
高知県屋外広告業登録者一覧

　　※この一覧表は、登録者の所在地を高知県内（市町村別）と県外（都道府県別）に分けて表示しています。 平成30年２月28日現在　登録件数92件

登録期間（有効期間）

　至 　営業所の名称 郵便番号 営業所の所在地 電話番号

　　県内登録業者（市町村別）

高知県高知市 060001-03 株式会社隆芸 平成33年4月5日 株式会社隆芸 780-0081 高知県高知市北川添１８番地２５号 088-882-2877

高知県高知市 060004-03 株式会社フジ工芸 平成33年4月7日 株式会社フジ工芸 780-0074 高知県高知市南金田３番４７－４号 088-884-6992

高知県高知市 060005-03 株式会社ダイセン 平成33年4月10日 株式会社ダイセン 780-0003 高知県高知市七ツ淵８２４ 088-846-5050

高知県高知市 060006-03 有限会社オカザキ広美 平成33年4月10日 有限会社オカザキ広美　営業本部 780-0081 高知県高知市北川添２４番地１８号 088-882-5065

高知県高知市 060010-03 高知電通企画有限会社 平成33年4月19日 高知電通企画有限会社 780-0051 高知県高知市愛宕町２丁目２３番６号 088-822-3012

高知県高知市 060012-03 檜本　直志（サインアルゴン） 平成33年4月20日 サインアルゴン 781-8104 高知県高知市高須１丁目８－１５－２０８ 090-9773-5841

高知県高知市 060017-03 有限会社創報社 平成33年4月24日 有限会社創報社 781-0270 高知県高知市長浜３１０７－６ 088-842-1277

高知県幡多郡 060021-03 宮川　郁朗（幡多プラスチック工芸） 平成33年4月27日 幡多プラスチック工芸 789-1931 高知県幡多郡黒潮町入野５４１－７ 0880-43-2684

高知県四万十市 060022-02 高橋　幸二（タカハシ看板） 平成33年4月27日 タカハシ看板 787-0021 高知県四万十市中村京町１－１９ 0880-35-2838

高知県高知市 060023-02 株式会社轟組 平成33年4月27日 株式会社轟組 780-8006 高知県高知市萩町１丁目５番１３号 088-834-1011

高知県高知市 060034-03 上野　栄（ウエノ工芸） 平成33年5月26日 ウエノ工芸 780-8040 高知県高知市神田２４２７－１４ 088-833-2685

高知県高知市 060035-03 有限会社白馬看板工芸社 平成33年5月26日 有限会社白馬看板工芸社 780-0074 高知県高知市南金田３番５３－８号 088-884-6690

高知県南国市 060038-02 佐々木　浩一（アートフェイス） 平成33年6月2日 アートフェイス 783-0024 高知県南国市東崎７０９番地 088-864-3830

高知県四万十市 060040-03 株式会社サワチカ 平成33年6月2日 沢近画廊 787-0019 高知県四万十市中村天神橋１４ 0880-34-1139

高知県高知市 060046-03 有限会社やまもと看板 平成33年6月5日 有限会社やまもと看板 780-0043 高知県高知市寿町６番１６号 088-823-1456

高知県土佐市 060047-03 有限会社カリヤテント 平成33年6月5日 有限会社カリヤテント 781-1143 高知県土佐市波介１８７８－１ 088-828-5220

高知県高知市 060048-03 柏原　伸司（アート高知） 平成33年6月5日 アート高知 780-0051 高知県高知市愛宕町２丁目１６番２０号 088-872-4261

高知県高知市 060050-03 谷口　道也（ＧＲＯＷ　ＵＰ） 平成33年6月13日 ＧＲＯＷ　ＵＰ 781-0315 高知県高知市春野町東諸木３４１９ 088-848-2570

高知県高知市 060058-03 有限会社カリノ美工 平成33年6月29日 有限会社カリノ美工 781-0014 高知県高知市薊野南町１９番１０号 088-845-2404

高知県高知市 060059-03 有限会社ひろせ工芸 平成33年6月29日 有限会社ひろせ工芸 781-0014 高知県高知市薊野南町６番１７－９号 088-845-7100

高知県高知市 060064-03 有限会社ヤスオカスタジオ 平成33年8月17日 有限会社ヤスオカスタジオ 780-0023 高知県高知市東秦泉寺９４番１ 088-845-6682

高知県須崎市 060065-03 勝賀瀬　修一（須崎工芸） 平成33年8月17日 須崎工芸 785-0034 高知県須崎市大間本町９－１０ 0889-43-1425

