
登録業者

届出年月日 終了年月日 商号、氏名又は名称及び代表者 名　称 所在地 業務主任者 電話番号

1 令和2年10月27日 令和7年12月18日
株式会社昭光社　
代表取締役　前田　英幸

株式会社昭光社 福岡市中央区荒戸三丁目6-29 前田　英幸 092-712-1687

2 令和1年12月19日 令和7年2月15日
株式会社キクテック
代表取締役　佐藤　義信

株式会社キクテック 仙台市太白区東中田6-1-47 佐藤　義信 022-241-4661

3 令和3年4月9日 令和8年5月10日
トーアン株式会社
代表取締役　神事　潤三

トーアン株式会社 福島県郡山市待池台一丁目55-37 神事　潤三 024-963-2050

4 令和3年7月5日 令和8年7月5日
株式会社オオウチ工芸
代表取締役　大内　信志

株式会社オオウチ工芸 仙台市若林区六丁の目元町3-8 大内　信志 022-286-1515

ヨシダ宣伝株式会社　本社 石川県金沢市中央通町1-22 松井　渉 076-221-3231

ヨシダ宣伝株式会社　新潟支店 新潟市北区島見町2434-3 佐藤　善成 025-257-4075

6 令和3年11月5日 令和8年11月29日
株式会社アド装拓
代表取締役　古澤　智

株式会社アド装拓 岩手県盛岡市三本柳22-41-6 古澤　智 019-632-1771

三協立山株式会社　
タテヤマアドバンス社　東北支店

仙台市若林区六丁の目北町8-1 佐藤　浩二 022-390-0081

三協立山株式会社　
タテヤマアドバンス社　関東圏支店

東京都港区高輪3-13-1　
高輪コート4F

三上　成幸 03-6277-0388

三協立山株式会社　
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 水野　佑哉 03-6667-6641

三協立山株式会社　
タテヤマアドバンス社　関西支店

大阪市中央区平野町3-2-13　
平野町中央ビル4階

中江　智亮 06-6575-7202

8 令和1年10月5日 令和8年9月28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

株式会社乃村工藝社　本社 東京都港区台場2-3-4 太田　啓介 03-5962-1171

株式会社スペース　東京事業本部 東京都中央区日本橋人形町3-9-4 厚味　義広 03-3669-4008

株式会社スペース　名古屋事業本部 名古屋市西区那古野2-2-1 丹羽　貞之 052-565-1251

株式会社スペース　大阪事業本部 大阪市西区靱本町3-8-10 井戸田　悟 06-6444-0710

10 令和2年5月1日 令和7年5月26日
東北送配電サービス株式会社
取締役社長　伊東　裕彦

東北送配電サービス株式会社　山形支社 山形市本町一丁目4-21 今野　忠徳 022-261-5351

12 令和2年1月14日 令和7年2月2日
アイプラネット東北株式会社
代表取締役　長谷川　耕平

アイプラネット東北株式会社 仙台市若林区沖野二丁目10-64 長谷川　耕平 022-290-0730

関東マルワ産業株式会社　本社 栃木県宇都宮市平出工業団地38-38 髙橋　大志 028-663-1553

関東マルワ産業株式会社　東京オフィス
東京都墨田区両国3-21-8　
ＭＫビル2F-201号室

成岡　大史 03-5625-4450

株式会社スペース
代表取締役　佐々木　靖浩

届出
番号

特例届出の有効期間

7 平成31年4月16日 令和4年7月31日

13 令和1年5月10日

営　業　所

山形市特例屋外広告業者登録簿（令和３年１２月１０日現在）

　特例屋外広告業届出制度は、山形県の登録を受けた屋外広告業者が、山形市で屋外広告業を営む場合、その旨を山形市へ届け出ることにより、山形市の登録を受けたものとみなし、山形市内でも営業することができるものです。

　<経過措置>　
　山形市屋外広告物条例の施行日（平成３１年４月１日）より前に、山形県の登録を受けている屋外広告業者は、その登録期間中は、山形市の登録を受けたものとみなし、山形市内で営業することができます。　
　詳しくは、山形県ホームページに掲載の「山形県屋外広告業登録業者一覧」でご確認ください。

5 平成31年4月3日 令和5年2月18日
ヨシダ宣伝株式会社
代表取締役　松井　渉

令和4年5月30日
関東マルワ産業株式会社　
代表取締役　上野　裕之

三協立山株式会社
代表取締役社長　平能　正三

9 平成31年4月24日 令和5年12月4日
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株式会社デザインアーク　東京支店 東京都千代田区飯田橋２丁目18-2 橋本　和久 03-5214-2370

