
福山市屋外広告業者登録簿

登録番号 登録有効期限 商号又は名称 営業所の名称 郵便番号 営業所の所在地
営業所の
電話番号

第A08-166号 2024. 1. 4 鞆鉄道 株式会社 鞆鉄道 株式会社 720-0835 広島県福山市佐波町１９７－１ (084)952-3700

第A12-263号 2022. 3.27 株式会社 イトーキ 株式会社イトーキ　建材事業本部東日本設計監理部 104-0045 東京都中央区築地７－１７－１ (03)3546-7051

第A14‐32１号 2025. 2. 8 タカオ株式会社 タカオ株式会社 720‐0004 福山市御幸町大字中津原１７８７番地の１ (084)955-1275

第A14‐322号 2025. 2. 9 株式会社　大阪オリコミ 株式会社　大阪オリコミ 545‐0011 大阪市阿倍野区昭和町２－５－２ (06)6621-1481

第A14‐327号 2025. 3.22 中井　博 フェイスウォッシュ 710‐0833 岡山県倉敷市西中新田３４４ (086)426‐1017

第A15‐330号 2025. 5.26 株式会社　倉敷看板 株式会社　倉敷看板 710-0031 岡山県倉敷市有城６６５－１ (086)428-3117

第A15‐336号 2025. 9.15 株式会社　ケンセン 株式会社　ケンセン 336-0964 埼玉県さいたま市緑区東大門２丁目２番１９号 （048）878-0700

第A15‐345号 2021. 2.15 株式会社　ジーナス 株式会社　ジーナス 561-0858 大阪府豊中市服部西町三丁目１４番１号 (06)6152-8067

第A15‐347号 2026.2.17 内外建設株式会社 内外建設株式会社 104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目２０番８号 (03)6222-3711

第A15‐347号 2026.2.17 内外建設株式会社 内外建設株式会社　大阪支社 541-0053 大阪府大阪市中央区本町二丁目３番１４号 （06）6263-3051

第A16‐354号 2021.10.20 株式会社　HOT SIGNS 株式会社　HOT SIGNS 664-0839 兵庫県伊丹市桑津３－４－２６ （072）787-7107

第Ａ17-370号 2022. 7.27 株式会社　小川工作所 株式会社　小川工作所 700-0025 岡山県岡山市北区寿町3-19 (0869252-5051

第A17‐373号 2022. 8.16 株式会社　パブリシティ創源 株式会社　パブリシティ創源 790-0934 愛媛県松山市居相二丁目７番５号 (089)964-0330

第Ａ17‐381号 2022.12. 5 エムーメディア株式会社 エムーメディア株式会社 827-0002 福岡県田川郡川崎町大字池尻４０３－１－２Ｆ （0947）88-5600

第Ａ17‐383号 2022.12. 7 株式会社　クラフト． 株式会社　クラフト． 711-0907 岡山県倉敷市児島上の町４丁目１４番１８－１１号 （086）239-7823

第Ａ17‐385号 2023. 1.22 看板のマツイ　有限会社 看板のマツイ有限会社 720-0072 福山市吉津町１２番１８号 （084）931-2071

第Ａ18-397号 2023.10.30 有限会社　ウイングアート 有限会社　ウイングアート 720-2124 福山市神辺町川南９３２－１ (084)963-6171

第Ａ18-402号 2024. 3. 4 有限会社　瀬戸内塗料商会 有限会社　瀬戸内塗料商会 720-0311 福山市沼隈町大字草深２１３９番地４ (084)987-2250

第Ａ20-404号 2025.7.30 アド・エースアート株式会社 アド・エースアート株式会社 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本一丁目8番10号 (06)6302-9084

２０２３年（令和５年）４月１日現在
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第Ａ20-405号 2025.8.5 株式会社てつでん 株式会社てつでん 561-0807 大阪府豊中市原田中一丁目７番５５号 (06)6841-2212

第Ａ20-406号 2026.3.24 有限会社コア 有限会社コア 803-0861 福岡県北九州市小倉北区熊谷三丁目１３－８ (093)583-8288

第Ａ21-407号 2026.6.6 株式会社ポップヤマシタ 株式会社ポップヤマシタ 714-0022 岡山県笠岡市今立２４０５ (0865)69-6510

第Ａ21-408号 2027.2.6 有限会社BEATLE 有限会社BEATLE 556-0014
大阪府大阪市西成区南開一丁目４－７
Y・Sビル

(06)6633-1690

第A22-455号 2027.4.17 狩野　泰司 狩野　泰司 720-0082 福山市川口町五丁目１５－１５－４ (080)1902-3786

第A22-467号 2027.10.6 株式会社フォーエバー 株式会社フォーエバー 720-0818 福山市西桜町一丁目６番２号 (084)983-0541

第A22-468号 2027.10.30 株式会社アクロス広告社 株式会社アクロス広告社 812-0875 福岡県福岡市博多区新和町二丁目１番３５号 (092)571-8671

第A22-477号 2028.2.6 株式会社東讃広告社 株式会社東讃広告社 769-2101 香川県さぬき市志度４２２番地７ (087)894-0061

第B07-10号 2022. 9.13 有限会社 オッフル 有限会社 オッフル 733-0876 広島県広島市西区高須台４－２－１１ (082)273-1476

第B07-11号 2027.7.25 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 542-0081
大阪府大阪市中央区南船橋４－１１－１９
心斎橋鉃田ビル

(06)6244-1661

第B07-12号 2022. 5.28 有限会社 久保工房 有限会社 久保工房 大林営業所 731-0201 広島県広島市安佐北区大林３－１５－４ (082)810-5737

第B07-13号 2027.8.16 有限会社　ゴトウ工房 有限会社　ゴトウ工房 721-0975 福山市西深津町五丁目７－２１ (084)923-3585

第B07-15号 2027.9.2 株式会社コウケン 株式会社コウケン 731-5106 広島県広島市佐伯区利松３－２９－１９ (082)926-2688

第B07-16号 2027.6.7 オリオンセールスプロモーション株式会社 オリオンセールスプロモーション株式会社　東京本社 104-0044 東京都中央区明石町３番３号 (03)3543-6231

第B07-16号 2027.6.7 オリオンセールスプロモーション株式会社 オリオンセールスプロモーション株式会社　中四国支社 730-0851 広島県広島市中区榎町４－３　ファイブビル２階 (082)294-7233

第B07-17号 2027.4.26 株式会社　備広 株式会社　備広　関東営業部（本社） 103-0004
東京都中央区東日本橋三丁目７番１２号
備広東日本橋ビル

(03)5652-0761

第B07-17号 2027.4.26 株式会社　備広 株式会社　備広　関西営業部 532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島七丁目７番１号
備広新大阪ビル

(06)6304-2518

第B07-17号 2027.4.26 株式会社　備広 株式会社　備広　中四国営業部 720-0065 福山市東桜町１－４３　福山駅前ビル (084)921-2300

第B07-17号 2027.4.26 株式会社　備広 株式会社　備広　広島営業所 730-0024
広島県広島市中区西平塚町２番４号
備広広島ビル

(082)246-3131
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第B07-17号 2027.4.26 株式会社　備広 株式会社　備広　九州営業部 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

第B07-18号 2022. 9.30 有限会社 アイディー 有限会社 アイディー 721-0973 福山市南蔵王町１－５－５０ (084)927-0414

第B07-19号 2027.6.12 株式会社　古川広告社 株式会社　古川広告社 577-0827 大阪府東大阪市衣摺六丁目１番２８号 (06)6727-0601

第B07-20号 2027. 4.19 ウチノ看板株式会社 ウチノ看板株式会社 359-1164 埼玉県所沢市三ヶ島一丁目２３番地の２ (04)2947-8888

第B07-21号 2027.5.28 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 963-0725 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地 (024)944-0088

第B07-22号 2022.10.16 渡辺　軍治 ワタナベ工房 720-0077 福山市南本庄４－３－２６ (084)923-6222

第B07-23号 2027.8. 2 有限会社　広本看板 有限会社　広本看板 720-0013 福山市千田町大字千田２５９５番地２ (084)982-6142

第B07-25号 2022. 4.15 株式会社　日宣 株式会社　日宣 720-1261 福山市芦田町上有地１２９－１１ (084)958-4515

第B07-27号 2028.1.14 株式会社　東宣エイディ 株式会社　東宣エイディ　東京本社 103-0027
東京都中央区日本橋二丁目２－２１
日本橋二丁目ビル２階

(03)6225-2321

第B07-27号 2028.1.14 株式会社　東宣エイディ 株式会社　東宣エイディ　岡山営業所 703-8245 岡山県岡山市中区藤原７３－８－２０３ (086)206-1115