高知県高知市 060069-03 岡部　泰治（オカベサイン） 平成33年8月17日 オカベサイン 780-8027 高知県高知市高見町３０１－２ 088-837-7718

営業所①　　　（登録営業所が複数の場合は、一番目に記載している営業所を表示しています）
業者所在地 登録番号 名称
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高知県高知市 060070-03 野田　眞生（ノダ工房） 平成33年8月17日 ノダ工房 781-5106 高知県高知市介良乙3272-1 088-882-3307

高知県高知市 060073-03 細川　大真（アート工房イマジン） 平成33年8月17日 アート工房イマジン 781-5103 高知県高知市大津乙１４９１ 088-878-5210

高知県香美市 060078-03 天野　茂（ＤＥＳＩＧＮ・かんばんアマノ） 平成33年9月4日 DESIGN・かんばんアマノ 782-0008 高知県香美市土佐山田町佐古薮２８９－２９ 0887-52-3131

高知県高知市 060079-03 株式会社高知クリエイト 平成33年9月4日 株式会社高知クリエイト 781-0270 高知県高知市長浜３１１１番地３ 088-841-5007

高知県高知市 060083-03 濱田　敏夫（サインポスト） 平成33年9月6日 サインポスト 780-0974 高知県高知市円行寺西浦１０２５－１３ 088-871-7976

高知県高知市 060085-03 とさでん交通株式会社 平成33年9月16日 とさでん交通株式会社 780-8010 高知県高知市桟橋通４丁目１２番７号 088-833-7111

高知県高知市 060090-03 菅野　雄介（キング工房） 平成33年9月19日 キング工房 780-0025 高知県高知市北秦泉寺９１東端 088-873-5874

高知県高知市 060094-03 藤本　誠（藤本デザイン） 平成33年9月19日 藤本デザイン 781-0270 高知県高知市長浜４６８２－４ 088-841-4275

高知県高知市 060096-03 福富　洋一（アートガレージ） 平成33年9月25日 アートガレージ 780-8022 高知県高知市孕西町４ 088-833-0115

高知県宿毛市 060097-03 小川　伸児（オガワデザインクラフト） 平成33年9月25日 オガワデザインクラフト 788-0012 高知県宿毛市高砂４－７ 0880-65-5758

高知県高知市 060098-03 新開　大吉（大吉看板） 平成33年10月18日 大吉看板 781-0011 高知県高知市薊野北町３丁目１６－３０－４ 088-845-9337

高知県高知市 060100-03 田中　金次（タナカアート） 平成33年9月25日 タナカアート 780-0803 高知県高知市弥生町４－２４ 088-884-0511

高知県高知市 060104-03 友村　正之（サイン・ショップ彩） 平成33年9月25日 サイン・ショップ彩 781-0316 高知県高知市春野町西諸木６１９番地 088-855-3309

高知県高知市 060106-03 伊藤　進（アドクラフト） 平成33年9月25日 アドクラフト 780-8017 高知県高知市南竹島町22-1 088-802-7773

高知県高知市 060108-03 西村　政晴（西村看板） 平成33年9月25日 西村看板 780-8010 高知県高知市桟橋通３丁目１９番１０号 088-831-3859

高知県高知市 060117-03 筒井　秀夫（シルクロード） 平成33年9月27日 シルクロード 780-8040 高知県高知市神田２１２０－１３ 088-833-6575

高知県吾川郡 060121-03 箭野　健（Ｄｓｉｇｎ） 平成33年9月27日 Ｄｓｉｇｎ 781-2120 高知県吾川郡いの町枝川２８５４ 088-893-2813

高知県土佐清水市 060123-03 川久保　安伸（幡多工芸） 平成33年9月27日 幡多工芸 781-0315 高知県土佐清水市足摺岬４４４ 0880-88-0070

高知県高知市 060125-03 株式会社フォルム 平成33年9月27日 株式会社フォルム 781-0011 高知県高知市薊野北町２丁目１－３０－７ 088-826-5166

高知県高知市 060131-03 株式会社アシベ看板 平成33年9月29日 株式会社アシベ看板 780-8083 高知県高知市鵜来巣１２番２２号 088-840-1600

高知県南国市 060132-03 有限会社土佐アート 平成33年9月29日 有限会社土佐アート 783-0043 高知県南国市岡豊町小蓮１３１０番地 088-866-2050

