
令和 4年 4月 1日 時点
区分 登録(届出)番号 有効満了日 登録者名 所在地
登録 5030001 R08/07/06 有限会社　リュウカン 東京都品川区東五反田1丁目7番11号 ＡＩＯＳ五反田アネックス509

届出 1 R08/10/03 有限会社　大樹工業 茨城県水戸市鯉淵町4375
届出 2 R08/11/21 有限会社　ユニーク社佐藤 茨城県水戸市加倉井町1067-1
届出 3 R06/12/14 株式会社　ビーアド 東京都足立区綾瀬7-19-12　　
届出 4 R05/10/14 株式会社　トーアコーポレーション 兵庫県神戸市東灘区森南町１丁目７番８号
届出 5 R08/12/12 株式会社　茨城電通 水戸市千波町2048 常陸桂ビル3F
届出 6 R08/10/10 有限会社　サインボード・ジュン 茨城県水戸市河和田町4384-94
届出 8 R04/07/29 三協立山 株式会社 富山県高岡市早川70番地
届出 9 R09/03/18 株式会社　常磐広告 茨城県ひたちなか市高野450-1
届出 10 R04/10/04 トーアン株式会社 福島県郡山市待池台1丁目55番地37
届出 11 R08/10/17 株式会社　コヤマ 茨城県古河市平和町11番7号
届出 12 R09/01/09 株式会社　ヨシダ・アート 茨城県土浦市永国872-5
届出 13 R07/03/08 株式会社　キアラ 東京都港区東新橋2-10-10 東新橋ビル2F
届出 14 R05/07/30 東電タウンプランニング　株式会社 東京都港区海岸1丁目11番1号
届出 15 R08/10/31 有限会社　下館サイン 茨城県筑西市山崎824
届出 16 R08/12/12 株式会社　インテルナ石原 茨城県水戸市河和田町4528
届出 17 R08/10/17 有限会社　ライオン堂 福島県相馬市小泉字山田490
届出 19 R08/10/31 株式会社　ヤグチアート 茨城県土浦市虫掛3659
届出 20 R09/03/18 株式会社　山陽工房 岡山県倉敷市新田2393-2
届出 21 R07/03/30 株式会社　竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町4-1-13
届出 22 R08/10/17 株式会社　東宣エイディ 東京都中央区日本橋2-2-21
届出 23 R09/02/06 東亜レジン　株式会社 東京都新宿区西新宿4-33-4 住友不動産西新宿ビル4号館2階

届出 24 R04/12/19 株式会社　AB企画 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口南37-1
届出 25 R06/03/24 太陽工房 水戸市酒門町4664-2
届出 26 R09/01/23 株式会社　クレスト 東京都港区赤坂8-10-22 ニュー新坂ビル4F
届出 27 R06/05/28 株式会社　アドライズ 茨城県水戸市浜田1丁目7-1 シティコート浜田101号室

届出 28 R06/09/04 株式会社　アイプラネット 東京都港区南青山１－１－１
届出 29 R05/12/18 株式会社　アートスタジオ３０１ 埼玉県さいたま市西区大字中釘1472
届出 30 R04/10/04 株式会社　友菱 東京都中央区築地2-1-2-102
届出 31 R07/03/24 日木産業　株式会社 茨城県日立市鮎川町4-1-8
届出 32 R07/06/01 株式会社　電通東日本 東京都港区新橋4-21-3
届出 33 R06/03/13 大和ハウス工業　株式会社 大阪府北区梅田3丁目3番5号
届出 34 R05/08/30 株式会社　GATE SIGN 群馬県伊勢崎市西野町５４９
届出 35 R07/03/12 株式会社　ジョイフル本田 茨城県土浦市富士崎１－１６－２
届出 36 R07/07/07 スリーエムジャパン　株式会社 東京都品川区北品川6-7-29
届出 37 R08/10/31 三和サインワークス　株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3
届出 38 R09/04/09 株式会社　ジェイアール東日本企画 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5
届出 39 R07/09/15 株式会社　エヌ・メディア 東京都中央区銀座3-4-5
届出 40 R07/07/13 株式会社　坂本電柱広告社 栃木県宇都宮市中央2-1-4
届出 41 R05/09/23 西松建設　株式会社 東京都港区虎ノ門1-17-1
届出 42 R07/07/14 有限会社　スエヒロ広告 福島県いわき市内郷御厩町4丁目15番地
届出 43 R09/02/22 鹿島建設　株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1
