阪事務所 大阪市浪速区桜川４－４－１０ニューグランドビル５F 平成23年11月16日 令和3年11月15日

西森テクノ株式会社 617 号の01 代表取締役　西森　賢二 大阪府藤井寺市大井一丁目４番６０号 西森テクノ株式会社 大阪府藤井寺市大井一丁目４番６０号 平成23年12月19日 令和3年12月18日

株式会社南海廣告社 620 号の01 代表取締役　前田　実佐子 大阪市浪速区難波中二丁目７番１５号 株式会社南海廣告社 大阪市浪速区難波中二丁目７番１５号 平成24年1月18日 令和4年1月17日

ダイショウサイン株式会社 621 号の01 代表取締役　畑中　剛 大阪府東大阪市水走一丁目１９番１３号 ダイショウサイン株式会社 大阪府東大阪市水走一丁目１９番１３号 平成24年1月24日 令和4年1月23日

株式会社辻工房 622 号の01 代表取締役　辻　誠士朗 大阪府堺市北区船堂町二丁３番６号 株式会社辻工房 大阪府堺市北区船堂町二丁３番６号 平成24年2月2日 令和4年2月1日

プロアート株式会社 623 号の01 代表取締役　中森　誠 奈良県磯城郡三宅町大字上但馬６５０番地の１ プロアート株式会社奈良南営業所 奈良県天理市嘉幡町３４９番地の４ 平成24年2月13日 令和4年2月12日

ＧＣストーリー株式会社 624 号の01 代表取締役　西坂　勇人 東京都江東区木場六丁目４番２号ＫⅠビル 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24年2月2日 令和4年2月1日

東宝企画工芸株式会社 625 号の01 代表取締役　片山　公嗣 大阪府大阪市福島区福島三丁目７番３９－７０４号 東宝企画工芸株式会社 大阪府大阪市福島区福島三丁目７番３９－７０４号 平成24年2月17日 令和4年2月16日

株式会社富士 629 号の01 代表取締役　和田　晋一 名古屋市守山区天子田二丁目７０３番地 株式会社富士 名古屋市守山区天子田二丁目７０３番地 平成24年3月13日 令和4年3月12日

株式会社西谷建設 630 号の01 代表取締役　西谷　徹 奈良県大和郡山市杉町３５番地の１ 株式会社西谷建設 奈良県大和郡山市杉町３５番地の１ 平成24年3月13日 令和4年3月12日

株式会社イトーキ 631 号の01 代表取締役　平井　嘉朗 大阪市城東区今福東一丁目４番１２号 株式会社イトーキ建材事業本部東日本設計監理部 東京都中央区築地７－１７－１ 平成24年4月5日 令和4年4月4日

株式会社トータル 635 号の01 代表取締役　福羅　慎治 神戸市灘区灘南通一丁目３番２３号 株式会社トータル 神戸市灘区灘南通一丁目３番２３号 平成24年4月26日 令和4年4月25日

ＮＳＫ株式会社 636 号の01 代表取締役　新田　斉士 東京都千代田区九段南二丁目３番１号 ＮＳＫ株式会社大阪営業所 大阪府大阪市西区北堀江２－２－２５ 平成24年5月10日 令和4年5月9日

株式会社アール工房 637 号の01 代表取締役　谷元　大作 埼玉県和光市白子三丁目１８番１８号 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24年5月10日 令和4年5月9日

有限会社広和プラスチック 639 号の01 代表取締役　染川　広和 兵庫県姫路市花田町小川９９６番地の３ 有限会社広和プラスチック 兵庫県姫路市花田町小川９９６番地の３ 平成24年5月15日 令和4年5月14日

株式会社イルカ 640 号の01 代表取締役　多田　宏昭 岡山市中区桑野１３１番地の２９ 株式会社イルカ 岡山県岡山市中区桑野１３１番地の２９ 平成24年6月25日 令和4年6月24日

有限会社今井道路標識 642 号の01 代表取締役　渡邉　恵 奈良県葛城市南藤井１１３番地１２ 有限会社今井道路標識 奈良県葛城市南藤井１１３番地１２ 平成24年7月19日 令和4年7月18日

三協立山株式会社 645 号の01 代表取締役　平能　正三 富山県高岡市早川７０番地 三協立山株式会社関西支店 大阪府大阪市中央区平野町３丁目２－１３ 平成24年7月31日 令和4年7月30日

株式会社ビーアド 648 号の01 代表取締役　増田　洋一 東京都足立区綾瀬七丁目１９番１２号 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24年8月15日 令和4年8月14日

株式会社アド電通大阪 651 号の01 代表取締役　三澤　俊一 大阪市北区中之島三丁目２番４号中之島フェスティバルタワー・ウエスト 株式会社アド電通大阪 大阪市北区中之島三丁目２番４号中之島フェスティバルタワー・ウエスト 平成24年9月12日 令和4年9月11日

株式会社フジタカ通商 652 号の01 代表取締役　田端　隆紀 奈良県大和郡山市発志院町２０８番地１ 株式会社フジタカ通商 奈良県大和郡山市発志院町２０８番地１ 平成24年9月24日 令和4年9月23日

株式会社ノットコーポレーション 653 号の01 代表取締役　河内　道生 大阪市中央区平野町三丁目１番２号 株式会社ノットコーポレーション大阪本社 大阪市中央区平野町三丁目１番２号 平成24年10月12日 令和4年10月11日

5



ＴＳＰ太陽株式会社 654 号の01 代表取締役　能村　祐己 東京都目黒区東山一丁目１７番１６号 ＴＳＰ太陽株式会社大阪支店 大阪市淀川区木川東四丁目８番３３号 平成24年10月17日 令和4年10月16日

株式会社オーテック 656 号の01 代表取締役　橋岡　高男 奈良県五條市西吉野町立川渡７７番地の１ 株式会社オーテック 奈良県五條市今井５丁目４－２３ 平成24年12月6日 令和4年12月5日

株式会社ラインアート 657 号の01 代表取締役　繁田　洋介 大阪市住之江区新北島五丁目２番６６号 株式会社ラインアート 大阪市住之江区新北島五丁目２番６６号 平成24年12月6日 令和4年12月5日

株式会社シテイー・ロード 658 号の01 代表取締役　坂上　淳 東京都千代田区外神田四丁目８番５号 株式会社シティー・ロード 東京都千代田区外神田四丁目８番５号 平成24年12月6日 令和4年12月5日

サインサービス株式会社 659 号の01 代表取締役　大西　代次夫 大阪市天王寺区上本町六丁目９番９－９０３号 サインサービス株式会社 奈良県橿原市中曽司町２０８番地の２２　十三塚団地 平成24年12月21日 令和4年12月20日

株式会社星光 661 号の01 代表取締役　岡村　忠明 大阪市天王寺区小橋町４番７号 株式会社星光 大阪市天王寺区小橋町４番７号 平成24年12月28日 令和4年12月27日

株式会社エス・プロジェクト 662 号の01 代表取締役　海老　徳嗣 愛知県一宮市丹陽町九日市場字上田６１番地 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25年1月18日 令和5年1月17日

株式会社アドウイング 665 号の01 代表取締役　渡邉　洋司 大阪市北区東天満二丁目１０番３１号第９田渕ビル 株式会社アドウイング 大阪市北区東天満二丁目１０番３１号第９田渕ビル 平成25年1月30日 令和5年1月29日

三共ディスプレイ株式会社 670 号の01 代表取締役　孝野　真也 広島県廿日市市木材港北７番１７号 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25年2月5日 令和5年2月4日

有限会社塗夢創屋 672 号の01 大阪市中央区谷町六丁目２番２号 有限会社塗夢創屋 大阪市中央区谷町六丁目２番２号 平成25年3月1日 令和5年2月28日

株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ 673 号の01 代表取締役　植野　伸一 東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号 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25年3月6日 令和5年3月5日

株式会社ニューアド社 674 号の01 代表取締役　澤　竜太郎 東京都杉並区阿佐谷南一丁目１１番１号 株式会社ニューアド社 東京都杉並区阿佐谷南一丁目１１番１号 平成25年3月6日 令和5年3月5日

株式会社あど 675 号の01 代表取締役　大見　督三 大阪市住吉区長居二丁目８番６号 株式会社あど 大阪市住吉区長居二丁目８番６号 平成25年3月21日 令和5年3月20日

株式会社エポック工芸 676 号の01 代表取締役　太田　武司 大阪府東大阪市西堤本通西二丁目６番１８号 株式会社エポック工芸 大阪府東大阪市西堤本通西二丁目６番１８号 平成25年3月28日 令和5年3月27日

榎本　正幸 677 号の01 エム・イー企画 奈良県奈良市右京五丁目９番地平城右京団地２５－１０２ 平成25年3月28日 令和5年3月27日

株式会社ＦＡＣＥ　ＯＲＩＧＩＮＡＬ 678 号の01 代表取締役　小阪　秀 奈良市宝来三丁目５番８号 株式会社ＦＡＣＥ　ＯＲＩＧＩＮＡＬ 奈良市宝来三丁目５番８号 平成25年4月5日 令和5年4月4日

株式会社ジー・ツー・サイン 681 号の01 代表取締役　辻󠄀　英雄 大阪府摂津市鳥飼八防一丁目２２番１０号 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25年5月15日 令和5年5月14日

株式会社大橙社 684 号の01 代表取締役　北川　勝英 滋賀県東近江市五個荘石塚町２０２番地 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25年5月29日 令和5年5月28日

株式会社ＣＳコーポレイション 686 号の01 代表取締役　古川　憲 新潟県新潟市中央区美の里１７番８号 株式会社ＣＳコーポレイション 新潟県新潟市中央区美の里１７番８号 平成25年6月7日 令和5年6月6日

