
　岡山市屋外広告業者届出簿

会社名 代表者名

4 ㈱光洋ネオン電装 髙木　誠一 ㈱光洋ネオン電装 香川県善通寺市生野町953番地1

7 ㈱山陽工房 森永栄治 山陽工房 岡山県倉敷市新田2393-2

8 ㈱デンショク 野田　令 ㈱デンショク本社 岡山市中区桑野516番地の8

9 ㈱クリエイティブダイワ 大戸国男 ㈱ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾀﾞｲﾜ 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地

16 アオイネオン㈱ 菅野　栄一
アオイネオン㈱大阪支店
他3箇所

大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5
本町サミットビル3階

17 ㈱Ｔ＆Ｔアド 木谷　泰夫
㈱Ｔ＆Ｔアド大阪支社
他2箇所

大阪市西区靭本町一丁目12番4号

18 ㈱ｱﾄﾞﾌﾟﾚｯｸｽ 隅川　通治 ㈱アドプレックス岡山支社 岡山県岡山市北区内山下1-11-1 うちさんげ電気ﾋﾞﾙ2F

23 みづほ電機㈱ 松本　泰興 みづほ電機 兵庫県神戸市灘区浜田町1-1-31

24 ㈱高松ホットスタンプ 杉山　国人 ㈱高松ホットスタンプ 香川県木田郡三木町井上3098番地55

27 ㈱イルカ 多田　宏昭 ㈱イルカ本社 岡山市中区桑野131番地の29

31 大阪クロード㈱ 松田　政幸 大阪クロード㈱本社 大阪府大阪市福島区海老江八丁目11番21号

39 ㈲ナラムラ工芸社 楢村　佳道 ㈲ナラムラ工芸社　本社 岡山市北区御津矢原850番地

42 ㈱トーアコーポレーション 乙守 典厚 ㈱トーアコーポレーション 神戸市東灘区森南町1丁目7番8号

44 ㈱コトブキネオン 茂呂　展夫 ㈱コトブキネオン 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地

46 ㈲双美宣伝 村上　金二 ㈲双美宣伝 岡山県倉敷市東塚二丁目9番38号

48
オリオンセールスプロモーション
㈱

渡邉　武志
東京本社
他1箇所

東京都中央区明石町３番３号

50 ㈲三永テント 永岡　貴彦 ㈲三永テント 倉敷市児島下の町2-12-51

53 ㈱中村工社 中村　朋生 ㈱中村工社　本部 広島市中区南吉島1丁目2番14号

65 セーラー広告㈱ 村上　義憲 岡山本社 岡山市北区東古松南町6-29

67 ㈱三昭堂 水野　利晴 本社 愛知県一宮市あずら3丁目9番23号

68 ㈲岡山宣工社 松村　洋子 ㈲岡山宣工社 岡山県和気郡和気町大田原447番地11

71 朝日エティック㈱ 樋口　知以 朝日ｴﾃィッｸ㈱岡山営業所 岡山市北区青江1-1-8住友生命岡山青江ビル4F

73 後藤　淳 明鳳社 岡山市北区富田531-4

79 ㈱コーケン 河内　浩晃 本社 岡山市北区今保148番地の8

80 ㈲ヒロタ工芸 廣田　久義 ㈲ヒロタ工芸 岡山市中区江崎461番地の8

84 ㈱サンアート 水野　稔 ㈱サンアート 岡山県倉敷市中島1106-20

89 清水建設㈱ 井上　和幸 清水建設㈱広島支店 広島市中区上八丁堀8番2号

92 ㈱オカカン 小野　稔 ㈱オカカン 岡山市中区長利３１５番地の１

94 ㈲サンシャイン 林　充彦 ㈲サンシャイン 岡山県倉敷市真備町市場2219

96 ㈲タニイコーポレーション 谷井　哲 本社 岡山県総社市駅前二丁目10番3号

98 ㈱協同プライニング 桐野　武揚 倉敷営業所 岡山県倉敷市松島1037番地

103 ㈲アーテック三協 久保　貴義 ㈲アーテック三協製作部 岐阜市黒野南3丁目177-1-2

112 中田テント㈱ 小林　龍太 中田テント㈱ 岡山県倉敷市北畝5丁目23番60号

117 ㈱JR西日本コミュニケーションズ 野中　雅志 岡山支社 岡山市北区駅前町2-5-24　　JR岡山駅第２NKビル１階

123 大島　一夫 大島看板 岡山県倉敷市玉島勇崎1238-9

125 ㈱エキスプレス社 草賀　則彦 ㈱エキスプレス社　大阪支社 大阪府大阪市中央区南船場4-11-19　心斎橋鉄田ビル5F

146 エムシードゥコー㈱ マリック　ルマーヌ 本社 東京都千代田区神田錦町三丁目23番地
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148 ㈱カンバンセキトウ 関藤　親広 ㈱カンバンセキトウ 岡山県笠岡市篠坂1614番地1