第B07-28号 2027.5.6 株式会社　コーケン 株式会社　コーケン 701-0145 岡山県岡山市北区今保１４８番地の８ (086)243-5573

第B07-29号 2022. 4.10 株式会社　坂本美工 株式会社　坂本美工 734-0034 広島県広島市南区丹那町１５－２０ (082)255-7511

第B07-30号 2027.5.6 三共ディスプレイ株式会社 廿日市本社 738-0021 広島県廿日市市木材港北７－１７ (0829)32-8757

第B07-30号 2027.5.6 三共ディスプレイ株式会社 東京支店 171-0014 東京都豊島区池袋２－２３－２４ (03)5954-7675

第B07-30号 2027.5.6 三共ディスプレイ株式会社 大阪営業所 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原１－８－２９ (06)6396-3347

第B07-32号 2022. 8.28 有限会社　山広美工 有限会社　山広美工 737-2502 広島県呉市安浦町三津口１－２－１３ (0823)84-5751

第B07-33号 2027.8.16 株式会社キクテック 株式会社キクテック　広島営業所 732-0055 広島県広島市東区東蟹屋町１６番３号 (082)263-0561

第B07-37号 2022. 9. 5 有限会社　キャリー工房 有限会社　キャリー工房 720-0093 福山市郷分町８３４－１ (084)949-1300

第B07-38号 2027.12.10 株式会社ブレイン 株式会社ブレイン 721-0908 福山市春日町吉田９９９－１ (084)941-0514
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第B07-39号 2027.9.19 長田広告株式会社 長田広告株式会社　福山営業所 720-0092 福山市山手町一丁目１６－３０ 084-951-9535

第B07-41号 2022. 4.11 株式会社　ザ・ヒロコー 株式会社 ザ・ヒロコー 734-0022 広島県広島市南区東雲２－１６－１６ (082)282-7430

第B07-43号 2027.6.7 株式会社　枝広工芸 株式会社　枝広工芸 720-0825 福山市沖野上町五丁目４－１５ (084)921-4610

第B07-45号 2028.2.3 株式会社ＨＹ－システム 株式会社ＨＹ－システム 613-0036 京都府久世郡久御山町田井西荒見９０番地２ (0774)46-4500

第B07-46号 2023. 1.29 神保　研治 ジェイ・プラント 250-0003 神奈川県小田原市東町１－２５－７ (0465)35-5081

第B07-47号 2027.4.23 株式会社　カネミツ工芸 株式会社　カネミツ工芸 733-0024 広島県広島市西区福島町二丁目１９－１９ (082)294-8861

第B07-48号 2027.5.6 株式会社アドプレックス 株式会社アドプレックス 730-0847 広島県広島市中区舟入南一丁目１－１８ (082)232-4281

第B07-49号 2022.10.23 亀川 忠善 カメガワ・カンバン 720-0012 福山市横尾町２－１８－６ (084)955-4644

第B07-51号 2027.9.24 有限会社　共栄 有限会社　共栄 731-0231 広島県広島市安佐北区亀山三丁目２０番１２号 (082)814-0816

第B07-52号 2022. 5. 9 株式会社　和田工房 株式会社　和田工房 733-0002 広島県広島市西区楠木町３－１４－２５ (082)237-3981

第B07-53号 2027.7.30 有限会社　門田看板 有限会社　門田看板 726-0003 広島県府中市元町２０８－８ (0847)45-6741

第B07-54号 2027.9.2 株式会社アド秋田 株式会社アド秋田 010-0802 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前８番地８ (018)864-1504

第B07-55号 2023. 1.20 株式会社　サクラギ 株式会社　サクラギ 733-0804 広島県広島市西区山手町７－３ (082)291-1170

第B07-57号 2027. 7.25 株式会社　大広西日本 株式会社　大広西日本 730-0051 広島県広島市中区大手町三丁目７番５号 (082)545-7420

第B07-60号 2022. 9.26 株式会社 フジデザイン 工房 株式会社 フジデザイン 工房 721-0941 福山市引野町北５－８－１２ (084)941-4518

第B07-61号 2027.4.10 株式会社ニュー・アート 株式会社ニュー・アート 730-0049 広島県広島市中区南竹屋町９番４号 (082)241-1898

第B07-63号 2027.6.19 朝日エティック株式会社 朝日エティック株式会社　広島支店 730-0802
広島県広島市中区本川町２－６－５
相生橋ＫＭビル７階

(082)532-2411

第B07-65号 2028.3.5 竹森工芸株式会社 竹森工芸株式会社 700-0941 岡山県岡山市北区青江四丁目２２番１０号 (086)225-4851

第B07-67号 2028.3.2 株式会社　Ｔ＆Ｔアド 株式会社　Ｔ＆Ｔアド　本社 104-0032
東京都中央区八丁堀２－２５－１０
三信八丁堀ビル

(03)3552-5071
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第B07-67号 2028.3.2 株式会社　Ｔ＆Ｔアド 株式会社　Ｔ＆Ｔアド　名古屋支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－２０－８ (052)211-5885

第B07-67号 2028.3.2 株式会社　Ｔ＆Ｔアド 株式会社　Ｔ＆Ｔアド　大阪支社 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町１－１２－４ (06)7179-9900

第B07-68号 2027.9.24 株式会社　日本彫刻工芸 株式会社　日本彫刻工芸 734-0014 広島県広島市南区宇品西二丁目６番２７－６号 (082)250-8883

第B07-69号 2028.3.11 西松建設株式会社 西松建設株式会社　中国支店 730-8589 広島県広島市中区国泰寺町二丁目２番２８号 (082)247-3259

第B07-72号 2027.10.23 株式会社読売広告社 株式会社読売広告社　本社 107-6105 東京都港区赤坂五丁目２番２０号 （03）5544-7106

第B07-72号 2027.10.23 株式会社読売広告社 株式会社読売広告社　関西支社 541-0051
大阪府大坂市中央区備後町４－１－３
御堂筋三井ビル８Ｆ

(06)6205-7500

第B07-73号 2028.3.25 株式会社　双葉店飾社 株式会社　双葉店飾社 700-0951 岡山県岡山市北区田中１２６－１０１ (086)244-1133

第B07-203号 2027.6.12 株式会社デザインアーク 大阪本店 550-0011
大阪府大阪市西区阿波座一丁目５番１６号
大和ビル

(06)6536-6111

第B07-203号 2027.6.12 株式会社デザインアーク 東京本店 102-0072 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番２号 (03)5214-2370

第B07-2号 2022. 9.27 巣守金属工業　株式会社 巣守金属工業　株式会社 734-0013 広島県広島市南区出島１－３４－７ (082)251-8307

第B07-3号 2027. 4.10 株式会社　共美工芸 株式会社　共美工芸 733-0034 広島県広島市西区南観音町１２－５ (082)294-3331

第B07-4号 2027.11.29 広陽産業　株式会社 広陽産業　株式会社 720-0821 福山市東川口町二丁目１０番７号 (084)953-0526

第B07-5号 2027.6.7 小林　和夫 看板コバヤシ 720-1622 広島県神石郡神石高原町近田１１３１－２ (0847)82-2518

第B07-6号 2027.9.27 株式会社　昭和ネオン 株式会社　昭和ネオン　広島営業所 730-0011 広島県広島市中区基町１２番８号 (082)227-2821

第B07-7号 2027.4.10 𠮷元建設　株式会社 𠮷元建設　株式会社 720-1132 福山市駅家町大字倉光５９６番地の２ (084)976-3913

第B07-8号 2027.10.30 有限会社　彩光社 有限会社　彩光社 729-0141 広島県尾道市高須町５６５５番地 (0848)46-0894

第B07-9号 2027.4.10 株式会社　中村工社 株式会社　中村工社 730-0826 広島県広島市中区南吉島一丁目２番１４号 (082)245-3108

第B08-74号 2028.3.23 株式会社　プログレスコーポレーション 株式会社　プログレスコーポレーション 731-0201 広島県広島市安佐北区大林一丁目１５－８ (082)818-1360

第B08-78号 2027.5.6 株式会社　山陽工房 株式会社　山陽工房 710-0038 岡山県倉敷市新田２３９３番地２ (086)430-2323



福山市屋外広告業者登録簿

登録番号 登録有効期限 商号又は名称 営業所の名称 郵便番号 営業所の所在地
営業所の
電話番号

２０２３年（令和５年）４月１日現在

第B08-80号 2028.3.25 河野　義政 かんばんコウノ 721-0942 福山市引野町１－２５－３９ (084)941-4429

第B08-81号 2027.9.24 株式会社　高松ホットスタンプ 本社 761-0705 香川県木田郡三木町井上３０９８番地５５ (087)891-1010

第B08-82号 2022. 9.24 有限会社　アートくれない 有限会社 アートくれない 本社 729-3105 福山市新市町下安井７４ (0847)51-5502

第B08-83号 2022.10.16 合同会社　あど工房 合同会社　あど工房 722-0062 広島県尾道市向東町２１６７ (0848)44-7341

第B08-84号 2027.7.25 株式会社JR西日本コミュニケーションズ 株式会社JR西日本コミュニケーションズ　岡山支社 700-0023
岡山県岡山市北区駅前町２－５－２４
ＪＲ岡山駅第２ＮＫビル１階