株式会社ＢＲＩＮＧ 687 号の01 代表取締役　中許　将一 大阪市中央区瓦町二丁目６番６号 株式会社ＢＲＩＮＧ 大阪市中央区瓦町二丁目６番６号 平成25年6月7日 令和5年6月6日

有限会社市場工芸 688 号の01 代表取締役　野滿　英明 和歌山市新庄３８８番地４ 有限会社市場工芸 和歌山市新庄３８８番地４ 平成25年6月13日 令和5年6月12日

株式会社アドサン 693 号の01 代表取締役　櫻井　雅宣 大阪市中央区本町一丁目５番６号 株式会社アドサン 大阪市中央区本町一丁目５番６号 平成25年8月19日 令和5年8月18日

有限会社中野工芸 694 号の01 代表取締役　中野 貴博 大阪府茨木市横江1-6-26 有限会社中野工芸 大阪府茨木市横江1-6-26 平成25年9月13日 令和5年9月12日

株式会社ワイズサイン 695 号の01 代表取締役　山崎　貴史 群馬県伊勢崎市三室町５８０８番地 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25年10月3日 令和5年10月2日

株式会社ヨシミ 696 号の01 代表取締役　髙鍋　由美 東京都中央区八丁堀三丁目２５番８号 株式会社ヨシミ関西営業所 京都府京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町５５８－３０４ 平成25年10月31日 令和5年10月30日

Ｓｈｉｒｏ’ｓ本舗株式会社 697 号の01 代表取締役　米原　志郎 大阪市城東区東中浜四丁目７番１７号 Ｓｈｉｒｏ’ｓ本舗株式会社 大阪市城東区東中浜四丁目７番１７号 平成25年11月15日 令和5年11月14日

三輪　明美 698 号の01 堤工業所 奈良県香芝市五位堂五丁目３８番地３ 平成25年11月15日 令和5年11月14日

株式会社ケンセン 699 号の01 代表取締役　小池　忠 埼玉県さいたま市緑区東大門二丁目２番１９号 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 平成25年12月13日 令和5年12月12日

東洋技建工業株式会社 700 号の01 代表取締役　吉村　哲太郎 奈良県大和高田市幸町７番１２－１２１号 東洋技建工業株式会社 奈良県大和高田市幸町７番１２－１２１号 平成25年12月25日 令和5年12月24日

日裏　謙 701 号の01 滋賀県公共広報社奈良 滋賀県野洲市入町８３番地　 平成25年12月19日 令和5年12月18日

有限会社モリイ工芸 703 号の01 代表取締役　森居　健太郎 滋賀県長浜市南高田町５４４番地 有限会社モリイ工芸 滋賀県長浜市南高田町５４４番地 平成26年2月3日 令和6年2月2日

株式会社サインズＦａｃｔｏｒｙ 704 号の01 代表取締役　伊藤　昌治 東京都台東区浅草橋三丁目３２番１号 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 平成26年2月6日 令和6年2月5日

脇阪　康人 705 号の01 Ｓｉｇｎ Ｃｒｅａｔｅ ＷＡＫＩＳＡＫＡ 奈良県奈良市六条町２１７－１ 平成26年2月28日 令和6年2月27日

株式会社ネットテン 706 号の01 代表取締役　上田　貴志 大阪市住吉区千躰二丁目２番２４号 株式会社ネットテン本社営業部 大阪市住吉区我孫子東３－１－１３ 平成26年3月5日 令和6年3月4日

有限会社ＢＥＡＴＬＥ 707 号の01 代表取締役　安田　盛市 大阪市浪速区大国三丁目９－２７大国ビル１Ｆ 有限会社ＢＥＡＴＬＥ 大阪市浪速区大国三丁目９－２７大国ビル１Ｆ 平成26年4月28日 令和6年4月27日

株式会社美原広告 708 号の01 代表取締役　平本　卓雄 大阪府堺市美原区さつき野東三丁目２番地２０ 株式会社美原広告 大阪府堺市美原区さつき野東三丁目２番地２０ 平成26年5月12日 令和6年5月11日

株式会社アイプラネット 710 号の01 代表取締役　鈴木　愛司 東京都港区南青山一丁目１番１号 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26年6月5日 令和6年6月4日

有限会社紀州アド 712 号の01 代表取締役　津村　貞行 和歌山市小雑賀１８１番地 有限会社紀州アド 和歌山市小雑賀１８１番地 平成26年6月5日 令和6年6月4日

奥窪　啓次 715 号の01 奥窪電気商会 奈良県宇陀市大宇陀西山２９１番地の４ 平成26年6月17日 令和6年6月16日

株式会社ミネテック 716 号の01 代表取締役　加藤　玄太 大阪市生野区舎利寺二丁目１０番３号 株式会社ミネテック 大阪市生野区舎利寺二丁目１０番３号 平成26年6月17日 令和6年6月16日

株式会社ケイプラン・アド 718 号の01 代表取締役　中志　幸司 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６番２号 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26年7月2日 令和6年7月1日

松本　健次 719 号の01 マツモト工芸社 大阪市淀川区塚本６丁目１０番１４号 平成26年7月9日 令和6年7月8日

アドマックキョーエイ株式会社 720 号の01 代表取締役　金井　和人 大阪府柏原市円明町６８６番１号 アドマックキョーエイ株式会社 大阪府柏原市円明町６８６番１号 平成26年7月15日 令和6年7月14日

有限会社ジャックスクリーン 721 号の01 代表取締役　今岡　和雄 大阪府八尾市跡部本町一丁目４番４０号 有限会社ジャックスクリーン 大阪府八尾市跡部本町一丁目４番４０号 平成26年7月23日 令和6年7月22日

株式会社オクシン 722 号の01 代表取締役　奥田　信広 奈良県五條市田園一丁目１９番地の８ 株式会社オクシン 奈良県五條市田園一丁目１９番地の８ 平成26年7月23日 令和6年7月22日

株式会社クレイン工芸社 724 号の01 代表取締役　山下　寛高 愛知県海部郡大治町大字西條字笠見立３４番地の１ 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26年7月24日 令和6年7月23日

株式会社中川組 725 号の01 代表取締役　中川　茂宣 奈良県橿原市飯高町６９番地の３ 株式会社中川組 奈良県橿原市飯高町６９番地の３ 平成26年7月29日 令和6年7月28日

Ｃ２Ｓ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社 726 号の01 代表取締役　森　文彦 東京都新宿区築地町９番地 Ｃ２Ｓ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社 東京都新宿区築地町９番地 平成26年7月31日 令和6年7月30日

株式会社ニッセン 727 号の01 代表取締役　楢󠄀﨑　芳光 広島県府中市本山町９番地２ 株式会社ニッセン 広島県府中市本山町９番地２ 平成26年8月1日 令和6年7月31日

三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式会社 728 号の01 代表取締役　寸村　修一 大阪市中央区本町四丁目４番２４号 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 平成26年8月7日 令和6年8月6日

株式会社アドワーク 729 号の01 代表取締役　日下部　美佐治 名古屋市東区黒門町５１番地２ 株式会社アドワーク天白事業所 名古屋市天白区植田東一丁目７０９番地 平成26年8月11日 令和6年8月10日

衣笠　哲也 730 号の01 トータルサインプロテック 兵庫県姫路市花田町小川９８３番地２ 平成26年8月11日 令和6年8月10日

株式会社ＴＯＣ 734 号の01 代表取締役　徳永　直樹 大阪市西成区松二丁目６番２９号 株式会社ＴＯＣ 大阪市西成区松二丁目６番２９号 平成26年9月12日 令和6年9月11日

髙山　正人 735 号の01 アルプスサイン 奈良県桜井市慈恩寺９４１番地 平成26年9月22日 令和6年9月21日

凸版印刷株式会社 737 号の01 代表取締役　麿　秀晴 東京都台東区台東一丁目５番１号 凸版印刷株式会社西日本事業本部関西情報コミュニケーション事業部 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８ 平成26年10月3日 令和6年10月2日

株式会社大阪宣広社 738 号の01 代表取締役　吉岡　志朗 大阪市阿倍野区北畠一丁目１番６号 株式会社大阪宣広社 大阪市阿倍野区北畠一丁目１番６号 平成26年10月15日 令和6年10月14日

株式会社プロフリー 740 号の01 代表取締役　内記　雅明 滋賀県栗東市川辺１０４番地３ 株式会社プロフリー 滋賀県栗東市川辺１０４番地３ 平成26年10月22日 令和6年10月21日

株式会社ミケランジェロ 741 号の01 代表取締役　香西　良晴 大阪府堺市堺区今池町六丁２番１７号 株式会社ミケランジェロ本社 大阪府大阪市住之江区南港東３－１－２６ 平成26年10月27日 令和6年10月26日

倉本　満 743 号の01 倉本工芸 奈良県御所市大字三室９８番地の１６ 平成26年11月18日 令和6年11月17日

森井　辰美 747 号の01 ハウジングミキ 奈良県桜井市大字阿部５５３番地 平成27年1月22日 令和7年1月21日
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株式会社オカザキ工業 748 号の01 代表取締役　泉　誠二 広島市西区中広町二丁目１４番１５号 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 平成27年1月28日 令和7年1月27日

株式会社丸善 749 号の01 代表取締役　藤本　政功 奈良県橿原市高殿町５８４番地の３ 株式会社丸善 奈良県橿原市高殿町５８４番地の３ 平成27年2月12日 令和7年2月11日

三愛美装株式会社 750 号の01 代表取締役　三好　英朗 大阪市北区兎我野町１５番地１３号ミユキビル 三愛美装株式会社 大阪市北区兎我野町１５番地１３号ミユキビル 平成27年2月12日 令和7年2月11日

有限会社三愛 751 号の01 代表取締役　三吉　繁清 大阪市東淀川区井高野四丁目８番１５号 有限会社三愛 大阪市東淀川区井高野四丁目８番１５号 平成27年2月12日 令和7年2月11日