149 ㈱しみず工房 清水　激 ㈱しみず工房　岡山営業所 岡山市中区平井1096-21

153 ㈱ファイブス 大森　健太郎 ㈱ファイブス 山口県山陽小野田市大字西高泊字高須3334番の8

156 ㈱昭和ネオン 髙村　祐次郎 広島営業所 広島県広島市中区基町12-8

165 ㈱乃村工藝社 榎本　修次 ㈱乃村工藝社本社  東京都港区台場二丁目3番4号

170 ㈱東讃広告社 稲沢　功之 ㈱東讃広告社 香川県さぬき市志度422番地7

175 ㈱城山堂 三好　隆宏 ㈱城山堂 香川県綾歌郡綾川町羽床下2221番地1

176 ラッキー工芸㈱ 薮口　真太郎 ラッキー工芸㈱ 兵庫県姫路市朝日町54番地

181 ㈱ユーゴー 藤本　光江 本社 広島県広島市中区千田町二丁目4番30号

183 ㈱エダキン 江田　浩忠 大阪営業所 大阪市天王寺区生玉前町5番31　901号

188 ㈱ビックワン 小池　康之
㈱ビックワン本社
他1箇所

静岡県浜松市北区大原町271番地の2

192 日下部　安己 ﾃﾞｻﾞｲﾝ工房まっく 岡山市東区瀬戸町観音寺235番地2

195 タイガー㈱ 山﨑　直樹 タイガー㈱本社 東京都千代田区岩本町3丁目10番12号

205 ㈱古川広告社 小安　德郎 ㈱古川広告社 大阪府東大阪市衣摺六丁目1番28号

209 ㈱香川工社 香川　景之 ㈱香川工社 香川県高松市牟礼町牟礼1135番地4香川ﾋﾞﾙ

227 プリード湯谷㈱ 湯谷　明弘 プリード湯谷㈱ 岡山県倉敷市西阿知町新田379番地の9

228 ㈱てんまく 水粉　正輝 ㈱てんまく本店 岡山市南区芳泉二丁目14番31-1号

229 ㈱フジヤ 永田　智之 ㈱フジヤ広島支店 広島県広島市中区基町13-13　  広島基町NSビル8階

231 東和レジスター販売㈱ 岡本　正義 本社 岡山市南区福田103番地2

234 ㈱ＤＡＩ 岡﨑　憲治 本社 岡山市中区平井1109番地の7

241 河上　正昭 テント・カンバンかわかみ 広島県福山市新市町新市1077-5

250 ㈲千崎建設 千崎　一郎 ㈲千崎建設 岡山県高梁市有漢町有漢5264番地の4

253 関東マルワ産業㈱ 大関　博之
関東マルワ産業㈱本社
他1箇所

栃木県宇都宮市平出工業団地38番地38

270 イオンディライト㈱ 濵田　和成 中四国支社 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号

273 表示灯㈱ 德毛　孝裕 表示灯㈱広島支店 広島県広島市中区八丁堀15-6  広島ちゅうぎんビル6Ｆ

275 ㈱デザインアーク 辰己　嘉一
大阪本店
他1箇所

大阪市西区阿波座一丁目5番16号

278 ㈱フォルト 河野　浩司 ㈱フォルト 山口県下関市椋野町三丁目5番16号

287 アサヒアイドマ㈱ 甲斐　孝哲 本社 福岡県大野城市仲畑二丁目1番5号

289 ㈲ＪＫＫ 岸本　博紀 岡山営業所 岡山市北区今1-6-15

291 45アイズ㈱ 大塚　逸平 45アイズ㈱ 東京都千代田区飯田橋四丁目5番11号

303 ㈱西日本広告 三角　浩信 ㈱西日本広告 広島県広島市西区観音本町1-21-8

304 ㈱協同制作 立石　昌紀 ㈱協同制作本社 東京都中央区入船二丁目5番7号

307 山王スペース＆レンタル㈱ 小村　太一 山王スペース＆レンタル㈱大阪営業所 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号 ﾏﾙｲﾄ難波ﾋﾞﾙ20階