届出 44 R07/07/14 株式会社　読売IS 東京都中央区日本橋人形町3丁目9番1号
届出 45 R09/03/08 清水建設　株式会社 東京都中央区京橋2丁目16番1号
届出 46 R07/09/08 株式会社　保安企画 岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地
届出 47 R06/03/30 大日本印刷　株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1丁目１番１号
届出 48 R08/10/17 株式会社　アコオ 茨城県水戸市谷津町細田１番12号 水戸西流通センター内

届出 49 R09/03/06 株式会社　三昭堂 愛知県一宮市あずら３丁目9番23号
届出 50 R07/07/30 株式会社　ケーディーエム 茨城県笠間市大古山字大久保598-1
届出 51 R08/10/03 株式会社　森島工芸 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢5126-11
届出 52 R08/10/24 株式会社　ノイプランニング 栃木県宇都宮市大塚町14-16
届出 53 R06/01/20 内外建設　株式会社 東京都中央区八丁堀2丁目20番8号
届出 54 R06/05/20 株式会社　エクスロード　エー・ビー・アール 東京都豊島区千早2-30-3
届出 55 R08/11/28 株式会社　キハラネオン製作所 東京都大田区南六郷2-26-3
届出 56 R08/10/17 株式会社　しばた工芸 栃木県宇都宮市2-2-3
届出 57 R09/02/15 イベンタス　株式会社 東京都江東区新大橋2-13-11
届出 58 R04/12/27 株式会社　サンシュウ 東京都墨田区菊川2-1-3
届出 59 R07/05/25 有限会社　エム・エス・ピー 栃木県宇都宮市平出町2241-1
届出 60 R08/11/21 若色看板　株式会社 栃木県栃木市城内町2-7-55
届出 61 R07/10/17 株式会社　柳美工 栃木県小山市羽川925-29
届出 62 R09/01/30 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
届出 63 R05/01/24 株式会社　ココプラス 東京都板橋区向原1-8-16
届出 64 R07/02/24 株式会社　日東工業 東京都練馬区北町5-18-13
届出 65 R08/10/31 株式会社　北関スクリーン 群馬県渋川市村上3752番地7
届出 66 R04/10/25 有限会社　トライアート 福島県いわき市泉町下川字宮ノ下42
届出 67 R07/06/15 株式会社　サインボードエキスプレス 東京都中央区新富2-12-6 新幸ビル4階
届出 68 R08/10/10 株式会社　セキネネオン 茨城県潮来市古高3480-1
届出 69 R04/05/22 株式会社　ワークスサイン 東京都稲城市矢野口2796-1
届出 70 R07/06/14 富士ワールド企画サービス　株式会社 千葉県鎌ケ谷市中佐津間2丁目4番10号
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届出 71 R04/08/21 タイガー　株式会社 東京都千代田区岩本町3-10-12
届出 72 R08/10/24 株式会社　セブンエイト 東京都目黒区原町2-2-8
届出 73 R09/03/18 有限会社　双葉広告 茨城県水戸市鯉淵町499
届出 74 R08/04/19 株式会社　岡崎巧芸 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田1083-1
届出 75 R08/10/17 関東マルワ産業　株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地38-38
届出 76 R08/10/03 株式会社　小島工業 栃木県宇都宮市平出町385-13
届出 77 R04/10/12 株式会社　WAOH 東京都台東区三ノ輪1丁目28番10号 丸嶋ビル6階
届出 78 R04/09/28 有限会社　須田工業 千葉県市川市香取2-14-5
届出 79 R05/01/24 有限会社　天祐堂 東京都練馬区春日町3-34-12
届出 80 R05/07/22 不二化成品　株式会社 静岡県静岡市清水区鳥坂327番1
届出 81 R06/02/24 株式会社　びこう社 東京都港区南青山4-15-5
届出 82 R04/09/02 尾高　健永 埼玉県児玉郡美里町大字関17-4
届出 83 R06/01/20 株式会社　PLUSVISION 東京都中央区新富1-9-4 ファンデックス銀座6F
