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1 令和2年9月16日 令和7年10月16日 更新 個人 吉本光男 880-0015 0985-29-4260 宮崎県宮崎市大工１丁目８番７号 かんばん３２０ 880-0015 0985-29-4260 宮崎県宮崎市大工１丁目８番７号 吉本光男 屋外広告士

2 令和2年8月28日 令和7年10月16日 更新 個人 鈴木清徳 880-1106 0985-75-2597 宮崎県東諸県郡国富町大字森永２２２９ サインボードスズキ 880-1106 0985-75-8399 宮崎県東諸県郡国富町大字森永２０１６－６ 鈴木清徳 講習会修了

3 令和2年10月15日 令和7年10月16日 更新 法人 有限会社ソニア 880-2112 0985-47-5996 宮崎県宮崎市大字小松２０３６番地３ 有限会社ソニア 880-2112 0985-47-5996 宮崎県宮崎市大字小松２０３６番地３ 𠮷岡康洋 屋外広告士

5 令和2年8月28日 令和7年10月17日 更新 法人 株式会社こめや陶堂 881-0005 0983-42-0456 宮崎県西都市大字三宅４０６３番地８ 株式会社こめや陶堂 881-0005 0983-42-0456 宮崎県西都市大字三宅４０６３番地８ 米良薫 講習会修了

6 令和2年9月10日 令和7年10月17日 更新 個人 湯浅吉弘 887-0016 0987-22-4443 宮崎県日南市中平野一丁目４番地１４ 湯浅巧芸社 887-0016 0987-22-4443 宮崎県日南市中平野一丁目４番地１４ 湯浅崇博 講習会修了

8 令和2年9月16日 令和7年10月23日 更新 法人 株式会社熊本ＰＲセンター 861-2231 096-287-0981 熊本県上益城郡益城町安永５０５番地 株式会社熊本ＰＲセンター 861-2231 096-287-0981 熊本県上益城郡益城町安永５０５番地 堅田啓介 講習会修了

9 令和2年8月20日 令和7年10月24日 更新 法人 株式会社堀田商事 882-0862 0982-33-3331 宮崎県延岡市浜町４１１番地５ 株式会社堀田商事 882-0862 0982-33-3331 宮崎県延岡市浜町４１１番地５ 堀田幸彦 屋外広告士

12 令和3年1月6日 令和7年11月9日 更新 個人 竹下考一 885-0078 0986-25-5793 宮崎県都城市宮丸町３０６０番地２ デザインタケコウ 885-0078 0986-25-5793 宮崎県都城市宮丸町３０６０番地２ 竹下考一 屋外広告士

13 令和3年1月13日 令和7年11月9日 更新 個人 弘田洋一 885-0043 0986-47-4335 宮崎県都城市豊満町１５５７番地５ ヒロタ巧芸 885-0043 0986-47-4335 宮崎県都城市豊満町１５５７番地５ 弘田洋一 屋外広告士

15 令和2年12月28日 令和7年11月9日 更新 個人 中村富美夫 889-1801 090-9587-0636
宮崎県都城市山之口町富吉３６２４番地１　下富吉
団地１年１号棟２号

ナカムラ看板 889-1803 090-9587-0636 宮崎県都城市山之口町山之口３４３１－１ 中村富美夫 講習会修了

16 令和3年1月6日 令和7年11月16日 更新 個人 三木強 889-1604 0985-85-5311 宮崎県宮崎市清武町船引７０９２番地 かんばんのｍｉｋｉ 889-1604 0985-85-5311 宮崎県宮崎市清武町船引７０９２番地 三木強 講習会修了

21 令和2年11月5日 令和7年11月16日 更新 法人 株式会社アド・サイン 870-1153 097-541-7755
大分県大分市大字小野鶴字大手ヶ迫１９１６番地の
１

株式会社アド・サイン 870-1153 097-541-7755 大分県大分市大字小野鶴字大手ヶ迫１９１６番地の１ 大石安彦 講習会修了

22 令和2年12月28日 令和7年11月29日 更新 個人 外山隆敎 885-0022 0986-22-0641 宮崎県都城市小松原町９号９番地 外山看板店 885-0022 0986-22-0641 宮崎県都城市小松原町９号９番地 外山隆敎
屋外広告士
講習会修了

25 令和3年1月6日 令和7年11月29日 更新 個人 笠村陽一 882-0003 0982-34-1587 宮崎県延岡市稲葉崎町３丁目１４７９番地１ カサムラデザイン 882-0003 0982-34-1587 宮崎県延岡市稲葉崎町３丁目１４７９番地１ 笠村陽一 講習会修了

26 令和2年10月20日 令和7年11月29日 更新 法人 吉本工芸有限会社 880-0852 0985-25-2971 宮崎県宮崎市高洲町５１番地４ 吉本工芸有限会社 880-0852 0985-25-2971 宮崎県宮崎市高洲町５１番地４ 吉本有宏 講習会修了

28 令和2年12月28日 令和7年12月8日 更新 法人 株式会社アースサイン 889-1914 0986-52-1949 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池３６６７番地６ 株式会社アースサイン 889-1914 0986-52-1949 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池３６６７番地６ 橋口悟 屋外広告士

29 令和2年12月2日 令和7年12月8日 更新 法人 株式会社パックス・トーア 849-1321 0954-62-0777 佐賀県鹿島市古枝甲４７０番地１１ 株式会社パックス・トーア 849-1321 0954-62-0777 佐賀県鹿島市古枝甲４７０番地１１ 中村佳央 屋外広告士

30 令和2年12月7日 令和7年12月8日 更新 個人 安藤一彦 885-1202 0986-58-5874 宮崎県都城市高城町穂満坊１４６９番地１ あんどう工房 885-1202 0986-58-5874 宮崎県都城市高城町穂満坊１４６９番地１ 安藤一彦 屋外広告士

31 令和2年10月20日 令和7年12月8日 更新 法人 株式会社昭和ネオン 140-8701 03-3471-4141 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福岡営業所 810-0041 092-781-6081 福岡県福岡市中央区大名１－４－１ 松尾角男 講習会修了

屋　　　外　　　広　　　告　　　業　　　者　　　登　　　録　　　簿
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32 令和3年1月6日 令和7年12月8日 更新 法人 有限会社オニツカ 880-0921 0985-56-8168 宮崎県宮崎市大字本郷南方３５０２番地 有限会社オニツカ 880-0921 0985-56-8168 宮崎県宮崎市大字本郷南方３５０２番地 鬼束耕太郎 屋外広告士

34 令和2年12月11日 令和7年12月8日 更新 法人 宮崎交通株式会社 880-0001 0985-32-5780 宮崎県宮崎市橘通西三丁目１０番３２号 宮崎交通株式会社　広告宣伝部 880-0122 0985-89-5500 宮崎県宮崎市大字塩路３０８２番地１５ 河野博 講習会修了

35 令和2年11月9日 令和7年12月8日 更新 法人 朝日エティック株式会社 553-0003 06-6343-9175 大阪府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
福岡支店

810-0072 092-735-1200 福岡県福岡市中央区長浜２－３－６　三陽長浜ビル４Ｆ 森山静雄 屋外広告士

36 令和2年12月2日 令和7年12月8日 更新 個人 井川和夫 845-0004 0952-72-8423 佐賀県小城市小城町松尾４０９８番地１６ アート工建 845-0014 0952-73-3960 佐賀県小城市小城町晴気１４２０－２ 井川和夫 講習会修了

38 令和3年1月6日 令和8年1月4日 更新 法人 有限会社ベル工芸社 882-0864 0982-34-1288 宮崎県延岡市塩浜町一丁目１５３６番地３３ 有限会社ベル工芸社 882-0864 0982-34-1288 宮崎県延岡市塩浜町一丁目１５３６番地３３ 林田泰輝 屋外広告士

40 令和2年12月2日 令和8年1月4日 更新 法人 株式会社九光 814-0012 092-851-0499 福岡県福岡市早良区昭代一丁目１０番１号 株式会社九光 814-0012 092-851-0499 福岡県福岡市早良区昭代一丁目１０番１号 吉田淳也 屋外広告士

41 令和3年5月24日 令和8年1月4日 更新 法人 株式会社丹青社 108-8220 03-6455-8104 東京都港区港南一丁目２番７０号 株式会社丹青社 108-8220 03-6455-8104 東京都港区港南一丁目２番７０号 松﨑利幸 講習会修了

42 令和2年12月11日 令和8年1月4日 更新 法人 株式会社ニュー・アート 730-0049 082-241-1898 広島県広島市中区南竹屋町９番４号 株式会社ニュー・アート　本社 730-0049 082-241-1898 広島県広島市中区南竹屋町９番４号 新宅謹示 屋外広告士

45 令和2年11月9日 令和8年1月16日 更新 法人 株式会社昭光社 810-0062 092-712-1687 福岡県福岡市中央区荒戸三丁目６番２９号 株式会社昭光社 810-0062 092-712-1687 福岡県福岡市中央区荒戸三丁目６番２９号 前田英幸 屋外広告士

47 令和2年12月18日 令和8年1月16日 更新 法人 オリオンセールスプロモーション株式会社 104-0044 03-3543-6231 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　東京本社
オリオンセールスプロモーション
株式会社　中四国・九州支社

104-0044

730-0851

03-3543-6231

082-294-7233

東京都中央区明石町３番３号

広島県広島市中区榎町４－３ファイブビル２階

梅津繁之
秋田敏之

屋外広告士
講習会修了

50 令和2年12月7日 令和8年1月26日 更新 法人 長田広告株式会社 496-0045 0567-26-5251 愛知県津島市東柳原町５丁目５番地１
長田広告株式会社宮崎営業所
長田広告株式会社鹿児島営業所

880-0036
899-5101

0985-35-5611
0995-44-7151

宮崎県宮崎市花ヶ島町立毛１０２１－２
鹿児島県霧島市隼人町住吉１５８４

原田真希子
成枝淳一

講習会修了
講習会修了

51 令和3年1月13日 令和8年1月26日 更新 法人 有限会社若竹デザイン企画 880-0124 0985-39-5945 宮崎県宮崎市大字新名爪字谷廻４０９０番地１６ 有限会社若竹デザイン企画 880-0124 0985-39-5945 宮崎県宮崎市大字新名爪字谷廻４０９０番地１６ 中村高士
屋外広告士
講習会修了

53 令和3年1月25日 令和8年1月26日 更新 法人 有限会社創和 880-2212 0985-65-6020 宮崎県宮崎市高岡町下倉永２６０番地１ 有限会社創和 880-2212 0985-65-6020 宮崎県宮崎市高岡町下倉永２６０番地１ 甲斐守 講習会修了

55 令和3年1月28日 令和8年1月26日 更新 法人 株式会社コバルト舎 884-0002 0983-23-0490 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１４０番地 株式会社コバルト舎 884-0002 0983-23-0490 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１４０番地 佐々木かおり 屋外広告士

56 令和3年4月22日 令和8年1月26日 更新 法人 千代田エナメル金属株式会社 132-0023 03-3653-4077 東京都江戸川区西一之江二丁目２３番１３号

千代田エナメル金属株式会社　福岡営
業所
千代田エナメル金属株式会社　亀戸本
社

812-0054
136-0071

092-641-0600
03-5836-3331

福岡県福岡市東区馬出１丁目１３番９号　Ｄ－１ビル　３Ｆ
東京都江東区亀戸１丁目８番８号　大樹生命亀戸ビル　８F

吉原照幸
森原淳

屋外広告士
屋外広告士

57 令和3年1月12日 令和8年1月26日 更新 個人 筒井英夫 889-1911 0986-52-3537 宮崎県北諸県郡三股町大字長田２９５０番地 立山工芸 889-1911 0986-52-3537 宮崎県北諸県郡三股町大字長田２９５０番地 筒井英夫 講習会修了

59 令和2年12月2日 令和8年2月6日 更新 法人 株式会社中村工社 730-0826 082-245-3108 広島県広島市中区南吉島一丁目２番１４号
株式会社中村工社　本社
株式会社中村工社　東京支店

730-0826
103-0022

082-245-3108
03-5255-7511

広島県広島市中区南吉島一丁目２番１４号
東京都中央区日本橋室町４－２－１７

中村秀人
吉﨑貴博

屋外広告士
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60 令和2年12月18日 令和8年2月6日 更新 法人 株式会社山陽工房 710-0038 086-430-2323 岡山県倉敷市新田２３９３番地の２ 株式会社山陽工房 710-0038 086-430-2323 岡山県倉敷市新田２３９３番地の２ 森永栄治 屋外広告士

62 令和3年1月8日 令和8年2月6日 更新 個人 山中悦郎 886-0112 0984-48-3477 宮崎県小林市須木下田５９０番地２ デザイン工房「図画工作」 886-0112 0984-48-3477 宮崎県小林市須木下田５９０番地２ 山中悦郎 講習会修了

65 令和3年1月8日 令和8年2月15日 更新 個人 赤星隆二 882-0026 0982-35-6622 宮崎県延岡市柚の木田町１３７６番地３ 延岡テント商会 882-0027 0982-35-6622 宮崎県延岡市大門町３０４番地 赤星隆二 講習会修了

66 令和2年12月23日 令和8年2月15日 更新 法人 株式会社備広 103-0004 03-5652-0761 東京都中央区東日本橋３丁目７番１２号

株式会社備広　関東営業部（本社）
株式会社備広　関西営業部
株式会社備広　中四国営業部
株式会社備広　広島営業所
株式会社備広　九州営業部

103-0004
532-0011
720-0065
730-0024
812-0016

03-5652-0761
06-6304-2518
084-921-2300
082-246-3131
092-483-0870

東京都中央区東日本橋３丁目７番１２号
大阪府大阪市淀川区西中島７丁目７番１号
広島県福山市東桜町１－４３
広島県広島市中区西平塚町２番４号
福岡県福岡市博多区博多駅南５丁目９番１３号

　竹本幸司
　鳳利博
　石川裕一
　中田健児
　下尾隆之

講習会修了
講習会修了
屋外広告士
講習会修了
講習会修了

69 令和3年1月13日 令和8年2月15日 更新 個人 冨山昇 880-0951 0985-51-7158 宮崎県宮崎市大塚町大迫北平４１１１番地７ トミヤマ巧芸 880-0951 0985-51-7158 宮崎県宮崎市大塚町弥堂ノ窪５３９６番地３ 冨山昇 屋外広告士

70 令和2年12月25日 令和8年2月15日 更新 法人 八幡屋商工有限会社 880-0001 0985-24-2669 宮崎県宮崎市橘通西５丁目１番２９号 八幡屋商工有限会社 880-0001 0985-24-2669 宮崎県宮崎市橘通西５丁目１番２９号 藤原包佳 講習会修了

71 令和3年1月25日 令和8年2月21日 更新 法人 有限会社ドリームサイン 880-0856 0985-72-7633 宮崎県宮崎市日ノ出町５１番地１ 有限会社ドリームサイン 880-0856 0985-72-7633 宮崎県宮崎市日ノ出町５１番地１ 野尻洋志 屋外広告士

72 令和3年1月19日 令和8年2月21日 更新 法人 株式会社アサヒエージェンシー 859-3157 0956-20-3123 長崎県佐世保市桑木場町３３０番地 株式会社アサヒエージェンシー 859-3157 0956-20-3123 長崎県佐世保市桑木場町３３０番地 梁瀬暢彦 講習会修了

75 令和2年12月18日 令和8年2月21日 更新 法人 株式会社キハラネオン製作所 813-0062 092-611-8671 福岡県福岡市東区松島３丁目１７番６号 株式会社キハラネオン製作所 813-0062 092-611-8671 福岡県福岡市東区松島３丁目１７番６号 小林健治 屋外広告士

76 令和3年1月21日 令和8年2月21日 更新 法人 有限会社クスハラデザイン 880-2104 0985-48-0202 宮崎県宮崎市大字浮田１００３番地１ 有限会社クスハラデザイン 880-2104 0985-48-0202 宮崎県宮崎市大字浮田１００３番地１ 楠原政志 講習会修了

77 令和3年1月25日 令和8年2月21日 更新 法人 株式会社東宣エイディ 103-0027 03-6225-2321
東京都中央区日本橋２丁目２番２１号
日本橋２丁目ビル２Ｆ

株式会社東宣エイディ　福岡営業所 812-0007 092-287-9193
福岡県福岡市博多区東比恵３－１１－９
メゾン・ド・水巻１F－E－１号

後藤葉子 講習会修了

80 令和3年1月25日 令和8年2月21日 更新 法人 有限会社フェイス 890-0036 099-296-8685 鹿児島県鹿児島市田上台２丁目４６番１１号 有限会社フェイス 890-0036 099-296-8685 鹿児島県鹿児島市田上台２丁目４６番１１号 白坂亮太 屋外広告士

81 令和3年1月28日 令和8年2月27日 更新 法人 有限会社デザインスギタ 880-0123 0985-39-4262 宮崎県宮崎市大字芳士字人ノ前１７０３番地１ 有限会社デザインスギタ 880-0123 0985-39-4262 宮崎県宮崎市大字芳士字人ノ前１７０３番地１ 杉田和彦
屋外広告士
講習会修了

82 令和3年1月28日 令和8年2月27日 更新 法人 有限会社高千穂塗装 882-1102 0982-72-2475 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方１３３８番地 有限会社高千穂塗装 882-1102 0982-72-2475 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方１３３８番地 押方太 講習会修了

84 令和3年1月25日 令和8年2月27日 更新 法人 キング鉄道広告株式会社 890-0053 099-258-1381 鹿児島県鹿児島市中央町９番地１９－１０１号 キング鉄道広告株式会社 890-0053 099-258-1381 鹿児島県鹿児島市中央町９番地１９－１０１号 中馬輝彦 講習会修了

85 令和3年1月12日 令和8年2月27日 更新 法人 株式会社広美社 882-0851 0982-22-9233 宮崎県延岡市浜砂二丁目１３番９号 株式会社広美社 882-0851 0982-22-9233 宮崎県延岡市浜砂二丁目１３番９号 大嶋太
屋外広告士
講習会修了

86 令和3年1月6日 令和8年2月27日 更新 法人 ウチノ看板株式会社 359-1164 04-2947-8888 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 359-1164 04-2947-8888 埼玉県所沢市三ケ島一丁目２３番地の２ 内野正幸 講習会修了
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89 令和3年2月18日 令和8年3月5日 更新 個人 米良敦夫 889-2535 0987-25-1470 宮崎県日南市飫肥２丁目３番２号 米良看板店 889-2535 0987-25-1470 宮崎県日南市飫肥２丁目３番２号 米良敦夫 講習会修了

90 令和3年2月5日 令和8年3月12日 更新 個人 黒葛原愁 885-0093 0986-24-0079 宮崎県都城市志比田町４５７２番地 看板のメチエ 885-0093 0986-24-0079 宮崎県都城市志比田町４５７２番地 黒葛原愁
屋外広告士
広告美術技能士
講習会修了

92 令和3年3月8日 令和8年3月12日 更新 法人 株式会社下森建装 885-0005 0986-38-8881 宮崎県都城市神之山町４８４１番地
株式会社下森建装
本店