309 ㈱アイビ広告 吉田　拓史 本社 愛媛県伊予郡松前町大字神崎707番地3

310 ㈱倉敷看板 安藤　順浩 ㈱倉敷看板 岡山県倉敷市有城665番地1

316 三協立山㈱ 平能　正三
中四国支店
他3箇所

岡山市北区今2-3-13

317 ㈱ビーアド 増田　洋一 ㈱ﾋﾞｰｱﾄﾞ 東京都足立区綾瀬七丁目19番12号
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320 ㈱シテイー・ロード 坂上　淳 ㈱シテイー・ロード 東京都千代田区外神田四丁目8番5号

321
㈱ＡＤＫマーケティング・ソリュー
ションズ

大山　俊哉 本社 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

326 ㈱金星堂 小笠原　貴行 本社 三重県桑名市江場481

328 ㈲グッドアート建築 壷内　清春 ㈲グッドアート建築 兵庫県姫路市御立西６丁目8-1

334 ㈱富士 和田　晋一 ㈱富士 愛知県名古屋市守山区小幡千代田13番24号

339 星光ビル管理㈱ 長谷川　靖 岡山営業所 岡山市北区下石井2-2-5

341 美和ロック㈱ 和氣　英雄 営業開発部 東京都港区芝三丁目1番12号

347 ㈱アイプラネット 山田　洋一 ㈱アイプラネット 東京都港区南青山一丁目1番1号

350 ビジュアル・サービス㈱ 上枝　知弘 ビジュアル・サービス㈱ 香川県高松市朝日町2-14-7

351 ㈱三美堂 森田　大輔 ㈱三美堂 東京都豊島区南長崎6-16-1

353 大日本印刷㈱ 北島　義斉 建築管理センター 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

355 ㈱アートワークス 幾田　晃弘 本店 奈良県奈良市左京一丁目8番地の2

356 松岡塗装㈱ 中田　龍伍 松岡塗装㈱ 岡山県倉敷市玉島乙島6695-1

359 タニモト企画㈱ 谷本　学 本社 広島県福山市曙町五丁目19-3

361 ㈱竹中工務店 佐々木　正人 広島支店 広島県広島市中区橋本町10番10号

363 ㈱日東建装社 野髙　俊彦 本社 大阪府大阪市北区中崎西二丁目3番6号

367 ㈱サイン工芸 津久　弘幸 ㈱サイン工芸 香川県高松市三谷町3556番地22

369 NSK㈱ 新田　斉士 岡山営業所 岡山市北区野田4-7-18

371 ｼﾝｸﾌｧｰﾑ㈱ 加藤　卓 ｱｲﾃﾞｻﾞｲﾝ設計事務所 広島県福山市駅家町向永谷59-9

373 ㈱旭本社 角田　英純 ㈱旭本社 広島県福山市神島町11番20号

375 ㈱ﾄｷﾜ工芸社 西村　茂 ㈱トキワ工芸社本社 香川県坂出市林田町477番地の4

377 ㈱松匠 松谷　俊宏 ㈱松匠 長崎県長崎市平瀬町90－2

378 フリースタイル㈱ 今井　英尚 本店 広島県福山市東深津町三丁目5番6号

380 吉岡　浩 サイン工芸 岡山市中区倉富461-4

382 東亜レジン㈱ 永井　茂智 広島営業所 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

383 ㈲富士看板センター 出原　純一 ㈲富士看板センター 岡山県倉敷市松江一丁目13番26号

386 山本　盛雄 エムワイ 岡山県勝田郡奈義町小坂270番地2

387 ㈱チクバ装飾社 須賀　保男 ㈱チクバ装飾社　本社 岡山市中区倉益268番地3

389 ㈱ニュー・アート 新宅　紀之 ㈱ニュー・アート本社 広島県広島市中区南竹屋町9番4号

391 ㈱谷川工房 谷川　伸 谷川工房 岡山市南区豊成二丁目2番3号

392 ㈲内藤工芸 内藤　一利 ㈲内藤工芸 岡山県倉敷市児島稗田町2420番地

394 ㈲カトウ広芸 加藤　宣章 ㈲カトウ広芸 岡山市南区浜野4丁目9番14号

396 ㈱東宣エイディ 西井　遼
㈱東宣エイディ岡山営業所
他1箇所

岡山県岡山市中区藤原73-8-203

397 ウチノ看板㈱ 内野　正幸 ウチノ看板㈱ 埼玉県所沢市三ヶ島一丁目23番地の2

398 ㈱備広 平木　達人
中四国営業部
他4箇所

福山市東桜町１-43

400 三和サインワークス㈱ 松岡　賢一
大阪本社
他1箇所

大阪市北区梅田三丁目1番3号

401 長田広告㈱ 長田　一郎 長田広告㈱岡山営業所 岡山市北区平野640
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403 白神　一紀 世紀工房 岡山県倉敷市西富井1257-16

