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1001 18 平成18年7月14日 令和8年7月13日 株式会社プランニングテイク・スリー ぷらんにんぐていくすりー 福岡県 福岡市南区和田二丁目１番４号 同左

1003 18 平成18年7月14日 令和8年7月13日 株式会社ユウ企画 ゆうきかく 福岡県 那珂川市今光六丁目79番地 同左

1008 18 平成18年7月14日 令和8年7月13日 株式会社ぎんれい ぎんれい 福岡県 福岡市中央区平尾一丁目６番６号 同左

1010 18 平成18年7月14日 令和8年7月13日 株式会社コーケン こーけん 岡山県 岡山市北区今保１４８番地の８ 同左

1013 18 平成18年7月14日 令和8年7月13日 株式会社フジネオン ふじねおん 大阪府 大阪府堺市堺区楠町三丁4番12号 同左

1021 18 平成18年7月14日 令和8年7月13日 有限会社紘榮 こうえい 福岡県 北九州市小倉南区蜷田若園三丁目４番１５号 同左

1028 18 平成18年7月14日 令和8年7月13日 有限会社ダイワネオン電飾 だいわねおんでんしょく 福岡県 福岡市博多区竹下一丁目２３番２号 同左

1032 18 平成18年7月14日 令和8年7月13日 株式会社ニュー・アート にゅーあーと 広島県 広島市中区南竹屋町９番４号 同左

1033 18 平成18年7月14日 令和8年7月13日 株式会社コトブキネオン ことぶきねおん 東京都 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地 同左

1039 18 平成18年7月27日 令和8年7月26日 株式会社昭光社 しょうこうしゃ 福岡県 福岡市中央区荒戸三丁目6番29号 同左

1040 18 平成18年7月27日 令和8年7月26日 株式会社昭和化成 しょうわかせい 東京都 東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目19番地2号 同左

1041 18 平成18年7月27日 令和8年7月26日 相部広告株式会社 あいべこうこく 福岡県 田川市大字伊田３５０４番地 同左

1042 18 平成18年7月27日 令和8年7月26日 株式会社創美社 そうびしゃ 大分県 大分市金池町一丁目９番３１号 同左

1050 18 平成18年7月27日 令和8年7月26日 有限会社彩巧堂 さいこうどう 熊本県 熊本市中央区本荘六丁目12番11号 同左

1051 18 平成18年7月27日 令和8年7月26日 東亜レジン株式会社 とうあれじん 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
福岡営業所
三井郡大刀洗町大字山隈1373-10

1052 18 平成18年7月27日 令和8年7月26日 株式会社アド・サイン あどさいん 大分県 大分市大字小野鶴字大手ヶ迫１９１６番地の１ 同左

1056 18 平成18年7月27日 令和8年7月26日 みづほ電機株式会社 みづほでんき 兵庫県 神戸市灘区浜田町一丁目１番３１号 同左

1058 18 平成18年7月27日 令和8年7月26日 株式会社アート あーと 福岡県 大牟田市大字草木２０１番地 同左
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1060 18 平成18年8月10日 令和8年8月9日 福岡電気工事株式会社 ふくおかでんきこうじ 福岡県 糟屋郡粕屋町甲仲原四丁目７番３２号 同左

1065 18 平成18年8月10日 令和8年8月9日 株式会社ハダ工芸社 はだこうげいしゃ 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
福岡市中央区草香江2-2-20

1068 18 平成18年8月10日 令和8年8月9日 有限会社アリ．ユアーズ ありゆあーず 福岡県 中間市下大隈瀬戸１２６８番地の２ 同左

1071 18 平成18年8月10日 令和8年8月9日 富士マイクロ株式会社 ふじまいくろ 熊本県 熊本市東区石原一丁目３番５３号 同左

1072 18 平成18年8月10日 令和8年8月9日 アサヒアイドマ株式会社 あさひあいどま 福岡県 大野城市仲畑二丁目１番５号 同左

1074 18 平成18年8月10日 令和8年8月9日 株式会社九光 きゅうこう 福岡県 福岡市早良区昭代一丁目１０番１号 同左

1076 18 平成18年8月10日 令和8年8月9日 株式会社白馬 はくば 宮崎県 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番地７２ 同左

1079 18 平成18年8月10日 令和8年8月9日 株式会社山陽工房 さんようこうぼう 岡山県 倉敷市新田２３９３番地の２ 同左

1080 18 平成18年8月10日 令和8年8月9日 株式会社新工 しんこう 福岡県 糟屋郡志免町別府北三丁目３番１号 同左

1094 18 平成18年8月25日 令和8年8月24日 ウチノ看板株式会社 うちのかんばん 埼玉県 所沢市三ヶ島一丁目２３番地の２ 同左

1100 18 平成18年8月25日 令和8年8月24日 株式会社ニシムラ にしむら 鹿児島県 鹿児島市田上七丁目９番２０号 同左

1105 18 平成18年9月1日 令和8年8月31日 有限会社ナガノ看板 ながのかんばん 福岡県 糟屋郡宇美町障子岳二丁目5番12号 同左

1106 18 平成18年9月1日 令和8年8月31日 ピー・アール・九州株式会社 ぴーあーるきゅうしゅう 福岡県 久留米市山川神代一丁目４番３１号
八女事業所
八女市龍ヶ原２３番地

1110 18 平成18年9月1日 令和8年8月31日 九州ネオン電機株式会社 きゅうしゅうねおんでんき 福岡県 福岡市博多区多の津一丁目１４番１号 同左

1114 18 平成18年9月1日 令和8年8月31日 日本サイン株式会社 にほんさいん 大阪府 大阪市西区立売堀二丁目１番９号 同左

1119 18 平成18年9月1日 令和8年8月31日 コウフ・フィールド株式会社 こうふふぃーるど 福岡県 福岡市博多区東那珂２丁目１９番２５号 同左

1120 18 平成18年9月1日 令和8年8月31日 長田広告株式会社 ながたこうこく 愛知県 津島市東柳原町五丁目５番地１

福岡営業所
福岡市博多区豊１－９－２４

久留米営業所
久留米市山川追分１－５－５

北九州営業所
北九州市八幡東区東田１丁目６－３

2 / 54 ページ



登録
番号

初回
登録
年度

初回登録年月日 登録有効期限 商号、名称又は氏名 よみがな
都道府県

名
所在地（法人の主たる事務所又は個人の事業所）

県内で営業する営業
所の名称、所在地

1121 18 平成18年9月1日 令和8年8月31日 株式会社Ｔ＆Ｔアド てぃあんどてぃあど 東京都
中央区八丁堀二丁目２５番１０号
三信八丁堀ビル

同左（本社）

名古屋支社
名古屋市中区錦２丁目２０番８号

大阪支社
大阪市西区靭本町一丁目１２番４号

1122 18 平成18年9月1日 令和8年8月31日 室町ビルサービス株式会社 むろまちびるさーびす 東京都 中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 同左

1123 18 平成18年9月11日 令和8年9月10日 BXテンパル株式会社 びーえっくすてんぱる 東京都 豊島区西巣鴨四丁目１４番５号
福岡営業所
　福岡市博多区西月隈3-13-１

1127 18 平成18年9月11日 令和8年9月10日 株式会社昭和ネオン しょうわねおん 東京都 品川区南品川一丁目７番１７号
福岡営業所
福岡市中央区大名1-4-1

1128 18 平成18年9月11日 令和8年9月10日 有限会社マツナガ工房 まつながこうぼう 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼２６０７番地２ 同左

1129 18 平成18年9月11日 令和8年9月10日 アサヒコム株式会社 あさひこむ 福岡県 北九州市若松区南二島四丁目13番10号 同左

1132 18 平成18年9月11日 令和8年9月10日 朝日エティック株式会社 あさひえてぃっく 大阪府 大阪市福島区福島七丁目15番26号
福岡支店
福岡市中央区長浜２丁目３番６号

1134 18 平成18年9月20日 令和8年9月19日 株式会社共栄企画 きょうえいきかく 大阪府 大阪市西区阿波座一丁目９番９号 同左

1135 18 平成18年9月20日 令和8年9月19日 株式会社春潮社 しゅんちょうしゃ 福岡県 福岡市博多区千代四丁目29番12号
同左
営業部久留米
久留米市大手町5-33川島第二ビル203

1137 18 平成18年9月20日 令和8年9月19日 西鉄建設株式会社 にしてつけんせつ 福岡県 福岡市中央区大手門二丁目1番10号 同左

1139 18 平成18年9月20日 令和8年9月19日 株式会社中村工社 なかむらこうしゃ 広島県 広島市中区南吉島一丁目２番１４号
同左
東京営業所
東京都中央区日本橋室町4－2－17

1141 18 平成18年9月20日 令和8年9月19日 株式会社東宣エイディ とうせんえいでぃ 東京都 中央区日本橋二丁目２番２１号
福岡市博多区東比恵３－１１－９
メゾン・ド・水巻１F－E１号

1142 18 平成18年9月20日 令和8年9月19日 日九興産株式会社 にっきゅうこうさん 福岡県 福岡市中央区高砂一丁目２４番２０号 同左
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1143 18 平成18年9月20日 令和8年9月19日 西武企画株式会社 せいぶきかく 北海道 札幌市東区北十三条東一丁目１番７号
九州支店
福岡市博多区東比恵4-6-6
KJMビル

1147 18 平成18年9月29日 令和8年9月28日 株式会社フリーダム ふりーだむ 佐賀県 佐賀市鍋島町大字八戸１１４６番地６ 同左

1153 18 平成18年9月29日 令和8年9月28日 株式会社備広 びこう 東京都 中央区東日本橋三丁目７番１２号

関東営業部
同左

関西営業部
大阪市淀川区西中島7-7-1

中四国営業部
福山市東桜町1-43

広島営業所
広島市中区西平塚町2-4

九州営業部
福岡市博多区博多駅南5-9-13

1156 18 平成18年9月29日 令和8年9月28日 株式会社乃村工藝社 のむらこうげいしゃ 東京都 港区台場二丁目３番４号 同左

1159 18 平成18年10月12日 令和8年10月11日 表示灯株式会社 ひょうじとう 愛知県 名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号
福岡支社
福岡市中央区天神二丁目１４番８号

1161 18 平成18年10月12日 令和8年10月11日 株式会社三京広告社 さんきょうこうこくしゃ 福岡県 北九州市小倉北区魚町三丁目４番６号 同左

1163 18 平成18年10月12日 令和8年10月11日 第一工芸株式会社 だいいちこうげい 大阪府 大阪市東住吉区今林四丁目７番９号 同左

1164 18 平成18年10月12日 令和8年10月11日 株式会社門電 もんでん 福岡県 福岡市博多区堅粕五丁目２番８号 同左

1167 18 平成18年10月12日 令和8年10月11日 株式会社アダチ あだち 福岡県 北九州市戸畑区中原新町１番３号 同左

1168 18 平成18年10月12日 令和8年10月11日 株式会社井口工藝 いぐちこうげい 福岡県 福岡市東区筥松一丁目８番２８号 同左

1174 18 平成18年10月24日 令和8年10月23日 あすかの看板店 あすかのかんばんてん 福岡県 嘉穂郡桂川町大字土師1280番地3

飯塚店
飯塚市弁分１７９－１０２
あすかの看板店
嘉穂郡桂川町寿命２８－１
嘉麻店
嘉麻市岩崎263-6稲築新屋敷団地26号

1177 18 平成18年10月24日 令和8年10月23日 有限会社イズミ いずみ 福岡県 福岡市南区横手二丁目９番１４号 同左
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1178 18 平成18年10月24日 令和8年10月23日
千代田エナメル金属
株式会社

ちよだえなめるきんぞく 東京都 江戸川区西一之江二丁目23番13号

福岡営業所
福岡市東区馬出1-13-9
D-1ビル３F

亀戸本社
東京都江東区亀戸1-8-8
三井生命亀戸ﾋﾞﾙ８F

1183 18 平成18年10月31日 令和8年10月30日 株式会社富士広 ふじこう 福岡県 福岡市博多区博多駅南四丁目１５番１７号 同左

1185 18 平成18年10月31日 令和8年10月30日 株式会社グリーンクロス ぐりーんくろす 福岡県 福岡市中央区小笹五丁目22番34号

同左

久留米支社
久留米市津福本町字南津留2347-1

北九州支社
北九州市小倉北区長浜町17-14

グリーンメディア事業部本部
福岡市中央区小笹５－２２－３４

1186 18 平成18年10月31日 令和8年10月30日 ウエル・ユーカン株式会社 うえるゆーかん 広島県 広島市佐伯区湯来町大字白砂200番地

本社
広島市佐伯区湯来町大字白砂200番地
東京支店
台東区東４丁目１９－９山口ビル７　６階
大阪営業所
大阪市淀川区西中島７丁目５－２５新大阪ド
イビル９階
福岡営業所
福岡市博多区那珂３丁目２１－４５第９西田ビ
ル５号

1187 18 平成18年10月31日 令和8年10月30日 有限会社曙工業所 あけぼのこうぎょうしょ 福岡県 福岡市東区二又瀬新町１１番２７号 同左

1189 18 平成18年10月31日 令和8年10月30日 永江看板 ながえかんばん 佐賀県 小城市芦刈町浜枝川３１４番地２ 佐賀市鍋島町大字八戸3120-3

1194 18 平成18年11月14日 令和8年11月13日 テルウェル西日本株式会社 てるうぇるにしにっぽん 大阪府 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号
九州支店
福岡市博多区上川端町１３番８号

1195 18 平成18年11月14日 令和8年11月13日 株式会社九州博報堂 きゅうしゅうはくほうどう 福岡県 福岡市中央区天神一丁目４番１号 同左

1198 18 平成18年11月14日 令和8年11月13日 株式会社コダマ店舗流通センター
こだまてんぽりゅうつうせん
たー 福岡県 北九州市八幡西区青山一丁目８番７号 同左

1208 18 平成18年11月24日 令和8年11月23日 株式会社エイドス えいどす 福岡県 福岡市博多区吉塚本町８番８号 同左
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1209 18 平成18年11月24日 令和8年11月23日 株式会社柳屋 やなぎや 佐賀県 小城市小城町５２４番地 同左

1211 18 平成18年11月24日 令和8年11月23日 株式会社吉田広告社 よしだこうこくしゃ 福岡県 北九州市小倉北区片野新町二丁目１２番２４号 同左

1215 18 平成18年11月24日 令和8年11月23日 株式会社原田琺瑯製作所 はらだほうろうせいさくしょ 福岡県 福岡市東区箱崎六丁目１１番３３号 同左

1225 18 平成18年11月28日 令和8年11月27日 株式会社アイビ広告 あいびこうこく 愛媛県 伊予郡松前町大字神崎７０７番地３ 同左

1233 18 平成18年12月12日 令和8年12月11日 株式会社ディック でぃっく 福岡県 北九州市八幡西区鷹の巣一丁目１０番２１号 同左

1234 18 平成18年12月12日 令和8年12月11日 オニキ広告 おにきこうこく 福岡県 糸島市志摩井田原４３－１ 糸島市志摩井田原４３－１

1235 18 平成18年12月12日 令和8年12月11日 株式会社ティ・ハーツ てぃはーつ 福岡県 大野城市御笠川一丁目３番１５号 同左

1237 18 平成18年12月12日 令和8年12月11日 株式会社エキスプレス社 えきすぷれすしゃ 東京都 中央区銀座三丁目９番４号 同左

1242 18 平成18年12月12日 令和8年12月11日 興国商事株式会社 こうこくしょうじ 福岡県 北九州市八幡西区本城東三丁目５番２９号 同左

1243 18 平成18年12月12日 令和8年12月11日 福博化成株式会社 ふくはくかせい 福岡県 大野城市仲畑一丁目２０番２４号 同左

1244 18 平成18年12月12日 令和8年12月11日 有限会社玄海工芸 げんかいこうげい 福岡県 福岡市西区横浜二丁目３５番３５号 同左

1247 18 平成18年12月19日 令和8年12月18日 株式会社アドスペース あどすぺーす 福岡県 福岡市南区老司二丁目１１番１号 同左

1251 18 平成18年12月19日 令和8年12月18日 ＴＯＨ（ﾃｨ ｵｰ ｴｯﾁ） てぃおーえっち 福岡県 春日市白水ヶ丘３丁目３０番地 同左

1255 18 平成18年12月19日 令和8年12月18日 株式会社三昭堂 さんしょうどう 愛知県 一宮市あずら三丁目９番２３号 同左

1264 18 平成18年12月19日 令和8年12月18日 株式会社キクテック きくてっく 愛知県 名古屋市南区加福本通一丁目２６番地
九州営業所
福岡市博多区東比恵４丁目１２番９号

1268 18 平成18年12月19日 令和8年12月18日 有限会社アネックス白羊 あねっくすはくよう 福岡県 福岡市南区向新町二丁目２７番５号 同左

1269 18 平成18年12月19日 令和8年12月18日 しのはら看板店 しのはらかんばんてん 福岡県 糟屋郡粕屋町原町３丁目１５番１５号 同左

1270 18 平成18年12月19日 令和8年12月18日 株式会社アートランド あーとらんど 群馬県 富岡市神成３３２番地１ 同左

1271 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 株式会社しばた工芸 しばたこうげい 栃木県 宇都宮市旭二丁目２番３号 同左

1276 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 株式会社ピカソ ぴかそ 福岡県 久留米市東合川四丁目４番３号 同左
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1278 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 株式会社JR西日本コミュニケーションズ
じぇいあーるにしにほんこみゅ
にけーしょんず 大阪府

大阪市北区堂島一丁目６番２０号
堂島アバンザ８階

九州支店
福岡市博多区博多駅東一丁目１２番１７号五
幸ビル８階

1279 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 株式会社フジタ工芸 ふじたこうげい 福岡県 北九州市小倉北区鋳物師町９番６号 同左

1280 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 有限会社一水堂 いっすいどう 福岡県 福岡市博多区美野島一丁目１５番１０号 同左

1284 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 株式会社新星社 しんせいしゃ 福岡県 北九州市門司区松原一丁目１０番３５号 同左

1289 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 株式会社ナカガワ企画 なかがわきかく 福岡県 糟屋郡須恵町大字上須恵字平原３７番１ 同左

1294 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 有限会社工藤プラスチック製作所 くどうぷらすちっくせいさくしょ 福岡県 福岡市南区向新町二丁目10番12号 同左

1303 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 オリオンセールスプロモーション株式会社
おりおんせーるすぷろもーしょ
ん 東京都 中央区明石町３番３号

同左（東京本社）

中四国・九州支社
広島市中区榎町4-3
ファイブビル2階

1308 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 株式会社多名加 たなか 福岡県 福岡市博多区奈良屋町１２番２０号 同左

1309 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 エルトップ広告 えるとっぷこうこく 福岡県 那珂川市松木４丁目３番１８号 同左

1311 18 平成18年12月28日 令和8年12月27日 ツキガタ工芸社 つきがたこうげいしゃ 福岡県 福岡市西区吉武２４５ 同左

1316 18 平成19年1月16日 令和9年1月15日 株式会社トーアコーポレーション とーあこーぽれーしょん 兵庫県 神戸市東灘区森南町一丁目７番８号 同左

1324 18 平成19年1月16日 令和9年1月15日 株式会社電通九州 でんつうきゅうしゅう 福岡県 福岡市中央区赤坂一丁目16番10号 同左

1326 18 平成19年1月30日 令和4年1月29日 太陽堂 たいようどう 福岡県 直方市殿町１１番３８号 直方市殿町１５－２１

1327 18 平成19年1月30日 令和9年1月29日 有限会社エフツーアート えふつーあーと 福岡県 太宰府市大字内山４２３番地１ 同左

1332 18 平成19年2月7日 令和9年2月6日 株式会社現代社 げんだいしゃ 福岡県 太宰府市朱雀五丁目４番２５号 同左

1335 18 平成19年2月8日 令和9年2月7日
株式会社
アサヒエージェンシー

あさひえーじぇんしー 長崎県 佐世保市桑木場町３３０番地 同左

1340 18 平成19年2月16日 令和9年2月15日 株式会社ＣＳコーポレイション しーえすこーぽれいしょん 新潟県 新潟市中央区美の里１７番８号 同左

1341 18 平成19年2月16日 令和9年2月15日 株式会社シモヤ しもや 愛知県 大府市宮内町四丁目３８１番地 同左
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1343 18 平成19年2月28日 令和9年2月27日 株式会社研創 けんそう 広島県 広島市安佐北区上深川町４４８番地 同左

