
※各登録業者の詳細については、登録（総合）振興局備え付けの「屋外広告業者登録簿」をご覧ください。 （令和5年2月10日時点）

（総合）振興局 登録番号 登録有効開始日 登録有効終了日 商号・名称または氏名 法人個人 住所 主たる営業所の名称

石狩 010001 令和3年4月5日 令和8年4月4日
松川工芸株式会社
代表取締役　松川　修

法人 札幌市 松川工芸株式会社

石狩 010004 令和3年4月5日 令和8年4月4日
西川工業株式会社
代表取締役　西川　達弘

法人 札幌市 西川工業株式会社

石狩 010005 令和3年4月5日 令和8年4月4日
株式会社サッポロ造型
代表取締役　薮　元治

法人 札幌市 株式会社サッポロ造型

石狩 010006 令和3年4月5日 令和8年4月4日
株式会社石川工房
代表取締役　石川　美日出

法人 札幌市 株式会社石川工房

石狩 010008 令和3年4月5日 令和8年4月4日
有限会社夢創造
代表取締役　佐藤　一郎

法人 札幌市 有限会社夢創造

石狩 010010 令和3年4月5日 令和8年4月4日
株式会社タイセイデンコウ
代表取締役　足森　穣

法人 札幌市 株式会社タイセイデンコウ

石狩 010011 令和3年4月6日 令和8年4月5日
札幌消火栓マーク株式会社
代表取締役　伊藤　理恵

法人 千歳市 札幌消火栓マーク株式会社

石狩 010012 令和3年4月6日 令和8年4月5日
有限会社ナブナック
取締役　中山　哲

法人 札幌市 有限会社ナブナック

石狩 010017 令和3年4月6日 令和8年4月5日
栄和サインシステム株式会社
代表取締役　我孫　子周

法人 石狩市 栄和サインシステム株式会社

石狩 010019 令和3年4月6日 令和8年4月5日
有限会社畑野電工
取締役　畑野　一眞

法人 札幌市 有限会社畑野電工

石狩 010020 令和3年4月6日 令和8年4月5日 沖田　徹 個人 江別市 オキタ工芸

石狩 010021 令和3年4月7日 令和8年4月6日
株式会社デザイン社
代表取締役　西條　雪夫

法人 札幌市 株式会社デザイン社

石狩 010022 令和3年4月7日 令和8年4月6日
株式会社日宣
代表取締役　長谷川　日出夫

法人 札幌市 株式会社日宣

石狩 010024 令和3年4月7日 令和8年4月6日
有限会社ウィズアド
取締役　天木　均

法人 札幌市 有限会社ウィズアド

石狩 010028 令和3年4月7日 令和8年4月6日
有限会社新栄展設
代表取締役　村田　徹哉

法人 札幌市 有限会社新栄展設

石狩 010029 令和3年4月7日 令和8年4月6日
株式会社松原建装
代表取締役　松原　良司

法人 札幌市 株式会社松原建装

石狩 010030 令和3年4月7日 令和8年4月6日
株式会社フジ工芸社
代表取締役　小山内　隆司

法人 札幌市 株式会社フジ工芸社

石狩 010031 令和3年4月7日 令和8年4月6日
株式会社六書堂
代表取締役　藤田　開

法人 札幌市 株式会社六書堂

石狩 010032 令和3年4月7日 令和8年4月6日
株式会社北海道五光電業
代表取締役　及川　敏一

法人 札幌市 株式会社北海道五光電業

石狩 010033 令和3年4月7日 令和8年4月6日
株式会社北大工業
代表取締役　石川　清朗

法人 北広島市 株式会社北大工業

石狩 010035 令和3年4月7日 令和8年4月6日
有限会社アップサイン
取締役　上田　義明

法人 札幌市 有限会社アップサイン

石狩 010036 令和3年4月7日 令和8年4月6日
髙木テント工業株式会社
代表取締役　西坂　陽子

法人 札幌市 髙木テント工業株式会社

石狩 010038 令和3年4月10日 令和8年4月9日
有限会社ＡＰＴ
取締役　杉上　雅浩

法人 札幌市 有限会社ＡＰＴ

石狩 010043 令和3年4月10日 令和8年4月9日
株式会社丸竹竹田組
代表取締役社長　竹田　邦治

法人 札幌市 株式会社丸竹竹田組

石狩 010047 令和3年4月10日 令和8年4月9日
株式会社マルヒラ
代表取締役 大野 俊太郎

法人 札幌市 株式会社マルヒラ

石狩 010048 令和3年4月10日 令和8年4月9日
有限会社ベーシック
代表取締役　臺丸谷　哲也

法人 札幌市 有限会社ベーシック

石狩 010049 令和3年4月10日 令和8年4月9日
有限会社オチスタジオ
代表取締役　越智　一治

法人 札幌市 有限会社オチスタジオ

石狩 010051 令和3年4月11日 令和8年4月10日
有限会社ホクセー工房
代表取締役　成田　徹

法人 札幌市 有限会社ホクセー工房

石狩 010053 令和3年4月11日 令和8年4月10日
株式会社備広
代表取締役 平木　達人

法人 東京都 株式会社備広

石狩 010054 令和3年4月11日 令和8年4月10日
株式会社札幌芸宣
代表取締役 前﨑聖一

法人 札幌市 株式会社札幌芸宣

石狩 010055 令和3年4月11日 令和8年4月10日
株式会社ライジングアート
代表取締役　廣瀬　正近

法人 札幌市 株式会社ライジングアート

石狩 010056 令和3年4月12日 令和8年4月10日
旭エンジニアリング株式会社
代表取締役　星野　恭亮

法人 札幌市 旭エンジニアリング株式会社

石狩 010061 令和3年4月12日 令和8年4月11日
株式会社なかむら美巧社
代表取締役 中村　明彦

法人 札幌市 株式会社なかむら美巧社

石狩 010062 令和3年4月12日 令和8年4月11日
株式会社五常
代表取締役　松浦　恭久

法人 札幌市 株式会社五常

石狩 010063 令和3年4月12日 令和8年4月11日
北海道クロード株式会社
代表取締役　朝倉　正人

法人 札幌市 北海道クロード株式会社

石狩 010064 令和3年4月12日 令和8年4月11日
有限会社エス・ピード
代表取締役　正木　英二

法人 札幌市 有限会社エス・ピード

石狩 010066 令和3年4月13日 令和8年4月12日
有限会社小野鉄工所
取締役　阿部　健一

法人 札幌市 有限会社小野鉄工所

石狩 010067 令和3年4月13日 令和8年4月12日
株式会社ワイズサイン
代表取締役　吉川　俊弥

法人 札幌市 株式会社ワイズサイン

石狩 010068 令和3年4月13日 令和8年4月12日
北電興業株式会社
取締役社長　氏家　和彦

法人 札幌市 北電興業株式会社広告部

石狩 010070 令和3年4月14日 令和8年4月12日
株式会社昌文堂
代表取締役　櫻田　卓士

法人 札幌市 株式会社昌文堂

石狩 010071 令和3年4月13日 令和8年4月12日
株式会社札幌協和
代表取締役　沼田　元基

法人 札幌市 株式会社札幌協和

石狩 010072 令和3年4月14日 令和8年4月13日
株式会社ライオン工芸
代表取締役　楢原　武蔵

法人 札幌市 株式会社ライオン工芸

石狩 010073 令和3年4月14日 令和8年4月13日 三上　英樹 個人 札幌市 看板屋カミック

石狩 010076 令和3年4月14日 令和8年4月13日
西武企画株式会社
代表取締役　乙訓　伊佐夫

法人 札幌市 西武企画株式会社

石狩 010077 令和3年4月19日 令和8年4月18日
有限会社イロエ・アート
代表取締役　小田　章由

法人 札幌市 有限会社イロエ・アート

石狩 010081 令和3年4月19日 令和8年4月18日
株式会社赤帽子
代表取締役　原田　和夫

法人 札幌市 株式会社赤帽子

石狩 010082 令和3年4月19日 令和8年4月18日
株式会社アルファー造形
代表取締役　新田　廣司

法人 札幌市 株式会社アルファー造形

石狩 010083 令和3年4月19日 令和8年4月18日
株式会社アーティクル
代表取締役  石川　博詞

法人 札幌市 株式会社アーティクル

石狩 010084 令和3年4月19日 令和8年4月18日 火ノ川　隆市 個人 札幌市 火ノ川　隆市

石狩 010086 令和3年4月25日 令和8年4月24日
株式会社コウキ
代表取締役板垣幸作

法人 札幌市 株式会社コウキ

石狩 010087 令和3年4月25日 令和8年4月24日
株式会社クリエート工房
代表取締役　西野　昭平

法人 札幌市 株式会社クリエート工房

石狩 010088 令和3年4月25日 令和8年4月24日
三友鉄建株式会社
代表取締役 澤井　育雄

法人 札幌市 三友鉄建株式会社

屋外広告業登録業者一覧（北海道）



（総合）振興局 登録番号 登録有効開始日 登録有効終了日 商号・名称または氏名 法人個人 住所 主たる営業所の名称

石狩 010090 令和3年4月25日 令和8年4月24日
サイゴク株式会社
代表取締役　西國　宏治

法人 札幌市 サイゴク株式会社

石狩 010092 令和3年4月25日 令和8年4月24日
有限会社ファサード
代表取締役　井寺　裕二

法人 札幌市 有限会社ファサード

石狩 010093 令和3年4月26日 令和8年4月25日
日本クリエート株式会社
代表取締役　西田　武

法人 札幌市 日本クリエート株式会社

石狩 010095 令和3年4月28日 令和8年4月27日
株式会社オヌマ工芸
代表取締役　小沼　茂

法人 札幌市 株式会社オヌマ工芸

石狩 010096 令和3年4月28日 令和8年4月27日
株式会社日本ファシリティ
代表取締役　対馬　義彦

法人 札幌市 株式会社日本ファシリティ

石狩 010097 令和3年4月28日 令和8年4月27日
株式会社エヌエス興業
代表取締役　松本　有継

法人 札幌市 株式会社エヌエス興業

石狩 010098 令和3年5月1日 令和8年4月30日
株式会社山陽工房
代表取締役　森永　栄治

法人 岡山県 株式会社山陽工房

石狩 010103 令和3年5月8日 令和8年5月7日 渡部　純子 個人 札幌市 ビート・スタッフ

石狩 010104 令和3年5月11日 令和8年5月10日
オリオンセールスプロモーション株式会社
代表取締役　渡邉　武志

法人 東京都 オリオンセールスプロモーション株式会社　東京本社

石狩 010105 令和3年5月11日 令和8年5月10日
表示灯株式会社
代表取締役社長　德毛　孝裕

法人 愛知県 表示灯株式会社　札幌支社

石狩 010106 令和3年5月11日 令和8年5月10日
株式会社昭和ネオン
代表取締役　髙村　祐次郎

法人 東京都 株式会社昭和ネオン　札幌営業所

石狩 010108 令和3年5月15日 令和8年5月14日
株式会社樹脂プラン
代表取締役　横野　浩一

法人 札幌市 株式会社樹脂プラン

石狩 010110 令和3年5月16日 令和8年5月15日
株式会社エス・エー・デイ
代表取締役　丸川　欽一郎

法人 札幌市 株式会社エス・エー・デイ

石狩 010111 令和3年5月17日 令和8年5月16日
東亜レジン株式会社
代表取締役　永井　茂智

法人 東京都 東亜レジン株式会社　札幌営業所

石狩 010112 令和3年5月17日 令和8年5月16日
株式会社ニュー・アート
代表取締役　新宅　紀之

法人 広島県 株式会社ニュー・アート

石狩 010113 令和3年5月18日 令和8年5月17日
有限会社伊藤システム企画
代表取締役　伊藤　典博

法人 札幌市 有限会社伊藤システム企画

石狩 010114 令和3年5月22日 令和8年5月21日
株式会社TAKAKU
代表取締役高久尚彦

法人 札幌市 株式会社TAKAKU

石狩 010117 令和3年5月25日 令和8年5月24日
ウチノ看板株式会社
代表取締役　内野　正幸

法人 埼玉県 ウチノ看板株式会社

石狩 010119 令和5年5月29日 令和8年5月28日
朝日エティック株式会社
代表取締役　樋口　知以

法人 大阪府 朝日エティック株式会社　札幌支店

石狩 010122 令和3年6月5日 令和8年6月4日 岩見　忠義 個人 千歳市 イワミ看板

石狩 010123 令和3年6月5日 令和8年6月4日
株式会社フクイ製作所
代表取締役　福井　智明

法人 札幌市 株式会社フクイ製作所

石狩 010129 令和3年6月13日 令和8年6月12日
ダイテック株式会社
代表取締役　黒澤　裕一

法人 東京都 ダイテック株式会社

石狩 010132 令和3年6月17日 令和8年6月15日
株式会社富士電工
代表取締役　松浦　有祐

法人 札幌市 株式会社富士電工

石狩 010133 令和3年6月16日 令和8年6月15日
株式会社エキスプレス社
代表取締役　草賀　則彦

法人 東京都 株式会社エキスプレス社

石狩 010135 令和3年6月22日 令和8年6月21日
株式会社イチイ工芸
代表取締役　池内　勝

法人 札幌市 株式会社イチイ工芸

石狩 010137 令和3年6月26日 令和8年6月25日
株式会社ハセガワーク
代表取締役　近藤　博

法人 福島県 株式会社ハセガワーク　札幌営業所

石狩 010139 令和3年6月27日 令和8年6月26日
株式会社中村工社
代表取締役　中村　朋生

法人 広島県 株式会社中村工社

石狩 010140 令和3年6月27日 令和8年6月26日
株式会社サクラ工芸
代表取締役　桜木　亘

法人 札幌市 株式会社サクラ工芸

石狩 010142 令和3年7月3日 令和8年7月2日
株式会社キョウエイアドインターナショナル
代表取締役　廣瀬　勝巳

法人 東京都 株式会社キョウエイアドインターナショナル　札幌支社

石狩 010143 令和3年7月3日 令和8年7月2日