(086)223-6964

第B08-85号 2022. 6.26 株式会社 鉄道広告 株式会社 鉄道広告 722-0051 広島県尾道市東尾道１０－１２ (0848)20-2202

第B08-86号 2023. 3. 9 迫看板店 迫看板店 720-0056 福山市本町４－１２ (084)922-6680

第B08-87号 2027.5.9 株式会社アートランド 株式会社アートランド 370-2463 群馬県富岡市神成３３２－１ (0274)67-2466

第B08-89号 2027.5.14 東亜レジン株式会社 東亜レジン株式会社　広島営業所 730-0842
広島県広島市中区舟入中町５－１８
ダイアモンドビュー２階

(082)295-7676

第B08-90号 2027. 7. 1 セーラー広告株式会社 セーラー広告株式会社　広島支社 730-0015 広島県広島市中区橋本町９番７号　ビル博丈７F (082)227-3123

第B08-91号 2023. 4.29 河上 正昭 テント☆カンバンかわかみ 729-3103 福山市新市町新市１０７７－５ (0847)51-3198

第B08-92号 2027.9.26 株式会社　三昭堂 株式会社　三昭堂　本社 491-8528 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 (0586)77-0360

第B08-94号 2022. 5. 6 有限会社 宣光社 有限会社 宣光社 729-0141 広島県尾道市高須町５４０１ (0848)46-1646

第B08-97号 2023. 5.15 三和サインワークス株式会社 大阪本社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目１番３号 (06)6453-3171

第B08-97号 2023. 5.15 三和サインワークス株式会社 東京支店 108－6013 東京都港区港南二丁目１５番１号Ａ－１３ (03)5783-3001

第B08-98号 2023. 5.15 株式会社　昭和化成 株式会社　昭和化成 151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷３－１９－２ (03)3376-5351

第B08-100号 2022. 5.23 池本　安一 イケモト広告 722-2323 広島県尾道市因島土生町１９１９－３ (0845)22-5697

第B08-102号 2023. 5.15 みづほ電機　株式会社 みづほ電機　株式会社 657-0862 兵庫県神戸市灘区浜田町１－１－３１ (078)841-3311

第B08-103号 2023. 4.10 株式会社　サインアート・トライ 株式会社　サインアート・トライ 790-0054 愛媛県松山市空港通２－１５－１６ (089)932-8148
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第B08-105号 2022.12.16 株式会社　旭本社 株式会社　旭本社 720-0091 福山市神島町１１－２０ (084)951-0082

第B08-107号 2022. 9. 5 みずふね工舎　笹井正敏 みずふね工舎　笹井正敏 720-0814 福山市光南町１－６－２６ (084)931-1798

第B08-108号 2023. 5.15 有限会社　光洋美研 有限会社　光洋美研 721-0942 福山市引野町６６１番地の９７ (084)945-0366

第B08-110号 2027. 7.11 安芸宣興株式会社 安芸宣興株式会社 730-0845 広島県広島市中区舟入川口町２０番１６号 (082)296-6777

第B08-111号 2022. 6. 7 有限会社　アド・アール濱田 有限会社　アド・アール濱田　本社 720-0802 福山市松浜町３－７－１４ (084)922-1753

第B08-112号 2022. 7. 2 株式会社 ウラベサインボード 株式会社　ウラベサインボード　本社 720-0815 福山市野上町１－４－２３ (084)922-2909

第B08-117号 2022. 9.27 株式会社　ソージャ・エー・ディー 株式会社　ソージャ・エー・ディー 732-0033 広島県広島市東区温品二丁目１６－１１ (082)847-5012

第B08-118号 2022. 9.24 有限会社　東看板店 有限会社　東看板店 721-0915 福山市伊勢丘７－３５－２０ (084)947-7737

第B08-119号 2027.9.30 清水建設株式会社 清水建設株式会社　広島支店 730-8535 広島県広島市中区上八丁掘８－２ (082)225-4611

第B08-120号 2022. 7.30 三瀬　芳則 ゲイビ工芸社 723-0016 広島県三原市宮沖４－５－１７ (0848)62-3344

第B08-122号 2022. 5.13 溝上　和司 アート・ミゾウエ 722-0012 広島県尾道市潮見町９－２９ (0848)22-5693

第B08-126号 2027.7.1 吉兼　富子 アスト 731-4229 広島県安芸郡熊野町平谷二丁目１７－２２ (082)855-6501

第B08-128号 2023. 7.14 大阪消火栓標識 株式会社 大阪消火栓標識 株式会社 広島営業所 730-0825 広島県広島市中区光南１－１１－１８ (082)241-8698

第B08-130号 2022. 7.11 有限会社 ニューホープ総合広告 有限会社 ニューホープ総合広告 729-3431 広島県府中市上下町上下１８５９－２ (0847)62-3143

第B08-132号 2027.6.12 株式会社　共栄企画　　　　　　　　　　　　　　　　 株式会社　共栄企画　　　　　　　　　　　　　　　　 550-0011
大阪府大阪市西区阿波座一丁目９番９号
阿波座パークビル２Ｆ

(06)6534-1731

第B08-133号 2027.4.23 ウエル・ユーカン株式会社 ウエル・ユーカン株式会社　東京支店 110-0016
東京都台東区台東四丁目１９－９
山口ビル７　６階

(03)5818-6900

第B08-133号 2027.4.23 ウエル・ユーカン株式会社 ウエル・ユーカン株式会社　本社 738-0512 広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂２００番地 (0829)40-5151

第B08-133号 2027.4.23 ウエル・ユーカン株式会社 ウエル・ユーカン株式会社　大阪営業所 632-0011
大阪府大阪市淀川区西中島七丁目５－２５
新大阪ドイビル９階

(06)6306-5151

第B08-133号 2027.4.23 ウエル・ユーカン株式会社 ウエル・ユーカン株式会社　福岡営業所 812-0893
福岡県福岡市博多区那珂三丁目２１－４５
第９西田ビル５号

(092)432-6100
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第B08-134号 2027.5.7 株式会社タテイシ広美社 株式会社タテイシ広美社 726-0025 広島県府中市河南町１１４ (0847)43-4886

第B08-135号 2023. 7.14 株式会社 近宣 株会会社 近宣 岡山支店 700-0817 岡山県岡山市北区弓之町１０－２６  第５近宣ビル (086)231-4208

第B08-136号 2022. 8.28 株式会社 しみず工房 株式会社 しみず工房 本社 733-0025 広島県広島市西区小河内１－１３－６ (082)233-9175

第B08-136号 2022. 8.28 株式会社 しみず工房 株式会社 しみず工房 岡山営業所 703-8282 岡山県岡山市中区平井三の割１０９６－２１ (086)277-9289

第B08-137号 2023. 7.30 株式会社 ユーゴー 株式会社 ユーゴー 730-0052 広島県広島市中区千田町２－４－３０ (082)245-3737

第B08-138号 2028.1.21 株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ　Ｋｏｕｓｙａ 株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ　Ｋｏｕｓｙａ 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

第B08-140号 2027.11.11 東原産業株式会社 東原産業株式会社 731-3362 広島県広島市安佐北区安佐町久地５－３ （082）837-0201

第B08-143号 2023. 8.31 株式会社 コトブキネオン 株式会社 コトブキネオン 101-0052 東京都千代田区神田小川町１－１１ (03)3291-5346

第B08-144号 2027.5.21 株式会社シンク・タンク 株式会社シンク・タンク 733-0024 広島県広島市西区福島町二丁目３３－７ (082)297-8765

第B08-145号 2023. 9. 8 藤井　邦夫 藤井旗店 721-0952 福山市曙町１－９－２６ (084)954-3959

第B08-146号 2023. 1. 8 株式会社 クリエイティブアド 株式会社 クリエイティブアド 729-0141 広島県尾道市高須町１３３１ (0848)47-3203

第B08-150号 2027.5.28 株式会社　デンショク 株式会社　デンショク　本社 702-8002 岡山県岡山市中区桑野５１６－８ (086)274-0022

第B08-151号 2023. 8. 7 株式会社友菱 株式会社友菱 104-0041 東京都中央区新富二丁目１５番５－７０１号 (03)3552-6780

第B08-152号 2023.10.13 株式会社 関西広告社 株式会社 関西広告社(本社) 675-1121 兵庫県加古郡稲美町北山２０８ (079)492-6209

第B08-157号 2027.8.22 株式会社　電通西日本 株式会社　電通西日本　広島支社 730-0036
広島県広島市中区袋町５－２５
広島袋町ビルディング

(082)544-2222

第B08-158号 2022.10. 1 有限会社 はつ美工社 有限会社 はつ美工社 730-0005 広島県広島市中区西白島３－９ (082)824-8305

第B08-160号 2023.11.25 株式会社 スペース 東京事業本部 103-0013 東京都中央区日本橋人形町３－９－４ (03)3669-4008

第B08-160号 2023.11.25 株式会社 スペース 名古屋事業本部 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２－２－１ (052)565-1251