株式会社デザインアーク　大阪本店 大阪市西区阿波座一丁目5-16 揚野　宏史 06-6536-6111

15 令和1年5月13日 令和6年5月25日
株式会社彩広舎　
代表取締役　吉田　道宏

株式会社彩広舎 北海道釧路市新富士町6-2-15 吉田　道宏 0154-55-1070

株式会社石沢工業 青森県弘前市神田2-4-20 石澤　敏行 0172-34-6661

株式会社石沢工業　青森営業所 青森市古館1-10-8 刀袮　健太郎 017-741-1383

株式会社石沢工業　八戸営業所 青森県八戸市上田面木28-2 山野　芳浩 0178-23-5030

株式会社石沢工業　大館営業所 秋田県大館市部垂町33-2 石山　嘉賢 0186-45-1516

17 令和1年5月20日 令和6年3月10日
大和ハウス工業株式会社　
代表取締役社長　芳井　敬一

大和ハウス工業株式会社　山形支店 山形市白山二丁目2-2 木田　雅博 023-633-6027

18 令和1年5月21日 令和5年11月11日
株式会社アートサイン　
代表取締役　佐々木　徹

株式会社アートサイン 仙台市太白区富田字上野東5 佐々木　徹 022-245-8622

19 令和2年10月6日 令和7年10月18日
有限会社ナカムラ看板
取締役　中村　準

有限会社ナカムラ看板 山形市大字下谷柏571 中村　準 023-689-0575

20 令和2年11月12日 令和7年12月13日
株式会社トーアコーポレーション　
代表取締役　乙守　典厚

株式会社トーアコーポレーション 神戸市東灘区森南町1-7-8 片山　邦彦 078-452-6500

21 令和3年6月7日 令和8年6月14日
ウエル・ユーカン株式会社　
代表取締役　掛　宗智

ウエル・ユーカン株式会社 広島市佐伯区湯来町大字白砂200 掛　宗智 0829-40-5151

22 令和1年5月23日 令和6年10月29日
美和ロック株式会社　
代表取締役社長　川邉　浩史

美和ロック株式会社　営業開発部 東京都港区芝3-1-12 平川　幸喜 03-3452-5555

23 令和1年5月24日 令和6年1月31日
株式会社エー・ピー・エス　
代表取締役　三浦　政和

株式会社エー・ピー・エス 山梨県南都留郡河口湖町船津5672-1 三浦　政和 0555-72-4141

24 令和2年10月26日 令和7年11月28日
株式会社ウェスト工房　
代表取締役　荒谷　昭夫

株式会社ウェスト工房 仙台市宮城野区扇町1-8-21 菅原　岳史 022-235-7031

25 令和2年8月24日 令和7年10月2日
株式会社アートランド　
代表取締役　橋爪　敏

株式会社アートランド 群馬県富岡市神成332-1 橋爪　敏 0274-67-2466

26 令和2年3月9日 令和7年3月22日
株式会社竹中工務店　
取締役社長　佐々木　正人

株式会社竹中工務店　東北支店 仙台市青葉区国分町3-4-33 深瀬　博章 022-262-1711

27 令和2年11月5日 令和7年12月1日
朝日エティック株式会社　
代表取締役　樋口　知以

朝日エティック株式会社　仙台支店 仙台市青葉区国分町3-1-11 小笠原　次郎 022-212-6671

28 令和2年9月25日 令和7年10月5日
株式会社近宣　
代表取締役社長　清水　勇宏

株式会社近宣　山形営業所
山形市香澄町二丁目8-18　
第７近宣ビル

小野　茂雄 023-631-2136

29 令和2年11月9日 令和7年12月19日
村岡　優
（デコール美創）

デコール美創 天童市大字荒谷7 村岡　優 023-653-3707

30 令和3年8月6日 令和8年8月22日
イーグル産業
代表取締役　深田　順市

株式会社イーグル産業 埼玉県川越市的場一丁目26-8 深田　順市 049-239-1881

31 令和1年6月13日 令和6年6月4日
株式会社イサオサイン　
代表取締役　小野　勇男

株式会社イサオサイン 秋田市外旭川字梶ノ目351 進藤　良夫 018-868-1303

32 令和1年6月11日 令和5年5月21日
株式会社協同制作　
代表取締役　立石　昌紀

株式会社協同制作　本社 東京都中央区入船二丁目5-7 横山　一志 03-3555-2501

33 令和1年6月25日 令和4年12月2日
株式会社シテイー・ロード
代表取締役　坂上　淳

株式会社シテイー・ロード
東京都千代田区外神田4-8-5　
クレイン末広7階

坂上　淳 03-3526-3700

34 令和1年6月25日 令和4年1月25日
ＧＣストーリー株式会社
代表取締役　西坂　勇人

ＧＣストーリー株式会社
東京都江東区木場六丁目4-2
KⅠビル

西坂　勇人 03-6673-4439

16 令和1年5月15日 令和6年6月12日
株式会社石沢工業　
代表取締役　鈴木　健吾

14 令和1年5月10日 令和4年3月15日
株式会社デザインアーク　
代表取締役　辰巳　嘉一
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35 令和1年6月26日 令和4年10月4日
株式会社日展　
代表取締役　田加井　徹