有限会社小林工芸社
取締役　小林　貴彦

法人 札幌市 有限会社小林工芸社

石狩 010144 令和3年7月3日 令和8年7月2日
株式会社コトブキネオン
代表取締役　茂呂　展夫

法人 東京都 株式会社コトブキネオン

石狩 010145 令和3年7月5日 令和8年7月4日
フィールド・クラブ株式会社
代表取締役　河崎　紀行

法人 北広島市 フィールド・クラブ株式会社

石狩 010148 令和3年7月7日 令和8年7月6日
有限会社エースサイン
代表取締役 佐藤 修一

法人 札幌市 有限会社エースサイン

石狩 010149 令和3年7月7日 令和8年7月6日
有限会社みうら工芸
代表取締役　三浦　公雄

法人 札幌市 有限会社みうら工芸

石狩 010150 令和3年7月18日 令和8年7月17日
株式会社ピー・エム・シー
代表取締役　縁本　秀喜

法人 札幌市 株式会社ピー・エム・シー

石狩 010151 令和3年7月18日 令和8年7月17日
株式会社弘亜社
代表取締役　大村　寿一郎

法人 東京都 株式会社弘亜社

石狩 010154 令和3年7月19日 令和8年7月18日
株式会社トップマーキング
代表取締役　太田　隆明

法人 札幌市 株式会社トップマーキング

石狩 010156 令和3年7月19日 令和8年7月18日
株式会社昭和化成
代表取締役　田中　康夫

法人 東京都 株式会社昭和化成

石狩 010157 令和3年7月28日 令和8年7月27日
長田広告株式会社
代表取締役　長田　一郎

法人 愛知県 長田広告株式会社　札幌営業所

石狩 010159 令和3年7月28日 令和8年7月27日
株式会社日東建装社
代表取締役　野髙 俊彦

法人 大阪府 株式会社日東建装社

石狩 010160 令和3年7月28日 令和8年7月27日
株式会社トーアコーポレーション
代表取締役社長　乙守　典厚

法人 兵庫県 株式会社トーアコーポレーション　神戸支店

石狩 010161 令和3年7月28日 令和8年7月27日
有限会社ワークアップ
代表取締役　横澤　智誠

法人 札幌市 有限会社ワークアップ

石狩 010162 令和3年7月28日 令和8年7月27日
株式会社フレンズ
代表取締役　益井　秀樹

法人 札幌市 株式会社フレンズ

石狩 010164 令和3年7月28日 令和8年7月27日
株式会社スクラッチビルド
代表取締役　柳瀬　尚樹

法人 札幌市 株式会社スクラッチビルド

石狩 010165 令和3年8月10日 令和8年8月9日 長谷川　喜一 個人 札幌市 看板処はせがわ

石狩 010167 令和3年8月10日 令和8年8月9日
株式会社サインランド
代表取締役　悪七　俊昭

法人 札幌市 株式会社サインランド

石狩 010170 令和3年8月15日 令和8年8月14日
株式会社シープ
代表取締役　藤東　宣博

法人 札幌市 株式会社シープ

石狩 010171 令和3年8月22日 令和8年8月21日
株式会社ホワイトパープル
代表取締役　林　昌彦

法人 札幌市 株式会社ホワイトパープル

石狩 010174 令和3年8月28日 令和8年8月27日
日本標示株式会社
代表取締役　酒井　紀典

法人 札幌市 日本標示株式会社

石狩 010176 令和3年8月28日 令和8年8月27日
株式会社ホンマ装美
代表取締役　本間　伸明

法人 東京都 株式会社ホンマ装美

石狩 010178 令和3年8月29日 令和8年8月28日
株式会社エムシーファクトリー
代表取締役　松原　良司

法人 札幌市 株式会社エムシーファクトリー

石狩 010181 令和3年8月29日 令和8年8月28日
株式会社電通ライブ
代表取締役　髙木　正彦

法人 東京都 株式会社電通ライブ

石狩 010182 令和3年8月29日 令和8年8月28日
有限会社祭屋
取締役　新谷　勲

法人 札幌市 有限会社祭屋

石狩 010183 令和3年9月7日 令和8年9月6日
東和レジスター北都販売株式会社
代表取締役　竹生　功

法人 札幌市 東和レジスター北都販売株式会社



（総合）振興局 登録番号 登録有効開始日 登録有効終了日 商号・名称または氏名 法人個人 住所 主たる営業所の名称

石狩 010188 令和3年9月8日 令和8年9月6日
株式会社コムズ
代表取締役　糸山　実

法人 東京都 株式会社コムズ

石狩 010189 令和3年9月7日 令和8年9月6日
大成建設株式会社
代表取締役社長　相川　善郎

法人 東京都 大成建設株式会社　札幌支店

石狩 010190 令和3年9月13日 令和8年9月12日
株式会社北海道朝日広告社
代表取締役社長　上野　英一

法人 札幌市 株式会社北海道朝日広告社

石狩 010191 令和3年9月14日 令和8年9月12日
株式会社オバラ工芸
代表取締役　小原　一之

法人 札幌市 株式会社オバラ工芸

石狩 010192 令和3年9月14日 令和8年9月12日
有限会社じゆん工芸
代表取締役　澤田　佳孝

法人 北広島市 有限会社じゆん工芸

石狩 010195 令和3年9月13日 令和8年9月12日
有限会社共進工芸
代表取締役　鷲野　昇一

法人 札幌市 有限会社共進工芸

石狩 010197 令和3年9月13日 令和8年9月12日
株式会社特殊印刷
代表取締役　川村　高広

法人 札幌市 株式会社特殊印刷

石狩 010198 令和3年9月22日 令和8年9月20日
株式会社電通北海道
代表取締役　沖津　充男

法人 札幌市 株式会社電通北海道

石狩 010206 令和3年9月21日 令和8年9月20日
株式会社三昭堂
代表取締役　水野　利晴

法人 愛知県 株式会社三昭堂

石狩 010209 令和3年9月22日 令和8年9月20日
株式会社東宣エイディ
代表取締役　西井　遼

法人 東京都 株式会社東宣エイディ　札幌営業所

石狩 010210 令和3年9月21日 令和8年9月20日
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ
代表取締役　大山　俊哉

法人 東京都 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ　

石狩 010213 令和3年9月21日 令和8年9月20日 堀川　久司 個人 千歳市 フリーハンド

石狩 010215 令和3年9月21日 令和8年9月20日
清水建設株式会社
代表取締役　井上　和幸

法人 東京都 清水建設株式会社　北海道支店

石狩 010222 令和3年9月22日 令和8年9月21日
株式会社乃村工藝社
代表取締役　社長執行役員  榎本　修次

法人 東京都 株式会社乃村工藝社

石狩 010223 令和3年9月26日 令和8年9月25日
有限会社ワタナベ工芸社
代表取締役　渡邊　一貴

法人 札幌市 有限会社ワタナベ工芸社

石狩 010230 令和3年9月26日 令和8年9月25日
株式会社ジェイ・シー・エス・クリエーティブ
代表取締役　宇都宮　純一

法人 札幌市 株式会社ジェイ・シー・エス・クリエーティブ

石狩 010231 令和3年9月26日 令和8年9月25日
有限会社イケヤ宏芸
代表取締役　池谷　一徳

法人 札幌市 有限会社イケヤ宏芸

石狩 010234 令和3年9月28日 令和8年9月26日
株式会社北光社
代表取締役　関　俊夫

法人 札幌市 株式会社北光社

石狩 010236 令和3年9月28日 令和8年9月26日
藤塗装工業株式会社
代表取締役　後藤　一樹

法人 江別市 藤塗装工業株式会社

石狩 010240 令和3年9月30日 令和8年9月28日
株式会社エイ・アップス
代表取締役　銭谷　和久

法人 札幌市 株式会社エイ・アップス

石狩 010242 令和3年9月29日 令和8年9月28日
有限会社光工芸社
代表取締役　瀧ヶ平　勲

法人 札幌市 有限会社光工芸社

石狩 010246 令和3年10月18日 令和8年10月17日
株式会社丹青社
代表取締役　高橋　貴志

法人 東京都 株式会社丹青社

石狩 010248 令和3年10月19日 令和8年10月17日
株式会社しばた工芸
代表取締役社長　柴田　彰夫

法人 栃木県 株式会社しばた工芸

石狩 010250 令和3年10月31日 令和8年10月29日
有限会社フジサイン
代表取締役　伊藤　優一

法人 札幌市 有限会社フジサイン

石狩 010252 令和3年10月30日 令和8年10月29日
株式会社オリコム
代表取締役　大塚　尚司

法人 東京都 株式会社オリコム　札幌支社

石狩 010257 令和3年11月2日 令和8年11月1日
鹿島建設株式会社
代表取締役社長　天野　裕正

法人 東京都 鹿島建設株式会社　北海道支店

石狩 010258 令和3年11月7日 令和8年11月5日
タイガー株式会社
代表取締役　山﨑直樹

法人 東京都 タイガー株式会社

石狩 010259 令和3年11月6日 令和8年11月5日
株式会社ナーカル
代表取締役　飯原　輝幸

法人 札幌市 株式会社ナーカル

石狩 010261 令和3年11月14日 令和8年11月12日
有限会社ケーイング
代表取締役　駿河　勝洋

法人 札幌市 有限会社ケーイング

石狩 010262 令和3年11月15日 令和8年11月14日
三和サインワークス株式会社
代表取締役　松岡　賢一

法人 大阪府 三和サインワークス株式会社

石狩 010263 令和3年11月17日 令和8年11月16日
北洋工芸株式会社
代表取締役　小松　信弘

法人 札幌市 北洋工芸株式会社

石狩 010267 令和3年12月14日 令和8年12月13日
株式会社和地建設工業
代表取締役　和地　震治

法人 札幌市 株式会社和地建設工業

石狩 010271 令和4年2月2日 令和9年1月31日
エージーエス株式会社
代表取締役　原口　友一

法人 札幌市 エージーエス株式会社

石狩 010273 令和4年3月6日 令和9年3月4日
株式会社アーキ・アドサイン
代表取締役　大越　洋子

法人 札幌市 株式会社アーキ・アドサイン

石狩 010275 令和4年3月21日 令和9年3月19日
丸喜運輸株式会社
代表取締役社長　工藤　賢一

法人 札幌市 丸喜運輸株式会社

石狩 010277 令和4年4月7日 令和9年4月6日
株式会社サインプロ
代表取締役　小林　博康

法人 札幌市 株式会社サインプロ

石狩 010279 令和4年4月12日 令和9年4月11日
株式会社大宣
代表取締役　炭本　光輝

法人 大阪府 株式会社大宣

石狩 010280 令和4年4月21日 令和9年4月20日
司株式会社
代表取締役　久積　正行

法人 札幌市 司株式会社

石狩 010282 令和4年4月26日 令和9年4月25日
山王スペース＆レンタル株式会社
代表取締役　小村 太一

法人 東京都 山王スペース＆レンタル株式会社

石狩 010284 令和4年6月6日 令和9年6月5日
株式会社ベッツクリエーション
代表取締役　坂井　忠夫

法人 札幌市 株式会社ベッツクリエーション

石狩 010287 令和4年6月14日 令和9年6月13日
株式会社小林工芸社
代表取締役　丸田　亨

法人 東京都 株式会社小林工芸社

石狩 010288 令和4年6月16日 令和9年6月15日
株式会社共栄企画
代表取締役　本儀　純

法人 大阪府 株式会社共栄企画

石狩 010293 令和4年8月11日 令和9年8月10日
株式会社アド秋田
代表取締役　筒井　崇之

法人 秋田県 株式会社アド秋田

石狩 010297 令和4年9月13日 令和9年9月12日
株式会社共同広告社
代表取締役　髙坂　正史

法人 東京都 株式会社共同広告社

石狩 010298 令和4年9月13日 令和9年9月12日
株式会社セキネネオン
代表取締役　関根　英輔

法人 茨城県 株式会社セキネネオン

石狩 010301 令和4年10月5日 令和9年10月4日
株式会社三田商店
代表取締役社長　三田　義之

法人 岩手県 株式会社三田商店　札幌支店

石狩 010302 令和4年10月5日 令和9年10月4日
東京美装北海道株式会社
代表取締役社長　小野　宏道

法人 札幌市 東京美装北海道株式会社

石狩 010306 令和4年10月16日 令和9年10月15日 富塚　久雄 個人 札幌市 富塚看板塗装工業

石狩 010307 令和4年10月19日 令和9年10月18日
ヨシダ宣伝株式会社
代表取締役　松井　渉

法人 石川県 ヨシダ宣伝株式会社

石狩 010309 令和4年10月31日 令和9年10月30日
有限会社ダイテック
取締役　大浦　寛

法人 札幌市 有限会社ダイテック

石狩 010310 令和4年11月10日 令和9年11月9日
株式会社ウイズライト
代表取締役　池田　真

法人 札幌市 株式会社ウイズライト

石狩 010311 令和4年11月16日 令和9年11月15日
有限会社イサ工芸
代表取締役　井佐　一也

法人 新潟県 有限会社イサ工芸

石狩 010317 令和4年1月26日 令和9年1月25日
有限会社レタリングカマダ
代表取締役　鎌田　敏明

法人 札幌市 有限会社レタリングカマダ

石狩 010318 令和5年1月30日 令和10年1月29日
株式会社Ｔ＆Ｔアド
代表取締役　木谷　泰夫

法人 東京都 株式会社Ｔ＆Ｔアド
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石狩 010319 令和4年2月9日 令和9年2月8日
株式会社ネオ
代表取締役　伊藤　利美