第B08-160号 2023.11.25 株式会社 スペース 大阪事業本部 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町３－８－１０ (06)6444-0710
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第B08-162号 2027.9.26 株式会社小林工芸社 株式会社小林工芸社 170-0004 東京都豊島区北大塚１－９－１５ （03）3917-1688

第B08-163号 2023.12. 7 株式会社 ティーエイシー 株式会社 ティーエイシー 732-0056 広島県広島市東区上大須賀町１６－３ (082)263-9735

第B08-165号 2022. 4.26 株式会社 三景電飾 株式会社 三景電飾 730-0825 広島市中区光南６－２－８ (082)245-2817

第B08-169号 2027.12.5 株式会社竹谷商事 株式会社竹谷商事　本社 545-0032 大阪府大阪市阿倍野区晴明通２番２０号 (06)6661-6946

第B08-170号 2024. 1. 7 有限会社 むらいテント 有限会社 むらいテント 737-0823 広島県呉市海岸一丁目１１番３号 (0823)25-4945

第B08-171号 2024. 1.21 株式会社 パシフィックグループ 株式会社 パシフィックグループ 733-0812 広島県広島市西区己斐本町二丁目１１番３号 (082)554-8500

第B08-172号 2024. 2. 4 株式会社 中国大洋工芸 株式会社 中国大洋工芸 岡山営業所 702-8024 岡山県岡山市南区浦安南町２１０番地の１ (086)264-2255

第B08-173号 2024. 2. 4 株式会社 共同広告社 株式会社 共同広告社 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町１５番１０号 （03）6206-2781

第B08-175号 2024. 2.18 株式会社　大林組 株式会社　大林組　広島支店 730-0041 広島県広島市中区小町１－２５ (082)242-5002

第B08-177号 2024. 3.16 星光ビル管理株式会社 星光ビル管理株式会社　広島営業所 732-0052
広島県広島市東区光町１－１０－１９
日本生命広島光ビル

(082)207-1516

第Ｂ08-178号 2024. 3. 4 株式会社　丹青社 株式会社　丹青社　本社 108-8220 東京都港区港南一丁目２番７０号 （03）6455-8104

第Ｂ09-179号 2024. 4.16 ラッキー工芸　株式会社 ラッキー工芸　株式会社 670-0934 兵庫県姫路市朝日町５４番地 (079)226-1271

第Ｂ09-180号 2023. 9. 3 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 658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町１－７－８ (078)452-6500

第Ｂ09-182号 2024. 5.19 檀上　鎮通 檀工房 720-2124 福山市神辺町川南４３１の１ (084)965-63１4

第B09-183号 2024. 5.25 有限会社　プラネット 有限会社　プラネット 720-0003 福山市御幸町森脇２７４－２ (084)955-8838

第Ｂ09-188号 2024. 7.23 株式会社　城山堂 株式会社　城山堂 761-2308 香川県綾歌郡綾川町羽床下2221-1 (087)802-7288

第B09-191号 2027.4.23 有限会社アイエス工房 有限会社アイエス工房 732-0014 広島県広島市東区戸坂大上３－３－１１ (082)229-3271

第B09-192号 2022. 5.13 河村工房　有限会社 河村工房　有限会社 734-0023 広島県広島市南区東雲本町２－１８－２３ (082)283-5252

第B09-193号 2024.10.27 エージーエス 株式会社 エージーエス 株式会社 064-0806
北海道札幌市中央区南６条西三丁目6番地３３
AGS６・３ビル

011-596-0852
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第Ｂ09-195号 2024. 1.20 株式会社　オカザキ工業 株式会社　オカザキ工業 733-0012 広島県広島市西区中広町２丁目１４－１５ (082)503-5780

第Ｂ09-196号 2024.11. 4 アオイネオン 株式会社 静岡本社 420-0944 静岡県静岡市葵区新伝馬１－３－４３ (054)204-0900

第Ｂ09-196号 2024.11. 4 アオイネオン 株式会社 東京本社 146-0082 東京都大田区池上３－６－１６ (03)3754-2111

第Ｂ09-196号 2024.11. 4 アオイネオン 株式会社 大阪支店 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４－３－５ (06)6281-3621

第Ｂ09-196号 2024.11. 4 アオイネオン 株式会社 福岡支店 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通２－３－３ (092)406-5363

第B09-199号 2024.11.24 大日本印刷 株式会社 建築管理センター 162-8001 東京都新宿区市谷加賀町１－１－１ (03)3266-2111

第B09-200号 2024.12. 2 株式会社 タイペックス 株式会社 タイペックス 700-0942 岡山県岡山市南区豊成三丁目２１番３号 (086)264-1005

第B09-202号 2027.8.16 有限会社　第一建設工業 有限会社　第一建設工業 731-5115 広島県広島市佐伯区八幡東一丁目２８番２０号 (082)208-4455

第B09-205号 2025. 2. 3 株式会社 フォルト 株式会社 フォルト 本社 751-0816 山口県下関市椋野町三丁目５番１６号 (083)227-2115

第B09-206号 2024.10.18 株式会社 イーグル産業 株式会社 イーグル産業 350-1101 埼玉県川越市的場１－２６－８ (049)239-1881

第B09-207号 2022.10. 8 有限会社 サイン・プラン 有限会社 サイン・プラン 739-0321 広島県広島市安芸区中野１－３－９ (082)893-5888

第B10-208号 2027.6.7 株式会社　乃村工藝社 本社 135-8622 東京都港区台場二丁目３番４号 (03)5962-1171

第B10-209号 2025. 3.29 フリースタイル 株式会社 フリースタイル 株式会社 721-0974 福山市東深津町三丁目５－６ (084)999-8390

第B10-210号 2025. 5.10 石岡 清人 石岡アート 720-2104 福山市神辺町字道上７４７－４ (084)963-1025

第B10-212号 2025. 6. 3 株式会社 ひかり広告 株式会社 ひかり広告 570-0014 大阪府守口市藤田町２－１－１９ (06)6902-8351

第B10-214号 2023. 2.12 株式会社 フジネオン 株式会社 フジネオン 590-0836 大阪府堺市堺区楠町３－４－１２ (072)245-7174

第B10-216号 2023. 8. 6 有限会社 タニイコーポレーション 有限会社 タニイコーポレーション 719-1136 岡山県総社市駅前二丁目１０－３ (0866)93-2711

第B10-217号 2024.11.10 四国アドサービス 株式会社 四国アドサービス 株式会社 761-8056 香川県高松市上天神町５５６－１ (087)868-2133

第B10-222号 2027.9.5 広島クロード株式会社 広島クロード株式会社 733-0011 広島県広島市西区横川町二丁目１０－２５ (082)231-2108
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第B10-224号 2027.9.30 表示灯株式会社 表示灯株式会社　広島支店 730-0013
広島県広島市中区八丁堀１５－６
広島ちゅうぎんビル６Ｆ

(082)555-9133

第B10-227号 2025.12.26 児玉　一達 児玉　一達 720-1524 広島県神石郡神石高原町常光７３－１ (090)8244-0633

第B10-227号 2025.12.26 児玉　一達 サインズ一達 720-2418 福山市加茂町中野４２１ (084)972-6145

第B10-228号 2027.9.5 株式会社広告通信社 株式会社広告通信社 730-0037
広島県広島市中区中町８番１２号
広島グリーンビル２階

(082)245-5588

第B10-228号 2027.9.5 株式会社広告通信社 株式会社広告通信社　福山営業店 720-0402 福山市沼隈町中山南４００－２ (084)988-1140

第B10-231号 2022.12. 7 有限会社　未来テック 有限会社　未来テック 700-0935 岡山県岡山市北区神田町１－１１－２４ （086）221-0173

第B10-232号 2027.5.28 株式会社グリーンアート 株式会社グリーンアート 530-0042 大阪府大阪市北区天満橋３－４－３７ (06)6355-6770

第B11-233号 2026. 4. 5 株式会社　アイビ広告 株式会社　アイビ広告 791-3161 愛媛県伊予郡松前町神崎７０７－３ (089)984-8078

第B11-234号 2026. 4.19 有限会社　コンピューター工房 有限会社　コンピューター工房 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前８－２２ (06)6633-2021

第B11-236号 2027.9.13 株式会社　オカカン 株式会社　オカカン 703-8223 岡山県岡山市中区長利３１５－１ (086)278-4488

第B11-238号 2026. 6. 8 ＮＳＫ　株式会社 ＮＳＫ　株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南２－３－１ (03)-5213-1501

第B11-238号 2026. 6. 8 ＮＳＫ　株式会社 ＮＳＫ　株式会社　広島営業所 730-0851 広島県広島市中区榎町１０－１６ 太陽機工ビル (082)503-7650

第B11-239号 2028.3.25 株式会社　イルカ 株式会社　イルカ　本社 702-8002 岡山県岡山市中区桑野１３１番地の２９ (086)274-0880