株式会社真栄 752 号の01 代表取締役　金原　榮賢 愛知県豊橋市駅前大通一丁目２７番地１ 株式会社真栄 愛知県豊橋市駅前大通一丁目２７番地１ 平成27年2月19日 令和7年2月18日

株式会社竹中工務店 754 号の01 代表取締役　佐々木　正人 大阪市中央区本町四丁目１番１３号 株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町四丁目１番１３号 平成27年3月5日 令和7年3月4日

藤森　景子 755 号の01 鹿六企画 奈良県五條市霊安寺２０８４番地 平成27年3月5日 令和7年3月4日

大橋　功平 756 号の01 大橋サイン 滋賀県東近江市垣見町１３４３番地 平成27年3月10日 令和7年3月9日

株式会社西田塗装店 757 号の01 代表取締役　西田　克行 大阪市淀川区三津屋中二丁目１５番３号 株式会社西田塗装店 大阪市淀川区三津屋中二丁目１５番３号 平成27年3月10日 令和7年3月9日

藤井　清彦 758 号の01 フィーズコミュニケーションズ 京都府城陽市寺田樋󠄀尻９５番地の１２９ 平成27年3月16日 令和7年3月15日

橋本　健次 759 号の01 橋本看板 奈良県葛󠄀城市勝根１０６－１ 平成27年4月10日 令和7年4月9日

上田　隆典 760 号の01 ウエダ看板 奈良県大和高田市大東町１番８号 平成27年5月8日 令和7年5月7日

株式会社大阪シー・イー・センター 762 号の01 代表取締役　山口　幸蔵 大阪府東大阪市水走二丁目１４番９号 株式会社大阪シー・イー・センター 大阪府東大阪市水走二丁目１４番９号 平成27年5月19日 令和7年5月18日

株式会社ウイングコーポレーション 764 号の01 代表取締役　石丸　富生 大阪府守口市寺方本通三丁目２番２１号 株式会社ウイングコーポレーション 大阪府守口市寺方本通三丁目２番２１号 平成27年6月19日 令和7年6月18日

大國谷　則彦 765 号の01 大国産業 奈良県宇陀市大宇陀守道９２６番地 平成27年6月19日 令和7年6月18日

株式会社フォルト 766 号の01 代表取締役　河野　浩司 山口県下関市椋野町三丁目５番１６号 株式会社フォルト 山口県下関市椋野町三丁目５番１６号 平成27年6月26日 令和7年6月25日

有限会社サイン工房 768 号の01 取締役　仲　鉄雄 奈良県香芝市磯壁一丁目１０４３番地の３ 有限会社サイン工房 奈良県香芝市磯壁一丁目１０４３番地の３ 平成27年6月26日 令和7年6月25日

有限会社ギャロップ 770 号の01 代表取締役　反甫　孝 有限会社ギャロップ 平成27年7月14日 令和7年7月13日

サインエフェクト株式会社 771 号の01 代表取締役　渕上　賢 福岡市南区長丘五丁目２５番１２号 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27年7月14日 令和7年7月13日

株式会社西出 773 号の01 代表取締役　西出　誠 三重県津市東丸之内１９番２８号 株式会社西出 三重県津市東丸之内１９番２８号 平成27年7月16日 令和7年7月15日

株式会社創和巧芸 775 号の01 代表取締役　山下　龍弐 大阪府堺市南区檜尾２７６番１ 株式会社創和巧芸 大阪府堺市南区檜尾２７６番１ 平成27年7月24日 令和7年7月23日

株式会社アサヒ広告社 776 号の01 代表取締役　冨士川　拓也 奈良県吉野郡下市町大字下市８４番地 株式会社アサヒ広告社 奈良県吉野郡下市町大字下市８４番地 平成27年7月24日 令和7年7月23日

株式会社シミズ・ビルライフケア 778 号の01 代表取締役社長　富永　秀行 東京都中央区京橋二丁目１０番２号 株式会社シミズ・ビルライフケア関西支社 大阪市西区土佐堀一丁目３番７号 平成27年7月31日 令和7年7月30日

中電興業株式会社 779 号の01 代表取締役　増田　義則 名古屋市中区栄二丁目２番５号 中電興業株式会社津営業所 三重県津市丸之内７－１８キャッスルリソースセンター２Ｆ 平成27年8月3日 令和7年8月2日

株式会社アートリバティ 780 号の01 代表取締役　前田　利幸 大阪市平野区加美南四丁目４番３０号 株式会社アートリバティ 大阪市平野区加美南四丁目４番３０号 平成27年8月21日 令和7年8月20日

スタッフナインハット株式会社 781 号の01 代表取締役　堀田　誠 東京都中央区銀座三丁目１４番１６号第２ミズホビル スタッフナインハット株式会社 東京都中央区銀座三丁目１４番１６号第２ミズホビル 平成27年8月26日 令和7年8月25日

失尾　淳 782 号の01 ゆめ工房 奈良県奈良市菅原町２５７番地の６ 平成27年9月9日 令和7年9月8日

株式会社ベース 783 号の01 代表取締役　近藤　順子 大阪府吹田市垂水町三丁目３３番１６号 株式会社ベース大阪支店 大阪府吹田市垂水町三丁目３３番１６号 平成27年9月9日 令和7年9月8日

株式会社東洋彫刻製作所 784 号の01 代表取締役　濱田　陽平 兵庫県姫路市夢前町置本５９１番地９ 株式会社東洋彫刻製作所 兵庫県姫路市夢前町置本５９１番地９ 平成27年9月9日 令和7年9月8日

協栄電気興業株式会社 785 号の01 代表取締役　上田　正昭 長野市川合新田３５２５番地 協栄電気興業株式会社大阪支店 大阪市平野区加美鞍作一丁目１０番１１号 平成27年9月11日 令和7年9月10日

株式会社ＣｏＣｏＡｒｔ 789 号の01 代表取締役　北得　久美代 大阪府堺市西区鳳東町六丁６８９番地５ 株式会社ＣｏＣｏＡｒｔ 大阪府堺市西区鳳東町六丁６８９番地５ 平成27年11月27日 令和7年11月26日

株式会社備広 790 号の01 代表取締役　平木　達人 東京都中央区東日本橋三丁目７番１２号 株式会社備広関東営業部 東京都中央区東日本橋三丁目７番１２号 平成27年11月27日 令和7年11月26日

株式会社シースパンアドバンス 792 号の01 代表取締役　今井　康博 大阪府泉佐野市鶴原４１７番地 株式会社シースパンアドバンス 大阪府泉佐野市鶴原４１７番地 平成27年12月3日 令和7年12月2日

三和サインワークス株式会社 793 号の01 代表取締役　長田　伸之 大阪市北区梅田三丁目１番３号 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 平成27年12月24日 令和7年12月23日

株式会社丹青社 794 号の01 代表取締役　高橋　貴志 東京都港区港南一丁目２番７０号 株式会社丹青社 東京都港区港南一丁目２番７０号 平成27年12月16日 令和7年12月15日

株式会社アドスター 795 号の01 代表取締役　長谷川　義則 大阪市平野区長吉川辺二丁目３番８号 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 平成27年12月24日 令和7年12月23日

株式会社ビソーコーポレーション 796 号の01 代表取締役　田中　誠一郎 大阪府東大阪市長堂三丁目１４番６号 株式会社ビソーコーポレーション 大阪府東大阪市長堂三丁目１４番６号 平成28年1月5日 令和8年1月4日

有限会社サクライ広芸 797 号の01 大阪市旭区大宮一丁目１３番１５号 有限会社サクライ広芸 大阪市旭区大宮一丁目１３番１５号 平成28年1月7日 令和8年1月6日

株式会社ルーツカンパニー 798 号の01 代表取締役　土屋　将英 大阪市鶴見区浜三丁目７番２０号 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 平成28年1月15日 令和8年1月14日

株式会社エダキン 799 号の01 代表取締役　江田　浩忠 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３２番１号 株式会社エダキン大阪営業所 大阪市天王寺区生玉前町５番３１　９０１号 平成28年1月28日 令和8年1月27日

長本　孝司 800 号の01 エヌズクラフト 奈良県葛󠄀城市當麻７５２番地１ 平成28年2月8日 令和8年2月7日

日本街路灯製造株式会社 801 号の01 代表取締役　後藤　潤一郎 名古屋市熱田区五本松町１番８号 日本街路灯製造株式会社大阪支店 大阪市浪速区日本橋五丁目１３番９号三越ビル３階 平成28年2月16日 令和8年2月15日

有限会社アド・サイン 804 号の01 代表取締役　浅田　宏之 大阪府守口市大宮通一丁目１０番１１号 有限会社アド・サイン 大阪府守口市大宮通一丁目１０番１１号 平成28年2月16日 令和8年2月15日

805 号の01 奈良県吉野郡大淀町大字下渕１６３５番地の１２１ 平成28年2月16日 令和8年2月15日

山本　二三憲 806 号の01 やまもと工芸社 大阪府柏原市国分市場２丁目１０－１８ 平成28年2月16日 令和8年2月15日

株式会社ザイマックス関西 807 号の01 代表取締役　吉田　正 大阪市北区堂島一丁目１番５号 株式会社ザイマックス関西 大阪市北区堂島一丁目１番５号 平成28年2月29日 令和8年2月28日

平井建設株式会社 809 号の01 代表取締役　平井　克 奈良市三条大路二丁目１番６６号 平井建設株式会社 奈良市三条大路二丁目１番６６号 平成28年3月9日 令和8年3月8日

株式会社アドニック 811 号の01 代表取締役　藤田　治 大阪市中央区瓦町四丁目４番７号 株式会社アドニック 大阪市中央区瓦町四丁目４番７号 平成28年3月23日 令和8年3月22日

