
岡山市屋外広告業者登録簿

会社名 代表者名

3 ㈲オフィスシード 佐藤　敦英 ㈲オフィスシード 岡山市南区福島3丁目1-16

4 ㈱フジサイン 秋山　龍太郎 ㈱フジサイン 岡山市北区牟佐545-5

8 𠮷元建設㈱ 𠮷元　友浩 𠮷元建設株式会社 広島県福山市駅家町大字倉光596番地の２

9 ㈱ウラベサインボード 占部　裕 ㈱ウラベサインボード 広島県福山市野上町1丁目4-23

11 大塚　栄次 山陽広告宣伝社 岡山県浅口郡里圧町浜中841番地2

12 大月　克一 太陽エージェンシー 岡山市北区田町1-1-1チサンビル815

14 入船プラスチック工業㈱ 入船　佳樹 入船プラスチック工業㈱　　本社 岡山市北区十日市東町6番49号

15 ㈲王張ネオン 福田　剛 ㈲王張ネオン 鳥取県米子市奈喜良255番地5

17 ㈱坂本美工 坂本　貴寛 ㈱坂本美工 広島市南区丹那町15番20号

19 ㈱アップビート・バルーン 瀧原　秀美 ㈱アップビート・バルーン 岡山市北区中仙道56-124

20 ㈱トーキョー・リョービ 小嶋　由美子 ㈱トーキョーリョービ本社 岡山市中区浜二丁目1番22号

21 ㈱サンエイ 大林　義博 ㈱サンエイ本社 香川県木田郡三木町氷上3100番地３

26 ㈱中国大洋工芸 初田　浩 ㈱中国大洋工芸岡山営業所 岡山市南区浦安南町210番地の1

27 ㈱西部広告社 中條　晋介 ㈱西部広告社 香川県高松市上天神町662番地6

29 ㈱タテイシ広美社 立石　良典 ㈱タテイシ広美社 広島県府中市河南町114番地

33 ㈱矢田銘板 矢田　永介 ㈱矢田銘板 岡山市南区藤田230-463

38 竹森工芸㈱ 竹森　孝治 竹森工芸㈱ 岡山市北区青江四丁目22番10号

43 ㈱共同広告社 髙坂　正史 ㈱共同広告社 東京都中央区日本橋小舟町15番10号

49 ㈱双葉店飾社 佐藤　一平 ㈱双葉店飾社本社 岡山市北区田中126番地の101

55 ㈱谷口コーポレーション 谷口　主 ㈱谷口コーポレーション本社 岡山市東区福治601番地の1

58 湯浅　則彦 SIGN FACTORY 岡山市中区海吉1496-1

61 中鉄ﾊﾞｽ㈱ 藤田　祥江 岡山営業所 岡山市北区芳賀5306-1

63 ㈱タイペックス 笠原　圭子 ㈱ﾀｲﾍﾟｯｸｽ 岡山市南区豊成三丁目21番3号

78 ㈲エーワイエス 吉田　明正 ㈲エーワイエス 岡山市北区野田屋町一丁目5番23号

79 岡山電気軌道㈱ 小嶋　光信 本社 岡山市中区徳吉町二丁目8番22号

81 ㈱岡ネオン工業所 岡　佳寿也 ㈱岡ネオン工業所 香川県高松市三谷町字北野5132番地

84 ウエル・ユーカン㈱ 掛　宗智 ウエル・ユーカン㈱ 広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂200番地