1344 18 平成19年2月28日 令和9年2月27日 株式会社デザインアーク でざいんあーく 大阪府 大阪市西区阿波座一丁目５番１６号

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

1345 18 平成19年2月28日 令和9年2月27日 株式会社カワハラネオン広告 かわはらねおんこうこく 長崎県 佐世保市指方町７５７番地１ 同左

1348 18 平成19年3月6日 令和9年3月5日 株式会社金星堂 きんせいどう 三重県 桑名市大字江場４８１番地 同左

1359 19 平成19年4月20日 令和9年4月19日 三協ポスティング さんきょうぽすてぃんぐ 福岡県 筑紫野市針摺南２丁目４番５号 同左

1363 19 平成19年5月10日 令和4年5月9日 有限会社コア こあ 福岡県 福岡市博多区博多駅南４丁目２番１０号 北九州市小倉北区篠崎一丁目６番５号

1367 19 平成19年5月18日 令和4年5月17日 株式会社ムラヤマ むらやま 東京都 江東区豊洲三丁目２番２４号 同左

1370 19 平成19年5月23日 令和4年5月22日
株式会社　
クリエイティブダイワ

くりえいてぃぶだいわ 福島県 郡山市田村町金屋字下夕川原６番地 同左

1371 19 平成19年5月29日 令和4年5月28日 株式会社ナビックスコーポレーション なびっくすこーぽれーしょん 宮崎県 宮崎市太田一丁目１番４４号 福岡市博多区博多駅東１丁目９番６号

1373 19 平成19年5月31日 令和9年5月30日 株式会社ナカノ なかの 大分県 中津市大字野依７０２番地の１ 同左

1374 19 平成19年6月1日 令和9年5月31日 株式会社寿陽建設 すやけんせつ 福岡県 北九州市小倉南区下貫一丁目13番13号 同左

1376 19 平成19年6月4日 令和4年6月3日 高奉産業株式会社 こうほうさんぎょう 福岡県 福岡市東区土井二丁目２番２８号 同左

1377 19 平成19年6月4日 令和4年6月3日 株式会社アドスター あどすたー 大阪府 大阪市平野区長吉川辺二丁目３番８号 同左

1382 19 平成19年6月11日 令和4年6月10日 旭日保安工業有限会社 あさひほあんこうぎょう 福岡県 福岡市東区社領３丁目１４番２７号 同左

1385 19 平成19年6月13日 令和4年6月12日 株式会社牛尾商店 うしおしょうてん 福岡県 福岡市東区松島三丁目８番１２号 同左

1386 19 平成19年6月13日 令和4年6月12日
株式会社日本パーカーライジング広島工
場

にほんぱーかーらいじんぐひ
ろしまこうじょう 広島県 広島市南区出島一丁目３４番２６号

九州営業所
福岡市博多区西月隈５－７－２７

1387 19 平成19年6月13日 令和9年6月12日 有限会社タナカ安全設備 たなかあんぜんせつび 福岡県 飯塚市相田４４５番地 同左
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1388 19 平成19年6月14日 令和4年6月13日 日本乾溜工業株式会社 にほんかんりゅうこうぎょう 福岡県 福岡市東区馬出一丁目１１番１１号

同左

福岡本社営業部
糟屋郡粕屋町大字仲原2729-4

北九州本社営業部
北九州市八幡西区森下町27-36

久留米本社営業部
久留米市山川沓形町1-45

1390 19 平成19年6月15日 令和9年6月14日 太陽工業株式会社 たいようこうぎょう 福岡県 福岡市南区弥永二丁目９番１８号

同左

宗像営業所
宗像市日の里１－１１－１

1394 19 平成19年6月20日 令和9年6月19日 株式会社西部企画 せいぶきかく 福岡県 大野城市御笠川五丁目８番５号 同左

1395 19 平成19年6月22日 令和4年6月21日 栄共電設株式会社 えいきょうでんせつ 福岡県 福岡市博多区金の隈二丁目3番12号 同左

1396 19 平成19年6月22日 令和4年6月21日 株式会社バウハウス丸栄 ばうはうすまるえい 岐阜県 羽島郡岐南町上印食五丁目８２番地
福岡支店
福岡市博多区博多駅前４丁目４番１５号博多
駅前H４４ビル２階

1397 19 平成19年6月22日 令和4年6月21日 株式会社フォルト ふぉると 山口県 下関市椋野町三丁目５番１６号 同左

1400 19 平成19年6月28日 令和4年6月27日 株式会社山水製作所 さんすいせいさくしょ 福岡県 福岡市東区松島一丁目１３番８号 同左

1401 19 平成19年6月28日 令和4年6月27日 交通システム株式会社 こうつうしすてむ 福岡県 北九州市八幡西区永犬丸南町三丁目１７番２９号 同左

1403 19 平成19年7月3日 令和4年7月2日 株式会社西鉄エージェンシー にしてつえーじぇんしー 福岡県 福岡市中央区大手門二丁目1番10号

同左

北九州営業所
北九州市小倉北区米町１－１－５

1404 19 平成19年7月3日 令和4年7月2日 株式会社サン電工社 さんでんこうしゃ 福岡県 福岡市中央区鳥飼二丁目６番５１号 同左

1407 19 平成19年7月6日 令和4年7月5日 株式会社コムカット こむかっと 福岡県 福岡市南区的場二丁目２１番１号 同左

1408 19 平成19年7月6日 令和4年7月5日 株式会社田川ライン たがわらいん 福岡県 田川郡川崎町大字川崎１５２番地 同左

1410 19 平成19年7月6日 令和4年7月5日 株式会社富永工芸 とみながこうげい 福岡県 福岡市東区多の津四丁目３番１９号 同左
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1412 19 平成19年7月12日 令和4年7月11日 株式会社平和電業社 へいわでんぎょうしゃ 福岡県 北九州市八幡西区大字野面390番地27 同左

1413 19 平成19年7月12日 令和4年7月11日 株式会社島田電気商会 しまだでんきしょうかい 福岡県 福岡市中央区警固二丁目３番２９号

同左
　
北九州営業所
北九州市小倉北区熊本3-1-12

1417 19 平成19年7月20日 令和4年7月19日 株式会社西日本シミズ にしにほんしみず 福岡県 福岡市中央区荒戸一丁目１番６号
福岡スタジオ
福岡市東区箱崎４丁目１４番３号

1420 19 平成19年7月27日 令和4年7月26日 グリーン・ロード株式会社 ぐりーんろーど 福岡県 福岡市西区福重三丁目３２番２１号 同左

1421 19 平成19年7月27日 令和4年7月26日 株式会社電通アドギア でんつうあどぎあ 東京都
中央区銀座八丁目２１番１号
住友不動産汐留浜離宮ビル２０階

同左

1422 19 平成19年7月27日 令和4年7月26日 日本ライナー株式会社 にっぽんらいなー 東京都 江東区新大橋一丁目８番１１号
九州営業所
福岡市博多区麦野２丁目１５番１０号

1425 19 平成19年8月1日 令和4年7月31日 ミカドコーポレーション株式会社 みかどこーぽれーしょん 福岡県 福岡市博多区金の隈二丁目１番５号 同左

1427 19 平成19年8月1日 令和4年7月31日 大和電業株式会社 だいわでんぎょう 福岡県 福岡市東区松島三丁目２４番２号 同左

1429 19 平成19年8月1日 令和4年7月31日 九州興建株式会社 きゅうしゅうこうけん 福岡県 福岡市西区拾六町三丁目８番１０号 同左

1431 19 平成19年8月1日 令和4年7月31日 株式会社福岡電設 ふくおかでんせつ 福岡県 福岡市南区大楠二丁目８番１８号 同左

1432 19 平成19年8月1日 令和4年7月31日 タイガー株式会社 たいがー 東京都 千代田区岩本町三丁目１０番１２号 同左

1436 19 平成19年8月21日 令和4年8月20日 株式会社大宣 だいせん 大阪府 堺市北区東雲東町四丁４番１０号 同左

1437 19 平成19年8月21日 令和4年8月20日 株式会社和幸産業 わこうさんぎょう 福岡県 飯塚市鯰田２２５６番地３ 同左

1439 19 平成19年8月27日 令和4年8月26日 株式会社山文 やまぶん 福岡県 飯塚市新立岩１番２０号

福岡支店
福岡市博多区比恵町2-7

北九州支店
北九州市八幡東区前田1丁目11番12号

本社
飯塚市新立石1番20号

1440 19 平成19年8月27日 令和4年8月26日 有限会社セフティーリード せふてぃーりーど 福岡県 北九州市八幡西区白岩町６番８号 同左
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1441 19 平成19年8月27日 令和4年8月26日 株式会社リオス だいいちでんけん 福岡県 福岡市博多区井相田二丁目８番１５号 同左

1447 19 平成19年9月7日 令和4年9月6日 看板のフジイ かんばんのふじい 福岡県 田川郡大任町大字今任原３１４９番地１ 田川郡大任町大字今任原３１４９番地１

1453 19 平成19年9月7日 令和4年9月6日 株式会社九州標識 きゅうしゅうひょうしき 福岡県 飯塚市伊川２９４番地 同左

1454 19 平成19年9月7日 令和4年9月6日 ＨＯＰＳ ほっぷす 福岡県 福岡市博多区吉塚４丁目６番１５号 同左

1455 19 平成19年9月13日 令和4年9月12日 株式会社アド秋田 あどあきた 秋田県 秋田市外旭川字堂ノ前８番地８ 同左

1457 19 平成19年9月13日 令和4年9月12日 株式会社アム・トｩーワン あむとぅーわん 福岡県 福岡市博多区冷泉町２番１７号 同左

1461 19 平成19年9月13日 令和4年9月12日 エンドライン株式会社 えんどらいん 福岡県 福岡市中央区天神二丁目３番３６号 同左

1464 19 平成19年9月21日 令和4年9月20日 株式会社九電工 きゅうでんこう 福岡県 福岡市南区那の川一丁目２３番３５号
福岡支店
福岡市南区那の川一丁目２４番１号

1465 19 平成19年9月21日 令和4年9月20日 有限会社コーシン こーしん 福岡県 北九州市八幡西区松寿山三丁目１１番９号 同左

1466 19 平成19年9月21日 令和4年9月20日
日本道路総合施設
株式会社

にほんどうろそうごうしせつ 福岡県 行橋市泉中央一丁目１６番９号 同左

1467 19 平成19年9月28日 令和4年9月27日 藏内興産有限会社 くらうちこうさん 福岡県 田川市白鳥町２１２８番地１０ 同左

1471 19 平成19年10月5日 令和4年10月4日 株式会社白石道路施設 しらいしどうろしせつ 福岡県 鞍手郡鞍手町大字中山３８２８番地１２ 同左

1474 19 平成19年10月5日 令和4年10月4日 有限会社木元産業 きもとさんぎょう 福岡県 久留米市梅満町４３６番地の７ 同左

1475 19 平成19年10月5日 令和4年10月4日 有限会社山田電装サービス社 やまだでんそうさーびすしゃ 福岡県 北九州市八幡西区馬場山緑７番３号 同左

1476 19 平成19年10月5日 令和4年10月4日 今別府産業株式会社 いまべっぷさんぎょう 鹿児島県 鹿児島市新栄町１５番７号
福岡支店
福岡市博多区井相田3-25-1

1478 19 平成19年10月12日 令和4年10月11日 アートエス株式会社 あーとえす 福岡県 糟屋郡粕屋町柚須６８番地１ 同左

1479 19 平成19年10月12日 令和4年10月11日 ＧＣストーリー株式会社 じーしーすとーりー 東京都 江東区木馬六丁目4番2号KIビル 同左
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1480 19 平成19年10月12日 令和4年10月11日 株式会社西部保安 せいぶほあん 福岡県 福岡市博多区大字立花寺２９９番地

同左
太宰府営業所
太宰府市高雄５－１４－１４
春日営業所
春日市大和町４－８－１０１
久留米支店
久留米市北野町中３０７９－２
筑紫野営業所
筑紫野市大字吉木９６４番地
那珂川営業所
那珂川市片縄北6丁目16-7-101

1482 19 平成19年10月19日 令和4年10月18日 日本エスエム株式会社 にほんえすえむ 福岡県 北九州市小倉北区原町二丁目2番10号

同左

福岡支店
福岡市博多区板付六丁目１２番４５号

筑豊営業所
飯塚市川津字向柳４２４番３号

1483 19 平成19年10月19日 令和4年10月18日 和田創芸 わだそうげい 福岡県 直方市大字下境字雀堂3104-5 同左

1485 19 平成19年10月19日 令和4年10月18日 株式会社読売広告社 よみうりこうこくしゃ 東京都 東京都港区赤坂五丁目２番２０号

同左
　
関西支社
大阪市中央区備後町4-1-3
御堂筋三井ビル８階

福岡支社
福岡市博多区博多駅前2-3-23
安田三井不動産ビル５階

1487 19 平成19年10月29日 令和4年10月28日 白鳥広告株式会社 はくちょうこうこく 福岡県 北九州市戸畑区天神二丁目８番２４号 同左

1488 19 平成19年10月29日 令和4年10月28日 九州交通安全株式会社 きゅうしゅうこうつうあんぜん 福岡県 行橋市大字入覚１２６４番地 同左

1490 19 平成19年10月29日 令和4年10月28日 株式会社新栄 しんえい 福岡県 北九州市八幡西区楠橋南一丁目１番５号 同左

1494 19 平成19年11月12日 令和4年11月11日 西鉄電設工業株式会社 にしてつでんせつこうぎょう 福岡県 福岡市博多区三筑二丁目２０番６号
北九州営業所
北九州市八幡東区昭和２丁目５番３号

1495 19 平成19年11月12日 令和4年11月11日 交通器材株式会社 こうつうきざい 福岡県 福岡市博多区金の隈一丁目２１番３３号 同左
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1497 19 平成19年11月19日 令和4年11月18日 日本信号株式会社 にほんしんごう 東京都 千代田区丸の内一丁目５番１号
九州支店
福岡市中央区大名２－４－３０

1502 19 平成19年12月3日 令和4年12月2日 有限会社アクスル あくする 福岡県 福岡市博多区比恵町３番１７号 同左

1505 19 平成19年12月10日 令和4年12月9日 株式会社別府電業 べふでんぎょう 福岡県 福岡市早良区賀茂三丁目１番４号 同左

1508 19 平成19年12月17日 令和4年12月16日 有限会社すぎおか工房 すぎおかこうぼう 山口県 岩国市今津町一丁目５番７号 同左

1515 19 平成20年1月25日 令和5年1月24日 三共ディスプレイ株式会社 さんきょうでぃすぷれい 広島県 廿日市市木材港北７番１７号

同左

大阪営業所
大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29

東京支店
東京都豊島区池袋2-23-24

福岡営業所
福岡県福岡市博多区那珂1-46-19

1516 19 平成20年1月25日 令和5年1月24日 髙松商事株式会社 たかまつしょうじ 福岡県 福岡市西区拾六町一丁目７番２６号 同左

1517 19 平成20年1月25日 令和5年1月24日 有限会社ケンズ けんず 大分県 大分市西新地二丁目１番２８号 同左

1520 19 平成20年2月5日 令和5年2月4日 株式会社オークラ おーくら 福岡県 太宰府市通古賀四丁目5番3号 同左

1521 19 平成20年2月8日 令和5年2月7日 西松建設株式会社 にしまつけんせつ 東京都 港区虎ノ門一丁目17番１号
九州支社
福岡市中央区薬院一丁目１４番５号

1522 19 平成20年2月8日 令和5年2月7日 株式会社メイショウ めいしょう 福岡県 太宰府市大字北谷７９３番地の１ 同左

1523 19 平成20年2月8日 令和5年2月7日 エヌ・ディ・ケイ株式会社 えぬでぃけい 福岡県 北九州市八幡西区陣原五丁目１０番３２号 同左

1524 19 平成20年2月8日 令和5年2月7日 株式会社富士 ふじ 愛知県 名古屋市守山区天子田二丁目703番地 同左

1525 19 平成20年2月8日 令和5年2月7日 大正道路産業株式会社 たいしょうどうろさんぎょう 福岡県 北九州市八幡西区大字本城２７４２番地１ 同左

1526 19 平成20年2月8日 令和5年2月7日 株式会社ナカムラ広芸社 なかむらこうげいしゃ 長崎県 島原市新田町６１１番地３
福岡営業所
福岡市博多区麦野４丁目１９－１０

1528 19 平成20年2月15日 令和5年2月14日 アッシュファクトリー あっしゅふぁくとりー 福岡県 糟屋郡久山町大字山田399番地423 同左

1529 19 平成20年2月15日 令和5年2月14日 株式会社マイサ まいさ 福岡県 福岡市中央区警固二丁目１８番７号ふじたビル４階 同左
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1531 19 平成20年2月27日 令和5年2月26日 株式会社ダンクリエイト だんくりえいと 福岡県 筑紫郡那珂川町今光一丁目５５番地 同左

1533 19 平成20年3月7日 令和5年3月6日 オフィステイクワン おふぃすていくわん 福岡県 福岡市南区市崎１丁目９番８号 同左

1534 19 平成20年3月14日 令和5年3月13日 株式会社古川広告社 ふるかわこうこくしゃ 大阪府 東大阪市衣摺六丁目１番２８号 同左

1537 19 平成20年3月21日 令和5年3月20日 株式会社コムズ こむず 東京都 中央区京橋三丁目１２番１号 同左

1543 20 平成20年4月16日 令和5年4月15日 株式会社堀田商事 ほりたしょうじ 宮崎県 宮崎県延岡市浜町４１１番地５ 同左

1546 20 平成20年5月9日 令和5年5月8日 サインクラフト さいんくらふと 福岡県 福岡市南区桧原七丁目２６番２２号 同左

1548 20 平成20年5月19日 令和5年5月18日 有限会社近代工芸 きんだいこうげい 熊本県 熊本市東区画図町大字重富５６７番地８ 同左

1553 20 平成20年5月23日 令和5年5月22日 大日本印刷株式会社 だいにっぽんいんさつ 東京都 新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 同左

1556 20 平成20年5月27日 令和5年5月26日 北斗ネオン株式会社 ほくとねおん 福岡県 福岡市博多区博多駅南五丁目28番6号 同左

1564 20 平成20年6月25日 令和5年6月24日 株式会社ワイ・エス・ケイ わい・えす・けい 福岡県 福岡市早良区干隈五丁目15番32号 同左

1569 20 平成20年8月18日 令和5年8月17日 朝日電装株式会社 あさひでんそう 大阪府 豊中市穂積二丁目１６番２０号 同左

1573 20 平成20年9月12日 令和5年9月11日 ハイカラ堂 はいからどう 福岡県 八女市津江５８６－５ 八女市津江５８６－５

1575 20 平成20年9月19日 令和5年9月18日 株式会社フロンテッジ ふろんてっじ 東京都 港区西新橋一丁目１８番１７号 同左

1577 20 平成20年9月19日 令和5年9月18日 セーフティーロード株式会社 せーふてぃーろーど 福岡県 福岡市東区松島四丁目７番７号 同左

1582 20 平成20年10月1日 令和5年9月30日 瀬口舗道株式会社 せぐちほどう 福岡県 みやま市瀬高町文廣1945番地の62
同左
大牟田支店
大牟田市大字手釜1300-151

