高知県屋外広告業登録者一覧（県外）
※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。
登録期間（有効期間） 営業所①
業者所在地

登録番号

令和３年11月５日現在 登録件数179件
（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）

名称
至

営業所の名称

郵便番号 営業所の所在地

電話番号

県外登録業者
香川県

060002-04 株式会社光洋ネオン電装

令和8年4月7日

株式会社光洋ネオン電装

765-0053 香川県善通寺市生野町９５３番地１

0877-62-4244

徳島県

060003-04 株式会社セイケン

令和8年4月7日

株式会社セイケン

771-1153 徳島県徳島市応神町吉成字轟５９番地１１

088-641-2551

愛媛県

060007-04 有限会社アド・テック

令和8年4月19日

有限会社アド・テック

790-0003 愛媛県松山市三番町一丁目５番地２

089-915-0205

北海道

060013-04 西武企画株式会社

令和8年4月20日

西武企画株式会社 松山営業所

790-0811 愛媛県松山市本町４－５－３ レクセル本町１F

089-996-8302

愛媛県

060014-04 株式会社アイビ広告

令和8年4月20日

株式会社アイビ広告

791-3161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎７０７番地３

089-984-8078

香川県

060016-04 株式会社トキワ工芸社

令和8年4月24日

株式会社トキワ工芸社

762-0012 香川県坂出市林田町４７７番地の４

0877-47-1221

兵庫県

060018-04 みづほ電機株式会社

令和8年4月24日

みづほ電機株式会社

657-0862 兵庫県神戸市灘区浜田町一丁目１番３１号

078-841-3311

広島県

060027-04 株式会社ニュー・アート

令和8年5月8日

株式会社ニュー・アート 本社

730-0049 広島県広島市中区南竹屋町９番４号

082-241-1898

徳島県

060028-04 株式会社徳島ネオン

令和8年5月8日

株式会社徳島ネオン

770-0873 徳島県徳島市東沖洲一丁目２番地１

088-664-6625

愛媛県

060030-04 株式会社アート工藝社

令和8年5月9日

株式会社アート工藝社

790-0066 愛媛県松山市宮田町１２８４番地の４

089-945-1141

東京都

060031-04 オリオンセールスプロモーション株式会社

令和8年5月17日

ｵﾘｵﾝｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ株式会社 東京本社

104-0044 東京都中央区明石町３番３号

03-3543-6231

香川県

060033-04 株式会社岡ネオン工業所

令和8年6月28日

株式会社岡ネオン工業所

761-0450 香川県高松市三谷町字北野５１３２番地

087-888-3095

香川県

060039-04 株式会社西部広告社

令和8年6月2日

株式会社西部広告社

761-8056 香川県高松市上天神町６６２番地６

087-866-4377

香川県

060041-04 四国アドサービス株式会社

令和8年6月2日

四国アドサービス株式会社

761-8056 香川県高松市上天神町５５６番地１

087-868-2133

愛知県

060043-04 長田広告株式会社

令和8年6月2日

高知営業所

781-5106 高知県高知市介良乙1118-1

088-878-7677

香川県

060044-04 株式会社アド・メディア

令和8年6月5日

株式会社アド・メディア

761-0442 香川県高松市川島本町181番地5

087-848-5533

岡山県

060049-04 株式会社コーケン

令和8年6月5日

株式会社コーケン

701-0145 岡山県岡山市北区今保１４８番地の８

086-243-5573

東京都

060052-04 株式会社備広

令和8年6月13日

株式会社備広 本社

103-0004 東京都中央区東日本橋三丁目７番１２号

03-5652-0761

愛媛県

060057-04 株式会社松年社

令和8年6月29日

株式会社松年社

790-0952 愛媛県松山市朝生田町四丁目７番２７号

089-932-0666

福岡県

060060-04 株式会社グリーンクロス

令和8年6月29日

株式会社グリーンクロス 高知支社

780-8037 高知県高知市城山町５２－４

088-837-1588

広島県

060062-04 株式会社中村工社

令和8年7月5日

株式会社中村工社 本社

730-0826 広島県広島市中区南吉島一丁目２番１４号

082-245-3108

兵庫県

060066-04 株式会社トーアコーポレーション

令和8年8月17日

株式会社トーアコーポレーション

658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町一丁目７番８号

078-452-6500

東京都

060068-04 株式会社昭和化成

令和8年8月17日

株式会社昭和化成

151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷三丁目１９番２号

03-3376-5351

東京都

060075-04 東亜レジン株式会社

令和8年9月4日

広島営業所

738-0201 広島県廿日市市永原６６８－１

0829-74-3122

東京都

060087-04 株式会社コトブキネオン

令和8年9月19日

株式会社コトブキネオン

101-0052 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地

03-3291-5346

1 ／7ページ

高知県屋外広告業登録者一覧（県外）
※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。
登録期間（有効期間） 営業所①
業者所在地

登録番号

令和３年11月５日現在 登録件数179件
（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）

名称
至

営業所の名称

郵便番号 営業所の所在地

電話番号

東京都

060088-04 株式会社Ｔ＆Ｔアド

令和8年9月19日

本社

104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目２５番１０号三信八丁堀ビル 03-3552-5071