404 西武企画㈱ 乙訓　伊佐夫 西武企画㈱関西支店 神戸市中央区二宮町1-9-11　P&Bビル３Ｆ

405 ㈱やまと装飾 富田　智之 ㈱やまと装飾 岡山市南区新保663番地5

406 四国アドサービス㈱ 吉川　慶一 四国アドサービス㈱ 高松市上天神町556番地1

409 安芸宣興㈱ 沖野　敏雄 安芸宣興㈱ 広島県広島市中区舟入川口町20番16号

410 ㈱キクテック 新美　政衛 西日本営業所 岡山県岡山市北区津高265番地1

411 ㈱ラインア－ト 繁田　洋介 本社 大阪府住之江区新北島五丁目2番66号

412 森本　浩行 ドーゼン看板 岡山市南区新保1171-9

413 ㈱共美工芸 内田　賢司 ㈱共美工芸 広島県広島市西区南観音町12番5号

415 ㈲美術工房シシド 宍戸　則之 ㈲美術工房シシド 岡山市中区竹田１7番地13

416 ㈲トップ施工 小川　正 ㈲トップ施工 岡山市南区下中野1424番地16

418 ㈲タカクラ 高倉　学 ㈲タカクラ 岡山市南区飽浦1461番地1

419 ㈱入江工芸社 松本　崇 ㈱入江工芸社 岡山市中区江並97-9

422 ㈲未来テック 太田　善久 ㈲未来テック 岡山市南区西市116-6

423 ㈱関西広告社 遠藤　隆司
㈱関西広告社　岡山営業所
他1箇所

岡山市南区泉田五丁目10-20

424 ㈱TAKEMOTO　Kousya 竹本　和夫 ㈱TAKEMOTO　Kousya 広島県広島市西区商工センター六丁目６番２７号

425 ㈱アートランド 橋爪　敏 ㈱アートランド 群馬県富岡市神成332-1

426 ㈱電通西日本 宇治田　達 ㈱電通西日本岡山支社 岡山市北区磨屋町10-12　交通ｵｱｼｽﾋﾞﾙ7階

428 ㈱昭和化成 田中　康夫 ㈱昭和化成 東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目19番2号

429 ㈱アイテックコーポレーション 板野　浩 ㈱アイテックコーポレーション 岡山市東区益野町313番地の13

430 ㈱電通ライブ 髙木　正彦 本社 東京都千代田区内幸町一丁目5番3号

432 ㈱トリゴエ 鳥越　俊之 本社 岡山県津山市西新町22番地

433 ㈱サインアート 宇治　那生樹 ㈱ｻｲﾝｱｰﾄ 岡山県津山市皿648-1

434 ㈱共栄企画 本儀　純 ㈱共栄企画 大阪府大阪市西区阿波座一丁目9番9号

435 ㈱フジネオン 松本　優 ㈱フジネオン 大阪府堺市堺区楠町三丁4番12号

437 ㈱中国道路施設 岩田　智博 ㈱中国道路施設 広島県広島市西区南観音七丁目5番13号

439 ㈱ジェイエスピー 渋谷  大一 ㈱ジェイエスピー 東京都足立区入谷三丁目2番13号

441 ㈱ザイマックス関西 吉田　正 本社 大阪市北区堂島1丁目1番5号

442 ニューラルマーケティング㈱ 山本　正晃
大阪本社
他1箇所

大阪府大阪市住吉区千躰二丁目2番24号

443 ㈲アド・タケモト 竹本　聖文 ㈲アド・タケモト 倉敷市真備町辻田1580番地の2

444 ㈱シモヤ 下谷　敏博 ㈱シモヤ 愛知県大府市宮内町四丁目381番地

445 ㈱読売広告社 菊地　英之
㈱読売広告社本社
他1箇所

東京都港区赤坂五丁目2番20号

446 小松印刷㈱ 小松　秀敏 小松印刷㈱ 香川県高松市香南町由佐2100番地1

447 ㈲ポップ・ワイ 平井　恭夫 ㈲ポップ・ワイ 岡山県倉敷市連島町連島2075番地

448 GＣストーリー㈱ 西坂　勇人 GＣストーリー㈱ 東京都江東区木場六丁目4番2号KIビル

450 ㈱消費者工学研究所 入江　敦史 本社 大阪府大阪市中央区北浜東1-12フジタビル4F

454 ㈱アート広業 眞鍋　安則 ㈱アート広業 大阪府豊中市勝部一丁目9番27号
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455 ㈱セイケン 木村　二郎 ㈱セイケン 徳島県徳島市応神町吉成字轟59番地11