1586 20 平成20年10月1日 令和5年9月30日 株式会社安全物産 あんぜんぶっさん 福岡県 北九州市門司区大里戸ノ上三丁目7番22号 同左

1587 20 平成20年10月1日 令和5年9月30日 九昭電設工業株式会社 きゅうしょうでんせつこうぎょう 福岡県 北九州市小倉北区西港町３０番４号

同左

福岡営業所
大野城市御笠川２-１７-４-３

1589 20 平成20年10月3日 令和5年10月2日 株式会社ブルー ぶるー 東京都 中央区築地二丁目11番26号築地MKビル5F 同左
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1591 20 平成20年10月3日 令和5年10月2日 寺崎工業株式会社 てらさきこうぎょう 福岡県 久留米市山本町豊田１１４９番地１ 同左

1598 20 平成20年10月22日 令和5年10月21日
株式会社
キッズプロモーション

きっずぷろもーしょん 東京都 新宿区高田馬場一丁目１６番３０号
福岡営業所　
福岡市中央区大名２－２－４１－２０６

1608 20 平成20年12月5日 令和5年12月4日 株式会社スペース すぺーす 東京都 中央区日本橋人形町三丁目９番４号

東京事業本部
東京都中央区日本橋人形町三丁目９番４号

名古屋事業本部
愛知県名古屋市西区那古野二丁目２番１号

大阪事業本部
大阪府大阪市西区靱本町三丁目８番１０号

1609 20 平成20年12月5日 令和5年12月4日 有限会社石橋技研 いしばしぎけん 福岡県 柳川市三橋町磯鳥３０１番地５ 同左

1610 20 平成20年12月8日 令和5年12月7日
株式会社
レンタルのニッケン

れんたるのにっけん 東京都 千代田区永田町二丁目１４番２号
福岡営業所
大野城市御笠川１－９－１

1612 20 平成20年12月24日 令和5年12月23日 株式会社　サス さす 福岡県 福岡市博多区吉塚三丁目２番１３号 同左

1613 20 平成20年12月24日 令和5年12月23日 株式会社メディアリサーチ めでぃありさーち 福岡県 太宰府市朱雀一丁目２番２５号 同左

1616 20 平成21年1月9日 令和6年1月8日
株式会社
日展コーポレーション

にってんこーぽれーしょん 福岡県 久留米市梅満町１５９８番地 同左

1618 20 平成21年1月21日 令和6年1月20日 有限会社プロサイン ぷろさいん 福岡県 福岡市南区大楠一丁目１７番３号 同左

1619 20 平成21年1月27日 令和6年1月26日 ヨシケン よしけん 福岡県 大川市大字上巻３２４番地１ 同左

1621 20 平成21年1月30日 令和6年1月29日 株式会社共同広告社 きょうどうこうこくしゃ 東京都 中央区日本橋小舟町１５番１０号 同左

1623 20 平成21年1月30日 令和6年1月29日 森広告美術 もりこうこくびじゅつ 福岡県 筑紫野市光が丘四丁目２番地１(910号) 朝倉市来春３番地３

1625 20 平成21年2月27日 令和6年2月26日 ホゼン株式会社 ほぜん 福岡県 福岡市西区野方四丁目５番３９号 同左

1626 20 平成21年2月27日 令和6年2月26日 有限会社マルイ産業 まるいさんぎょう 福岡県 田川市大字伊加利１８０５番地の３６ 同左

1635 20 平成21年3月25日 令和6年3月24日 有限会社コマーシャルアート こまーしゃるあーと 福岡県 福岡市南区横手二丁目１１番７号 同左

1636 20 平成21年3月31日 令和6年3月30日 ４５アイズ株式会社 よんごーあいず 東京都 千代田区飯田橋四丁目５番１１号 同左
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1639 21 平成21年4月10日 令和6年4月9日 株式会社みづま工房 みづまこうぼう 広島県 広島市南区宇品海岸三丁目５番２８号 同左

1641 21 平成21年4月13日 令和6年4月12日 株式会社トライスタイル とらいすたいる 福岡県 福岡市南区野多目一丁目14番4-205号 同左

1643 21 平成21年4月20日 令和6年4月19日 株式会社日東建装社 にっとうけんそうしゃ 大阪府 大阪市北区中崎西二丁目3番6号 同左

1648 21 平成21年4月30日 令和6年4月29日 株式会社トリムデザインウエストジャパン
とりむでざいんうえすとじゃぱ
ん 福岡県 北九州市戸畑区天神二丁目4番2号 同左

1650 21 平成21年5月29日 令和6年5月28日 マツオ工芸 まつおこうげい 福岡県 福岡市博多区千代3丁目6番2-116号 同左

1651 21 平成21年6月5日 令和6年6月4日 株式会社ステップ すてっぷ 福岡県 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目３番１号 同左

1657 21 平成21年7月6日 令和6年7月4日 有限会社キタザキ きたざき 福岡県 北九州市小倉南区横代葉山28番1号 同左

1660 21 平成21年7月15日 令和6年7月13日 有限会社ビジュアルサイン びじゅあるさいん 福岡県 糟屋郡宇美町ゆりが丘一丁目9番12号 同左

1664 21 平成21年8月17日 令和6年8月16日 株式会社弘亜社 こうあしゃ 東京都 中央区銀座六丁目１２番１号 同左

1666 21 平成21年8月26日 令和6年8月24日 山王スペース＆レンタル株式会社 さんのうすぺーすあんどれん
たる 東京都 中央銀座三丁目１０番６号

大阪事務所
大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号
マルイト難波ビル

1670 21 平成21年9月10日 令和6年9月9日 大洋電気株式会社 たいようでんき 福岡県 福岡市博多区三筑一丁目６番１０号 同左

1674 21 平成21年9月15日 令和6年9月14日 山口産業株式会社 やまぐちさんぎょう 佐賀県 多久市多久町３５５５番地１２０

同左

福岡営業所
福岡市東区土井１丁目１１－７
グレース土井１０２号室

北多久工場
佐賀県多久市北多久大字多久原２３７８番２

1682 21 平成21年10月26日 令和6年10月25日 株式会社イーグル産業 いーぐるさんぎょう 埼玉県 川越市的場一丁目２６番地８ 同左
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1683 21 平成21年10月29日 令和6年10月28日 アオイネオン株式会社 あおいねおん 静岡県 静岡市葵区新伝馬一丁目３番４３号

静岡本社
同左

東京本社
東京都大田区池上3-6-16

大阪支店
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

福岡支店
福岡県福岡市中央区渡辺通2-3-3
ＳＡＳＡ薬院ビル３階

1684 21 平成21年10月29日 令和6年10月28日 株式会社大林組 おおばやしぐみ 東京都 東京都港区港南二丁目１５番２号
九州支店
福岡市博多区下川端町9-12

1685 21 平成21年11月10日 令和6年11月9日 廣創株式会社 こうそう 福岡県 北九州市小倉南区上曽根新町３番16号 同左

1691 21 平成22年1月4日 令和7年1月3日 有限会社ニューメディアエンジニアリング にゅーめでぃあえんじありんぐ 福岡県 大牟田市本町五丁目２番地の１２ 同左

1693 21 平成22年1月21日 令和7年1月20日 クリンテック株式会社 くりんてっく 福岡県 福岡市南区野間二丁目11番1-301号 同左

1694 21 平成22年1月21日 令和7年1月20日 有限会社セイコーボード せいこーぼーど 福岡県 大牟田市大字草木１４６番地７ 同左

1701 21 平成22年3月31日 令和7年3月30日 株式会社アドビン企画 あどびんきかく 鹿児島県 鹿児島市山田町２１２９番地 同左

1702 22 平成22年4月19日 令和7年4月18日 ヒグチ工芸社 ひぐちこうげいしゃ 福岡県 糟屋郡志免町別府北２丁目３番２－６０２号 福岡市博多区空港前２丁目２０－５サンクスビル２０１

1707 22 平成22年5月25日 令和7年5月24日 株式会社　広研 こうけん 福岡県 福岡市中央区天神四丁目6番28号 同左

1710 22 平成22年6月10日 令和7年6月9日 株式会社セイコー・カンパニー せいこーかんぱにー 福岡県 三井郡大刀洗町大字高樋２４５４番地２５ 福岡県久留米市東合川４丁目１－４６

1711 22 平成22年6月17日 令和7年6月16日 アユミ電業株式会社 あゆみでんぎょう 福岡県 福岡市博多区光丘町２丁目3番8号 同左

1712 22 平成22年6月17日 令和7年6月16日 株式会社ヤカグループ やかぐるーぷ 兵庫県 姫路市白浜町甲８４１番地４５ 北九州市小倉北区青葉二丁目1番1号

1714 22 平成22年6月17日 令和7年6月16日 大東産業株式会社 だいとうさんぎょう 福岡県 北九州市小倉南区中曽根新町4番11号 同左

1721 22 平成22年7月20日 令和7年7月19日 株式会社デンショク でんしょく 岡山県 岡山市中区桑野５１６番地の８
九州営業所
福岡市博多区東比恵２－２０－２５
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1729 22 平成22年9月14日 令和7年9月13日 コンピュータ・ラボ こんぴゅーたらぼ 福岡県 久留米市善導寺町与田２５６－２ 久留米市善導寺町与田２６１

1731 22 平成22年10月5日 令和7年10月4日 未来建設株式会社 みらいけんせつ 福岡県 筑後市大字西牟田５９０３番地の８ 同左

1733 22 平成22年10月13日 令和7年10月12日 有限会社アドプランニング あどぷらんにんぐ 福岡県 古賀市米多比１１０５－２ 同左

1734 22 平成22年10月13日 令和7年10月12日 サンケイ株式会社 さんけい 福岡県 久留米市東合川五丁目６番２９号 同左

1742 22 平成22年11月24日 令和7年11月23日 株式会社タカシ巧芸社 たかしこうげいしゃ 鹿児島県 鹿児島市東開町３－７６ 同左

1744 22 平成22年12月20日 令和7年12月19日 イオンディライト株式会社 いおんでぃらいと 大阪府 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 同左

1746 22 平成23年2月4日 令和8年2月3日 川浪電気工事株式会社 かわなみでんきこうじ 福岡県 久留米市本町１２番地の１６ 同左

1748 22 平成23年2月16日 令和8年2月15日 株式会社ファイブス ふぁいぶす 山口県 山陽小野田市大字西高泊字高須３３３４番の８ 同左

1755 22 平成23年3月24日 令和8年3月23日 有限会社広美社 こうびしゃ 佐賀県 佐賀市末広二丁目６番２２号 同左

1758 22 平成23年3月31日 令和8年3月30日 有限会社興亜産業 こうあさんぎょう 福岡県 福岡市博多区春町１丁目６番４号

那珂川事業所
那珂川市今光７丁目２－３１
北九州営業所
北九州市八幡西区穴生1-8-10　2号

1760 23 平成23年4月14日 令和8年4月13日 彩希株式会社 さいき 大阪府 箕面市森町中一丁目４番２１号 同左

1761 23 平成23年4月22日 令和8年4月21日 株式会社エキスプレス工業社 えきすぷれすこうぎょうしゃ 東京都 北区中里二丁目１６番１０号 同左

1762 23 平成23年4月22日 令和8年4月21日 株式会社オネックス おねっくす 福岡県 福岡市博多区奈良屋町１４番２２号
(株)オネックス営業部
古賀市谷山３５３－１

1770 23 平成23年7月11日 令和8年7月10日 株式会社ハヤカワ電装 はやかわでんそう 福岡県 大野城市仲畑二丁目４番１５号 同左

1775 23 平成23年8月11日 令和8年8月10日 株式会社竹中工務店 たけなかこうむてん 大阪府 大阪市中央区本町四丁目１番１３号
九州支店
福岡県福岡市中央区天神４丁目２番２０号

1783 23 平成23年9月27日 令和8年9月26日 有限会社エム・エー・シー・門司アート えむえーしーもじあーと 福岡県 北九州市門司区大里桃山町６番２１号 同左

1788 23 平成23年9月27日 令和8年9月26日 株式会社ロプト ろぷと 福岡県 福岡市博多区博多駅南五丁目２１番１４号 同左
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1798 23 平成23年10月24日 令和8年10月23日 株式会社岩田企画 いわたきかく 福岡県 福岡市博多区博多駅南六丁目４番１号

同左

中央支社
福岡市中央区薬院２－１０－１８

1802 23 平成23年10月24日 令和8年10月23日 三晃広業有限会社 さんこうこうぎょう 福岡県
久留米市中央町１４番地６駅前不動産ビル５０
３－Ｂ号

同左

1805 23 平成23年11月2日 令和8年11月1日
オムロンソーシアルソリューションズ株式
会社

おむろんそーしあるそりゅーしょんず 東京都 港区港南二丁目３番１３号
九州営業所
福岡市博多区東比恵２－７－１

1806 23 平成23年11月2日 令和8年11月1日 株式会社アイルジャパン あいるじゃぱん 福岡県 福岡市東区多の津一丁目８番９号 同左

1807 23 平成23年11月2日 令和8年11月1日 株式会社中部 ちゅうぶ 愛知県 名古屋市北区若鶴町２４５番地 同左

1808 23 平成23年11月14日 令和8年11月13日 三和サインワークス株式会社 さんわさいんわーくす 大阪府 大阪市北区梅田三丁目１番３号

同左

東京支店
東京都港区港南２丁目５番１号　Ａ－１３

1813 23 平成23年12月20日 令和8年12月19日 有限会社アサヒカーサイン あさひかーさいん 福岡県 北九州市小倉北区片野新町一丁目３番５１号 同左

1814 23 平成24年1月6日 令和9年1月5日 株式会社ミズカミ みずかみ 福岡県 北九州市八幡東区東田一丁目６番４号

同左

福岡支社
福岡市南区塩原１丁目２８－１７

1815 23 平成24年1月6日 令和4年1月5日 有限会社三共テント商会 さんきょうてんとしょうかい 福岡県 福岡市南区桧原七丁目４４番２４号 同左

1816 23 平成24年1月6日 令和9年1月5日 株式会社フジヤ ふじや 京都府 京都市中京区東堀川通丸太町下ル七丁目４
福岡支店
福岡市博多区博多駅前１－６－１６西鉄博多
駅前ビル１２F

1818 23 平成24年1月20日 令和9年1月19日 有限会社トラスト とらすと 福岡県 糟屋郡粕屋町長者原西二丁目１番15号 同左

1819 23 平成24年2月2日 令和9年2月1日 株式会社協同制作 きょうどうせいさく 東京都 中央区入船二丁目５番７号 同左

1822 23 平成24年2月2日 令和9年2月1日 株式会社東急エージェンシー とうきゅうえいじぇんしー 東京都 港区西新橋一丁目１番１号
第４営業本部九州支社
福岡市中央区西中洲１２－３３
福岡大同生命ビル１０F

1824 23 平成24年2月2日 令和4年2月1日 ナンバデザイン なんばでざいん 福岡県 柳川市糀屋町６７－１ 同左
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1828 23 平成24年3月2日 令和4年3月1日 ＡＩＭ有限会社 えいむ 福岡県 古賀市千鳥一丁目２番６号 同左

1830 23 平成24年3月2日 令和9年3月1日 有限会社メイク めいく 福岡県 北九州市八幡西区則松五丁目２３－１０ 同左

1832 23 平成24年3月2日 令和4年3月1日 Aｉ Ｄｅｓｉｇｎ あいでざいん 大分県 日田市石井町３－５８４－１ 同左

1836 23 平成24年3月28日 令和9年3月27日 斗南電装株式会社 となみでんそう 大阪府 堺市北区船堂町二丁２番２号 同左

1838 23 平成24年3月28日 令和9年3月27日 アン・クリエーション株式会社 あんくりえーしょん 愛知県 名古屋市中区千代田三丁目１５番８号

本社
同左

東京オフィス
東京都品川区西五反田７丁目１３番６号五反
田山崎ビル５F

1839 23 平成24年3月28日 令和4年3月27日 株式会社アート・ライン あーとらいん 熊本県 熊本市北区大窪二丁目８番１号 同左

1840 24 平成24年4月16日 令和9年4月15日 ニッセン にっせん 福岡県 北九州市小倉南区横代葉山２５番１１号 北九州市小倉北区下到津２丁目１２－１３

1842 24 平成24年5月17日 令和9年5月16日 NSK株式会社 えぬえすけい 東京都 千代田区九段南二丁目３番１号
福岡営業所
福岡市博多区上呉服町１０－１

1849 24 平成24年7月3日 令和4年7月2日 株式会社フォトクラフト社 ふぉとくらふとしゃ 大阪府 豊中市夕日丘二丁目１１番３７号
福岡営業所
福岡市中央区赤坂１－１４－２２センチュリー
赤坂門ビル４Ｆ

1850 24 平成24年7月3日 令和4年7月2日 有限会社太田工芸社 おおたこうげいしゃ 佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿丙２４００番地４６

同左

福岡営業所
福岡市博多区井相田２丁目８－４３

1857 24 平成24年7月23日 令和4年7月22日 株式会社シテイー・ロード していーろーど 東京都 千代田区外神田四丁目８番５号 同左

1858 24 平成24年7月23日 令和4年7月22日 株式会社ハリケーンマスター はりけーんますたー 福岡県 糟屋郡志免町桜丘四丁目２５番８号 糟屋郡宇美町ゆりが丘６丁目１６番１３号

1859 24 平成24年7月23日 令和4年7月22日 株式会社つじ工芸 つじこうげい 福岡県 福岡市東区青葉六丁目１９番１号 同左

1861 24 平成24年8月21日 令和4年8月20日 門鉄美術宣伝株式会社 もんてつびじゅつせんでん 佐賀県 佐賀市高木瀬西六丁目１１番２号 同左

1862 24 平成24年8月21日 令和4年8月20日 株式会社アムリンク あむりんく 福岡県 福岡市城南区梅林四丁目１１番４２号 同左
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1863 24 平成24年8月21日 令和4年8月20日 三協立山株式会社 さんきょうたてやま 富山県 高岡市早川７０番地

九州支店
福岡市博多区博多駅東３－１０－１５
タテヤマアドバンス社首都圏支店
東京都港区高輪３－１３－１高輪コート４Ｆ
タテヤマアドバンス社関西支店
大阪府大阪市中央区平野町３丁目２－１３
タテヤマアドバンス社関東第一支店
東京都中央区日本橋浜町２－９－５

1864 24 平成24年8月21日 令和4年8月20日 株式会社スペースアートデザイン すぺーすあーとでざいん 東京都 練馬区中村北一丁目１１番６－２３０７号 東京都板橋区高島平２－５－７

1865 24 平成24年8月21日 令和4年8月20日 かんばん工房K かんばんこうぼうけー 福岡県 飯塚市平墻恒２００番地６ 同左

1869 24 平成24年8月21日 令和4年8月20日 株式会社ビーアド びーあど 東京都 足立区綾瀬七丁目１９番１２号 同左

1871 24 平成24年9月14日 令和4年9月13日 三球電機株式会社 さんきゅうでんき 東京都 練馬区貫井五丁目２４番１８号
福岡支店
福岡市博多区麦野六丁目２７番２５号