株式会社ＦＧ 812 号の01 代表取締役　秦　規真 奈良県生駒郡安堵町大字岡崎３５８番地の２ 株式会社ＦＧ 奈良県生駒郡安堵町大字岡崎３５８番地の２ 平成28年3月23日 令和8年3月22日

株式会社トキワ 813 号の01 代表取締役　木田　正 京都府綴喜郡井手町大字井手小字川久保１９番地 株式会社トキワ 京都府綴喜郡井手町大字井手小字川久保１９番地 平成28年3月28日 令和8年3月27日

株式会社貞岡工芸社 815 号の01 代表取締役　貞岡　克彦 大阪市天王寺区勝山二丁目２１番２号 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 平成28年4月18日 令和8年4月17日

株式会社ドミンゴコーポレーション 816 号の01 代表取締役　深田　将由 埼玉県川越市大字小ケ谷１９５番地１２ 株式会社ドミンゴコーポレーション 埼玉県川越市大字小ケ谷１９５番地１２ 平成28年4月26日 令和8年4月25日

谷　崇守 817 号の01 タカモリサイン 大阪府東大阪市俊徳町４丁目８－７ 平成28年4月27日 令和8年4月26日

株式会社マツヤサイン 819 号の01 代表取締役　松井　清 大阪府門真市岸和田三丁目６番３号 株式会社マツヤサイン 大阪府門真市岸和田三丁目６番３号 平成28年5月17日 令和8年5月16日

株式会社コーケン 821 号の01 代表取締役　河内　浩晃 岡山市北区今保１４８番地の８ 株式会社コーケン 岡山市北区今保１４８番地の８ 平成28年6月15日 令和8年6月14日

大野　温史 822 号の01 日本気球工業 大阪市西淀川区姫里１丁目１８番２２号 平成28年6月15日 令和8年6月14日

株式会社ハイテクノ 824 号の01 代表取締役　廣田　佳幸 神戸市西区池上一丁目１３－１ 株式会社ハイテクノ 神戸市西区池上一丁目１３－１ 平成28年7月6日 令和8年7月5日

株式会社イーグル産業 825 号の01 代表取締役　深田　順市 埼玉県川越市的場一丁目２６番地８ 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 平成28年7月21日 令和8年7月20日

大英金属工芸株式会社 826 号 大阪市鶴見区今津北三丁目７番８号(住所不明） 大英金属工芸株式会社 大阪市鶴見区今津北三丁目７番８号 平成28年7月29日 令和3年7月28日

株式会社ニシヨシ 827 号の01 代表取締役　西田　吾一 奈良県五條市西吉野町宗川野５２番地 株式会社ニシヨシ 奈良県五條市西吉野町宗川野５２番地 平成28年8月10日 令和8年8月9日
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秋本建設株式会社 828 号の01 代表取締役　上田　憲人 奈良県五條市二見五丁目４番２号 秋本建設株式会社 奈良県五條市二見五丁目４番２号 平成28年8月10日 令和8年8月9日

有限会社一吾 829 号の01 取締役　西田　吾一 奈良県五條市西吉野町永谷２１５番地 有限会社一吾 奈良県五條市西吉野町永谷２１５番地 平成28年8月17日 令和8年8月16日

秋テック株式会社 830 号 代表取締役　髙瀬　維千華 和歌山市加納２８３番４ 秋テック株式会社 和歌山市加納２８３番４ 平成28年9月1日 令和3年8月31日

株式会社ザイマックスアルファ 831 号 代表取締役　吉本　健二 東京都中央区築地一丁目１３番１０号 株式会社ザイマックスアルファ 東京都中央区築地一丁目１３番１０号 平成28年9月1日 令和3年8月31日

株式会社アップロード・プランズ 832 号 代表取締役　道上　敦之 大阪市港区港晴四丁目１４番６号 株式会社アップロード・プランズ 大阪市港区港晴四丁目１４番６号 平成28年9月6日 令和3年9月5日

サンワテント株式会社 833 号 代表取締役　三本　満 大阪府高槻市富田町六丁目１番１７号 サンワテント株式会社 大阪府高槻市富田町六丁目１番１７号 平成28年9月8日 令和3年9月7日

834 号 ヒロタ工芸 大阪市大正区泉尾３丁目２２番１４号 平成28年9月21日 令和3年9月20日

株式会社江頭塗装工業 835 号 代表取締役　江頭　義内 奈良県葛城市葛木１５４番地４ 株式会社江頭塗装工業 奈良県葛城市葛木１５４番地４ 平成28年10月3日 令和3年10月2日

株式会社ブレイク 836 号の01 代表取締役　西村　泰明 大阪府東大阪市東鴻池町五丁目９－４１ 株式会社ブレイク 大阪府東大阪市東鴻池町五丁目９－４１ 平成28年10月3日 令和8年10月2日

株式会社日本道路案内標識 837 号の01 代表取締役　上田　寛明 愛知県豊川市八幡町足洗２０番地 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 平成28年10月24日 令和8年10月23日

フィールド・クラブ株式会社 838 号 代表取締役　河崎　紀行 北海道北広島市大曲工業団地四丁目１番地２ 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 平成28年11月1日 令和3年10月31日

中上　幸司 839 号 中松林業 奈良県吉野郡十津川村大字旭３０６番地の２ 平成28年11月28日 令和3年11月27日

株式会社原田鑿井設備工業所 840 号 代表取締役　原田　芳朗 奈良県大和郡山市筒井町９３３番地の１ 株式会社原田鑿井設備工業所 奈良県大和郡山市筒井町９３３番地の１ 平成28年12月5日 令和3年12月4日

株式会社マスター 841 号 代表取締役　新井　敏男 愛知県一宮市北今字定納２７番１ 株式会社マスター 愛知県一宮市北今字定納２７番１ 平成28年12月7日 令和3年12月6日

株式会社笠谷ｓｉｇｎ 842 号 代表取締役　笠谷　伸行 大阪市浪速区木津川二丁目１番１６号 株式会社笠谷ｓｉｇｎ 大阪市浪速区木津川二丁目１番１６号 平成28年12月9日 令和3年12月8日

株式会社中部 843 号 代表取締役　中藤　誠 名古屋市北区若鶴町２４５番地 株式会社中部大阪営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋一丁目３番４号 平成28年12月28日 令和3年12月27日

ホクカプロ株式会社 844 号 代表取締役　土田　茂善 福井市二の宮三丁目２６番１５号 ホクカプロ株式会社 福井市二の宮三丁目２６番１５号 平成28年12月28日 令和3年12月27日

株式会社平成美装 845 号 代表取締役　尾関　宗一郎 大阪府枚方市池之宮一丁目１３番２号 株式会社平成美装 大阪府枚方市池之宮一丁目１３番２号 平成29年1月23日 令和4年1月22日

有限会社三電社 846 号 取締役　松本　登雄 兵庫県尼崎市塚口本町一丁目１番１３号 有限会社三電社 兵庫県尼崎市塚口本町一丁目１番１３号 平成29年1月26日 令和4年1月25日

大倉　伸介 847 号 キンキ電装社 大阪府堺市堺区浅香山町３丁７番６号 平成29年1月31日 令和4年1月30日

木田　光雄 848 号 エムケイ広告 大阪府東大阪市三ノ瀬１丁目１番１９号 平成29年2月21日 令和4年2月20日

株式会社消費者工学研究所 849 号 代表取締役　入江　敦史 大阪市北区中之島６－２－４０（１４Ｆ） 株式会社消費者工学研究所 大阪市北区中之島６－２－４０（１４Ｆ） 平成29年2月20日 令和4年2月19日

ＳＨＹＯＫＥＮファシリティサービス株式会社 850 号 代表取締役　入江　敦史 大阪市中央区平野町三丁目１番８号 ＳＨＹＯＫＥＮファシリティサービス株式会社 大阪市中央区平野町三丁目１番８号 平成29年2月20日 令和4年2月19日

村島　良彦 851 号 ムラシマ工場 奈良県北葛城郡広陵町古寺４２６－１ 平成29年3月2日 令和4年3月1日

株式会社ジェイエスピー 852 号 代表取締役　渋谷　大一 東京都足立区入谷三丁目２番１３号 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 平成29年3月2日 令和4年3月1日

株式会社岡野工芸社 853 号 代表取締役　上田　伸一 大阪府吹田市南金田二丁目１９番１０号 株式会社岡野工芸社 大阪府吹田市南金田二丁目１９番１０号 平成29年3月8日 令和4年3月7日

ミツワ広告株式会社 854 号 代表取締役　奥谷　豊 大阪市北区西天満五丁目８番３号 ミツワ広告株式会社 大阪市北区西天満五丁目８番３号 平成29年3月22日 令和4年3月21日

有限会社エビスヤ 855 号 代表取締役　戎谷　尚人 大阪市住吉区大領五丁目６番３１号 有限会社エビスヤ 大阪市住吉区大領五丁目６番３１号 平成29年4月7日 令和4年4月6日

寺元　和孝 856 号 オーケー・ファクトリー 大阪市生野区林寺６－４－７ 平成29年4月7日 令和4年4月6日

株式会社大國 857 号 代表取締役　北川　雅詳 大阪市浪速区敷津東三丁目６番６号 株式会社大國 大阪市浪速区敷津東三丁目６番６号 平成29年4月24日 令和4年4月23日

株式会社ＺｉｌｌｉＯｎｅ 858 号 代表取締役　長田　健彦 奈良市学園大和町二丁目８１番地奈良西ビル４階 株式会社ＺｉｌｌｉＯｎｅ 奈良市学園大和町二丁目８１番地奈良西ビル４階 平成29年5月8日 令和4年5月7日

ユニット株式会社 859 号 代表取締役　黒田　雄一郎 東京都板橋区板橋二丁目３番２０号 ユニット株式会社大阪営業所 東大阪市長田中２－２－２７ 平成29年5月18日 令和4年5月17日