457 広島クロード㈱ 近藤　太郎 広島クロード㈱本社 広島県広島市西区横川町二丁目10番25号

458 ㈲ＷＯＲＫＳ－Ｊ 宮原　玄 ㈲ＷＯＲＫＳ－Ｊ 徳島県徳島市佐古五番町4番16号

459 ㈲正師工芸 薬師寺　一 ㈲正師工芸 岡山市中区長岡23番地

465 ㈲広本看板 廣本　博恭 ㈲広本看板 広島県福山市千田町大字千田2595-2

466 ㈱大協社 伊藤　和也 ㈱大協社 大阪府大阪市平野区長吉出戸6-14-36

468 ㈱水島凸版 桑田　將史 ㈱水島凸版 倉敷市神田1丁目9番29号

469 ㈱ＬＡＲＫＳ 今村　誠 ㈱ＬＡＲＫＳ 福岡県福岡市中央区大名一丁目1番3号-3F

471 ㈱竹谷商事 土井　康裕 ㈱竹谷商事本社 大阪府大阪市阿倍野区晴明通2番20号

472 ㈱小林工芸社 丸田　亨 ㈱小林工芸社東京本社 東京都豊島区北大塚一丁目9番15号

473 ㈱しばた工芸 柴田　彰夫 本社 栃木県宇都宮市旭二丁目2番3号

474 合同会社あど工房 富田　賢 本社 広島県尾道市向東町2167番地

475 ㈱プロッツ 髙田　仁 ㈱プロッツ 岐阜県羽島郡岐南町野中八丁目61番地の1

477 TSP太陽㈱ 池澤　嘉悟 大阪支店 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号

478 ㈱もりとう工芸 森藤　辰雄 ㈱もりとう工芸　本店 岡山県勝田郡勝央町黒坂40番地2

479 千代田エナメル金属㈱ 吉岡　伸一郎 亀戸本社 東京都江東区亀戸1-8-8大樹生命亀戸ビル8F

480 ㈱ありsun工房 藤原　有沙 ㈱ありsan工房中庄工場 岡山県倉敷市中庄1541-16

482 エージーエス㈱ 原口　友一 エージーエス㈱ 北海道札幌市中央区南六条西三丁目6番地33 AGS6・3ビル

484 千々木マーク工業㈱ 竹岡　哲 千々木マーク工業㈱ 岡山市南区藤田626番地11

485 ウィングメッセ㈱ 今泉　英一郎 ウィングメッセ㈱ 神奈川県横浜市港北区新羽町287番地

486 ㈲久保工房 久保　徹伸 ㈲久保工房　大林営業所 広島県広島市安佐北区大林三丁目15-4

487 谷口　泰斗 谷口工房 岡山市南区大福684-4

488 ㈱広立 松本　義一 ㈱広立 香川県三豊市豊中町笠田笠岡3185番地6

489 ㈲トドリサイン 戸取　晴義 ㈲トドリサイン 岡山県赤磐市弥上498-2

490 木村　昌寛 アド・シーズ 広島県広島市西区鈴が峰町2番15号

491 ㈱アイン 石塚　清堯 アイン 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-22-15

492 ㈲日軽広島 米田　隆一 ㈲日軽広島 広島県広島市南区西旭町15番5号

493 太平ビルサービス㈱ 狩野　伸彌 岡山支店 岡山県岡山市北区蕃山町9-19  岡山大同生命ビル2F

494 ㈱創テックサービス 平松　謙太郎 ㈱創テックサービス 岡山県倉敷市連島町連島1910-191

495 ㈱ベース 近藤　順子 大阪支店 大阪府吹田市垂水町三丁目33番16号

496 ㈱ナカノ 中野　陽一 選挙事業部岡山営業所 岡山県倉敷市中島234番地10

497 ㈱沼尾工芸 沼尾　一 ㈱沼尾工芸 広島県尾道市高須町西新涯5648番地

498 S.T.A.D㈱ 岸本　俊 S.T.A.D㈱ 岡山県赤磐市由津里1804

499 ㈲ゴトウ工房 後藤　道幸 ㈲ゴトウ工房 広島県福山市西深津町5丁目7-21

500 東亜広告㈱ 長谷川　徹 東亜広告㈱ 兵庫県神戸市中央区旗塚通3丁目3番23号

501 大和ハウス工業㈱ 芳井　敬一
大和ハウス工業㈱本社
他59箇所

大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号

502 ㈱アッセンブルプレイス 髙井　龍雄 ㈱アッセンブルプレイス 愛知県豊川市大埼町小林172
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503 ㈱アートリバティ 前田　利幸 ㈱アートリバティ 大阪府大阪市平野区加美南4-4-30