1872 24 平成24年9月14日 令和4年9月13日 有限会社ディーサイン でぃーさいん 福岡県 北九州市八幡西区陣原一丁目１－１ 同左

1874 24 平成24年9月14日 令和4年9月13日 エムプラン えむぷらん 福岡県 福岡市早良区室住団地２２番１０２号 福岡市南区弥永４－１０－２９

1875 24 平成24年9月14日 令和4年9月13日 福本金網製作所 ふくもとかなあみせいさくしょ 福岡県 田川市大字川宮３５６番地７ 同左

1879 24 平成24年10月5日 令和4年10月4日 高陽産業 こうようさんぎょう 福岡県 田川市大字伊田１７６番地３ 同左

1880 24 平成24年10月5日 令和4年10月4日 有限会社ケイ・ネットワーク けいねっとわーく 福岡県 福岡市南区清水一丁目１６番８号 同左

1882 24 平成24年10月5日 令和4年10月4日 株式会社ＲＡＳＴＡＱ らすたっく 福岡県 大野城市栄町二丁目３番１０号 同左

1883 24 平成24年10月5日 令和4年10月4日 株式会社アイプラネット あいぷらねっと 東京都 港区南青山一丁目１番１号 同左

1884 24 平成24年10月5日 令和4年10月4日 株式会社アドフジタ あどふじた 福岡県
糟屋郡篠栗町中央三丁目１番１３ーAー１号
（オフィスパレア篠栗）

同左

1885 24 平成24年10月25日 令和4年10月24日 有限会社オオサキサイン おおさきさいん 福岡県 糟屋郡志免町田富四丁目１７番２８号 同左

1886 24 平成24年11月19日 令和4年11月18日 マツモト看板店 まつもとかんばんてん 福岡県 嘉麻市口春４４４番地９ 同左

1889 24 平成24年12月3日 令和4年12月2日 大成建設株式会社 たいせいけんせつ 東京都 新宿区西新宿一丁目２５番１号
九州支店
福岡市博多区住吉四丁目１番２７号
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1890 24 平成24年12月26日 令和4年12月25日 株式会社アール・サポート あーるさぽーと 福岡県 大野城市大城一丁目２０番５－２０２号 大野城市仲畑２丁目１番１１号

1892 24 平成25年1月24日 令和5年1月23日
株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリュー
ションズ

えーでぃーけーまーけてぃん
ぐそりゅーしょんず 東京都 港区虎ノ門一丁目２３番１号 同左

1899 24 平成25年3月21日 令和5年3月20日 有限会社西日本ピーアール社 にしにほんぴーあーるしゃ 長崎県 佐世保市江上町１６９４番地６ 同左

1900 24 平成25年3月21日 令和5年3月20日 株式会社ニューアド社 にゅーあどしゃ 東京都 杉並区阿佐谷南一丁目１１番１号 同左

1903 25 平成25年5月13日 令和5年5月12日 株式会社シェイプ しぇいぷ 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

同左

1908 25 平成25年6月11日 令和5年6月10日 シモカワ美術 しもかわびじゅつ 福岡県 行橋市大字天生田１７１番地２ 同左

1911 25 平成25年7月19日 令和5年7月18日 有限会社山北看板店 やまきたかんばんてん 熊本県 熊本市中央区本荘町６８６番地 熊本市南区城南町舞原１４５５番地

1921 25 平成25年9月11日 令和5年9月10日 ミノリ・プランニング みのり・ぷらんにんぐ 佐賀県 神埼市神埼町田道ヶ里２３５７番地４１ 同左

1922 25 平成25年9月11日 令和5年9月10日 関東マルワ産業株式会社 かんとうまるわさんぎょう 栃木県 宇都宮市平出工業団地３８番地３８ 同左

1926 25 平成25年10月21日 令和5年10月20日 エージーエス　株式会社 えーじーえす 北海道 札幌市中央区南六条西三丁目6番地３３　AGS６・３ビル 同左

1927 25 平成25年10月21日 令和5年10月20日 株式会社　アクロス広告社 あくろすこうこくしゃ 福岡県 福岡市博多区新和町二丁目1番35号 同左

1929 25 平成25年10月21日 令和5年10月20日 有限会社　マイム企画 まいむきかく 福岡県 福岡市早良区荒江二丁目１４番７号 同左

1934 25 平成25年10月21日 令和5年10月20日 株式会社　ゆうき ゆうき 福岡県 筑紫野市塔原東四丁目１１番６号 同左

1938 25 平成25年11月29日 令和5年11月28日 有限会社　アイエスコーポレーション あいえすこーぽれーしょん 福岡県 福岡市博多区三筑二丁目２０番２号 同左

1939 25 平成25年11月29日 令和5年11月28日 株式会社　ニシケン にしけん 福岡県 久留米市宮ノ陣町若松１番地の９ 同左

1940 25 平成25年11月29日 令和5年11月28日 株式会社　エダキン えだきん 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目32番1号

同左

大阪営業所
大阪市天王寺区生玉前町５番３１　９０１号

1943 25 平成25年12月17日 令和5年12月16日 朝日広告 あさひこうこく 福岡県 福岡市博多区博多駅前東２－５－１アーバンネット博多ビル４Ｆ 同左

1944 25 平成25年12月17日 令和5年12月16日 株式会社　きたせつ きたせつ 福岡県 北九州市小倉北区赤坂五丁目６番２７号 同左

1953 25 平成26年2月14日 令和6年2月13日 西部電業株式会社 せいぶでんぎょう 福岡県 久留米市西町１１３９番地の１５ 同左
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1955 25 平成26年2月21日 令和6年2月20日 株式会社　サンケイ美術工芸社 さんけいびじゅつこうげいしゃ 福岡県 福岡市城南区片江一丁目９番２号 同左

1957 25 平成26年3月10日 令和6年3月9日 株式会社ワイズサイン わいずさいん 群馬県 伊勢崎市三室町５８０８番地

同左

東京支店
東京都中野区東中野４－９－２６
キクヤビル２０１

1959 25 平成26年3月10日 令和6年3月9日 有限会社　大貴サイン だいきさいん 福岡県 福岡市城南区神松寺二丁目１５番２８号 同左

1962 26 平成26年4月14日 令和6年4月13日 株式会社ネットテン ねっとてん 大阪府 大阪市住吉区千躰二丁目２番２４号
福岡市博多区博多駅前一丁目１番１６号　西
鉄博多駅前ビル８Ｆ

1963 26 平成26年4月14日 令和6年4月13日 有限会社新栄 しんえい 大阪府 箕面市小野原東一丁目３番１６号 同左

1964 26 平成26年4月14日 令和6年4月13日 美和ロック株式会社 みわろっく 東京都 港区芝三丁目１番１２号 同左

1967 26 平成26年4月22日 令和6年4月21日 株式会社永和ビジネスサポート えいわびじねすさぽーと 福岡県 中間市大字垣生８９３番地１ 同左

1968 26 平成26年4月22日 令和6年4月21日 ATOLA あとら 福岡県 福岡市東区唐原7丁目18番2号 同左

1970 26 平成26年4月25日 令和6年4月24日 タマヤ広告社 たまやこうこくしゃ 福岡県 久留米市長門石３丁目１番２４号 同左

1971 26 平成26年4月25日 令和6年4月24日 株式会社　誠和堂 せいわどう 福岡県 福岡市博多区金隈三丁目９番７号 同左

1977 26 平成26年5月9日 令和6年5月8日 有限会社アスキー あすき－ 福岡県 那珂川市大字埋金785番３ 同左

1980 26 平成26年5月30日 令和6年5月29日
日本ディックライト
株式会社

にしにほんでぃっくらいと 福岡県 福岡市東区多の津五丁目１番６号 同左

1982 26 平成26年6月9日 令和6年6月8日 有限会社藤秀産業 とうしゅうさんぎょう 福岡県 北九州市八幡西区本城一丁目６番１号 同左

1985 26 平成26年7月4日 令和6年7月2日 有限会社ミスズ みすず 福岡県 大牟田市上町一丁目８番地の１ 同左

1989 26 平成26年7月17日 令和6年7月16日 株式会社Ｋ.Ｈ.Ｋ けい.えいち.けい 福岡県 飯塚市平垣６０４番地１ 同左

1991 26 平成26年8月1日 令和6年7月31日 株式会社アドウィッシュ あどうぃっしゅ 福岡県 糟屋郡粕屋町原町四丁目３番３１号 同左

1992 26 平成26年8月1日 令和6年7月30日 株式会社アクト あくと 神奈川県 川崎市高津区久地三丁目１５番３号 同左

1993 26 平成26年8月1日 令和6年7月30日 ウチノ看板関西株式会社 うちのかんばんかんさい 京都府 綴喜郡宇治田原町大字立川小字金井谷１番地１３ 同左
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1994 26 平成26年8月11日 令和6年8月10日 株式会社オオバクリエイティブ おおばくりえいてぃぶ 山口県 山口市大内問田三丁目２５番１号 同左

1996 26 平成26年8月11日 令和6年8月10日 株式会社ＴＯＷＡ西九州 とうわにしきゅうしゅう 熊本県 熊本市東区御領六丁目７番１号 同左

1998 26 平成26年9月9日 令和6年9月8日 有限会社イースト いーすと 大分県 大分市青崎一丁目１０番２６号 同左

2006 26 平成26年10月10日 令和6年10月9日 有限会社創広電気商会 そうこうでんきしょうかい 福岡県 柳川市東蒲池638番1 同左

2008 26 平成26年10月23日 令和6年10月22日 株式会社ビックワン びっくわん 静岡県 浜松市浜北区大原町２７１番地の２

同左

東京支店
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

2009 26 平成26年10月23日 令和6年10月22日 凸版印刷株式会社 とっぱんいんさつ 東京都 台東区台東一丁目５番１号

西日本事業本部九州事業部
福岡県福岡市中央区薬院１－１７－２８

情報コミュニケ―ション事業本部
東京都文京区水道１－３－３

2010 26 平成26年10月23日 令和6年10月22日 有限会社プロアートＹＯＵ ぷろあーとゆう 福岡県 福岡市南区野多目二丁目１５番１６号 同左

2014 26 平成26年11月21日 令和6年11月20日 株式会社セイケン せいけん 徳島県 徳島市応神町吉成字轟５９番地１１ 同左

2016 26 平成26年12月24日 令和6年12月23日 株式会社オークレイ おーくれい 京都府 木津川市木津川台七丁目１１番地１ 同左

2017 26 平成26年12月24日 令和6年12月23日 株式会社エンサインアド えんさいんあど 東京都 新宿区西新宿三丁目２０番２号 同左

2019 26 平成26年12月24日 令和6年12月23日 株式会社淕工芸 りくこうげい 福岡県 那珂川市道善三丁目４６番地 同左

2020 26 平成26年12月24日 令和6年12月23日 日米美工社 にちべいびこうしゃ 福岡県 飯塚市柏の森４９２番地７ 同左

2021 26 平成27年1月6日 令和7年1月5日 有限会社オクト おくと 静岡県 浜松市北区三方原町１７０８番地の４ 同左

2023 26 平成27年1月16日 令和7年1月15日 鹿島建設株式会社 かじまけんせつ 東京都 港区元赤坂一丁目３番１号
九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目１２番１
０号

2027 26 平成27年2月4日 令和7年2月3日 看板のエムズ かんばんのえむず 福岡県 福岡市南区三宅３丁目８番２３号 同左

2029 26 平成27年2月27日 令和7年2月26日 株式会社真栄 しんえい 愛知県 豊橋市駅前大通一丁目２７番地１ 同左
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2030 26 平成27年3月11日 令和7年3月10日 有限会社関西ネオン かんさいねおん 大分県 中津市新堀町７７４番地 同左

2031 26 平成27年3月11日 令和7年3月10日 光亜企画 こうあきかく 福岡県 古賀市今の庄３丁目１２番１８号 同左

2032 26 平成27年3月11日 令和7年3月10日 広告社マルコー有限会社 こうこくしゃまるこー 福岡県 北九州市八幡西区上の原一丁目１番４６号 同左

2035 27 平成27年4月2日 令和7年4月1日 立石工芸社 たていしこうげいしゃ 福岡県 久留米市田主丸町田主丸１１４８番地 同左

2037 27 平成27年4月24日 令和7年4月23日 株式会社アカマ印刷 あかまいんさつ 山口県 下関市長府扇町９番１０号
福岡営業所
福岡市中央区平尾五丁目２０番３号

2038 27 平成27年4月24日 令和7年4月23日 有限会社九州標識工業 きゅうしゅうひょうしきこうぎょ
う 鹿児島県 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 同左

2045 27 平成27年7月3日 令和7年7月2日 株式会社ＳＡＪＩ さじ 福岡県 福岡市博多区豊1丁目３－８コーポ木梨304号室 同左

2049 27 平成27年8月11日 令和7年8月10日 サンデン広告株式会社 さんでんこうこく 山口県 下関市大坪本町25番33号 同左

2052 27 平成27年8月24日 令和7年8月23日 株式会社福広 ふくひろ 福岡県 福岡市中央区清水三丁目１２番１号 同左

2053 27 平成27年8月24日 令和7年8月23日 株式会社ツカサ創研 つかさそうけん 熊本県 熊本市南区田迎三丁目１１番６１号
福岡市中央区今泉一丁目１２番８号天神ＱＲ
ビル６階

2055 27 平成27年9月7日 令和7年9月6日 林工芸社 はやし　こうげいしゃ 福岡県 福岡市南区弥永２丁目６番１１号 同左

2056 27 平成27年9月17日 令和7年9月16日 ミヤザキ広告株式会社 みやざきこうこく 福岡県 福岡市中央区地行浜一丁目４番１１号 同左

2059 27 平成27年9月25日 令和7年9月24日 フィールド・クラブ株式会社 ふぃーるどくらぶ 北海道 北広島市大曲工業団地四丁目１番地２ 同左

2060 27 平成27年9月25日 令和7年9月24日 株式会社福博電興 ふくはくでんこう 福岡県 福岡市城南区神松寺一丁目７番４５号 同左

2061 27 平成27年9月25日 令和7年9月24日 株式会社豊栄 ほうえい 福岡県 飯塚市弁分１２７番地の７ 同左

2062 27 平成27年9月25日 令和7年9月24日 筑紫工芸株式会社 ちくしこうげい 福岡県　 大野城市大池二丁目２１番２４号 同左
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2063 27 平成27年9月25日 令和7年9月24日 有限会社馬場産業 ばばさんぎょう 福岡県 福岡市西区姪の浜六丁目１２番４号

同左
太宰府営業所
太宰府市観世音寺１丁目２５番７－２０２号
筑紫営業所
筑紫野市大字天山６７３番地１
久留米営業所
久留米市合川町１６４５－３－１－１０２
那珂川営業所
那珂川市仲一丁目143-105

2065 27 平成27年10月2日 令和7年10月1日 株式会社開発工業 かいはつこぎょう 福岡県 福岡市南区曰佐二丁目２７－１５

久留米営業所
久留米市善導寺町飯田３９６－１６
太宰府営業所
太宰府市五条２丁目２３－２８
本社
福岡県福岡市南区日佐二丁目27-15
那珂川営業所
福岡県那珂川市中原六丁目12番22号

2068 27 平成27年10月2日 令和7年10月1日 株式会社ＵＲリンケージ ゆーあーるりんけーじ 東京都 江東区東陽二丁目4番24号
九州支社
福岡市中央区天神3-9-33

2072 27 平成27年11月19日 令和7年11月18日 西日本産業株式会社 にしにほんさんぎょう 福岡県 久留米市花畑三丁目３番地３ 同左

2073 27 平成27年11月19日 令和7年11月18日 株式会社三美堂 さんびどう 東京都 豊島区南長崎六丁目１６番１号 同左

2075 27 平成27年11月27日 令和7年11月26日 株式会社ハラックス はらっくす 福岡県 大野城市南ヶ丘五丁目８番１号 同左

2078 27 平成27年12月24日 令和7年12月23日 株式会社ウインクホーム ういんくほーむ 福岡県 福岡市中央区平尾二丁目２１番８-９０２号 同左

2080 27 平成28年1月15日 令和8年1月14日 ラッキー工芸株式会社 らっきーこうげい 兵庫県 姫路市朝日町54番地 同左

2081 27 平成28年3月10日 令和8年3月9日 株式会社ザイマックス九州 ざいまっくすきゅうしゅう 福岡県 福岡市博多区博多駅前四丁目２番１号 同左

2083 27 平成28年3月10日 令和8年3月9日 Ｓｉｇｎ Ｃｒｅａｔｅ さいんくりえいと 福岡県 久留米市小森野５丁目１１番２０号 福岡県久留米市梅満町7-1

2084 27 平成28年3月10日 令和8年3月9日 株式会社関西広告社 かんさいこうこくしゃ 兵庫県 加古郡稲美町北山２０８番地 同左

2086 27 平成28年3月23日 令和8年3月22日 株式会社ジェイエスピー じぇいえすぴー 東京都 足立区入谷三丁目２番１３号 同左

2088 27 平成28年3月23日 令和8年3月22日 株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ　Ｋｏｕｓｙａ たけもとこうしゃ 広島県 広島市西区商工センター六丁目6番２７号 同左
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2092 28 平成28年4月13日 令和8年4月12日 髙藤建設株式会社 たかふじけんせつ 福岡県 北九州市門司区東新町一丁目1番30号 同左

2093 28 平成28年4月22日 令和8年4月21日 筑陽株式会社 ちくよう 福岡県 久留米市寺町63-15

同左

久留米市大手町5-3 ﾏﾙｾｲﾋﾞﾙ3階C号
大手町オフィス

2095 28 平成28年4月22日 令和8年4月21日 株式会社リプリーズ りぷりーず 福岡県 福岡市中央区笹丘二丁目13番33号 同左

2098 28 平成28年5月12日 令和8年5月11日 安全工業株式会社 あんぜんこうぎょう 福岡県 北九州市八幡東区尾倉一丁目12番14号 同左

2102 28 平成28年6月3日 令和8年6月2日 大洋装備株式会社 たいようそうび 福岡県 北九州市小倉北区西港町７２番３号 同左

2106 28 平成28年6月14日 令和8年6月13日 ヒロサイン商会 ひろさいんしょうかい 福岡県 久留米市荒木町荒木１９１７番地７０ 同左

2107 28 平成28年6月17日 令和8年6月16日 株式会社Ｓ・Ｔゾロ えすてぃぞろ 広島県 広島市中区舟入川口町２番３７号 同左

2110 28 平成28年7月26日 令和8年7月25日 有限会社葵巧芸社 あおいこうげいしゃ 長崎県 長崎市青山町２０番７号 同左

2112 28 平成28年8月10日 令和8年8月9日 株式会社シュウエイ しゅうえい 福岡県 福岡市博多区金の隈二丁目１７番４３号 同左

2114 28 平成28年9月5日 令和8年9月4日 株式会社笠谷ｓｉｇｎ かさたにさいん 大阪府 大阪市大正区泉尾二丁目２２番２８号 同左

2115 28 平成28年9月5日 令和8年9月4日 有限会社ビーエムアートサイン びーえむあーとさいん 福岡県 糸島市末永４４０番地３ 同左

2117 28 平成28年9月16日 令和8年9月15日 アトリエ清城 あとりえせいじょう 大分県 大分県中津市豊田町１丁目７２８番地 同左

2119 28 平成28年9月16日 令和8年9月15日 有限会社サンクリエイト さんくりえいと 福岡県 大川市大字下林６６２番地の３
福岡市中央区営業所
福岡市中央区唐人町１－５－５

2120 28 平成28年9月27日 令和8年9月26日 有限会社久保ネオン くぼねおん 福岡県 春日市桜ケ丘二丁目２３番地 同左

2121 28 平成28年9月27日 令和8年9月26日 合資会社鹿児島広告社 かごしまこうこくしゃ 鹿児島県 鹿児島市中央町２８番地１ 同左

2134 28 平成28年10月19日 令和8年10月18日 岸田看板美術社 きしだかんばんびじゅつしゃ 福岡県 朝倉郡筑前町依井１７０２番地６ 朝倉市甘木１１１７－１