85 ㈱やまつ屋 山本　秀明 本社 岡山市北区富田町一丁目10番12号

90 三共ディスプレイ㈱ 孝野　真也
廿日市本社
他２箇所

広島県廿日市市木材港北7番17号

92 ㈲オー・ピー・エス 皿井　雅典 本社 岡山市中区藤崎511-21

97 日本サイン㈱ 北山　誉至宗 日本サイン㈱　本社 大阪府大阪市西区立売堀二丁目1番9号

102 ㈱みづま工房 田中　竜二 ㈱みづま工房 広島県広島市南区宇品海岸三丁目5番26号

108 岡山ランド企画㈲ 角南　寛 岡山ランド企画㈲ 岡山市南区妹尾2586番地3

111 ㈱大阪オリコミ 冨田　栄次 ㈱大阪オリコミ 大阪府大阪市阿倍野区昭和町二丁目5番2号

115 ㈱HY-システム 早崎　克則 ㈱HY-システム 京都府久世郡久御山町田井西荒見90番地2

116 ㈲タカシマ工芸 高嶋　慎二 ㈲タカシマ工芸 香川県丸亀市柞原町481番地1

119 ㈱アド秋田 筒井　崇之 ㈱アド秋田 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前8番地8

登録
番号

登録申請者

営業所の概要

Page 1 業登録　2023/3/29現在



岡山市屋外広告業者登録簿

会社名 代表者名

登録
番号

登録申請者

営業所の概要

131 ㈲アイエス工房 砂入　隆夫 ㈲アイエス工房 広島県広島市東区戸坂大上三丁目3番11号

132 土岩　典行 クラフト坊　土岩典行 岡山県加賀郡吉備中央町上竹5123番地

135 ㈱協同工芸社 箕輪　晃 ㈱協同工芸社 千葉県千葉市美浜区新港152番地

138 渡辺機工㈱ 渡辺　悦子 本社 岡山市北区平和町1番6号

141 ㈱ディーピーエム 松下　直樹 本社 大阪府摂津市南別府町3番11号

150 ㈱アダチ 足立　寬 ㈱アダチ　本社 福岡県北九州市戸畑区中原新町1番3号

158 西松建設㈱ 髙瀨　伸利 中国支店 広島県広島市中区国泰寺町二丁目2番28号

161 鷹塚工芸㈱ 木本　勝 鷹塚工芸㈱ 大阪府大阪市東住吉区湯里二丁目8番8号

167 ㈱友菱 早田　確 ㈱友菱 東京都中央区新富二丁目15番5-701号

169 ㈱スペース 佐々木　靖浩
東京事業本部
他２箇所

東京都中央区日本橋人形町3-9-4

175 巣守金属工業㈱ 巣守　佳之 巣守金属工業㈱ 広島県広島市南区出島一丁目34番7号

176 ㈲光洋美研 栁川　敬互 ㈲光洋美研 広島県福山市引野町661番地の97

179 広島ヘイワ㈱ 杉田　健司 広島ヘイワ㈱ 広島県広島市佐伯区石内上一丁目7番8号

182 朝日電装㈱ 塚脇　義明 朝日電装㈱大阪本社 大阪府豊中市穂積二丁目16番20号

183 ㈲カジモト工藝社 梶塚　敏秀 ㈲カジモト工藝社 大阪府大阪市浪速区大国一丁目11番19号

187 ㈱コアズ・コーポレーション 小宮山　学 ㈱コアズ・コーポレーション 岡山県赤磐市河本396番地2

188 大守建設㈱ 大守　上司 大守建設㈱ 岡山県赤磐市馬屋593番地

190 ㈱コート 堀　具王 ㈱コート 香川県木田郡三木町大字下高岡3222番地

192 ㈱ショウワコーポレーション 有元　稔 ㈱ショウワコーポレーション 岡山県美作市安蘇167番地

194 ㈱大林組 蓮輪　賢治 ㈱大林組広島支店 広島県広島市中区小町1-25

197 ㈱ブレイン 定藤　玲紫 ㈱ブレイン 広島県福山市春日町吉田999番地の1

198 ㈲宣光社 増田　玉輝 ㈲宣光社 広島県尾道市高須町5401番地

199 細川　環 ライトニング 岡山県都窪郡早島町早島3991番地73

202 ㈱チヂキ 直本　真之 ㈱ﾁﾁﾞｷ 岡山市南区藤田566-185

206 ㈲第一建設工業 川田　展靖 ㈲第一建設工業 広島県広島市佐伯区八幡東一丁目28番20号

209 ㈱Ｓ・Ｔゾロ 見附　丈尚 ㈱Ｓ・Ｔゾロ 広島県広島市中区舟入川口町2番37号