第B11-241号 2026. 6.29 株式会社　協同工芸社 株式会社　協同工芸社 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港１５２ (043)242-1675

第B11-245号 2026. 8. 2 株式会社　プロッツ 株式会社　プロッツ 501-6004 岐阜県羽島郡岐南町野中八丁目６１－１ (058)249-0582

第B11-246号 2021. 8. 2 有限会社　共同ネオン電機 有限会社　共同ネオン電機 731-5106 広島県広島市佐伯区利松１－１－３５ (082)927-7890

第B11-247号 2026.8.17 株式会社　セイケン 株式会社　セイケン 771-1153 徳島県徳島市応神町吉成字轟５９－１１ (088)641-2551

第B11-248号 2026.8.17 有限会社　ＪＫＫ 有限会社　ＪＫＫ 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２－１０－２１ (06)6245-0574

第B11-248号 2026.8.17 有限会社　ＪＫＫ 有限会社　ＪＫＫ　岡山営業所 700-0975 岡山県岡山市北区今１－６－１５ (086)246-4287
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第B11-251号 2027.4.23 株式会社みづま工房 株式会社みづま工房 734-0011 広島県広島市南区宇品海岸三丁目５番２６号 (082)236-8141

第B11-252号 2021.10.27 株式会社　アームズ 株式会社　アームズ 791-8077 愛媛県松山市内浜町２番８ (089)908-9887

第B11-253号 2021.10.31 服部　正春 はっとり工房 731-0101 広島県広島市安佐南区八木九丁目２０－７－３０１ (082)815-5860

第B11-254号 2022. 5.30 曽木　政良 株式会社せとうち工房 739-0007 広島県東広島市西条土与丸５丁目２－２４ (082)424-5603

第B11-255号 2021.11.27 株式会社　知財 株式会社　知財 733-0033 広島県広島市西区観音本町１－１８－２４ (082)295-3559

第B11-257号 2025. 3.23 株式会社　アルス・プログレス 株式会社　アルス・プログレス 963-0107 福島県郡山市安積３丁目１３６番地 (024)945-0635

第B11-258号 2027.8.16 タイガー株式会社 タイガー株式会社 101-0032 東京都千代田区岩本町３－１０－１２ (03)5809-2732

第B12-259号 2027. 1.10 株式会社　西日本広告 株式会社　西日本広告 733-0033 広島県広島市西区観音本町一丁目２１番８号 (082)235-3340

第B12-260号 2027. 1.26 株式会社　ＬＡＵＮＣＨ 株式会社　ＬＡＵＮＣＨ 730-0043
広島県広島市中区富士見町１２－８
第２上田ビル３階

(082)545-0505

第B12-261号 2027. 1.22 株式会社　協同制作 株式会社　協同制作 104-0042 東京都中央区入船２－５－７ (03)3555-2501

第B12-262号 2027. 2.16 GCストーリー　株式会社 GCストーリー　株式会社 135-0042 東京都江東区木場6-4-2　KⅠビル (03)6673-4439

第Ｂ12-264号 2021. 2.23 上田　賢将 スチールアーツ 670-0989 兵庫県姫路市町坪南町２９番地 (079)233-5112

第Ｂ12-265号 2022. 9. 5 ユニオン広告有限会社 ユニオン広告有限会社 734-0011 広島県広島市南区宇品海岸１－２－２ (082)255-3077

第B12-268号 2027.7.26 三協立山株式会社 三協立山株式会社　タテヤマアドバンス社　中四国支店 700-0975 岡山県岡山市北区今２－３－１３ (086)244-4678

第B12-268号 2027.7.26 三協立山株式会社 三協立山株式会社　タテヤマアドバンス社　首都圏支店 108-0074 東京都港区高輪３－１３－１　高輪コート４Ｆ (03)6277-0391

第B12-268号 2027.7.26 三協立山株式会社 三協立山株式会社　タテヤマアドバンス社　関東第一支店 103-0007 東京都中央区日本橋浜町２－９－５ (03)5640-1810

第B12-268号 2027.7.26 三協立山株式会社 三協立山株式会社　タテヤマアドバンス社　関西支店 541-0046
大阪府大阪市中央区平野町３－２－１３
平野町中央ビル４階

(06)6575-7202

第B12-269号 2027. 2.21 株式会社　シモヤ 株式会社 シモヤ 474-0047 愛知県大府市宮内町四丁目３８１ (0562)48-1488

第Ｂ12-270号 2026. 1. 4 イオンディライト株式会社 中四国支社 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 (082)568-8500
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第B12-271号 2027.8.8 株式会社ビーアド 株式会社ビーアド 120-0005 東京都足立区綾瀬７－１９－１２ （03）3606-9898

第B12-273号 2027.9.13 株式会社　グリーンクロス 株式会社　グリーンクロス　広島支社 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井８－２－３０ (082)831-8380

第B12-273号 2027.9.13 株式会社　グリーンクロス 株式会社　グリーンクロス　福山営業所 721-0965 福山市王子町二丁目５－１８ (084)927-0200

第B12-279号 2027.11.19 アサヒアイドマ株式会社 アサヒアイドマ株式会社　本社 816-0921 福岡県大野城市仲畑２－１－５ (092)575-0631

第B12-280号 2022.12. 4 土井　清吾 ファミリーアーサート社 720-0081 福山市向陽町一丁目２２－２ (084)955-1815

第B12-281号 2022.11.29 株式会社 シテイー・ロード 株式会社 シテイー・ロード 101-0021 東京都千代田区外神田四丁目８番５号 (03)3526-3700

第B12-282号 2022.12.12 株式会社 ニッセン 株式会社 ニッセン 720-0077 福山市南本庄３－１－４４ (084)924-1201

第B12-284号 2028.3.7 エムシードゥコー株式会社 エムシードゥコー株式会社 101-0054 東京都千代田区神田錦町３－２３ (03)5217-2520

第B12-285号 2027.5.21 井上　良明 井上広告企画事務所 728-0021 広島県三次市三次町２６２０ (0824)62-3698

第B12-286号 2022.10.31 株式会社 カンダ工房 株式会社 カンダ工房 732-0045 広島県広島市東区曙２－１－１５ (082)261-4588

第B12-287号 2028.1.17 株式会社　ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ 株式会社　ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ　本社 105-6312 東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号 (03)6830-3811

第B12‐288号 2023. 1.21 有限会社 太田工芸社 有限会社 太田工芸社 843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿丙２４００－４６ (0954)43-0671

第B12‐289号 2022. 4.23 佐藤　栄治 サトーサインワークス 739-1108 広島県安芸高田市甲田町深瀬２５５－８ (0826)45-4039

第B12‐290号 2023. 1.22 三宅　悦子 アイ工芸 721-0955 福山市新涯町４－１８－５ (084)953-3399

第B13‐291号 2027.5.21 株式会社　シェルパ 株式会社　シェルパ 732-0032 広島県広島市東区上温品四丁目３３－２０ (082)508-6366

第B13‐292号 2023. 4.22 株式会社 イトウ工芸 株式会社 イトウ工芸 570-0043 大阪府守口市南寺方東通６－１０－２０ (06)6998-1107

第B13‐295号 2023. 5.16 株式会社 フジヤ 広島支店 730-0011 広島市中区基町13-13　広島基町ＮＳビル8階 (082)555-8390

第B13‐296号 2023. 6.26 有限会社 ラインアート 有限会社 ラインアート 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島５－２－６６ (06)6683-6481

第B13‐297号 2027. 5.30 株式会社　研創 株式会社　研創　受注サービスセンター　西日本エリア 739-1792 広島県広島市安佐北区上深川町４４８番地 (082)840-1000
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第B13‐300号 2023.10. 1 ジェイ・ワークス 株式会社 ジェイ・ワークス 株式会社 721-0942 広島県福山市引野町２－１８－４ (084)941-1452

第B13‐301号 2023.10.27 株式会社 エダキン 株式会社 エダキン 本社 230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４-３２－１
UNEXビル６F

(045)500-5112

第B13‐301号 2023.10.27 株式会社 エダキン 株式会社 エダキン 大阪営業所 543-0072 大阪市天王寺区生玉前町5-31　901号 (06)6772-0880

第B13‐302号 2023. 5.15 伸工社　（藤田伸行） 伸工社　（藤田伸行） 734-0034 広島県広島市南区丹那町１－４０ (082)254-0500

第Ｂ13‐304号 2024. 4. 9 ４５アイズ 株式会社 ４５アイズ 株式会社 102-0072
東京都千代田区飯田橋４－５－１１パール飯田橋
ビル８階

（03）6380-8445

第B13‐305号 2022.10. 8 有限会社 すぎおか工房 有限会社 すぎおか工房 740-0017 山口県岩国市今津町１－５－７ (0827)21-3621