2135 28 平成28年10月19日 令和8年10月18日 株式会社沖宣工社 おきせんこうしゃ 鹿児島県 鹿児島市錦江町３番２６号 同左

2137 28 平成28年10月25日 令和8年10月24日 株式会社城戸工芸 きどこうげい 福岡県 福岡市南区若久六丁目５１番１４号 同左

2138 28 平成28年10月25日 令和8年10月24日 株式会社シマカワ しまかわ 福岡県 久留米市高良内町３７９４番地５ 同左
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2139 28 平成28年11月7日 令和8年11月6日 有限会社アイワ広告社 あいわこうこくしゃ 福岡県 大野城市山田五丁目１２番１０号 同左

2141 28 平成28年11月7日 令和8年11月6日 株式会社クラウドポイント くらうどぽいんと 東京都 渋谷区渋谷二丁目１６番１号

（本社）
同左
（福岡オフィス）
福岡市博多区博多駅前４－４－２３
（大阪オフィス）
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１３F

2143 28 平成28年11月14日 令和8年11月13日 株式会社ユニークス ゆにーくす 福岡県 福岡市早良区賀茂二丁目１６番３号 同左

2144 28 平成28年11月14日 令和8年11月13日 ミラクルアート株式会社 みらくるあーと 福岡県 糟屋郡新宮町上府北三丁目５番７号 同左

2145 28 平成28年11月16日 令和8年11月15日 アイテック株式会社 あいてっく 福岡県 大野城市乙金一丁目１２番３４号 同左

2146 28 平成28年11月16日 令和8年11月15日 ハカタ工芸社 はかたこうげいしゃ 福岡県 福岡市南区平和２丁目２番２０号 同左

2148 28 平成28年11月16日 令和8年11月15日 株式会社笑和 しょうわ 福岡県 みやま市瀬高町小川２４番地４ 同左

2149 28 平成28年11月16日 令和8年11月15日 井手広告社 いでこうこくしゃ 福岡県 久留米市西町477番地8 久留米市京町216－1

2153 28 平成28年12月12日 令和8年12月11日 ニチハツ工業株式会社 にちはつこうぎょう 福岡県 福岡市南区柳瀬二丁目１５番８号 同左

2156 28 平成28年12月13日 令和8年12月12日 エス・プラン えすぷらん 熊本県 熊本市東区長嶺東５丁目１１番８号 同左

2157 28 平成28年12月19日 令和8年12月18日 有限会社井上デザイン いのうえでざいん 福岡県 久留米市太郎原町字楠町１５４５番１ 同左

2158 28 平成28年12月19日 令和8年12月18日 ツカモト広告社 つかもとこうこくしゃ 福岡県 久留米市小森野５丁目１６番１６号 同左

2160 28 平成28年12月27日 令和8年12月26日 株式会社アポロサイン あぽろさいん 福岡県 久留米市東合川五丁目６番４１号 同左

2162 28 平成29年1月10日 令和4年1月9日 株式会社セキネネオン せきねねおん 茨城県 潮来市古高３４８０番地の１ 同左

2163 28 平成29年1月16日 令和4年1月15日 合資会社秀栄社 しゅうえいしゃ 福岡県 久留米市花畑三丁目１８番地３ 同左

2165 28 平成29年1月16日 令和9年1月15日 有限会社ニシムラ工芸 にしむらこうげい 長崎県 長崎市片淵五丁目１２０７番地７ 同左

2166 28 平成29年1月16日 令和4年1月15日 株式会社総合企画 そうごうきかく 長崎県 長崎市元船町１２番１号 同左
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2167 28 平成29年1月23日 令和4年1月22日 有限会社ナルミネオン なるみねおん 宮崎県 宮崎市大字浮田１３５７番地３ 同左

2168 28 平成29年2月1日 令和9年1月31日 株式会社ホワイトパープル ほわいとぱーぷる 北海道 札幌市白石区流通センター五丁目４番２８号 同左

2169 28 平成29年2月1日 令和9年1月31日 株式会社エイムクリエイツ えいむくりえいつ 東京都 中野区中野三丁目３４番２８号 同左

2170 28 平成29年2月13日 令和4年2月12日 ｉｍｐａｃｔ いんぱくと 福岡県 春日市白水ヶ丘６－１１５ 同左

2171 28 平成29年2月13日 令和4年2月12日 株式会社アサインメディア あさいんめでぃあ 福岡県 福岡市博多区下呉服町７番４号 同左

2172 28 平成29年2月13日 令和9年2月12日 株式会社エム・ＳＩＧＮＤ えむさいんど 福岡県 久留米市安武町武島１５３番地 同左

2173 28 平成29年2月13日 令和9年2月12日 株式会社ヒロショー ひろしょー 福岡県 久留米市合川町１０５９番地の１ 同左

2174 28 平成29年2月20日 令和9年2月19日 株式会社ピースプロセス工芸 ぴーすぷろせすこうげい 福岡県 八女市黒木町黒木１６５番地 同左

2175 28 平成29年2月20日 令和9年2月19日 アートネオン有限会社 あーとねおん 福岡県 遠賀郡岡垣町大字内浦字芝原４１６番地の１ 同左

2176 28 平成29年2月20日 令和9年2月19日 株式会社アサノ工芸 あさのこうげい 福岡県 福岡市東区多の津四丁目23番21号 同左

2177 28 平成29年3月1日 令和9年2月28日 株式会社ハセケン はせけん 神奈川県 横浜市港南区下永谷六丁目７番６６号 同左

2178 28 平成29年3月1日 令和9年2月28日 九州工芸企画 きゅうしゅうこうげいきかく 福岡県 糟屋郡宇美町宇美中央３丁目１３－１４ 同左

2179 28 平成29年3月6日 令和9年3月5日 双葉工業株式会社 ふたばこうぎょう 福岡県 福岡市博多区金の隈二丁目1番30号 同左

2180 28 平成29年3月6日 令和4年3月5日 三池テント広告 みいけてんとこうこく 福岡県 大牟田市真道寺町３３－１ 同左

2181 28 平成29年3月6日 令和9年3月5日 有限会社内野印刷 うちのいんさつ 福岡県 うきは市吉井町５８８番地の１ 同左

2182 28 平成29年3月8日 令和9年3月7日 株式会社三和美研 さんわびけん 福岡県 福岡市中央区警固二丁目１８番５号 同左

2183 28 平成29年3月8日 令和9年3月7日 有限会社ユウファクトリー ゆうふぁくとりー 福岡県 福岡市博多区東那珂一丁目１３番１６号 同左

2184 28 平成29年3月21日 令和4年3月20日 株式会社トータル・プロ とーたるぷろ 福岡県 柳川市南長柄町３２番地 同左

2185 28 平成29年3月27日 令和9年3月26日 有限会社ヤマノ企画 やまのきかく 熊本県 菊池郡大津町杉水２９７３番地１ 同左

2186 28 平成29年3月27日 令和4年3月26日 スリー・ケイ すりーけい 福岡県 福岡市博多区博多駅南６丁目９番２８－２０３号 同左
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2187 28 平成29年3月27日 令和4年3月26日 有限会社九州いきた宣伝社 きゅうしゅういきたせんでんしゃ 福岡県 福岡市南区平和二丁目２５番３号 同左

2188 28 平成29年3月30日 令和9年3月29日 株式会社キハラネオン製作所 きはらねおんせいさくしょ 福岡県 福岡市東区松島三丁目１７番６号 同左

2189 29 平成29年4月3日 令和9年4月2日 有限会社Ｄ＆Ｉ　ｕｎｏ でぃあんどあいうの 福岡県 福岡市博多区豊一丁目８番２１号 同左

2190 29 平成29年4月3日 令和9年4月2日 有限会社ピーアール工房 ぴーあーるこうぼう 熊本県 玉名市大倉１５８７番地 同左

2191 29 平成29年4月6日 令和9年4月5日 株式会社都屋 みやこや 福岡県 福岡市中央区渡辺通三丁目６番２２号 同左

2192 29 平成29年4月24日 令和9年4月23日 株式会社丹青社 たんせいしゃ 東京都 港区港南一丁目２番７０号 同左

2193 29 平成29年4月24日 令和9年4月23日 ノセ工芸 のせこうげい 福岡県 久留米市朝妻町９番１２号 同左

2194 29 平成29年4月26日 令和4年4月25日 ヒグマ工房 ひぐまこうぼう 福岡県 大野城市大城４丁目１６番８号 同左

2195 29 平成29年5月1日 令和4年4月30日 有限会社サツキ工業 さつきこうぎょう 福岡県 福岡市南区高宮四丁目２３番４０－３１０号 同左

2196 29 平成29年5月1日 令和4年4月30日 Ｃ．Ｃ．デザイン しーしーでざいん 佐賀県 鳥栖市古賀町６９３番地４ 同左

2197 29 平成29年5月15日 令和4年5月14日 アド・メディア・システム あどめでぃあしすてむ 福岡県 久留米市藤光町１２７３番地６ 同左

2198 29 平成29年5月15日 令和9年5月14日 株式会社名古屋電飾 なごやでんしょく 愛知県 名古屋市中川区運河通一丁目１０５番地 同左

2199 29 平成29年5月15日 令和4年5月14日 筑豊金網工業株式会社 ちくほうかなあみこうぎょう 福岡県 福岡市博多区冷泉町１番６号 同左

2200 29 平成29年5月15日 令和4年5月14日 株式会社ファザード ふぁざーど 佐賀県 小城市小城町晴気１４２０番地１ 同左

2201 29 平成29年5月23日 令和4年5月22日 株式会社ツクリテ つくりて 福岡県 久留米市御井町４３９番地 同左

2202 29 平成29年5月29日 令和4年5月28日 株式会社スマートコムラボラトリーズ すまーとこむらぼらとりーず 東京都 千代田区有楽町一丁目１０番１号有楽町ビル 同左

2203 29 平成29年6月6日 令和4年6月5日 特定非営利活動法人北筑しょう福会 ほくちくしょうふくかい 福岡県 うきは市吉井町若宮５６番地４ 同左

2204 29 平成29年6月6日 令和4年6月5日 株式会社ボックス ぼっくす 福岡県 福岡市南区多賀一丁目４番４０号 同左

2205 29 平成29年6月6日 令和4年6月5日 有限会社ナカ・デザイン なかでざいん 福岡県 太宰府市水城一丁目２３番２８号 同左

2206 29 平成29年6月6日 令和4年6月5日 株式会社アド・サイエンス あどさいえんす 福岡県 筑紫郡那珂川町大字上梶原７９２番地の１ 同左
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2207 29 平成29年6月9日 令和4年6月8日 ヒラキテント ひらきてんと 福岡県 福岡市南区老司３丁目７番３６号 同左

2208 29 平成29年6月19日 令和4年6月18日 バリュースペース株式会社 ばりゅーすぺーす 福岡県 久留米市上津一丁目27番50号 同左

2209 29 平成29年6月19日 令和4年6月18日 株式会社近宣 きんせん 大阪府 大阪市北区西天満六丁目２番１７号
九州支社
福岡市博多区博多駅前３丁目２番８号

2210 29 平成29年6月22日 令和4年6月21日 株式会社大協社 だいきょうしゃ 大阪府 大阪市平野区長吉出戸六丁目１４番３６号 同左

2211 29 平成29年6月22日 令和4年6月21日 トム・スペースアンドサイン とむすぺーすあんどさいん 福岡県 福岡市中央区小笹１丁目１８番１２－４０６号 同左

2213 29 平成29年6月26日 令和4年6月25日 有限会社共栄 きょうえい 広島県 広島市安佐北区亀山三丁目２０番１２号 同左

2214 29 平成29年6月26日 令和4年6月25日 中央スペース開発株式会社 ちゅうおうすぺーすかいはつ 福岡県 春日市春日二丁目１４番地 同左

2215 29 平成29年7月14日 令和4年7月13日 株式会社ふくおか工芸 ふくおかこうげい 福岡県 筑紫郡那珂川町今光六丁目３９番地１ 同左

2216 29 平成29年7月14日 令和4年7月13日 有限会社マイスタークラフト まいすたーくらふと 福岡県 福岡市城南区長尾二丁目１番９号 同左

2217 29 平成29年7月14日 令和4年7月13日 株式会社阪神コンテンツリンク はんしんこんてんつりんく 大阪府 大阪市北区梅田二丁目４番１３号
大阪事業所
大阪市福島区鷺洲１丁目９番２号

2218 29 平成29年7月14日 令和4年7月13日 山王道路機材株式会社 さんのうどうろきざい 福岡県 福岡市東区原田一丁目４５番３４号 同左

2219 29 平成29年7月25日 令和4年7月24日 中村広告社 なかむらこうこくしゃ 福岡県 久留米市花畑２丁目１７番地１０ 同左

2220 29 平成29年7月25日 令和4年7月24日 株式会社シェルパ しぇるぱ 広島県 広島市東区上温品四丁目３３番２０号 同左

2221 29 平成29年8月2日 令和4年8月1日 有限会社グラッド ぐらっど 福岡県 福岡市南区鶴田一丁目２番６号 同左

2222 29 平成29年8月14日 令和4年8月13日 株式会社クラフト くらふと 福岡県 那珂川市西隈一丁目１１番１号 同左

2223 29 平成29年8月14日 令和4年8月13日 ヒュウガ美装 ひゅうがびそう 福岡県 田川市大字伊田１１１１番地５ 同左

2224 29 平成29年8月14日 令和4年8月13日 株式会社SEED しーど 福岡県
福岡市南区井尻三丁目１１番２６号
久保田ビル１F

本店
同左

久留米支店
久留米市本町１０－２６丸善ビル２F

2225 29 平成29年8月14日 令和4年8月13日 有限会社創和 そうわ 宮崎県 宮崎市高岡町下倉永２６０番地１ 同左
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2226 29 平成29年8月28日 令和4年8月27日 株式会社トレジャー広告社 とれじゃーこうこくしゃ 福岡県 北九州市八幡西区皇后崎町１番２９号 同左

2227 29 平成29年8月28日 令和4年8月27日 有限会社デザインハウス三宝企画 でざいんはうすさんぽうきかく 福岡県 みやま市瀬高町坂田８８９番地１ 同左

2228 29 平成29年9月4日 令和4年9月3日 株式会社アイデア企画 あいであきかく 福岡県 春日市白水ヶ丘四丁目１４１番地 同左

2229 29 平成29年9月4日 令和4年9月3日 石羊広告社 せきようこうこくしゃ 福岡県 大牟田市西浜田町３番地４ 同左

2230 29 平成29年9月6日 令和4年9月5日 乘富製缶工業 のりどみせいかんこうぎょう 福岡県 大川市大字三丸７８４－４ 同左

2231 29 平成29年9月6日 令和4年9月5日 株式会社タナテック たなてっく 福岡県 福岡市早良区賀茂二丁目２０番２６号 同左

2232 29 平成29年9月13日 令和4年9月12日 株式会社プルアンドプッシュ ぷるあんどぷっしゅ 東京都 目黒区中根二丁目７番１７号 同左

2233 29 平成29年9月20日 令和4年9月19日 株式会社三和企画 さんわきかく 東京都 足立区関原三丁目２４番６号 同左

2234 29 平成29年9月20日 令和4年9月19日 株式会社あひる工芸 あひるこうげい 福岡県 糟屋郡宇美町宇美三丁目１８番７号 同左

2235 29 平成29年9月25日 令和4年9月24日 株式会社パックス・トーア ばっくすとーあ 佐賀県 鹿島市古枝甲４７０番地１１ 同左

2237 29 平成29年9月25日 令和4年9月24日 和’s わーず 福岡県 福岡市南区横手４丁目２－２２－１階３号 同左

2238 29 平成29年9月28日 令和4年9月27日 リアルサポート絆 りあるさぽーときずな 山口県 防府市大字高井７０番地の１８ 同左

2239 29 平成29年9月28日 令和4年9月27日 株式会社アキヒロ あきひろ 福岡県 久留米市諏訪野町２５４４番地１ 同左

2240 29 平成29年9月28日 令和4年9月27日 株式会社ビイング びいんぐ 大分県 大分市新町１０番１８号

同左

福岡営業所
福岡市博多区綱場町１番１１号飯尾ビル２F

2241 29 平成29年10月11日 令和4年10月10日 株式会社ランドマーク新潟 らんどまーくにいがた 新潟県 新潟市西区寺地５２８番地４ 同左

2242 29 平成29年10月11日 令和4年10月10日 Ｓ．Ｉ．ＰＬＡＮ えすあいぷらん 福岡県 田川郡香春町大字中津原２５４８－２ 同左

2243 29 平成29年10月11日 令和4年10月10日 有限会社甲斐田産業 かいださんぎょう 福岡県 福岡市南区筑紫丘二丁目２４番１５号 同左

2244 29 平成29年10月11日 令和4年10月10日 有限会社ヒラキ工芸社 ひらきこうげいしゃ 福岡県 筑紫郡那珂川町片縄西四丁目１４番２号 同左

2245 29 平成29年10月18日 令和4年10月17日 有限会社熊本看板工芸社 くまもとかんばんこうげいしゃ 熊本県 熊本市南区近見八丁目６番４７号 同左

32 / 54 ページ



登録
番号

初回
登録
年度

初回登録年月日 登録有効期限 商号、名称又は氏名 よみがな
都道府県

名
所在地（法人の主たる事務所又は個人の事業所）

県内で営業する営業
所の名称、所在地

2246 29 平成29年10月18日 令和4年10月17日 北筑電業株式会社 ほくちくでんぎょう 福岡県 北九州市八幡西区陣原四丁目５番１号 同左

2247 29 平成29年10月27日 令和4年10月26日 有限会社アイアート あいあーと 福岡県 福岡市南区長丘二丁目２０番６３号 同左

2248 29 平成29年10月27日 令和4年10月26日 株式会社第一工芸社 だいいちこうげいしゃ 福岡県 北九州市小倉北区西港町１０６番地１ 同左

2249 29 平成29年10月27日 令和4年10月26日 株式会社マナプラン まなぷらん 福岡県 福岡市南区老司三丁目１６番１－２号室 同左

2250 29 平成29年10月27日 令和4年10月26日 株式会社ネオ広告 ねおこうこく 佐賀県 鳥栖市原町１０４７番地１ 同左

2251 29 平成29年11月8日 令和4年11月7日 株式会社小林工芸社 こばやしこうげいしゃ 東京都 豊島区北大塚一丁目９番１５号 同左

2252 29 平成29年11月8日 令和4年11月7日 久宣社 きゅうせんしゃ 福岡県 久留米市山本町豊田１９２番地１３ 同左

2253 29 平成29年11月8日 令和4年11月7日 株式会社ＳＰＥＣ すぺっく 東京都 新宿区西新宿七丁目３番１０号２１山京ビル７０２号 同左

2254 29 平成29年11月8日 令和4年11月7日 マサジアートギャラリー まさじあーとぎゃらりー 福岡県 飯塚市鯰田２２９９番地５ 同左

2255 29 平成29年11月14日 令和4年11月13日 有限会社ナカガワ・クラフト なかがわくらふと 福岡県 北九州市小倉北区南丘一丁目２２番９号 同左

2256 29 平成29年11月21日 令和4年11月20日 フォースサイン ふぉーすさいん 福岡県 筑紫郡那珂川町片縄西４丁目１番２４号（グランベールM・S-A棟１０１号） 筑紫郡那珂川町大字片縄１１３９－１８

2257 29 平成29年11月21日 令和4年11月20日 株式会社ウエイブ うえいぶ 福岡県 糟屋郡粕屋町花ヶ浦一丁目１２番２０号 同左

2258 29 平成29年12月4日 令和4年12月3日 株式会社ＴＳＰコーワ てぃーえすぴーこーわ 福岡県 福岡市東区八田三丁目１０番１号 同左

2259 29 平成29年12月12日 令和4年12月11日 株式会社協同プライニング きょうどうぷらいにんぐ 岡山県 倉敷市山地１０６５番地２
福岡営業所
福岡市中央区舞鶴２－４－１３九州DKビル４F