広島県

060103-04 ウエル・ユーカン株式会社

令和8年9月25日

ウエル・ユーカン株式会社 東京支店

110-0016 東京都台東区台東４丁目19-9

03-5818-6900

広島県

060107-04 株式会社タテイシ広美社

令和8年9月25日

株式会社タテイシ広美社

726-0025 広島県府中市河南町１１４

0847-43-4886

東京都

060113-04 清水建設株式会社

令和8年9月27日

清水建設株式会社四国支店

760-8533 香川県高松市寿町二丁目４番５号

087-811-1804

愛知県

060115-04 株式会社三昭堂

令和8年9月27日

株式会社三昭堂 本社

491-8528 愛知県一宮市あずら三丁目９番２３号

0586-77-0360

東京都

060116-04 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ

令和8年9月27日

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ

105-6312 東京都港区虎ノ門一丁目23番１号

03-6830-3811

東京都

060129-04 株式会社昭和ネオン

令和8年9月29日

株式会社昭和ネオン 広島営業所

730-0011 広島県広島市中区基町１２番８号

082-227-2821

大阪府

060135-04 株式会社共栄企画

令和8年10月30日

株式会社共栄企画

550-0011 大阪府大阪市西区阿波座一丁目９番９号

06-6534-1731

大阪府

060140-04 テルウェル西日本株式会社

令和8年9月29日

テルウェル西日本株式会社 四国支店

791-8013 愛媛県松山市山越三丁目15番15号

089-922-8898

愛知県

060161-04 株式会社キクテック

令和8年11月10日

株式会社キクテック 西日本営業所

701-1152 岡山県岡山市北区津高２６５番地１

086-253-2538

大阪府

060162-04 朝日エティック株式会社

令和8年10月2日

朝日エティック株式会社高松支店

760-0055 香川県高松市観光通２-２-15第２ダイヤビル５階

087-831-2221

岡山県

060168-04 株式会社山陽工房

令和8年11月10日

株式会社山陽工房

710-0038 岡山県倉敷市新田２３９３番地の２

086-430-2323

東京都

060169-04 株式会社丹青社

令和8年11月10日

株式会社丹青社

108-8220 東京都港区港南一丁目２番70号

03-6455-8104

大阪府

060171-04 三和サインワークス株式会社

令和8年11月10日

大阪本社

530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目１番３号

06-6453-3171

東京都

060172-03 株式会社ブルー

令和3年12月8日

株式会社ブルー 大阪事務所

532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本2-14-17-803

06-6306-6730

愛媛県

060173-04 岩田看板広告株式会社

令和8年12月8日

岩田看板広告株式会社

790-0024 愛媛県松山市春日町５番地７

089-921-3547

岐阜県

060174-04 株式会社バウハウス丸栄

令和8年12月8日

株式会社バウハウス丸栄 本店

501-6001 岐阜県羽島郡岐南町上印食五丁目８２番地

058-249-3611

福岡県

060175-04 株式会社アダチ

令和8年12月8日

株式会社アダチ

804-0003 福岡県北九州市戸畑区中原新町１番３号

093-871-7536

東京都

060176-04 株式会社エキスプレス社

令和8年12月8日

株式会社エキスプレス社 大阪支社

542-0081 大阪府大阪市中央区南船場四丁目11番19号

06-6244-1661

香川県

060177-04 有限会社タカシマ工芸

令和8年12月8日

有限会社タカシマ工芸

763-0073 香川県丸亀市柞原町481番地1

0877-24-8950

愛媛県

060180-03 有限会社小川電機商会

令和3年12月15日

有限会社小川電機商会

798-0082 愛媛県宇和島市長堀１丁目４番１０号

0895-23-5558

香川県

060181-04 有限会社光専ネオン

令和9年1月5日

有限会社光専ネオン

761-2308 香川県綾歌郡綾川町羽床下２８０番地１

087-876-5055

愛媛県

060188-03 有限会社ビー・クラフト

令和4年3月16日

有限会社ビー・クラフト

799-3111 愛媛県伊予市下吾川４８１

089-983-6269

東京都

060189-03 鹿島建設株式会社

令和4年3月16日

鹿島建設株式会社 高知営業所

780-0056 高知県高知市北本町一丁目３番１号

088-872-8157

大阪府

070003-03 株式会社大宣

令和4年5月11日

株式会社大宣 本社

591-8041 大阪府堺市北区東雲東町４丁４番１０号

072-253-5050

東京都

070004-03 山王スペース＆レンタル株式会社

令和4年6月15日

山王スペース＆レンタル株式会社 大阪営業所

556-0017 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20階 06-6648-0166
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広島県