216 西和広告㈱ 中山　健 西和広告㈱ 岡山市北区大井2347番地1

221 ㈱明展 萩原　慶司 ㈱明展 兵庫県加古川市八幡町宗佐329-4

224 ㈲つくる工芸 岸本　直文 ㈲つくる工芸 岡山市中区倉益104番地

225 ウチノ看板関西㈱ 岡村　輝彦 ウチノ看板関西㈱ 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字金井谷1番地13

226 國富　雅之 クニトミ工芸 岡山市中区穝東町一丁目14番61-2号

230 松本　一三 Zサイン 岡山市中区穝18番地3

231 三和ネオン㈱ 馬場　弘隆
三和ネオン㈱本社
他１箇所

東京都中央区銀座二丁目10番6号

239 ㈱キアーロ 清水　雅史 ㈱キアーロ 岡山市北区下中野1228-1

240 ㈱アルク 加藤　篤樹 ㈱アルク 大阪府大阪市東住吉区今林二丁目3番26号

241 ㈱東洋彫刻製作所 濱田　陽平 ㈱東洋彫刻製作所 兵庫県姫路市夢前町置本591番地9

242 河合　博子 カワイ広芸 岡山市中区倉富218-１
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245 ㈱オカザキ工業 泉　誠二 本社 広島県広島市西区中広町二丁目14番15号

247 ㈱大広西日本 浮本　透 株式会社大広西日本岡山
岡山市北区本町6番36号
第一セントラルビル4階

248 ㈱いわさき工房 岩崎　真之介 ㈱いわさき工房 山口県周南市相生町二丁目18番地

252 田尻　義尚 サンライズ工芸 岡山県倉敷市真備町市場2503番地

256 平松　直樹 オーライ工芸 岡山市北区吉備津2217番地

262 ㈱グリーンクロス 久保　孝二 株式会社グリーンクロス岡山支社 岡山県岡山市中区藤崎627-1

263 ㈱和田工房 和田　博 ㈱和田工房 広島県広島市西区楠木町三丁目14番25号

264 ㈱ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ 荒木　竜二 ㈱ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ 大阪府東大阪市長田中五丁目1番19号

266 ㈱サインアート・トライ 井上　光 ㈱サインアート・トライ 愛媛県松山市空港通二丁目15番16号

268 ベスト広告㈲ 西村　太志 ベスト広告 兵庫県神戸市中央区花隈町5番21号

269 ㈱日乃出アートプロダクト 川合　隆 ㈱日乃出アートプロダクト 奈良県香芝市藤山一丁目17-8

270 斗南電装㈱ 杉田　和士 斗南電装㈱ 大阪府堺市北区船堂町二丁2番2号

271 ㈱アドック 徳原　淳人 ㈱アドック 広島県福山市瀬戸町山北224番地1

276 ㈲スタジオ広遊 伊藤　正彦 ㈲スタジオ広遊 愛媛県松山市福音寺町713番地14

277 ㈲オクト 柴田　靖文 ㈲オクト 静岡県浜松市北区三方原町1708番地の4

280 名ショプロ工芸㈱ 髙木　吉貴 名ショプロ工芸㈱ 愛知県名古屋市中川区小本本町二丁目110番地

282 ㈱ネクサス 中村　卓朗 ㈱ネクサス 香川県高松市錦町二丁目2番17号

283 ㈱ビザビ 吉田　大助 本社 岡山市北区内山下一丁目3番1号

285 ㈲ダイアローグ 尾崎　剛 ㈲ダイアローグ工場 大阪府豊中市曽根南町三丁目10番14号

289 ㈱末広 末広　英之 ㈱末広 岡山市北区栢谷277番地

291 ㈲コンピューター工房 中邨　義英 ㈲コンピューター工房 大阪府大阪市中央区難波千日前8番22号

295 ㈱長田企画 長田　卓一 ㈱長田企画 岡山市北区野田屋町二丁目4番24号

296 松葉　勲 アートプロビデンス 岡山市南区洲崎2-3-43

300 ㈲ﾄﾗｽﾄ 飛賀　基樹 ㈲ﾄﾗｽﾄ 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西2-1-15