504 不二化成品㈱ 栁田　一男 不二化成品㈱ 静岡県静岡市清水区鳥坂327番1

505 ㈱ひかり広告 長谷部　正明 ㈱ひかり広告本社 大阪府守口市藤田町２丁目1番19号

506 ㈲村山テクノサービス 村山　貴郁 ㈲村山テクノサービス 兵庫県尼崎市東園田町6丁目120番地の101

507 アイアサン㈱ 平出　海石 アイアサン㈱ 愛知県一宮市あずら3-9-23

508 ㈲アイサイン企画 伊藤　龍一 ㈲アイサイン企画 愛媛県新居浜市長岩町2番45号

509 杉浦　健司 ZERO  works 広島県広島市東区中山南1丁目17-1-206

510 ㈱ﾀﾞｲｽ 山根　憲守 本社 東京都中央区日本橋堀留町1-5-11

511 ㈱Ｓｋｉｌｌ 勢戸　琢也 ㈱Ｓｋｉｌｌ 兵庫県三田市四ツ辻630

512 松本　茂 太陽工芸 岡山市北区西辛川16番地2

513 ㈲アドカスガ 新納　敬則 ㈲アドカスガ 広島県福山市引野町4丁目16-27

514 ㈱キハラネオン製作所 木原　茂喜 本社 東京都大田区南六郷2-26-3

515 大鉄工業㈱ 荻野　浩平 四国支店 香川県高松市錦町1-1-3

516 有汲　卓哉 ＺＯＷcreate 岡山県岡山市南区豊成3丁目1-26 　2階

518 ヒカリネオン㈱ 山田　善輝 ヒカリネオン㈱ 大阪府大阪市鶴見区今津北3丁目3番2号

519 ㈱セイユー 井内　麻記 ㈱セイユー 岡山市南区福浜町4-5

520 ㈲ビー・クラフト 永田　穣 ㈲ビー・クラフト 愛媛県伊予郡砥部町八倉91番地

521 ㈱ビーツー 瀬賀　秀隆 ㈱ビーツー 岡山市南区浜野3丁目6-30

522 松永　武士 松永　武士 岡山市北区平野1087

523 凸版印刷㈱ 麿　秀晴
情報コミュニケーション事業本部
他1箇所

東京都文京区水道1-3-3

524 ㈱弘亜社 大村　寿一郎 大阪支社 大阪府大阪市中央区瓦町四丁目8番4号

525 ㈱ミケランジェロ 香西　良晴
本社
他1箇所

大阪府大阪市住之江区南港東3-1-26

526 野村不動産パートナーズ㈱ 福田　明弘 建築事業本部西日本工事部 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

527 ㈱電通 榑谷　典洋
東京本社
他2箇所

東京都港区東新橋一丁目8番1号

528 トピー実業㈱ 山口　政幸 本社 東京都品川区大崎一丁目2番2号

530 アイワ広告㈱ 小山　雅明 本社 東京都町田市旭町1-21-14

531 ㈱アド・リーム 滝田　充彦 ㈱アド・リーム 愛知県名古屋市千種区宮根台1-6-32

532 ㈲小幡工業所 小幡　隆弘 ㈲木幡工業所 岡山県岡山市中区浜3-9-4

533 ㈲テクノウェーブ 髙橋　和徳 ㈲テクノウェーブ本店 岡山県岡山市南区浜野4-22-29

534 鹿島建設㈱ 天野　裕正 鹿島建設㈱中国支店 広島県広島市南区段原南一丁目3番53号

535 ㈱トキラボ 土岐　真弘 ㈱トキラボ 岡山市南区浜野四丁目17番31号

536 片山　佳則 夢絆工藝（ｷｽﾞﾅｺｳｹﾞｲ） 岡山県倉敷市児島下の町4-5-6

537 ㈲点晴堂 鍋谷　基夫 ㈲点晴堂 岡山市中区藤崎557番地3

538 山口　昭彦 AKクリエイト 岡山県岡山市南区浜野3丁目19-33

539 ㈱イーグル産業 深田　順市 ㈱イーグル産業 埼玉県川越市的場一丁目26番地8

540 ㈱ＷＡＯＨ 桑原　克也 ㈱WAOH 東京都台東区三ノ輪一丁目28番10号丸嶋ビル6階

541 ㈱GXコーポレーション 大久　孝幸 ㈱GXコーポレーション 東京都葛飾区東四つ木4-44-15
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542 ナカウン㈱ 中　俊介 ナカウン㈱サニーレントオール事業部 岡山市中区倉富374-13