070009-03 三共ディスプレイ株式会社

令和4年8月3日

三共ディスプレイ株式会社

738-0021 広島県廿日市市木材港北７－１７

0829-32-8757

東京都

070011-03 タイガー株式会社

令和4年8月10日

タイガー株式会社 本社

100-0032 東京都千代田区岩本町三丁目10番12号

03-5809-2732

埼玉県

070012-03 ウチノ看板株式会社

令和4年8月23日

ウチノ看板株式会社 本社

359-1164 埼玉県所沢市三ヶ島１－２３－２

04-2947-8888

秋田県

070017-03 株式会社アド秋田

令和4年9月14日

株式会社アド秋田

010-0802 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前８－８

018-864-1504

東京都

070019-03 株式会社小林工芸社

令和4年10月12日

株式会社小林工芸社

170-0004 東京都豊島区北大塚１－９－１５

03-3917-1688

東京都

070023-03 一般財団法人日本森林林業振興会

令和5年1月11日

一般財団法人日本森林林業振興会 高知支部

780-0850 高知県高知市丸ノ内一丁目７番３６号（興林会館3F）

088-824-1114

香川県

070027-03 株式会社香川工社

令和5年2月28日

株式会社香川工社

761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼１１３５－４ 香川ビル

087-845-2001

東京都

070030-03 株式会社コムズ

令和5年3月28日

株式会社コムズ 本社営業所

104-0031 東京都中央区京橋三丁目１２番１号

03-3562-5201

群馬県

070031-03 株式会社アートランド

令和5年3月28日

株式会社アートランド

370-2463 群馬県富岡市神成332番地１

0274-67-2466

愛知県

080001-03 株式会社シモヤ

令和5年4月25日

株式会社シモヤ

474-0047 愛知県大府市宮内町四丁目381番地

0562-48-1488

香川県

080004-03 株式会社東讃広告社

令和5年6月13日

株式会社東讃広告社

769-2101 香川県さぬき市志度４２２番地７

087-894-0061

東京都

080007-03 株式会社友菱

令和5年8月22日

㈱友菱

104-0045 東京都中央区築地2丁目1番2-102号

03-3543-5711

香川県

080010-03 四国開発建設株式会社

令和5年9月12日

四国開発建設株式会社

760-0001 香川県高松市新北町27番10号

087-802-6012

愛媛県

080012-03 三宅川 明夫 （伊豫デザインオフィス）

令和5年10月24日

伊豫デザインオフィス

794-0037 愛媛県今治市黄金町2丁目5-5

0898-32-7851

京都府

080015-03 株式会社フジヤ

令和5年11月14日

株式会社フジヤ 広島支店

730-0011 広島県広島市中区基町13-13 広島基町NSビル8階

082-555-8390

香川県

080017-03 大東産業株式会社

令和5年12月12日

大東産業株式会社 高知営業所

781-8122 高知県高知市高須新町3丁目4番8号

088-885-4645

東京都

080018-03 株式会社スペース

令和5年12月12日

株式会社スペース 東京事業本部

103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-9-4

03-3669-4008

香川県

080019-03 株式会社コート

令和5年12月26日

株式会社コート

761-0704 香川県木田郡三木町大字下高岡3222番地