301 阪田　芳信 ｻｶﾀ 玉野市八浜町見石1608-5

303 ㈱創研 樋口　豪 株式会社創研 大阪市西区立売堀2丁目5番41号

305 ㈲工芸ナカヤマ 片山　昭 有限会社工芸ナカヤマ 岡山市北区奥田南町3番4－1号

306 ㈲岸本 岸本　誠 ㈲岸本岡山南営業所 岡山市南区福成2丁目21番30号ｸﾞﾗﾝﾒｿﾞﾝ福成402号

307 合名会社中国メディア 井門　孝則 合名会社中国メディア 岡山市南区妹尾2352番地2

308 ㈱スカイサインシステム 宇野　優 ㈱ｽｶｲｻｲﾝｼｽﾃﾑ 東京都豊島区南池袋二丁目8番1号エバーグリーンハイツ2階

311 ㈱和田工舎 吉原　稜伊智 ㈱和田工舎 広島県広島市西区三篠町三丁目6番9号

313 ㈲創宏芸 神原　靖典 ㈲創宏芸 岡山市北区尾上1725番地の１

316 ㈱サインズ 竹田　宏治 ㈱サインズ 神奈川県横浜市泉区緑園一丁目18番5号

317 ㈱美はる社 岡山　勝幸 ㈱美はる社 広島市西区三篠町一丁目14番3号

318 ㈱矢野デザイン事務所 矢野　豊一 ㈱矢野デザイン事務所 岡山市中区中納言町4番30-201

321 ㈱ダイセン 池添　裕司 ㈱ダイセン 高知県高知市七ツ渕824番地

322 ㈲共同ネオン電機 川上　大作 ㈲共同ネオン電機 広島県広島市佐伯区利松一丁目1番35号
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324 明石　領 Ｓolmarks 本店 豊中市中桜塚5丁目17番22-404号