届出 85 R06/12/09 株式会社　HIT'S-V 大阪府東大阪市長田中5丁目1番19号
届出 87 R08/10/10 ダイテック　株式会社 東京都中央区日本橋小伝馬町6-1
届出 88 R08/10/17 株式会社　東京企画 千葉県柏市泉町957-29
届出 90 R07/03/25 株式会社　金星堂 三重県桑名市大字江場481
届出 91 R08/02/16 株式会社　サインクラフト 群馬県渋川市石原1462-3
届出 92 R05/04/07 上毛ネオン　株式会社 群馬県富岡市宇田161-1
届出 94 R04/11/11 株式会社　ムロタニ 茨城県潮来市辻557-1
届出 95 R05/02/20 有限会社　大門堂 千葉県市川市八幡3-1-18
届出 96 R06/11/10 株式会社　電通 東京都港区東新橋1丁目8番1号
届出 97 R08/10/24 株式会社　ケンセン 埼玉県さいたま市緑区東大門2-2-19
届出 98 R08/10/17 茨城交通　株式会社 茨城県水戸市袴塚3丁目5番36号
届出 100 R07/05/27 株式会社　リベット 埼玉県志木市中宗岡3-11-23
届出 101 R06/06/24 第一工芸　株式会社 大阪府大阪市東住吉区今林4丁目7-9
届出 102 R08/12/08 リーガルボード　株式会社 埼玉県草加市氷川町2104-1 エンゼルビル5F
届出 103 R04/09/26 株式会社　ホクリン 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル6F
届出 104 R05/04/16 株式会社　三美堂 東京都豊島区南長崎6-16-1
届出 105 R06/05/25 株式会社　ダイヤ工芸社 東京都台東区三ノ輪1-1-2
届出 106 R08/10/10 株式会社　中村工社 広島県広島市中区南吉島1丁目2番14号
届出 108 R09/02/15 東京アドバタイジングサービス　株式会社 東京都世田谷区瀬田3-15-17
届出 109 R04/04/12 有限会社　アーテック三協 岐阜県岐阜市早田町2丁目23番地
届出 110 R06/06/30 有限会社　前橋ネオン 群馬県前橋市亀里町492-1
届出 111 R08/12/19 有限会社　美広 千葉県千葉市中央区都町1-13-16
届出 112 R08/10/24 朝日エティック　株式会社 大阪府大阪市福島区福島7-15-26
届出 113 R08/10/03 株式会社　昭和ネオン 東京都品川区南品川1丁目7番17号
届出 114 R06/12/15 関東積水樹脂　株式会社 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号
届出 115 R07/07/20 有限会社　宣広社 埼玉県熊谷市下奈良1304
届出 117 R08/10/31 有限会社　アド・ネモト 茨城県かすみがうら市牛渡1386
届出 118 R09/01/10 株式会社　榎研企画 埼玉県川口市上青木1-24-21
届出 119 R06/04/08 株式会社　ハックスター 東京都町田市鶴間3-15-4
届出 120 R04/08/09 株式会社　アド秋田 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前8番地8
届出 122 R06/03/11 株式会社　エルグ 東京都港区浜松町1-2-12
届出 123 R08/11/14 髙野　勝利 茨城県那珂市飯田805-3
届出 124 R05/10/16 株式会社　日装ネオン 埼玉県坂戸市大字石井2638
届出 125 R09/02/22 株式会社　キクテック 愛知県名古屋市南区加福本通1丁目26番地
届出 126 R04/08/22 有限会社　山昭 群馬県高崎市神戸町550-1
届出 127 R07/08/31 株式会社　商華堂 東京都板橋区前野町2丁目25番7号
届出 128 R08/10/10 ウチノ看板　株式会社 埼玉県所沢市三ヶ島1-23-2
届出 129 R09/01/30 株式会社　清工舎 千葉県八千代市吉橋1075-5
届出 130 R09/02/06 株式会社　アドライフサイン 千葉県千葉市稲毛区長沼町55番地6
届出 131 R07/02/26 アイワ工芸　有限会社 埼玉県上尾市今泉223
届出 132 R06/01/23 関彰エンジニアリング　株式会社 茨城県つくば市東新井12-2
届出 133 R08/10/17 株式会社　乃村工藝社 東京都港区台場2丁目3番4号
届出 134 R07/09/13 大下　智美 茨城県水戸市見和1丁目369-4
届出 136 R08/10/17 株式会社　コトブキネオン 東京都千代田区神田小川町1丁目11番地
届出 137 R08/11/07 有限会社　プラス企画 茨城県ひたちなか市勝田本町4-7
届出 138 R08/11/07 株式会社　協同制作 東京都中央区入船2丁目5番7号