株式会社日展　東京支店 東京都台東区東上野6-21-6 雨宮　正英 03-3847-2060

36 令和1年7月10日 令和5年3月10日
西松建設株式会社
代表取締役社長　髙瀨　伸利

西松建設株式会社　北日本支社 仙台市青葉区大町2-8-33 大家　修生 022-261-8958

37 令和1年7月10日 令和6年7月3日
アクティヴサインシステム株式会社
代表取締役　𣘺本　和久

アクティヴサインシステム株式会社 東京都足立区保木間1-23-6 小林　瑞樹 03-3858-7400

株式会社小泉創芸 米沢市大町三丁目3-33 鈴木　道広 0238-22-0317

株式会社小泉創芸　仙台支店 仙台市青葉区旭ケ丘一丁目7-8 男虎　健二 022-272-9441

株式会社小泉創芸　山形営業所 山形市小立二丁目1-62 泉谷　祐次 023-629-8778

39 令和1年7月18日 令和6年7月9日
株式会社クレスト
代表取締役　永井　俊輔

株式会社クレスト　本社
東京都港区赤坂8-10-22
ニュー新坂ビル4F

阿部　一久 03-6721-1306

40 令和1年7月18日 令和6年5月11日
株式会社ダイス　
代表取締役　山根　憲守

株式会社ダイス 東京都中央区日本橋堀留町1-5-11 山根　憲守 03-6661-7491

41 令和1年7月19日 令和6年7月7日
アイアサン株式会社　
代表取締役　平出　海石

アイアサン株式会社 愛知県一宮市あずら3-9-23 平出　海石 0586-81-0123

42 令和3年2月2日 令和8年2月27日
株式会社山陽工房
代表取締役　森永　栄治

株式会社山陽工房 岡山県倉敷市新田2393-2 森永　栄治 086-430-2323

43 令和2年8月25日 令和7年10月4日
山新建装株式会社　
代表取締役　佐藤　裕司

山新建装株式会社 山形市富神台28 菅井　猛 023-644-1661

44 令和1年7月29日 令和4年1月14日
清水建設株式会社　
取締役社長　井上　和幸

清水建設株式会社　東北支店 仙台市青葉区木町通一丁目4-7 遠藤　宏昭 022-267-9111

45 令和2年12月14日 令和7年12月25日
株式会社ジェイアール東日本企画　
代表取締役社長　赤石　良治

株式会社ジェイアール東日本企画　仙台支社
仙台市青葉区一番町2-2-13
仙建ビル7F

菊池　大祐 022-265-4413

46 令和1年8月13日 令和6年5月29日
株式会社アイプラネット　
代表取締役　鈴木　愛司

株式会社アイプラネット　本社 東京都港区南青山1-1-1 三浦　一真 03-3475-3151

凸版印刷株式会社　情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業本部 東京都文京区水道1-3-3 砂川　拓真 03-5840-2138

凸版印刷株式会社　東日本事業部 仙台市泉区明通三丁目30 加藤　建治 022-3777-5111

48 令和1年8月23日 令和6年8月7日
株式会社エヌ・メディア　
代表取締役　中山　秀介

株式会社エヌ・メディア 東京都中央区銀座3-4-5 中山　秀介 03-5823-4470

49 令和1年8月29日 令和4年12月7日
三井住友建設株式会社　
代表取締役　近藤　重敏

三井住友建設株式会社　東北支店 仙台市青葉区花京院2-1-14 松倉　正岳 022-225-6761

50 令和1年10月21日 令和6年11月25日
大日本印刷株式会社　
代表取締役社長　北島　義斉

大日本印刷株式会社　建築管理センター 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1 新井　良幸 03-6735-0140

51 令和1年10月30日 令和6年6月10日
リーガルボード株式会社　
代表取締役　速水　直生

リーガルボード株式会社　山形営業所 山形市大字十文字751-1 五十嵐　公記 023-674-0843

アオイネオン株式会社　静岡本社 静岡市葵区新伝馬1-3-43 永野　昌也 054-204-0900

アオイネオン株式会社　東京本社 東京都大田区池上三丁目6-16 田村　秀広 03-3754-2111

アオイネオン株式会社　大阪支店
大阪市中央区北久宝寺町4-3-5
本町サミットビル3階

宮永　恭二 06-6281-3621

アオイネオン株式会社　福岡支店
福岡市中央区渡辺通2-3-3
SASA薬院ビル3階

定村　裕輔 092-406-5363

38 令和2年10月13日 令和7年11月1日
株式会社小泉創芸
代表取締役　小泉　貴靖

52 令和3年1月5日 令和7年11月29日
アオイネオン株式会社
代表取締役　菅野　栄一

令和1年8月15日 令和4年9月4日
凸版印刷株式会社　
代表取締役社長　麿　秀晴

47
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株式会社電通　東京本社 東京都港区東新橋1-8-1 萱原　純 03-6216-5111