543 ㈱コウケン 伊原　稔隆 ㈱コウケン 広島市佐伯区利松3-29-19

544 ㈱SPEC 竹林　学 ㈱SPEC 東京都新宿区西新宿七丁目3番10号　21山京ビル702号

545 ㈱ワイズサイン 山崎　貴史
㈱ワイズサイン
他1箇所

群馬県伊勢崎市三室町5808番地

546 ㈱アド・サイン 大石　安彦 ㈱アド・サイン 大分県大分市大字小野鶴字大手ヶ迫1916番地の1

547 ㈲大栄企画 古舘　明夫 本店 茨城県つくばみらい市絹の台5丁目1番1

548 極東リース㈱ 中　俊介 DAIイベント事業部 岡山市中区平井1109-7

549 ㈱シェイプ 青柳　圭一 ㈱シェイプ 大阪府東大阪市小阪3丁目2-29　KIDO八戸ノ里駅前ビル5階

550 スリーエムジャパン㈱ 宮崎　裕子 スリーエムジャパン㈱東京支店 東京都千代田区西神田3-8-1

551 佐藤　隆 夢工社 山口県岩国市尾津町二丁目56番14号

552 アン・クリエーション㈱ 本多　秀朗
本社
他1箇所

名古屋市中区千代田三丁目15番8号

553 ヨシダ宣伝㈱ 松井　渉 本社 石川県金沢市中央通1番22号

554 ㈱保安企画 渡辺　勉 岡山営業所 岡山市北区野田四丁目12番17号

555 林　俊安 グラマラスカンパニー 広島県福山市郷分町958-4

556 ㈲アートくれない 原田　肇 ㈲アートくれない 広島県福山市新市町下安井74番地

557 ㈱アサノ看板 朝野　勇樹 ㈱アサノ看板 愛媛県松山市朝生田町七丁目12番1号

558 ㈲広告美術タンゲ 丹下秀樹 広告美術タンゲ 岡山市北区矢坂西町5-5

559 ㈱アコードデザイン 本田　和也 ㈱アコードデザイン 愛知県名古屋市中区栄五丁目5番28号

560 ㈱レガーロ 高倉　博 東京営業所
東京都世田谷区千歳台3-3-16
HN千歳台ビル2階

561 ㈲イカリ看板 碇金　眞一郎 ㈲イカリ看板 岡山県玉野市玉二丁目29番26号

562 ㈱キモトサイン 宮田　厚 ㈱キモトサイン 大阪府大阪市東成区深江北二丁目4番28号

563 ㈱つね松工芸 恒松　俊孝 ㈱つね松工芸 東京都府中市日新町五丁目74番地の1

564 ノーイン㈱ 小山　壱也 本社 岡山市北区富町二丁目5番27号

565 ㈱三光工芸舎 宮岡　齋文 ㈱三光工芸舎 岡山市北区西之町9番地の106

566 ㈱小川工作所 小川　太三 久米工場 岡山市北区久米341-1

567 ㈱丹青社 高橋　貴志 ㈱丹青社本社 東京都港区港南一丁目2番70号

568 ㈱広告通信社 榊原　寿治 ㈱広告通信社　岡山支店 岡山県岡山市北区中山下1-8-45 　NTTクレドビル18Ｆ

569 ㈱岡崎巧芸 岡崎  拓也 ㈱岡崎巧芸 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田1083番地1

570 ㈱モモタロー 埴岡  正嗣 本社 神戸市中央区元町通七丁目2番12号

571 ㈱ライフ・ウェイ 宗形　康幹 本社 東京都足立区南花畑二丁目47番6

572 中井　博 フェイスウォッシュN 岡山県倉敷市西中新田344番地

573 ㈲朝日テント商会 横見　忠 ㈲朝日ﾃﾝﾄ商会 岡山市南区東畦532番地の9

574 積水ハウス㈱ 仲井　嘉浩
岡山支店
岡山シャーメゾン支店　他1箇所

岡山市北区今二丁目9番8号
岡山市北区下石井二丁目10番12号

575 武田　一行 アド・イッコー 岡山市南区新保680-6

576 サインエフェクト㈱ 渕上　賢 サインエフェクト㈱ 福岡県福岡市南区長丘五丁目25番12号

577 ㈲尾崎工業所 尾崎　則夫 ㈲尾崎工業所 岡山県高梁市鍛冶町109

578 ㈲瀬戸内サイン 桝田　正司 ㈲瀬戸内サイン福山支店 広島県福山市駅家町向永谷59-9
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　岡山市屋外広告業者届出簿