087-898-6001

東京都

080020-03 株式会社共同広告社

令和6年1月30日

株式会社共同広告社

103-0024 東京都中央区日本橋小舟町15番10号

03-6206-2781

東京都

090003-03 株式会社乃村工藝社

令和6年4月24日

株式会社乃村工藝社

135-8622 東京都港区台場二丁目3番4号

03-5962-1171

兵庫県

090004-03 ラッキー工芸株式会社

令和6年4月24日

ラッキー工芸株式会社

670-0934 兵庫県姫路市朝日町54番地

079-226-1271

東京都

090005-03 西松建設株式会社

令和6年4月24日

西松建設株式会社 高知営業所

780-0085 高知県高知市札場16-34

088-885-9200

東京都

090006-03 美和ロック株式会社

令和6年4月24日

美和ロック株式会社 営業開発部

105-8510 東京都港区芝3-1-12

03-3452-5555

東京都

090008-03 株式会社大林組

令和6年4月24日

株式会社大林組 四国支店

760-0007 香川県高松市中央町11番11号

087-831-7121

東京都

090010-03 45アイズ株式会社

令和6年5月15日

45アイズ株式会社

102-0072 東京都千代田区飯田橋四丁目５番11号

03-6380-8445

香川県

090011-03 株式会社広立

令和6年5月29日

株式会社広立

769-1502 香川県三豊市豊中町笠田笠岡3185番地6

0875-62-2898
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大阪府

090013-03 株式会社藤木工務店

令和6年7月28日

株式会社藤木工務店四国支店

760-0077 香川県高松市上福岡町778番地1

087-837-7272

香川県

090015-03 株式会社プランニング・アート

令和6年8月21日

株式会社プランニング・アート

761-8041 香川県高松市檀紙町2073番地1

087-885-9008

静岡県

090018-03 アオイネオン株式会社

令和6年11月13日

アオイネオン株式会社 静岡本社

420-0944 静岡県静岡市葵区新伝馬一丁目3番43号

054-204-0900

東京都

090019-03 大日本印刷株式会社

令和6年11月20日

大日本印刷株式会社建築管理センター

162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

03-6735-0140

愛媛県

090023-03 安永広告株式会社

令和7年1月29日

安永広告株式会社

790-0952 愛媛県松山市朝生田町７丁目10-20

089-933-7707

東京都

100002-03 東亜道路工業株式会社

令和7年8月5日

東亜道路工業(株)四国支店

799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲1216-4

0898-72-6161

岡山県

100003-03 株式会社デンショク

令和7年9月8日

株式会社デンショク 岡山本社

702-8002 岡山県岡山市中区桑野５１６－８

086-274-0022

兵庫県

100005-03 株式会社関西広告社

令和7年10月25日

株式会社関西広告社 本社

675-1121 兵庫県加古郡稲美町北山２０８

079-492-6209

大阪府

100006-03 イオンディライト株式会社

令和7年12月6日

イオンディライト株式会社 中四国支社

732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 広島段原ショッピングセンター3F 082-568-8500