高知県土佐清水市 060138-03 宮﨑　幸和（ミヤザキ看板） 平成33年9月29日 ミヤザキ看板 797-0242 高知県土佐清水市下ノ加江３４３１－３ 0880-84-1618

高知県高岡郡 060139-03 三宮　紳二（風工房） 平成33年9月29日 風工房 781-2154 高知県高岡郡日高村岩目地８６４－２ 0889-24-5482
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高知県安芸市 060147-03 石坂　公一（カンバンヤのイシザカ） 平成33年9月29日 カンバンヤのイシザカ 784-0004 高知県安芸市本町２丁目５－１ 0887-35-8322

高知県高知市 060149-03 有限会社コンテ 平成33年11月4日 有限会社コンテ 781-0315 高知県高知市春野町東諸木４４５－１ 088-842-1317

高知県高知市 060151-03 株式会社トライ 平成33年9月29日 株式会社トライ 781-0315 高知県高知市春野町東諸木３３６８ 088-841-0333

高知県南国市 060153-03 高知県消火栓標識株式会社 平成33年9月29日 高知県消火栓標識株式会社 783-0022 高知県南国市小籠1059-3 088-864-3161

高知県吾川郡 060154-03 若林　一明（ドキドキカンパニー） 平成33年9月29日 ドキドキカンパニー 781-1627 高知県吾川郡仁淀川町宮ヶ平166番地4 0889-34-3675

高知県四万十市 060157-03 上岡　貞夫（中村プラザデザイン事務所） 平成33年10月19日 中村プラザデザイン事務所 787-0019 高知県四万十市具同７３６１－３ 0880-37-1454

高知県宿毛市 060165-03 吉田　清登（宿毛看板） 平成33年11月10日 宿毛看板 788-0001 高知県宿毛市中央２－６－２３ 0880-63-5171

高知県高知市 060178-03 広峰有限会社 平成33年12月8日 広峰有限会社 781-5102 高知県高知市大津甲１４０４番地１０－５ 088-866-7321

高知県香美市 060179-03 山本　幹男（オカザキ看板） 平成33年12月15日 オカザキ看板 782-0031 高知県香美市土佐山田町東本町5-3-19 0887-52-2791

高知県吾川郡 060184-03 株式会社四国テント看板 平成34年1月19日 四国テント看板 781-2120 高知県吾川郡いの町枝川３１４番地 088-893-3668

高知県安芸市 060186-03 佐々木　貴顕（佐々木看板） 平成34年1月26日 佐々木看板 784-0043 高知県安芸市川北甲１３０２番地１ 0887-34-4595

高知県安芸市 070001-03 山下　正一郎（ヤマシタ巧房） 平成34年4月6日 ヤマシタ巧房 784-0004 高知県安芸市本町４丁目７番６号 0887-35-4289

高知県四万十市 070013-03 横山　晋也（アートワールド） 平成34年8月24日 アートワールド 787-0010 高知県四万十市古津賀２９１６－３４ 0880-34-5064

高知県四万十市 070028-03 青木　太（アオキ工芸） 平成35年3月14日 アオキ工芸 787-0010 高知県四万十市古津賀3058-35 0880-34-6653

高知県高知市 080006-02 財前　賢司　（六甲デザイン） 平成30年7月11日 六甲デザイン 780-8023 高知県高知市六泉寺町153-6 088-833-0536

高知県高知市 090001-02 有限会社アースデザイン 平成31年4月10日 有限会社アースデザイン 781-8132 高知県高知市一宮東町5丁目6番42号 088-846-2321

高知県高知市 090009-02 株式会社コピーマック 平成31年4月24日 株式会社コピーマック 780-0841 高知県高知市帯屋町２丁目１番22号 088-802-2030

高知県高知市 090016-02 北川　寛（枳工房） 平成31年9月11日 枳工房 780-0915 高知県高知市小津町3-34 088-822-9951

高知県高知市 090020-02 入交道路施設株式会社 平成31年11月20日 入交道路施設株式会社 781-0114 高知県高知市十津6丁目2番10号 088-847-3691

高知県高知市 110003-02 株式会社ロードグリーンズ 平成33年5月31日 株式会社ロードグリーンズ 781-8135 高知県高知市一宮南町１丁目６番１１号 088-845-5100

高知県南国市 110009-02 石本　靖善（イシモト看板） 平成33年9月30日 イシモト看板 783-0044 高知県南国市岡豊町八幡９３９番地 088-862-3065