株式会社電通　中部支社
名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング29階

竹内　千秋 052-756-2100

株式会社電通　関西支社
大阪市北区中之島3-2-4
中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ･ｳｴｽﾄ17階

丸田　泰良 06-6484-8888

54 令和2年11月12日 令和6年12月2日
株式会社大林組
取締役社長　蓮輪　賢治

株式会社大林組　東北支店
仙台市青葉区上杉1-6-11
日本生命仙台勾当台ビル

梅原　隆太 022-267-8521

55 令和2年11月27日 令和7年12月18日
山交バス株式会社
代表取締役社長　髙橋　智

山交バス株式会社　本社 山形市清住町一丁目1-20 髙橋　純平 023-647-5170

56 令和1年11月29日 令和6年11月26日
株式会社川口建設
代表取締役　阿部　誠

株式会社川口建設 山形市飯塚町字中道北439-2 遠藤　慎也 023-643-5455

57 令和1年12月10日 令和6年12月5日
アイワ広告株式会社
代表取締役　小山　雅明

アイワ広告株式会社　本社 東京都町田市旭町1-21-14 矢内　武志 042-710-1200

58 令和1年12月12日 令和6年12月9日
株式会社ミライト
代表取締役社長　中山　俊樹

ミライト　東北支店 仙台市太白区長町5-3-20 宇佐見　香織 022-369-7333

株式会社ワイズサイン 群馬県伊勢崎市三室町5808 山崎　貴史 0270-62-6696

株式会社ワイズサイン　東京支店
東京都中野区東中野4-9-26
キクヤビル201

和田　武之 03-6908-6727

60 令和2年1月7日 令和6年11月27日
山金工業株式会社
代表取締役　山下　真寛

山金工業株式会社　東京支店
東京都新宿区大久保2-4-12
新宿ラムダックスビル7階

豊田　和彦 03-3202-3517

61 令和3年2月9日 令和8年2月28日
株式会社三昭堂
代表取締役　水野　利晴

株式会社三昭堂　本社 愛知県一宮市あずら3-9-23 仲畑　博文 0586-77-0360

62 令和2年2月5日 令和4年2月20日
Ｔ＆日本メンテ開発株式会社
代表取締役社長　土門　雅仁

Ｔ＆日本メンテ開発株式会社 酒田市木川字東中道29-8 齋藤　浩之 0234-93-2139

株式会社Ｔ＆Ｔアド　本社
東京都中央区八丁堀2-25-10
三信八丁堀ビル

高橋　雅一 03-3552-5071

株式会社Ｔ＆Ｔアド　大阪支社 大阪市北区曽根崎1-1-2 平岡　孝夫 06-6130-3200

株式会社Ｔ＆Ｔアド　名古屋支社 名古屋市中区錦2-20-8 小野田　旬一 052-211-5885

65 令和2年3月9日 令和7年3月4日
東日本興業株式会社
取締役社長　長谷川　登

東日本興業株式会社　本店 仙台市青葉区一番町3-7-1 佐藤　雅美 022-225-6488

66 令和3年1月14日 令和8年1月22日
有限会社山形商美社
代表取締役　服部　正

有限会社山形商美社 山形市城南町三丁目7-6 服部　正 023-644-1417

株式会社トークス　山形支社 山形市山家町二丁目7-16 田中　智貴 023-625-2127

株式会社トークス　本社 仙台市宮城野区五輪一丁目17-47 佐々木　昭宏 022-799-5600

68 令和2年4月1日 令和4年11月25日
株式会社新庄砕石工業所　　　　　　　　　
　代表取締役　柿崎　武男

株式会社新庄砕石工業所　山形営業所 山形市香澄町二丁目2-40 押切　潤 023-633-7817

69 令和2年4月2日 令和7年3月29日
上野　勝志
（上野屋）

上野屋 上山市金生西一丁目11-43-8 上野　勝志 023-672-2863

70 令和2年4月3日 令和4年7月3日
株式会社ビーアド
代表取締役　増田　洋一

株式会社ビーアド 東京都足立区綾瀬7-19-12 山崎　拓也 03-3606-9898

71 令和2年4月6日 令和7年3月11日
株式会社セブンエイト
代表取締役　池田　圭吾

株式会社セブンエイト 東京都目黒区原町2-2-8 池田　圭吾 03-3712-3111

72 令和2年4月20日 令和7年4月13日
株式会社ＷＡＯＨ
代表取締役　桑原　克也

株式会社ＷＡＯＨ 埼玉県越谷市相模町2-276-2 桑原　克也 048-918-0072

64 令和2年3月2日 令和5年2月11日
株式会社Ｔ＆Ｔアド
代表取締役　木谷　泰夫

53 令和1年11月12日 令和6年11月11日
株式会社電通
代表取締役　五十嵐　博

59 令和2年1月7日 令和7年1月4日
株式会社ワイズサイン
代表取締役　山崎　貴史

67 令和2年3月19日 令和7年3月9日
株式会社トークス
代表取締役社長　中山　哲克
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73 令和2年11月24日 令和7年10月20日
株式会社クリエイティブダイワ
代表取締役　大戸　国男

株式会社クリエイティブダイワ 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原6 大戸　国男 024-944-0088