2260 29 平成29年12月13日 令和4年12月12日 総合サイン日匠 そうごうさいんにっしょう 福岡県 朝倉市杷木星丸５５３番地１６ 同左

2261 29 平成29年12月26日 令和4年12月25日 有限会社イマージュ いまーじゅ 福岡県 福岡市中央区大名二丁目９番３５号 同左

2262 29 平成29年12月28日 令和4年12月27日 株式会社ウェル・アート うぇるあーと 福岡県 北九州市八幡西区鷹の巣一丁目２番１６号 同左

2263 29 平成29年12月28日 令和4年12月27日 PLUS LABO ぷらすらぼ 福岡県 那珂川市川市今光２丁目２４番地　401 同左

2264 29 平成29年12月28日 令和4年12月27日 有限会社丸東企画 まるとうきかく 熊本県 熊本市南区南高江一丁目3番40号 同左

2266 29 平成30年1月15日 令和5年1月14日 株式会社フロンティア工芸 ふろんてぃあこうげい 福岡県 大野城市御笠川二丁目１１番２２号 同左
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2267 29 平成30年1月16日 令和5年1月15日 ひぐち工房 ひぐちこうぼう 福岡県 うきは市吉井町２２１－５ 同左

2268 29 平成30年2月15日 令和5年2月14日 有限会社富士ネオン工業社 ふじねおんこうぎょうしゃ 福岡県 城南区茶山二丁目２０番１１号 同左

2269 29 平成30年2月21日 令和5年2月20日 株式会社アール工房 あーるこうぼう 埼玉県 和光市白子三丁目１８番１８号 同左

2270 29 平成30年3月9日 令和5年3月8日 アバンギャルドフジコウ株式会社 あばんぎゃるどふじこう 愛知県 名古屋市中川区篠原橋通三丁目４８番地 同左

2271 29 平成30年3月9日 令和5年3月8日 Vサイン広告 ぶいさいんこうこく 福岡県 北九州市戸畑区天籟寺二丁目７番７－２０７号 同左

2272 29 平成30年3月9日 令和5年3月8日 有限会社エースサイン えーすさいん 福岡県 福岡市東区多の津五丁目１番２６号 同左

2273 29 平成30年3月9日 令和5年3月8日 かわの看板 かわのかんばん 福岡県 みやま市瀬高町河内８２３番地 同左

2274 29 平成30年3月22日 令和5年3月21日 ウィングメッセ株式会社 うぃんぐめっせ 神奈川県 神奈川県横浜市港北区新羽町287番地 同左

2275 29 平成30年3月22日 令和5年3月21日 株式会社Ｋ・デザイン けいでざいん 福岡県 福岡市中央区天神一丁目２番４号ＮＯＳＡＩ福岡 同左

2276 29 平成30年3月22日 令和5年3月21日 新日本創業株式会社 しんにほんそうぎょう 東京都 新宿区若葉一丁目２２番地

同左

沼津工場
静岡県沼津市足高２９４番地の３１

2277 29 平成30年3月29日 令和5年3月28日 株式会社宝広告社 たからこうこくしゃ 福岡県 福岡市中央区赤坂一丁目１５番２１号 同左

2278 29 平成30年3月29日 令和5年3月28日 ｓｉｇｎ　ｗｏｒｋｓ さいんわーくす 熊本県 熊本市東区御領５丁目９－８５ 同左

2279 30 平成30年4月10日 令和5年4月9日 シモカワ美術 しもかわびじゅつ 福岡県 福津市津屋崎４丁目３２番１６号 同左

2280 30 平成30年4月20日 令和5年4月19日 有限会社サインマーケット さいんまーけっと 佐賀県 三養基郡上峰町大字坊所２５１４番地５６ 同左

2281 30 平成30年5月15日 令和5年5月14日 アトラス あとらす 熊本県 熊本市中央区大江１丁目７番２５号 同左

2282 30 平成30年5月15日 令和5年5月14日 博多屋広芸社 はかたやこうげいしゃ 福岡県 大牟田市曙町8番地14 同左

2283 30 平成30年5月16日 令和5年5月15日 有限会社ニー・ビー・オー にーびーおー 福岡県 福岡市博多区竹下一丁目１１番２５号 同左

2284 30 平成30年5月16日 令和5年5月15日 有限会社毎日工藝 まいにちこうげい 福岡県 福岡市南区的場二丁目17番10号 同左

2285 30 平成30年5月16日 令和5年5月15日 グッドタイム合同会社 ぐっどたいむ 鹿児島県 鹿児島市西坂元町15－5 同左
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2286 30 平成30年5月29日 令和5年5月28日 服部真一 はっとりしんいち 福岡県 柳川市久々原７１７番地８ 同左

2287 30 平成30年6月7日 令和5年6月6日 有限会社ふたば工芸社 ふたばこうげいしゃ 島根県 松江市西嫁島一丁目４番1号 同左

2288 30 平成30年6月7日 令和5年6月6日 Ｋ－Ⅱサポート けーつーさぽーと 福岡県 筑紫郡那珂川町道善一丁目７７番地３ 同左

2289 30 平成30年6月7日 令和5年6月6日 HYPHEN合同会社 はいふん 福岡県 福岡市南区皿山三丁目11番8号 同左

2290 30 平成30年6月18日 令和5年6月17日 株式会社シティポスト してぃぽすと 福岡県 福岡市博多区博多駅前二丁目１９番１７号 同左

2291 30 平成30年6月27日 令和5年6月26日 株式会社サインズＦａｃｔｏｒｙ さいんずふぁくとりー 東京都 台東区浅草橋三丁目32番1号 同左

2292 30 平成30年7月12日 令和5年7月11日 株式会社アサヒファシリティズ あさひふぁしりてぃず 東京都 江東区南砂二丁目5番14号
九州支店
福岡市博多区博多駅前二丁目2番1号

2293 30 平成30年7月12日 令和5年7月11日 株式会社創輝社 そうきしゃ 静岡県 静岡市清水区鳥坂1148番地1 同左

2294 30 平成30年7月12日 令和5年7月11日 オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 おむろんふぃーるどえんじにありんぐ 東京都 目黒区三田一丁目6番21号
九州支店
福岡市博多区東比恵２－７－１

2295 30 平成30年7月13日 令和5年7月12日 株式会社Ｅ３ いーすりー 東京都 中央区京橋三丁目7番5号 同左

2296 30 平成30年7月13日 令和5年7月12日 有限会社三晃社 さんこうしゃ 福岡県 北九州市小倉北区熊本三丁目7番23号 同左

2297 30 平成30年7月31日 令和5年7月30日 株式会社ノムラアークス のむらぷろだくつ 東京都 港区台場二丁目3番5号 同左

2298 30 平成30年7月31日 令和5年7月30日 シャープマーケティングジャパン株式会社 しゃーぷまーけてぃんぐじゃぱん 大阪府 八尾市北亀井町三丁目1番72号
九州支店
福岡市博多区井相田2-12-1

2299 30 平成30年8月6日 令和5年8月5日 株式会社日産クリエイティブサービス にっさんくりえいてぃぶさーびす 神奈川県 横浜市戸塚区上矢部町２３８４番地
神奈川県横浜市戸塚区川上町87-4
N&Fビル1　3F

2300 30 平成30年8月14日 令和5年8月13日 有限会社宣サイン のぶさいん 福岡県 宗像市徳重二丁目６番２２号 宗像市徳重二丁目６番２２号

2301 30 平成30年8月20日 令和5年8月19日 株式会社プラウド ぷらうど 福岡県 福岡市西区拾六町四丁目５５番６号 福岡市中央区長浜三丁目１-１４-１Ｆ

2302 30 平成30年8月30日 令和5年8月29日 サードデザイン さーどでざいん 福岡県 久留米市東合川新町１１番５号 久留米市東合川新町１１番５号

2303 30 平成30年8月30日 令和5年8月29日 有限会社古賀広告美術社 こがこうこくびじゅつしゃ 長崎県 佐世保市大和町１１１番地３ 佐世保市大和町１１１番地３

2304 30 平成30年9月11日 令和5年9月10日 株式会社トキワビル商会 ときわびるしょうかい 福岡県 飯塚市花瀬３２番地１ 飯塚市花瀬３２番地１
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2305 30 平成30年9月11日 令和5年9月10日 株式会社サンケイディライト さんけいでぃらいと 福岡県 福岡市博多区博多駅南六丁目2番30号 福岡市博多区博多駅南六丁目2番30号

2306 30 平成30年9月11日 令和5年9月10日 メタルサイン めたるさいん 福岡県 中間市通谷三丁目２番１１号 中間市通谷三丁目２番１１号

2307 30 平成30年9月27日 令和5年9月26日 Y-craft わいくらふと 福岡県 直方市大字植木171番地197 直方市大字植木171番地197

2308 30 平成30年9月27日 令和5年9月26日 太平ビルサービス株式会社 たいへいびるさーびす 福岡県 福岡市中央区渡辺通二丁目4番8号 福岡市中央区渡辺通二丁目4番8号

2309 30 平成30年10月4日 令和5年10月3日 株式会社ワイズサイン わいずさいん 福岡県 福岡市中央区渡辺通五丁目２５番１５号 同左

2310 30 平成30年10月4日 令和5年10月3日 株式会社ＪＤサイン じぇいでぃーさいん 大分県 大分市大字下判田２０７９番地１ 同左

2311 30 平成30年10月15日 令和5年10月14日 株式会社テクニクス てくにくす 福岡県 糟屋郡新宮町大字原上１７４５番地の６ 同左

2312 30 平成30年10月24日 令和5年10月23日 株式会社エール えーる 福岡県 糟屋郡宇美町原田四丁目７番５号
福岡営業所
福岡市博多区浦田１－１１－１１
３０６号

2313 30 平成30年10月24日 令和5年10月23日 株式会社友菱 ともびし 東京都
東京都中央区築地二丁目１番
２－１０２号

同左

2314 30 平成30年10月29日 令和5年10月28日 アースサイン株式会社 あーすさいん 福岡県 福岡市東区大字香椎２６番１ 同左

2315 30 平成30年10月29日 令和5年10月28日 株式会社日動サクセス にちどうさくせす 大阪府 大阪市西区西本町一丁目７番８号 同左

2316 30 平成30年10月29日 令和5年10月28日 株式会社アドヤマイチ あどやまいち 福岡県 糟屋郡久山町大字山田１３５３番地１ 同左

2317 30 平成30年11月20日 令和5年11月19日 株式会社ソンザイクリエイト そんざいくりえいと 東京都 港区東新橋二丁目１０番７号２Ｆ 同左

2318 30 平成30年11月20日 令和5年11月19日 株式会社アールテック あーるてっく 熊本県 八代市竹原町２２３６－６ 同左

2319 30 平成30年11月30日 令和5年11月29日 株式会社ふちわき ふちわき 福岡県 北九州市八幡西区小鷺田町２番１号 同左

2320 30 平成30年11月30日 令和5年11月29日 綜合広告アート２１ そうごうこうこくあーと２１ 福岡県 北九州市八幡西区則松六丁目７番２３号

同左

遠賀店
遠賀郡遠賀町大字今古賀６０９－４

2321 30 平成30年12月19日 令和5年12月18日 ステンドギャラリーツツイ すてんどぎゃらりーつつい 福岡県 古賀市小竹５９３番地３ 同左

2322 30 平成30年12月19日 令和5年12月18日 株式会社樹サイン いつきさいん 埼玉県 志木市上宗岡三丁目６番１８号 同左
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2323 30 平成31年1月4日 令和6年1月3日 株式会社ダイス だいす 東京都 中央区日本橋堀留町一丁目５番１１号 同左

2324 30 平成31年1月16日 令和6年1月15日 株式会社アドバン あどばん 大阪府 大阪市中央区南船場二丁目５番１２号 同左

2325 30 平成31年1月16日 令和6年1月15日 株式会社サンタ・コミュニケーションズ さんた・こみゅにけーしょんず 福岡県 福岡市中央区白金一丁目２番２１号福岡渡辺通第一ビルディング５階 同左

2326 30 平成31年1月16日 令和6年1月15日 株式会社ジャオダック じゃおだっく 東京都 港区虎ノ門五丁目12番13号白井ビル5階
広島オフィス
広島県広島市中区銀山町３－１
ひろしまハイビル２１　１６F

2327 30 平成31年1月16日 令和6年1月15日 三和電業株式会社 さんわでんぎょう 香川県 高松市太田下町２５８０番地３
福岡営業所
福岡市博多区住吉２丁目１１－２７

2328 30 平成31年1月25日 令和6年1月24日 株式会社ベネフィット広告 べねふぃっとこうこく 佐賀県 神埼市神埼町鶴１４１７番地２ 同左

2329 30 平成31年1月25日 令和6年1月24日 第一工芸 だいいちこうげい 福岡県 遠賀郡水巻町頃末南１－２５－５ 同左

2330 30 平成31年2月7日 令和6年2月6日 株式会社ＷＡＯＨ わお 東京都 台東区三ノ輪一丁目28番10号丸嶋ビル6階 同左

2331 30 平成31年2月14日 令和6年2月13日 博多サイン工芸社 はかたさいんこうげいしゃ 福岡県 福岡市博多区博多駅東１丁目５番６号 同左

2332 30 平成31年2月22日 令和6年2月21日 アートサイン株式会社 あーとさいん 愛知県 名古屋市中川区外新町四丁目１１番地１ 同左

2333 30 平成31年2月22日 令和6年2月21日 有限会社チヨダピーアール ちよだぴーあーる 佐賀県 鳥栖市今泉町２４４８番地１ 同左

2334 30 平成31年2月22日 令和6年2月21日 株式会社ＡＲＵＫ．Ｄesign あるくでざいん 福岡県 福岡市中央区白金二丁目８－１２シティビル白金６階 同左

2335 30 平成31年2月27日 令和6年2月26日 前田健二 まえだけんじ 熊本県 熊本市中央区南熊本三丁目１３番１２号 同左

2336 30 平成31年2月27日 令和6年2月26日 マスターサイン ますたーさいん 福岡県 春日市弥生七丁目７番地 同左

2337 30 平成31年2月27日 令和6年2月26日 フジノ広告 ふじのこうこく 福岡県 福岡市南区野多目二丁目１０番１３号 同左

2338 30 平成31年2月27日 令和6年2月26日 宣研ロジエ株式会社 せんけんろじえ 福岡県 北九州市小倉北区若富士町７番２６号３０１ 同左

2339 30 平成31年3月4日 令和6年3月3日 アイアサン株式会社 あいあさん 愛知県 一宮市あずら三丁目９番２３号 同左

2340 30 平成31年3月14日 令和6年3月13日 株式会社ブンカ巧芸社 ぶんかこうげいしゃ 鹿児島県 鹿児島市船津町４番１号
福岡営業所
大野城市山田３丁目４－８
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2341

同左

東京本店
東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号

北海道支社
北海道札幌市東区北六条東八丁目1番10号

北東北支社
岩手県盛岡市向中野二丁目１番１号

仙台支社
宮城県仙台市泉区泉中央三丁目8番地の1

2341 30 平成31年3月26日 令和6年3月25日 大和ハウス工業株式会社 だいわはうすこうぎょう 大阪府 大阪市北区梅田三丁目３番５号

山形支店
山形県山形市白山二丁目2番2号

福島支社
福島県郡山市並木一丁目5番19

つくば支社
茨城県つくば市東新井38番地1

茨城支社
茨城県水戸市元吉田町1194番地の24

宇都宮支社
栃木県宇都宮市平松本町1111－2

群馬支社
群馬県高崎市大八木町3000番2

埼玉支社
さいたま市中央区新都心11番地1

埼玉西支社
埼玉県川越市新宿町一丁目8番地8

埼玉東支社
埼玉県越谷市新越谷二丁目17番地10

千葉支社
千葉県千葉市緑区おゆみ野3丁目19番地4
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2341 30 平成31年3月26日 令和6年3月25日 大和ハウス工業株式会社 だいわはうすこうぎょう 大阪府 大阪市北区梅田三丁目３番５号

千葉中央支社
千葉県船橋市葛飾町2丁目406番

柏支社
千葉県柏市柏260番4

城東支社
東京都江戸川区瑞江四丁目51番10号

南多摩支店
東京都八王子市南大沢１丁目8－2

多摩支店
東京都立川市泉町935－28

武蔵野支社
東京都小金井市緑町二丁目1番34号

横浜支社
神奈川県横浜市西区みなとみらい3－6－1

川崎支社
神奈川県川崎市幸区新川崎7-7

厚木支社
神奈川県厚木市酒井3120番地

相模原支店
神奈川県相模原市中央区中央3丁目1番15号

湘南支店
神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目5番23号

山梨支店
山梨県甲府市貢川本町4番19号
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富山支店
富山県富山市布瀬本町4番8

金沢支社
石川県金沢市鞍月五丁目57番地

福井支店
福井県福井市和田中2丁目2101番地

新潟支社
新潟県新潟市中央区堀之内南1丁目31番14
号

長野支店
長野県長野市平林一丁目36番3号

松本支店
長野県松本市島立872番地の2

2341 30 平成31年3月26日 令和6年3月25日 大和ハウス工業株式会社 だいわはうすこうぎょう 大阪府 大阪市北区梅田三丁目３番５号

名古屋支社
名古屋市中村区平池町4丁目60番地9

岐阜支社
岐阜県岐阜市薮田東2丁目1番6号

静岡支店
静岡県静岡市駿河区石田1丁目3番29号

浜松支店
静岡県浜松市中区高林4丁目15番27号

沼津支店
静岡県沼津市寿町5番7号

岡崎支社
愛知県岡崎市竜美南1丁目1番地8

豊田支店
愛知県豊田市寿町7丁目45番地

愛知北支社
愛知県小牧市中央2丁目172番地

四日市支社
三重県四日市市ときわ1丁目7番14号

滋賀支社
滋賀県草津市野路一丁目4番20号

40 / 54 ページ



登録
番号

初回
登録
年度

初回登録年月日 登録有効期限 商号、名称又は氏名 よみがな
都道府県

名
所在地（法人の主たる事務所又は個人の事業所）

県内で営業する営業
所の名称、所在地

京都支社
京都市伏見区竹田浄菩提院町316番地

堺支社
大阪府堺市北区中百舌鳥町4丁613番地

大阪北支店
大阪府枚方市伊加賀本町2番15号

大阪中央支店
大阪府八尾市春日町1丁目6番22号

北摂支社
大阪府箕面市箕面4丁目8番66号

神戸支社
兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番22号

2341 30 平成31年3月26日 令和6年3月25日 大和ハウス工業株式会社 だいわはうすこうぎょう 大阪府 大阪市北区梅田三丁目３番５号

姫路支店
兵庫県姫路市南駅前町26番地

阪神支店
兵庫県西宮市大屋町3番23号

奈良支社
奈良県奈良市西大寺国見町一丁目4番1－1
号

和歌山支店
和歌山県和歌山市新中島63－8

山陰支店
鳥取県米子市新開５丁目1番13号

岡山支社
岡山県岡山市北区野田4丁目6番10号

倉敷支店
岡山県倉敷市西中新田41番地1

広島支社
広島県広島市西区草津新町二丁目21番69-
11号

福山支店
広島県福山市東深津町3丁目8番40号

山口支店
山口県山口市吉敷下東四丁目19番24号
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2341 30 平成31年3月26日 令和6年3月25日 大和ハウス工業株式会社 だいわはうすこうぎょう 大阪府 大阪市北区梅田三丁目３番５号