法人 札幌市 株式会社ネオ　札幌営業所

石狩 010320 令和5年2月9日 令和10年2月8日
株式会社ワイズクリエイト
代表取締役　佐々木　佳則

法人 江別市 株式会社ワイズクリエイト

石狩 010322 令和5年3月5日 令和10年3月4日
株式会社古川広告社
代表取締役社長　小安　德郎

法人 大阪府 株式会社古川広告社　札幌営業所

石狩 010323 平成30年3月29日 令和5年3月28日
株式会社プライニング
代表取締役 佐藤　正千賀

法人 札幌市 株式会社プライニング

石狩 010324 平成30年4月9日 令和5年4月8日
西松建設株式会社
代表取締役社長　髙瀨　伸利

法人 東京都 西松建設株式会社　札幌支店

石狩 010326 令和5年4月23日 令和10年4月22日
株式会社ゼロ・プランニング
代表取締役　大竹　彰

法人 北広島市 株式会社ゼロ・プランニング

石狩 010329 平成30年6月13日 令和5年6月12日
有限会社ビーマテリアル
代表取締役　柴谷　康男

法人 札幌市 有限会社ビーマテリアル

石狩 010330 平成30年7月1日 令和5年6月30日
株式会社友菱
代表取締役　早田　確

法人 東京都 株式会社友菱

石狩 010331 平成30年7月1日 令和5年6月30日
GCストーリー株式会社
代表取締役社長　西坂　勇人

法人 東京都 GＣストーリー株式会社

石狩 010333 平成30年8月27日 令和5年8月26日
朝日電装株式会社
代表取締役　塚脇　義明

法人 大阪府 朝日電装株式会社

石狩 010336 平成30年9月18日 令和5年9月17日
４５アイズ株式会社
代表取締役 大塚　逸平

法人 東京都 ４５アイズ株式会社

石狩 010337 平成30年9月20日 令和5年9月19日
株式会社フロンテッジ
代表取締役　高瀨　竜一郎

法人 東京都 株式会社フロンテッジ

石狩 010338 平成30年9月25日 令和5年9月24日
アオイネオン株式会社
代表取締役　菅野　栄一

法人 静岡県 アオイネオン株式会社　東京本社

石狩 010347 平成30年11月29日 令和5年11月28日
株式会社スペース
代表取締役　佐々木　靖浩

法人 東京都 株式会社スペース　東京事業本部

石狩 010348 平成30年11月29日 令和5年11月28日
株式会社ノースビーム
代表取締役　貴下　昌良

法人 札幌市 株式会社ノースビーム

石狩 010349 平成30年12月27日 令和5年12月26日 鳴海　早希子 個人 札幌市 マイ・プレート

石狩 010350 平成31年1月27日 令和6年1月26日
株式会社レンタルのニッケン
代表取締役　南岡　正剛

法人 東京都 株式会社レンタルのニッケン　札幌営業所

石狩 010351 平成31年1月30日 令和6年1月29日
有限会社ワン・ナップ
代表取締役 澁谷　聖晴

法人 札幌市 有限会社ワン・ナップ

石狩 010352 平成31年3月11日 令和6年3月10日
フィールドマウンテン合同会社
代表社員　畑山　博之

法人 千歳市 フィールドマウンテン

石狩 010358 平成31年4月21日 令和6年4月20日
株式会社ナンシンデザイン
代表取締役　石黒　哲也

法人 札幌市 株式会社ナンシンデザイン

石狩 010360 令和1年5月22日 令和6年5月21日 東海林　和弘 個人 江別市 東和サインアート

石狩 010361 令和1年5月30日 令和6年5月29日
北海産業株式会社
代表取締役社長　伊藤　光雄

法人 苫小牧市 北海産業株式会社　札幌営業所

石狩 010363 令和1年6月6日 令和6年6月5日
有限会社アド・プロ・ハセガワ
代表取締役　長谷川　久壽

法人 札幌市 有限会社アド・プロ・ハセガワ

石狩 010367 令和1年7月9日 令和6年7月8日
株式会社インサイト
代表取締役　浅井　一

法人 札幌市 株式会社インサイト

石狩 010368 令和1年9月5日 令和6年9月4日
株式会社ノグチ工芸
代表取締役　野口　誠

法人 札幌市 株式会社ノグチ工芸

石狩 010369 令和1年9月16日 令和6年9月15日
有限会社ノベル
代表取締役上澤千尋

法人 札幌市 有限会社ノベル

石狩 010370 令和1年9月16日 令和6年9月15日 佐藤　嘉彦 個人 千歳市 佐藤嘉彦行政書士事務所

石狩 010371 令和1年10月7日 令和6年10月6日
株式会社イーグル産業
代表取締役 深田　順市

法人 埼玉県 株式会社イーグル産業

石狩 010372 令和1年10月20日 令和6年10月19日 山本　章 個人 江別市 山本　章

石狩 010373 令和1年11月10日 令和6年11月9日
株式会社大林組
取締役社長　蓮輪　賢治

法人 東京都 株式会社大林組札幌支店

石狩 010374 令和1年11月11日 令和6年11月10日
株式会社綜合デザイン
代表取締役社長　西川　剛

法人 東京都 株式会社綜合デザイン　札幌営業所

石狩 010376 平成31年1月9日 令和6年1月8日
株式会社エス・ディーひかり工芸
代表取締役社長　池崎　潤

法人 札幌市 株式会社エス・ディーひかり工芸

石狩 010380 令和2年3月17日 令和7年3月16日
株式会社ナオヰ工芸社
代表取締役　直井　泰憲

法人 札幌市 株式会社ナオヰ工芸社

石狩 010383 令和2年4月3日 令和7年4月2日
株式会社サインマック
代表取締役　小幡　眞規

法人 札幌市 株式会社サインマック

石狩 010384 令和2年4月3日 令和7年4月2日
株式会社プランニング・ホッコー
代表取締役　池﨑　潤

法人 札幌市 株式会社プランニング・ホッコー

石狩 010392 令和2年9月10日 令和7年9月9日
有限会社フジワ
代表取締役猪原政敏

法人 札幌市 有限会社フジワ

石狩 010393 令和2年6月25日 令和7年9月16日
株式会社モダンワーク
代表取締役　本田　育也

法人 札幌市 株式会社モダンワーク

石狩 010394 令和2年9月18日 令和7年9月17日
有限会社ナカ工房
代表取締役　中山　肇

法人 札幌市 有限会社ナカ工房

石狩 010395 令和2年10月16日 令和7年10月15日
株式会社シモヤ
代表取締役　下谷　敏博

法人 愛知県 株式会社シモヤ

石狩 010400 令和2年11月5日 令和7年12月7日
有限会社ｍ－ｓｔｙｌｅ
代表取締役　天野　学

法人 札幌市 有限会社ｍ－ｓｔｙｌｅ

石狩 010404 令和2年11月9日 令和8年1月24日
イオンディライト株式会社
代表取締役　濵田　和成

法人 大阪府 イオンディライト株式会社　北海道支社

石狩 010406 令和3年3月17日 令和8年3月16日
株式会社金星堂
代表取締役　小笠原　貴行

法人 三重県 株式会社金星堂

石狩 010408 令和3年4月12日 令和8年4月11日 樋渡　正彦 個人 石狩市 ウィッシュアート

石狩 010409 令和3年4月16日 令和8年4月15日
株式会社ディスプレイセンター北創
代表取締役　酒井　秀貴

法人 札幌市 株式会社ディスプレイセンター北創

石狩 010414 令和3年7月9日 令和8年7月8日
吉田サイン企画株式会社
代表取締役　吉田　憲明

法人 札幌市 吉田サイン企画株式会社

石狩 010415 令和3年7月23日 令和8年7月22日
株式会社彩り計画
代表取締役　伊藤　聡

法人 札幌市 株式会社彩り計画

石狩 010419 令和3年9月27日 令和8年9月26日
株式会社クリエイティブダイワ
代表取締役　大戸　國男

法人 福島県 株式会社クリエイティブダイワ

石狩 010422 令和3年10月27日 令和8年10月26日
ＮＴＴタウンページ株式会社
代表取締役社長　村田　和也

法人 東京都
NTTタウンページ株式会社
カスタマーサービス部サービスセンター札幌

石狩 010423 令和3年10月29日 令和8年10月28日
株式会社札幌標板製作所
代表取締役　小藤田　良彦

法人 札幌市 株式会社札幌標板製作所

石狩 010425 令和4年1月13日 令和9年1月12日
株式会社協同制作
代表取締役　立石　昌紀

法人 東京都 株式会社協同制作

石狩 010426 令和4年1月19日 令和9年1月18日
株式会社東急エージェンシー
代表取締役社長執行役員　澁谷　尚幸

法人 東京都 株式会社東急エージェンシー　北海道支社

石狩 010428 令和4年3月10日 令和9年3月9日
株式会社ビックワン
代表取締役　小池　康之

法人 静岡県 株式会社ビックワン

石狩 010429 令和4年3月24日 令和9年3月23日
株式会社タケベ
代表取締役　武部　孝彦

法人 江別市 株式会社タケベ 建装事業部

石狩 010432 令和4年6月22日 令和9年6月21日
美和ロック株式会社
代表取締役社長　川邉　浩史

法人 東京都 美和ロック株式会社　札幌営業所
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石狩 010433 令和4年6月29日 令和9年6月28日
株式会社デザインアーク
代表取締役　辰己　嘉一