885-0005 0986-38-8881 宮崎県都城市神之山町４８４１番地 下森大也 講習会修了

93 令和3年1月28日 令和8年3月12日 更新 法人 株式会社三和ネオン 885-0004 0986-38-1770 宮崎県都城市都北町７２６８番地 株式会社三和ネオン 885-0004 0986-38-1770 宮崎県都城市都北町７２６８番地 田口勝人 屋外広告士

95 令和3年3月2日 令和8年3月12日 更新 個人 小谷明男 880-2214 0985-82-4159 宮崎県宮崎市高岡町小山田３７１２番地１ コタニ看板 880-2214 0985-82-4159 宮崎県宮崎市高岡町小山田３７１２番地１ 小谷明男 講習会修了

101 令和3年2月5日 令和8年3月14日 更新 個人 南忠 885-0085 0986-26-2987 宮崎県都城市平塚町２９８６番地３ みなみ看板 885-0085 0986-26-2987 宮崎県都城市平塚町２９８６番地３ 南忠 講習会修了

102 令和3年2月2日 令和8年3月14日 更新 個人 仁田脇侯一 887-0001 090-5482-9243 宮崎県日南市油津１丁目４番２０－２０７号 雄雅堂 887-0014 0987-22-2676 宮崎県日南市岩崎１丁目２番３号１ 仁田脇侯一 講習会修了

104 令和3年2月25日 令和8年3月14日 更新 法人 株式会社ニシムラ 890-0034 099-282-9111 鹿児島県鹿児島市田上七丁目９番２０号 株式会社ニシムラ本社 890-0034 099-282-9111 鹿児島県鹿児島市田上七丁目９番２０号 西村剛 屋外広告士

106 令和3年2月9日 令和8年3月19日 更新 法人 株式会社ナカシマデザイン 887-0024 0987-22-5135 宮崎県日南市西弁分四丁目７番地１１ 株式会社ナカシマデザイン 887-0024 0987-22-5135 宮崎県日南市西弁分四丁目７番地１１ 中嶋繁生 講習会修了

108 令和3年1月12日 令和8年3月19日 更新 法人 株式会社コーケン 701-0145 086-243-5573 岡山県岡山市北区今保１４８番地の８ 株式会社コーケン 701-0145 086-243-5573 岡山県岡山市北区今保１４８番地の８ 森神邦彦 屋外広告士

110 令和3年2月25日 令和8年3月19日 更新 法人 有限会社さんわ工芸社 880-0123 0985-62-5710 宮崎県宮崎市大字芳士２９２６番地１ 有限会社さんわ工芸社 880-0123 0985-62-5710 宮崎県宮崎市大字芳士２９２６番地１ 蕨野哲史 講習会終了

111 令和3年4月23日 令和8年3月19日 更新 法人 清水建設株式会社 104-8370 03-3561-1111 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 清水建設株式会社九州支店 810-8607 092-716-2002 福岡県福岡市中央区渡辺通三丁目６番１１号 齋藤進 講習会修了

112 令和3年3月2日 令和8年3月27日 更新 法人 有限会社宮崎商業広告社 880-0913 0985-53-0707 宮崎県宮崎市恒久４丁目２番地１６ 有限会社宮崎商業広告社 880-0913 0985-53-0707 宮崎県宮崎市恒久４丁目２番地１６ 福田恵介 屋外広告士

115 令和3年1月21日 令和8年3月27日 更新 個人 伊藤良彦 880-2116 0985-47-7747 宮崎県宮崎市大字細江４２１２番地３４ いとう彫刻 880-2116 0985-47-7747 宮崎県宮崎市大字細江４２１２番地３４ 伊藤良彦 講習会修了

117 令和3年2月26日 令和8年3月27日 更新 法人 有限会社ウシオ巧芸 880-0841 0985-24-1108 宮崎県宮崎市吉村町下別府乙１０番地２ 有限会社ウシオ巧芸 880-0841 0985-24-1108 宮崎県宮崎市吉村町下別府乙１０番地２ 潮田勝義 講習会修了

118 令和3年3月3日 令和8年3月27日 更新 個人 太田幸宏 882-0802 0982-22-3464 宮崎県延岡市野地町３丁目３４４６番地１ 太田制作 882-0802 0982-22-3464 宮崎県延岡市野地町３丁目３４４６番地１ 太田幸宏 屋外広告士

120 令和3年2月25日 令和8年3月27日 更新 法人 株式会社アート 885-0077 0986-25-6010 宮崎県都城市松元町１号３番地 株式会社アート 885-0077 0986-25-6010 宮崎県都城市松元町１号３番地 伊久良和彦 屋外広告士

121 令和3年1月20日 令和8年3月27日 更新 個人 三浦功之輔 880-2116 0985-47-4760 宮崎県宮崎市大字細江４０９８番地５ Bac　Three 880-2116 0985-47-4760 宮崎県宮崎市大字細江４０９８番地５ 三浦功之輔 講習会修了
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126 令和3年2月16日 令和8年3月27日 更新 個人 乙名康則 889-1301 0983-27-4679 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８４０７番地 おつなアート 889-1301 0983-27-4679 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８４０７番地 乙名康則 屋外広告士

128 令和3年2月5日 令和8年3月30日 更新 法人 株式会社門電 812-0043 092-431-3617 福岡県福岡市博多区堅粕５丁目２番８号 株式会社門電　鹿児島営業所 890-0045 099-254-8378 鹿児島県鹿児島市武１丁目１番３４号 福元隆樹 講習会修了

129 令和3年2月16日 令和8年3月30日 更新 個人 横山裕一郎 880-0036 0985-39-1971 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田６４７番地３ 看板ヨコヤマ 880-0036 0985-39-1971 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田６４７番地３ 横山裕一郎 講習会修了

133 令和3年1月19日 令和8年3月30日 更新 法人 株式会社三昭堂 491-8528 0586-77-0360 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 株式会社三昭堂　本社 491-8528 0586-77-0360 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 仲畑博文 屋外広告士

134 令和3年2月16日 令和8年3月30日 更新 法人 株式会社ハダ工芸社 814-0113 092-771-1181 福岡県福岡市城南区田島５丁目２番１７号 株式会社ハダ工芸社 810-0045 092-771-1181 福岡県福岡市中央区草香江２丁目２番２０号 栗秋誠治 屋外広告士

139 令和3年2月18日 令和8年3月30日 更新 個人 清水佳秋 887-0015 0987-23-5841 宮崎県日南市大字平野２６５５番地 清水看板 887-0015 0987-23-5841 宮崎県日南市大字平野２６５５番地 清水佳秋 講習会修了

143 令和3年1月19日 令和8年3月30日 更新 法人 合資会社山本建装 882-0033 0982-32-4258 宮崎県延岡市川原崎町４１４番地 合資会社山本建装 882-0033 0982-32-4258 宮崎県延岡市川原崎町４１４番地 山本俊幸 講習会修了

150 令和3年4月6日 令和8年3月30日 更新 個人 濱田孫三郎 882-0007 0982-21-3016 宮崎県延岡市桜ヶ丘３丁目６９９０番地３４ ハマダかんばん 882-0007 0982-21-3016 宮崎県延岡市桜ヶ丘３丁目６９９０番地３４ 濱田孫三郎 講習会修了

151 令和3年1月25日 令和8年3月30日 更新 法人 四国アドサービス株式会社 761-8056 087-866-2133 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 761-8056 087-866-2133 香川県高松市上天神町５５６番地１ 吉川慶一 講習会修了

155 令和3年1月20日 令和8年3月30日 更新 法人 有限会社三月スクリーン 882-0081 0982-34-8820 宮崎県延岡市佐野町２３２０番地１ 有限会社三月スクリーン 882-0081 0982-34-8820 宮崎県延岡市佐野町２３２０番地１ 黒木茂 講習会修了

157 令和3年2月5日 令和8年3月30日 更新 法人 テルウェル西日本株式会社 540-0003 06-6944-7156 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号
テルウェル西日本株式会社
　宮崎営業支店

880-0806 0985-24-3390
宮崎県宮崎市広島１－５－３
　ＮＴＴ広島ビル東棟５Ｆ

逆瀬川智明 講習会修了

164 令和3年1月19日 令和8年3月31日 更新 法人 株式会社白馬 880-0835 0985-28-1193 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番地７２ 株式会社白馬 880-0835 0985-28-1193 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番地７２ 中瀬英雄 屋外広告士

165 令和3年2月16日 令和8年3月31日 更新 法人 光サービス株式会社 880-0912 0985-54-4511 宮崎県宮崎市大字赤江１１９８番地１ 光サービス株式会社 880-0912 0985-54-4511 宮崎県宮崎市大字赤江１１９８番地１ 安藤光男 屋外広告士

166 令和3年2月16日 令和8年3月31日 更新 法人 株式会社南九州みかど 880-0855 0985-25-5179 宮崎県宮崎市田代町１６８番地 株式会社南九州みかど 880-0855 0985-25-5179 宮崎県宮崎市田代町１６８番地 太田安俊 講習会修了

168 令和3年2月5日 令和8年3月31日 更新 法人 西武企画株式会社 065-0013 011-741-7731
北海道札幌市東区北十三条東１丁目１番７号
アムクレストビル

西武企画株式会社
九州支店

812-0007 092-432-6566
福岡県福岡市博多区東比恵４丁目６番６号
KJMビル

松尾花織 講習会修了

172 令和3年3月1日 令和8年4月10日 更新 法人 富士マイクロ株式会社 861-8046 096-380-6661 熊本県熊本市東区石原一丁目３番５３号 富士マイクロ株式会社 861-8046 096-380-6661 熊本県熊本市東区石原一丁目３番５３号 小川開正 講習会修了

173 令和3年3月4日 令和8年4月10日 更新 個人 阪元哲志 880-0037 0985-89-2072 宮崎県宮崎市南方町大迫１９４番地 ひとみ工房 880-0037 0985-89-2072 宮崎県宮崎市南方町大迫１９４番地 阪元哲志 講習会修了

176 令和3年2月25日 令和8年4月13日 更新 個人 八代一生 887-0013 090-8769-5699 宮崎県日南市木山二丁目６番２４号 八代看板 887-0022 0987-31-0141 宮崎県日南市上平野町１－７－１５ 八代一生 講習会修了
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177 令和3年2月16日 令和8年4月13日 更新 法人 ミラクルアート株式会社 811-0123 092-962-3700 福岡県糟屋郡新宮町上府北三丁目５番７号 ミラクルアート株式会社 811-0123 092-962-3700 福岡県糟屋郡新宮町上府北三丁目５番７号 嶋村一三 講習会修了

180 令和3年2月10日 令和8年4月13日 更新 法人 株式会社ブンカ巧芸社 892-0831 099-224-1666 鹿児島県鹿児島市船津町４番１号
株式会社ブンカ巧芸社鹿児島営業所
株式会社ブンカ巧芸社福岡営業所

899-2701
816-0922

099-295-4700
092-586-0180

鹿児島県鹿児島市石谷町３６５５
福岡県大野城市山田３丁目４－８

峯元信明
峯元秀爾

屋外広告士

183 令和3年2月10日 令和8年4月17日 更新 個人 山之内正文 885-0026 0986-24-1736 宮崎県都城市大王町５０号３番地 サインセンターパム 885-0026 0986-24-1736 宮崎県都城市大王町５０号３番地 山之内正文 講習会修了

185 令和3年3月16日 令和8年4月18日 更新 法人 有限会社毎日巧芸社 892-0836 099-222-5478 鹿児島県鹿児島市錦江町１１番１６号 有限会社毎日巧芸社 892-0836 099-222-5478 鹿児島県鹿児島市錦江町１１番１６号 髙橋和浩 講習会修了

188 令和3年3月16日 令和8年4月19日 更新 個人 𠮷良文一　 883-0003 0982-52-0507 宮崎県日向市伊勢ケ浜７６番地１ キラ看板 883-0013 0982-52-3705 宮崎県日向市新生町１－１０ 𠮷良文一
講習会修了
広告美術技能士

194 令和3年3月16日 令和8年4月27日 更新 法人 株式会社エキスプレス社 104-0061 03-3541-5181 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 104-0061 03-3541-5181 東京都中央区銀座三丁目９番４号 川村淳 屋外広告士

195 令和3年3月2日 令和8年4月27日 更新 法人 有限会社彩巧堂 860-0811 096-364-1682 熊本県熊本市中央区本荘６丁目１２－１１ 有限会社彩巧堂 860-0811 096-364-1682 熊本県熊本市中央区本荘６丁目１２－１１ 緒方亮介 講習会修了

196 令和3年3月16日 令和8年5月1日 更新 法人 株式会社Ｔ＆Ｔアド 104-0032 03-3552-5071
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アド本社
株式会社Ｔ＆Ｔアド名古屋支社
株式会社Ｔ＆Ｔアド大阪支社

104-0032
460-0003
530-0057

03-3552-5071
052-211-5885
06-6130-3200

東京都中央区八丁堀２－２５－１０（三信八丁堀ビル）
名古屋市中区錦２－２０－８
大阪市北区曽根崎１－１－２

高橋雅一
小野田旬一
平岡孝夫

屋外広告士
屋外広告士
屋外広告士

199 令和3年3月17日 令和8年5月7日 更新 法人 株式会社沖宣工社 892-0836 099-294-9801 鹿児島県鹿児島市錦江町３番２６ 株式会社沖宣工社 892-0836 099-294-9801 鹿児島県鹿児島市錦江町３番２６ 沖田幸一 屋外広告士

200 令和3年3月17日 令和8年5月9日 更新 法人 福岡電気工事株式会社 811-2315 092-939-1781 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原四丁目７番３２号 福岡電気工事株式会社 811-2315 092-939-1781 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原四丁目７番３２号 弟子丸泰介 講習会修了

201 令和3年3月19日 令和8年5月9日 更新 法人 有限会社幸美社 890-0073 099-254-5535 鹿児島県鹿児島市宇宿二丁目１９番３６号 有限会社幸美社 890-0073 099-254-5535 鹿児島県鹿児島市宇宿二丁目１９番３６号 西村秀幸 屋外広告士

203 令和3年4月7日 令和8年5月15日 更新 法人 有限会社ナップ 880-0913 0985-51-7409 宮崎県宮崎市恒久四丁目４番地１６ 有限会社ナップ 880-0901 0985-51-7409 宮崎市東大淀１丁目１番４１号 中田等
屋外広告士
講習会修了

204 令和3年4月13日 令和8年5月24日 更新 法人 株式会社美光社 899-5215 0995-63-1110 鹿児島県姶良市加治木町本町３１番地 株式会社美光社 899-5215 0995-63-1110 鹿児島県姶良市加治木町本町３１番地 美坂幸一 屋外広告士

209 令和3年4月15日 令和8年6月1日 更新 法人 東亜レジン株式会社 160-0023 03-5302-7151
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
福岡営業所

830-1226 0942-77-4000 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈１３７３－１０ 黒木俊明 屋外広告士

210 令和3年4月16日 令和8年6月1日 更新 法人 株式会社プランニングテイク・スリー 814-1343 092-551-5501 福岡県福岡市南区和田二丁目１番４号 株式会社プランニングテイク・スリー 814-1343 092-551-5501 福岡県福岡市南区和田二丁目１番４号 武石勝二郎 屋外広告士

214 令和3年2月17日 令和3年6月11日 更新 個人 河野光則 889-1201 0983-25-2206 宮崎県児湯郡都農町大字川北４２４番地４ 新富看板 889-1406 0983-33-4560 宮崎県児湯郡新富町大字新田15910-3 河野光則 講習会修了

215 令和3年4月2日 令和8年6月12日 更新 法人 アサヒコム株式会社 808-0109 093-791-5885 福岡県北九州市若松区南二島四丁目１３番１０号
アサヒコム株式会社
本社

808-0109 093-791-5885 福岡県北九州市若松区南二島四丁目１３番１０号 田邊久志真 屋外広告士

216 令和3年4月13日 令和8年6月12日 更新 法人 九州ネオン電機株式会社 812-0033 092-281-6331 福岡県福岡市博多区大博町４番３２号
九州ネオン電機株式会社
本店

812-0033 092-281-6331 福岡県福岡市博多区大博町４番３２号 中田新二 講習会修了
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217 令和3年4月13日 令和8年6月14日 更新 法人 株式会社ハダ工芸社 892-0836 099-223-1181 鹿児島県鹿児島市錦江町７番３０号 株式会社ハダ工芸社 892-0836 099-223-1181 鹿児島県鹿児島市錦江町７番３０号 木之下達郎 屋外広告士

219 令和3年5月13日 令和8年6月19日 更新 個人 吉原秀一 885-0041 0986-24-7013
宮崎県都城市一万城町９２号９番地
コーポハローズ１０１号室

サイン　ハローズ 885-0041 0986-24-5055 宮崎県都城市一万城町９１－２１ 吉原秀一 講習会修了

226 令和3年6月2日 令和8年7月2日 更新 法人 有限会社アリ．ユアーズ 809-0004 093-246-2853 福岡県中間市下大隈瀬戸１２６８番地の２ 有限会社アリ．ユアーズ 809-0004 093-246-2853 福岡県中間市下大隈瀬戸１２６８番地の２ 中屋利和 講習会修了

227 令和3年5月19日 令和8年7月3日 更新 法人 株式会社コダマ店舗流通センター 806-0043 093-642-7711 福岡県北九州市八幡西区青山一丁目８番７号 株式会社コダマ店舗流通センター 806-0043 093-642-7711 福岡県北九州市八幡西区青山一丁目８番７号 児玉誠治 屋外広告士

228 令和3年5月27日 令和8年7月11日 更新 法人 株式会社ユウ企画 811-1211 092-952-1266 福岡県那珂川市今光六丁目７９番地 株式会社ユウ企画 811-1211 092-952-1266 福岡県那珂川市今光六丁目７９番地 春日実 屋外広告士

231 平成28年6月27日 令和3年7月17日 更新 法人 エースネオン電装株式会社 861-8031 096-389-1855 熊本県熊本市東区戸島町９７４番地１３ エースネオン電装株式会社 861-8031 096-389-1855
熊本県熊本市東区戸島町９７４番地１３
（熊本東部金属工業団地）

正島達也 屋外広告士

234 令和1年9月26日 令和3年7月30日 更新 法人 株式会社キクテック 457-0836 052-611-0680 愛知県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
九州事業所

812-0007 092-472-2012 福岡県福岡市博多区東比恵４丁目１２番９号 松岡裕二 講習会修了

235 平成30年2月26日 令和3年8月3日 更新 法人 株式会社新工 811-2233 092-611-3253 福岡県糟屋郡志免町別府北三丁目３番１号 株式会社新工 811-2233 092-611-3253 福岡県糟屋郡志免町別府北三丁目３番１号 丸山浩昭 屋外広告士

237 平成28年8月24日 令和3年8月9日 更新 法人 おかやす広業株式会社 812-0887 092-571-2077 福岡県福岡市博多区三筑二丁目２番１８号 おかやす広業株式会社 812-0887 092-571-2077 福岡県福岡市博多区三筑二丁目２番１８号 武林弘 屋外広告士