広島県

100009-03 株式会社共美工芸

令和8年3月22日

株式会社共美工芸

733-0034 広島県広島市西区南観音町１２番５号

082-294-3331

東京都

110001-03 株式会社電通ライブ

令和8年4月25日

株式会社電通ライブ

100-8508 東京都千代田区内幸町一丁目5番3号

03-6257-8177

香川県

110005-03 株式会社高松ホツトスタンプ

令和8年7月15日

株式会社高松ホツトスタンプ

761-0705 香川県木田郡三木町井上３０９８番地５５

087-891-1010

大阪府

110008-03 株式会社立匠

令和8年9月14日

株式会社立匠

566-0035 大阪府摂津市鶴野四丁目10番18号

072-632-8660

愛媛県

110014-03 株式会社四国メディア

令和8年12月15日

株式会社四国メディア

791-1112 愛媛県松山市南高井町８１１番地３

089-975-9080

東京都

110015-02 ＧＣストーリー株式会社

令和3年12月16日

ＧＣストーリー株式会社

135-0042 東京都江東区木場六丁目4番2号KIビル

03-6673-4439

香川県

110021-02 四電エンジニアリング株式会社

令和4年1月10日

四電エンジニアリング株式会社 高知支店

781-2120 高知県吾川郡いの町枝川675-1

088-893-6110

東京都

110022-02 株式会社協同制作

令和4年1月19日

株式会社協同制作 本社

104-0042 東京都中央区入船二丁目５番７号

03-3555-2501

福島県

110023-03 株式会社クリエイティブダイワ

令和9年1月24日

株式会社クリエイティブダイワ

963-0725 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６番地

024-944-0088

香川県

110027-02 開成工業株式会社

令和4年3月30日

開成工業株式会社 本社

769-0201 香川県綾歌郡宇多津町浜１番丁１番地

0877-49-2211

大阪府

120004-02 株式会社デザインアーク

令和4年6月27日

大阪本店

550-0011 大阪府大阪市西区阿波座一丁目5番16号

06-6536-6111

富山県

120007-02 三協立山株式会社

令和4年8月8日

三協立山(株) タテヤマアドバンス社 中四国支店 700-0975 岡山県岡山市北区今２－３－１３

086-244-4678

東京都

120008-02 株式会社ビーアド

令和4年8月23日

株式会社ビーアド

120-0005 東京都足立区綾瀬七丁目19番12号

03-3606-9898

東京都

120010-02 株式会社アイプラネット

令和4年10月3日

株式会社アイプラネット 本社

107-8619 東京都港区南青山一丁目1番1号

03-3475-3151

東京都

120011-02 株式会社シテイー・ロード

令和4年12月6日

株式会社シテイー・ロード

101-0021 東京都千代田区外神田４－８－５ クレイン末広７階

03-3526-3700

愛媛県

120015-02 株式会社アームズ

令和5年1月31日

株式会社アームズ

791-8077 愛媛県松山市内浜町2-8

089-908-9887

東京都

120016-02 株式会社ニューアド社

令和5年3月11日

株式会社ニューアド社

166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-11-1

03-3314-1321

4 ／7ページ

高知県屋外広告業登録者一覧（県外）
※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。
登録期間（有効期間） 営業所①
業者所在地

登録番号

令和３年11月５日現在 登録件数179件
（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）

名称
至

営業所の名称

郵便番号 営業所の所在地

電話番号
045-500-5112

神奈川県

130004-02 株式会社エダキン

令和5年11月25日

株式会社エダキン本社

230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-1UNEXビル6F

東京都

130005-02 株式会社ヨシミ

令和5年11月25日

株式会社ヨシミ 関西営業所

604-8156 京都府京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町558-304 075-748-1101

愛媛県

130006-02 有限会社スタジオ広遊

令和6年2月12日

有限会社スタジオ広遊

790-0921 愛媛県松山市福音寺町713番地14

089-941-4199

香川県

130007-02 株式会社サンエイ

令和6年2月27日

株式会社サンエイ 本社

761-0612 香川県木田郡三木町氷上3100-3

087-898-5177

愛媛県

130009-02 有限会社アイサイン企画

令和6年4月18日

有限会社アイサイン企画

792-0874 愛媛県新居浜市長岩町2-45

0897-67-1377

愛媛県

140002-02 株式会社香川ネオン松山電業社

令和6年6月11日

株式会社香川ネオン松山電業社

791-8001 愛媛県松山市平田町１０４－１

089-979-4343

愛媛県

140009-02 株式会社協和産業

令和6年7月10日

株式会社協和産業 高知支店

781-8121 高知県高知市葛島４丁目８番13号

088-883-3728

栃木県

140011-02 株式会社しばた工芸

令和6年9月24日

株式会社しばた工芸 鹿沼事務所

322-0026 栃木県鹿沼市茂呂81－１

0289-74-7100

香川県

140012-02 株式会社ネクサス

令和6年9月24日

株式会社ネクサス 本社

760-0017 香川県高松市番町３丁目２番１号

087-832-2511

東京都

140013-02 凸版印刷株式会社

令和6年10月9日

凸版印刷株式会社 西日本事業本部 九州事業部 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1-17-28