届出 139 R08/02/24 有限会社　トリムデザイン 千葉県富里市中沢308-39
届出 140 R05/03/04 三共ディスプレイ　株式会社 広島県廿日市市木材港北7-17
届出 141 R08/11/14 有限会社　横山工芸社 茨城県日立市久慈町2-31-8
届出 142 R05/04/12 田村　晃一 茨城県筑西市幸町2-10-3
届出 143 R09/02/06 株式会社　水戸京成百貨店 茨城県水戸市泉町1-6-1
届出 144 R08/10/24 株式会社　サトー工芸 茨城県つくば市大曽根2708-2
届出 145 R08/03/24 株式会社　ADOYA 茨城県水戸市酒門町1107-4
届出 146 R04/06/05 東京ネオン電気　株式会社 宮城県仙台市若林区連坊小路130番地の2
届出 147 R07/01/28 有限会社　カナイトレーディング 茨城県水戸市三の丸2-10-29
届出 148 R08/02/18 アイワ広告　株式会社 東京都町田市旭町1丁目21-14
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届出 149 R05/11/26 株式会社　QPS 群馬県前橋市東善町380-4
届出 150 R05/09/16 ４５アイズ　株式会社 東京都千代田区飯田橋4-5-11
届出 151 R08/12/19 株式会社　デザインアーク 大阪府大阪市西区阿波座1丁目5番16号
届出 152 R04/05/31 株式会社　東弘企画 東京都練馬区早宮1-15-26
届出 153 R08/11/28 株式会社　ワイズサイン 群馬県伊勢崎市三室町5808
届出 154 R06/12/22 株式会社　アドフォーカス 東京都港区浜松町2丁目2番15号
届出 155 R05/10/13 ユニコン・エージェンシー　株式会社 宮城県名取市高舘熊野堂字今成西28-3
届出 156 R08/11/28 株式会社　T＆Tアド 東京都中央区八丁堀2-25-10 三信八丁堀ビル
届出 157 R08/12/12 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
届出 158 R04/11/04 株式会社　HOT Sign 茨城県水戸市鯉淵町5509-16
届出 159 R04/11/27 株式会社　シテイ―・ロード 東京都千代田区外神田4丁目8番5号 クレイン末広7F
届出 160 R08/10/17 有限会社　大栄企画 茨城県つくばみらい市絹の台5丁目1番1
届出 161 R08/09/04 株式会社　エス・イー・オー 神奈川県川崎市中原区苅宿47-35
届出 162 R04/11/08 有限会社　オフィスティック 茨城県水戸市石川1丁目3808番地の8
届出 163 R04/06/05 株式会社　フォルマ 東京都武蔵野市吉祥寺南町5-8-2
届出 164 R07/08/16 株式会社　メディアクロス水戸 茨城県水戸市酒門町4269-6
届出 166 R08/12/12 有限会社　サン美術 茨城県日立市滑川本町3丁目7番5号
届出 167 R06/11/12 株式会社　レガーロ 東京都世田谷区船橋7丁目7番8号
届出 168 R04/07/17 ラッキー工芸　株式会社 兵庫県姫路市朝日町54番地
届出 169 R08/10/17 株式会社　フェイス 茨城県東茨城郡茨城町木部771-1
届出 170 R06/10/08 凸版印刷　株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号
届出 171 R07/08/26 佐藤　克利 茨城県那珂市後台2119-72
届出 173 R08/10/17 株式会社　波デザイン 福島県郡山市朝日2-18-34
届出 174 R08/11/21 株式会社　アド宣通 栃木県宇都宮市下荒針町2678-443
届出 175 R08/10/24 株式会社　ニューアド社 東京都杉並区阿佐谷南1-11-1
届出 176 R06/03/31 アイアサン　株式会社 愛知県一宮市あずら3丁目9番23号
届出 177 R08/11/13 GCストーリー　株式会社 東京都江東区木場6-4-2KIビル
届出 178 R06/08/07 株式会社　協栄社 新潟県新潟市南区高井東3丁目867-3
届出 179 R04/10/30 グロリア・アーツ　株式会社 神奈川県川崎市高津区宇奈根731-6
届出 180 R06/03/13 株式会社　マクーン インターナショナル 神奈川県横浜市南区永田東3-12-12
届出 181 R08/10/17 株式会社　ケイエスエスサービス 茨城県小美玉市上吉影152-1
届出 182 R08/10/24 株式会社　アートランド 群馬県富岡市神成332-1
届出 183 R04/06/12 株式会社　共栄企画 大阪府大阪市西区阿波座1-9-9