240 平成28年8月29日 令和3年9月11日 更新 法人 株式会社コトブキネオン 101-0052 03-3291-5346 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 101-0052 03-3291-5346 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 茂呂展夫 講習会修了

241 平成28年6月23日 令和3年9月11日 更新 法人 株式会社アートランド 370-2463 0274-67-2466 群馬県富岡市神成３３２番地１ 株式会社アートランド 370-2463 0274-67-2466 群馬県富岡市神成３３２番地１ 橋爪敏 屋外広告士

242 平成29年3月27日 令和3年9月14日 更新 法人 株式会社フリーダム 840-0857 0952-23-0350 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸１１４６番地６ 株式会社フリーダム 840-0857 0952-23-0350 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸１１４６番地６ 津村賢治 講習会修了

244 令和3年2月4日 令和3年9月24日 更新 法人 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ 105-6312 03-6830-3811 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

105-6312 03-6830-3811 東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号 中村洋志 講習会修了

247 令和3年5月18日 令和3年10月1日 更新 法人 株式会社乃村工藝社 135-8622 03-5962-1171 東京都港区台場二丁目３番４号
株式会社乃村工藝社
本社

135-8622 03-5962-1171 東京都港区台場二丁目３番４号 太田啓介 講習会修了

250 平成28年9月7日 令和3年10月10日 更新 法人 株式会社共栄企画 550-0011 06-6534-1731 大阪府大阪市西区阿波座一丁目９番９号 株式会社共栄企画 550-0011 06-6534-1731 大阪府大阪市西区阿波座一丁目９番９号 山田信彦 講習会修了

252 平成29年3月29日 令和3年10月16日 更新 法人 有限会社ヤマノ企画 869-1236 096-285-6530 熊本県菊池郡大津町杉水２９７３番地１ 有限会社ヤマノ企画 869-1236 096-285-6530 熊本県菊池郡大津町杉水２９７３番地１ 山下幸輝 屋外広告士

253 令和2年4月21日 令和3年10月22日 更新 法人 株式会社アダチ 804-0003 093-871-7536 福岡県北九州市戸畑区中原新町１番３号 株式会社アダチ 804-0003 093-871-7536 福岡県北九州市戸畑区中原新町１番３号 藤本和秀 講習会修了

254 令和3年1月29日 令和3年11月6日 更新 法人 株式会社電通ライブ 100-8508 03-6257-8177 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　本社 100-8508 03-6257-8177 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号 間﨑和郎 屋外広告士

256 令和1年9月27日 令和3年11月19日 更新 法人 タイガー株式会社 101-0032 03-5809-2732 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 101-0032 03-5809-2732 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１２号 山﨑直樹 屋外広告士
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258 平成28年12月14日 令和3年11月20日 更新 法人 株式会社新青蘭社 890-0012 099-225-2281 鹿児島県鹿児島市玉里町１９番１７号 株式会社新青蘭社 890-0012 099-225-2281 鹿児島県鹿児島市玉里町１９番１７号
生駒大志
生駒賢志

屋外広告士

260 平成28年10月14日 令和3年11月30日 更新 法人 株式会社シモヤ 474-0047 0562-48-1488 愛知県大府市宮内町四丁目３８１番地 株式会社シモヤ 474-0047 0562-48-1488 愛知県大府市宮内町四丁目３８１番地 坂啓祐 屋外広告士

262 令和3年2月26日 令和3年12月12日 更新 法人 ウエル・ユーカン株式会社 738-0512 0829-40-5151 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 738-0512 0829-40-5151 広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂２００番地 掛宗智 講習会修了

263 令和1年10月15日 令和3年12月12日 更新 法人 有限会社玄海工芸 819-0166 092-805-1811 福岡県福岡市西区横浜二丁目３５番３５号 有限会社玄海工芸 819-0166 092-805-1811 福岡県福岡市西区横浜二丁目３５番３５号 深堀秀喜 屋外広告士

265 平成28年10月27日 令和3年12月20日 更新 法人 有限会社トラスト 811-2316 092-957-1152 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西２丁目１番１５号 有限会社トラスト 811-2316 092-957-1152 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西２丁目１番１５号 飛賀基樹 屋外広告士

267 令和3年5月17日 令和4年1月17日 更新 法人 株式会社電通九州 810-8675 092-713-2555 福岡県福岡市中央区赤坂一丁目１６番１０号
株式会社電通九州宮崎支社
株式会社電通九州福岡本社

880-0806
810-8675

0985-27-3090
092-713-2637

宮崎県宮崎市広島１－１８－７
福岡県福岡市中央区赤坂一丁目１６番１０号

大塚達也
高橋誠

講習会修了

277 平成29年2月2日 令和4年2月25日 更新 個人 遠藤知幸 885-0075 0986-22-1173 宮崎県都城市八幡町５街区７号 西野テント商会 885-0075 0986-22-1173 宮崎県都城市八幡町５街区７号 遠藤知幸 講習会修了

278 平成28年12月27日 令和4年2月25日 更新 個人 黒木伸介 883-0061 0982-52-5439 宮崎県日向市大王町１丁目１１－１ 虹工房 883-0061 0982-52-5439 宮崎県日向市大王町１丁目１５－３ 黒木伸介 講習会修了

279 平成29年1月6日 令和4年2月27日 更新 法人 株式会社新星社 800-0064 093-391-8311 福岡県北九州市門司区松原一丁目１０番３５号 株式会社新星社 800-0064 093-391-8311 福岡県北九州市門司区松原一丁目１０番３５号 森武 屋外広告士

280 令和3年4月27日 令和4年3月11日 更新 法人 株式会社デザインアーク 550-0011 06-6536-6111 大阪府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東京支店
株式会社デザインアーク大阪本店

102-0072
550-0011

03-5214-2370
06-6536-6111

東京都千代田区飯田橋二丁目１８番２号
大阪府大阪市西区阿波座一丁目５番１６号

橋本和久
揚野宏史

屋外広告士
講習会修了

283 平成29年2月2日 令和4年4月4日 更新 法人 有限会社ニシムラ工芸 850-0003 095-825-7453 長崎県長崎市片淵五丁目１２０７番地７ 有限会社ニシムラ工芸 850-0003 095-825-7453 長崎県長崎市片淵五丁目１２０７番地７ 西村法 屋外広告士

284 平成29年2月28日 令和4年4月10日 更新 法人 株式会社藤誠建設 885-0044 0986-39-2596 宮崎県都城市安久町６９４２番地 株式会社藤誠建設　本店 885-0044 0986-39-2596 宮崎県都城市安久町６９４２番地 藤田誠 講習会修了

286 平成29年4月28日 令和4年4月23日 更新 個人 松浦栄人 888-0007 0987-72-1013 宮崎県串間市大字南方２３９４番地５ みさき巧芸社 888-0007 0987-72-1013 宮崎県串間市大字南方２３９４番地５ 松浦栄人 講習会修了

287 令和3年4月22日 令和4年4月26日 更新 法人 山王スペース＆レンタル株式会社 104-0061 03-3542-5911
東京都中央区銀座三丁目１０番６号
マルイト銀座第３ビル６階

山王スペース＆レンタル株式会社
大阪事務所

556-0017 06-6648-0166
大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２－３
マルイト難波ビル２０Ｆ

福村俊哉 講習会修了

288 平成29年5月17日 令和4年4月26日 更新 法人 株式会社大宣 591-8041 072-253-5050 大阪府堺市北区東雲東町四丁４番１０号 株式会社大宣　本社 591-8041 072-253-5050 大阪府堺市北区東雲東町四丁４番１０号 炭本光輝 講習会修了

291 平成29年7月7日 令和4年6月5日 更新 法人 株式会社三和美研 810-0023 092-718-0088 福岡県福岡市中央区警固２丁目１８番５号 株式会社三和美研 810-0023 092-718-0088 福岡県福岡市中央区警固２丁目１８番５号 三島吉弘 講習会修了

292 平成29年5月24日 令和4年6月14日 更新 個人 渡邉健夫 889-1403 0983-33-0894 宮崎県児湯郡新富町大字上富田５４３０番地３ ナベ看板 889-1403 0983-33-0894 宮崎県児湯郡新富町大字上富田５４３０番地３ 渡邉健夫
講習会修了
広告美術技能士

293 平成29年5月23日 令和4年6月18日 更新 法人 有限会社カミノ 891-1305 099-294-3390 鹿児島県鹿児島市宮之浦町３６３４番地５ 有限会社カミノ 891-1305 099-294-3390 鹿児島県鹿児島市宮之浦町３６３４番地５ 神野恵輔 講習会修了
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295 平成29年5月18日 令和4年6月20日 更新 法人 有限会社タゾエ美装 807-1301 0949-42-4357 福岡県鞍手郡鞍手町猪倉石飛６０４番地の１ 有限会社タゾエ美装 807-1301 0949-42-4357 福岡県鞍手郡鞍手町猪倉石飛６０４番地の１ 田添稔 講習会修了

297 令和3年3月29日 令和4年7月4日 更新 法人 有限会社九州標識工業 899-4332 0995-73-6180
鹿児島県霧島市国分中央一丁目25番５号石塚テ
ナント１F

有限会社九州標識工業 899-4332 0995-73-6180 鹿児島県霧島市国分中央一丁目25番５号石塚テナント１F 立山寛人 講習会修了

298 平成29年6月14日 令和4年7月12日 更新 法人 株式会社野崎美工舎 891-0115 099-268-1339 鹿児島県鹿児島市東開町３番地８９ 株式会社野崎美工舎 891-0115 099-268-1339 鹿児島県鹿児島市東開町３番地８９ 野崎昌登 講習会修了

302 平成29年7月31日 令和4年9月4日 更新 法人 株式会社アド秋田 010-0802 018-864-1504 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前８番地８ 株式会社アド秋田 010-0802 018-864-1504 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前８番地８ 真田元 屋外広告士

305 平成29年9月26日 令和4年10月2日 更新 法人 有限会社山田電装サービス社 807-1133 093-618-4619 福岡県北九州市八幡西区馬場山緑７番３号 有限会社山田電装サービス社 807-1133 093-618-4619 福岡県北九州市八幡西区馬場山緑７番３号 山田育代 講習会修了

306 平成29年12月18日 令和4年11月1日 更新 個人 佐藤正 880-0035 090-8661-9088 宮崎県宮崎市下北方町戸林５２６５番地 ドメイン303 880-0035 0985-26-1788 宮崎県宮崎市下北方町台木７２８－２ 佐藤正 講習会修了

307 令和2年7月17日 令和4年11月15日 更新 法人 アドマサル株式会社 890-0065 099-254-5761 鹿児島県鹿児島市武三丁目４１番７号 アドマサル株式会社 890-0065 099-254-5761 鹿児島県鹿児島市武三丁目４１番７号 内村裕一 講習会修了

309 平成29年10月19日 令和4年12月18日 更新 法人 有限会社キャンバス 891-0106 099-263-5388 鹿児島県鹿児島市自由ヶ丘一丁目１３番３号 有限会社キャンバス 891-0106 099-263-5388 鹿児島県鹿児島市自由ヶ丘一丁目１３番３号 岡本隆志 屋外広告士

310 令和1年6月3日 令和4年12月18日 更新 法人 株式会社小林工芸社 170-0004 03-3917-1688 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本社 170-0004 03-3917-1688 東京都豊島区北大塚一丁目９番１５号 渡辺亨英 屋外広告士

312 令和2年11月9日 令和5年1月21日 更新 法人 株式会社ナカノ 879-0104 0979-32-0005 大分県中津市大字野依７０２番地の１ 株式会社ナカノ 879-0104 0979-32-0005 大分県中津市大字野依７０２番地の１ 岡田貴広 講習会修了

313 令和3年4月16日 令和5年1月28日 更新 法人 三共ディスプレイ株式会社 738-0021 0829-32-8757 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廿日市本社
三共ディスプレイ株式会社東京支店
三共ディスプレイ株式会社大阪営業所
三共ディスプレイ株式会社福岡営業所

738-0021
171-0014
532-0004
812-0893

0829-32-8757
03-5954-7675
06-6396-3347
092-414-0390

広島県廿日市市木材港北７－１７
東京都豊島区池袋２－２３－２４
大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29テラサキ第２ビル
福岡県福岡市博多区那珂１－４６－１９

竹下浩二
萩原達夫
横山賢一
平田瑛悟

講習会修了

314 平成30年10月3日 令和5年2月4日 更新 法人 朝日電装株式会社 561-0856 06-6863-6221 大阪府豊中市穂積二丁目１６番２０号 朝日電装株式会社　大阪本社 561-0856 06-6863-6221 大阪府豊中市穂積二丁目１６番２０号 竹本孝幸 屋外広告士

315 令和2年7月20日 令和5年2月7日 更新 法人 西松建設株式会社 105-6407 03-3502-7570 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 西松建設株式会社　宮崎営業所 880-0861 0985-23-5496 宮崎県宮崎市出来島町１１０番１号 長尾英明 講習会修了

316 令和3年5月12日 令和5年2月7日 更新 法人 株式会社コムズ 104-0031 03-3562-5201 東京都中央区京橋三丁目１２番１号 株式会社コムズ 104-0031 03-3562-5201 東京都中央区京橋三丁目１２番１号 明石　圭司 屋外広告士

317 平成30年1月24日 令和5年2月13日 更新 法人 株式会社柳屋 845-0001 0952-73-2038 佐賀県小城市小城町５２４番地 株式会社柳屋 845-0001 0952-73-2038 佐賀県小城市小城町５２４番地 七田俊輔 講習会修了

318 平成29年12月5日 令和5年2月26日 更新 法人 株式会社しばた工芸 320-0818 028-634-6551 栃木県宇都宮市旭二丁目２番３号 株式会社しばた工芸 320-0818 028-634-6551 栃木県宇都宮市旭二丁目２番３号 柴田彰夫 屋外広告士

319 平成30年2月26日 令和5年2月27日 更新 法人 株式会社Ｋ・デザイン 810-0001 092-741-1378
福岡県福岡市中央区天神一丁目２－４　ＮＯＳＡＩ
福岡

株式会社Ｋ・デザイン 810-0001 092-741-1378 福岡県福岡市中央区天神一丁目２－４　ＮＯＳＡＩ福岡 門田一成 講習会修了

320 平成30年1月17日 令和5年2月27日 更新 個人 丸目幸一郎 880-0046 0985-41-4031 宮崎県宮崎市平和が丘北町１９番１４ 幸巧芸社 880-0046 0985-41-4031 宮崎県宮崎市平和が丘北町１９番１４ 丸目幸一郎 講習会修了
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321 平成29年12月25日 令和5年3月3日 更新 法人 株式会社ダンクリエイト 811-1211 092-952-1815 福岡県筑紫郡那珂川町今光一丁目５５番地 株式会社ダンクリエイト 811-1211 092-952-1815 福岡県筑紫郡那珂川町今光一丁目５５番地 立川裕規 屋外広告士

322 令和1年9月5日 令和5年3月9日 更新 法人 株式会社マイサ 810-0023 092-513-0113 福岡県福岡市中央区警固２－１８－７ふじたビル４Ｆ 株式会社マイサ 810-0023 092-513-0113 福岡県福岡市中央区警固２－１８－７ふじたビル４Ｆ 加藤美香 屋外広告士

323 平成30年1月29日 令和5年3月16日 更新 法人 株式会社金星堂 511-0836 0594-21-3211 三重県桑名市大字江場４８１番地
株式会社金星堂　本社
株式会社金星堂　大阪営業所

511-0836
542-0063

0594-21-3211
06-6191-7218

三重県桑名市大字江場４８１番地
大阪府大阪市中央区東平２－３－９　RSビル２階

小笠原貴行
笠原悦郎

屋外広告士
講習会修了

324 平成30年2月5日 令和5年3月18日 更新 法人 有限会社アサヒステンレス 885-0003 0986-47-1728 宮崎県都城市高木町７０７２－３ 有限会社アサヒステンレス 885-0003 0986-47-1728 宮崎県都城市高木町７０７２－３ 岩切治 講習会修了

326 平成30年7月17日 令和5年4月7日 更新 法人 株式会社坂本美工 734-0034 082-255-7511 広島県広島市南区丹那町１５番２０号 株式会社坂本美工 734-0034 082-255-7511 広島県広島市南区丹那町１５番２０号 坂本貴寛 屋外広告士

328 平成30年3月29日 令和5年4月23日 更新 法人 有限会社三和産業 885-0084 0986-39-6163 宮崎県都城市五十町２２７０番地 有限会社三和産業 885-0064 0986-39-6163 宮崎県都城市今町７６８６－１ 黒松久幸 講習会修了

329 平成30年3月29日 令和5年5月7日 更新 法人 有限会社プロメディア 880-0912 0985-53-2110 宮崎県宮崎市大字赤江１３３７番地３ 有限会社プロメディア 880-0912 0985-53-2110 宮崎県宮崎市大字赤江１３３７番地３ 池田修一 講習会修了

330 平成30年6月18日 令和5年5月8日 更新 法人 エムシードゥコー株式会社 101-0054 03-5217-2520 東京都千代田区神田錦町三丁目２３番地 エムシードゥコー株式会社 101-0054 03-5217-2520 東京都千代田区神田錦町三丁目２３番地 金澤康二郎 講習会修了

332 平成30年3月30日 令和5年5月12日 更新 法人 野田巧作株式会社 880-2234 0985-41-1610 宮崎県宮崎市大字金崎１２３５番地２ 野田巧作株式会社 880-2234 0985-41-1610 宮崎県宮崎市大字金崎１２３５番地２ 野田清二 屋外広告士

335 平成30年5月24日 令和5年6月2日 更新 法人 有限会社近代工芸 862-0947 096-379-2981 熊本県熊本市東区画図町大字重富５６７番地８ 有限会社近代工芸 862-0947 096-379-2981 熊本県熊本市東区画図町大字重富５６７番地８ 坂井雅博 屋外広告士

336 令和2年3月16日 令和5年6月23日 更新 法人 株式会社エポックアート 870-0942 097-569-1181 大分県大分市大字羽田９８４番地の１
株式会社エポックアート本社
株式会社エポックアート福岡支店

870-0942
812-0016

097-569-1181
092-483-2530

大分県大分市大字羽田９８４番地の１
福岡県福岡市博多区博多駅南２－１４－４　田畑英房ビル２Ｆ

高司哲宏
秋田剛

講習会修了
講習会修了

338 平成30年9月4日 令和5年9月11日 更新 法人 株式会社友菱 104-0045 03-3543-5711 東京都中央区築地二丁目１番２－１０２号 株式会社友菱 104-0045 03-3543-5711 東京都中央区築地二丁目１番２－１０２号 田原稔 屋外広告士

341 平成30年7月23日 令和5年9月28日 更新 法人 株式会社ブルー 104-0061 03-3543-3911 東京都中央区銀座七丁目１６番１４号 株式会社ブルー 104-0061 03-3543-3911 東京都中央区銀座七丁目１６番１４号 下田延宏 屋外広告士

347 平成31年4月17日 令和5年12月2日 更新 法人 株式会社スペース 103-0013 03-3669-4008 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
株式会社スペース　名古屋事業本部
株式会社スペース　大阪事業本部