法人 大阪府 株式会社デザインアーク　東京本店

石狩 010435 令和4年8月4日 令和9年8月3日
三協立山株式会社
代表取締役　平能　正三

法人 富山県 三協立山株式会社タテヤマアドバンス社　北海道支店

石狩 010439 令和4年9月7日 令和9年9月6日
株式会社ビーアド
代表取締役　増田　洋一

法人 東京都 株式会社ビーアド

石狩 010443 令和4年11月27日 令和9年11月26日
株式会社シテイー・ロード
代表取締役　坂上　淳

法人 東京都 株式会社シテイー・ロード

石狩 010445 令和5年1月26日 令和9年1月25日
株式会社マギー店舗企画
代表取締役　佐野　隆弘

法人 札幌市 株式会社マギー店舗企画

石狩 010446 令和5年3月5日 令和10年3月4日
株式会社ニューアド社
代表取締役　澤　竜太郎

法人 東京都 株式会社ニューアド社

石狩 010448 令和5年3月13日 令和10年3月12日
株式会社北海道平和マネキン
代表取締役　末次　廣憲

法人 江別市 株式会社北海道平和マネキン

石狩 010449 平成30年3月30日 令和5年3月29日
有限会社サンパブリックサービス
代表取締役　村上　崇

法人 札幌市 有限会社サンパブリックサービス

石狩 010450 令和5年4月18日 令和10年4月17日
株式会社ルート企画設計
代表取締役　澤橋　祐子

法人 札幌市 株式会社ルート企画設計

石狩 010451 平成30年4月20日 令和5年4月19日
株式会社えんれいしゃ
代表取締役　社長　丸藤　善晴

法人 札幌市 新千歳空港旅客ターミナルビル

石狩 010452 令和5年4月23日 令和10年4月22日
株式会社ウイング・ケイ
代表取締役　羽下　浩一

法人 札幌市 株式会社ウイング・ケイ

石狩 010453 平成30年5月11日 令和5年5月10日
株式会社エスピースタッフ
代表取締役　田村　直人

法人 札幌市 株式会社エスピースタッフ

石狩 010454 平成30年6月25日 令和5年6月24日
株式会社中川堂
代表取締役　中川　知明

法人 東京都 株式会社中川堂本社

石狩 010455 平成30年7月30日 令和5年7月29日
三共ディスプレイ株式会社
代表取締役　孝野　真也

法人 広島県 三共ディスプレイ株式会社　本社

石狩 010456 平成30年9月3日 令和5年9月2日
うえてつ株式会社
代表取締役　上野　敬恭

法人 札幌市 うえてつ株式会社

石狩 010457 平成30年9月3日 令和5年9月2日
大日本印刷株式会社
代表取締役　北島　義斉

法人 東京都 大日本印刷株式会社建築管理センター

石狩 010460 平成30年11月1日 令和5年10月31日
有限会社アイタ看板
代表取締役　會田　清

法人 札幌市 有限会社アイタ看板

石狩 010461 平成30年10月12日 令和5年11月27日
株式会社エヌコム
代表取締役　飯田寛之

法人 札幌市 株式会社エヌコム

石狩 010462 平成30年12月28日 令和5年12月27日
リーガルボード株式会社
代表取締役　速水　直生

法人 埼玉県 リーガルボード株式会社　本社

石狩 010464 平成31年1月21日 令和6年1月20日
株式会社エムワイビー
代表取締役　高梨　みやび

法人 札幌市 株式会社エムワイビー

石狩 010466 平成31年2月5日 令和6年2月4日
株式会社ミスタービー・ビー
代表取締役　熊谷　伸弥

法人 札幌市 株式会社ミスタービー・ビー

石狩 010467 平成31年2月8日 令和6年2月7日
株式会社北海道ロードサービス
代表取締役 千葉　敬

法人 札幌市 株式会社北海道ロードサービス

石狩 010471 平成31年4月9日 令和6年4月8日
中村サイン合同会社
業務執行代表　中村　節雄

法人 札幌市 中村サイン合同会社

石狩 010472 令和1年7月4日 令和6年7月3日
株式会社保工北海道
代表取締役　佐藤　文明

法人 札幌市 株式会社保工北海道　札幌営業所

石狩 010475 令和1年7月15日 令和6年7月14日
株式会社大宮ホーロー北海道製作所
代表取締役　甚内　敏博

法人 札幌市 株式会社大宮ホーロー北海道製作所

石狩 010476 令和1年7月16日 令和6年7月15日
株式会社北海道ライン興業
代表取締役　加藤　悟

法人 札幌市 株式会社北海道ライン興業

石狩 010478 令和1年8月1日 令和6年7月31日
有限会社サンブレーン
代表取締役中川憲

法人 札幌市 有限会社サンブレーン　本社

石狩 010481 令和1年8月21日 令和6年8月20日
株式会社ミライズ
代表取締役　阿部　光宏

法人 札幌市 株式会社ミライズ

石狩 010482 令和1年9月10日 令和6年9月9日
有限会社サッポロサイン
代表取締役　梅木　芳勝

法人 札幌市 有限会社サッポロサイン

石狩 010483 令和1年10月28日 令和6年10月27日
株式会社ダイス
代表取締役　山根　憲守

法人 東京都 株式会社ダイス

石狩 010486 令和1年12月9日 令和6年12月8日
北海道ラインファルト株式会社
代表取締役　金谷　俊幸

法人 札幌市 北海道ラインファルト株式会社

石狩 010488 令和2年1月27日 令和7年1月26日
株式会社鴻池組
代表取締役社長　渡津　弘己

法人 大阪府 株式会社鴻池組　北海道支店

石狩 010489 令和2年2月25日 令和7年2月24日
株式会社竹中工務店
代表取締役　佐々木　正人

法人 大阪府 株式会社竹中工務店　北海道支店

石狩 010490 令和2年2月27日 令和7年2月26日
株式会社Ｇｌｏｖｅ　Ｄｅｓｉｇｎ
代表取締役　桑原　正美

法人 札幌市 株式会社Ｇｌｏｖｅ　Ｄｅｓｉｇｎ

石狩 010491 令和2年3月4日 令和7年3月3日
有限会社ノーブル企画
代表取締役　星川　清一

法人 札幌市 有限会社ノーブル企画　本店

石狩 010493 令和2年3月19日 令和7年3月18日
山田塗装株式会社
代表取締役　山田　幸人

法人 山形県 山田塗装株式会社　札幌支店

石狩 010496 令和2年4月24日 令和7年4月23日
株式会社泰進建設
代表取締役　戸井　宣夫

法人 滝川市 株式会社泰進建設

石狩 010498 令和2年5月12日 令和7年5月11日
株式会社北海道装飾センター
代表取締役社長　阿部　修

法人 札幌市 株式会社北海道装飾センター

石狩 010501 令和2年4月22日 令和7年7月8日
北海道ライナー株式会社
代表取締役　加納 義幸

法人 札幌市 北海道ライナー株式会社

石狩 010503 令和2年10月14日 令和7年10月14日
株式会社セブンエイト
代表取締役　池田　圭吾

法人 東京都 株式会社セブンエイト

石狩 010504 令和2年12月3日 令和8年1月27日
株式会社フロー
代表取締役　房間　洋

法人 札幌市 株式会社フロー

石狩 010507 令和3年2月16日 令和8年2月16日
株式会社サインメーカー
代表取締役　森　慎

法人 札幌市 株式会社サインメーカー

石狩 010510 令和3年3月16日 令和8年3月15日
千代田エナメル金属株式会社
代表取締役　吉岡　伸一郎

法人 東京都 千代田エナメル金属株式会社　亀戸本社

石狩 010511 令和3年3月31日 令和8年3月30日 松本　洋二 個人 恵庭市 まつもと造形デザイン

石狩 010512 令和3年3月31日 令和8年3月30日
株式会社北海道シミズ
代表取締役　清水　太郎

法人 札幌市 株式会社北海道シミズ　本社

石狩 010513 令和3年4月14日 令和8年4月13日
総合商研株式会社
代表取締役会長　加藤　優

法人 札幌市 総合商研株式会社

石狩 010514 令和3年4月27日 令和8年4月26日
有限会社千代田工芸
取締役　吉田　敬一

法人 札幌市 有限会社千代田工芸

石狩 010517 令和3年5月13日 令和8年5月12日
有限会社アートワークス
代表取締役　伊藤　博幸

法人 札幌市 有限会社アートワークス

石狩 010518 令和3年5月17日 令和8年5月16日
LEAD BRIDGE株式会社
代表取締役　橋向　良典

法人 当別町 LEAD BRIDGE株式会社

石狩 010519 令和3年7月2日 令和8年7月1日
株式会社宣興
代表取締役　髙橋　茂

法人 埼玉県 株式会社宣興

石狩 010522 令和3年8月4日 令和8年8月3日
株式会社オオウチ工芸
代表取締役　大内　信志

法人 宮城県 株式会社オオウチ工芸

石狩 010526 令和3年9月9日 令和8年9月8日
株式会社ヤマチコーポレーション
代表取締役　山地　章夫

法人 札幌市 株式会社ヤマチコーポレーション

石狩 010527 令和3年9月9日 令和8年9月8日
株式会社アンカー
代表取締役　山地　章夫

法人 札幌市 株式会社アンカー

石狩 010529 令和3年9月30日 令和8年9月29日
トッパン・フォームズ株式会社
代表取締役　坂田　甲一

法人 東京都 トッパン・フォームズ株式会社
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石狩 010530 令和3年10月4日 令和8年10月3日
株式会社読売広告社
代表取締役　菊地　英之

法人 東京都 株式会社読売広告社

石狩 010532 令和3年11月10日 令和8年11月9日
株式会社大塚工芸
代表取締役　大塚　貢

法人 札幌市 株式会社大塚工芸

石狩 010533 令和3年11月16日 令和8年11月15日
株式会社いか工芸
代表取締役　井家 徹

法人 札幌市 株式会社いか工芸

石狩 010534 令和3年11月29日 令和8年11月28日
株式会社夢創エージェンシー
代表取締役　香川　陽一

法人 札幌市 株式会社夢創エージェンシー

石狩 010536 令和4年1月24日 令和9年1月23日
株式会社デコス
代表取締役　立花　秀樹

法人 札幌市 株式会社デコス

石狩 010537 令和4年1月24日 令和9年1月23日
株式会社アサヒファシリティズ
代表取締役　岡崎　俊樹

法人 東京都 株式会社アサヒファシリティズ　北海道支店

石狩 010538 令和4年3月23日 令和9年3月22日 佐々木　博行 個人 千歳市 佐々木　博行

石狩 010539 令和4年3月24日 令和9年3月23日
ソーコム有限会社
取締役　髙田　隆司

法人 札幌市 ソーコム有限会社

石狩 010540 令和4年4月7日 令和9年4月6日
三和物流サービス株式会社
代表取締役　金子　忠史

法人 札幌市 ダスキンレントオール札幌イベントセンター

石狩 010541 令和4年4月20日 令和9年4月19日
株式会社三和企画
代表取締役　塚本 邦仁

法人 東京都 株式会社三和企画

石狩 010543 令和4年6月21日 令和9年6月20日
有限会社エヌディーサイン
代表取締役　西川　勝美

法人 札幌市 有限会社エヌディーサイン

石狩 010544 令和4年8月4日 令和9年8月3日
株式会社モダンヴィジョン
代表取締役　金内　豊

法人 札幌市 株式会社モダンヴィジョン

石狩 010545 令和4年9月9日 令和5年9月8日
有限会社パークハウス
代表取締役　西村　悟

法人 札幌市 有限会社パークハウス

石狩 010546 令和4年11月10日 令和9年11月9日
凸版印刷株式会社
代表取締役　麿　秀晴

法人 東京都 凸版印刷株式会社　北海道事業部

石狩 010548 令和4年11月21日 令和9年11月20日
有限会社アズマ工芸
代表取締役　東　邦繁

法人 札幌市 有限会社アズマ工芸

石狩 010549 令和4年12月6日 令和9年12月5日
三井住友建設株式会社
代表取締役　近藤　重敏

法人 東京都 三井住友建設株式会社　北海道支店

石狩 010552 令和5年1月17日 令和10年1月16日
合同会社ＯＮＥ’Ｓ　ＳＩＧＮ
代表社員　松井　友則

法人 札幌市 合同会社ＯＮＥ’Ｓ　ＳＩＧＮ

石狩 010554 平成30年2月20日 令和5年2月19日
ＡＧＨ株式会社
代表取締役　岡元　聡

法人 札幌市 ＡＧＨ株式会社

石狩 010555 令和5年2月22日 令和10年2月21日
有限会社大栄企画
代表取締役　古舘 明夫

法人 茨城県 有限会社大栄企画

石狩 010556 平成30年3月20日 令和5年3月19日
株式会社ＡＲＡホールディングス
代表取締役　松本 恒一

法人 神奈川県 株式会社ＡＲＡホールディングス本社

石狩 010557 令和5年3月20日 令和10年3月19日
新日本創業株式会社
代表取締役　𠮷田 貢

法人 東京都 新日本創業株式会社

石狩 010558 平成30年3月24日 令和5年3月23日 加藤　久明 個人 札幌市 加藤　久明

石狩 010559 平成30年5月15日 令和5年5月14日
太平ビルサービス株式会社
代表取締役　狩野 伸彌

法人 東京都 太平ビルサービス株式会社　札幌支店

石狩 010560 平成30年5月19日 令和5年5月18日
株式会社リファインワークス
代表取締役　神 章

法人 札幌市 株式会社リファインワークス

石狩 010561 平成30年6月13日 令和5年6月12日
株式会社アール工房
代表取締役　谷元　大作

法人 埼玉県 株式会社アール工房

石狩 010562 平成30年6月29日 令和5年6月28日
株式会社ノムラアークス
代表取締役社長　吉田　勝彦

法人 東京都 株式会社ノムラプロダクツ

石狩 010563 平成30年7月5日 令和5年7月4日
株式会社ワイズサイン
代表取締役　山崎　貴史

法人 群馬県 株式会社ワイズサイン

石狩 010564 平成30年8月10日 令和5年8月9日
ウィングメッセ株式会社
代表取締役　今泉　英一郎

法人 神奈川県 ウィングメッセ株式会社

石狩 010565 平成30年9月20日 令和5年9月19日
株式会社協同プライニング
代表取締役　桐野　武揚

法人 岡山県 株式会社協同プライニング

石狩 010566 平成30年10月15日 令和5年10月15日
有限会社沢美舎
代表取締役　澤田　茂夫

法人 札幌市 有限会社沢美舎

石狩 010567 平成30年10月25日 令和5年10月24日
合同会社サイン・ホープ
代表社員　安野　秀人

法人 江別市 合同会社サイン・ホープ

石狩 010568 平成30年11月1日 令和5年10月31日
株式会社びこう社
代表取締役　浦岡　潤

法人 東京都 株式会社びこう社東京支店

石狩 010569 平成30年11月10日 令和5年11月9日
株式会社プライム
代表取締役　木原　廣

法人 新ひだか町 株式会社プライム札幌支店

石狩 010570 平成30年11月20日 令和5年11月19日
株式会社エル・デザインプロ
代表取締役　吉田　透

法人 札幌市 株式会社エル・デザインプロ

石狩 010571 平成30年12月4日 令和5年12月3日
エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス株式会
社
代表取締役社長　長谷川　和弘

法人 東京都
エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス株式会社
ビルサービス事業本部北海道ビル事業部

石狩 010572 平成30年12月8日 令和5年12月7日
株式会社セーコー
代表取締役　三井　尚子

法人 札幌市 株式会社セーコー

石狩 010573 平成30年12月20日 令和5年12月19日
株式会社ジャオダック
代表取締役社長　川崎 日郎

法人 東京都 株式会社ジャオダック

石狩 010574 平成31年1月10日 令和6年1月9日
不二化成品株式会社
代表取締役　栁田　一男

法人 静岡県 不二化成品株式会社本社

石狩 010575 平成31年1月10日 令和6年1月9日
株式会社ベース
代表取締役　近藤　順子

法人 大阪府 株式会社ベース大阪支店

石狩 010576 平成31年1月30日 令和6年1月29日
柴田興産株式会社
代表取締役　柴田　昌幸

法人 札幌市 柴田興産株式会社

石狩 010577 平成31年2月22日 令和6年2月21日
北海道道路産業株式会社
代表取締役　藤巻　俊一

法人 札幌市 北海道道路産業株式会社

石狩 010578 平成31年3月13日 令和6年3月12日
トータル企画株式会社
代表取締役　岩澤　文夫

法人 札幌市 トータル企画株式会社

石狩 010579 平成31年3月15日 令和6年3月14日
大和ハウス工業株式会社
代表取締役　芳井　敬一

法人 大阪府 大和ハウス工業株式会社北海道支社

石狩 010580 平成31年4月10日 令和6年4月9日
株式会社レンタコム北海道
代表取締役社長　片桐　大

法人 札幌市 株式会社レンタコム北海道

石狩 010581 平成31年4月18日 令和6年4月17日
Ｇ－ＳｍａｔｔＪａｐａｎ株式会社
代表取締役　柳　景仁

法人 東京都 Ｇ－ＳｍａｔｔＪａｐａｎ株式会社

石狩 010582 平成31年4月18日 令和6年4月17日
株式会社川端工務店
代表取締役　川端　猛

法人 札幌市 株式会社川端工務店　石狩工場

石狩 010583 令和1年5月14日 令和6年5月13日
有限会社松山工芸企画
代表取締役　松山　勧

法人 札幌市 有限会社松山工芸企画

石狩 010584 令和1年6月14日 令和6年6月13日 遠藤　隆幸 個人 札幌市 遠藤　隆幸

石狩 010585 令和1年7月12日 令和6年7月11日
アイアサン株式会社
代表取締役　平出　海石

法人 愛知県 アイアサン株式会社本社

石狩 010586 令和1年7月13日 令和6年7月12日
株式会社クラス
代表取締役　小林　英司

法人 札幌市 株式会社クラス

石狩 010587 令和1年7月17日 令和6年7月16日
アイワ広告株式会社
代表取締役　小山　雅明

法人 東京都 アイワ広告株式会社

石狩 010588 令和1年8月7日 令和6年8月6日
株式会社フォトフィールド
代表取締役　杉沢　慎彦

法人 札幌市 株式会社フォトフィールド

石狩 010589 令和1年8月23日 令和6年8月22日
株式会社エヌメディア
代表取締役　中山　秀介

法人 東京都 株式会社エヌメディア

石狩 010590 令和1年9月12日 令和6年9月11日
有限会社ワンズ
代表取締役　川口　久美子

法人 札幌市 有限会社ワンズ
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石狩 010591 令和1年10月29日 令和6年10月29日
株式会社キクテック北海道
代表取締役　足立　誠一

法人 札幌市 株式会社キクテック北海道

石狩 010592 令和1年11月5日 令和6年11月5日
株式会社電通
代表取締役　榑谷　典洋

法人 東京都 株式会社電通

石狩 010595 令和2年3月12日 令和7年3月11日
株式会社ＷＡＯＨ
代表取締役　桑原 克也

法人 東京都 株式会社ＷＡＯＨ

石狩 010596 令和2年3月14日 令和7年3月13日
アベルネット株式会社
代表取締役　竹田　宗弘

法人 小樽市 アベルネット株式会社

石狩 010597 令和2年3月20日 令和7年3月19日
株式会社北海道東光興業所
代表取締役　宇佐見　哲夫

法人 札幌市 株式会社北海道東光興業所

石狩 010598 令和2年4月3日 令和7年4月3日
株式会社キハラネオン製作所
代表取締役　木原　茂喜

法人 東京都 株式会社キハラネオン製作所

石狩 010599 令和2年4月30日 令和7年4月30日
ユニアークス株式会社
代表取締役　小林　亮

法人 埼玉県 ユニアークス株式会社

石狩 010600 令和2年6月1日 令和7年6月1日 百瀬　ゆきの 個人 札幌市 百瀬　ゆきの

石狩 010601 令和2年6月25日 令和7年6月25日
株式会社ホクセイハンズセカンド
代表取締役　高山　顕

法人 札幌市 株式会社ホクセイハンズセカンド

石狩 010602 令和2年7月2日 令和7年7月1日
スリーエムジャパン株式会社
代表取締役　宮崎　裕子

法人 東京都 スリーエムジャパン株式会社　東京支店

石狩 010603 令和2年7月31日 令和7年7月31日
有限会社バディシステム
代表取締役　中村　智

法人 札幌市 有限会社バディシステム

石狩 010604 令和2年8月26日 令和7年8月25日
株式会社レガーロ
代表取締役　高倉　博

法人 東京都 株式会社レガーロ　東京営業所

石狩 010605 令和2年9月2日 令和7年9月1日
有限会社大雪工芸
代表取締役　紅露　研史

法人 札幌市 有限会社大雪工芸

石狩 010606 令和2年9月16日 令和7年9月15日
株式会社サンライン．
代表取締役　橋本　卓

法人 札幌市 株式会社サンライン．

石狩 010607 令和2年11月18日 令和7年11月17日
株式会社タックス
代表取締役　櫻井　健大

法人 愛知県 株式会社タックス

石狩 010608 令和2年12月3日 令和7年12月2日
株式会社ａｄｏ
代表取締役　青野　大樹

法人 東京都 株式会社ａｄｏ

石狩 010609 令和2年12月22日 令和7年12月21日
株式会社ＨＩＴ’ｓ－Ｖ
代表取締役　荒木 竜二

大阪府 株式会社ＨＩＴ’ｓ－Ｖ

石狩 010610 令和3年2月27日 令和8年2月26日
株式会社エイチ・エス・エイ
代表取締役　花田　典明

法人 大阪府 株式会社エイチ・エス・エイ　本社

石狩 010611 令和3年2月26日 令和8年2月25日
スタッフナインハット株式会社
代表取締役　堀田　誠

法人 東京都 スタッフナインハット株式会社

石狩 010612 令和3年3月2日 令和8年3月1日
積水ハウス株式会社
代表取締役　仲井　嘉浩

法人 大阪府 積水ハウス株式会　社札幌支店

石狩 010613 令和3年4月8日 令和8年4月7日
株式会社グリーンクロス
代表取締役　久保　孝二

法人 福岡県
株式会社グリーンクロス
グリーンメディア事業部東京本部

石狩 010614 令和3年5月12日 令和8年5月11日
北海道気球有限会社
取締役　西國　宏治

法人 札幌市 北海道気球有限会社

石狩 010615 令和3年5月12日 令和8年5月11日
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社
代表取締役社長　黒田　𠮷広