会社名 代表者名

届出
番号

届出申請者

営業所の概要

579 ㈱UTECH 上田　大輔 ㈱UTECH 広島県広島市西区小河内町二丁目21番4号

580 プランズ㈱ 藤江　信之 プランズ㈱ 岡山県倉敷市浦田1503番7

581 ㈱ケーシンアート 山本　健一郎 ㈱ケーシンアート 岡山市北区富田193番地4

582 ㈱髙天 山内　武 ㈱髙天 大阪府高槻市道鵜町6丁目6-1

583 ㈱フィールド・アップ 野上　康弘 ㈱フィールド・アップ岡山営業所 岡山市北区今3-9-11

584 ㈱ザイマックス 吉本　健二
本社
他1箇所

東京都港区赤坂一丁目１番１号

586 ㈱圡井 土井　総一郎 本社 岡山市北区富原2933番地1

587 中田　一平 ACUTE　artworks. 岡山市南区妹尾3318番地23

588 ㈱イサム工芸社 髙見　徹 ㈱イサム工芸社 大阪府大阪市北区山崎町3番11号

589 ㈱ノムラメディアス 中川　雅寛 本社 東京都港区台場二丁目3番5号

590 ㈱モスト 山本　英樹 ㈱モスト 岡山市東区金田531番地の1

591 看板イケハラ㈲ 池原　英二 看板イケハラ㈲ 岡山県倉敷市玉島柏島1477番地の3

592 ㈱ビイング 矢野　雅彦 大分本社 大分県大分市新町10番18号

593 五洋建設㈱ 清水　琢三 中国支店 広島県広島市中区上八丁堀4番1号

594 ㈱ゾウクリエイト 有汲　卓哉 ㈱ゾウクリエイト 岡山市南区豊成三丁目1番26号

595 伊吹プレート㈱ 伊吹　和芳 伊吹プレート㈱ 鳥取県鳥取市片原三丁目205番地

596 ㈲門田看板 門田　泰一 ㈲門田看板 広島県府中市元町208番地8

597 アマノエスエスオクツ㈲ 奥津　基行 アマノエスエスオクツ㈲ 岡山県赤磐市山陽一丁目14番36号

598 積和建設中国㈱ 三浦　康司 CRE事業部 広島県広島市安佐南区西原五丁目16番6号

599 丹藤　雄治 サインテック 広島県福山市川口町二丁目21番14号

600 ㈱びこう社 浦岡　潤 東京支店 東京都港区南青山四丁目15番5号

601 サイナジーデザイン㈱ 吉田　圭作 サイナジーデザイン㈱
茨城県つくば市みどりの中央68番地5マルシェみどりのⅡｰ
101号室

602 ＬＭＩグループ㈱ 永井　俊輔 ＬＭＩグループ㈱ 東京都港区赤坂八丁目10番22号ニュー新坂ビル４F

603 ㈱ハセケン 長谷川　巧 本社 神奈川県横浜市港南区下永谷六丁目7番66号

604 ㈱アール工房 谷元　大作 本社 埼玉県和光市白子三丁目18番18号

605 ㈱富士テック 吉武　元成 ㈱富士テック 岡山市北区野田五丁目2番13号

606 ㈲尾鼻工芸社 尾鼻　修治 ㈲尾鼻工芸社 香川県高松市郷東町779番地176

607 ㈱アドポップス 北條　伸治 ㈱アドポップス 大阪府大阪市住吉区長居西一丁目6番2号

608 ㈱安藤・間 福富　正人 ㈱安藤・間広島支店 広島県広島市中区大手町5-3-18

609 ㈱ユニオンアルファ 中尾　知也 ダスキンレントオール岡山イベントセンター 岡山市南区大福13-1

610 ㈱moto 本山　宏明 本社 岡山市南区福田490番地25

611 トッパン・フォームズ㈱ 添田　秀樹 トッパン・フォームズ㈱本社 東京都港区東新橋一丁目7番3号

612 ㈱フォーエバー 平木　泰彦 ㈱フォーエバー福山事務所 広島県福山市西桜町1-6-2
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