092-722-2151

香川県

140014-02 水田 裕史（ミットプランニング）

令和6年12月15日

ミットプランニング

761-8042 香川県高松市御厩町58番地３

087-887-3110

大阪府

140016-02 株式会社竹中工務店

令和7年3月12日

株式会社竹中工務店 四国支店

760-0022 香川県高松市西内町12-11

087-851-1175

愛媛県

150002-02 株式会社西条せとうち広告

令和7年5月28日

株式会社西条せとうち広告

793-0027 愛媛県西条市朔日市525-12

0897-55-4337

福岡県

150007-02 株式会社ザイマックス九州

令和8年2月1日

株式会社ザイマックス九州

812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目２番１号

092-686-6700

愛媛県

150008-02 株式会社JAC－PJ

令和8年2月9日

株式会社JAC－PJ

791-1114 愛媛県松山市井門町99番地1

089-993-6661

東京都

150009-02 NSK株式会社

令和8年3月4日

NSK株式会社高松営業所

760-0078 香川県高松市今里町２丁目４番16号

087-862-4908

愛媛県

160002-02 株式会社松山建装社

令和8年4月28日

株式会社松山建装社

790-0003 愛媛県松山市三番町七丁目１番地７

089-941-5221

愛媛県

160003-02 株式会社CSサイン

令和8年5月11日

株式会社CSサイン

791-1123 愛媛県松山市東方町甲1527番地

089-963-5778

広島県

160004-02 株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ Ｋousya

令和8年7月4日

株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ Ｋousya

733-0833 広島県広島市西区商工センター六丁目６番27号

082-270-3792

和歌山県

160009-02 有限会社市場工芸

令和8年9月7日

有限会社市場工芸

649-6264 和歌山県和歌山市新庄388番地4

073-477-5000

愛知県

160010-02 名古屋樹脂工業株式会社

令和8年9月8日

名古屋樹脂工業株式会社

451-0084 愛知県名古屋市西区上堀越町一丁目50番地

052-522-1121

愛媛県

160011-02 有限会社唐子工芸

令和8年9月28日

有限会社唐子工芸

799-1533 愛媛県今治市国分四丁目８番27号

0898-48-8788

香川県

160012-02 ビジュアル・サービス株式会社

令和8年10月5日

ビジュアル・サービス株式会社

760-0065 香川県高松市朝日町二丁目14番7号

087-816-0021

広島県

160014-01 岸工業株式会社

令和3年12月13日

岸工業株式会社

734-0023 広島県広島市南区東雲本町２丁目15番７号

082-282-1461

香川県

160015-02 小松印刷株式会社

令和8年12月16日

小松印刷株式会社

761-1402 香川県高松市香南町由佐2100番地１

087-879-1248

大阪府

160016-02 株式会社アート広業

令和8年12月20日

株式会社アート広業

561-0894 大阪府豊中市勝部一丁目９番２７号

06-6843-3312
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大阪府

160017-01 ファンファクトリー株式会社

令和4年1月23日

ファンファクトリー株式会社

566-0051 大阪府摂津市安威川南町４-13

072-653-5569

広島県

160018-01 株式会社シェルパ

令和4年3月30日

株式会社シェルパ

732-0032 広島県広島市東区上温品四丁目33番20号

082-508-6366

大阪府

170002-01 株式会社大協社

令和4年7月31日

株式会社大協社

547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸6-14-36

06-6705-7888

東京都

170003-01 大成建設株式会社

令和4年9月29日

大成建設株式会社 四国支店

760-0019 香川県高松市サンポート2番1号

087-825-3400

広島県

170005-01 株式会社プログレスコーポレーション

令和5年2月15日

株式会社プログレスコーポレーション

731-0201 広島県広島市安佐北区大林1丁目15-8

082-818-1360

東京都

170006-01 株式会社東宣エイディ

令和5年2月22日

東京本社

103-0027 東京都中央区日本橋2-2-21日本橋2丁目ビル2F

03-6225-2321