103-0013
451-0042
550-0004

03-3669-4008
052-565-1251
06-6444-0710

東京都中央区日本橋人形町三丁目９番４号
愛知県名古屋市西区那古野２－２－１
大阪府大阪市西区靭本町３－８－１０

井戸田悟
丹羽貞之
久保博

講習会修了
講習会修了
講習会修了

351 平成30年11月5日 令和6年1月19日 更新 法人 株式会社日展コーポレーション 830-0048 0942-33-8281 福岡県久留米市梅満町１５９８番地 株式会社日展コーポレーション 830-0048 0942-33-8281 福岡県久留米市梅満町１５９８番地 眞田知幸 屋外広告士

352 平成30年12月27日 令和6年1月20日 更新 法人 株式会社相生組 883-1601 0982-67-2567 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良１６４７－１０２ スパークル部 883-1601 0982-67-2567 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良１６４７－１０２ 那須俊彦 講習会修了

354 平成31年1月11日 令和6年1月26日 更新 個人 惠洋一郎 880-0805 0985-26-3848
宮崎県宮崎市橘通東５丁目３番２７号
セイザンハイツ橘２０４号

Aie・Zie企画 880-0805 0985-26-3848
宮崎県宮崎市橘通東５丁目３番２７号
セイザンハイツ橘２０４号

惠洋一郎 講習会修了
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355 平成30年12月11日 令和6年1月27日 更新 法人 株式会社共同広告社 103-0024 03-6206-2781 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 103-0024 03-6206-2781 東京都中央区日本橋小舟町１５番１０号 須永幸一 屋外広告士

357 平成31年1月16日 令和6年2月8日 更新 個人 福永幸男 886-0004 0984-22-3414 宮崎県小林市細野２００番地７ 福永看板店 886-0004 0984-22-3414 宮崎県小林市細野２００番地７ 福永幸男 広告美術技能士

359 平成31年2月8日 令和6年3月1日 更新 法人 安井株式会社 889-0697 0982-63-7111 宮崎県東臼杵郡門川町大字加草２７２５番地 安井株式会社 889-0697 0982-63-7111 宮崎県東臼杵郡門川町大字加草２７２５番地 難波江宏治 講習会修了

363 平成31年3月19日 令和6年4月14日 更新 法人 株式会社フジネオン 590-0836 072-245-7174 大阪府堺市堺区楠町三丁４番１２号 株式会社フジネオン 590-0836 072-245-7174 大阪府堺市堺区楠町三丁４番１２号 松本優 屋外広告士

364 令和2年3月30日 令和6年4月26日 更新 法人 株式会社デンショク 702-8002 086-274-0022 岡山県岡山市中区桑野５１６番地の８
株式会社デンショク岡山本社
株式会社デンショク九州営業所

702-8002
812-0007

086-274-0022
092-433-0220

岡山県岡山市中区桑野５１６番地の８
福岡県福岡市博多区東比恵２丁目２０－２５　東比恵ビル３F

金田剛
緒方哲二

屋外広告士
屋外広告士

365 令和3年5月31日 令和6年5月19日 更新 法人 ４５アイズ株式会社 102-0072 03-3814-1045 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 102-0072 03-3814-1045 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 齋藤幸恵 講習会修了

366 平成31年3月19日 令和6年5月26日 更新 個人 小方克浩 882-1202 0982-82-0411 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字桑野内３４１７番地ロ オガタ看板店 882-1202 0982-82-0411 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所１０４０３－２ 小方克浩
講習会修了
広告美術仕上げ
技能士

367 令和1年5月13日 令和6年5月28日 更新 法人 三和ネオン電機株式会社 812-0016 092-431-5925 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目８番34号 三和ネオン電機株式会社 812-0016 092-431-5925 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目８番34号 小平智 講習会修了

368 令和1年5月24日 令和6年6月2日 更新 法人 有限会社宣サイン 811-4164 0940-35-0040 福岡県宗像市徳重二丁目６番２２号 有限会社宣サイン 811-4164 0940-35-0040 福岡県宗像市徳重二丁目６番２２号 中山宣之 講習会修了

369 平成31年4月15日 令和6年6月8日 更新 法人 関東マルワ産業株式会社 321-0905 028-663-1553 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本社
関東マルワ産業株式会社東京オフィス

321-0905
130-0026

028-663-1553
03-5625-4450

栃木県宇都宮市平出工業団地３８番地３８
東京都墨田区両国3-21-8　MKﾋﾞﾙ２F－201号室

髙橋大志
成岡大史

屋外広告士
屋外広告士

373 令和1年10月8日 令和6年7月15日 更新 法人 株式会社都城印刷 885-0055 0986-22-4392 宮崎県都城市早鈴町１６１８番地 株式会社都城印刷 885-0055 0986-22-4392 宮崎県都城市早鈴町１６１８番地 柳川直也 講習会修了

374 令和1年10月18日 令和6年7月29日 更新 法人 株式会社凌駕 880-0044 0985-41-3380 宮崎県宮崎市大字瓜生野３６７５番地１ 株式会社凌駕 880-0044 0985-41-3380 宮崎県宮崎市大字瓜生野３６７５番地１ 長嶺光秀 講習会修了

375 令和1年7月17日 令和6年8月18日 更新 法人 株式会社弘亜社 104-0061 03-3575-1461 東京都中央区銀座六丁目１２番１号 株式会社弘亜社 104-0061 03-3575-1461 東京都中央区銀座六丁目１２番１号 相澤亮 屋外広告士

376 令和3年3月10日 令和6年8月26日 更新 法人 三和ネオン株式会社 104-0061 03-3543-1491 東京都中央区銀座二丁目１０番６号
三和ネオン株式会社　本社
三和ネオン株式会社　高崎支社

104-0061
370-0871

03-3543-1491
027-343-3611

東京都中央区銀座二丁目１０番６号
群馬県高崎市上豊岡町５７１－７

古山進
馬場弘隆

講習会修了

377 令和1年9月19日 令和6年9月16日 更新 法人 有限会社エフツーアート 818-0115 092-555-7288 福岡県太宰府市大字内山４２３番地１ 有限会社エフツーアート 818-0115 092-555-7288 福岡県太宰府市大字内山４２３番地１ 福山隆一郎 屋外広告士

378 令和1年9月5日 令和6年10月12日 更新 法人 有限会社ウイング 803-0835 093-592-0343 福岡県北九州市小倉北区井堀三丁目７番３号 有限会社ウイング 803-0835 093-592-0343 福岡県北九州市小倉北区井堀三丁目７番３号 深川健一 講習会修了

379 令和1年10月4日 令和6年10月15日 更新 法人 株式会社ホンマ装美 123-0863 03-3856-7731 東京都足立区谷在家三丁目２３番２号 株式会社ホンマ装美 123-0863 03-3856-7731 東京都足立区谷在家三丁目２３番２号 本間伸明 講習会終了
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380 令和2年10月28日 令和6年11月8日 更新 法人 アオイネオン株式会社 420-0944 054-204-0900 静岡県静岡市葵区新伝馬１丁目３番４３号

アオイネオン株式会社　静岡本社
アオイネオン株式会社　東京本社
アオイネオン株式会社　大阪支店
アオイネオン株式会社　福岡支店

420-0944
146-0082
541-0057
810-0004

054-204-0900
03-3754-2111
06-6281-3621
092-406-5363

静岡県静岡市葵区新伝馬１丁目３番４３号
東京都大田区池上３－６－１６
大阪府大阪市中央区北久宝寺町４－３－５
福岡県福岡市中央区渡辺通２－３－３　ＳＡＳＡ薬院ﾋﾞﾙ３階

永野晶也
田村秀広
宮永恭二
定村裕輔

屋外広告士
屋外広告士
屋外広告士
講習会修了者

382 令和2年7月21日 令和6年11月9日 更新 法人 大日本印刷株式会社 162-8001 03-3266-2111 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

162-8001 03-6735-0140 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 新井良幸 講習会修了

383 令和1年11月6日 令和6年11月30日 更新 法人 有限会社ケンズ 870-0901 097-503-0915 大分県大分市西新地二丁目１番２８号 有限会社ケンズ 870-0901 097-503-0915 大分県大分市西新地二丁目１番２８号 山本鍵三 講習会修了

384 令和2年1月17日 令和7年1月26日 更新 法人 山王道路機工株式会社 880-0035 0985-23-5063 宮崎県宮崎市下北方町台木７３５番地１ 山王道路機工株式会社 880-0035 0985-23-5063 宮崎県宮崎市下北方町台木７３５番地１ 岩田佳哲 講習会修了

385 令和2年1月21日 令和7年2月2日 更新 個人 横山貴久 880-2231 0985-69-0178 宮崎県宮崎市大字糸原２０４１番地１４１ 看板処　雅巧芸 880-2231
0985-69-0178
090-4515-3183

宮崎県宮崎市大字糸原２０４１番地１４１ 横山貴久 講習会修了

387 令和2年3月23日 令和7年6月8日 更新 法人 有限会社ナルミネオン 880-2104 0985-30-4106 宮崎県宮崎市大字浮田１３５７番地３ 有限会社ナルミネオン 880-2104 0985-30-4106 宮崎県宮崎市大字浮田１３５７番地３ 黒木春代 講習会修了

388 令和3年4月26日 令和7年6月23日 更新 法人 大和開発株式会社 880-0852 0985-27-8111 宮崎県宮崎市高洲町２３５番地３ 大和開発株式会社 880-0852 0985-27-8111 宮崎県宮崎市高洲町２３５番地３ 小城充伸 講習会修了

391 令和2年7月3日 令和7年8月11日 更新 法人 一般財団法人みやざき公園協会 880-0014 0985-25-7410 宮崎県宮崎市鶴島二丁目１０番２５号 一般財団法人みやざき公園協会 880-0014 0985-25-7410 宮崎県宮崎市鶴島二丁目１０番２５号 穴見史江 講習会修了

392 令和2年7月7日 令和7年11月3日 更新 法人 株式会社タカシ巧芸社 891-0115 099-267-4866 鹿児島県鹿児島市東開町３番７６号 株式会社タカシ巧芸社 891-0115 099-267-4866 鹿児島県鹿児島市東開町３番７６号 岩元剛 屋外広告士

393 令和2年9月25日 令和7年11月4日 更新 法人 株式会社クリエイティブダイワ 963-0725 024-944-0088 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 963-0725 024-944-0088 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地 大戸国男 屋外広告士

394 令和2年12月7日 令和7年12月12日 更新 法人 株式会社アドビン企画 891-0104 099-297-6652 鹿児島県鹿児島市山田町２１２９番地 株式会社アドビン企画 891-0104 099-297-6652 鹿児島県鹿児島市山田町２１２９番地 高田繁 講習会修了

396 令和2年11月9日 令和8年1月16日 更新 法人 イオンディライト株式会社 542-0081 06-6260-5621 大阪府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
九州支社

812-0023 092-271-6831
福岡県福岡市博多区奈良屋町２－１
博多蔵本太田ビル３Ｆ

倉冨俊一 講習会修了

401 令和3年2月10日 令和8年2月9日 更新 法人 株式会社グリーンクロス 810-0033 092-737-0370 福岡県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　宮崎支社 880-0036 0985-86-7400 宮崎県宮崎市花ヶ島町北沖６１３－１ 児玉太 講習会修了

403 令和3年1月13日 令和8年2月22日 更新 法人 有限会社藤原巧芸社 880-0124 0985-39-5211 宮崎県宮崎市大字新名爪４０９０番地７ 有限会社藤原巧芸社 880-0124 0985-39-5211 宮崎県宮崎市大字新名爪４０９０番地７ 藤原日実子 講習会修了

405 令和3年1月29日 令和8年2月28日 更新 法人 有限会社宝樹 343-0002 048-940-2817 埼玉県越谷市平方７９７－１ 有限会社宝樹　本社 343-0002 048-940-2817 埼玉県越谷市平方７９７－１ 長谷川健 屋外広告士

411 令和3年1月19日 令和8年3月15日 更新 法人 株式会社トーアコーポレーション 658-0011 078-452-6500 兵庫県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本社 658-0011 078-452-6500 兵庫県神戸市東灘区森南町一丁目７番８号 片山邦彦 屋外広告士
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412 令和3年2月19日 令和8年3月22日 更新 個人 澤田朋則 880-0035 0985-31-1327 宮崎県宮崎市下北方町塚原５７２５番地３ アトリエ+ミューズ 880-0123 0985-39-6190 宮崎県宮崎市大字芳士６０９番地３ 澤田朋則
屋外広告士
講習会修了

413 令和3年3月31日 令和8年3月27日 更新 法人 久永情報マネジメント株式会社 892-0833 099-225-1500 鹿児島県鹿児島市松原町10番26号
久永情報マネジメント株式会社
宮崎営業所

880-0831 0985-25-5036 宮崎県宮崎市新栄町１１番１号 北村直樹 屋外広告士

414 令和3年2月18日 令和8年3月31日 更新 個人 澤田洋 880-0951 0985-51-8870 宮崎県宮崎市大塚町横立１５０５番地２ 澤田巧芸社 880-0951 0985-51-8870 宮崎県宮崎市大塚町横立１５０５番地２ 澤田真介 講習会修了

416 令和3年2月18日 令和8年4月3日 更新 法人 株式会社ナビックスコーポレーション 880-0903 0985-50-7726 宮崎県宮崎市太田一丁目１番４４号
株式会社ナビックスコーポレーション
宮崎本社

880-0903 0985-50-7726 宮崎県宮崎市太田一丁目１番４４号 伊藤雅一 講習会修了

417 令和3年4月7日 令和8年4月10日 更新 法人 株式会社ナガヨシ巧芸 880-2215 0985-82-0368 宮崎県宮崎市高岡町高浜２２３８番地４ 株式会社ナガヨシ巧芸 880-2215 0985-82-0368 宮崎県宮崎市高岡町高浜２２３８番地４ 永吉幸広 講習会修了

418 令和3年4月16日 令和8年4月13日 更新 法人 有限会社キャンバン 885-0112 0986-45-4511 宮崎県都城市乙房町１５２８番地１ 有限会社キャンバン 885-0112 0986-45-4511 宮崎県都城市乙房町１５２８番地１ 上野充博 屋外広告士

423 令和3年3月23日 令和8年5月9日 更新 法人 有限会社久保ネオン 816-0872 092-591-0351 福岡県春日市桜ケ丘二丁目２３番地 有限会社久保ネオン 816-0872 092-591-0351 福岡県春日市桜ケ丘二丁目２３番地 久保孝治 屋外広告士

425 平成29年2月2日 令和3年6月14日 更新 個人 川野敏彦 880-0014 0985-22-6741 宮崎県宮崎市鶴島１丁目７番２３号 川野巧芸 880-0004 0985-24-8651 宮崎県宮崎市元宮町９－１５ 川野敏彦 屋外広告士

426 令和3年5月14日 令和8年6月15日 更新 法人 有限会社熊本看板工芸社 861-4101 096-322-4961 熊本県熊本市南区近見八丁目６番４７号 有限会社熊本看板工芸社 861-4101 096-322-4961 熊本県熊本市南区近見八丁目６番４７号 曽我眞佐雄 講習会修了

427 令和3年4月9日 令和8年6月22日 更新 法人 株式会社ＴＯＤＡＹ 882-0034 0982-21-7514 宮崎県延岡市昭和町二丁目２２４５番地２ 株式会社ＴＯＤＡＹ 882-0034 0982-21-7514 宮崎県延岡市昭和町二丁目２２４５番地２ 遠田芳章 講習会修了

431 平成30年5月2日 令和3年7月10日 更新 法人 彩希株式会社 563-0257 072-738-0136 大阪府箕面市森町中1-4-21 彩希株式会社　本社 563-0257 072-738-0136 大阪府箕面市森町中1-4-21 深田勝 講習会修了

433 平成28年7月11日 令和3年7月20日 更新 法人 有限会社動く看板 889-1607 0985-85-0194 宮崎県宮崎市清武町加納三丁目１７番地 有限会社動く看板 889-1607 0985-85-0194 宮崎県宮崎市清武町加納三丁目１７番地 園田順子 講習会修了

442 平成28年9月13日 令和3年10月6日 更新 法人 株式会社昭和化成 151-0072 03-3376-5351 東京都渋谷区幡ケ谷三丁目１９番２号 株式会社昭和化成 151-0072 03-3376-5351 東京都渋谷区幡ケ谷三丁目１９番２号 丹羽新哉 屋外広告士

443 平成29年5月24日 令和3年10月18日 新規 個人 関山義郎 891-0102 099-800-1523 鹿児島県鹿児島市星ヶ峯１丁目４６番６号 ＹＨサイン企画 891-0102 099-800-1523 鹿児島県鹿児島市星ヶ峯１丁目４６番６号 関山義郎 講習会修了

444 令和2年7月13日 令和3年10月1日 更新 法人 有限会社スペースエージェンシー 890-0042 099-254-5456 鹿児島県鹿児島市薬師一丁目２番４－２０３号 有限会社スペースエージェンシー 890-0042 099-254-5456 鹿児島県鹿児島市薬師一丁目２番４－２０３号 森永信義 屋外広告士

445 平成28年10月27日 令和3年11月6日 更新 法人 株式会社ステップサイン 892-0803 099-248-6620 鹿児島県鹿児島市祇園之洲町２２番地 株式会社ステップサイン 892-0803 099-248-6620 鹿児島県鹿児島市祇園之洲町２２番地１Ｆ 大德隆志 講習会修了

447 平成28年11月24日 令和3年12月15日 更新 個人 平山修 886-0213 0984-44-3152 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山１３７０番地１０ 平山巧芸 886-0213 0984-44-3152 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山１３７０番地１０ 平山修 講習会修了
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448 平成29年7月12日 令和4年1月12日 新規 法人 株式会社アートクルー 880-0877 0985-61-7571 宮崎県宮崎市大字本郷南方２８８５番地１７ 株式会社アートクルー 880-0877 0985-61-7571 宮崎県宮崎市宮脇町８９－４ 下沖一博 講習会修了

449 令和2年7月22日 令和4年1月12日 更新 法人 株式会社協同制作 104-0042 03-3555-2501 東京都中央区入船二丁目５番７号
株式会社協同制作
本社

104-0042 03-3555-2501 東京都中央区入船二丁目５番７号 横山一志 屋外広告士

450 平成28年12月28日 令和4年1月22日 更新 個人 湯地修 880-0855 0985-29-4925 宮崎県宮崎市田代町４６番地７ ＣＲＥＡＴＥ　ユジ 880-0855 0985-29-4925 宮崎県宮崎市田代町４６番地７ 湯地修 講習会修了

451 平成29年2月9日 令和4年1月29日 更新 個人 德石利文 885-0084 0986-28-8217 宮崎県都城市五十町２４４７番地１４ 都城巧藝社 885-0026 0986-36-5648 宮崎県都城市大王町４－１４ 德石利文 屋外広告士

452 平成29年2月2日 令和4年2月9日 更新 法人 有限会社はにわ広告事務所 880-0917 0985-54-8588 宮崎県宮崎市城ヶ崎四丁目１番２４号 有限会社はにわ広告事務所 880-0917 0985-54-8588 宮崎県宮崎市城ヶ崎四丁目１番２４号 萩原尉子 講習会修了