高知県高知市 110011-02 筒井　朋巳（ツツイ工芸） 平成33年12月5日 ツツイ工芸 781-0240 高知県高知市横浜１６７－１ 088-842-3170

高知県高知市 110017-02 株式会社マツキン 平成33年12月21日 株式会社マツキン 781-5103 高知県高知市大津乙１７９４番地 088-855-7925
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高知県高知市 120006-02 株式会社m.e.works 平成34年7月19日 株式会社m.e.works 780-8040 高知県高知市神田２０９８番地２ 088-856-9914

高知県高知市 120012-02 岡本　祐哉（Sign Art One） 平成34年12月26日 Sign Art One 780-0823 高知県高知市菜園場2-6 088-855-8107

高知県香南市 130001-01 矢野　一伸（ステップワン） 平成30年5月13日 ステップワン 781-5603 高知県香南市夜須町西山1325-1 0887-57-7131

高知県香南市 130002-01 山中　正幸（YMCOLOR） 平成30年7月11日 YMCOLOR 781-5232 高知県香南市野市町西野527-7 0887-56-1569

高知県高知市 130003-01 高添　康幸（翼工芸） 平成30年9月26日 翼工芸 781-0312 高知県高知市春野町平和127 088-874-3625

高知県高知市 130008-01 上村　洋一郎（SIGN　Studio　Grid） 平成31年4月3日 SIGN　Studio　Grid 780-8063 高知県高知市朝倉丙239-3　テイクプラス305号 088-856-5886

高知県高知市 130010-01 米岡　裕司（アド広告） 平成31年4月18日 アド広告 780-0082 高知県高知市南川添18-24 088-883-0690

高知県高知市 140004-01 有限会社さかもと工芸 平成31年６月18日 有限会社さかもと工芸 780-0927 高知県高知市山ノ端町３０ 088-872-6784

高知県高知市 140005-01 株式会社道路交安 平成31年6月25日 株式会社道路交安 781-8104 高知県高知市高須３丁目４番20号 088-883-2025

高知県高知市 140006-01 株式会社土佐建機 平成31年6月25日 株式会社土佐建機 780-0041 高知県高知市入明町３－１ 088-872-8588

高知県高知市 140007-01 ウカテック株式会社 平成31年７月２日 ウカテック株式会社 780-0844 高知県高知市永国寺町３番１号 088-872-4232

高知県高知市 140008-01 有限会社保安技建 平成31年７月２日 有限会社保安技建 780-0072 高知県高知市杉井流６番３号 088-883-2002

高知県高知市 140015-01 有限会社中野興業 平成32年3月12日 有限会社中野興業 781-5103 高知県高知市大津乙６６８番地６ 088-866-6604

高知県高知市 150001-01 有限会社タック 平成32年5月7日 有限会社タック 780-0081 高知県高知市北川添11番３号 088-883-9899

高知県高知市 150005-01 有限会社ダイワ青陽社 平成32年9月2日 有限会社ダイワ青陽社 780-0833 高知県高知市南はりまや町二丁目６番２号 088-882-6489

高知県南国市 150006-01 中山　喬文（中山企画） 平成33年1月5日 中山企画 783-0004 高知県南国市大埇甲１３００－２ 088-864-3518

高知県高岡郡 150010-01 北川　元（看板工房　元） 平成33年3月29日 看板工房　元 786-0014 高知県高岡郡四万十町新開町１２４８－19 090-3214-0570

高知県高知市 160001-01 株式会社サイン・ファクトリー 平成33年4月7日 株式会社サイン・ファクトリー 780-8040 高知県高知市神田1084-1 088-833-4159

高知県高知市 160006-01 有限会社マエダテント 平成33年8月31日 有限会社マエダテント 780-0806 高知県高知市知寄町２丁目３番６号 088-883-2601

高知県高知市 160008-01 米岡　奈美枝（高知観光宣伝） 平成33年9月7日 高知観光宣伝 780-8063 高知県高知市朝倉丙420-3 088-843-4106

高知県高知市 160013-01 株式会社高知広告センター 平成33年11月29日 株式会社高知広告センター 780-0870 高知県高知市本町３丁目１番１号 088-856-6750

高知県高知市 170001-01 株式会社Cierto 平成34年7月25日 株式会社Cierto 780-0974 高知県高知市円行寺1017-8 090-4501-9490

高知県高岡郡 170004-01 西川　久（西川工房） 平成34年11月6日 西川工房 789-1203 高知県高岡郡佐川町丙1397番地1 0889-22-7031
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