徳島支店
徳島県徳島市山城西1丁目5番地

香川支店
香川県高松市伏石町2089番地1

愛媛支店
愛媛県松山市南江戸3丁目5－8

高知支店
高知県高知市北本町4丁目3番16号

福岡支社
福岡県福岡市博多区上牟田二丁目11番24号

北九州支社
北九州市小倉北区貴船町3番1号

久留米支店
福岡県久留米市東合川5丁目1番30号

佐賀支店
佐賀県佐賀市成章町6番5号

長崎支店
長崎県長崎市平野町4番26号

熊本支社
熊本県熊本市東区錦ケ丘18番24号

大分支店
大分県大分市萩原四丁目8番23号

宮崎支店
宮崎県宮崎市宮崎駅東1丁目4－3

2341

鹿児島支店
鹿児島県鹿児島市鴨池新町12番13号

沖縄支店
沖縄県那覇市おもろまち4丁目11番25号

2342 30 平成31年3月26日 令和6年3月25日 ハマダかんばん はまだかんばん 宮崎県 延岡市桜ヶ丘３丁目６９９０番地３４ 同左
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2343 30 平成31年3月27日 令和6年3月26日 有限会社大栄企画 だいえいきかく 茨城県 つくばみらい市絹の台五丁目１番１

同左

関西営業所
兵庫県西宮市門前町２－５

2344 30 平成31年3月27日 令和6年3月26日 株式会社内田洋行 うちだようこう 東京都 中央区新川二丁目４番７号 同左

2345 30 平成31年3月27日 令和6年3月26日 三井住友建設株式会社 みついすみともけんせつ 東京都 中央区佃二丁目１番６号
九州支店
福岡市博多区上呉服町１０番１号

2346 30 平成31年3月27日 令和6年3月26日 Ｇ－Ｓｍａｔｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 じーすまっとじゃぱん 東京都 渋谷区初台１－４６－３ 同左

2347 30 平成31年3月27日 令和6年3月26日 エムシードゥコー株式会社 えむしーどぅこー 東京都 千代田区神田錦町三丁目２３番地 同左

2348 30 平成31年3月27日 令和6年3月26日 イナバインターナショナル株式会社 いなばいんたーなしょなる 東京都 渋谷区恵比寿西一丁目１０番１１号 同左

2349 31 平成31年4月1日 令和6年3月31日
富士フイルムイメージングシステムズ株式
会社

ふじふいるむいめーじんぐし
すてむず 東京都 品川区西五反田三丁目６番３０号 同左

2350 31 平成31年4月18日 令和6年4月17日 不二化成品株式会社 ふじかせいひん 静岡県 静岡市清水区鳥坂３２７番１ 同左

2351 1 令和1年5月7日 令和6年5月6日 北九州広告　株式会社 きたきゅうしゅうこうこく 福岡県 北九州市小倉南区下貫三丁目１６番２１号 同左

2352 1 令和1年5月7日 令和6年5月6日 株式会社栄広エージェンシー えいこうえーじぇんしー 長崎県 佐世保市卸本町５番４８号 同左

2353 1 令和1年5月7日 令和6年5月6日 株式会社岡崎巧芸 おかざきこうげい 埼玉県 さいたま市岩槻区釣上新田１０８３番地１ 同左

2354 1 令和1年5月23日 令和6年5月22日 株式会社ラインアート らいんあーと 大阪府 大阪市住之江区新北島五丁目2番66号 同左

2355 1 令和1年5月23日 令和6年5月22日 黒木看板 くろきかんばん 福岡県 糟屋郡新宮町下府７丁目１０番２号 同左

2356 1 令和1年6月17日 令和6年6月16日 株式会社ＥＰＩ えぴ 福岡県 福岡市中央区渡辺通二丁目６番１２号　八千代ビル　ＹＡ５５　７０７号 同左

2357 1 令和1年6月17日 令和6年6月16日 広島クロード株式会社 ひろしまくろーど 広島県 広島市西区横川町二丁目１０番２５号 同左

2358 1 令和1年6月17日 令和6年6月16日 株式会社レガーロ れがーろ 東京都 世田谷区船橋七丁目７番８号 同左

2359 1 令和1年6月17日 令和6年6月16日 グランド印刷株式会社 ぐらんどいんさつ 福岡県 北九州市門司区松原一丁目２番５号
福岡支社
福岡市博多区博多駅南四丁目２０番１７号

2360 1 令和1年7月3日 令和6年7月2日 株式会社データコーポレーション でーたこーぽれーしょん 広島県 広島市南区東雲二丁目１４番１２号 同左
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2361 1 令和1年7月3日 令和6年7月2日 有限会社トーワ工業 とーわこうぎょうこうぎょう 福岡県 糟屋郡宇美町ゆりが丘４-５-１１ 同左

2362 1 令和1年7月3日 令和6年7月2日 あいあーと株式会社 あいあーと 福岡県 福岡市博多区麦野五丁目２番２７－５０６号 同左

2363 1 令和1年7月3日 令和6年7月2日 株式会社サイト さいと 福岡県 福岡市中央区薬院二丁目２番２４号
筑紫野支店
筑紫野市大字山口１９２９番７

2364 1 令和1年7月3日 令和6年7月2日 AZ-GRAPHICS えーずぃーぐらふぃくす 福岡県 福岡市東区美和台４丁目１番４－２号 福岡市東区下原３丁目２４－５１

2365 1 令和1年7月24日 令和6年7月23日 株式会社プロテック ぷろてっく 滋賀県 草津市橋岡町６３番地１ 同左

2366 1 令和1年7月24日 令和6年7月23日 株式会社ライフ・ウェイ らいふ・うぇい 茨城県 つくば市上原２８８番地９ 同左

2367 1 令和1年7月24日 令和6年7月23日 株式会社ＦＥＣ ふぇっく 福岡県 糟屋郡粕屋町甲仲原４丁目７番３２号 同左

2368 1 令和1年8月9日 令和6年8月8日 サインエフェクト株式会社 さいんえふぇくと 福岡県 福岡市南区長丘五丁目２５番１２号 同左

2369 1 令和1年8月9日 令和6年8月8日 株式会社クレスト くれすと 東京都 港区赤坂八丁目１０番２２号ニュー新坂ビル４Ｆ 同左

2370 1 令和1年8月9日 令和6年8月8日 株式会社協同工芸社 きょうどうこうげいしゃ 千葉県 千葉市美浜区新港１５２番地 同左

2371 1 令和1年9月4日 令和6年9月3日 株式会社ヒラカワ ひらかわ 福岡県 大野城市御笠川二丁目１０番１６号 同左

2372 1 令和1年9月4日 令和6年9月3日 アイワ広告株式会社 あいわこうこく 東京都 町田市旭町一丁目２１番１４号 同左

2373 1 令和1年9月17日 令和6年9月16日 有限会社アクト・ケイ あくとけい 福岡県 北九州市小倉南区横代葉山１７番２号 同左

2374 1 令和1年9月17日 令和6年9月16日 白羊看板店 はくようかんばんてん 佐賀県 西松浦郡有田町本町丙１８７４番地３ 同左

2375 1 令和1年9月17日 令和6年9月16日 株式会社ナディックサービス なでぃっくさーびす 鹿児島県 鹿児島市伊敷五丁目３３番２６号 同左

2376 1 令和1年9月17日 令和6年9月16日 アドマサル株式会社 あどまさる 鹿児島県 鹿児島市武三丁目４１番７号 同左

2377 1 令和1年9月17日 令和6年9月16日 株式会社Ｋ’ｓプランニング けいずぷらんにんぐ 福岡県 福岡市東区名島五丁目６７番４８－６１１号 同左

2378 1 令和1年9月17日 令和6年9月16日 日本リーテック株式会社 にっぽんりーてっく 東京都 千代田区神田錦町一丁目６番地
九州営業所
福岡県北九州市門司区西岸二丁目３番２１号

2379 1 令和1年9月17日 令和6年9月16日 株式会社コミュニティサービス こみゅにてぃさーびす 福岡県 福岡市中央区天神五丁目１０番１１号 同左
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2380 1 令和1年9月17日 令和6年9月16日 ＳＩＧＮＳＴＹＬＥ さいんすたいる 福岡県 福岡市南区弥永３丁目１９番９－５０２号 福岡県福岡市南区弥永３丁目１５－５

2381 1 令和1年10月3日 令和6年10月2日 BASE べーす 福岡県 福岡市南区皿山１丁目８番２１－２０５号 福岡県福岡市東区多の津4-5-12ＬＩＺビル1F

2382 1 令和1年10月3日 令和6年10月2日 株式会社オカザキ工業 おかざきこうぎょう 広島県 広島市西区中広町二丁目１４番１５号 同左

2383 1 令和1年10月3日 令和6年10月2日 株式会社ＧＸコーポレーション じーえっくすこーぽれーしょん 東京都 葛飾区東四つ木四丁目４４号１５号 同左

2384 1 令和1年10月3日 令和6年10月2日 株式会社ＦＳＫ えふえすけい 熊本県 熊本市東区新生一丁目１番９号ＦＳＫビル 同左

2385 1 令和1年10月3日 令和6年10月2日 梅野　親一 うめの　しんいち 福岡県 糟屋郡須惠町大字須惠２１８番地２ 同左

2386 1 令和1年10月11日 令和6年10月10日 有限会社サンサイン さんさいん 福岡県 福岡市東区多の津三丁目１番６号 同左

2387 1 令和1年10月29日 令和6年10月28日 株式会社ホンマ装美 ほんまそうび 東京都 足立区谷在家三丁目２３番２号 同左

2388 1 令和1年10月29日 令和6年10月28日 株式会社ニッセン にっせん 広島県 府中市本山町９番地２ 同左

2389 1 令和1年10月29日 令和6年10月28日 シンクリエイト しんくりえいと 福岡県 遠賀郡遠賀町島門１０番５号 同左

2390 1 令和2年1月1日 令和6年12月31日 株式会社電通 でんつう 東京都 港区東新橋一丁目８番１号

同左

中部支社
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

関西支社
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

2391 1 令和1年11月27日 令和6年11月26日 株式会社エー・ピ―・エス えーぴーえす 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津５６７２番地 同左

2392 1 令和1年12月6日 令和6年12月5日 ヨシダ宣伝株式会社 よしだせんでん 石川県 金沢市中央通町１番２２号 同左

2393 1 令和1年12月11日 令和6年12月10日 アート・スミス株式会社 あーと・すみす 福岡県 福岡市南区桧原四丁目３４番１７号 同左

2394 1 令和1年12月17日 令和6年12月16日 貼りアップ株式会社 はりあっぷ 福岡県 福岡市博多区堅粕四丁目２６番１７号 同左

2395 1 令和1年12月17日 令和6年12月16日 株式会社桃太郎 ももたろう 大阪府 大阪市中央区難波千日前７番１２号 同左
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2396 1 令和1年12月19日 令和6年12月18日 株式会社ミライト みらいと 東京都 江東区豊洲五丁目６番３６号
ミライト九州支店
福岡県福岡市博多区上呉服町10-1

2397 1 令和1年12月19日 令和6年12月18日 東芝ビジネスエキスパート株式会社 とうしばびじねすえきすぱーと 神奈川県 横浜市港北区烏山町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
（横浜市港北区鳥島町555番地）

2398 1 令和2年1月8日 令和7年1月7日 伊都デザイン広告 いとでざいんこうこく 福岡県 糸島市志摩師吉１２５番地１２ 同左

2399 1 令和2年1月8日 令和7年1月7日 トピー実業株式会社 とぴーじつぎょう 東京都 品川区大崎一丁目２番２号 同左

2400 1 令和2年2月5日 令和7年2月4日 サインプロット さいんぷろっと 熊本県 合志市御代志１６６１番地３３７ 同左

2401 1 令和2年2月5日 令和7年2月4日 広告工房ファーストプランニング こうこくこうぼうふぁーすとぷら
んにんぐ 福岡県 福岡市城南区友丘5丁目11番8号 同左

2402 1 令和2年2月17日 令和7年2月16日 タマヤ広告社 たまやこうこくしゃ 福岡県 久留米市長門石３丁目１番２４号 同左

2403 1 令和2年2月28日 令和7年2月27日 株式会社日本道路案内標識 にほんどうろあんないひょうし
き 愛知県 豊川市八幡町足洗２０番地 同左

2404 1 令和2年2月28日 令和7年2月27日 株式会社アサヒ あさひ 佐賀県 神崎市神埼町尾崎２４７２番地１ 同左

2405 1 令和2年3月9日 令和7年3月8日 岸工業株式会社 きしこうぎょう 広島県 広島市南区東雲本町二丁目１５番７号 同左

2406 1 令和2年3月9日 令和7年3月8日 株式会社システム・ワン しすてむわん 東京都 墨田区横川一丁目１２番１０号 同左

2407 1 令和2年3月12日 令和7年3月11日 株式会社JKK じぇーけーけー 東京都 杉並区井草二丁目１４番１３号 東京都新宿区新宿5-10-20

2408 1 令和2年3月26日 令和7年3月25日 スチールアーツ すちーるあーつ 兵庫県 姫路市飾東町清住２６０番地 兵庫県姫路市町坪南町２９

2409 2 令和2年4月16日 令和7年4月16日 株式会社エポックアート えぽっくあーと 大分県 大分市羽田984番地の1

同左

福岡支店
福岡市博多区博多駅南2-14-4田畑英房ビル
2階

2410 2 令和2年4月28日 令和7年4月27日 株式会社　美はる社 みはるしゃ 広島県 広島市西区三篠町１丁目14-3 同左

2411 2 令和2年4月28日 令和7年4月27日 有限会社　クガ くが 福岡県 古賀市青柳町字屋敷1104 同左

2412 2 令和2年4月28日 令和7年4月27日 セブンアート せぶんあーと 福岡県 太宰府市都府楼南5丁目2-22 同左

46 / 54 ページ



登録
番号

初回
登録
年度

初回登録年月日 登録有効期限 商号、名称又は氏名 よみがな
都道府県

名
所在地（法人の主たる事務所又は個人の事業所）

県内で営業する営業
所の名称、所在地

2413 2 令和2年5月18日 令和7年5月17日 消防標識株式会社 しょうぼうひょうしき 福岡県 福岡市博多区博多駅前４丁目４番２３号　第３岡部ビル９階

同左
久留米営業所
久留米市大手町5-33
川島第２ビル102号室

2414 2 令和2年5月18日 令和7年5月17日 株式会社アンク あんく 福岡県 福岡市中央区桜坂一丁目３－２第一信和ビル 同左

2415 2 令和2年5月25日 令和7年5月24日 マツノブ工房 まつのぶこうぼう 福岡県 筑後市大字久富100番地5 同左

2416 2 令和2年5月20日 令和7年5月19日 株式会社アルファーデザイン あるふぁーでざいん 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋282番2 同左

2417 2 令和2年5月28日 令和7年5月27日 株式会社アコードデザイン あこーどでざいん 愛知県 同左 同左

2418 2 令和2年6月2日 令和7年6月1日 有限会社パワーサイン ぱわーさいん 大分県 中津市上宮永１０３２番地４ 同左

2419 2 令和2年6月8日 令和7年6月7日 ユニット株式会社 ゆにっと 東京都 板橋区板橋二丁目３番２０号 福岡市博多区博多駅南３丁目４－３８

2420 2 令和2年6月8日 令和7年6月7日 有限会社勝栄堂巧芸社 しょうえいどうこうげいしゃ 福岡県 宗像市三郎丸２丁目１番１８号 同左

2421 2 令和2年6月8日 令和7年6月7日 西鉄エム・テック株式会社 にしてつえむ・てっく 福岡県 福岡市中央区大名二丁目４番３０号　西鉄赤坂ビル７階 福岡市南区大楠三丁目２３番１３号

2422 2 令和2年6月15日 令和7年6月14日 ヒカリ工房 ひかりこうぼう 福岡県 大牟田市大字久福木４６３番地５ 同左

2423 2 令和2年6月23日 令和7年6月22日 株式会社インパクト いんぱくと 熊本県 熊本市東区御領八丁目６番５５号 同左

2424 2 令和2年6月23日 令和7年6月22日 有限会社ヤマデン やまでん 熊本県 熊本市南区近見八丁目13番19号 同左

2425 2 令和2年6月23日 令和7年6月22日 有限会社　Ｐｉｃ ぴっく 福岡県 福岡市南区桧原五丁目１６番２４号　エクレール桧原Ⅱ３０７号 同左

2426 2 令和2年7月1日 令和7年6月30日 株式会社ツカササイン つかささいん 福岡県 福岡市博多区月隈3-8-25 同左

2427 2 令和2年7月1日 令和7年6月30日 株式会社タケノック たけのっく 福岡県 福岡市南区西長住2-16-19-103 同左

2428 2 令和2年7月1日 令和7年6月30日 株式会社フレッサ ふれっさ 神奈川県 横浜市旭区さちが丘136-37 同左

2429 2 令和2年7月1日 令和7年6月30日 SANKEIプランニング株式会社 さんけいぷらんにんぐ 東京都 北区赤羽二丁目５１番３号 同左

2430 2 令和2年7月8日 令和7年7月7日 村井　誠一 むらいせいいち 福岡県 春日市松ヶ丘６丁目５３番地６号 同左

2431 2 令和2年7月10日 令和7年7月9日 CREAD くれいど 福岡県 大野城市仲畑1-9-17 大野城市仲畑1-9-17
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2432 2 令和2年7月10日 令和7年7月9日 株式会社松匠 まつしょう 長崎県 長崎市平瀬町２番地１３
松匠福岡営業所
福岡市城南区友丘二丁目１０番３号　２階

2433 2 令和2年7月10日 令和7年7月9日 株式会社ads えーでぃーえす 東京都 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号
東京都千代田区神田錦町一丁目14番11号
バリュー神田ビル

2434 2 令和2年7月15日 令和7年7月14日 株式会社アート・スペース あーとすぺーす 熊本県 熊本市北区下硯川二丁目７番１号 同左

2435 2 令和2年7月15日 令和7年7月14日 スリーエムジャパン株式会社 すりーえむじゃぱん 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東京支店
東京都千代田区西神田３-８-１

2436 2 令和2年8月5日 令和7年8月4日 東陽工芸社 とうようこうげいしゃ 福岡県 田川郡福地町弁城2163 同左

2437 2 令和2年8月5日 令和7年8月4日 美研一曜 びけんいちよう 福岡県 那珂川市大字別所1178-44 同左

2438 2 令和2年8月5日 令和7年8月4日 株式会社アドプラス あどぷらす 三重県 三重県四日市市東富田町26番19号 同左

2439 2 令和2年8月5日 令和7年8月4日 栄光社看板店 えいこうしゃかんばんてん 福岡県 久留米市荒木町荒木１９５０番地１ 同左

2440 2 令和2年8月5日 令和7年8月4日 有限会社ヤマウ興産 やまうこうさん 福岡県 北九州市小倉南区津田四丁目４番６号 同左

2441 2 令和2年8月25日 令和7年8月24日 株式会社GATE げーと 東京都 東京都大田区西蒲田六丁目３３番７号 同左

2442 2 令和2年8月25日 令和7年8月24日 熊本広告株式会社 くまもとこうこく 熊本県 熊本県熊本市中央区保田窪一丁目10番7号 同左

2443 2 令和2年8月25日 令和7年8月24日 株式会社ジー・ツー・サイン じー・つー・さいん 大阪府 大阪府摂津市鳥飼八防一丁目22番10号　602 同左

2444 2 令和2年9月1日 令和7年8月31日 株式会社メイクイット めいくいっと 福岡県 福岡県福岡市城南区樋井川四丁目31番37号 同左

2445 2 令和2年9月14日 令和7年9月13日 合同会社建匠 けんしょう 福岡県 福岡県大野城市仲畑一丁目38番13号 同左

2446 2 令和2年9月24日 令和7年9月23日 株式会社ジーエー・タップ じーえー・たっぷ 福岡県 福岡県福岡市博多区中洲五丁目１番22号　松月堂ビル３階 同左

2447 2 令和2年9月24日 令和7年9月23日 Signs キューブ さいんずきゅーぶ 福岡県 福岡県久留米市太郎原町１４６２－１ 同左

2448 2 令和2年10月5日 令和7年10月4日 株式会社ハイテクノ はいてくの 兵庫県 兵庫県神戸市西区池上一丁目１３-１
中四国オフィス
山口県山口市吉敷下東三丁目３-３　1F