453 令和1年11月25日 令和4年2月15日 更新 法人 株式会社アイビ広告 791-3161 089-984-8078 愛媛県伊予郡松前町大字神崎７０７番地３ 株式会社アイビ広告 791-3161 089-984-8078 愛媛県伊予郡松前町大字神崎７０７番地３ 吉田秀明 屋外広告士

454 平成29年2月2日 令和4年2月23日 更新 法人 合資会社鹿児島広告社 890-0053 099-255-3231 鹿児島県鹿児島市中央町２８番地１ 合資会社鹿児島広告社　本社 890-0053 099-255-3231 鹿児島県鹿児島市中央町２８番地１ 小手川清洋 屋外広告士

455 令和2年11月30日 令和4年2月26日 更新 法人 ＧＣストーリー株式会社 135-0047 03-5639-3801 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 135-0047 03-5639-3801 東京都江東区木場六丁目４番２号KIビル 西坂勇人 屋外広告士

460 平成29年5月29日 令和4年3月27日 新規 法人 Ｑｕａｌｉｔｙ-Ｍ’ｓ　株式会社 880-2222 0985-65-9005 宮崎県宮崎市高岡町五町２５１５番地 Ｑｕａｌｉｔｙ-Ｍ’ｓ　株式会社 880-2222 0985-65-9005 宮崎県宮崎市高岡町五町２５１５番地 盛吉浩二 講習会修了

461 平成29年3月16日 令和4年3月28日 更新 法人 株式会社エス・ティー・プランニング 880-0055 0985-82-8880 宮崎県宮崎市南花ヶ島町２５９番地２ 株式会社エス・ティー・プランニング 880-0055 0985-82-8880 宮崎県宮崎市南花ヶ島町２５９番地２ 田中耕夫 屋外広告士

463 平成29年3月29日 令和4年4月8日 更新 法人 株式会社アート・ライン 860-0083 096-356-1911 熊本県熊本市大窪二丁目８番１号 株式会社アート・ライン 860-0083 096-356-1911 熊本県熊本市大窪二丁目８番１号 黒木靜男 屋外広告士

465 平成29年3月29日 令和4年4月18日 更新 法人 株式会社日本工事広告 870-0263 097-593-2300 大分県大分市横田一丁目１０番５号 株式会社日本工事広告 870-0263 097-593-2300 大分県大分市横田一丁目１０番５号 有田修二 屋外広告士

467 令和3年4月19日 令和4年5月6日 新規 法人 ＮＳＫ株式会社 102-0074 03-5252-1501 東京都千代田区九段南二丁目３番１号 ＮＳＫ株式会社　福岡営業所 812-0036 092-283-4510 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 川本亮 講習会修了

469 平成29年4月13日 令和4年5月15日 新規 法人 有限会社ジェイトリム宮崎 880-0824 0985-29-5606 宮崎県宮崎市大島町笹原２０００番地１ 有限会社ジェイトリム宮崎 880-0824 0985-29-5606 宮崎県宮崎市大島町笹原２０００番地１ 新福隆志 講習会修了

471 令和3年4月22日 令和4年6月17日 更新 法人 有限会社太田工芸社 843-0301 0954-43-0671 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 843-0301 0954-43-0671 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙２４００番地４６ 太田文男 屋外広告士

473 令和3年1月21日 令和4年6月28日 新規 法人 ヨシダ宣伝株式会社 920-0866 076-221-3231 石川県金沢市中央通町１番２２号 ヨシダ宣伝株式会社本社 920-0866 076-221-3231 石川県金沢市中央通町１番２２号 松井渉 屋外広告士

474 令和2年9月23日 令和4年8月7日 新規 法人 三協立山株式会社 933-8610 03-3664-7876 富山県高岡市早川７０番地

三協立山株式会社　タテヤマアドバンス
社　九州支店
三協立山株式会社　タテヤマアドバンス
社　首都圏支店
三協立山株式会社　タテヤマアドバンス
社　関西支店

812-0013

108-0074

541-0046

092-436-5200

03-6277-0388

06-6575-7202

福岡県福岡市博多区博多駅東３－１０－１５

東京都港区高輪３－１３－１高輪コート４Ｆ

大阪府大阪市中央区平野町３丁目２－１３

福永政一郎
三上成幸
中江智亮
水野佑哉

屋外広告士
屋外広告士
屋外広告士
屋外広告士

475 平成29年7月12日 令和4年8月9日 新規 法人 株式会社ワイ・エス・ケイ 814-0163 092-863-7216 福岡県福岡市早良区干隈五丁目１５番３２号 株式会社ワイ・エス・ケイ 814-0163 092-863-7216 福岡県福岡市早良区干隈五丁目１５番３２号 山口洋一 講習会修了
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476 令和3年5月24日 令和4年8月26日 更新 法人 株式会社ビーアド 120-0005 03-3606-9898 東京都足立区綾瀬７－１９－１２ 株式会社ビーアド 120-0005 03-3606-9898 東京都足立区綾瀬７－１９－１２ 山崎拓也 屋外広告士

477 平成29年11月6日 令和4年8月28日 新規 法人 有限会社フジ広建 891-0131 099-261-3376 鹿児島県鹿児島市谷山港一丁目３番地４２ 有限会社フジ広建 891-0131 099-261-3376 鹿児島県鹿児島市谷山港一丁目３番地４２ 藤田光次郎 講習会修了

478 平成29年8月25日 令和4年8月29日 新規 法人 株式会社セキネネオン 311-2449 0299-66-3456 茨城県潮来市古高３４８０番地の１ 株式会社セキネネオン 311-2449 0299-66-3456 茨城県潮来市古高３４８０番地の１ 関根敏子 講習会修了

480 令和3年5月18日 令和4年10月1日 更新 法人 株式会社アイプラネット 107-8619 03-3475-3151 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本社 107-8619 03-3475-3151 東京都港区南青山一丁目１番１号 三浦一真 屋外広告士

481 平成29年8月25日 令和4年10月2日 新規 法人 アン・クリエーション株式会社 460-0012 052-321-3711 愛知県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本社
アン・クリエーション株式会社東京オフィ
ス
アン・クリエーション株式会社大阪オフィ
ス

460-0012
141-0031
550-0002

052-321-3711
03-6431-9861
06-6136-8201

愛知県名古屋市中区千代田三丁目１５番８号
東京都品川区西五反田７－２２－１７　TOCビル８F
大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２－１１　大同生命南館ビル８Ｆ

本多秀朗
近藤圭佑
小林晴香

屋外広告士
屋外広告士
講習会修了

482 令和2年7月21日 令和4年11月1日 新規 法人 大成建設株式会社 163-0606 03-3348-1111 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 大成建設株式会社九州支店 810-8518 092-475-5700 福岡県福岡市博多区住吉四丁目１番２７号 小野智康 講習会修了

484 平成30年2月21日 令和4年11月21日 新規 個人 児玉安浩 881-0024 0983-42-4425 宮崎県西都市中妻１丁目４３番地 児玉看板 881-0024 0983-42-4425 宮崎県西都市中妻１丁目４３番地 児玉安浩 講習会修了

485 平成29年10月17日 令和4年11月25日 新規 法人 株式会社シテイー・ロード 101-0021 03-3526-3700 東京都千代田区外神田四丁目８番５号 株式会社シテイー・ロード 101-0021 03-3526-3700
東京都千代田区外神田四丁目８番５号
クレイン末広７階

坂上淳 屋外広告士

487 平成29年11月6日 令和4年12月18日 新規 法人 有限会社西日本ピーアール社 859-3244 0956-20-2054 長崎県佐世保市江上町１６９４番地６ 有限会社西日本ピーアール社 859-3244 0956-20-2054 長崎県佐世保市江上町１６９４番地６ 山口進也 講習会修了

488 平成30年1月9日 令和4年12月18日 新規 法人 有限会社エノキ 880-0855 0985-25-4886 宮崎県宮崎市田代町５１番地４ 有限会社エノキ 880-0855 0985-25-4886 宮崎県宮崎市田代町５１番地４ 榎園正治 屋外広告士

490 平成29年12月18日 令和5年1月23日 新規 法人 株式会社フォルト 751-0816 083-227-2115 山口県下関市椋野町三丁目５番１６号 株式会社フォルト 751-0816 083-227-2115 山口県下関市椋野町三丁目５番１６号 中村元昭 屋外広告士

491 平成30年1月31日 令和5年2月4日 新規 法人 株式会社ＴＳＰコーワ 813-0031 092-662-2279 福岡県福岡市東区八田三丁目１０番１号 株式会社ＴＳＰコーワ 813-0031 092-662-2279 福岡県福岡市東区八田三丁目１０番１号 金田浩和 講習会修了

492 平成30年3月12日 令和5年2月11日 新規 法人 有限会社ヤマデン 861-4101 096-357-4670 熊本県熊本市南区近見八丁目１３番１９号 有限会社ヤマデン 861-4101 096-357-4670 熊本県熊本市南区近見八丁目１３番１９号 山下和春 講習会修了

497 平成30年2月27日 令和5年3月12日 新規 法人 檍精機有限会社 889-1702 0985-86-2230 宮崎県宮崎市田野町字桜ヶ丘乙１７２７番地１３８ 檍精機有限会社 889-1702 0985-86-2230 宮崎県宮崎市田野町字桜ヶ丘乙１７２７番地１３８ 田村輝夫 講習会修了

498 平成30年2月19日 令和5年3月12日 新規 法人 株式会社ニューアド社 166-0004 03-3314-1321 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
本社

166-0004 03-3314-1321 東京都杉並区阿佐谷南一丁目１１番１号 森本将城 屋外広告士

499 平成30年2月28日 令和5年3月12日 新規 法人 ジェイスター株式会社 812-0013 092-452-8766 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目９番６号 ジェイスター株式会社宮崎営業所 880-0916 0985-59-3411 宮崎県宮崎市恒久５１０４－１ 吉丸裕亮 講習会修了

500 平成30年5月2日 令和5年3月17日 新規 法人 有限会社オクト 433-8105 053-430-6515 静岡県浜松市北区三方原町１７０８番地の４ 有限会社オクト 433-8105 053-430-6515 静岡県浜松市北区三方原町１７０８番地の４ 柴田靖文 講習会修了
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502 平成30年2月28日 令和5年4月10日 新規 法人 サインエフェクト株式会社 815-0075 092-408-7771 福岡県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 815-0075 092-408-7771 福岡県福岡市南区長丘五丁目２５番１２号 渕上美保子 屋外広告士

503 令和2年5月18日 令和5年4月18日 新規 法人 株式会社シェイプ 577-0801 06-6785-5005
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 577-0801 06-6785-5005
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－B

青栁圭一 屋外広告士

504 平成30年4月11日 令和5年4月30日 新規 法人 株式会社ニッセン 720-0077 084-924-1201 広島県福山市南本庄三丁目１－４４ 株式会社ニッセン 720-0077 084-924-1201 広島県福山市南本庄三丁目１－４４ 楢﨑芳光 講習会修了

505 平成31年1月17日 令和5年5月21日 新規 個人 永友勇次 880-0951 0985-53-2377 宮崎県宮崎市大塚町柳ヶ迫３８０１番地５ エムデザイン 880-0951 0985-53-2377 宮崎県宮崎市大塚町柳ヶ迫３８０１番地５ 永友勇次 屋外広告士

506 平成30年4月16日 令和5年5月22日 新規 法人 株式会社カシヤマ 882-0864 0982-21-4408 宮崎県延岡市塩浜町四丁目１６４０番地２７ 株式会社カシヤマ看板事業部 882-0864 0982-33-3968 宮崎県延岡市塩浜町四丁目１６４０番地２７ 池田和美 講習会修了

507 平成30年4月26日 令和5年5月28日 新規 個人 清武慎司 880-0033 0985-38-8338 宮崎県宮崎市神宮西２丁目４４番地 シン企画 880-0033 0985-38-8338 宮崎県宮崎市神宮西２丁目４４番地 清武慎司 講習会修了

508 令和2年1月6日 令和5年6月4日 更新 法人 Ｃ２Ｓ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社 162-0818 03-3513-4581 東京都新宿区築地町９番地 Ｃ２Ｓ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社本社 162-0818 03-3513-4581 東京都新宿区築地町９番地 鈴木知克 講習会修了

512 平成30年10月3日 令和5年8月26日 新規 法人 有限会社美彩 270-0135 04-7146-6802 千葉県流山市野々下二丁目４番地１ 有限会社美彩本店 270-0135 04-7146-6802 千葉県流山市野々下二丁目４番地１ 五十嵐利春 講習会修了

513 平成30年7月9日 令和5年8月28日 新規 法人 株式会社アルチザン 880-0121 0985-35-0874 宮崎県宮崎市大字島之内１０１０７番地３２ 株式会社アルチザン 880-0122 0985-35-0874 宮崎県宮崎市大字塩路２８４８－３ 黒木孝一郎 屋外広告士

514 平成30年6月12日 令和5年9月2日 新規 法人 株式会社ロプト 812-0016 092-477-7778 福岡県福岡市博多区博多駅南五丁目２１番１４号 株式会社ロプト本社 812-0016 092-477-7778 福岡県福岡市博多区博多駅南五丁目２１番１４号 冨田直良 屋外広告士

515 平成30年9月20日 令和5年9月29日 新規 個人 小野信介 882-0003 0982-20-4401 宮崎県延岡市稲葉崎町１丁目２６１０番地１ 小野工房 882-0003 0982-20-4401 宮崎県延岡市稲葉崎町１丁目２６１０番地１ 小野信介 講習会修了

516 令和2年4月28日 令和5年9月29日 新規 法人 株式会社ビックワン 433-8102 053-488-7178 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本社
株式会社ビックワン東京支店

433-8102
154-0024

053-488-7178
03-5712-7511

静岡県浜松市北区大原町２７１番地の２
東京都世田谷区三軒茶屋2-14-10 ﾛｰﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ三軒茶屋502
号室

深谷良春
大谷和久

講習会修了
屋外広告士

517 平成30年8月23日 令和5年10月1日 新規 法人 有限会社マイム企画 814-0021 092-823-0774 福岡県福岡市早良区荒江二丁目１４番７号 有限会社マイム企画本社 814-0021 092-823-0774 福岡県福岡市早良区荒江二丁目１４番７号 村里工 講習会修了

518 令和2年3月23日 令和5年11月10日 新規 法人 株式会社エダキン 230-0051 045-500-5112 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－１
株式会社エダキン本社
株式会社エダキン大阪営業所

230-0051
530-0053

045-500-5112
06-6131-0800

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－１
大阪府大阪市天王寺区生玉前町５番３１－９０１号

江田健二
久保利行

屋外広告士
講習会修了

519 平成30年12月19日 令和5年11月26日 新規 法人 株式会社ジェイエスピー 121-0836 03-3855-1081 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本社 121-0836 03-3855-1081 東京都足立区入谷三丁目２番１３号 豊田健一郎 屋外広告士

520 平成30年12月27日 令和5年12月4日 新規 個人 岡園公治 889-4311 0984-35-2885 宮崎県えびの市大字大明司９７９番地３ アイズサイン 889-4311 0984-35-2885 宮崎県えびの市大字大明司９７９番地３ 岡園公治 講習会修了

521 平成31年2月13日 令和5年12月24日 新規 法人 豊田商事株式会社 889-4153 0984-37-1715 宮崎県えびの市大字浦１５６２番地１ 豊田商事株式会社 889-4153 0984-37-1715 宮崎県えびの市大字浦１５６２番地１ 豊田寧仁 講習会修了

522 平成31年2月21日 令和6年2月17日 新規 法人 株式会社CMYK 880-0844 0985-61-0147 宮崎県宮崎市柳丸町１０４－１ 株式会社CMYK 880-0844 0985-61-0147 宮崎県宮崎市柳丸町１０４－１ 原田真人 講習会修了
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523 平成31年4月8日 令和6年2月18日 更新 個人 永吉幸次郎 899-4101 090-9582-2379 鹿児島県曽於市財部町南俣１００６番地２ 共立ネオン企画 885-0095 090-9582-2379 宮崎県都城市蓑原町２９９６ 永吉幸次郎 講習会修了

525 平成31年3月7日 令和6年3月10日 新規 法人 有限会社太陽ネオン 882-0033 0982-32-6503 宮崎県延岡市川原崎町４６５番地２ 有限会社太陽ネオン 882-0033 0982-32-6503 宮崎県延岡市川原崎町４６５番地２ 伊藤俊一 講習会修了

526 平成31年4月8日 令和6年3月16日 更新 法人 消防標識株式会社 812-0011 092-433-1006
福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目４番２３号第
３岡部ビル９階

消防標識株式会社宮崎支社 880-0017 0985-26-0191 宮崎県宮崎市北高松町１－１９　２階 中武敏郎 講習会修了

527 平成31年3月18日 令和6年4月17日 新規 個人 久嶋範昭 880-0824 0985-71-1165 宮崎県宮崎市大島町北ノ原１０１６番地１３ 虹彩堂 880-0824 0985-71-1165 宮崎県宮崎市大島町北ノ原１０１６番地１３ 久嶋範昭 屋外広告士

528 平成31年4月22日 令和6年5月19日 更新 法人 株式会社古川広告社 577-0827 06-6727-0601 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　大阪本社 577-0827 06-6727-0601 大阪府東大阪市衣摺六丁目１番２８号 小安德郎 屋外広告士

529 令和2年10月19日 令和6年5月21日 新規 法人 株式会社創美社 870-0026 097-532-0514 大分県大分市金池町一丁目９番３１号 株式会社創美社本社 870-0026 097-532-0514 大分県大分市金池町一丁目９番３１号 新名一光 屋外広告士

530 令和1年5月24日 令和6年5月26日 更新 法人 有限会社テッツマスタープラン 861-8075 096-348-0710 熊本県熊本市北区清水新地七丁目８番８号 有限会社テッツマスタープラン 861-8075 096-348-0710 熊本県熊本市北区清水新地七丁目８番８号 渡邊哲也 講習会修了

531 平成31年4月10日 令和6年5月26日 更新 個人 長岡克洋 889-0511 0982-37-0767 宮崎県延岡市松原町２丁目１番地１ サンサイ社 889-0511 0982-37-0767 宮崎県延岡市松原町２丁目１番地１ 長岡克洋 屋外広告士

532 令和1年5月14日 令和6年6月25日 新規 個人 黒木浩一 811-0112 092-962-1820 福岡県糟屋郡新宮町下府７丁目１０番２号 黒木看板 811-0112 092-962-1820 福岡県糟屋郡新宮町下府７丁目１０番２号 黒木浩一 講習会修了

534 令和3年4月14日 令和6年9月24日 新規 法人 株式会社三造社 830-0038 0942-32-2545 福岡県久留米市西町５０２番地 株式会社三造社 839-0852 0942-44-3456 福岡県久留米市高良内町横馬場２６７－３ 緒方敏博 屋外広告士

535 令和1年9月3日 令和6年10月1日 更新 法人 株式会社ファイブス 756-0049 0836-83-1010
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 756-0049 0836-83-1010 山口県山陽小野田市大字西高泊字高須３３３４番の８ 大森健治 屋外広告士