325 ㈱ドット 辻本　裕昭 ㈱ドット 岡山市南区下中野1424番地16

326 ㈱大橙社 北川　勝英 本社 滋賀県東近江市五個荘石塚町202番地

327 ＴSone㈱ 杉山　卓也 本社 兵庫県尼崎市次屋三丁目1-10

328 ㈱オフイスダン 岩堂　仁志 ㈱オフイスダン 岡山市南区青江六丁目1番10号

329 ㈱ナカムラ広芸社 中村　望 福岡営業所 福岡県博多区那珂五丁目14-1  津野崎ビル103

330 ㈱クラフト． 大西　雅文 ㈱クラフト． 倉敷市児島上の町四丁目14番18-11号

331 ㈲ライナック設計 土居　貴光 ㈲ライナック設計 岡山市北区大元二丁目8番4号

332 ㈱デコラティブＨＡＲＵ 田代　晴彦 ㈱デコラティブＨＡＲＵ 岡山市北区平山844番地4

337 ㈱山陽テント 浅浦　学 岡山南営業所 岡山市中区桑野65番地

338 ㈱プログレスコーポレーション 勝部　昌夫 ㈱プログレスコーポレーション 広島県広島市安佐北区大林一丁目15-8

339 サインテック㈱ 石川　哲朗 サインテック㈱ 大阪府豊中市庄内宝町一丁目6番5号

340 マエワークス㈱ 前田　真実 マエワークス㈱ 岡山市中区平井五丁目3番74-1号

341 菱栄テクニカ㈱ 山田　仁和 菱栄テクニカ㈱ 神奈川県鎌倉市上町屋325番地

342 清水　良一 清水製作所 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目21番1号

343 ㈱アイハラ工房 相原　隆 ㈱アイハラ工房 東京都杉並区和泉四丁目47番14号

344 ㈱アサヒファシリティズ 岡崎　俊樹 ㈱アサヒファシリティズ広島支店 広島県広島市中区橋本町10番10号

345 藤田　伸行 伸工社 広島県広島市南区丹那町1-40

346 ㈱堺博光社 松林　泰弘 ㈱堺博光社高砂営業所 大阪府堺市堺区高砂町2丁75-2

347 関西信和㈱ 矢地　孝正 関西信和㈱ 岡山県岡山市北区学南町一丁目4番3号

348 小松　義明 キープオン 高知県高知市大谷69

349 原田　周作 プラスト 岡山市南区浦安南町137-2

350 細川　忠生 アイオイコミュニケーションズ本社 兵庫県相生市佐方1丁目5番25号

351 ㈱KRG 谷本　政𠮷 ㈱KRG 岡山市北区幸町6番9号

352 マクテック㈱ 久保　孝二 大阪本社 大阪府大阪市平野区長吉長原四丁目11番20号

353 岡本　達弥 プラネットワーク 岡山市南区福成一丁目169番地20

354 ㈱H2企画 石田　博志 ㈱H2企画 岡山市中区湊314番地8

355
㈱ファーストディレクションＴＡＫＥ
ＫＩＣＨＩ

木本　康大 瀬戸内事業所 岡山県瀬戸内市長船町長船640　2階

356 渡邊　敦史 A.D.Fオフィス 兵庫県姫路市御立中7丁目9番17号

357 ㈱昭光社 前田　英幸 ㈱昭光社 福岡県福岡市中央区荒戸三丁目6番29号

358 ㈱近宣 清水　勇宏 ㈱近宣岡山支店 岡山市北区弓之町10-26　第5近宣ビル

359 ㈱貞岡工芸社 貞岡　克彦 ㈱貞岡工芸社 大阪府大阪市天王寺区勝山二丁目21番2号

360 ㈲オクタニ工芸 筒井 秀樹 ㈲オクタニ工芸 岡山県岡山市南区浦安本町89番地の27

361 ㈲プラス 荒井　慎一 ㈲プラス 大阪府大阪市城東区蒲生一丁目4番25号

362 ㈱南海廣告社 前田　実佐子 ㈱南海廣告社 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目7番15号

363 ㈱笠谷sign 笠谷　伸行 ㈱笠谷sign 大阪府大阪市大正区泉尾二丁目22番28号

364 ㈱近代カラー 増田　時久 ㈱近代カラー
東京都新宿区高田馬場一丁目25番36号ﾀｲｵｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾋﾞﾙ
1F
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365 ㈱ノムラアークス 吉田　勝彦 本社 東京都港区台場二丁目3番5号

366 小野　高徳 ｎｅｓ 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目9番3-401号

367 ㈱Moves 大西　裕久 本社 大阪府大阪市中央区内平野町二丁目2番17号交德ビル1F

368 太田　禎 エースサイン 奈良県北葛城郡上牧町松里園1丁目14番5-1号

369 ㈱シグナル 山﨑　耕二 本社 島根県大田市長久町長久イ555番地

370 ㈱アームズ 永尾　良太 本社 愛媛県松山市内浜町2番8

371 ㈱コセ 小瀬　博史 ㈱コセ 広島県広島市安佐北区可部町大字桐原405番地20

372 UNLIMITED㈱ 内田　薫 UNLIMITED㈱ 岡山市北区東古松三丁目12番6号601

373 小松原　直人 小松原創建 岡山市南区築港緑町一丁目2番5号

374 ㈱データコーポレーション 神代　道雄 本社 広島県広島市南区東雲二丁目14番12号

375 マルワビジネス㈱ 小野　幸一 本社 福島県福島市野田町三丁目4番25-1号

376 ホクカプロ㈱ 土田　和哉 本店 福井県福井市二の宮三丁目26番15号
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