法人 東京都
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社
北海道事業部

石狩 010616 令和3年5月14日 令和8年5月13日
有限会社建創
代表取締役　工藤　健二

法人 札幌市 有限会社建創

石狩 010617 令和3年5月12日 令和8年5月11日
ニューラルマーケティング株式会社
代表取締役　山本　正晃

法人 大阪府 ニューラルマーケティング株式会社　東京支店

石狩 010618 令和3年7月17日 令和8年7月16日
株式会社キッズプロモーション
代表取締役　木津　明仁

法人 東京都 株式会社キッズプロモーション　札幌営業所

石狩 010619 令和3年7月28日 令和8年7月27日
株式会社ザイマックス
代表取締役　吉本　健二

法人 東京都 株式会社ザイマックス

石狩 010620 令和3年8月6日 令和8年8月5日
株式会社アート美巧
代表取締役　田村　聖子

法人 札幌市 株式会社アート美巧

石狩 010621 令和3年8月7日 令和8年8月6日 赤坂　靖宏 個人 札幌市 エスキースジャパン

石狩 010622 令和3年9月9日 令和8年9月8日
株式会社エイケイ企工
代表取締役　加藤　栄次

法人 札幌市 株式会社エイケイ企工

石狩 010623 令和3年9月22日 令和8年9月21日
株式会社ケーワンクリエート
代表取締役　小玉　祐介

法人 新潟県 株式会社ケーワンクリエート

石狩 010624 令和3年10月6日 令和8年10月5日
株式会社ＧＸコーポレーション
代表取締役　大久　孝幸

法人 東京都 株式会社ＧＸコーポレーション

石狩 010625 令和3年10月21日 令和8年10月20日
株式会社コーサイ
代表取締役　親松　誠一

法人 札幌市 株式会社コーサイ

石狩 010626 令和3年11月13日 令和8年11月11日
創造美株式会社
代表取締役　平松　亜弥

法人 石狩市 創造美株式会社

石狩 010628 令和3年12月15日 令和8年12月14日
有限会社アイプラン
代表取締役　伊藤　一文

法人 札幌市 有限会社アイプラン

石狩 010629 令和3年12月15日 令和8年12月14日
岩田地崎建設株式会社
代表取締役社長　岩田　圭剛

法人 札幌市 岩田地崎建設株式会社

石狩 010630 令和3年12月29日 令和8年12月28日
株式会社中山組
代表取締役社長　中山　茂

法人 滝川市 株式会社中山組

石狩 010631 令和3年12月29日 令和8年12月28日
板谷土建株式会社
代表取締役　坂本　克範

法人 札幌市 板谷土建株式会社

石狩 010632 令和4年1月22日 令和9年1月21日
株式会社平島金属
代表取締役　平島　康弘

法人 札幌市 株式会社平島金属

石狩 010633 令和4年1月27日 令和9年1月26日
有限会社双葉サイン
代表取締役　前川　壽生

法人 札幌市 有限会社双葉サイン

石狩 010634 令和4年2月5日 令和9年2月4日
株式会社エルディ
代表取締役　横山　清

法人 札幌市 株式会社エルディ

石狩 010635 令和4年3月10日 令和8年3月9日 小武　伸広 個人 当別町 アーキテクト・ケイ

石狩 010636 令和4年5月12日 令和9年5月11日
株式会社フォルト
代表取締役　河野　浩司

法人 山口県 株式会社フォルト

石狩 010637 令和4年5月28日 令和9年5月27日
有限会社アド・マックス
代表取締役　行天　善則

法人 札幌市 有限会社アド・マックス

石狩 010638 令和4年6月9日 令和9年6月8日
五洋建設株式会社
代表取締役社長　清水　琢三

法人 東京都 五洋建設株式会社　札幌支店

石狩 010640 令和4年7月8日 令和9年7月7日
株式会社ティ・エス・シー
代表取締役　唐澤　武

法人 埼玉県 株式会社ティ・エス・シー

石狩 010641 令和4年7月21日 令和9年7月20日
株式会社Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ ａｔ Ｄｒｅ
ａｍ
代表取締役　野際　大