537 令和1年10月7日 令和6年10月6日 更新 法人 日本乾溜工業株式会社 812-0054 092-632-1050 福岡県福岡市東区馬出一丁目１１番１１号 日本乾溜工業株式会社宮崎支店 880-0124 0985-30-2488 宮崎県宮崎市大字新名爪４０９０番地９ 木村幸二 講習会修了

538 令和2年8月20日 令和6年10月7日 更新 法人 凸版印刷株式会社 110-8560 03-3835-5111 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　九州事業部

情報コミュニケーション事業本部

810-0022

112-8531

092-722-2151

03-5840-2138

福岡県福岡市中央区薬院１－１７－２８

東京都文京区水道１－３－３

吉川慎太郎

砂川　拓真

屋外広告士

講習会終了

539 令和1年12月23日 令和6年10月16日 更新 個人 角多喜男 889-2402 0987-55-2786 宮崎県日南市北郷町郷之原乙５０４１－１ 青島巧芸 889-2402
0987-55-2786
090-7389-0835

宮崎県日南市北郷町郷之原乙５０４１－１ 角多喜男 講習会修了

540 令和1年11月18日 令和6年11月11日 更新 法人 アートエス株式会社 811-2305 092-622-0666 福岡県糟屋郡粕屋町柚須６８番地１ アートエス株式会社 811-2305 092-622-0666 福岡県糟屋郡粕屋町柚須６８番地１ 芹野祐介 講習会修了

541 令和1年12月5日 令和6年12月2日 更新 法人 有限会社山北看板店 860-0816 096-364-5261 熊本県熊本市中央区本荘町６８６番地 有限会社山北看板店 860-0816 096-364-5261 熊本県熊本市中央区本荘町６８６番地 山北英裕 講習会修了
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542 令和1年11月6日 令和6年12月10日 更新 法人 株式会社エンサインアド 163-1429 03-5354-3993 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 株式会社エンサインアド本社 163-1429 03-5354-3993 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 小林剛 講習会修了

543 令和2年11月20日 令和6年12月24日 更新 法人 鹿島建設株式会社 107-8388 03-5544-1111 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 鹿島建設株式会社　九州支店 812-8513 092-481-8001 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目１２番１０号 田川　勝明 講習会修了

544 令和2年1月9日 令和7年2月11日 更新 個人 柳田和儀 884-0002 0983-27-4538 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４４６８－５ BAUHAUS　バウハウス 889-1301 0983-27-4538 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３８６４－７９ 柳田和儀 講習会修了

545 令和2年4月1日 令和7年2月26日 更新 個人 池田昭男 883-0021 0982-53-3202 宮崎県日向市大字財光寺１２８４番地２ アート工芸社 883-0021 0982-53-3202 宮崎県日向市大字財光寺１２８４番地２ 池田昭男 屋外広告士

546 令和2年1月21日 令和7年3月10日 更新 法人 株式会社アクロス広告社 812-0875 092-571-8671 福岡県福岡市博多区新和町二丁目１番３５号 株式会社アクロス広告社 812-0875 092-571-8671 福岡県福岡市博多区新和町二丁目１番３５号 竹中信雄 講習会修了

547 令和2年2月10日 令和7年2月9日 更新 法人 有限会社ハルナリ巧芸社 890-0036 099-255-9961 鹿児島県鹿児島市田上台一丁目１７番５号 有限会社ハルナリ巧芸社 890-0036 099-255-9961 鹿児島県鹿児島市田上台一丁目１７番５号 春成道弘 屋外広告士

549 令和2年3月13日 令和7年4月16日 更新 法人 株式会社ヒロマエＡＺ 880-0803 0985-27-7121 宮崎県宮崎市旭二丁目４番１７号 株式会社ヒロマエＡＺ 880-0803 0985-27-7121 宮崎県宮崎市旭二丁目４番１７号 廣前茂宣 講習会修了

550 令和2年3月13日 令和7年4月29日 更新 法人 株式会社日東建装社 530-0015 06-6371-5473 大阪府大阪市北区中崎西二丁目３番６号 株式会社日東建装社 530-0015 06-6371-5473 大阪府大阪市北区中崎西二丁目３番６号 三日月晃志 講習会修了

551 令和2年3月31日 令和7年5月6日 更新 個人 前田修一 880-0212 0985-48-8081 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂４７５０番地９８ 看板工房ＳＯＲＡ 880-0212 0985-48-8081 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂４７５０番地９８ 前田修一 講習会修了

553 令和2年5月12日 令和7年6月4日 更新 個人 川村真司 880-0121 080-5206-5537
宮崎県宮崎市大字島之内２２６６番地１　サンモリ３０
３

総合広告 広宣 880-0835 0985-27-0862 宮崎県宮崎市阿波岐原町野間４０２ 川村真司 講習会修了

554 令和2年4月14日 令和7年6月18日 更新 法人 大阪クロード株式会社 553-0001 06-6451-1273 大阪府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 553-0001 06-6451-1273 大阪府大阪市福島区海老江八丁目１１番２１号 川邊繁信 屋外広告士

555 令和2年5月13日 令和7年6月21日 更新 法人 株式会社ＹＵＭＥ 880-2112 0985-88-1683 宮崎県宮崎市大字小松２６０番地 株式会社ＹＵＭＥ　大夢 880-2112 0985-71-1846 宮崎県宮崎市大字小松１３９１－４ 長谷川真樹 屋外広告士

556 令和2年5月13日 令和7年6月23日 更新 法人 株式会社マテリアル・ワークス 880-0841 0985-35-8828 宮崎県宮崎市吉村町西田甲６５８番地１ 株式会社マテリアル・ワークス 880-0841 0985-35-8828 宮崎県宮崎市吉村町西田甲６５８番地１ 𠮷丸俊一 講習会修了

559 令和2年5月8日 令和7年7月7日 更新 法人 株式会社ワイズサイン 379-2235 0270-62-6696 群馬県伊勢崎市三室町５８０８番地
株式会社ワイズサイン
株式会社ワイズサイン東京支店

379-2235
164-0003

0270-62-6696
03-6908-6727

群馬県伊勢崎市三室町５８０８番地
東京都中野区東中野４-９-２６　キクヤビル201

山崎貴史
和田武之

講習会修了
講習会修了

560 令和2年8月24日 令和7年7月28日 更新 法人 Ｓｈｉｒｏ’ｓ本舗株式会社 536-0023 06-6167-5316 大阪府大阪市城東区東中浜四丁目７番１７号 Ｓｈｉｒｏ’ｓ本舗株式会社 536-0023 06-6167-5316 大阪府大阪市城東区東中浜四丁目７番１７号 米原志郎 講習会修了

561 令和3年4月23日 令和7年8月2日 更新 法人 株式会社竹中工務店 541-0053 06-6252-1201 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 株式会社竹中工務店　九州支店 810-0001 092-733-0303 福岡県福岡市中央区天神四丁目２番２０号 宮田匡子 講習会修了
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562 令和2年7月31日 令和7年8月9日 更新 法人 有限会社サインズ 868-0082 0966-24-3524 熊本県人吉市中林町４６４番地３ 有限会社サインズ 868-0082 0966-24-3524 熊本県人吉市中林町４６４番地３ 戸髙克彦 講習会修了

563 令和2年8月3日 令和7年8月30日 更新 法人 アートネオン有限会社 811-4203 093-282-6711
福岡県遠賀郡岡垣町大字内浦字芝原４１６番地の
１

アートネオン有限会社 811-4203 093-282-6711 福岡県遠賀郡岡垣町大字内浦字芝原４１６番地の１ 田代正之 講習会修了

564 令和3年1月29日 令和7年8月31日 更新 法人 アサヒアイドマ株式会社 816-0921 092-575-0631 福岡県大野城市仲畑二丁目１番５号 アサヒアイドマ株式会社 816-0921 092-575-0631 福岡県大野城市仲畑二丁目１番５号 甲斐孝哲 講習会修了

566 令和2年9月23日 令和7年9月30日 更新 個人 河野善信 880-0946 0985-73-9663
宮崎県宮崎市福島町２丁目１７番地１フレッシュハイ
ツ２０１号

Ｋ’ｓファクトリー 880-2112 090-7928-9347 宮崎県宮崎市大字小松字平岩１７６３番６４ 河野善信 屋外広告士

567 令和2年8月6日 令和7年9月30日 更新 法人 ＴＯＷＡ宮崎株式会社 880-0877 0985-22-9000 宮崎県宮崎市宮脇町８９番地２
ＴＯＷＡ宮崎株式会社　宮崎本社
ＴＯＷＡ宮崎株式会社　延岡支店

880-0877
882-0857

0985-22-9000
0982-34-3270

宮崎県宮崎市宮脇町８９番地２
宮崎県延岡市惣領町３４番地８

杉尾誉文
鍋島正一

講習会修了
講習会修了

568 令和2年10月12日 令和7年10月20日 更新 法人 株式会社桃太郎 542-0075 06-6631-5701 大阪府大阪市中央区難波千日前７番１２号 株式会社桃太郎 542-0075 06-6631-5701 大阪府大阪市中央区難波千日前７番１２号 笠谷周正 屋外広告士

569 令和2年10月27日 令和7年12月13日 更新 法人 三和サインワークス株式会社 530-0001 06-6453-3171 大阪府大阪市北区梅田３丁目１番３号

三和サインワークス株式会社
大阪本社
三和サインワークス株式会社
東京支店

530-0001
108-6030

06-6453-3171
03-5783-3001

大阪府大阪市北区梅田３丁目１番３号

東京都港区港南２丁目１５番１号A-30
富岡敬重
足立陽一

屋外広告士
屋外広告士

570 令和2年12月25日 令和8年1月27日 更新 法人 株式会社ザイマックス九州 812-0011 092-686-6700
福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目２番１号
ザイマックス博多駅前ビル５階

株式会社ザイマックス九州 812-0011 092-686-6700
福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目２番１号
ザイマックス博多駅前ビル５階

中村健二 講習会修了

571 令和3年2月2日 令和8年1月28日 更新 個人 黒木辰夫 880-0124 0985-39-8704 宮崎県宮崎市大字新名爪１９６番地２ クロギ装美 880-0124 0985-39-8704 宮崎県宮崎市大字新名爪１９６番地２ 黒木辰夫 講習会修了

573 令和3年2月16日 令和8年2月21日 更新 法人 興国商事株式会社 807-0815 093-691-3375 福岡県北九州市八幡西区本城東三丁目５番２９号 興国商事株式会社 807-0815 093-691-3375 福岡県北九州市八幡西区本城東三丁目５番２９号 三宅寛 屋外広告士

574 令和3年1月19日 令和8年2月24日 更新 法人 みづほ電機株式会社 657-0862 078-841-3311 兵庫県神戸市灘区浜田町一丁目１番３１号 みづほ電機株式会社 657-0862 078-841-3311 兵庫県神戸市灘区浜田町一丁目１番３１号 土井清司 講習会修了

575 令和3年2月16日 令和8年3月2日 更新 個人 平田雅也 880-1303 0985-77-3534 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣９３８番地１ 看板屋　叶夢 880-1303 0985-77-3534 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣４８７番地７ 平田雅也 講習会修了

576 令和3年3月4日 令和8年3月13日 更新 法人 フクハン株式会社 812-0032 092-263-6033 福岡県福岡市博多区石城町７番１３号 フクハン株式会社 812-0032 092-263-6033 福岡県福岡市博多区石城町７番１３号 大山貴司 講習会修了

577 令和3年2月26日 令和8年3月21日 更新 個人 中島隆憲 880-0907 0985-54-7761 宮崎県宮崎市淀川２丁目７番２０号 glory.com 880-0907 0985-54-7761 宮崎県宮崎市淀川２丁目７番２０号 中島隆憲 講習会修了

578 令和3年3月8日 令和8年4月13日 更新 法人 グッドタイム合同会社 892-0863 099-813-7595 鹿児島県鹿児島市西坂元町１５－５ グッドタイム合同会社 892-0863 099-813-7595 鹿児島県鹿児島市西坂元町１５－５ 有馬慎一郎 講習会修了

579 令和3年3月30日 令和8年4月26日 更新 法人 有限会社大坪建設工業 880-0930 0985-54-4546 宮崎県宮崎市花山手東二丁目３番地１２ 有限会社大坪建設工業 880-0930 0985-54-4546 宮崎県宮崎市花山手東二丁目３番地１２ 中原裕美 講習会修了

581 令和3年4月6日 令和8年5月15日 更新 法人 株式会社たつみ工芸 349-1104 0480-53-7074 埼玉県久喜市栗橋３３８－２ 株式会社たつみ工芸 349-1104 0480-53-7074 埼玉県久喜市栗橋３３８－２ 宮田和彦 屋外広告士
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582 令和3年3月24日 令和8年5月16日 更新 個人 中村孝次郎 849-1203 0954-65-2512 佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里１８２４番地 サインショップ進喜 849-1203 0954-65-2227 佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里３２２１－２ 中村孝次郎 講習会修了

583 令和3年4月21日 令和8年5月25日 更新 法人 株式会社アイデア企画 816-0845 092-575-3644 福岡県春日市白水ヶ丘４－１４１ 株式会社アイデア企画 816-0845 092-575-3644 福岡県春日市白水ヶ丘４－１４１ 江口伸一 講習会修了

584 令和3年4月27日 令和8年5月26日 新規 法人 株式会社ケンセン 336-0964 048-878-0700 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 336-0964 048-878-0700 埼玉県さいたま市緑区東大門二丁目２番１９号 鈴木康仁 屋外広告士

585 令和3年5月12日 令和8年6月16日 更新 法人 株式会社都屋 810-0004 092-771-8833 福岡県福岡市中央区渡辺通三丁目６番２２号 株式会社都屋 810-0004 092-771-8833 福岡県福岡市中央区渡辺通三丁目６番２２号 中村清治 講習会修了

587 令和3年5月13日 令和8年7月10日 更新 法人 株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ　Ｋｏｕｓｙａ 733-0833 082-270-3792 広島県広島市西区商工センター６－６－２７ 株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ　Ｋｏｕｓｙａ 733-0833 082-270-3792 広島県広島市西区商工センター６－６－２７ 野間さやか 講習会修了

588 令和2年9月10日 令和3年7月10日 新規 法人 ラッキー工芸株式会社 670-0934 079-226-1271 兵庫県姫路市朝日町５４番地 ラッキー工芸株式会社 670-0934 079-226-1271 兵庫県姫路市朝日町５４番地 藪口幸平 屋外広告士

589 令和3年6月2日 令和8年7月11日 更新 個人 大工園望 891-0203 099-345-3044 鹿児島県鹿児島市喜入町８８２６－１４ ＮＯＺＯＭＵ工房 891-0203 099-345-3044 鹿児島県鹿児島市喜入町８８２６－１４ 大工園望 屋外広告士

590 平成28年8月31日 令和3年8月30日 新規 法人 門鉄美術宣伝株式会社 849-0921 0952-31-3131 佐賀県佐賀市高木瀬西６丁目１１番２号 門鉄美術宣伝株式会社 849-0921 0952-31-3131 佐賀県佐賀市高木瀬西６丁目１１番２号 長野進司 講習会修了

591 令和3年4月28日 令和3年8月30日 更新 法人 株式会社ザイマックスアルファ 104-0045 03-6859-0400 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
本社

104-0045 03-6859-0550 東京都中央区築地一丁目１３番１０号 渡辺毅 講習会修了

592 平成28年9月8日 令和3年9月7日 新規 法人 株式会社マエムラ 880-0873 0985-28-2232 宮崎県宮崎市堀川町１９５番地
株式会社マエムラ
本社

880-0873 0985-28-2232 宮崎市堀川町１９５番地 米田亜以 講習会修了

593 令和1年5月31日 令和3年10月13日 新規 法人 株式会社ＢＡＮＤＯ 880-0803 0985-26-1616 宮崎県宮崎市旭二丁目2番6号-205号
株式会社ＢＡＮＤＯ　本社
株式会社ＢＡＮＤＯ　都城出張所

880-0803
885-0082

0985-22-1616
0986-23-0390

宮崎県宮崎市旭二丁目2番6号-205号
宮崎県都城市南鷹尾町２街区３１号

森本敏弘
上山賢三

講習会修了
講習会修了

594 令和1年8月2日 令和3年10月13日 新規 法人 有限会社竹下グランド社 890-0067 099-253-5511 鹿児島県鹿児島市真砂本町３７－１３ 有限会社竹下グランド社 890-0067 099-253-5511 鹿児島県鹿児島市真砂本町３７－１３ 竹下英孝 講習会修了

595 平成28年10月14日 令和3年10月13日 新規 個人 大矢隆一 880-0211 0985-72-1682
宮崎県宮崎市佐土原町下田島９５０４サンフローラ
ＴＭ２　３０５号

インタラクティブアート 880-0211 0985-72-1682 宮崎市佐土原町下田島９５０４サンフローラＴＭ２　３０５号 大矢隆一 講習会修了

596 平成28年11月30日 令和3年11月29日 新規 個人 松隈達也 861-8038 096-297-7199 熊本県熊本市東区長嶺東５丁目１１番８号 エス・プラン 861-8038 096-297-7199 熊本県熊本市東区長嶺東５丁目１１番８号 松隈達也 講習会修了

597 平成28年12月19日 令和3年12月18日 新規 法人 株式会社彩美社 890-0054 099-257-0956 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目４０番１０号 株式会社彩美社 890-0054 099-257-0956 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目４０番１０号 田中幸蔵 屋外広告士

598 平成28年12月19日 令和3年12月18日 新規 法人 ユニット株式会社 173-0004 03-5248-7336 東京都板橋区板橋２－３－２０ ユニット株式会社　福岡営業所 812-0016 092-473-1171 福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目４－３８ 平野勇一 屋外広告士

599 平成28年12月27日 令和3年12月26日 新規 法人 株式会社クラウドポイント 150-0002 03-5468-0700
東京都渋谷区渋谷２－１６－１Daiwa渋谷宮益坂ビ
ル８F

株式会社クラウドポイント　福岡営業所
株式会社クラウドポイント　大阪支店
株式会社クラウドポイント　本社

812-0011
542-0081
150-0002

092-292-0407
06-7711-3588
03-5468-0700

福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-23第三岡部ビル3F
大阪府大阪市中央区南船場4-12-12ニッセイ心斎橋ウエスト
東京都渋谷区渋谷2-16-1Daiwa渋谷宮益坂ビル8F

石井雅和
廣畑豊樹
鈴木孝一郎

講習会修了
講習会修了
屋外広告士

600 平成28年12月28日 令和3年12月27日 新規 法人 株式会社technical 870-0018 097-534-5686 大分県大分市豊海三丁目５番２号 株式会社technical 870-0018 097-534-5686 大分県大分市豊海三丁目５番２号 森元政美 講習会修了