第Ｂ13‐307号 2024. 3.23 株式会社　ファイブス 株式会社　ファイブス 756‐0057
山口県山陽小野田市大字西高泊字高須
３３３４番の８

(0836)83-1010

第B13‐308号 2023.11.12 美和ロック株式会社 営業開発本部 105‐8510 東京都港区芝３－１－１２ (03)3452-5555

第B14‐309号 2023. 3. 4 株式会社　ニューアド社 株式会社　ニューアド社 166‐0004 東京都杉並区阿佐谷南１－１１－１ (03)3314-1321

第B14‐310号 2024. 3.13 株式会社　シェイプ 株式会社　シェイプ 577‐0801
大阪府東大阪市小阪3丁目２－２９
KIDO八戸ノ里駅前ビル５Ｆ

(06)6785-5005

第B14‐312号 2024.3.6 丹藤　雄治 サインテック 720‐0822 福山市川口町５丁目１７－１５－１ (084)957-4537

第B14‐313号 2022. 9.30 有限会社　ダイセン企画 有限会社　ダイセン企画 731‐0137 広島市安佐南区山本一丁目５番２７号 (082)850-0507

第B14‐314号 2027.6.26 株式会社　アート工藝社 株式会社　アート工藝社 790‐0066 愛媛県松山市宮田町１２８４－４ (089)945-1141

第B14‐316号 2024. 6.12 株式会社　アイプラネット 株式会社　アイプラネット 107‐8619 東京都港区南青山一丁目１番１号 (03)3475-3151

第B14‐317号 2024. 9.16 株式会社　和田工舎 株式会社　和田工舎 733-0003 広島県広島市西区三篠町三丁目６番９号 (082)225-8383

第B14‐318号 2024. 8.19 株式会社　弘亜社 株式会社　弘亜社 104‐0061 東京都中央区銀座６丁目１２番１号 (03)3575-1461

第B14‐319号 2024.10. 2 凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部 112‐8531 東京都文京区水道１－３－３ (03)5840-2138

第B14‐319号 2024.10. 2 凸版印刷株式会社 西日本事業本部九州事業部 810‐0023 福岡県福岡市中央区薬院１－１７－２９ (092)722-2152

第B14‐320号 2025. 1.12 鹿島建設株式会社 鹿島建設株式会社　中国支店 732‐0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５３号 (082)553-7900
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第B14‐324号 2025. 1. 7 タニモト企画株式会社 タニモト企画株式会社 721‐0952 福山市曙町五丁目１９－３ (084)953‐9555

第B14‐326号 2025. 3.10 株式会社　竹中工務店 株式会社　竹中工務店　広島支店 730‐0015 広島県広島市中区橋本町１０番１０号 (082)212‐0111

第B15‐328号 2028.3.27 株式会社　日東建装社 株式会社　日東建装社　本社 530‐0015 大阪府大阪市北区中崎西二丁目３番６号 (06)6371‐5473

第B15‐331号 2024. 5. 6 東急サインズ株式会社 東急サインズ株式会社 729-0105 福山市南松永町三丁目９番３３号 （084）933-0033

第B15‐332号 2025. 7. 9 Shiro's本舗株式会社 Shiro's本舗株式会社 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜四丁目７番１７号 (06)6167-5316

第B15‐335号 2025. 8.18 シンクファーム株式会社 アイデザイン事務所 739-2105 広島県東広島市高屋町桧山７７９－３ (082)426-5111

第B15‐335号 2025.8.18 シンクファーム株式会社 アイデザイン事務所 720-1147 福山市駅家町向永谷５９－９ （084）959-3115

第B15‐338号 2025. 8.16 関東マルワ産業株式会社 関東マルワ産業株式会社 321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地３８番地３８ （028）663-1553

第B15‐339号 2025.10. 1 藤井　清彦 フィーズコミュニケーションズ 610-0121 京都府城陽市寺田樋尻９５－１２９ （050）3557-3977

第B15‐340号 2025.10. 1 株式会社　サンエイ 株式会社　サンエイ 761-0612 香川県木田郡三木町氷上３１００－３ （087）898-5177

第B15‐341号 2025.10.29 株式会社　ナカノ 株式会社　ナカノ 879-0104 大分県中津市大字野依７０２－１ （0979）32-0005

第B15‐341号 2025.10.29 株式会社　ナカノ 株式会社　ナカノ　企画推進室　岡山営業所 710-0803 岡山県倉敷市中島234番地10 （086）441-2247

第B15‐343号 2025.11. 4 大﨑　裕志 ＩＣＲ‐ＳＩＧＮ 731-5137 広島市佐伯区美の里１丁目１２番１３－２号 （082）923-6595

第B15‐349号 2026. 3.17 株式会社　エム・エス・ティ 株式会社　エム・エス・ティ 103-0004 東京都中央区東日本橋２丁目１５番５号 （03）5687-6811

第B15‐350号 2027.4.26 株式会社　トキワ工芸社 株式会社　トキワ工芸社 762-0012 香川県坂出市林田町４７７番地の４ （0877）47-1221

第B16‐351号 2023. 8.11 株式会社　Ｓ・Ｔゾロ 株式会社　Ｓ・Ｔゾロ 730-0845 広島市中区舟入川口町２番３７号 （082）231-2158

第B16‐352号 2027.10.30 株式会社バウハウス丸栄 株式会社バウハウス丸栄　本店 501-6001 岐阜県羽島郡岐南町上印食五丁目８２番地 （058）249-3611

第B16‐355号 2021.10.12 マクテック株式会社 マクテック株式会社 547-0016 大阪市平野区長吉長原４丁目１１－２０ （06）6700-1178

第B16‐356号 2021. 3.16 株式会社　ジェイエスピー 株式会社　ジェイエスピー 121-0836 東京都足立区入谷三丁目２番１３号 （03）3855-1081
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第B16‐357号 2026.11. 8 株式会社　オガワ 株式会社　オガワ　広島営業所 731-3362 広島市安佐北区安佐町久地２８５４－２１ （082）837-1010

第B16‐358号 2026.11.16 株式会社　ザイマックス関西 株式会社　ザイマックス関西 530-0003 大阪市北区堂島一丁目１番５号 （06）6341-2840

第B16‐359号 2026.11.23 株式会社　ネットテン 株式会社　ネットテン　大阪本社 558-0047 大阪市住吉区千躰２－２－２４ （06）6672-8888

第B16‐359号 2026.11.23 株式会社　ネットテン 株式会社　ネットテン　広島支店 732-0828
広島市南区京橋町一丁目２３番
大樹生命広島駅前ビル１０階

（082）568-9010

第B16‐360号 2023. 9.16 株式会社　美はる社 株式会社　美はる社 733-0003 広島市西区三篠町１丁目１４－３ （082）230-2111

第B16‐361号 2028.2.12 株式会社フィールド・アップ 株式会社フィールド・アップ 733-0033 広島県広島市西区観音本町一丁目９－８－１０２ （082）208-5183

第B16‐362号 2022. 2.16 ミツワ広告　株式会社 ミツワ広告株式会社 530-0047 大阪府大阪市北区西天満５－８－３ （06）6363-3500

第B16‐363号 2027. 2.21 株式会社　アート広業 株式会社　アート広業 561-0894 大阪府豊中市勝部１丁目９番２７号 (06)6843-3312

第B16‐364号 2022. 2.27 株式会社　イサム工芸社 株式会社　イサム工芸社 530-0024 大阪府大阪市北区山崎町３－１１ (06)6371-5168

第B16‐365号 2027. 3. 5 東洋電飾　松井栄次 東洋電飾　松井栄次 721-0955 福山市新涯町５丁目２８－３０ (084)954-0155

第B16‐366号 2027.4.23 株式会社キョウエイアドインターナショナル 株式会社キョウエイアドインターナショナル　広島支社 730-0013
広島県広島市中区八丁堀１５－８
三菱ＵＦＪ銀行広島ビル

(082)211-2020

第B16‐366号 2027.4.23 株式会社キョウエイアドインターナショナル 株式会社キョウエイアドインターナショナル　福山出張所 720-0077 福山市南本庄二丁目４－３８　コーポラス本庄１Ｆ (084)924-6868

第B17‐369号 2027.12.27 株式会社アダチ 株式会社アダチ 804-0003 福岡県北九州市戸畑区中原新町１番３号 (093)871-7536

第B17‐371号 2022. 7.17 プレス（白柳弘之） プレス（白柳弘之） 736-0088 広島県広島市安芸区畑賀３丁目２４－１５－１ (082)827-1168

第B17‐372号 2027.7.17 株式会社　ＵＴＥＣＨ 株式会社　ＵＴＥＣＨ 733-0025 広島県広島市西区小河内町二丁目２１番４号 (082)297-5105

第B17‐374号 2026. 6. 6 株式会社　矢田銘板 株式会社　矢田銘板 701-0221 岡山県岡山市南区藤田２３０－４６３ (086)296-6591

第B17‐375号 2027.8.22 プリード湯谷株式会社 プリード湯谷株式会社 710-0804 岡山県倉敷市西阿知町新田３７９番地の９ (086)465-2804