法人 神奈川県 株式会社Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ ａｔ Ｄｒｅａｍ

石狩 010642 令和4年8月17日 令和9年8月16日
株式会社キクテック
代表取締役社長　新美　政衛

法人 愛知県 株式会社キクテック　東京支店

石狩 010643 令和4年9月1日 令和9年8月31日 佐藤　敏之 個人 札幌市 デザインスタジオワークビット

石狩 010644 令和4年9月6日 令和9年9月5日
株式会社造人
代表取締役　井塚　祥考

法人 札幌市 株式会社造人

石狩 010645 令和4年9月8日 令和9年9月7日
株式会社エダキン
代表取締役　江田　浩忠

法人 神奈川県 株式会社エダキン

石狩 010646 令和4年10月26日 令和9年10月25日
ＬＭＩグループ株式会社
代表取締役　永井　俊輔

法人 東京都 ＬＭＩグループ株式会社

石狩 010647 令和4年10月28日 令和9年10月27日 髙橋　修司 個人 札幌市 髙橋　修司

石狩 010648 令和4年12月10日 令和9年12月9日
株式会社安藤・間
代表取締役　福富　正人

法人 東京都 株式会社安藤・間　札幌支店



（総合）振興局 登録番号 登録有効開始日 登録有効終了日 商号・名称または氏名 法人個人 住所 主たる営業所の名称

石狩 010649 令和5年2月9日 令和10年2月8日
ユニアデックス株式会社
代表取締役　田中　建

法人 東京都 ユニアデックス株式会社

石狩 010650 令和5年2月9日 令和10年2月8日
株式会社伸クオンタムアレンジメント
代表取締役　川島　伸夫

法人 札幌市 株式会社伸クオンタムアレンジメント

渡島 020001 令和3年4月6日 令和8年4月5日
有限会社赤塚商会　
代表取締役　赤塚　顕爾

法人 長万部町 有限会社赤塚商会

渡島 020003 令和3年4月6日 令和8年4月5日
有限会社クロバー工芸社　
代表取締役　神田　尚禎

法人 函館市 有限会社クロバー工芸社

渡島 020004 令和3年4月6日 令和8年4月5日 川尻　栄二 個人 北斗市 サインメイクかわじり

渡島 020005 令和3年4月5日 令和8年4月5日
有限会社ジョブ・ワークショップ　
代表取締役　久保　信幸

法人 函館市 有限会社ジョブ・ワークショップ

渡島 020007 令和3年4月6日 令和8年4月5日
有限会社丸美真光堂　
代表取締役　長嶋　元良

法人 函館市 有限会社丸美真光堂

渡島 020008 令和3年4月6日 令和8年4月5日 田村　敏晶 個人 北斗市 田村看板店

渡島 020009 令和3年4月6日 令和8年4月5日
有限会社トータルサイン　
代表取締役　久保　龍治

法人 函館市 有限会社トータルサイン

渡島 020010 令和3年4月6日 令和8年4月5日
株式会社野口工芸社　
代表取締役　野口　雄平

法人 函館市 株式会社野口工芸社

渡島 020011 令和3年4月6日 令和8年4月5日
株式会社ヒラヤマサイン　
代表取締役　平山　孝敏

法人 函館市 株式会社ヒラヤマサイン

渡島 020012 令和3年4月6日 令和8年4月5日
株式会社北彩　
代表取締役　福嶋　伸一

法人 函館市 株式会社北彩

渡島 020013 令和3年4月6日 令和8年4月5日
有限会社松田龍雲堂　
代表取締役　松田　勝利

法人 森町 有限会社松田龍雲堂

渡島 020014 令和3年4月6日 令和8年4月5日
有限会社村本金属工芸　
代表取締役　村本　晃一

法人 函館市 有限会社村本金属工芸

渡島 020015 令和3年4月6日 令和8年4月5日
有限会社研美工芸社　
取締役　林　卓也

法人 函館市 有限会社研美工芸社

渡島 020016 令和3年4月6日 令和8年4月5日 大室　米喜 個人 北斗市 看板のむろ工房

渡島 020018 令和3年4月6日 令和8年4月5日 村田　旭 個人 函館市 村田工芸

渡島 020024 令和3年4月27日 令和8年4月26日
有限会社文字堂　
代表取締役　野口　丈介

法人 函館市 有限会社文字堂

渡島 020026 令和3年5月25日 令和8年5月24日 森田　義仁 個人 長万部町 モリタ工房

渡島 020027 令和3年6月3日 令和8年6月2日 酒田　和良 個人 函館市 ワークス

渡島 020030 令和3年9月6日 令和8年9月5日 原　利介 個人 北斗市 アートデコム　サインズプロモーション

渡島 020031 令和3年9月12日 令和8年9月11日
有限会社坂内テント　
代表取締役　阪内　新一

法人 函館市 有限会社坂内テント

渡島 020035 令和3年9月22日 令和8年9月21日
有限会社サインプランニングシステム　
代表取締役　髙坂　智

法人 函館市 有限会社サインプランニングシステム

渡島 020037 令和3年9月27日 令和8年9月26日 船木　信一　 個人 函館市 フナキ工芸社

渡島 020038 令和3年9月28日 令和8年9月27日
有限会社函館画房　
取締役　鍋島　紀夫

法人 七飯町 有限会社函館画房

渡島 020039 令和3年9月29日 令和8年9月28日
函館バス商会株式会社
代表取締役　森　健二

法人 函館市 函館バス商会株式会社

渡島 020046 令和3年9月30日 令和8年9月28日 鬼海　輝夫 個人 函館市 シティーくらふとキカイ

渡島 020049 令和3年11月11日 令和8年11月10日
有限会社神田北洋堂　
代表取締役　神田　貴史

法人 函館市 有限会社神田北洋堂

渡島 020050 令和4年2月15日 令和9年2月14日
株式会社イナリ　
代表取締役　稲荷　吉平

法人 函館市 株式会社イナリ

渡島 020051 令和4年4月7日 令和9年4月6日
株式会社ネオクリエイト　
代表取締役　川岸　人志

法人 函館市 株式会社ネオクリエイト

渡島 020052 平成30年3月15日 令和5年3月14日
株式会社オフィス・プロハーツ
代表取締役　梅津　隆二

法人 八雲町 株式会社オフィス・プロハーツ

渡島 020056 令和3年6月14日 令和8年6月13日
株式会社シマザキ　
代表取締役　嶋﨑　修一

法人 森町 株式会社シマザキ

渡島 020057 平成30年4月19日 令和5年4月18日
株式会社Ｐ＆Ｓいわた
代表取締役　岩田　篤

法人 森町 株式会社Ｐ＆Ｓいわた

渡島 020058 平成31年4月1日 令和6年3月31日
有限会社原田工務店
代表取締役　原田　英行

法人 八雲町 有限会社原田工務店

渡島 020059 平成31年4月12日 令和6年4月11日
株式会社キタワラ
代表取締役　花田　隆

法人 函館市 株式会社キタワラ

渡島 020061 令和5年3月28日 令和10年3月28日
アイ・エス・アイ興発株式会社
代表取締役　奥津　大輔

法人 函館市 アイ・エス・アイ興発株式会社

渡島 020062 平成30年7月25日 令和5年7月24日
有限会社タカノ広芸社　
代表取締役　高野眞一

法人 函館市 有限会社タカノ広芸社

渡島 020063 平成30年9月15日 令和5年9月14日 山本　唯裕 個人 函館市 山本美術工芸

渡島 020064 令和3年9月7日 令和8年9月6日 水上　実 個人 函館市 アーム社

檜山 030001 令和3年4月7日 令和8年4月6日
有限会社人形社 
代表取締役 西海谷 望

法人 枝幸町 有限会社人形社

檜山 030003 令和3年10月4日 令和8年10月3日 長原　恵寿 個人 厚沢部町 ヤマダ美芸堂

後志 040004 令和3年8月31日 令和8年8月30日
有限会社スダ工芸　
代表取締役　須田　秀夫

法人 小樽市 有限会社スダ工芸

後志 040005 令和3年9月2日 令和8年9月1日 辰田　明 個人 小樽市 タツタ工芸

後志 040006 令和3年9月2日 令和8年9月1日
北海道技建株式会社
代表取締役　山田 崇広

法人 小樽市 北海道技建株式会社

後志 040008 令和3年9月13日 令和8年9月12日
有限会社熊谷テント製作所
代表取締役　熊谷　嘉行

法人 小樽市 有限会社熊谷テント製作所

後志 040010 令和3年9月30日 令和8年9月29日 市川　秀志 個人 小樽市 市川サイン工房

後志 040014 令和3年9月30日 令和8年9月29日 井上　惠永 個人 小樽市 アドサイン企画

後志 040015 令和3年10月7日 令和8年10月6日
株式会社ササキ
代表取締役　佐々木　誠

法人 小樽市 株式会社ササキ　札幌営業所

後志 040016 令和3年10月7日 令和8年10月6日
株式会社タグチ
代表取締役　田口　直幸

法人 倶知安町 株式会社タグチ

後志 040017 令和3年10月11日 令和8年10月10日
有限会社浅田デザイン工房
代表取締役　浅田　輝夫

法人 小樽市 有限会社浅田デザイン工房

後志 040018 令和3年10月24日 令和8年10月23日
株式会社美工堂
代表取締役　笠原邦之

法人 岩内町 株式会社美工堂

後志 040023 平成30年6月25日 令和5年6月24日
有限会社倶知安町塗装工芸社
取締役　渡邊玲子

法人 倶知安町 有限会社倶知安町塗装工芸社

後志 040024 平成31年2月27日 令和6年2月26日
有限会社斎藤塗装
代表取締役　齋藤利信

法人 倶知安町 有限会社斎藤塗装

後志 040026 令和1年10月8日 令和6年10月7日
赤石建設株式会社
代表取締役　赤石達也

法人 余市町 赤石建設株式会社



（総合）振興局 登録番号 登録有効開始日 登録有効終了日 商号・名称または氏名 法人個人 住所 主たる営業所の名称

後志 040027 令和1年12月4日 令和6年12月3日 赤塚　章 個人 長万部町 赤塚商会

後志 040030 令和3年10月6日 令和8年10月5日
丸進工業株式会社
代表取締役　佐藤 淳

法人 小樽市 丸進工業株式会社

後志 040031 令和4年10月11日 令和9年10月10日 美芳堂　松原迪子 個人 小樽市 美芳堂　松原　迪子

後志 040032 平成30年10月25日 令和5年10月24日
NorthDesign株式会社
代表取締役 山田　洋

法人 俱知安町 本店（はんこ広場倶知安町店）

後志 040033 令和4年10月11日 令和9年10月10日 原迪子 個人 小樽市 美芳堂

空知 050004 令和3年4月3日 令和8年4月2日
多田建設工業株式会社
代表取締役　多田 康司

法人 芦別市 多田建設工業株式会社

空知 050006 令和3年4月6日 令和8年4月5日
サン美術印刷株式会社
代表取締役　丹羽　寿敏

法人 美唄市 サン美術印刷株式会社

空知 050008 令和3年4月28日 令和8年4月27日
株式会社ミクニ舎
代表取締役　稲葉　了大

法人 滝川市 株式会社ミクニ舎

空知 050009 令和3年4月28日 令和8年4月27日
小川組土建株式会社
代表取締役社長　小川　広見

法人 深川市 小川組土建株式会社

空知 050014 令和3年7月4日 令和8年7月3日
有限会社サン工芸
取締役社長　田中　富男

法人 岩見沢市 有限会社サン工芸

空知 050015 令和3年7月12日 令和8年7月11日 和田　正治 個人 美唄市 和田工芸社

空知 050017 令和3年8月1日 令和8年7月31日 今野　富男 個人 芦別市 今野デザインアート

空知 050018 令和3年8月1日 令和8年7月31日
有限会社ヤマダ工房
代表取締役　山田　章文

法人 滝川市 有限会社ヤマダ工房

空知 050019 令和3年8月23日 令和8年8月22日 佐々木　康友 個人 美唄市 ササキ工芸社

空知 050021 令和3年9月9日 令和8年9月8日
有限会社阿部建工
代表取締役　野崎　光男

法人 芦別市 有限会社阿部建工

空知 050022 令和3年9月21日 令和8年9月20日
株式会社道央カラーデザイン
代表取締役　政角　勝雄

法人 長沼町 株式会社道央カラーデザイン

空知 050025 令和3年9月29日 令和8年9月28日 横山　政弘 個人 滝川市 ヨコヤマ看板

空知 050027 令和3年9月29日 令和8年9月28日
松原産業株式会社
代表取締役　　松原　正和

法人 栗山町 松原産業株式会社

空知 050035 平成30年4月22日 令和5年4月21日 山田　縁 個人 当別町 一巧房

空知 050036 平成30年12月19日 令和5年12月18日
有限会社美術看板のタキモト
代表取締役　瀧本妙子

法人 岩見沢市 有限会社美術看板のタキモト

空知 050037 令和2年2月1日 令和7年1月31日
株式会社北選
代表取締役　高橋　孝二

法人 岩見沢市 株式会社北選

空知 050038 令和2年4月15日 令和7年4月14日 杉下　満康 個人 奈井江町 杉下塗装工業

空知 050039 令和2年9月9日 令和7年9月8日
株式会社北辰
代表取締役　葛西　和光

法人 岩見沢市 株式会社北辰　本社

空知 050041 平成31年4月2日 令和6年4月1日
極東建設株式会社
代表取締役　古川　廣伸

法人 滝川市 極東建設株式会社

空知 050042 令和1年10月22日 令和6年10月21日
株式会社エンサインアド