2449 2 令和2年10月5日 令和7年10月4日 株式会社ado あど 東京都 東京都千代田区神田須田町一丁目3番地 同左

2450 2 令和2年10月13日 令和7年10月12日 セイコー社 せいこーしゃ 福岡県 福岡県久留米市新合川１丁目6番65号 同左
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2451 2 令和2年10月13日 令和7年10月12日 有限会社松浦広告 まつうらこうこく 福岡県 春日市平田台一丁目１０２番地 同左

2452 2 令和2年10月22日 令和7年10月21日 有限会社プランニングアルファ ぷらんにんぐあるふぁ 福岡県 福岡県博多区東光寺町一丁目11番7号 同左

2453 2 令和2年10月22日 令和7年10月21日 株式会社アデスト あですと 東京都 東京都中央区東日本橋三丁目9番15号グラニートマルコービル 同左

2454 2 令和2年10月22日 令和7年10月21日 西九州企画 にしきゅうしゅうきかく 長崎県 長崎県佐世保市黒髪町10番43号 同左

2455 2 令和2年11月6日 令和7年11月5日 ナビック なびっく 福岡県 福岡県久留米市北野町陣屋438番地2 同左

2456 2 令和2年11月10日 令和7年11月9日 株式会社タックス たっくす 愛知県 愛知県名古屋市東区東大曽根町２９番１１号共栄ビル４E 同左

2457 2 令和2年11月10日 令和7年11月9日 株式会社LARKS らーくす 福岡県 福岡県福岡市中央区大名1-1-3-301 同左

2458 2 令和2年12月4日 令和7年12月3日 株式会社大同 だいどう 福岡県 糟屋郡志免町別府北三丁目2番13号 同左

2459 2 令和2年12月4日 令和7年12月3日 ディーアンドエム でぃーあんどえむ 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町内橋585番地6 同左

2460 2 令和2年12月4日 令和7年12月3日 ktひびき有限会社 けいてぃひびき 福岡県 福岡県北九州市小倉北区黄金二丁目5番3号 同左

2461 2 令和2年12月8日 令和7年12月7日 株式会社見昇 ちかかみ 福岡県 福岡県博多区東光二丁目2番24号 同左

2462 2 令和2年12月11日 令和8年12月10日 夢工房 ゆめこうぼう 福岡県 福岡県田川市本町6番14号 福岡県田川市大黒町9番42号

2463 2 令和2年12月11日 令和8年12月10日 株式会社　YSD わいえすでぃー 福岡県 福岡県福岡市東区唐原二丁目4番9号 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目11番29号

2464 2 令和2年12月11日 令和7年12月10日 株式会社KHR ケーエイチアール 埼玉県 埼玉県草加市青柳三丁目6番8号 同左

2465 2 令和2年12月11日 令和7年12月10日 マクテック株式会社 まくてっく 大阪府 大阪府大阪市平野区長吉長原四丁目11番20号 同左

2466 2 令和3年1月5日 令和8年1月4日 北九州広告株式会社 きたきゅうしゅうこうこく 福岡県 福岡県北九州市小倉北区片野新町三丁目1-36-408 同左

2467 2 令和3年1月5日 令和8年1月4日 株式会社佐賀テント さがてんと 佐賀県 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島179番地1 同左

2468 2 令和3年1月5日 令和8年1月4日 株式会社HIT'S-V ひっつゔい 大阪府 大阪府東大阪市長田中五丁目1番19号 同左

2469 2 令和3年1月5日 令和8年1月4日 株式会社サンコウ さんこう 兵庫県 兵庫県姫路市南条三丁目5番地 同左

2470 2 令和3年2月10日 令和8年2月9日 有限会社　そのだ広告社 そのだこうこくしゃ 大分県 大分県日田市田島本町10番23号 同左
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2471 2 令和3年2月19日 令和8年2月18日 カンテ工芸舎 かんてこうげいしゃ 福岡県 福岡県糟屋郡志免町志免東二丁目8番5号 同左

2472 2 令和3年2月19日 令和8年2月18日 株式会社　G-GRAPHY じーぐらふぃー 福岡県 福岡県福岡市中央区白金二丁目8-12シティビル白金6階 同左

2473 2 令和3年2月24日 令和8年2月23日 ADマーキングプロダクト株式会社 あどまーきんぐぷろだくと 熊本県 熊本県熊本市南区幸田二丁目10番89-2号 同左

2474 2 令和3年3月1日 令和8年2月28日 IROHA　株式会社 いろは 福岡県 福岡県北九州市小倉南区北方三丁目7番18号 同左

2475 2 令和3年3月1日 令和8年2月28日 Facetam　Design ふぁせったむ　でざいん 兵庫県 兵庫県西宮市老松町3番29号 同左

2476 2 令和3年3月1日 令和8年2月28日 K-ART けーあーと 福岡県 福岡県久留米市田主丸町森部168 同左

2477 2 令和3年3月16日 令和8年3月15日 積水ハウス株式会社 せきすいはうす 大阪府 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号

九州シャーメゾン支店
福岡市博多区博多駅前三丁目19番5号
北九州支店
北九州市小倉北区京町三丁目７番１号

2478 2 令和3年3月8日 令和8年3月7日 株式会社　看タロー かんたろー 愛知県 愛知県岡崎市六名二丁目8番地9 同左

2479 2 令和3年3月8日 令和8年3月7日 株式会社　セイエイ せいえい 福岡県 福岡県北九州市八幡西区楠橋南一丁目1番5号 同左

2480 2 令和3年3月31日 令和8年3月30日 株式会社　ベース べーす 大阪府 吹田市垂水町三丁目３３番１６号 同左

2481 2 令和3年4月8日 令和8年4月7日 合同会社　サインアソシエイツ さいんあそしえいつ 兵庫県 兵庫県宝塚市高司三丁目6番30号 同左

2482 3 令和3年4月19日 令和8年4月18日 有限会社　大阪工芸社 おおさかこうげいしゃ 福岡県 北九州市小倉北区下富野五丁目16番3号 同左

2483 3 令和3年4月27日 令和8年4月26日 有限会社　文工房 ふみこうぼう 福岡県 福岡市博多区上呉服町６番５号 同左

2484 3 令和3年5月10日 令和8年5月9日 アートヨゼフ あーとよぜふ 福岡県 久留米市国分町１５３４番地３４ 同左

2485 3 令和3年5月17日 令和8年5月16日 サインビレー さいんびれー 福岡県 筑前町依井１０２９－１ 同左

2486 2 令和3年3月4日 令和8年3月3日 株式会社　ジィアンドアイ じぃあんどあい 佐賀県 佐賀県三養基郡基山町小倉1048番地3 同左

2487 3 令和3年5月31日 令和8年5月30日 株式会社ケンセン けんせん 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区東大門２丁目２番１９号 同左
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2488 3 令和3年6月14日 令和8年6月13日 有限会社オカダ工房 おかだこうぼう 山口県 下関市一の宮学園町１７番４号 同左

2489 3 令和3年6月14日 令和8年6月13日 株式会社リプル りぷる 福岡県 福岡市博多区榎田２丁目８番３５号 同左

2490 3 令和3年6月22日 令和8年6月21日 株式会社サンアイ さんあい 福岡県 久留米市津福今町１２０番地１－３号 同左

2491 3 令和3年7月9日 令和8年7月9日 有限会社エスワイ えすわい 大分県 大分市大字城原１８５１番地 同左

2492 3 令和3年7月27日 令和8年7月26日 エースネオン電装株式会社 えーすねおんでんそう 熊本県 熊本市戸島町９７４番地１３ 同左

2493 3 令和3年7月27日 令和8年7月26日 株式会社　ミナミハラLED みなみはらえるいーでぃー 長崎県 諫早市飯盛町里２４９６番地５ 同左

2494 3 令和3年7月27日 令和8年7月26日 株式会社ペッププランニング ぺっぷぷらんにんぐ 福岡県 福岡市東区香椎駅前三丁目２４番３３３号 同左

2495 3 令和3年7月27日 令和8年7月26日 池田広告社 いけだこうこくしゃ 福岡県 朝倉市杷木若市２７８０番地１ 同左

2496 3 令和3年8月12日 令和8年8月11日 山下デザイン企画株式会社 やましたでざいんきかく 熊本県 熊本市東区小山２丁目４－５０ 同左

2497 3 令和3年8月12日 令和8年8月11日 ヒエダ広芸 ひえだこうげい 大分県 中津市大字牛神３５８番地４ 同左

2498 3 令和3年8月12日 令和8年8月11日 Ｒ．Ｙ　ｓｉｇｎ あーるさいん 福岡県 宗像市樟陽台１丁目１２番地１０ 同左

2499 3 令和3年8月12日 令和8年8月11日 和嶋工芸 わじまこうげい 福岡県 糟屋郡須惠町大字須惠８１７番地１ 同左

2500 3 令和3年8月12日 令和8年8月11日 有限会社東北エヌテイエス とうほくえぬていえす 岩手県 盛岡市三ツ割五丁目１７番２３号 同左

2501 3 令和3年8月12日 令和8年8月11日 有限会社サンコーネオン さんこーねおん 大分県 中津市大字湯屋６番地の４ 同左

2502 3 令和3年8月12日 令和8年8月11日 Quality-M's株式会社 くおりてぃーえむず 宮崎県 宮崎市高岡町五町２５１５番地 同左

2503 3 令和3年8月19日 令和8年8月18日 株式会社青葉 あおば 福岡県 福岡市東区みどりが丘三丁目１番２６号 同左

2504 3 令和3年8月26日 令和8年8月25日 サプリ さぷり 福岡県
福岡市東区筥松２丁目２０番１２号
ピュアドームスタシオン箱崎８０２号

同左

2505 3 令和3年9月8日 令和8年9月7日 株式会社ザイマックス ざいまっくす 東京都 港区赤坂一丁目１番１号

（同左）

（溜池山王営業所）
東京都千代田区永田町二丁目４番２号

2506 3 令和3年9月8日 令和8年9月7日 株式会社アドライフサイン あどらいふさいん 千葉県 千葉市稲毛区長沼町５５番地６ 同左
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2507 3 令和3年9月16日 令和8年9月15日 株式会社池上 いけがみ 大分県 大分県大分市向原東一丁目９番３号 同左

2508 3 令和3年9月16日 令和8年9月15日 株式会社中国道路施設 ちゅうごくどうろしせつ 広島県 広島市西区南観音七丁目５番１３号 同左

2509 3 令和3年9月27日 令和8年9月26日 株式会社オガワ おがわ 福岡県 糟屋郡宇美町四王寺坂二丁目２５番１７号 同左

2510 3 令和3年9月27日 令和8年9月26日 意伝株式会社 いでん 福岡県 福岡市東区和白丘二丁目５番２４－１０１号 同左

2511 3 令和3年9月27日 令和8年9月26日 株式会社三造社 さんぞうしゃ 福岡県 久留米市西町５０２番地 同左

2512 3 令和3年10月7日 令和8年10月6日 plus labo ぷらす　らぼ 福岡県 那珂川市今光２－４２－１－D１０１ 同左

2513 3 令和3年11月1日 令和8年10月31日 アイショット株式会社 あいしょっと 東京都 中央区銀座二丁目１４番６号第２松岡ビル３階 同左

2514 3 令和3年11月1日 令和8年10月31日 アートスタッフ あーとすたっふ 大分県 日田市大字日高１６４１番地１ 大分県日田市北友田３丁目３６５８

2515 3 令和3年11月1日 令和8年10月31日 株式会社サインカットサービス さいんかっとさーびす 福岡県 福岡市東区土井一丁目２３番１６号 同左

2516 3 令和3年11月4日 令和8年11月3日 株式会社西日本電機器製作所 にしにほんでんききせいさく
しょ 福岡県 北九州市門司区中町４番１号 同左

2517 3 令和3年11月8日 令和8年11月7日 有限会社OKテント工業 おーけーてんと 福岡県 筑紫野市原田二丁目１番地１２ 同左

2518 3 令和3年11月11日 令和8年11月10日 株式会社フクモト ふくもと 福岡県 飯塚市伊岐須４６１番地９ 同左

2519 3 令和3年11月11日 令和8年11月10日 絵夢企画 えむきかく 福岡県 福岡市早良区東入部８丁目２３番１０号 同左

2520 3 令和3年11月11日 令和8年11月10日 株式会社朝日工芸社 あさひこうげいしゃ 福岡県 北九州市小倉北区末広二丁目３番２５号 同左

2521 3 令和3年11月17日 令和8年11月16日 株式会社ハイトップ はいとっぷ 福岡県 福岡市南区老司五丁目４０番４１号 同左

2522 3 令和3年11月17日 令和8年11月16日 三原テント製作所 みはらてんとせいさくしょ 福岡県 行橋市行事五丁目４番３６号 同左

2523 3 令和3年11月30日 令和8年11月29日 積和建設九州株式会社 せきわけんせつきゅうしゅう 福岡県 福岡市博多区井相田二丁目１０番１３号

（福岡支店福岡事業所）
福岡市城南区東油山２－７－１７
（九州北支店北九州事業所）
北九州市小倉南区下南方２－４－１１

2524 3 令和3年12月2日 令和8年12月1日 株式会社S．S．DESIGN えすえすでざいん 大分県 大分市大字横尾３２５８番地の１ 同左

2525 3 令和3年12月2日 令和8年12月1日 MS工房 えむえすこうぼう 鹿児島県 鹿児島市川上町１５７４番地 同左
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2526 3 令和3年12月8日 令和8年12月7日 株式会社アリガ ありが 東京都 新宿区北新宿四丁目１７番６号 福岡市南区横手１－７－１

2527 3 令和3年12月15日 令和8年12月14日 有限会社ＫＯＵＥＩ こうえい 福岡県 北九州市八幡西区皇后崎町１３番１４号 同左

2528 3 令和3年12月15日 令和8年12月14日 きょうちくデザイン きょうちくでざいん 福岡県 行橋市北泉五丁目１５番２１号 同左

2529 3 令和3年12月23日 令和8年12月22日 アート工建 あーとこうけん 佐賀県 小城市小城町松尾４０９８番地１６ 小城市小城町晴気１４２０ー２

2530 3 令和3年12月23日 令和8年12月22日 Ｍａｔｓｕｏ　Ｓａｎｇｙｏ株式会社 まつおさんぎょう 福岡県 大牟田市新勝立町一丁目４８番地１ 同左

2531 3 令和4年1月5日 令和9年1月4日 株式会社雑草舎 ざっそうしゃ 福岡県 福岡市南区大楠一丁目３４番７号 同左

2532 3 令和4年1月5日 令和9年1月4日 KINEN　energy  株式会社 きねん　えなじー 大分県 日田市大字東有田２５７９番地２０ 同左

2533 3 令和4年1月5日 令和9年1月4日 株式会社サークル・アド さーくる・あど 東京都
新宿区西新宿八丁目３番３５号
(ベルヴォア西新宿１階)

同左

2534 3 令和4年1月13日 令和9年1月12日 彩光美社 さいこうびしゃ 福岡県 北九州市門司区藤松一丁目１６番１３号 同左

2535 3 令和4年1月19日 令和9年1月18日 株式会社アド通信社西部本社 あどつうしんしゃせいぶほん
しゃ 福岡県 北九州市小倉北区堺町一丁目３番１５号 福岡市早良区西新５丁目１番３０号

2536 3 令和4年1月31日 令和9年1月30日 五洋建設株式会社 ごようけんせつ 東京都 文京区後楽二丁目２番８号
九州支店
福岡市博多区博多駅東２－７－２７

2537 3 令和4年1月31日 令和9年1月30日 株式会社ワンズ・ワン わんず・わん 福岡県 福岡市東区多の津１丁目５－６ 同左

2538 3 令和4年2月7日 令和9年2月6日 梶田広美社 かじたこうびしゃ 福岡県 福岡市早良区内野１丁目７番２０号 同左

2539 3 令和4年2月7日 令和9年2月6日 あど企画 あどきかく 福岡県 久留米市城島町上青木８１１番地１ 同左

2540 3 令和4年2月7日 令和9年2月6日 キューテック きゅーてっく 福岡県 久留米市梅満町９２５－１　ジョグ六ツ門南１０４ 同左

2541 3 令和4年2月7日 令和9年2月6日 株式会社フクオカシルク ふくおかしるく 福岡県 福岡市南区横手四丁目１８番１８号 同左

2542 3 令和4年2月7日 令和9年2月6日 株式会社彩工房 いろどりこうぼう 福岡県 那珂川市松木３ー１５２－１ 同左

2543 3 令和4年2月8日 令和9年2月7日 アサヒミライズ株式会社 あさひみらいず 長崎県 佐世保市桑木場町３３０番地 同左

2544 3 令和4年2月14日 令和9年2月13日 有限会社オオバ美術工芸社 おおばびじゅつこうげいしゃ 福岡県 大野城市御笠川四丁目３番３号 同左

2545 3 令和4年2月14日 令和9年2月13日 株式会社NBクリエイト えぬびーくりえいと 福岡県 福岡市博多区博多駅東二丁目９番２５号アバンダント８４－１０３ 同左
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2546 3 令和4年2月14日 令和9年2月13日 小野川内装 おのがわないそう 大阪府 大阪市中央区島之内２丁目１３番６号９０２ 同左

2547 3 令和4年2月21日 令和9年2月20日 有限会社安藤デザイン あんどうでざいん 福岡県 北九州市小倉南区津田二丁目６番５号 同左

2548 3 令和4年2月21日 令和9年2月20日 有限会社トータル・エンジニア・システム とーたる・えんじにあ・しすて
む 長崎県 大村市桜馬場二丁目４４６番地６ 同左

2549 3 令和4年2月21日 令和9年2月20日 安芸宣興株式会社 あきせんこう 広島県 広島市中区入川口町２０番１６号 同左

2550 3 令和4年3月4日 令和9年3月3日 合資会社秀栄社 しゅうえいしゃ 福岡県 久留米市花畑三丁目１８番地３ 同左

2551 3 令和4年3月10日 令和9年3月9日 古賀　正則 こがまさのり 福岡県 久留米市西町７４１番地３０６号 同左

2552 3 令和4年3月10日 令和9年3月9日 ホイストアート有限会社 ほいすとあーと 福岡県 福岡市博多区博多駅南六丁目１３番１３号 同左

2553 3 令和4年3月10日 令和9年3月9日 有限会社浅井看板店 あさいかんばんてん 大阪府 大阪市此花区西九条二丁目７番１９号 同左

2554 3 令和4年3月23日 令和9年3月22日 株式会社日本工事広告 にほんこうじこうこく 大分県 大分市横田一丁目１０番５号 同左

2555 3 令和4年3月23日 令和9年3月22日 トータルサインプロデュースGORO とーたるさいんぷろでゅーす
ごろー 福岡県 北九州市小倉南区西貫二丁目３番４２号 同左

2556 3 令和4年3月23日 令和9年3月22日 ナンバデザイン なんばでざいん 福岡県 柳川市本船津町２０番地 柳川市椛屋町６７ー１

2557 4 令和4年4月12日 令和9年4月11日 有限会社アイ・スタジオ あいすたじお 福岡県 福岡県久留米市三瀦町西牟田6550-8 同左

2560 4 令和4年4月19日 令和9年4月18日 株式会社電通ライブ でんつうらいぶ 東京都 千代田区内幸町一丁目５番３号 同左

2561 4 令和4年4月19日 令和9年4月18日 株式会社ステッチ すてっち 群馬県 前橋市広瀬町三丁目２番地１５ 同左

2562 4 令和4年4月20日 令和9年4月19日 株式会社アド企画センター あどきかくせんたー 熊本県 熊本市東区健軍三丁目３９番１５－２０３号 同左
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