有限会社ニシデ 860 号 代表取締役　西出　悟 和歌山市久保丁四丁目３１番地 有限会社ニシデ 和歌山市久保丁四丁目３１番地 平成29年5月23日 令和4年5月22日

有限会社ミナミ工芸 862 号 代表取締役　南　成吉 大阪市旭区新森三丁目５番１号 有限会社ミナミ工芸 大阪市旭区新森三丁目５番１号 平成29年5月25日 令和4年5月24日

株式会社アニマート 863 号 代表取締役　松澤　一隆 大阪市北区芝田二丁目８－３１第三東洋ビル５Ｆ 株式会社アニマート 大阪市北区芝田二丁目８－３１第三東洋ビル５Ｆ 平成29年5月31日 令和4年5月30日

株式会社ニコニコ工芸社 864 号 代表取締役　高橋　清 大阪市都島区東野田町四丁目３番１９号 株式会社ニコニコ工芸社 大阪市都島区東野田町四丁目３番１９号 平成29年6月7日 令和4年6月6日

株式会社宣通 865 号 代表取締役　津田　郁夫 名古屋市東区東桜二丁目１６番２７号 株式会社宣通 名古屋市東区東桜二丁目１６番２７号 平成29年7月18日 令和4年7月17日

平本　淳 866 号 ラナサイン工芸 奈良県奈良市川上町８７３－１５８ 平成29年7月18日 令和4年7月17日

大吉　英俊 867 号 大吉堂建築計画処屋外広告処 大阪府高槻市城北町１－２－１０東洋ビル４Ｆ 平成29年7月28日 令和4年7月27日

ユニアークス株式会社 868 号 代表取締役　小林　亮 埼玉県坂戸市大字紺屋９２６番地 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7月28日 令和4年7月27日

ヤギカンバン株式会社 870 号 代表取締役　八木　耕作 福井県あわら市花乃杜二丁目１６番１５号 ヤギカンバン株式会社 福井県あわら市花乃杜二丁目１６番１５号 平成29年8月8日 令和4年8月7日

株式会社JVIS 871 号 代表取締役　細田　隆太郎 東京都八王子市叶谷町１０５５番地 株式会社JVIS大阪支社 大阪府堺市堺区南島町２－７４ 平成29年8月8日 令和4年8月7日

畠山建設株式会社 872 号 代表取締役　畠山　芳彦 奈良県五條市西吉野町和田４１５番地の１２ 畠山建設株式会社 奈良県五條市西吉野町和田４１５番地の１２ 平成29年8月10日 令和4年8月9日

増田　鉄生 873 号 エムティー・シー 大阪市平野区長吉出戸６－１４－７ 平成29年8月10日 令和4年8月9日

株式会社コスモサイン 874 号 代表取締役　村本　良一 大阪府東大阪市川俣一丁目１９番１８号 株式会社コスモサイン 大阪府東大阪市川俣一丁目１９番１８号 平成29年8月22日 令和4年8月21日

有限会社太田工芸社 875 号 代表取締役　太田　文男 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙２４００番地４６ 有限会社太田工芸社 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙２４００番地４６ 平成29年9月1日 令和4年8月31日

テックサイン株式会社 876 号 代表取締役　久下　篤 京都府宇治市南陵町二丁目１番地の４０ テックサイン株式会社 京都府宇治市南陵町二丁目１番地の４０ 平成29年9月6日 令和4年9月5日

日比　浩之 877 号 ミネ工芸 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町８５ 平成29年9月12日 令和4年9月11日

那木　高明 878 号 枚方テント 大阪府枚方市津田駅前１－２５－１０ 平成29年9月12日 令和4年9月11日

タケダ工芸株式会社 879 号 代表取締役　竹田　喜芳 京都府舞鶴市字森４１９番地の１ タケダ工芸株式会社 京都府舞鶴市字森４１９番地の１ 平成29年9月19日 令和4年9月18日

株式会社錦幸社 880 号 代表取締役　田中　尚夫 岐阜県可児郡御嵩町御嵩１３４２番地の７ 株式会社錦幸社 岐阜県可児郡御嵩町御嵩１３４２番地の７ 平成29年9月20日 令和4年9月19日

有限会社デプト 881 号 代表取締役　富原　章年 大阪市中央区瓦屋町二丁目１５番４号 有限会社デプト 大阪市中央区瓦屋町二丁目１５番４号 平成29年9月29日 令和4年9月28日

株式会社アド新大阪 882 号 代表取締役　小坂　克彦 大阪府大阪市北区南扇町１番１１号 株式会アド新大阪 大阪府大阪市北区南扇町１－１１ 平成29年10月19日 令和4年10月18日

株式会社プロテック 883 号 代表取締役　野間　広一 滋賀県草津市橋岡町６３番地１ 株式会社プロテック 滋賀県草津市橋岡町６３番地１ 平成29年10月27日 令和4年10月26日

株式会社内田洋行 884 号 代表取締役　大久保　昇 東京都中央区新川二丁目４番７号 株式会社内田洋行 東京都中央区新川二丁目４番７号 平成29年10月27日 令和4年10月26日

株式会社ＪＴＢアセットマネジメント 885 号 代表取締役　木村　岳志 東京都台東区上野一丁目１０番１２号 株式会社ＪＴＢアセットマネジメント西日本営業所 大阪市中央区船場中央２丁目１番 平成29年11月1日 令和4年10月31日

株式会社エー・ピー・エス 886 号 代表取締役　三浦　政和 山梨県南都留郡富士河口湖町船津５６７２番地の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 平成29年11月15日 令和4年11月14日

株式会社福嶋組 887 号 代表取締役　藤原　敎真 奈良県五條市野原西一丁目３番３０号 株式会社福嶋組 奈良県五條市野原西一丁目３番３０号 平成29年11月28日 令和4年11月27日

たけや興業株式会社 888 号 代表取締役　藤原　滿子 奈良県五條市野原西一丁目３番３０号 たけや興業株式会社 奈良県五條市野原西一丁目３番３０号 平成29年11月28日 令和4年11月27日

株式会社明輝 889 号 代表取締役　杉本　明美 奈良県五條市野原西一丁目３番３号 株式会社明輝 奈良県五條市野原西一丁目３番３号 平成29年11月29日 令和4年11月28日
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株式会社ナビス 890 号 代表取締役　中村　豪 京都市西京区大枝中山町７番地１３４ナビスビル４Ｆ 株式会社ナビス 京都市西京区大枝中山町７番地１３４ナビスビル４Ｆ 平成29年11月29日 令和4年11月28日

株式会社中造園 891 号 代表取締役　中　邦暁 奈良県葛城市忍海４３７番地の３３ 株式会社中造園西辻営業所 奈良県葛城市西辻３５２－１ 平成29年11月29日 令和4年11月28日

株式会社大池組 892 号 代表取締役　大池　一夫 奈良県五條市中之町５２２番地の１ 株式会社大池組 奈良県五條市中之町５２２番地の１ 平成29年12月8日 令和4年12月7日

サインリンク株式会社 893 号 代表取締役　寺島　直温 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上２６９８番地 サインリンク株式会社 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上２６９８番地 平成29年12月22日 令和4年12月21日

株式会社ＳＰＥＣ 894 号 代表取締役　竹林　学 東京都新宿区西新宿七丁目３番１０号２１山京ビル７０２号 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 平成29年12月27日 令和4年12月26日

株式会社車谷建設 895 号 代表取締役　皿谷　竹弥 奈良県吉野郡天川村大字洞川６３２番地の１ 株式会社車谷建設 奈良県吉野郡天川村大字洞川６３２番地の１ 平成29年12月27日 令和4年12月26日

坂本　久藏 896 号 坂本金属マーク製作所 奈良県磯城郡田原本町５６番地 平成30年1月16日 令和5年1月15日

株式会社Ｍｏｖｅｓ 897 号 代表取締役　大西　裕久 大阪市中央区内平野町二丁目２番１７号 株式会社Moves 大阪市中央区内平野町二丁目２番１７号 平成30年1月18日 令和5年1月17日

有限会社吉田鉄工 898 号 代表取締役　吉田　義宗 奈良県大和高田市春日町二丁目６番４１号 有限会社吉田鉄工 奈良県大和高田市春日町二丁目６番４１号 平成30年2月5日 令和5年2月4日

サンフレックス株式会社 899 号 代表取締役　長谷川　剛 大阪市平野区長吉長原西三丁目５番２号 サンフレックス株式会社 大阪市平野区長吉長原西三丁目５番２号 平成30年2月9日 令和5年2月8日

株式会社アーバン工房 900 号 代表取締役　原　清和 大阪市西区西本町二丁目１番４１号 株式会社アーバン工房 大阪市西区西本町二丁目１番４１号 平成30年2月19日 令和5年2月18日

木下　小百合 901 号 オレンジ看板 三重県名張市桔梗が丘西１ー１６７ 平成30年2月14日 令和5年2月13日

有限会社アトレ 902 号 代表取締役　宮本　亘隆 大阪市淀川区西宮原二丁目７番２８－１０１号 有限会社アトレ 大阪市淀川区西宮原二丁目７番２８－１０１号 平成30年3月23日 令和5年3月22日

株式会社ディーボックス 903 号 代表取締役　岡本　尚秀 大阪市天王寺区生玉前町５番３１号 株式会社ディーボックス 大阪市天王寺区生玉前町5－31 平成30年4月6日 令和5年4月5日

株式会社シェイプ 904 号 代表取締役　青柳　卓也 大阪府東大阪市小阪三丁目２番２９号KIDO八戸ノ里駅前ビル５階 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八戸ノ里駅前ビル５階 平成30年5月1日 令和5年4月30日