代表取締役　遠藤　清

法人 東京都 株式会社エンサインアド

空知 050043 令和3年7月9日 令和8年7月8日
水島建設工業株式会社
代表取締役　好川　章

法人 砂川市 水島建設工業株式会社

空知 050044 令和3年9月7日 令和9年9月6日
有限会社浜下建商
代表取締役　浜下　徹

法人 歌志内市 有限会社浜下建商

空知 050046 令和5年1月4日 令和10年1月3日
株式会社ハセケン
代表取締役　長谷川　巧

法人 神奈川県 株式会社ハセケン

空知 050047 平成31年4月5日 令和6年4月4日
株式会社角野組
代表取締役　　角野　司

法人 妹背牛町 株式会社角野組

空知 050048 令和2年1月14日 令和7年1月13日
株式会社JKK
代表取締役　岸本　竹博

法人 東京都 株式会社JKK

空知 050049 令和2年9月1日 令和7年8月31日
株式会社歩工房
代表取締役　藪　義勝

法人 熊本県 株式会社歩工房

空知 050050 令和4年6月30日 令和9年6月29日
有限会社千代田ネオン
代表取締役　石黒　雅也

法人 東京都 有限会社千代田ネオン

空知 050051 令和4年11月15日 令和9年11月14日
株式会社アコードデザイン
代表取締役　本田　和也

法人 愛知県 株式会社アコードデザイン

上川 060001 令和3年4月8日 令和8年4月7日
有限会社スタークイン・オオタデザイン
代表取締役　川田　吉顕

法人 旭川市 有限会社スタークイン・オオタデザイン　

上川 060002 令和3年4月8日 令和8年4月7日
株式会社ミタツ
代表取締役　菊地  仁

法人 士別市 株式会社ミタツ

上川 060006 令和3年4月8日 令和8年4月7日 小磯  幸 個人 旭川市 こいそ工芸

上川 060007 令和3年4月8日 令和8年4月7日
日の丸工芸有限会社
代表取締役　髙橋　永法

法人 士別市 日の丸工芸有限会社

上川 060008 令和3年4月8日 令和8年4月7日
株式会社アド・レシーブ
代表取締役 内藤　伸次

法人 旭川市 株式会社アド・レシーブ

上川 060009 令和3年4月8日 令和8年4月7日 佐々木　謙二 個人 旭川市 ササキ広芸

上川 060011 令和3年4月8日 令和8年4月7日 田浦　昇 個人 旭川市 新生堂

上川 060012 令和3年4月8日 令和8年4月7日
株式会社サインズキド
代表取締役　蜂谷　規彦

法人 旭川市 株式会社サインズキド

上川 060014 令和3年4月20日 令和8年4月19日
株式会社ラッツ９９４
代表取締役　伊藤　勝治

法人 旭川市 株式会社ラッツ９９４　

上川 060015 令和3年4月20日 令和8年4月19日
有限会社鈴木工芸企画
代表取締役　佐々木　勝喜

法人 旭川市 有限会社鈴木工芸企画

上川 060016 令和3年4月20日 令和8年4月19日
シラカバ広告工芸株式会社
代表取締役　山﨑　統三

法人 旭川市 シラカバ広告工芸株式会社

上川 060017 令和3年4月27日 令和8年4月26日
株式会社美広社
代表取締役　小林　秀昭

法人 旭川市 株式会社美広社　

上川 060018 令和3年4月28日 令和8年4月27日
株式会社イサミヤアールビー
代表取締役　潮　日出夫

法人 旭川市 株式会社イサミヤアールビー　

上川 060019 令和3年5月13日 令和8年5月12日
株式会社コハタ
代表取締役　木幡　光範

法人 旭川市 株式会社コハタ　

上川 060021 令和3年7月7日 令和8年7月6日
有限会社光美術工芸社
代表取締役 橋本 不二夫

法人 旭川市 有限会社光美術工芸社　

上川 060023 令和3年7月15日 令和8年7月14日
有限会社高田看板
代表取締役　高田  健一

法人 富良野市 有限会社高田看板

上川 060024 令和3年7月22日 令和8年7月21日
国策共栄株式会社
代表取締役社長  内田　善朗

法人 旭川市 国策共栄株式会社

上川 060027 令和3年8月10日 令和8年8月9日
有限会社道央工芸社
代表取締役　美馬　弘幸

法人 旭川市 有限会社道央工芸社

上川 060029 令和3年8月23日 令和8年8月22日
株式会社旭友興林
代表取締役　佐渡　英一

法人 旭川市 株式会社旭友興林　

上川 060031 令和3年8月30日 令和8年8月29日
株式会社イシワキ工芸
代表取締役　石脇 孝浩

法人 旭川市 株式会社イシワキ工芸

上川 060032 令和3年9月5日 令和8年9月4日 渡辺　知子 個人 旭川市 看板の渡辺



（総合）振興局 登録番号 登録有効開始日 登録有効終了日 商号・名称または氏名 法人個人 住所 主たる営業所の名称

上川 060034 令和3年9月6日 令和8年9月5日 山内　利之 個人 旭川市 ブラザー広芸社

上川 060038 令和3年9月12日 令和8年9月11日
株式会社ノーザン
代表取締役　中村　龍一

法人 旭川市 株式会社ノ－ザン

上川 060040 令和3年9月23日 令和8年9月22日
有限会社三広堂
代表取締役　鈴木　敏治

法人 旭川市 有限会社三広堂　

上川 060043 令和3年9月26日 令和8年9月25日 井上　恵司 個人 旭川市 いのうえ看板店

上川 060044 令和3年9月27日 令和8年9月26日
有限会社精華堂看板店
代表取締役　山田　守茂

法人 名寄市 有限会社精華堂看板店　

上川 060045 令和3年9月28日 令和8年9月27日 小川　尚孝 個人 旭川市 サイン工芸

上川 060046 令和3年9月29日 令和8年9月28日
有限会社こだま工房
代表取締役　児玉 芳隆

法人 旭川市 有限会社こだま工房

上川 060047 令和3年9月29日 令和8年9月28日
有限会社アン堂看板店
代表取締役　安東  弘

法人 旭川市 有限会社アン堂看板店

上川 060050 令和3年9月30日 令和8年9月29日
株式会社旭川六書堂
代表取締役社長　藤田　開

法人 札幌市 株式会社旭川六書堂　旭川支店

上川 060051 令和3年9月30日 令和8年9月29日
有限会社アサインラボ
取締役　森下　伸幸

法人 旭川市 有限会社アサインラボ

上川 060052 令和3年9月30日 令和8年9月29日
有限会社大野塗装看板
代表取締役　大野　正幸

法人 旭川市 有限会社大野塗装看板

上川 060053 令和3年9月30日 令和8年9月29日
有限会社イマディック
取締役　有田  勝実

法人 旭川市 有限会社イマディック

上川 060056 令和3年10月24日 令和8年10月23日
株式会社近宣
代表取締役　清水　勇宏

法人 大阪府 株式会社近宣　旭川営業所

上川 060057 令和3年10月28日 令和8年10月27日
株式会社マツオ工芸
代表取締役　松尾　幸児

法人 名寄市 株式会社マツオ工芸

上川 060058 令和3年11月1日 令和8年10月31日
株式会社造形美術
代表取締役　青山　透

法人 旭川市 株式会社造形美術

上川 060062 令和4年4月19日 令和9年4月13日
有限会社旭広社
代表取締役　工藤政人

法人 旭川市 有限会社旭広社

上川 060064 平成30年5月31日 令和5年4月21日
有限会社藍工房
代表取締役　小林孝司

法人 旭川市 有限会社藍工房

上川 060065 平成30年6月3日 令和5年6月2日 相内博文 個人 美瑛町 アイ企画工芸社

上川 060067 令和3年6月11日 令和8年6月10日
株式会社シーズン
代表取締役　杉谷　克信

法人 旭川市 株式会社シーズン

上川 060070 令和4年2月9日 令和9年2月8日
有限会社中工房
代表取締役　中濱　亜喜良

法人 旭川市 有限会社中工房

上川 060072 令和2年5月1日 令和7年4月30日
日本孔版ＬＤ株式会社
代表取締役　橋本　将

法人 旭川市 日本孔版ＬＤ株式会社

上川 060073 令和2年7月23日 令和7年7月22日
有限会社プリントファクトリー
代表取締役　外山　敏樹

法人 旭川市 有限会社プリントファクトリー

上川 060074 令和4年9月14日 令和9年9月13日
株式会社アルバトロス
代表取締役　渡辺　義博

法人 旭川市 株式会社アルバトロス

上川 060075 平成31年2月21日 令和6年2月20日
北進開発株式会社
代表取締役　中村　弘一

法人 旭川市 北進開発株式会社

上川 060076 令和2年11月17日 令和7年11月16日
有限会社道交通共栄社
取締役　大浦　方徳

法人 旭川市 有限会社道交通共栄社

上川 060077 令和3年10月27日 令和8年10月26日 高屋　親 個人 旭川市 トータルサインマーク・ワン

上川 060078 令和3年12月14日 令和8年12月13日
有限会社古久保ネーム工場
取締役　古久保　愼二

法人 旭川市 有限会社古久保ネーム工場

留萌 070002 令和3年4月19日 令和8年4月18日
有限会社美工社
代表取締役　平田　佳純

法人 留萌市 有限会社美工社

留萌 070005 令和3年8月9日 令和8年8月8日 池田　喬 個人 留萌市 イケダ看板塗装店

留萌 070008 令和4年8月10日 令和9年8月9日 横山　正義 個人 留萌市 ヨコヤマ広芸社

宗谷 080001 令和3年4月26日 令和9年4月25日
株式会社ダイジン 
代表取締役　家山　路清

法人 稚内市 株式会社ダイジン

宗谷 080002 令和3年5月23日 令和8年5月22日
有限会社植村塗装　
代表取締役　植村　正道

法人 豊富町 有限会社植村塗装

宗谷 080003 令和3年5月31日 令和8年5月30日
有限会社カトウ工芸　
代表取締役　加藤　一弘

法人 稚内市 有限会社カトウ工芸

宗谷 080006 令和3年9月14日 令和8年9月13日
有限会社ヒラム工房　
代表取締役　工藤　真

法人 稚内市 有限会社ヒラム工房

宗谷 080010 令和3年10月31日 令和8年10月30日
有限会社北都工芸社　
代表取締役　鳥取　広志

法人 稚内市 有限会社北都工芸社　工場

宗谷 080011 平成31年2月28日 令和6年2月27日
株式会社クリエイト企画
代表取締役　長岡　義昭

法人 枝幸町 株式会社クリエイト企画

宗谷 080012 令和3年4月8日 令和8年4月7日 西　隆寛 個人 稚内市 ニシサイン

宗谷 080013 平成31年3月20日 令和6年3月19日 古瀧　壽夫 個人 枝幸町 古瀧　壽夫

宗谷 080014 令和3年11月11日 令和8年11月10日 吉田　隆男 個人 稚内市 アートサイン　ヨシダ看板

オホーツク 090001 令和3年4月11日 令和8年4月10日
株式会社シモモト工芸社　
代表取締役 下元　陽司

法人 北見市 株式会社シモモト工芸社

オホーツク 090006 令和3年6月28日 令和8年6月27日
有限会社旭工業　
代表取締役　上野　敏雄

法人 斜里町 有限会社旭工業

オホーツク 090007 令和3年6月30日 令和8年6月29日
株式会社陽気堂　
代表取締役　加藤 善和

法人 北見市 株式会社陽気堂

オホーツク 090010 令和3年7月28日 令和8年7月27日
有限会社浅川美宣　
代表取締役　浅川　修

法人 北見市 有限会社浅川美宣

オホーツク 090011 令和3年8月22日 令和8年8月21日
高橋土建株式会社
代表取締役　髙橋　光貴

法人 佐呂間町 高橋土建株式会社

オホーツク 090012 令和3年8月23日 令和8年8月22日
株式会社ワカバ堂　
代表取締役　榊　嘉代子

法人 北見市 株式会社ワカバ堂

オホーツク 090014 令和3年8月25日 令和8年8月24日 三浦　邦治 個人 網走市 三浦広芸社

オホーツク 090016 令和3年9月13日 令和8年9月12日
株式会社スクリーン企画　
代表取締役　大高　靖誠

法人 北見市 株式会社スクリーン企画

オホーツク 090018 令和3年9月15日 令和8年9月14日
有限会社美和工芸　
代表取締役　茂手木　一美

法人 北見市 有限会社美和工芸

オホーツク 090020 令和3年9月27日 令和8年9月26日 門脇　成満 個人 北見市 彩広社

オホーツク 090021 令和3年9月27日 令和8年9月26日 片桐　渉 個人 北見市 カタギリ工芸

オホーツク 090026 令和3年9月29日 令和8年9月28日
有限会社ササキ看板店　
代表取締役　佐々木　光昭

法人 湧別町 有限会社ササキ看板店

オホーツク 090029 令和3年9月30日 令和8年9月29日
有限会社デジタルワーク　
取締役　佐々木　純一

法人 網走市 有限会社デジタルワーク

オホーツク 090030 令和3年9月30日 令和8年9月29日
有限会社辻看板店　
代表取締役　辻　剛史

法人 美幌町 有限会社辻看板店

オホーツク 090031 令和3年10月6日 令和8年10月5日
株式会社三書堂　
代表取締役　大越　祥司

法人 北見市 株式会社三書堂
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オホーツク 090037 平成30年3月27日 令和5年3月28日
一般財団法人日本森林林業振興会　
代表理事　沼田　正俊