届出 184 R08/10/10 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1丁目23番1号
届出 185 R08/10/24 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
届出 186 R08/11/21 株式会社　広洋社 茨城県水戸市笠原町1368-1
届出 187 R07/06/11 株式会社　エヌライズ 東京都江東区亀戸1-25-12-601
届出 188 R09/03/26 長田広告　株式会社 愛知県津島市東柳原町5丁目5番地1
届出 189 R08/10/31 株式会社　オオウチ工芸 宮城県仙台市若林区六丁の目元町3番8号
届出 190 R09/02/22 株式会社　広報社 茨城県水戸市酒門町4342-1
届出 191 R08/10/10 株式会社　土浦アド・サービス 茨城県小美玉市上玉里38
届出 192 R08/12/12 千代田エナメル金属　株式会社 東京都江戸川区西一之江2丁目23-13
届出 193 R05/05/15 株式会社　ライフ・ウェイ 東京都足立区南花畑2丁目47番6
届出 194 R05/01/22 株式会社　富士工芸 茨城県水戸市堀町堂地内401番地の2
届出 195 R05/11/29 株式会社　エイチ・エス・エイ 大阪府大阪市生野区林寺6丁目8番24号
届出 197 R08/10/31 株式会社　コーエー 茨城県取手市清水747番地
届出 198 R04/11/04 服部　泰 茨城県水戸市大場町4108-2
届出 199 R08/03/10 積水ハウス　株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号
届出 200 R08/03/14 有限会社　エムズポーター 東京都大田区蒲田1-3-8
届出 202 R09/02/15 市毛　修次 茨城県水戸市千波町2448番地 トワメゾン水戸A棟207号

届出 203 R06/03/01 美和ロック　株式会社 東京都港区芝3丁目1番12号
届出 204 R08/10/10 株式会社　ニュー・アート 広島県広島市中区南竹屋町9番4号
届出 205 R08/04/06 株式会社　橋本工芸社 栃木県宇都宮市鶴田町2186-10
届出 206 R08/10/17 株式会社　エフ広芸 埼玉県越谷市平方485
届出 207 R08/05/26 株式会社　ネットテン 大阪府大阪市住吉区千躰2-2-24
届出 208 R08/05/17 益子　久美子 茨城県水戸市東桜川3番10号
届出 209 R08/06/21 株式会社　園部塗工 茨城県水戸市平須町1824-581
届出 211 R08/05/17 株式会社　美装社 宮城県大崎市古川鶴ケ埣字新江北16
届出 213 R04/06/19 株式会社　スカイサインシステム 東京都豊島区南池袋2-8-1 エバーグリーンハイツ201
届出 214 R09/01/09 有限会社　デジアド 茨城県水戸市酒門町4279-3
届出 215 R08/10/03 株式会社　日の丸ディスプレー 東京都練馬区早宮1-11-8
届出 216 R06/11/09 株式会社　えきすぱアート 茨城県ひたちなか市馬渡2914-95
届出 217 R07/11/30 イオンディライト　株式会社 大阪府大阪市中央区南船場2丁目3番2号
届出 218 R08/10/10 長瀬　隆之 茨城県水戸市柵町2-5-22
届出 219 R08/02/14 株式会社　笠谷sign 大阪府大阪市大正区泉尾2-22-28
届出 220 R08/07/01 Shidao企画　株式会社 埼玉県所沢市大字南永井1061
届出 221 R08/10/03 株式会社　広正社 東京都葛飾区青戸6-1-13
届出 222 R08/07/13 株式会社　ザイマックス 東京都港区赤坂1丁目1番1号
届出 223 R08/10/23 株式会社　創輝社 静岡県静岡市清水区鳥坂1148番地1
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届出 224 R05/10/09 株式会社　ヨシミ 東京都中央区八丁堀3-25-8-3F
届出 225 R08/09/04 株式会社　アサヒファシリティズ 東京都江東区南砂2丁目5番14号
届出 226 R08/10/10 株式会社　河嶋工芸 茨城県水戸市吉沢町739-2
届出 227 R08/10/31 株式会社　東京タカラ商会 東京都豊島区東池袋3-10-6
届出 228 R08/10/03 株式会社　サイズファクトリー 東京都杉並区方南2-4-7
届出 229 R08/12/05 有限会社　テクサ 茨城県水戸市東赤塚2086
届出 231 R08/10/03 株式会社　備広 東京都中央区東日本橋3丁目7番12号