香川県

180001-01 竹元 求（竹元電気商会）

令和5年4月17日

竹元電気商会

760-0071 香川県高松市藤塚町1丁目9-4

087-834-7766

大阪府

180002-01 カンボウプラス株式会社

令和5年5月22日

カンボウプラス株式会社 東京支店

103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-20

03-3661-5581

兵庫県

180003-01 松原 保（サインワーク松陽）

令和5年5月28日

サインワーク松陽

671-2103 兵庫県姫路市夢前町前之庄796-1

079-336-3665

福岡県

180005-01 株式会社LARKS

令和5年6月29日

株式会社LARKS

810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-1-3-301

092-711-8822

香川県

180006-01 株式会社ジェイアール四国企画

令和5年7月12日

株式会社ジェイアール四国企画

760-0011 香川県高松市浜ノ町8番24号

087-851-6885

広島県

180007-01 広島ヘイワ株式会社

令和5年7月30日

広島ヘイワ株式会社

731-5107 広島県広島市佐伯区石内上１丁目７番８号

082-941-2100

神奈川県

180008-01 ウィングメッセ株式会社

令和5年8月10日

ウィングメッセ株式会社

223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町287番地

045-947-3636

愛媛県

180011-01 有限会社 ワン・オー

令和5年11月9日

有限会社 ワン・オー

791-8042 愛媛県松山市南吉田町1692番地6

089-972-5450

大阪府

180014-01 大和ハウス工業株式会社

令和6年3月14日

大和ハウス工業株式会社 本社

530-8241 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号

06-6346-2111

東京都

180015-01 三井住友建設株式会社

令和6年3月14日

三井住友建設株式会社 四国支店

792-8567 愛媛県新居浜市磯浦町16番6号

0897-33-5558

静岡県

190001-01 不二化成品株式会社

令和6年4月4日

不二化成品株式会社

424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂327番１

054-344-1700

東京都

190002-01 株式会社アイテック

令和6年4月17日

株式会社アイテック

532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目３番32号

06-6838-9331

兵庫県

190003-01 株式会社Skill

令和6年6月13日

株式会社Skill

669-1342 兵庫県三田市四ツ辻630

079-568-7791

東京都

190004-01 株式会社クレスト

令和6年7月11日

株式会社クレスト

107-0052 東京都港区赤坂八丁目10番22号ニュー新坂ビル４F

03-6721-1306

福岡県

190005-01 株式会社ハリケーンマスター

令和6年7月23日

株式会社ハリケーンマスター宇美工場

811-2108 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘6丁目16番13号

092-933-8160

東京都

190006-01 アイワ広告株式会社

令和6年9月19日

アイワ広告株式会社

194-0023 東京都町田市旭町1-21-14

042-710-1200

愛知県

190007-01 アイアサン株式会社

令和6年9月19日

アイアサン株式会社 本社

491-8528 愛知県一宮市あずら三丁目9番23号

0586-81-8528

埼玉県

190008-01 株式会社ドミンゴコーポレーション

令和6年10月18日

株式会社ドミンゴコーポレーション

350-1104 埼玉県川越市小ケ谷195-12

049-270-5004

東京都

190009-01 株式会社電通

令和6年11月8日

株式会社電通 東京本社

105-7001 東京都港区東新橋一丁目８番１号

03-6216-5111

栃木県

190010-01 有限会社大栄企画

令和6年12月28日

有限会社大栄企画

300-2436 茨城県つくばみらい市絹の台5丁目1番1

0297-52-3982
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高知県屋外広告業登録者一覧（県外）
※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。
登録期間（有効期間） 営業所①
業者所在地