74 令和2年5月26日 令和7年4月13日
株式会社キハラネオン製作所
代表取締役　木原　茂喜

株式会社キハラネオン製作所 東京都大田区南六郷二丁目26-3 代田　隆 03-3732-3708

75 令和2年6月16日 令和6年12月1日
株式会社システム・ワン
代表取締役　佐伯　明厚

株式会社システム・ワン 東京都墨田区横川1-12-10 佐伯　明厚 03-5637-9331

76 令和2年7月1日 令和7年6月30日
沼田　義輝
（ＹＮ　Ｓｉｇｎ）

ＹＮ　Ｓｉｇｎ 宮城県多賀城市下馬二丁目3-10-2 沼田　義輝 090-1061-7167

77 令和2年7月1日 令和7年10月10日
株式会社シモヤ
代表取締役　下谷　敏博

株式会社シモヤ 愛知県大府市宮内町四丁目381 坂　啓祐 0562-48-1488

78 令和2年7月8日 令和7年9月20日
有限会社斎電工業所
代表取締役　齋藤　雅之

有限会社斎電工業所 米沢市中田町909-6 齋藤　雅之 0238-37-4151

三和サインワークス株式会社　大阪本社 大阪市北区梅田三丁目1-3 富岡　敬重 06-6453-3171

三和サインワークス株式会社　東京支社
東京都港区港南二丁目15-1　
Ａ-30

足立　陽一 03-5783-3001

80 令和2年7月16日 令和7年7月9日
スリーエムジャパン株式会社
代表取締役　宮崎　裕子

スリーエムジャパン株式会社　東京支店 東京都千代田区西神田3-8-1 山下　広太郎 03-5226-1500

81 令和2年7月30日 令和7年2月16日
株式会社かんばんさとう
代表取締役　佐藤　憲義

株式会社かんばんさとう 山形市青田南23-12 佐藤　憲義 023-632-1379

82 令和2年9月4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

ユニアークス株式会社　本社 埼玉県坂戸市大字紺屋926 小林　亮 049-298-8922

83 令和2年9月14日 令和7年10月2日
東北シルク株式会社
代表取締役　林　俊明

東北シルク株式会社 山形市宮町二丁目13-11 林　俊明 023-641-2215

84 令和2年9月14日 令和7年10月3日
有限会社天童アド工芸
代表取締役　伊藤　登志男

有限会社天童アド工芸 天童市大字久野本字丹原698-2 伊藤　登志男 023-654-0233

85 令和2年9月14日 令和7年10月4日
真栄工芸株式会社
代表取締役　熊谷　一

真栄工芸株式会社　利府工場 宮城県宮城郡利府町しらかし台六丁目13-2 江花　裕一 022-356-6688

86 令和2年9月11日 令和7年10月2日
株式会社エスケイ・オーニング
代表取締役　阿部　繁

株式会社エスケイ・オーニング 山形市桜田東三丁目7-14 三部　幸樹 023-641-0219

87 令和2年9月18日 令和7年10月10日
大場　宣幸
（かんばんの広宣）

かんばんの広宣 新庄市金沢1270-3 大場　宣幸 0233-23-4844

88 令和2年9月16日 令和7年10月5日
有限会社尚文堂
代表取締役　角田　浩二郎

有限会社尚文堂 寒河江市栄町9-32 水戸部一好 0237-86-2249

89 令和2年9月24日 令和7年10月2日
株式会社クラフト
代表取締役　鈴木　一哉

株式会社クラフト 山形市南栄町一丁目1-56 茨城　倫子 023-632-2435

90 令和2年9月23日 令和7年10月12日
株式会社昭和ネオン
代表取締役社長　髙村　徹

株式会社昭和ネオン　仙台営業所 仙台市青葉区一番町一丁目4-30 逸見　雄作 022-261-2793

91 令和2年9月24日 令和7年10月12日
株式会社石川
代表取締役社長　髙橋　雄二

株式会社石川 山形市松山一丁目1-77 髙橋　雄二 023-641-9278

92 令和2年9月23日 令和7年10月2日
株式会社スカワ
代表取締役　増田　隆

株式会社スカワ 山形市北町一丁目2-20 増田　隆 023-684-6655

93 令和2年9月28日 令和7年10月6日
阿部　元也
（アベ看板）

アベ看板 山形市江俣五丁目8-18 阿部　元也 023-684-7598

94 令和2年9月28日 令和7年10月11日
株式会社東北トラスト
代表取締役　佐藤　賢三

株式会社東北トラスト 宮城県黒川郡大郷町東成田字小林14-2 佐藤　賢三 022-347-6355

95 令和2年9月28日 令和7年10月24日
有限会社タケダかんばん
代表取締役　武田　敦行

有限会社タケダかんばん 山形市美畑町7-21 武田　宏策 023-622-8876

96 令和2年9月30日 令和7年11月1日
有限会社扶桑ネオン
代表取締役　北折　明

有限会社扶桑ネオン 山形市落合町1090 北折　明 023-641-5318

令和2年12月4日 令和7年12月27日
三和サインワークス株式会社
代表取締役　長田　伸之

79
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97 令和2年9月30日 令和7年10月12日
株式会社アートエッグ
代表取締役　佐藤　正悦

株式会社アートエッグ 山形市大字下宝沢21 佐藤　雄大 023-629-2625

98 令和2年9月30日 令和7年10月5日
伊藤　悟
（いとう工房）

いとう工房 山形市穂積125-6 伊藤　悟 023-642-7654.