第B17‐376号 2027.7.24 株式会社　大協社 株式会社　大協社 547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸６－１４－３６ (06)6705-7888

第B17‐377号 2022. 8.15 ユニアークス株式会社 ユニアークス株式会社 350-0204 埼玉県坂戸市大字紺屋９２６番地 (049)298-8922
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第B17‐378号 2027.6.29 アイワ広告株式会社 アイワ広告株式会社 194-0023 東京都町田市旭町１－２１－１４ （042）710-1200

第B17‐379号 2027.10.25 株式会社　プランアート松永 株式会社　プランアート松永 729-0105 福山市南松永町一丁目７番１６号 （084）934-2614

第B17‐380号 2022.11.8 株式会社　もえぎ 株式会社　もえぎ 731-5106 広島県広島市佐伯区利松１丁目１０番２４号 （082）205-7959

第B17‐384号 2022. 9.14 小松印刷　株式会社 小松印刷株式会社　本社 761-1402 香川県高松市香南町由佐２１００－１ （087）879-1248

第B17‐386号 2023. 2. 5 サイポス（大里健一） サイポス（大里健一） 721-0952 福山市曙町６丁目１７－３０ （070）7566-7700

第B17‐387号 2022. 2.14 株式会社　アドック 株式会社　アドック 720-0838 広島県福山市瀬戸町大字山北２２４－１ （084）917-2506

第B18‐388号 2023. 5. 7 有限会社　西日本ピーアール社 有限会社　西日本ピーアール社 859-3244 長崎県佐世保市江上町１６９４番地６ （0956）20-2054

第B18‐389号 2023. 4.17 株式会社　東亜 株式会社　東亜 950-1101 新潟県新潟市西区山田１２１－１ (025)266-0148

第B18‐390号 2023. 5.30 株式会社　ＬＡＲＫＳ 株式会社　ＬＡＲＫＳ 810-0041 福岡県福岡市中央区大名１－１－３　３Ｆ (092)711-8822

第B18‐391号 2023. 6.18 株式会社WAOH 株式会社WAOH 110-0011
東京都台東区三ノ輪一丁目２８番１０号
丸嶋ビル６階

(03)3876-0801

第B18‐392号 2025. 4. 7 スペース・アート　株式会社 スペース・アート　株式会社 726-0005 広島県府中市府中町６０２－１ （0847）41-5456

第B18‐393号 2022. 5. 7 株式会社　サインカワムラ 株式会社　サインカワムラ 732-0802 広島県広島市南区大州四丁目８－２０ （082）285-2400

第B18-394号 2023. 6. 3 有限会社　アドカスガ 有限会社　アドカスガ 721-0942 広島県福山市引野町４丁目１６番２７号 （084）943-6374

第B18-395号 2023. 4. 3 千代田エナメル金属　株式会社 千代田エナメル金属　株式会社　亀戸本社 136-0071
東京都江東区亀戸１－８－８
三井生命亀戸ビル８F

(03)5836-3331

第B18-396号 2025. 8.30 株式会社　アイン 株式会社　アイン 236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－２２－１５ （045)785-2301

第B18-398号 2023.11.29 山本　康則 フラッシュ　サイン 730-0822 広島県広島市中区吉島東二丁目３番２１－２０３号 (082)215-2097

第B18-399号 2027.3.7 株式会社ベース 株式会社ベース 564-0062 大阪府吹田市垂水町３－３３－１６ （06)4861-5525

第B18-400号 2022. 2.27 株式会社　沼尾工芸 株式会社　沼尾工芸 729-0141 広島県尾道市高須町西新涯５６４８ （0848）46-1392

第B18-401号 2024. 2.18 株式会社　マスカット 株式会社　マスカット 224-0053 神奈川県横浜市都築区池辺町４４６６－１ (045)900-8002
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第Ｂ18-403号 2024. 3.10 大和ハウス工業　株式会社 広島支社 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

第Ｂ18-403号 2024. 3.10 大和ハウス工業　株式会社 福山支社 721-0974 広島県福山市東深津町三丁目８番４０号 (084)926-5300

第Ｂ18-403号 2024. 3.10 大和ハウス工業　株式会社 川崎支社 212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎７－７ (044)223-7014

第B19-404号 2024．3.25 株式会社　JIN．PLANNING 株式会社　JIN．PLANNING 636-0011
奈良県北葛城郡王寺町葛下１丁目８－４
協立ビル２階

0745-44-8771

第B19-405号 2024.3.19 株式会社アサヒファシリティズ 株式会社アサヒファシリティズ広島支店 730-0015 広島市中区橋本町１０番１０号 082-222-7500

第B19-406号 2023.8.12 株式会社ディーピーエム 株式会社ディーピーエム 566-0045 大阪府摂津市南別府町３番１１号 (06)-6349-6322

第B19-407号 2023.11.9 不二化成品株式会社 本社 424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂３２７番１ 054-344-1700

第B19-408号 2023.8.28 株式会社データコーポレーション 株式会社データコーポレーション 734-0022 広島市南区東雲２丁目１４－１２ 082-285-2310

第B19-409号 2024.5.20 有限会社WORKS－J 有限会社WORKS－J 770-0025 徳島県徳島市佐古五番町４番１６号 088－679-7655

第B19-410号 2024.3.4 アイアサン株式会社 アイアサン株式会社 491-8528 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 0586-81-0123

第B19-411号 2027.9.4 グロリア・アーツ株式会社 グロリア・アーツ株式会社 213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根７３１番地６ 044‐833‐8822

第B19-413号 2027.6.7 有限会社アリ．ユアーズ 有限会社アリ．ユアーズ 809-0004 福岡県中間市下大隈瀬戸１２６８番地の２ 093‐246‐2853

第B19-414号 2024.8.7 有限会社カットプロ 有限会社カットプロ 720-0076 広島県福山市本庄町中４－１２－５ 084‐925-6838

第B19-415号 2024.5.20 株式会社ユニオンアルファ ダスキンレントオール福山ステーション 721-0973 広島県福山市南蔵王町３－１７－４６ 084-921-3310

第B19-416号 2024.8.21 株式会社プロテック 株式会社プロテック 525-0065 滋賀県草津市橋岡町６３番地１ 077-569-5711

第B19-417号 2024.9.2 有限会社　ビー・クラフト 有限会社　ビー・クラフト 791-2111 愛媛県伊予郡砥部町八倉９１番地 089-909-9842

第B19-418号 2024.11.14 株式会社電通 株式会社電通東京本社 105-7001 東京都港区東新橋一丁目８番１号 03‐6216‐5111

第B19-418号 2024.11.14 株式会社電通 株式会社電通中部支社 450-6429 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２８番１２号 052-756-2100

第B19-418号 2024.11.14 株式会社電通 株式会社電通関西支社 530-8228 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号 06-6484-8888
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第B19-419号 2024.11.24 サインエフェクト株式会社 サインエフェクト株式会社 815-0075 福岡県福岡市南区長丘五丁目２５－１２ 092-408-7771

第B19-420号 2024.12.2 株式会社ビーツー 株式会社ビーツー 700-0845 岡山市南区浜野三丁目６－３０ 086-250-6004

第B19-422号 2024.12.12 株式会社カンバンセキトウ 株式会社カンバンセキトウ 714-0077 岡山県笠岡市篠坂１６１４番地１ 0865-66-2606

第B19-423号 2022.6.7 アイケー美創有限会社 アイケー美創有限会社 737-0112 広島県呉市広古新開一丁目１０番１９号 0823-71-0846

第B19-424号 2025.2.11 株式会社四国メディア 株式会社四国メディア 791-1112 愛媛県松山市南高井町８１１番地３ 089-975-9080

第B19-425号 2022.11.12 ZERO works　杉浦健司 ZERO　works 732-0024 広島県広島市東区中山南一丁目１７－１－２０６ 082-280-3916

第B20-426号 2025.03.30 橙デザイン株式会社 橙デザイン株式会社 730-0847
広島県広島市中区舟入南六丁目１－６
B-スクエア３階

082-554-4451

第B20-427号 2023.03.06 株式会社アド・サイン 株式会社アド・サイン 870-1153 大分県大分市小野鶴大手ケ迫１９１６番地の１ 097-541-7755

第B20-428号 2025. 7.5 スリーエムジャパン株式会社 スリーエムジャパン株式会社 141-8684 東京都品川区北品川六丁目７番２９号 (03)6409-3800

第B20-428号 2025. 7.5 スリーエムジャパン株式会社 スリーエムジャパン株式会社 東京支店 101-0065 東京都千代田区西神田３－８－１ (03)5226-1500

第B20-429号 2024.2.4 株式会社　広立 株式会社　広立 769-1502 香川県三豊市豊中町笠田笠岡3185番地6 (0875)62-2898

第B20-430号 2023.7.1 有限会社トラスト 有限会社トラスト 811-2316 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西二丁目１番１５号 (092)957-1152