届出 232 R08/10/17 株式会社　エキスプレス社 東京都中央区銀座3丁目9番4号
届出 233 R08/10/11 大阪クロード　株式会社 大阪府大阪市福島区海老江8-11-21
届出 234 R08/11/14 西武企画　株式会社 北海道札幌市東区北十三条東1丁目1番7号
届出 235 R08/09/20 常陽インダストリー　株式会社 栃木県真岡市西沼875-2
届出 236 R08/09/30 トピー実業　株式会社 東京都品川区大崎1丁目2番2号
届出 237 R08/10/04 西島　千尋 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町1494番1
届出 238 R08/10/10 株式会社　昭和化成 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目19番2号
届出 239 R08/12/19 株式会社　宮内工芸 埼玉県川口市並木1-11-30
届出 240 R04/07/17 株式会社　プラクト 東京都江東区東陽3-26-24
届出 241 R09/01/09 株式会社　共同広告社 東京都中央区日本橋小舟町15-10
届出 242 R08/10/17 アクティヴサインシステム　株式会社 東京都足立区保木間1-23-6
届出 243 R09/02/15 有限会社　プラップ 茨城県水戸市河和田町4613-2
届出 244 R08/10/28 グローアップ　株式会社 埼玉県加須市上高柳475-1
届出 245 R08/12/12 株式会社　アート・ジャパン 茨城県ひたちなか市枝川813番地の4
届出 246 R08/11/14 有限会社　高森看板製作所 茨城県土浦市富士崎1-3-16
届出 247 R05/02/20 株式会社　東和広告システム 群馬県桐生市境野町7丁目50-1
届出 248 R08/11/07 株式会社　アーバン 茨城県水戸市青柳町185-1
届出 249 R08/12/05 株式会社　白英社 茨城県水戸市大町2丁目3番2号
届出 250 R09/01/09 アオイネオン　株式会社 静岡県静岡市葵区新伝馬1丁目3番43号
届出 251 R08/12/16 有限会社　ＴＤＳ・東京 東京都葛飾区宝町2-14-1
届出 252 R08/06/10 株式会社　ブリンク 茨城県水戸市塩崎町1418
届出 253 R08/12/23 ミラクルアート　株式会社 福岡県糟屋郡新宮町上府北3-5-7
届出 254 R09/02/15 佐藤　浩一 茨城県水戸市河和田町2996-8
届出 255 R05/08/28 朝日電装　株式会社 大阪府豊中市穂積2-16-20
届出 256 R09/03/26 有限会社　テイクアート 茨城県日立市久慈町4丁目1番7号
届出 257 R09/02/07 株式会社　MixLink 茨城県水戸市酒門町4194-8
届出 258 R09/01/18 株式会社　サンエイ企画 東京都新宿区四谷本塩町8番2号
届出 259 R09/01/24 株式会社　アーク・テクノ 東京都港区東麻布2-15-9-301
届出 260 R08/10/10 株式会社　ナショナル・アート 千葉県松戸市北松戸3丁目1番地78
届出 261 R09/03/08 茨城弘報　株式会社 茨城県水戸市酒門町4269-6
届出 262 R06/07/08 マチ広告デザイン　株式会社 千葉県船橋市飯山満町1-768
届出 263 R09/04/09 株式会社　イワキ工芸社 千葉県千葉市若葉区加曽利町1552-1
届出 264 R09/03/26 株式会社　三和企画 千葉県千葉市若葉区大宮町3360-34
届出 265 R09/03/26 株式会社　シモヤ 愛知県大府市宮内町4丁目381番地
届出 266 R05/04/07 株式会社　ランドマーク新潟 新潟県新潟市西区寺地528番地4
届出 267 R09/03/29 東北エスピー　株式会社 福島県郡山市富久山町福原字中田34-1
届出 268 R09/03/06 マックス・デザイン　株式会社 福島県郡山市新屋敷1丁目60番地
届出 269 R09/03/18 株式会社　小林工芸社 東京都豊島区北大塚1-9-15
届出 270 R08/11/07 有限会社　集創社 栃木県宇都宮市下岡本町2130-12
届出 271 R09/03/01 株式会社　フォルト 山口県下関市椋野町3丁目5番16号
届出 272 R08/11/10 株式会社　草地クラフト 茨城県日立市諏訪町2-7-1
届出 273 R09/03/10 株式会社　新治自動車 茨城県石岡市鹿の子2-8-10
届出 274 R09/05/06 株式会社　古川広告社 大阪府東大阪市衣摺6-1-28
届出 275 R09/03/10 株式会社　安藤・間 東京都港区赤坂6丁目1番20号
届出 276 R06/03/24 関根　健次 茨城県常総市水海道諏訪町3268