99 令和2年9月30日 令和7年11月21日
東亜レジン株式会社
代表取締役　永井　茂智

東亜レジン株式会社　仙台営業所 仙台市太白区郡山8-5-8 南部　陽介 022-247-0873

100 令和2年10月1日 令和7年10月2日
有限会社フジ工芸
代表取締役　片岡　富士男

有限会社フジ工芸 山形市蔵王半郷659-11 片岡　富士男 023-688-5017

101 令和2年10月1日 令和7年9月28日
有限会社佐々惣建設
代表取締役　佐々木　昌幸

有限会社佐々惣建設　看板事業部 宮城県加美郡加美町字北原42-29-2 小野寺　和彦 0229-67-3247

102 令和2年10月1日 令和7年10月4日
有限会社看板のオウショウ
代表取締役　大場　尊紀

有限会社看板のオウショウ 山形市双月町一丁目5-26 大場　尊紀 023-622-4466

103 令和2年10月1日 令和6年3月24日
４５アイズ株式会社
代表取締役　大塚　逸平

４５アイズ株式会社　本社 東京都千代田区飯田橋四丁目5-11 齋藤　幸恵 03-3814-1045

104 令和2年9月30日 令和7年9月28日
株式会社エス・アール企画
代表取締役　東　龍太郎

株式会社エス・アール企画
仙台市泉区向陽台4-16-9　
ウインディヒルズ輪島102

東　龍太郎 022-779-5026

105 令和2年10月5日 令和7年10月4日
富士フイルムＢＩ山形株式会社
代表取締役社長　斎藤　隆

富士フイルムＢＩ山形株式会社 山形市鉄砲町二丁目17-48 久保田　俊也 023-624-2468

106 令和2年10月6日 令和7年11月10日
東京ネオン電気株式会社
代表取締役　渡邊　康典

東京ネオン電気株式会社 仙台市若林区連坊小路130-2 渡邊　康典 022-262-7501

107 令和2年10月8日 令和7年11月7日
有限会社アート・キタウラ
代表取締役　今野　茂

有限会社アート・キタウラ 宮城県名取市高舘吉田字東真坂45 今野　茂 022-382-4026

108 令和2年10月9日 令和6年2月24日
河合　鉄也
（河合工芸）

河合工芸 山形市大字村木沢513-2 河合　鉄也 023-645-5932

109 令和2年10月9日 令和7年10月31日
株式会社ハセ巧芸
代表取締役　岡　誠司

株式会社ハセ巧芸 山形市大字十文字3455 岡　誠司 023-686-2833

110 令和2年10月12日 令和7年10月17日
齊藤　薫
（サイン美工）

サイン美工 山形市銅町二丁目3-33 齊藤　薫 023-624-1672

111 令和2年10月16日 令和7年11月27日
株式会社トップ・アート・セクション
代表取締役　阿部　彰義

株式会社トップ・アート・セクション 山形市銅町一丁目5-23 野口　純也 023-642-3972

112 令和2年10月14日 令和7年12月6日
株式会社中村工社
代表取締役　中村　朋生

株式会社中村工社 広島市中区南吉島一丁目2-14 中村　秀人 082-245-3108

113 令和2年10月19日 令和7年11月24日
有限会社鈴木彫刻店
代表取締役　鈴木　健

有限会社鈴木彫刻店 仙台市宮城野区扇町四丁目3-28 鈴木　健 022-232-2591

114 令和2年10月20日 令和7年11月21日
情野　栄重
（サインハウスセイノ）

サインハウスセイノ 山形市新開二丁目8-37 情野　栄重 023-686-3282

115 令和2年10月20日 令和7年11月7日
株式会社小澤商店
代表取締役　小澤　顯一

株式会社小澤商店 山形市旅篭町一丁目8-2 星野　博男 023-641-3301

116 令和2年10月20日 令和7年11月14日
有限会社アカシヤ画房
代表取締役　竜川　洋一

有限会社アカシヤ画房 仙台市宮城野区扇町七丁目3-5 竜川　洋一 022-254-5980

117 令和2年10月22日 令和7年10月2日
生居　收
（生居巧房）

生居巧房 山形市蔵王半郷字松尾川109-3 生居　收 023-688-7110

118 令和2年10月26日 令和7年11月3日
佐藤　勇
（総合広告美術　サイン工房）

総合広告美術　サイン工房 山形市小白川町四丁目20-20 佐藤　勇 023-641-9286

119 令和2年10月26日 令和7年10月22日
株式会社ナンシンデザイン
代表取締役　石黒　哲也

株式会社ナンシンデザイン 札幌市東区北30条東一丁目5-1 石黒　真司 011-733-7500

120 令和2年10月26日 令和7年10月27日
株式会社美装社
代表取締役　狩野　圭

株式会社美装社 宮城県大崎市古川鶴ケ埣字新江北16 狩野　圭 0229-23-7752

121 令和2年10月29日 令和7年10月10日
畑中　昌則
（ハタナカ宣伝企画）

ハタナカ宣伝企画 山形市西崎198-14 畑中　富子 023-644-5567
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122 令和2年11月5日 令和7年10月18日
有限会社大井看板
代表取締役　大井　哲