第B20-431号 2025.8.31 林　俊安 GRAMARANS　COMPANY 720-0093 福山市郷分町９５８－４ (084)952-5553

第B20-432号 2025.12.2  株式会社　谷川公房 株式会社　谷川公房 700-0942 岡山県岡山市南区豊成２－２－３ (086)263-2251

第B20-433号 2025.11.26 有限会社　ふたば工芸社 有限会社　ふたば工芸社 690-0048 島根県松江市西嫁島一丁目４番１号 (0852)21-3149

第B20-434号 2025.8.26 株式会社　レガーロ 株式会社　レガーロ 156-0055 東京都世田谷区船橋七丁目７番８号 (090)4601-3455

第B20-435号 2025.12.20 株式会社HIT'S-V 株式会社HIT'S-V 577-0013 大阪府東大阪市長田中五丁目１番１９号 (06)6748-7090

第B20-436号 2024.8.26 株式会社ライフ・ウェイ 株式会社ライフ・ウェイ 121-0062 東京都足立区南花畑二丁目４７番６ (03)5831-5681

第B20-437号 2026.3.11 積水ハウス株式会社 積水ハウス株式会社 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号 (06)6440-3111
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第B20-437号 2026.3.11 積水ハウス株式会社 積水ハウス株式会社　広島支店 731-0113 広島県広島市安佐南区西原五丁目１６番６号 (082)871-8001

第B20-437号 2026.3.11 積水ハウス株式会社 積水ハウス株式会社　広島シャーメゾン支店 731-0113 広島県広島市安佐南区西原五丁目１６番６号 (082)871-1143

第B20-437号 2026.3.11 積水ハウス株式会社 積水ハウス株式会社　山口支店 754-0002 山口県山口市小郡下郷２２２７番地４ (083)976-1111

第B20-438号 2026.2.15 ヤマトオフィスクリエイト株式会社 ヤマトオフィスクリエイト株式会社 730-0842 広島県広島市中区舟入中町3番10号304 (082)234-4143

第B21-439号 2026.4.22 株式会社　共同エージェンシー 株式会社　共同エージェンシー 111-0056 東京都台東区小島二丁目８番５号 (03)3863-7888

第B21-440号 2026.4.18 有限会社　瀬戸内サイン 有限会社　瀬戸内サイン 794-2510 愛媛県越智郡上島町弓削太田１７７番地 (0897)77-3688

第B21-440号 2026.4.18 有限会社　瀬戸内サイン 有限会社　瀬戸内サイン 福山支店 720-1147 広島県福山市駅家町向永谷５９－９ (084)959-3115

第B21-441号 2026.5.13 株式会社　サイン工芸 株式会社　サイン工芸 761-0450 香川県高松市三谷町３５５６－２２ (087)888-7033

第B21-442号 2026.2.25 カット・アート　田中務護 カット・アート 733-0875 広島県広島市西区古江上２－７３７－１－６０２ (082)275-0046

第B21-443号 2026.8.5 S-SIGN　佐藤宏 S-SIGN　佐藤宏 715-0024 岡山県井原市高屋町三丁目１－１５ (080)2932-7808

第B21-444号 2026.7.29 大昌工芸株式会社 大昌工芸株式会社 733-8531 広島県広島市西区小河内町２－１５－２ (082)291-6211

第B21-445号 2022.8.15 株式会社中国道路施設 株式会社中国道路施設 733-0035 広島県広島市西区南観音七丁目５－１３ (082)235-3322

第B21-446号 2026.8.19 株式会社ザイマックス 株式会社ザイマックス 107-0052 東京都港区赤坂一丁目１番１号 (03)5544-6600

第B21-446号 2026.8.19 株式会社ザイマックス 株式会社ザイマックス　溜池山王営業所 100-0014 東京都千代田区永田町二丁目４番２号 (03)3596-2515

第B21-447号 2023.9.11 朝日電装株式会社 朝日電装株式会社　大阪本社 561-0856 大阪府豊中市穂積２－１６－２０ (06)6863-6221

第B21-448号 2026.12.15 株式会社フィールズ 株式会社フィールズ 738-0034 広島県廿日市市宮内347-1008 (090)1183-9126

第B21-449号 2027.1.25 株式会社R 株式会社R 720-2104 福山市神辺町道上２９８５－５ (090)1337-6116

第B21-450号 2027.9.13 ピーターパン　向井公望 ピーターパン　向井公望 722-0022 広島県尾道市栗原町６８６２－２ (0848)23-2275

第B21-451号 2027.2.14 夢絆工藝　片山佳則 夢絆工藝　片山佳則 701-0133
岡山県岡山市北区花尻あかね町１１－１１０
フルールアベニュー３０６

(090)7139-6706
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第B21-452号 2027.2.17 リングワークス　門原孝 リングワークス　門原孝 720-1262 福山市芦田町下有地４１５－４ (090)4565-6827

第B22-453号 2027.4.10 株式会社　坂本美工 株式会社　坂本美工 734-0034 広島県広島市南区丹那町１５番２０号 (082)255-7511

第B22-454号 2027.9.19 有限会社アド・パレット 有限会社アド・パレット 737-0823 広島県呉市海岸四丁目１８－１ (0823)32-3307

第B22-456号 2027.5.30 株式会社　サインサービス 株式会社　サインサービス 734-0022 広島県広島市南区東雲一丁目１番１１号 (082)281-4331

第B22-457号 2027.5.19 株式会社　ゾウクリエイト 株式会社　ゾウクリエイト 700-0942 岡山県岡山市南区豊成三丁目１－２６ (086)261-9078

第B22-458号 2027.5.29 合名会社　中国メディア 合名会社　中国メディア 701-0205 岡山県岡山市南区妹尾２３５２番地２ (086)281-0322

第B22-459号 2027.4.6 株式会社ビソーコーポレーション 株式会社ビソーコーポレーション 577-0056 大阪府東大阪市長堂三丁目１４番６号 (06)6782-0725

第B22-460号 2027.5.29 五洋建設株式会社 中国支店 730-8542 広島県広島市中区八丁堀４－１ (082)511-7900

第B22-461号 2027.6.9 株式会社ビイング 大分本社 870-0028 大分県大分市新町１０番１８号 (097)538-4123

第B22-462号 2027.8.1 フジイ看板　藤井康子 フジイ看板　藤井康子 714-0078 岡山県笠岡市入田５３１ (0865)66-2503

第B22-463号 2027.8.18 有限会社　アクセス 有限会社　アクセス 739-1743 広島県広島市安佐北区倉掛一丁目３２番２６号 (082)841-6101

第B22-464号 2026.1.24 水川　克己 水川　克己 720-0402 福山市沼隈町中山南４００－２ (084)988-1140

第B22-465号 2027.3.20 下花建設株式会社 下花建設株式会社 731-4323 広島県安芸郡坂町横浜中央一丁目６番３０号 (082)820-1111

第B22-466号 2027.3.9 小西　敬 ケイネット 733-0816 広島県広島市西区己斐大迫二丁目２３－２１ (090)6434-5940

第B22-469号 2025.1.13 株式会社　COCOLO 株式会社　COCOLO 731-0137 広島県広島市安佐南区山本２－８－２３ (082)962-3731

第B22-470号 2027.11.3 ＬＭＩグループ株式会社 ＬＭＩグループ株式会社 107-0052
東京都港区赤坂８－１０－２２
ニュー新坂ビル４Ｆ

(03)6721-0151

第B22-471号 2027.7.11 積和建設中国株式会社 積和建設中国株式会社　CRE事業部 731-0113 広島県広島市安佐南区西原五丁目１６番６号 (082)871-7713

第B22-472号 2024.5.25 ウチノ看板関西株式会社 ウチノ看板関西株式会社 610-0231 京都府綴喜郡宇治田原町立川金井谷１－１３ (0774)88-6333

第B22-473号 2023.9.30 株式会社ニューロード 株式会社ニューロード 730-0842
広島県広島市中区舟入中町７－１
藤和舟入中町ハイタウン１Ｆ

(082)503-7711
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第B22-474号 2027.12.26 株式会社山根電気通信商会 株式会社山根電気通信商会 730-0052 広島県広島市中区千田町一丁目３番１６号 (082)243-9381

第B22-475号 2027.12.26 有限会社　貝川電設 有限会社　貝川電設 722-0046 広島県尾道市長江三丁目１７番３０号 (0848)51-4416

第B22-476号 2027.12.15 株式会社安藤 ・ 間 株式会社安藤 ・ 間　広島支店 730-0051 広島県広島市中区大手町５－３－１８ (082)244-1241

第B22-478号 2028.2.16 有限会社キャンバス 有限会社キャンバス 733-0823 広島県広島市西区庚午南一丁目２－２ (082)273-3639

第B22-479号 2028.3.23 トッパン・フォームズ株式会社 トッパン・フォームズ株式会社 105-8311 東京都港区東新橋一丁目７番３号 (03)6253-5711