登録番号

令和３年11月５日現在 登録件数179件
（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）

名称
至

営業所の名称

郵便番号 営業所の所在地

電話番号

東京都

190012-01 株式会社JKK

令和7年3月3日

株式会社JKK

160-0022 東京都新宿区新宿5-10-20

03-3357-2501

埼玉県

190013-01 株式会社WAOH

令和7年3月11日

株式会社WAOH

343-0823 埼玉県越谷市相模町2-276-2

048-918-0072

大分県

200002-01 株式会社アド・サイン

令和7年5月15日

株式会社アド・サイン

870-1153 大分県大分市大字小野鶴字大手ヶ迫1916番地の1

097-541-7755

東京都

200005-01 スリーエムジャパン株式会社

令和7年7月6日

スリーエムジャパン株式会社 東京支店

101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1

03-5226-1500

香川県

200007-01 株式会社三豊サイン

令和7年8月25日

株式会社三豊サイン

767-0032 香川県三豊市三野町下高瀬1985番地4

0875-73-6578

東京都

200008-01 株式会社レガーロ

令和7年8月25日

株式会社レガーロ 東京営業所

157-0071 東京都世田谷区千歳台3-3-16HN千歳台ビル2階

03-5490-8188

徳島県

200009-01 シルバーメイキング株式会社

令和7年8月31日

シルバーメイキング株式会社

770-0873 徳島県徳島市東沖洲二丁目1番地11

088-664-6778

徳島県

200010-01 有限会社WORKS-J

令和7年9月2日

有限会社WORKS-J

770-0002 徳島県徳島市春日三丁目3番33号

088-679-7655

東京都

200012-01 株式会社アデスト

令和7年10月12日

株式会社アデスト

103-0004 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 03-6667-7017

香川県

200013-01 有限会社三和鉄工

令和7年10月6日

有限会社三和鉄工

763-0092 香川県丸亀市川西町南甲1316番地2

0877-28-7910

愛知県

200014-01 表示灯株式会社

令和7年10月30日

表示灯株式会社 四国支店

760-0017 香川県高松市番町一丁目6番6号

087-821-5811

香川県

200015-01 吉田 太一（大地看板）

令和7年11月11日

大地看板

761-0823 香川県木田郡三木町大字井戸1640番地1

090-4972-2979

大阪府

200016-01 株式会社HIT'S-V

令和7年12月15日

株式会社HIT'S-V

577-0013 大阪府東大阪市長田中五丁目1番19号

06-6748-7090

山口県

200017-01 株式会社フォルト

令和8年1月28日

株式会社フォルト

751-0816 山口県下関市椋野町三丁目5番16号

083-227-2115

徳島県

200020-01 山田 正司（ヤマダ工芸）

令和8年2月26日

ヤマダ工芸

776-0005 徳島県吉野川市鴨島町喜来355番地8

0883-24-5969

大阪府

200021-01 積水ハウス株式会社

令和8年3月5日

積水ハウス株式会社 高知支店

780-0072 高知県高知市杉井流21番10号

088-882-7882

香川県

210001-01 積和建設四国株式会社

令和8年5月28日

積和建設四国株式会社 高知事業所

781-5103 高知県高知市大津乙2127番地4

088-866-6700

香川県

210002-01 株式会社城山堂

令和8年6月23日

株式会社城山堂

761-2308 香川県綾歌郡綾川町羽床下2221番地1

087-802-7288

神奈川県

210003-01 株式会社エスプラン

令和8年6月28日

株式会社エスプラン

251-0001 神奈川県藤沢市西富444番地の1

0466-25-3300

東京都

210005-01 株式会社ザイマックス

令和8年8月17日

株式会社ザイマックス

107-0052 東京都港区赤坂一丁目１番１号

03-5544-6600

東京都

210006-01 トピー実業株式会社

令和8年8月25日

トピー実業株式会社 本店

141-8667 東京都品川区大崎一丁目２番２号

03-3495-6500

大阪府

210007-01 Ｖｉｓｔａ Ｊａｐａｎ株式会社

令和8年9月8日

Ｖｉｓｔａ Ｊａｐａｎ株式会社 本社

533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島2-8-8

06-7777-3991

埼玉県

210009-01 フィオナグランデ株式会社

令和8年10月22日

フィオナグランデ株式会社

343-0823 埼玉県越谷市相模町六丁目448番地4

048-940-2813

大阪府

210011-01 株式会社ネットテン

令和8年11月1日

大阪本社

558-0047 大阪府大阪市住吉区千躰二丁目２番２４号

06-6672-8888
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