有限会社大井看板 山形市大字七浦515-1 大井　哲 023-681-7898

123 令和2年11月11日 令和7年9月6日
株式会社レガーロ
代表取締役　高倉　博

株式会社レガーロ　東京営業所
東京都世田谷区千歳台3-3-16
ＨＮ千歳台ビル2階

高倉　博 03-5490-8188

124 令和3年2月12日 令和8年2月12日
伊藤　昭
（クリエイ社）

クリエイ社 山形市大字黒沢208-12 伊藤　洋子 023-688-7341

125 令和2年11月16日 令和7年11月27日
株式会社ニュー・アート
代表取締役　新宅　紀之

株式会社ニューアート 広島市中区南竹屋町9-4 新宅　謹示 082-241-1898

126 令和2年11月16日 令和7年11月29日
イオンディライト株式会社
代表取締役　濵田　和成

イオンディライト株式会社　東北支社
仙台市宮城野区榴岡3-4-1 
アゼリアヒルズ3Ｆ

筒井　友夫 022-292-6608

127 令和2年11月18日 令和7年10月3日
株式会社波デザイン
代表取締役　大波　圭太

株式会社波デザイン 福島県郡山市朝日二丁目18-34 宗像　春夫 024-933-3018

128 令和2年11月19日 令和7年11月29日
株式会社昌和デザイン
代表取締役　土田　貴英

株式会社昌和デザイン 山形市小立一丁目2-15 土田　貴英 023-622-3224

129 令和2年11月20日 令和7年12月7日
株式会社天狗堂
代表取締役　鍋谷　隆

株式会社天狗堂 福島県会津若松市七日町12-21 鍋谷　隆 0242-22-2459

130 令和2年11月27日 令和7年11月16日
株式会社リックス
代表取締役　渡部　勝敏

株式会社リックス 仙台市宮城野区岩切字三所北112-1 中澤　宏志 022-396-2088

131 令和2年12月3日 令和7年11月30日
株式会社タケイ工芸
代表取締役　武井　富士真

株式会社タケイ工芸 仙台市宮城野区中野字神明150 武井　富士真 022-254-4658

132 令和2年12月1日 令和7年11月11日
有限会社大栄企画
代表取締役　古舘　明夫

有限会社大栄企画 茨城県つくばみらい市絹の台五丁目1-1 古舘　伸介 0297-52-3982

133 令和2年12月7日 令和7年12月2日
株式会社プラド
代表取締役　新井　健司

株式会社プラド 群馬県伊勢崎市馬見塚町1869 新井　健司 0270-31-2366

134 令和2年12月10日 令和7年12月21日
稲村　佳宏
（スペースアート稲村）

スペースアート稲村 山形市寿町18-16 稲村　佳宏 023-642-3031

135 令和2年12月7日 令和7年11月29日
有限会社はらコーポレーション
代表取締役　原　行雄

有限会社はらコーポレーション 長井市中道一丁目10-35 原　雄太郎 0238-88-5270

136 令和2年12月22日 令和7年10月5日
アビコ産業株式会社
代表取締役　安孫子　浩久

アビコ産業株式会社 米沢市窪田町窪田291 安孫子　浩恒 0238-37-6226

137 令和2年12月25日 令和8年1月24日
株式会社アド企画
代表取締役　須賀　栄蔵

株式会社アド企画 山形市やよい二丁目13-8 須賀　栄蔵 023-644-9266

138 令和2年12月25日 令和7年9月28日
株式会社ネットテン
代表取締役　上田　貴志

株式会社ネットテン　東京支店
東京都品川区西五反田7-22-17
TOCビル8F 10号

石垣　義則 03-5437-3177

139 令和3年1月7日 令和8年2月9日
マックス・デザイン株式会社
代表取締役　押山　仁

マックス・デザイン株式会社 福島県郡山市新屋敷一丁目60 安藤　巧 024-922-0233