株式会社グリーンクロス 905 号 代表取締役　久保　孝二 福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号 株式会社グリーンクロス大阪支社 大阪市住之江区平林北２－７－１２７ 平成30年5月7日 令和5年5月6日

アバンギャルドフジコウ株式会社 906 号 代表取締役　伊藤　康司 名古屋市中川区篠原橋通三丁目４８番地 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 平成30年5月15日 令和5年5月14日

不二工芸株式会社 907 号 代表取締役　中筋　幹雄 大阪市大正区三軒家東二丁目１０番８号 不二工芸株式会社 大阪市大正区三軒家東二丁目１０番８号 平成30年5月31日 令和5年5月30日

有限会社Kクリエイト 908 号 代表取締役　永田　由衣子 兵庫県三田市八景町１００４番地１ 有限会社Kクリエイト 兵庫県三田市八景町１００４番地１ 平成30年6月14日 令和5年6月13日

株式会社アクティブ 909 号 代表取締役　西本　宗史 大阪市住之江区北加賀屋一丁目４番２６号９１２ 株式会社アクティブ 大阪市住之江区北加賀屋一丁目４番２６号９１２ 平成30年6月14日 令和5年6月13日

有限会社沖元工芸 910 号 代表取締役　沖元　健次 奈良県北葛城郡河合町大字城内４４４番地 有限会社沖元工芸 奈良県北葛城郡河合町大字城内444番地 平成30年6月18日 令和5年6月17日

株式会社ノムラプロダクツ 911 号 代表取締役　安田　匠 東京都港区台場二丁目３番５号 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6月28日 令和5年6月27日

株式会社スカイサインシステム 912 号 代表取締役　宇野　優 東京都豊島区東池袋一丁目４７番１３号池田ビル２０２号室 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30年7月5日 令和5年7月4日

奈良デコラ株式会社 913 号 代表取締役　三岡　祥之 奈良市神殿町５６６番地 奈良デコラ株式会社 奈良市神殿町５６６番地 平成30年7月12日 令和5年7月11日

東芝ビジネスエキスパート株式会社 914 号 代表取締役　長谷川　直人 横浜市港北区鳥山町５５５番地 東芝ビジネスエキスパート株式会社　ＴＢＬＳ事業統括部　建設・緑化事業部 横浜市港北区鳥山町５５５番地 平成30年7月12日 令和5年7月11日

合同会社スケッグ・ワン 915 号 代表社員　岡　慎一郎 大阪府寝屋川市萱島南町１１番４号 合同会社スケッグ・ワン 大阪府寝屋川市萱島南町１１番４号 平成30年7月12日 令和5年7月11日

大宝商工有限会社 916 号 代表取締役　俵本　尚司 奈良県葛城市大畑１９５番地１ 大宝商工有限会社 奈良県葛城市大畑195番地１ 平成30年8月8日 令和5年8月7日

栄和サインシステム株式会社 917 号 代表取締役　我孫子　周 北海道石狩市新港南二丁目７２１番地５ 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8月8日 令和5年8月7日

株式会社大宣企画 918 号 代表取締役　日根野谷　諒一 大阪府東大阪市大蓮北四丁目８番２３号 株式会社大宣企画 大阪府東大阪市大蓮北四丁目８番２３号 平成30年8月9日 令和5年8月8日

平田　正人 919 号 ワード 大阪市旭区新森１丁目２番１７号 平成30年8月17日 令和5年8月16日

株式会社優彩 920 号 代表取締役　　假屋　太郎 大阪府八尾市宮町五丁目６番６２号 株式会社優彩 大阪府八尾市宮町五丁目６番６２号 平成30年9月5日 令和5年9月4日

有限会社アートスクエアムラタ 921 号 取締役　村田　久志 大阪府東大阪市大蓮南五丁目８番３５号 有限会社アートスクエアムラタ 大阪府東大阪市大蓮南五丁目８番３５号 平成30年9月5日 令和5年9月4日

株式会社アイン 922 号 代表取締役　石塚　清尭 横浜市金沢区幸浦２－２２－１５ 株式会社アイン 横浜市金沢区幸浦２－２２－１５ 平成30年9月14日 令和5年9月13日

株式会社ＪＩＮ．ＰＬＡＮＮＩＮＧ 923 号 代表取締役　三井　仁 奈良県北葛城郡王寺町葛下一丁目８番４号 株式会社ＪＩＮ．ＰＬＡＮＮＩＮＧ 奈良県北葛城郡王寺町葛下一丁目８番４号 平成30年10月5日 令和5年10月4日

株式会社ウエダ美装 924 号 代表取締役　植田　勇太 大阪府東大阪市宝持二丁目２番３号 株式会社ウエダ美装 大阪府東大阪市宝持二丁目２番３号 平成30年10月18日 令和5年10月17日

宇田　昌文 925 号 大泉工芸 堺市堺区東雲西町４丁７番２０号 平成30年10月18日 令和5年10月17日

有限会社藤原工芸 926 号 代表取締役　藤原　伸夫 大阪府和泉市万町９４４番地 有限会社藤原工芸 大阪府和泉市万町９４４番地 平成30年10月23日 令和5年10月22日

阪神ネオン有限会社 927 号 取締役　前田　親孝 大阪府豊中市今在家町２１番３号 阪神ネオン有限会社 大阪府豊中市今在家町２１番３号 平成30年10月31日 令和5年10月30日

西里　利昭 928 号 西里塗装工業 奈良県香芝市下田西三丁目２番１８号 平成30年11月12日 令和5年11月11日

株式会社昭光社 929 号 代表取締役　前田　英幸 福岡市中央区荒戸三丁目６番２９号 株式会社昭光社 福岡市中央区荒戸三丁目６番２９号 平成30年12月12日 令和5年12月11日

中西　幸 930 号 五條ステンレス工業 大阪府東大阪市新庄１丁目１番６１号 平成30年12月17日 令和5年12月16日

菊川　和也 931 号 Ｋ’ｚ ＳＩＧＮ 奈良県橿原市上品寺町４４７番地の７ 平成30年12月26日 令和5年12月25日

株式会社ビーアンドピー 932 号 代表取締役　和田山　朋弥 大阪市西区江戸堀二丁目６番３３号 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30年12月28日 令和5年12月27日

株式会社アドクリ 933 号 代表取締役　小栗　智久 名古屋市守山区八反１番１３号 株式会社アドクリ 名古屋市守山区八反１番１３号 平成31年1月22日 令和6年1月21日

不二化成品株式会社 934 号 代表取締役　栁田　一男 静岡市清水区鳥坂３２７番１ 不二化成品株式会社 静岡市清水区鳥坂３２７番１ 平成31年2月1日 令和6年1月31日

𠮷中　京春 935 号 ヨシナカ工芸 奈良県奈良市六条西三丁目２番１７号 平成31年2月7日 令和6年2月6日

田村　貴子 936 号 スタジオエフエスジー 滋賀県栗東市小柿３丁目４－４０ 平成31年2月7日 令和6年2月6日

永本　仁述 937 号 さくら廣告 兵庫県尼崎市戸ノ内町３－６－４ 平成31年2月15日 令和6年2月14日

中野　圭三 938 号 株式会社ゼンリン奈良営業所 奈良市南京終町３丁目１５３８番地の４ 平成31年3月5日 令和6年3月4日

株式会社Ｈ＆Ｓ 939 号 代表取締役　相馬　恭子 大阪府堺市東区日置荘原寺町４７１番地１－Ｂ 株式会社Ｈ＆Ｓ 大阪府堺市東区日置荘原寺町４７１番地１－Ｂ 平成31年3月7日 令和6年3月6日

大和ハウス工業株式会社 940 号 代表取締役　芳井　敬一 大阪市北区梅田三丁目３番５号 本社 大阪市北区梅田三丁目３番５号 平成31年3月12日 令和6年3月11日

株式会社広告通信社 941 号 代表取締役　永見　信之 広島市中区中町８番１２号 株式会社広告通信社 広島市中区中町８番１２号 平成31年3月20日 令和6年3月19日

株式会社広成 942 号 代表取締役　吉田　一成 奈良市横井二丁目２７３番地の６ 株式会社広成 奈良市横井二丁目２７３番地の６ 平成31年4月5日 令和6年4月4日

山﨑　隆男 943 号 ＴＥＴＲＡ　ＳＩＧＮ 和歌山県御坊市湯川町財部１０１２番地５ 平成31年4月5日 令和6年4月4日

株式会社ヤマダ工芸 944 号 代表取締役　山田　勉 大阪府堺市堺区南陵町一丁２番８号 株式会社ヤマダ工芸 大阪府堺市堺区南陵町一丁２番８号 平成31年4月19日 令和6年4月18日

福田　健二 945 号 サインアートフクダ 令和1年5月8日 令和6年5月7日

株式会社門客舎 946 号 代表取締役　小田　親人 大阪市淀川区十三本町二丁目９番３－１１０３号 株式会社門客舎 大阪市淀川区十三本町二丁目９番３－１１０３号 令和1年5月14日 令和6年5月13日

有限会社浅井看板店 947 号 代表取締役　浅井　昭三 大阪市此花区西九条二丁目７番１９号 有限会社浅井看板店 大阪市此花区西九条二丁目７番１９号 令和1年5月17日 令和6年5月16日

株式会社バイタル 948 号 代表取締役　若林　達也 三重県津市半田１５３３番地６ 株式会社バイタル 三重県津市半田１５３３番地６ 令和1年5月21日 令和6年5月20日

大広サインズ株式会社 949 号 代表取締役　辻󠄀本　栄 大阪府摂津市南別府町７番１９号 大広サインズ株式会社 大阪府摂津市南別府町７番１９号 令和1年5月21日 令和6年5月20日