20



令和３年６月２日現在

登
録

番
号

登録年月日 満了年月日
登
録

の
種

類 法
人
・

個
人

商号、名称又は氏名 郵便番号 電話番号 住所 営業所
業務主任者の
氏名及び資格

名 称 郵便番号 電話番号 所 在 地

屋　　　外　　　広　　　告　　　業　　　者　　　登　　　録　　　簿

601 平成29年1月26日 令和4年1月25日 新規 個人 德留孝記 880-0056 0985-71-0277 宮崎県宮崎市神宮東２－１３－２７ 宮崎Ｔシャツ製作所 880-0056 0985-71-0277 宮崎市神宮東２－１３－２７ 德留孝記 講習会修了

602 平成29年2月28日 令和4年2月27日 新規 個人 田中啓二 882-0856 0982-26-1536 宮崎県延岡市出北４丁目２４７５番地７ DESART 882-0856 090-2086-4876 延岡市出北４丁目２４７５番地７ 田中啓二 講習会修了

603 平成29年3月8日 令和4年3月7日 新規 法人 有限会社アートプランニング 232-0041 045-744-1550 神奈川県横浜市南区睦町１－１－１１ 有限会社アートプランニング 232-0041 045-744-1550 神奈川県横浜市南区睦町１－１－１１ 榊篤夫 講習会修了

604 平成29年4月24日 令和4年4月23日 新規 法人 有限会社大光工芸 880-0912 0985-54-8567 宮崎県宮崎市大字赤江８７２番地１ 有限会社大光工芸 880-0912 0985-54-8567 宮崎県宮崎市大字赤江８７２番地１ 大内せき子 講習会修了

605 平成29年3月16日 令和4年3月15日 新規 法人 有限会社サインランド 744-0074 0833-44-1993 山口県下松市潮音町三丁目１８番２２号 有限会社サインランド 744-0074 0833-44-1993 山口県下松市潮音町三丁目１８番２２号 村上祐一 講習会修了

606 平成29年4月28日 令和4年4月27日 新規 法人 有限会社ユウファクトリー 812-0892 092-292-9818 福岡県福岡市博多区東那珂１丁目１３－１６ 有限会社ユウファクトリー 812-0892 092-292-9818 福岡県福岡市博多区東那珂１丁目１３－１６ 山田裕己 講習会修了

607 平成29年5月24日 令和4年5月23日 新規 法人 株式会社ＬＡＲＫＳ 810-0041 092-711-8822 福岡県福岡市中央区大名１－１－３　石井ビル３Ｆ 株式会社ＬＡＲＫＳ 810-0041 092-711-8822 福岡県福岡市中央区大名１－１－３　石井ビル３Ｆ 今村誠 屋外広告士

608 平成29年5月30日 令和4年5月29日 新規 法人 株式会社富士 463-0037 052-775-3010 愛知県名古屋市守山区天子田２－７０３ 株式会社富士 463-0037 052-775-3010 愛知県名古屋市守山区天子田２－７０３ 和田晋一 屋外広告士

609 平成29年6月14日 令和4年6月13日 新規 個人 岩男孝一郎 861-8005 090-9584-1146 熊本県熊本市北区龍田陳内２丁目３３－１８ サインワークス 861-8035 096-237-6423 熊本市東区御領５丁目９－８５ 岩男孝一郎 講習会修了

610 平成29年7月11日 令和4年7月10日 新規 法人 有限会社Ｋ－ＳＴＹＬＥ 861-3206 096-282-7883 熊本県上益城郡御船町辺田見１２９３ 有限会社Ｋ－ＳＴＹＬＥ 861-3206 096-282-7883 熊本県上益城郡御船町辺田見１２９３ 小林誠也 講習会修了

611 平成29年6月30日 令和4年6月29日 新規 法人 株式会社大協社 547-0011 06-6705-7888 大阪府大阪市平野区長吉出戸6-14-36
株式会社大協社
本社

547-0011 06-6705-7888 大阪府大阪市平野区長吉出戸6-14-36 伊藤和也 広告美術技能士

612 平成29年7月7日 令和4年7月6日 新規 法人 株式会社アドウィッシュ 811-2307 092-938-4694 福岡県糟屋郡粕屋町原町４丁目３－３１ 株式会社アドウィッシュ 811-2307 092-938-4694 福岡県糟屋郡粕屋町原町４丁目３－３１ 倉地博史 講習会修了

613 平成29年8月25日 令和4年8月24日 新規 法人 株式会社アール工房 351-0101 048-461-1121 埼玉県和光市白子３－１８－１８ 株式会社アール工房 351-0101 048-461-1121 埼玉県和光市白子３－１８－１８ 谷元大作 屋外広告士

614 平成29年9月11日 令和4年9月10日 新規 法人 株式会社福広 810-0005 092-524-8787 福岡県福岡市中央区清川三丁目１２番１号 株式会社福広 810-0005 092-524-8787 福岡県福岡市中央区清川三丁目１２番１号 槌谷寛治 講習会修了

616 平成29年10月3日 令和4年10月2日 新規 法人 エンドライン株式会社 810-0001 092-600-7510 福岡県福岡市中央区天神２－３－３６ エンドライン株式会社 810-0001 092-600-7510 福岡県福岡市中央区天神２－３－３６ 山本啓一 講習会修了

617 平成29年10月19日 令和4年10月18日 新規 法人 株式会社結サイン 816-0851 092-707-8300
福岡県春日市昇町３丁目２３５番地松尾コーポ１０２
号

株式会社結サイン 816-0851 092-707-8300 福岡県春日市昇町３丁目２３５番地松尾コーポ１０２号 牧田裕二 講習会修了

618 平成29年10月19日 令和4年10月18日 新規 個人 齋藤勝幸 880-0124 0985-45-0787 宮崎県宮崎市新名爪１７８９－１３ サインプランニングふくる 880-0124 0985-45-0787 宮崎市新名爪１７８９－１３ 齋藤勝幸 講習会修了

619 平成29年11月6日 令和4年11月5日 新規 個人 岩原徳行 883-0033 0982-52-7654 宮崎県日向市大字塩見８７６－８ 岩原徳行 883-0033 0982-52-7654 日向市大字塩見８７６－８ 岩原徳行 講習会修了

620 平成29年11月6日 令和4年11月5日 新規 法人 株式会社大阪オリコミ 545-0011 06-6621-1481 大阪府大阪市阿倍野区昭和町２丁目５番２号 株式会社大阪オリコミ本社 545-0011 06-6621-1481 大阪市阿倍野区昭和町２丁目５番２号 冨田春吉 屋外広告士
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621 平成29年11月9日 令和4年11月8日 新規 法人 株式会社システム開発タカラ 810-0042 092-737-7890 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１５番２１号 株式会社システム開発タカラ 810-0042 092-737-7890 福岡市中央区赤坂１丁目１５番２１号 末田章彦 講習会修了

622 平成29年12月4日 令和4年12月3日 新規 法人 株式会社アコードデザイン 460-0008 052-265-8797
愛知県名古屋市中区栄４－１６－２７富士サカエビ
ル８Ｆ

株式会社アコードデザイン 812-0025 092-710-7370 福岡県福岡市博多区店屋町４－８蝶和ビル５０２ 細貝智 講習会修了

623 平成30年10月4日 令和4年12月12日 新規 個人 関山修吉 889-1602 0985-71-6294 宮崎県宮崎市清武町今泉甲６５３６－２ クリプトンデザイン 889-1602 0985-71-6294 宮崎市清武町今泉甲６５３６－２ 関山修吉 講習会修了

624 平成29年12月18日 令和4年12月17日 新規 個人 上野裕次郎 886-0008 090-8669-6688 宮崎県小林市水流迫６２５－２２ ベクターデザイン 886-0008 0984-27-3412 小林市本町３６第５上田ビル１Ｆ 上野裕次郎 講習会修了

625 平成29年12月18日 令和4年12月17日 新規 個人 池田孝二郎 883-1101 0982-66-2544 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代８０３８ イケダ画房 883-1101 0982-66-2660 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代６０２０ 池田孝二郎 屋外広告士

626 令和2年3月18日 令和5年1月9日 新規 法人 株式会社モッズプランニング 880-0924 0985-69-0844 宮崎県宮崎市大字郡司分甲２７９７番地１ 株式会社モッズプランニング 880-0924 0985-69-0844 宮崎市大字郡司分甲２７９７番地１ 冨永靖孝 講習会修了

627 平成30年1月17日 令和5年1月16日 新規 個人 府高善文 870-0942 097-569-8174 大分県大分市大字羽田７９２ ETO企画 870-1133 097-574-5130 大分県大分市大字宮崎字延命１３９９ 府高善文 講習会修了

628 平成30年1月31日 令和5年1月30日 新規 個人 小松田誠也 615-0858 075-311-0067
京都府京都市右京区西京極郡沢町１３－１－４１１
号

アシスト 615-0858 075-311-0067 京都府京都市右京区西京極郡沢町１３－１－４１１号 小松田誠也 講習会修了

629 平成30年1月31日 令和5年1月30日 新規 法人 有限会社千広巧芸社 880-0915 0985-51-4075 宮崎県宮崎市恒久南一丁目５番地１ 有限会社千広巧芸社 880-0915 0985-51-4075 宮崎市恒久南一丁目５番地１ 井上千廣 講習会修了

630 平成30年2月16日 令和5年2月15日 新規 法人 株式会社暁建業 885-0062 0986-47-4380 宮崎県都城市大岩田町５３７７番地２ 株式会社暁建業 885-0062 0986-47-4380 都城市大岩田町５３７７番地２ 荒武暁 講習会修了

631 平成30年4月16日 令和5年4月15日 新規 個人 岩切博昭 880-0866 0985-29-7028 宮崎県宮崎市川原町７－１０ ことぶき社 880-0868 0985-23-3018 宮崎市瀬頭町２２５－１ 岩切博昭 屋外広告士

632 平成30年5月29日 令和5年5月28日 新規 法人 株式会社カワバタサイン 755-0008 0836-32-5588 山口県宇部市明神町二丁目三番七号 株式会社カワバタサイン 755-0008 0836-32-5588 山口県宇部市明神町二丁目三番七号 川端康則 屋外広告士

633 平成30年7月9日 令和5年7月8日 新規 法人 株式会社サインズＦａｃｔｏｒｙ 111-0053 03-5821-7799 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 111-0053 03-5821-7799 東京都台東区浅草橋三丁目３２番１号 今西愛 屋外広告士

634 平成30年8月8日 令和5年8月7日 新規 法人 後藤孝一 808-0142 093-776-6645 福岡県北九州市若松区青葉台南１－１３－１ サインテック 808-0124 093-863-9757 北九州市若松区大字安屋１６７５－５ 後藤孝一 講習会修了

635 平成30年8月29日 令和5年8月28日 新規 法人 有限会社ビーエムアートサイン 819-1572 092-329-6711 福岡県糸島市末永４４０－３ 有限会社ビーエムアートサイン 819-1572 092-329-6711 福岡県糸島市末永４４０－３ 橋口智也 講習会修了

636 平成30年8月29日 令和5年8月28日 新規 個人 村岡大亮 889-2161 080-4283-5873 宮崎県宮崎市加江田３８７５－８ Sign's Village 889-2161 080-4283-5873 宮崎市加江田３８７５－８ 村岡大亮 講習会修了

637 令和2年4月17日 令和5年9月2日 新規 法人 有限会社丸東企画 864-4106 096-329-7951 熊本県熊本市南高江一丁目３番４０号 有限会社丸東企画 864-4106 096-329-7951 熊本県熊本市南高江一丁目３番４０号 福田裕士 講習会修了

638 平成30年10月3日 令和5年10月2日 新規 個人 信國一生 830-0001 090-4775-8696 福岡県久留米市小森野５丁目１１－２０ Sign Create 830-0048 0942-31-5088 福岡県久留米市梅満町７－１ 信國一生 講習会修了

639 令和3年4月23日 令和5年10月2日 新規 法人 東芝ビジネスエキスパート株式会社 222-0035 050-3066-9607 神奈川県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

222-0035 050-3066-9607 神奈川県横浜市港北区鳥山町５５５番地 中嶋孝夫 講習会修了
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640 平成30年10月22日 令和5年10月21日 新規 法人 株式会社日向楽建築工房 889-1406 0983-32-0557 宮崎県児湯郡新富町大字新田４７２番１ 株式会社日向楽建築工房 889-1406 0983-32-0557 宮崎県児湯郡新富町大字新田４７２番１ 田中伸吾 講習会修了

641 平成30年11月14日 令和5年11月13日 新規 法人 有限会社コア 803-0861 093-583-8288 福岡県北九州市小倉北区篠崎１丁目６－５ 有限会社コア　北九州営業所 803-0861 093-583-8288 福岡県北九州市小倉北区篠崎１丁目６－５ 縄田剛之 屋外広告士

642 平成30年11月22日 令和5年11月21日 新規 法人 株式会社創麿企画 880-2103 0985-78-2422 宮崎県宮崎市大字生目２６９－４ 株式会社創麿企画 880-2103 0985-78-2422 宮崎市大字生目２６９－４ 甲斐拓麿 屋外広告士

643 令和2年6月22日 令和6年1月10日 新規 法人 エージーエス株式会社 064-0806 011-596-0852
北海道札幌市中央区南六条西三丁目６番地３３Ａ
ＧＳ６・３ビル

エージーエス株式会社 064-0806 011-596-0852 札幌市中央区南六条西三丁目６番地３３ＡＧＳ６・３ビル 原口友一 屋外広告士

644 平成31年2月4日 令和6年2月3日 新規 法人 株式会社プラウド 819-0041 092-741-2603 福岡県福岡市西区拾六町四丁目５５番６号 株式会社プラウド 819-0041 092-741-2603 福岡県福岡市西区拾六町四丁目５５番６号 岡﨑志朗 講習会修了

645 平成31年2月25日 令和6年2月24日 新規 法人 アイアサン株式会社 491-8528 0586-81-0123 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 491-8528 0586-81-0123 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号 平出海石 屋外広告士

646 平成31年3月12日 令和6年3月11日 新規 法人 有限会社大栄企画 300-2436 0297-52-3982 茨城県つくばみらい市絹の台５丁目１番１
有限会社大栄企画
有限会社大栄企画　関西営業所

300-2436
663-8013

0297-52-3982
0798-20-2047

茨城県つくばみらい市絹の台５丁目１番１
兵庫県西宮市門前町２番５

古舘明夫
古舘伸介

講習会修了
屋外広告士

本社
東京本店
北海道支社
北東北支社
仙台支社
山形支店
福島支社
つくば支社
茨城支社
宇都宮支社
群馬支社
埼玉支社
埼玉西支社
埼玉東支社
千葉支社
千葉中央支社
柏支社
城東支社
南多摩支店
多摩支店
武蔵野支社
横浜支社
川崎支社
厚木支社
湘南支店
山梨支店
富山支店
金沢支社
福井支店

530-8241
102-8112
065-8550
020-0851
981-3133
990-2446
963-8026
305-0033
310-0836
321-0932
370-0072
330-0081
350-1124
343-0857
266-0031
273-0032
277-0005
132-0011
192-0364
190-0015
184-0003
220-8620
212-0032
243-0022
251-0043
400-0048
939-8207
920-8203
918-8236

06-6346-2111
03-5214-2111
011-750-3111
019-634-1110
022-375-5111
023-633-5027
024-925-7100
029-856-0136
029-246-0135
028-633-0321
027-362-5510
048-601-1590
049-265-4400
048-987-3114
043-291-9633
047-435-6819
04-7168-5511
03-5664-3940
042-676-0010
042-525-1821
042-388-8617
045-650-5200
044-223-7014
046-226-7500
0466-31-2030
055-232-9511
076-422-1191
076-239-5000
0776-23-2435

大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号
東京都千代田区飯田橋三丁目１３番１号
北海道札幌市東区北六条東八丁目１番１０号
岩手県盛岡市向中野二丁目１番１号
宮城県仙台市泉区泉中央三丁目８番地の１
山形県山形市白山二丁目２番２号
福島県郡山市並木一丁目５番１９
茨城県つくば市東新井３８番地１
茨城県水戸市元吉田町１１９４番地の２４
栃木県宇都宮市平松本町１１１１－２
群馬県高崎市大八木町３０００番２
さいたま市中央区新都心１１番地１
埼玉県川越市新宿町一丁目８番地８
埼玉県越谷市新越谷二丁目１７番地１０
千葉県千葉市緑区おゆみ野３丁目１９番地４
千葉県船橋市葛飾町２丁目４０６番
千葉県柏市柏２６０番４
東京都江戸川区瑞江四丁目５１番１０号
東京都八王子市南大沢１丁目８－２
東京都立川市泉町９３５－２８
東京都小金井市緑町二丁目１番３４号
神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－１
神奈川県横浜市川崎市幸区新川崎７ー７
神奈川県厚木市酒井３１２０番地
神奈川県藤沢市辻堂元町６丁目５番２３号
山梨県甲府市貢川本町４番１９号
富山県富山市布瀬本町４番８
石川県金沢市鞍月五丁目５７番地
福井県福井市和田中２丁目２１０１番地

品川浩一
島田浩洋
安井聡
名久井了
草間大三郎
木田雅博
石井憲輔
清水和博
宮本博史
横内禎広
宮渕智康
永野雅照
田中孝明
上村清彦
小谷弥司
小粥一生
都築秀之
水野博行
吉田伸浩
篠塚恵昭
田中道郎
横井貴
新保純一
角樋直樹
髙島宏顕
長雄宗嗣
田中久士
小林尚義
直永正勝

講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了

647 令和3年5月13日 令和6年3月17日 新規 法人 大和ハウス工業株式会社 530-8241 06-6346-2111 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号
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令和３年６月２日現在

登
録

番
号

登録年月日 満了年月日
登
録
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類 法
人
・

個
人

商号、名称又は氏名 郵便番号 電話番号 住所 営業所
業務主任者の
氏名及び資格

名 称 郵便番号 電話番号 所 在 地

屋　　　外　　　広　　　告　　　業　　　者　　　登　　　録　　　簿

新潟支社
長野支店
松本支店
名古屋支社
岐阜支社
静岡支店
浜松支店
沼津支店
岡崎支社
豊田支店
愛知北支社
四日市支社
滋賀支社
京都支社
堺支社
大阪中央支店
北摂支社
神戸支社
姫路支店
阪神支店
奈良支社
和歌山支店
山陰支店
岡山支社
倉敷支店
広島支社
福山支店
山口支店

950-0982
381-8515
390-0852
453-8570
500-8636
422-8504
430-0907
410-0053
444-0874
471-0834
485-0029
510-0834
525-0059
612-8445
591-8023
581-0061
562-0001
651-0084
670-0962
663-8106
631-0823
641-0002
683-0801
700-0971
710-0833
733-0834
721-0974
753-0814

025-241-2727
026-243-5432
0263-40-0111
052-414-6150
058-274-1153
054-284-4811
053-474-5611
055-923-8182
0564-54-2908
0565-25-1850
0568-75-8101
059-351-1204
077-561-7832
075-605-2919
072-250-0359
072-925-2400
072-720-2555
078-272-3800
079-285-2151
0798-65-9298
0742-52-2556
073-473-9510
0859-34-2261
086-244-7565
086-425-3496
082-501-3470
084-926-5300
083-923-5111