法人 東京都 一財団法人日本森林林業振興会　旭川支部北見支所

オホーツク 090038 令和1年5月28日 令和6年5月27日 高瀬 義治 個人 北見市 タカセ工芸

オホーツク 090039 令和1年7月30日 令和6年7月29日
株式会社早水組　
代表取締役　早水 均

法人 網走市 株式会社早水組

オホーツク 090040 令和2年3月19日 令和7年3月18日
株式会社高田メンテナンス　
代表取締役　高田　巧

法人 網走市 株式会社高田メンテナンス

オホーツク 090042 令和3年6月16日 令和8年6月15日 工藤　茂 個人 湧別町 工藤塗装店

オホーツク 090043 令和4年3月10日 令和9年3月9日
株式会社渡辺組　
代表取締役　渡辺　勇喜

法人 遠軽町 株式会社渡辺組

オホーツク 090044 令和4年4月18日 令和9年4月17日
アドバンストホーム株式会社
代表取締役　鎌田　裕幸

法人 紋別市 アドバンストホーム株式会社

オホーツク 090045 令和4年5月2日 令和9年5月1日
有限会社おこっぺスポーツ　
代表取締役　井上　隆雄

法人 興部町 有限会社おこっぺスポーツ

オホーツク 090046 令和2年11月7日 令和7年11月6日
上田建設株式会社
代表取締役　上田　雅治

法人 北見市 上田建設株式会社

オホーツク 090047 令和3年3月26日 令和8年3月25日
大和谷工業株式会社
代表取締役　伊藤　勲

法人 北見市 大和谷工業株式会社

オホーツク 090048 令和3年5月14日 令和8年5月13日 内間　慎一 個人 清里町 三宝工芸社

オホーツク 090049 令和4年5月19日 令和9年5月18日
株式会社クレアート　
代表取締役　田房　功次

法人 札幌市 株式会社クレアート

オホーツク 090050 令和1年10月24日 令和6年10月23日 佐藤　紀明 個人 湧別町 クロスメイクｍｏｇｕ

オホーツク 090051 令和3年3月23日 令和8年3月22日
アン・クリエーション株式会社
代表取締役　本多　秀朗

法人 愛知県 アン・クリエーション株式会社

オホーツク 090052 令和3年8月26日 令和8年8月25日 伊東　悟 個人 北見市 宣光社

オホーツク 090053 令和3年9月7日 令和8年9月6日
株式会社北海民友新聞社　
代表取締役社長　伊藤　正人

法人 紋別市 株式会社北海民友新聞社

オホーツク 090054 令和4年3月11日 令和9年3月10日
株式会社遠軽新聞社　
代表取締役　小林　博之

法人 遠軽町 株式会社遠軽新聞社

胆振 100002 令和3年4月15日 令和8年4月14日 荒谷　静雄 個人 苫小牧市 ポップアラヤ　

胆振 100003 令和3年4月20日 令和8年4月19日
有限会社富士工芸社
代表取締役　工藤　隆行

法人 室蘭市 有限会社富士工芸社

胆振 100004 令和3年4月27日 令和8年4月26日 鴇田　三郎 個人 苫小牧市 ヒカリ工芸社

胆振 100006 令和3年8月24日 令和8年8月23日 伊藤　秀温 個人 むかわ町 伊藤看板店

胆振 100008 令和3年8月30日 令和8年8月29日 日戸郁也 個人 苫小牧市 看板のプリズム社

胆振 100012 令和3年9月6日 令和8年9月5日 正岡　博 個人 伊達市 工芸社 看正

胆振 100015 令和3年9月9日 令和8年9月8日 新堂　克幸 個人 苫小牧市 サインアート・シンドー

胆振 100016 令和3年9月9日 令和8年9月8日
有限会社斎藤看板工芸
代表取締役　齋藤　訓

法人 室蘭市 有限会社斎藤看板工芸

胆振 100017 令和3年9月9日 令和8年9月8日
有限会社藤広芸
代表取締役　工藤　功

法人 苫小牧市 有限会社藤広芸

胆振 100018 令和3年9月9日 令和8年9月8日 小野　浩 個人 洞爺湖町 浩洋美術

胆振 100019 令和3年9月12日 令和8年9月11日
亀岡塗装株式会社
代表取締役　亀岡　富信

法人 室蘭市 亀岡塗装株式会社

胆振 100020 令和3年9月12日 令和8年9月11日
有限会社第一工芸社
代表取締役　山田　純一郎

法人 登別市 有限会社第一工芸社

胆振 100022 令和3年9月23日 令和8年9月22日 皆見　恵造 個人 室蘭市 ミナミ工芸

胆振 100024 令和3年9月26日 令和8年9月25日
有限会社フォトリンク
代表取締役　東川　昌広

法人 室蘭市 有限会社フォトリンク

胆振 100028 令和3年9月26日 令和8年9月25日 附田　高明 個人 登別市 ツクダ塗装店

胆振 100031 令和3年9月29日 令和8年9月28日
有限会社苫小牧広告美術社
代表取締役　福井　洋幸

法人 苫小牧市 有限会社苫小牧広告美術社

胆振 100032 令和3年9月29日 令和8年9月28日
有限会社モダンサイン大光
取締役　太田　孝司

法人 室蘭市 有限会社モダンサイン大光

胆振 100034 令和3年9月30日 令和8年9月29日 土田　耕啓 個人 安平町 土田　工房

胆振 100043 令和4年1月23日 令和9年1月22日
株式会社アートランド
代表取締役　橋爪　敏

法人 群馬県 株式会社アートランド

胆振 100044 令和4年3月3日 令和9年3月2日 　橋田　司 個人 室蘭市 新広堂

胆振 100045 令和4年3月14日 令和9年3月13日
株式会社佐藤工芸社
代表取締役　佐藤　建蔵

法人 苫小牧市 株式会社佐藤工芸社

胆振 100046 令和4年4月28日 令和9年4月27日
ウエル・ユーカン株式会社
代表取締役　掛　宗智

法人 広島県 ウエル・ユーカン株式会社

胆振 100047 令和4年6月22日 令和9年6月21日 津川　望 個人 室蘭市 津川看板店

胆振 100048 平成30年3月12日 令和5年3月11日
株式会社シーズ電気
代表取締役　古田　栄治

法人 伊達市 株式会社シーズ電気

胆振 100051 令和2年4月1日 令和7年3月31日
北海道クリーン開発株式会社
代表取締役　伊部　廣明

法人 苫小牧市 北海道クリーン開発株式会社　本店

胆振 100053 令和4年2月14日 令和9年2月13日
有限会社エーブイ工房
代表取締役　工藤　康正

法人 苫小牧市 有限会社エーブイ工房

胆振 100055 令和4年9月8日 令和9年9月7日 紺谷　博樹 商号個人 苫小牧市 かんばんのこんや

胆振 100056 平成30年9月10日 令和5年9月9日
谷岡企画株式会社
代表取締役　谷岡　裕司

法人 苫小牧市 谷岡企画株式会社

胆振 100058 令和2年8月13日 令和7年8月12日 小泉一英 商号個人 苫小牧市 こいずみ美英堂

胆振 100059 令和2年12月29日 令和7年12月28日
島崎建設株式会社
代表取締役　島崎　鶴松

法人 苫小牧市 島崎建設株式会社

胆振 100060 令和3年3月9日 令和8年3月8日
小林建設有限会社
代表取締役　小林　功典

法人 苫小牧市 小林建設有限会社

胆振 100061 令和3年11月12日 令和8年11月11日
株式会社優建設工業
代表取締役　黒瀧　優一

法人 苫小牧市 株式会社優建設工業

胆振 100062 令和4年9月15日 令和9年9月14日
株式会社愛京広告
代表取締役　山田　亮太

法人 苫小牧市 株式会社愛京広告

胆振 100063 平成30年8月1日 令和5年7月31日
メイプル建設株式会社
代表取締役社長　小西　一人

法人 苫小牧市 メイプル建設株式会社

胆振 100064 令和1年5月24日 令和6年5月23日
株式会社ＯＴｉｓ
代表取締役　大宮　久司

法人 苫小牧市 株式会社ＯＴｉｓ

胆振 100065 令和2年12月8日 令和7年12月7日
有限会社アートスタジオNON
代表取締役　梶川　弘樹

法人 苫小牧市 有限会社アートスタジオNON

胆振 100066 令和3年12月14日 令和8年12月13日
Ｍｓ　Ｓｉｇｎ　Ｓｔｕｄｉｏ株式会社
代表取締役　木村　公也

法人 登別市 Ｍｓ　Ｓｉｇｎ　Ｓｔｕｄｉｏ株式会社



（総合）振興局 登録番号 登録有効開始日 登録有効終了日 商号・名称または氏名 法人個人 住所 主たる営業所の名称

胆振 100067 令和4年1月8日 令和9年1月7日 佐藤　泰夫 個人 厚真町 美彩工房

胆振 100068 令和4年10月15日 令和9年10月14日
株式会社ファイブス
代表取締役　大森　健太郎

法人 山口県 株式会社ファイブス

日高 110001 令和3年4月7日 令和8年4月6日 文珠四郎　紹氏 個人 浦河町 浦河中央　田中看板店

日高 110002 令和3年4月6日 令和8年4月5日
株式会社磯田組
代表取締役　磯田　洋一

法人 日高町 株式会社磯田組

日高 110004 令和3年4月25日 令和8年4月24日
株式会社いさい
代表取締役　以西　弘和

法人 日高町 株式会社いさい

日高 110005 令和3年5月23日 令和8年5月22日
有限会社坂尻看板塗装工業
代表取締役　以西　弘和

法人 日高町 有限会社坂尻看板塗装工業

日高 110006 令和3年8月16日 令和8年8月15日 田仲　良伸 個人 新ひだか町 看板塗装　プリズム社

日高 110008 令和3年9月15日 令和8年9月14日 鶴澤　誠 個人 新ひだか町 つるさわ塗工社

日高 110010 令和3年9月27日 令和8年9月26日 佐藤 琢也 個人 えりも町 佐藤商会

日高 110011 令和3年9月30日 令和8年9月29日
有限会社看板塗装ハルミ堂
代表取締役　出口　甫

法人 新ひだか町 有限会社看板塗装ハルミ堂

日高 110012 平成30年3月24日 令和5年3月23日
磯田建設株式会社
代表取締役　磯田　勇

法人 日高町 磯田建設株式会社

日高 110013 令和2年11月19日 令和7年11月18日
株式会社手塚組
代表取締役社長　手塚　純一

法人 浦河町 株式会社手塚組

日高 110014 平成30年12月19日 令和5年12月18日
株式会社細川看板
代表取締役　細川　眞慶

法人 新ひだか町 株式会社細川看板

日高 110015 令和1年9月26日 令和6年9月25日
ＡＤ ＮＥＸＴ合同会社
代表社員　佐藤　嘉晃

法人 浦河町 ＡＤ ＮＥＸＴ合同会社

十勝 120002 令和3年5月14日 令和8年4月25日
有限会社ヒキチ工芸
代表取締役　引地　安久

法人 帯広市 有限会社ヒキチ工芸

十勝 120003 令和3年4月26日 令和8年4月25日 林　紀雄 個人 帯広市 第一設計

十勝 120005 令和3年4月26日 令和8年4月25日 西嶋　静夫 個人 帯広市 ニシジマ広芸

十勝 120006 令和3年4月26日 令和8年4月25日
有限会社青田企画巧芸
代表取締役　青田　満男

法人 帯広市 有限会社青田企画巧芸

十勝 120007 令和3年4月26日 令和8年4月25日 藤澤　巌 個人 帯広市 藤沢看板工芸社

十勝 120008 令和3年4月26日 令和8年4月25日
有限会社プラスチック工芸
代表取締役　飯田　日出生

法人 帯広市 有限会社プラスチック工芸

十勝 120010 令和3年4月26日 令和8年4月25日
有限会社アドサイン
代表取締役　髙森　一磨

法人 帯広市 有限会社アドサイン

十勝 120011 令和3年4月26日 令和8年4月25日 太田　辰美 個人 音更町 オオタ広芸

十勝 120012 令和3年4月26日 令和8年4月25日
有限会社アーク企画
代表取締役　橋本　良之

法人 帯広市 有限会社アーク企画

十勝 120013 令和3年4月26日 令和8年4月25日
有限会社ワタナベ工芸
代表取締役　渡邉　慎太郎

法人 音更町 有限会社ワタナベ工芸

十勝 120014 令和3年4月26日 令和8年4月25日 千葉　茂 個人 上士幌町 アドニス看板工芸

十勝 120015 令和3年4月26日 令和8年4月25日 飯田　信夫 個人 帯広市 アピール看板店

十勝 120016 令和3年4月26日 令和8年4月25日 小川　仁 個人 池田町 華舟堂看板店

十勝 120019 令和3年4月26日 令和8年4月25日
有限会社フジ工房
代表取締役　大塚　克利

法人 帯広市 有限会社フジ工房

十勝 120020 令和3年4月26日 令和8年4月25日
中島金属工業株式会社
代表取締役　茶谷　眞

法人 幕別町 中島金属工業株式会社

十勝 120021 令和3年4月26日 令和8年4月25日
有限会社エポック
代表取締役　松原　光一

法人 帯広市 有限会社エポック

十勝 120022 令和3年4月26日 令和8年4月25日
有限会社マツウラ工芸
代表取締役　松浦　良治

法人 帯広市 有限会社マツウラ工芸

十勝 120026 令和3年5月23日 令和8年5月22日 前田　政儀 個人 帯広市 前田サイン企画

十勝 120031 令和3年7月22日 令和8年7月21日
有限会社ジャストサイン
　取締役　上田　妙子

法人 帯広市 有限会社ジャストサイン

十勝 120034 令和3年8月12日 令和8年8月11日 中村　達也 個人 帯広市 かんばんや

十勝 120035 令和3年8月12日 令和8年8月11日 久能　利幸 個人 本別町 久能塗装看板店

十勝 120036 令和3年8月12日 令和8年8月11日 楠本　将 個人 帯広市 楠本かんばん

十勝 120038 令和3年8月29日 令和8年8月28日 廣富　義明 個人 帯広市 ヒロトミ広芸

十勝 120040 令和3年9月6日 令和8年9月5日
室町ビルサービス株式会社
代表取締役　森尻　善雄

法人 東京都 室町ビルサービス株式会社

十勝 120041 令和3年9月6日 令和8年9月5日
宮坂建設工業株式会社
代表取締役　宮坂寿文

法人 帯広市 宮坂建設工業株式会社

十勝 120042 令和3年9月26日 令和8年9月25日 山保　公明 個人 帯広市 サインサービス

十勝 120047 令和3年9月29日 令和8年9月28日
株式会社中島自工
代表取締役　中島　慎司

法人 帯広市 株式会社中島自工　芽室店

十勝 120048 令和3年9月29日 令和8年9月28日
株式会社かとう看板工業
代表取締役　武士澤　雄一

法人 帯広市 株式会社かとう看板工業

十勝 120049 令和3年10月3日 令和8年10月2日
株式会社ノブ　
代表取締役　髙井　仁志

法人 帯広市 株式会社ノブ

十勝 120051 令和3年10月3日 令和8年10月2日 中島　健一 個人 帯広市 ナカジマ工芸

十勝 120052 令和4年5月15日 令和9年5月14日
株式会社総合エージェンシー
代表取締役　鈴木　圭哉

法人 帯広市 株式会社総合エージェンシー

十勝 120054 令和5年4月1日 令和10年3月31日
株式会社梶尾花園
代表取締役　梶尾　求

法人 帯広市 株式会社梶尾花園

十勝 120056 平成30年12月9日 令和5年12月8日
有限会社ＳＴＵＤＩＯ　ＲＩＶＥＲＳ
代表取締役　山田　郡司

法人 札幌市 有限会社ＳＴＵＤＩＯ　ＲＩＶＥＲＳ

十勝 120058 平成31年3月17日 令和6年3月16日
株式会社橘内建設
代表取締役　橘内　伸幸

法人 上士幌町 株式会社橘内建設

十勝 120059 令和1年10月23日 令和6年10月22日
ハート有限会社
代表取締役　中山　理智

法人 幕別町 ハート有限会社

十勝 120060 令和2年2月19日 令和7年2月18日
有限会社地域創研
代表取締役　平山　智彰

法人 帯広市 有限会社地域創研

十勝 120061 令和3年9月21日 令和8年9月20日 髙橋　寿美雄 個人 音更町 髙橋　寿美雄

十勝 120062 平成30年10月31日 令和5年10月30日 小倉　幹雄 個人 帯広市 サイング

十勝 120064 平成31年3月13日 令和6年3月12日
株式会社ニシダ
代表取締役　西田　康稔

法人 音更町 株式会社ニシダ　本社

十勝 120065 令和1年6月17日 令和6年6月16日
株式会社アイプラネット
代表取締役　山田　洋一

法人 東京都 株式会社アイプラネット
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十勝 120067 令和3年3月23日 令和8年3月22日 波多野　直行 個人 帯広市 看板工房　ジーアップ

十勝 120068 令和4年2月16日 令和9年2月15日
株式会社ジェイエスピー
代表取締役　渋谷　大一

法人 東京都 株式会社ジェイエスピー

十勝 120069 令和4年2月21日 令和9年2月20日
株式会社トムサインワークス　
代表取締役　引地　宣善

法人 帯広市 株式会社トムサインワークス

十勝 120070 平成30年7月31日 令和5年7月30日
株式会社広告設備
代表取締役　小川　誠一

法人 帯広市 株式会社広告設備

十勝 120071 平成31年3月12日 令和6年3月11日
株式会社百亭工芸社
代表取締役　稲垣　輝彦

法人 足寄町 株式会社百亭工芸社

十勝 120072 令和1年8月31日 令和6年8月30日
株式会社プルアンドプッシュ
代表取締役　伊澤　和仁

法人 東京都 株式会社プルアンドプッシュ

十勝 120073 令和2年12月8日 令和7年12月7日
藤原工業株式会社
代表取締役　藤原　治

法人 幕別町 藤原工業株式会社

十勝 120074 令和3年6月16日 令和8年6月15日
株式会社日産クリエイティブサービス
代表取締役社長　髙橋　　徹

法人 神奈川県
株式会社日産クリエイティブサービス
情報・物流事業部　コミュニケーションビジネスサービス部

十勝 120075 令和4年2月3日 令和9年2月3日
株式会社サトウ塗装店
代表取締役　髙橋　秀昌

法人 大樹町 株式会社サトウ塗装店

十勝 120076 令和4年4月5日 令和9年4月4日
有限会社ライオン工房
代表取締役　上山　　俊

法人 音更町 有限会社ライオン工房

十勝 120078 令和4年7月21日 令和9年7月20日
株式会社ライフ・ウェイ
代表取締役　宗形　康幹

法人 東京都 株式会社ライフ・ウェイ

釧路 130002 令和3年4月11日 令和8年4月10日
株式会社彩広舎
代表取締役　吉田　道宏

法人 釧路市 株式会社彩広舎

釧路 130006 令和3年6月6日 令和8年6月5日
フジ工芸株式会社
代表取締役　齋藤　龍彦

法人 釧路市 フジ工芸株式会社

釧路 130010 令和3年7月5日 令和8年7月4日
株式会社近藤建設
代表取締役　近藤　明

法人 弟子屈町 株式会社近藤建設

釧路 130014 令和3年8月10日 令和8年8月9日
有限会社アセットプランニング
取締役　相木　幸

法人 釧路市 有限会社アセットプランニング

釧路 130015 令和3年8月11日 令和8年8月10日 齋藤正一 個人 釧路市 アートサイン

釧路 130016 令和3年9月8日 令和8年9月7日
株式会社みなと工芸
代表取締役　本間　明美

法人 釧路市 株式会社みなと工芸

釧路 130018 令和3年9月8日 令和8年9月7日
株式会社多田塗装工業
代表取締役　多田　征人

法人 標茶町 株式会社多田塗装工業

釧路 130019 令和3年9月8日 令和8年9月7日
有限会社サンケンアート企画
代表取締役　角館　一行

法人 釧路市 有限会社サンケンアート企画

釧路 130021 令和3年9月8日 令和8年9月7日
日の出工芸株式会社
代表取締役　三輪　昌博

法人 釧路市 日の出工芸株式会社

釧路 130023 令和3年9月13日 令和8年9月12日
有限会社アート企画
代表取締役　佐野　実

法人 釧路市 有限会社アート企画

釧路 130024 令和3年9月22日 令和8年9月21日
有限会社アペックス
代表取締役　藤本　正博

法人 釧路市 有限会社アペックス

釧路 130025 令和3年9月22日 令和8年9月21日 佐々木信也 個人 釧路市 佐々木工芸

釧路 130026 令和3年9月23日 令和8年9月22日
有限会社フタバ工芸社
代表取締役　大場　恵治

法人 釧路市 有限会社フタバ工芸社

釧路 130028 令和3年9月30日 令和8年9月29日 柴田秀樹 個人 釧路市 シバタネオン

釧路 130033 令和4年1月26日 令和9年1月25日
株式会社プラスアート
代表取締役　高木　一哉

法人 釧路市 株式会社プラスアート

釧路 130034 令和3年3月17日 令和8年3月16日
株式会社成ヶ澤
代表取締役　成ヶ澤　政路

法人 釧路市 株式会社成ヶ澤

釧路 130035 平成30年5月1日 令和5年4月30日 佐々木進 個人 釧路市 トータルサインプロジェクト

釧路 130036 令和2年12月7日 令和7年12月6日
有限会社ゼロ・エンタープライズ
代表取締役　久恒真司

法人 釧路市 有限会社ゼロ・エンタープライズ

釧路 130037 令和3年3月30日 令和8年3月29日
株式会社都美藝社
代表取締役　成ケ澤　政之

法人 釧路町 株式会社都美藝社  工事事務所

釧路 130038 令和3年4月8日 令和8年4月7日 北谷昌大 個人 釧路市 北谷アート

釧路 130039 令和3年4月8日 令和8年4月7日
株式会社ＷＯＲＫ－Ｓ
代表取締役　佐久間　光弘

法人 釧路町 株式会社ＷＯＲＫ－Ｓ

釧路 130041 令和3年8月30日 令和8年8月29日 田村　早苗 商号個人 釧路市 スター工芸社

釧路 130044 令和4年4月14日 令和9年4月13日 五十嵐　禎 個人 釧路市 ViSET

釧路 130045 令和4年6月12日 令和9年6月11日
上村塗装株式会社
代表取締役　上村　敬子

法人 釧路市 上村塗装株式会社

釧路 130046 令和5年1月31日 令和10年1月30日 南口　二三雄 商号個人 釧路町 ナンコー工芸

釧路 130047 平成30年3月27日 令和5年3月26日
株式会社葛西塗装
代表取締役　葛西　利也

法人 浜中町 株式会社葛西塗装

釧路 130048 令和3年3月8日 令和8年3月7日 北川　秀治 個人 釧路市 キタガワデザイン事務所

釧路 130049 令和3年3月30日 令和8年3月29日
株式会社美サイン
代表取締役　澤野　苗奈

法人 釧路市 株式会社美サイン

釧路 130050 令和3年5月24日 令和8年5月23日 宮本　久幸 個人 釧路市 道東プラスチック工業

釧路 130053 平成30年3月7日 令和5年3月6日 高木　明 個人 釧路町 F-delight

釧路 130054 平成30年5月9日 令和5年5月8日 伊藤　拓 個人 釧路市 RIETEC

釧路 130055 平成30年8月28日 令和5年8月27日
株式会社スペース･アド･デザインセキ
代表取締役　関向　一

法人 釧路市 株式会社スペース・アド・デザインセキ

釧路 130056 令和2年11月26日 令和7年11月25日
太平洋設備株式会社
代表取締役　小茄子川　充

法人 釧路市 太平洋設備株式会社

釧路 130057 令和3年5月31日 令和8年5月30日
有限会社カブト工芸
代表取締役　甲谷　一夫

法人 釧路市 有限会社カブト工芸

釧路 130058 令和3年12月17日 令和8年12月16日
濱野販促企画株式会社
代表取締役　濱野　泰則

法人 釧路市 濱野販促企画株式会社

根室 140001 令和3年4月14日 令和8年4月13日
光洋警備株式会社
代表取締役　上原　芳昭

法人 中標津町 光洋警備株式会社

根室 140002 令和3年4月14日 令和8年4月13日
株式会社クレア
代表取締役　田中　良

法人 中標津町 株式会社クレア

根室 140003 令和3年6月13日 令和8年6月12日
有限会社サイン・スタジオたかはし
代表取締役　高橋　友樹

法人 根室市 有限会社サイン・スタジオたかはし

根室 140004 令和3年8月12日 令和8年8月11日 上野　三男 個人 中標津町 アド工芸

根室 140005 令和3年9月22日 令和8年9月21日 千葉　弘幸 個人 中標津町 千葉エフイサイン

根室 140006 令和3年9月22日 令和8年9月21日
佐々木テント有限会社
代表取締役　佐々木　純照

法人 中標津町 佐々木テント有限会社

根室 140008 令和3年9月27日 令和8年9月26日 菊地　幹雄 個人 根室市 きくち看板工芸

根室 140012 令和3年9月29日 令和8年9月28日 加藤　正二 個人 中標津町 かとう工芸



（総合）振興局 登録番号 登録有効開始日 登録有効終了日 商号・名称または氏名 法人個人 住所 主たる営業所の名称

根室 140015 令和3年10月12日 令和8年10月11日 高桑　国博 個人 標津町 Ｋｕｎｉ　ＯＦＦＩＣＥ

根室 140018 令和4年3月24日 令和9年3月23日 葭川　直人 個人 根室市 よし工芸

根室 140019 平成30年4月26日 令和5年4月25日
有限会社和光
代表取締役　宮谷　哲也

法人 標津町 有限会社和光

根室 140021 令和3年3月23日 令和8年3月22日
有限会社ファクト
代表取締役　伊藤　建也

法人 中標津町 有限会社ファクト