9



赤土　眞一 950 号 シン工芸 大阪市城東区天王田４番２４号 令和1年6月21日 令和6年6月20日

株式会社アイテック 951 号 代表取締役　一ノ瀬　啓介 東京都新宿区二十騎町２番２号 株式会社アイテック大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島六丁目３番３２号 令和1年6月21日 令和6年6月20日

多田　宅雄 952 号 多田宣伝 大阪市都島区中野町３丁目４番３号 令和1年6月27日 令和6年6月26日

株式会社キョーエイ・アド 953 号 代表取締役　南　安久 和歌山市中島９１番地の７ 株式会社キョーエイ・アド 和歌山市中島９１番地の７ 令和1年7月30日 令和6年7月29日

極東開発パーキング株式会社 954 号 代表取締役　栗山　裕章 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 極東開発パーキング株式会社 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 令和1年8月19日 令和6年8月18日

株式会社アドエース 955 号 代表取締役　悦　美子 兵庫県尼崎市名神町三丁目１５番１号 株式会社アドエース 兵庫県尼崎市名神町三丁目１５番１号 令和1年9月2日 令和6年9月1日

横井　順 956 号 横井 大阪市中央区南船場１－１３－１竹田ビル３Ｆ 令和1年9月10日 令和6年9月9日

株式会社マストキタノ 957 号 代表取締役　北野　浅太郎 大阪市東住吉区住道矢田八丁目１番２０号 株式会社マストキタノ 大阪市東住吉区住道矢田八丁目１番２０号 令和1年9月13日 令和6年9月12日

アイワ広告株式会社 958 号 代表取締役　小山　雅明 東京都町田市旭町一丁目２１番１４号 アイワ広告株式会社 東京都町田市旭町一丁目２１番１４号 令和1年9月17日 令和6年9月16日

株式会社ＧＸコーポレーション 959 号 代表取締役　大久　孝幸 東京都葛飾区東四つ木四丁目４４番１５号 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 令和1年9月27日 令和6年9月26日

河野　俊博 960 号 サインショップベアー 大阪府枚方市田口山３丁目１番６－２０２号 令和1年10月11日 令和6年10月10日

アイアサン株式会社 961 号 代表取締役　平出　海石 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 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 令和1年10月21日 令和6年10月20日

株式会社クレディサービス 962 号 代表取締役　呉島　元大 大阪府吹田市内本町一丁目１３番２号 株式会社クレディサービス 大阪府吹田市豊津町１－３０　江坂ビル６０２ 令和1年10月24日 令和6年10月23日

有限会社大栄企画 963 号 代表取締役　古舘　明夫 茨城県つくばみらい市絹の台五丁目１番１ 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 令和1年10月31日 令和6年10月30日

キングプリンティング株式会社 964 号 代表取締役　津村　武志 大阪府堺市堺区九間町西三丁１番３０号 キングプリンティング株式会社 大阪市西成区玉出西２丁目７番１６号 令和1年11月7日 令和6年11月6日

株式会社電通 965 号 代表取締役　五十嵐　博 東京都港区東新橋一丁目８番１号 株式会社電通東京本社 東京都港区東新橋一丁目８番１号 令和1年11月19日 令和6年11月18日

株式会社みづほ 966 号 代表取締役　岩間　祐司 名古屋市南区弥次ヱ町五丁目１２番地１９ 株式会社みづほ 名古屋市南区弥次ヱ町五丁目１２番地１９ 令和1年11月21日 令和6年11月20日

有限会社藤原工芸 967 号 取締役　藤原　健策 大阪府和泉市万町９４４番地 有限会社藤原工芸 大阪府和泉市万町９４４番地 令和1年12月2日 令和6年12月1日

株式会社ＩＣＨＩＫＥN 968 号 代表取締役　市山　慎一 奈良県北葛城郡上牧町米山台三丁目１番２３号 株式会社ＩＣＨＩＫＥＮ 奈良県北葛城郡上牧町米山台三丁目１番２３号 令和1年12月10日 令和6年12月9日

ファンファクトリー株式会社 969 号 代表取締役　平城　彰雄 大阪府摂津市安威川南町４番１３号 ファンファクトリー株式会社 大阪府摂津市安威川南町４番１３号 令和1年12月23日 令和6年12月22日

株式会社ソーエー 970 号 代表取締役　曽根　栄一郎 横浜市港北区鳥山町１２６１番地 株式会社ソーエー 横浜市港北区鳥山町１２６１番地 令和2年1月6日 令和7年1月5日

サンプロダクト株式会社 971 号 代表取締役　山田　真吾 名古屋市昭和区安田通七丁目１０番地の２ サンプロダクト株式会社 名古屋市昭和区安田通七丁目１０番地の２ 令和2年1月7日 令和7年1月6日

有限会社アド・サイン 972 号 代表取締役　鹿沼　伊佐夫 京都市中京区西ノ京左馬寮町２１番地２３ 有限会社アド・サイン 京都市中京区西ノ京左馬寮町２１番地２３ 令和2年1月16日 令和7年1月15日

株式会社ハヤシコーポレーション 973 号 代表取締役　林　秀則 大阪府枚方市池之宮四丁目１１番５号 株式会社ハヤシコーポレーション 大阪府枚方市池之宮四丁目１１番５号 令和2年1月17日 令和7年1月16日

ひばり広告株式会社 974 号 代表取締役　山本　慶一 兵庫県宝塚市雲雀丘三丁目１３番１号 ひばり広告株式会社 兵庫県宝塚市雲雀丘三丁目１３番１号 令和2年1月17日 令和7年1月16日

株式会社アルト舎 975 号 代表取締役　中　利住 奈良県葛󠄀城市忍海４３７番地３２ 株式会社アルト舎 奈良県葛󠄀城市忍海４３７番地３２ 令和2年1月28日 令和7年1月27日

株式会社ソンザイクリエイト 976 号 代表取締役　庄司　裕樹 東京都港区東新橋二丁目１０番７号２Ｆ 株式会社ソンザイクリエイト 東京都港区東新橋二丁目１０番７号２Ｆ 令和2年2月5日 令和7年2月4日

朝日　幸夫 977 号 サン工芸 和歌山県田辺市上の山２丁目１５－４０ 令和2年2月20日 令和7年2月19日

株式会社野崎商店 978 号 代表取締役　野崎　尚利 奈良市東向北町２５番地 株式会社野崎商店 奈良市東向北町２５番地 令和2年2月20日 令和7年2月19日

株式会社創基 979 号 代表取締役　東　基次 大阪府守口市寺方錦通四丁目８番６号 株式会社創基 大阪府守口市寺方錦通四丁目８番６号 令和2年2月20日 令和7年2月19日

株式会社アドホック 980 号 代表取締役　喜多　徳幸 和歌山県新宮市三輪崎１１５２番地の３ 株式会社アドホック 和歌山県新宮市三輪崎１１５２番地の３ 令和2年2月20日 令和7年2月19日

谷向　稔 981 号 アトミック 奈良県五條市今井町９０３番地の１ 令和2年3月5日 令和7年3月4日

株式会社グランド工房 982 号 代表取締役　溝口　武嗣 岐阜県大垣市新長沢町五丁目２番地の２ 株式会社グランド工房 岐阜県大垣市新長沢町五丁目２番地の２ 令和2年3月5日 令和7年3月4日

株式会社日動サクセス 983 号 代表取締役　岩井　高広 大阪市西区西本町一丁目７番８号 株式会社日動サクセス 大阪市西区西本町一丁目７番８号 令和2年3月5日 令和7年3月4日

984 号 西島工芸 大阪府堺市南区泉田中２５４－３ 令和2年3月11日 令和7年3月10日

株式会社ＷＡＯＨ 985 号 代表取締役　桑原　克也 埼玉県越谷市相模町二丁目２７６番地２ 株式会社ＷＡＯＨ 埼玉県越谷市相模町二丁目２７６番地２ 令和2年3月18日 令和7年3月17日

株式会社シンコー 986 号 代表取締役　見山　高幸 奈良市柏木町３５５番地の４ 株式会社シンコー 奈良市柏木町３５５番地の４ 令和2年4月13日 令和7年4月12日

株式会社アルファ・クラフト 987 号 代表取締役　永瀬　昌昭 兵庫県姫路市南今宿８－３０ 株式会社アルファ・クラフト 兵庫県姫路市南今宿８－３０ 令和2年4月15日 令和7年4月14日

988 号 代表取締役　木原　茂喜 東京都大田区南六郷二丁目２６番３号 東京都大田区南六郷二丁目２６番３号 令和2年4月15日 令和7年4月14日

株式会社マノサリー 989 号 代表取締役　谷村　全功 大阪府堺市北区東雲東町一丁１番１４号３階 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３階 令和2年5月12日 令和7年5月11日

株式会社グッドウィルサービス 990 号 代表取締役　小畑　昭 大阪府貝塚市名越１１３９番地の１ 株式会社グッドウィルサービス 大阪府貝塚市名越１１３９番地の１ 令和2年5月20日 令和7年5月19日

株式会社エヌビーアール社 991 号 代表取締役　山本　洋次 大阪府堺市西区山田二丁４１番地 株式会社エヌビーアール社 大阪府堺市西区山田二丁４１番地 令和2年5月26日 令和7年5月25日

株式会社ファースト 992 号 代表取締役　小浪　章子 和歌山市塩ノ谷２５６番地 株式会社ファースト 和歌山市塩ノ谷２５６番地 令和2年5月26日 令和7年5月25日

株式会社アド・フロック 993 号 代表取締役　野田　明宏 大阪市北区長柄東二丁目８番３６号 株式会社アド・フロック 大阪市北区長柄東二丁目８番３６号 令和2年5月26日 令和7年5月25日

旭巧芸株式会社 994 号 代表取締役　長谷川　剛志 大阪府枚方市長尾谷町一丁目５３番１号 旭巧芸株式会社 大阪府枚方市長尾谷町一丁目５３番１号 令和2年6月1日 令和7年5月31日