新潟県新潟市中央区堀之内南１丁目３１番１４号
長野県長野市平林一丁目３６番３号
長野県松本市島立８７２番地の２
名古屋市中村区平池町４丁目６０番地９
岐阜県岐阜市薮田東２丁目１番６号
静岡県静岡市駿河区石田１丁目３番２９号
静岡県浜松市中区高林４丁目１５番２７号
静岡県沼津市寿町５番７号
愛知県岡崎市竜美南１丁目１番地８
愛知県豊田市寿町７丁目４５番地
愛知県小牧市中央２丁目１７２番地
三重県四日市市ときわ１丁目７番１４号
滋賀県草津市野路一丁目４番２０号
京都市伏見区竹田浄菩提院町３１６番地
大阪府堺市北区中百舌鳥町４丁６１３番地
大阪府八尾市春日町１丁目６番２２号
大阪府箕面市箕面４丁目８番６６号
兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目２番２２号
兵庫県姫路市南駅前町２６番地
兵庫県西宮市大屋町３番２３号
奈良県奈良市西大寺国見町一丁目４番１－１号
和歌山県和歌山市新中島６３－８
鳥取県米子市新開５丁目１番１３号
岡山県岡山市北区野田４丁目６番１０号
岡山県倉敷市西中新田４１番地１
広島県広島市西区草津新町二丁目２１番６９－１１号
広島県福山市東深津町３丁目８番４０号
山口県山口市吉敷下東四丁目１９番２４号

佐藤貴之
宮下勲
松尾英明
酒井信聡
佐藤洋
伊藤隆
片山吉郎
山科陽
小田武文
亀山剛志
大竹広幸
久司辰雄
北村泰久
藤原康行
辰巳大輔
木村吉男
大橋厚夫
山中隆史
澁川宗広
川上秀二郎
山田哲也
日浅哲彦
山下博司
對島直樹
秋田潤
西谷晋一
北山正直
小畠洋二

講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了

徳島支店
香川支店
愛媛支店
高知支店
福岡支社
北九州支社
久留米支店
佐賀支店
長崎支店
熊本支社
大分支店
宮崎支店
鹿児島支店
沖縄支店

770-8054
761-8071
790-0062
780-0056
812-0006
802-0073
839-0809
840-0814
852-8117
862-0913
870-0921
880-0879
890-0064
900-0006

088-625-3255
087-865-2218
089-925-9912
088-882-0510
092-473-0833
093-932-7800
0942-44-7512
0952-27-7484
095-843-7020
096-360-5225
097-556-5111
0985-26-5110
099-252-2226
098-941-7111

徳島県徳島市山城西１丁目５番地
香川県高松市伏石町２０８９番地１
愛媛県松山市南江戸３丁目５－８
高知県高知市北本町４丁目３番１６号
福岡県福岡市博多区上牟田二丁目１１番２４号
北九州市小倉北区貴船町３番１号
福岡県久留米市東合川５丁目１番３０号
佐賀県佐賀市成章町６番５号
長崎県長崎市平野町４番２６号
熊本県熊本市東区尾ノ上１丁目９番２０号
大分県大分市萩原四丁目８番２３号
宮崎県宮崎市宮崎駅東１丁目４－３
鹿児島県鹿児島市鴨池新町１２番１３号
沖縄県那覇市おもろまち４丁目１１番２５号

野口貴史
石橋憲史
下西俊行
三﨑東
本多章人
阿南純子
伊藤夏彦
江平秀樹
平本圭祐
泉原直人
塚本亮平
浦山富夫
末田浩昭
村田浩一

講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了
講習会修了

648 令和3年5月12日 令和6年3月17日 更新 法人 三井住友建設株式会社 104-00510 03-4582-3022 東京都中央区佃二丁目１番６号 三井住友建設株式会社　九州支店 812-0036 092-282-1342 福岡市博多区上呉服町１０番１号 櫻井新治 講習会修了

649 令和2年12月11日 令和6年3月24日 新規 法人 不二化成品株式会社 424-0067 054-344-1700 静岡県静岡市清水区鳥坂３２７番１ 不二化成品株式会社本社 424-0067 054-344-1700 静岡県静岡市清水区鳥坂３２７番１ 小和田正男 講習会修了

650 令和1年6月19日 令和6年6月18日 新規 法人 株式会社ヨネ巧芸 880-0934 0985-51-6533 宮崎県宮崎市大坪東二丁目１７番３号 株式会社ヨネ巧芸 880-0934 0985-51-6533 宮崎県宮崎市大坪東二丁目１７番３号 米啓太郎 講習会修了

651 令和1年7月4日 令和6年7月3日 新規 法人 株式会社passioner 299-2415 080-3013-6290 千葉県南房総市富浦町深名９９９番地２号 株式会社passioner 299-2415 080-3013-6290 千葉県南房総市富浦町深名９９９番地２号 萩生田昌良 講習会修了

652 令和2年5月26日 令和6年7月10日 新規 法人 株式会社クレスト 107-0052 03-6721-1306 東京都港区赤坂8-10-22ニュー新坂ビル４F 株式会社クレスト 107-0052 03-6721-1306 東京都港区赤坂8-10-22ニュー新坂ビル４F 阿部一久 屋外広告士

653 令和1年9月9日 令和6年9月8日 新規 法人 一般社団法人ひかり 888-0013 0987-72-5143 宮崎県串間市東町３０番地３ 一般社団法人ひかり 888-0013 0987-72-5143 宮崎県串間市東町３０番地３ 武田秀人 講習会修了

654 令和1年9月24日 令和6年9月23日 新規 法人 アイワ広告株式会社 194-0023 042-710-1200 東京都町田市旭町一丁目２１番１４号 アイワ広告株式会社 194-0023 042-710-1200 東京都町田市旭町一丁目２１番１４号 矢内武志 屋外広告士

647 令和3年5月13日 令和6年3月17日 新規 法人 大和ハウス工業株式会社 530-8241 06-6346-2111 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号
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655 令和1年9月24日 令和6年9月23日 新規 個人 田中康彦 889-4601 0986-64-3486 宮崎県都城市山田町山田１０４３７－７ 巧房タナカ 889-4601 0986-64-3486 宮崎県都城市山田町山田１０４３７－７ 田中康彦 講習会修了

656 令和1年9月30日 令和6年9月29日 新規 法人 株式会社ツクリテ 839-0851 0942-43-0588 福岡県久留米市御井町４３９番地 株式会社ツクリテ 839-0851 0942-43-0588 福岡県久留米市御井町４３９番地 梅木亨介 屋外広告士

657 令和1年10月8日 令和6年10月7日 新規 法人 株式会社GXコーポレーション 124-0014 03-5654-7031 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 124-0014 03-5654-7031 東京都葛飾区東四つ木四丁目４４番１５号 前潟明斗 講習会修了

658 令和1年10月10日 令和6年10月9日 新規 法人 株式会社歩工房 862-0965 096-370-9058 熊本県熊本市南区田井島一丁目９－２５ 株式会社歩工房 862-0965 096-370-9058 熊本県熊本市南区田井島一丁目９－２５ 藪義勝 広告技術技能士

659 令和2年1月28日 令和6年11月5日 新規 法人 株式会社電通 105-7001 03-6216-5111 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
株式会社電通中部支社
株式会社電通関西支社

105-7001
450-6429
530-8228

03-6216-5111
052-756-2100
06-6484-8888

東京都港区東新橋一丁目８番１号
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号大名古屋ビルヂング29
階
大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号中之島フェスティバルタ
ワー・ウエスト１７階

萱原純
竹内千秋
丸田泰良

講習会修了

660 令和1年12月18日 令和6年12月17日 新規 個人 オチアイ巧芸社 880-0917 0985-51-6625 宮崎県宮崎市城ヶ崎３丁目１２番地１２ オチアイ巧芸社 880-0917 0985-51-6625 宮崎県宮崎市城ヶ崎３丁目１２番地１２ 落合博史 講習会修了

661 令和1年12月18日 令和6年12月17日 新規 法人 有限会社グローアップ 880-2101 0985-89-0700 宮崎県宮崎市跡江坂ノ下６３９番地１ 有限会社グローアップ 880-2101 0985-89-0700 宮崎県宮崎市跡江坂ノ下６３９番地１ 田方竜二 講習会修了

662 令和1年12月18日 令和6年12月17日 新規 法人 表示灯株式会社 450-0002 052-856-1511 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 表示灯株式会社福岡支社 810-0001 092-761-2611 福岡県福岡市中央区天神二丁目１４－８ 山口貞宏 講習会修了

663 令和1年12月18日 令和6年12月17日 新規 法人 有限会社清水塗料店 682-0816 0858-23-1721 鳥取県倉吉市駄経寺町２－８０－３ 有限会社清水塗料店 682-0816 0858-23-1721 鳥取県倉吉市駄経寺町２－８０－３ 永田博司 講習会修了

664 令和2年1月9日 令和7年1月9日 新規 法人 株式会社クリエ 891-1303 099-294-3110 鹿児島県鹿児島市本城町１８７２番地 株式会社クリエ 891-1303 099-294-3110 鹿児島県鹿児島市本城町１８７２番地 有村英将 講習会修了

665 令和2年1月16日 令和7年1月16日 新規 法人 株式会社WAOH 343-0823 048-918-0072 埼玉県越谷市相模町二丁目２７６番地２ 株式会社WAOH 343-0823 048-918-0072 埼玉県越谷市相模町二丁目２７６番地２ 桑原克也 屋外広告士

666 令和2年1月28日 令和7年1月28日 新規 法人 株式会社ソーケン 880-0837 0985-28-9119 宮崎県宮崎市村角町萩崎２７６１番地 株式会社ソーケン 880-0837 0985-28-9119 宮崎県宮崎市村角町萩崎２７６１番地 景山益美 講習会修了

667 令和2年1月30日 令和7年1月30日 新規 法人 株式会社システム・ワン 130-0003 03-5637-9331 東京都墨田区横川一丁目１２番１０号 株式会社システム・ワン 130-0003 03-5637-9331 東京都墨田区横川一丁目１２番１０号 佐伯明厚 講習会修了

668 令和2年2月5日 令和7年2月5日 新規 法人 エコーデ企画株式会社 892-0872 099-807-2231 鹿児島県鹿児島市大明丘一丁目１１番３号 エコーデ企画株式会社 892-0872 099-807-2231 鹿児島県鹿児島市大明丘一丁目１１番３号 臼山悦子 屋外広告士

669 令和3年6月2日 令和7年2月16日 変更 法人 株式会社ビルボテック 321-0117 028-612-7096 栃木県宇都宮市城南三丁目５番５号 株式会社ビルボテック本店 321-0117 028-612-7096 栃木県宇都宮市城南三丁目５番５号 髙根洋明 講習会修了

670 令和2年2月19日 令和7年2月18日 新規 法人 有限会社アイワ広告社 816-0922 092-501-0451 福岡県大野城市山田五丁目１２番１０号 有限会社アイワ広告社 816-0922 092-501-0451 福岡県大野城市山田五丁目１２番１０号 川附良彦 講習会修了

671 令和2年2月20日 令和7年2月19日 新規 法人 株式会社プロテック 525-0065 077-569-5711 滋賀県草津市橋岡町６３番地１ 株式会社プロテック 525-0065 077-569-5711 滋賀県草津市橋岡町６３番地１ 野間広一 講習会修了

672 令和2年2月28日 令和7年2月27日 新規 法人 株式会社JKK 167-0021 03-3357-2501 東京都杉並区井草二丁目１４番１３号 株式会社JKK 160-0022 03-3357-2501 東京都新宿区新宿５－１０－２０ 岸本博紀 講習会修了

673 令和2年3月16日 令和7年3月15日 新規 個人 小掠平 666-0245 072-767-7146
兵庫県川辺郡猪名川町つつじが丘四丁目１０番地
３

イーストプラス 664-0004 072-767-7146 兵庫県伊丹市東野１－７１－１０３ 小掠平 講習会修了
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674 令和2年3月18日 令和7年3月17日 新規 個人 赤﨑勉 889-1904 0986-52-1081 宮崎県北諸県郡三股町新馬場１９－１１ サインズアトム 889-1904 0986-52-1081 宮崎県北諸県郡三股町新馬場１９－１１ 赤﨑勉 講習会修了

675 令和2年3月23日 令和7年3月22日 新規 法人 有限会社千代田ネオン 173-0015 03-6905-7382 東京都板橋区栄町１９番３号 有限会社千代田ネオン本社 173-0015 03-6905-7382 東京都板橋区栄町１９番３号 石黒雅也 講習会修了

676 令和2年3月27日 令和7年3月26日 新規 法人 株式会社アサノ看板 790-0952 089-968-1657 愛媛県松山市朝生田町七丁目１２番１号 株式会社アサノ看板 790-0952 089-968-1657 愛媛県松山市朝生田町七丁目１２番１号 朝野勇樹 屋外広告士

677 令和2年5月27日 令和7年5月26日 新規 法人 有限会社LLネオン 870-0114 097-527-7888 大分県大分市小中島三丁目１番３号 有限会社LLネオン 870-0114 097-527-7888 大分県大分市小中島三丁目１番３号 安松徹 屋外広告士

678 令和2年6月11日 令和7年6月10日 新規 個人 籾木寛明 880-0947 0985-59-1587 宮崎県宮崎市薫る坂一丁目１０番６号 籾巧房 880-0947 0985-59-1587 宮崎県宮崎市薫る坂一丁目１０番６号 籾木寛明 屋外広告士

679 令和3年5月21日 令和7年7月6日 新規 法人 スリーエムジャパン株式会社 141-8684 03-6409-3800 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 101-0065 03-5226-1500 東京都千代田区西神田３－８－１ 山下広太郎 屋外広告士

680 令和2年7月9日 令和7年7月8日 新規 法人 南栄リース株式会社 899-2511 099-272-6280 鹿児島県日置市伊集院町下神殿１８０３番地 南栄リース株式会社鹿児島中央営業所 899-2511 099-272-6280 鹿児島県日置市伊集院町下神殿１８０３番地 上松友里 講習会修了

681 令和2年7月20日 令和7年7月19日 新規 法人 株式会社東急エージェンシー 107-8417 03-3475-3541 東京都港区赤坂四丁目８番１８号 株式会社東急エージェンシー九州支社 810-0002 092-781-0181 福岡市中央区西中州１２－３３福岡大同生命ビル１０階 吹田信二 屋外広告士

682 令和2年7月30日 令和7年7月29日 新規 法人 株式会社レガーロ 156-0055 090-4601-3455 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 157-0071 03-5490-8188 東京都世田谷区千歳台３－３－１６ＨＮ千歳台ビル２階 高倉博 講習会終了

683 令和3年5月12日 令和7年8月4日 更新 法人 野村不動産パートナーズ株式会社 163-0562 03-3345-0611 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号 野村不動産パートナーズ（株）都市圏事業本部 550-0011 06-6538-5561 大阪府大阪市西区阿波座一丁目４番４号 山田正彦 講習会終了

684 令和2年8月12日 令和7年8月11日 新規 法人 株式会社プラン・エディターズ 462-0042 052-982-7051 愛知県名古屋市北区水草町一丁目６８番地２ 株式会社プラン・エディターズ 462-0042 052-982-7051 愛知県名古屋市北区水草町一丁目６８番地２ 伊藤嘉宏 講習会終了

685 令和2年8月31日 令和7年8月30日 新規 法人 有限会社宮崎サイン 880-0925 0985-51-1247 宮崎県宮崎市大字本郷北方２０４２番地１２ 有限会社宮崎サイン 880-0925 0985-51-1247 宮崎県宮崎市大字本郷北方２０４２番地１２ 後藤政弘 講習会修了

686 令和2年10月8日 令和7年10月7日 新規 法人 株式会社野村工芸 819-0042 092-404-3217 福岡県福岡市西区壱岐団地１３７－２－１０２ 株式会社野村工芸 819-0042 092-404-3217 福岡県福岡市西区壱岐団地１３７－２－１０２ 野村誠二 講習会修了

687 令和2年11月5日 令和7年11月4日 新規 法人 有限会社アイエス工房 732-0014 082-229-3271 広島県広島市東区戸坂大上三丁目３番１１号 有限会社アイエス工房 732-0014 082-229-3271 広島県広島市東区戸坂大上三丁目３番１１号 砂入清史 屋外広告士

688 令和2年12月11日 令和7年12月10日 新規 法人 有限会社ソガ商業デザイン 870-0134 097-523-6206 大分県大分市大字猪野字正明６９４番地の１２ 有限会社ソガ商業デザイン大分本社 870-0134 097-523-6206 大分県大分市大字猪野字正明６９４番地の１２ 庄直也 屋外広告士

689 令和2年12月8日 令和7年12月7日 新規 法人 株式会社サンコウ 670-0952 079-234-3332 兵庫県姫路市南条三丁目５番地 株式会社サンコウ 670-0952 079-234-3332 兵庫県姫路市南条三丁目５番地 大森能章 講習会修了

690 令和2年12月15日 令和7年12月14日 新規 個人 齋藤忠己 880-0925 0985-71-3944 宮崎県宮崎市大字本郷北方３４５９番地３１ サインプラス 880-0925 0985-71-3944 宮崎県宮崎市大字本郷北方３４５９番地３１ 齋藤忠己 講習会修了

691 令和2年12月18日 令和7年12月17日 新規 法人 株式会社ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ 577-0013 06-6748-7090 大阪府東大阪市長田中五丁目１番１９号 株式会社ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ　本社 577-0013 06-6748-7090 大阪府東大阪市長田中五丁目１番１９号 竹内𠀋志 屋外広告士

692 令和3年5月12日 令和8年2月1日 更新 法人 株式会社アド・サイエンス 811-1223 092-953-4350 福岡県那珂川市大字上梶原７９２番地の１ 株式会社アド・サイエンス 811-1223 092-953-4350 福岡県那珂川市大字上梶原７９２番地の１ 井上浩一 講習会修了
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693 令和3年2月16日 令和8年2月15日 新規 法人 株式会社タケノック 811-1361 092-512-8586 福岡県福岡市南区西長住二丁目１６番１９号 株式会社タケノック 811-1361 092-512-8586 福岡県福岡市南区西長住二丁目１６番１９号 武原彩野 屋外広告士

694 令和3年2月18日 令和8年2月17日 新規 個人 前田真澄 885-0073 0986-25-1019 宮崎県都城市姫城町４６－１０ マスミ工房 885-0073 0986-25-1019 宮崎県都城市姫城町４６－１０ 前田真澄 広告美術技能士

695 令和3年5月19日 令和8年3月7日 変更 法人 積水ハウス株式会社 531-0076 06-440-3111 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号
積水ハウス株式会社　宮崎営業所
積水ハウス株式会社　九州南シャーメゾ
ン営業所

880-0812
860-0012

0985-25-6690
096-326-2210

宮崎県宮崎市高千穂通二丁目３番２０号
熊本県熊本市中央区紺屋今町２番１号

野元圭
森下雅之

講習会修了
講習会修了

696 令和3年3月23日 令和8年3月22日 新規 法人 株式会社スタジオアップ 899-5432 0995-66-5745 鹿児島県姶良市宮島町２３番地１０ 株式会社スタジオアップ工場 890-0072 099-230-0620 鹿児島県鹿児島市新栄町３２－１５ 上松浩一 屋外広告士
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