株式会社宣広社 995 号 代表取締役　神藤　正生 大阪府泉南市樽井二丁目１６番１２号 株式会社宣広社 大阪府泉南市樽井二丁目１６番１２号 令和2年6月1日 令和7年5月31日

株式会社ジュウゴ 996 号 代表取締役　吉村　一悟 奈良県橿原市北妙法寺町６９４番地 株式会社ジュウゴ 奈良県橿原市北妙法寺町６９４番地 令和2年6月1日 令和7年5月31日

株式会社文栄堂エッチング 997 号 代表取締役　塚本　勝幸 大阪市天王寺区寺田町二丁目３番５号 株式会社文栄堂エッチング 大阪市天王寺区寺田町二丁目３番５号 令和2年6月16日 令和7年6月15日

ウチノ看板関西株式会社 998 号 代表取締役　岡村　輝彦 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字金井谷１番地１３ 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2年6月18日 令和7年6月17日

スリーエムジャパン株式会社 999 号 代表取締役　宮崎　裕子 東京都品川区北品川六丁目７番２９号 スリーエムジャパン株式会社東京支店 東京都千代田区西神田３－８－１ 令和2年7月15日 令和7年7月14日

梶谷　智幸 1000 号 ケイアート 奈良県橿原市醍醐町３６５番地の６ 令和2年7月22日 令和7年7月21日

有限会社美彩 1001 号 取締役　五十嵐　利春 千葉県流山市野々下二丁目４番地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2年8月13日 令和7年8月12日

株式会社ジールネット 1002 号 代表取締役　大島　克俊 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 株式会社ジールネット埼玉営業所 埼玉県川口市西川口６丁目１－８第三荻島ビル 令和2年8月13日 令和7年8月12日

大嘉産業株式会社 1003 号 代表取締役　笠井　一宏 大阪市西区立売堀四丁目６番９号 大嘉産業株式会社大阪支店保安資材グループ 大阪府摂津市千里丘７丁目６番２７号 令和2年8月13日 令和7年8月12日

株式会社レガーロ 1004 号 代表取締役　高倉　博 東京都世田谷区船橋七丁目７番８号 株式会社レガーロ東京営業所 東京都世田谷区千歳台３－３－１６ＨＮ千歳台ビル２階 令和2年8月13日 令和7年8月12日

株式会社グローリクリエーション 1005 号 代表取締役　我那覇　美智子 大阪市鶴見区諸口五丁目浜１３番３８号 株式会社グローリクリエーション 大阪市鶴見区諸口五丁目浜１３番３８号 令和2年8月28日 令和7年8月27日

デコラティブシステム株式会社 1006 号 代表取締役　鶴見　芳令 大阪府吹田市岸部南三丁目６番１５号 デコラティブシステム株式会社大阪本社 大阪府吹田市岸部南三丁目６番１５号 令和2年8月28日 令和7年8月27日

株式会社ＮＤＳ 1007 号 代表取締役　中野　聡 大阪府寝屋川市葛原一丁目３１番１９号 株式会社ＮＤＳ 大阪府寝屋川市葛原一丁目３１番１９号 令和2年9月3日 令和7年9月2日

合同会社サインアソシエイツ 1008 号 代表社員　吉留　浩徳 兵庫県宝塚市高司三丁目６番３０号 合同会社サインアソシエイツ 兵庫県宝塚市高司三丁目６番３０号 令和2年10月9日 令和7年10月8日

石原　寛之 1009 号 ｈｉｒｏ　ｓｉｇｎ 大阪市淀川区三国本町１－１１－６メゾン岡本１０１ 令和2年10月9日 令和7年10月8日
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株式会社堺博光社 1010 号 代表取締役　松林　泰弘 大阪府堺市堺区南陵町三丁４番１号 株式会社堺博光社高砂営業所 大阪府堺市堺区高砂町２丁７５－２ 令和2年10月21日 令和7年10月20日

株式会社アデスト 1011 号 代表取締役　鈴木　誠 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 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2年10月21日 令和7年10月20日

北川　明夫 1012 号 北川プラスチック 兵庫県姫路市町田１６６番地２５ 令和2年10月27日 令和7年10月26日

有限会社アイコム 1013 号 代表取締役　角野　繁夫 大阪府高石市千代田三丁目１４－９ 有限会社アイコム 大阪府高石市千代田三丁目１４－９ 令和2年11月16日 令和7年11月15日

大仁田　利哉 1014 号 大和工芸 三重県伊賀市西明寺６７８番地の４ 令和2年11月30日 令和7年11月29日

Ｖｉｓｔａ　Ｊａｐａｎ株式会社 1015 号 代表取締役　渡辺　英樹 大阪市鶴見区中茶屋一丁目５番１１号 Ｖｉｓｔａ　Ｊａｐａｎ株式会社大阪本社 大阪市東淀川区東中島２－８－８ワークステーション新大阪５Ｆ 令和2年11月30日 令和7年11月29日

瀧根　光晴 1016 号 SignOffice晴 大阪府高槻市大和１丁目３番８号 令和2年12月22日 令和7年12月21日

株式会社エス・ピー・エース 1017 号 代表取締役　竹内　豊 大阪市中央区南船場二丁目３番４号日宝長堀ビル７階 株式会社エス・ピー・エース 大阪市中央区南船場二丁目３番４号日宝長堀ビル７階 令和2年12月22日 令和7年12月21日

ヤスオカ株式会社 1018 号 代表取締役　安岡　昌雄 大阪市浪速区幸町三丁目８番１６号 ヤスオカ株式会社 大阪市浪速区幸町三丁目８番１６号 令和3年1月7日 令和8年1月6日

小野　高徳 1019 号 nes 大阪市中央区備後町３丁目１番２号　NIPPOアトラスビル３F－F号 令和3年1月25日 令和8年1月24日

矢田　晴彦 1020 号 店舗活性化センター 大阪市中央区玉造１丁目４番１４－１００３号 令和3年1月25日 令和8年1月24日

飛鳥　賢司 1021 号 ロイヤルマネージャー 奈良県香芝市五位堂五丁目３９番地 令和3年2月3日 令和8年2月2日

株式会社理広 1022 号 代表取締役　國府　秀人 京都市伏見区桃山与五郎町１番地の２３５ 株式会社理広 京都市伏見区桃山与五郎町１番地の２３５ 令和3年2月16日 令和8年2月15日

アン・クリエーション株式会社 1023 号 代表取締役　本多　秀朗 名古屋市中区千代田三丁目１５番８号 アン・クリエーション株式会社 名古屋市中区千代田三丁目１５番８号 令和3年2月26日 令和8年2月25日

株式会社アドプラス 1024 号 代表取締役　谷口　幸広 三重県四日市市東富田町２６番１９号 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3年2月26日 令和8年2月25日

古川　雄志 1025 号 スチールアーツ 兵庫県姫路市町坪南町２９番地 令和3年3月3日 令和8年3月2日

株式会社タックフィールド 1026 号 代表取締役 野上　卓三 大阪府岸和田市田治米町４４４番地の２ 株式会社タックフィールド 大阪府岸和田市田治米町４４４番地の２ 令和3年3月11日 令和8年3月10日

積水ハウス株式会社 1027 号 代表取締役 仲井　嘉浩 大阪市北区大淀中一丁目１番８８号 積水ハウス株式会社京滋奈シャーメゾン支店 京都市中京区烏丸通御池下る梅屋町３５８番地 令和3年3月11日 令和8年3月10日

株式会社キワプランニング 1028 号 代表取締役　橋本　淳一 大阪府豊中市上野東一丁目５番１６号 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 令和3年3月17日 令和8年3月16日

株式会社ダイセン 1029 号 代表取締役　池添　裕司 高知市七ツ渕８２４番地 株式会社ダイセン 高知市七ツ渕８２４番地 令和3年3月17日 令和8年3月16日

株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ　Ｋｏｕｓｙａ 1030 号 代表取締役　竹本　和夫 広島市西区商工センター六丁目６番２７号 株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ　Ｋｏｕｓｙａ 広島市西区商工センター六丁目６番２７号 令和3年4月13日 令和8年4月12日

木本　旭 1031 号 旭企画 奈良県吉野郡吉野町大字志賀９２３番地 令和3年6月9日 令和8年6月8日

株式会社アイ・メイク 1032 号 代表取締役　今村　文彦 大阪市中央区南船場二丁目１０番２１号日宝サンキュービル４階 株式会社アイ・メイク 大阪市中央区南船場二丁目１０番２１号日宝サンキュービル４階 令和3年6月9日 令和8年6月8日

ジーク株式会社 1033 号 代表取締役　湯淺　圭一 京都市南区吉祥院新田弐ノ段町３３番地 ジーク株式会社 京都市南区吉祥院新田弐ノ段町３３番地 令和3年6月11日 令和8年6月10日

株式会社アドセイコー 1034 号 代表取締役　木村　洋昌 大阪市天王寺区上本町九丁目５番１２－２０１号 株式会社アドセイコー東大阪営業所 大阪府東大阪市楠根２－１１－２１ 令和3年7月14日 令和8年7月13日

株式会社東晃製作所 1035 号 代表取締役　東阪　昇 奈良県生駒市北田原町１１３２番地１２ 株式会社東晃製作所 奈良県生駒市北田原町１１３２番地１２ 令和3年8月13日 令和8年8月12日

マクテック株式会社 1036 号 代表取締役　川邊　ひとみ 大阪市平野区長吉長原四丁目１１番２０号 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3年8月13日 令和8年8月12日

株式会社坂内造園土木 1037 号 代表取締役　坂内　隆太 奈良市窪之庄町３５４番地 株式会社坂内造園土木奈良営業所 奈良市窪之庄町１３７－１ 令和3年8月13日 令和8年8月12日
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