140 令和3年1月7日 令和7年10月5日
菊地　健一
（ビラキン看板）

ビラキン看板 山形市銅町一丁目7-21 菊地　健一 023-641-0489

141 令和3年1月12日 令和7年12月2日
株式会社リンクス
代表取締役　髙橋　啓一

株式会社リンクス 山形市江俣二丁目9-30 髙橋　啓一 023-673-0265

142 令和3年1月12日 令和7年12月4日
有限会社旭工芸
代表取締役　佐藤　健一

有限会社旭工芸 酒田市旭新町1-17 佐藤　健一 0234-23-4518

143 令和3年1月13日 令和8年1月23日
株式会社アド秋田
代表取締役　筒井　崇之

株式会社アド秋田 秋田市外旭川字堂ノ前8-8 真田　元 018-864-1504

144 令和3年1月21日 令和8年1月31日
株式会社東宣エイディ
代表取締役　西井　遼

株式会社東宣エイディ　山形営業所
山形市木の実町7-1　
太平堂ビル3F

石山　修一 023-633-5130

145 令和3年1月22日 令和7年12月22日
株式会社ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ
代表取締役　荒木　竜二

株式会社ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ　本社 大阪府東大阪市長田中五丁目1-19 竹内　𠀋志 06-6748-7090
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146 令和3年1月22日 令和8年2月23日
有限会社ライオン堂
代表取締役　大久保　晴敏

有限会社ライオン堂　本社 福島県相馬市小泉字山田490 大久保　晴敏 0244-36-5555

147 令和3年1月27日 令和8年3月15日
國井建設株式会社
代表取締役　國井　仁

國井建設株式会社 寒河江市大字日田360 後藤　栄治 0237-86-4156

148 令和3年1月28日 令和8年2月12日
吉田　雄介
（ハイ・ハート）

ハイ・ハート 山形市小姓町6-20 吉田　雄介 090-3366-6902

149 令和3年1月27日 令和8年2月26日
長田広告株式会社
代表取締役　長田　一郎

長田広告株式会社　山形営業所 山形市流通センター二丁目11-1 田中　久美 023-624-0003

150 令和3年2月1日 令和8年3月2日
有限会社サトウ美巧
代表取締役　佐藤　辰夫

有限会社サトウ美巧 米沢市中央七丁目1-31 佐藤　辰夫 0238-21-1230

151 令和3年2月8日 令和8年2月6日
村山　政彦
（アート村山）

アート村山 山形市瀬波一丁目13-21 村山　政彦 023-684-0654

152 令和3年2月9日 令和8年2月19日
株式会社ランドマーク新潟
代表取締役　加藤　祐介

株式会社ランドマーク新潟 新潟市西区寺地528-4 加藤　祐介 025-230-4577

153 令和3年2月10日 令和8年3月30日
株式会社JKK
代表取締役　岸本　竹博

株式会社JKK　東北支社 仙台市宮城野区燕沢東2-9-48 岸本　博紀 022-253-3922

154 令和3年2月9日 令和7年12月20日
有限会社東北エヌテイエス
代表取締役　佐々木　愛美

有限会社東北エヌテイエス 岩手県盛岡市三ツ割五丁目17-23 佐々木　政聡 019-665-2227

155 令和3年2月12日 令和8年3月26日
伊豆田建設株式会社
代表取締役　伊豆田　京蔵

伊豆田建設株式会社 山形市大字漆山2395-6 伊豆田　則良 023-684-2130

156 令和3年2月15日 令和8年3月7日
株式会社大場広告美術
代表取締役　大場　康平

株式会社大場広告美術 山形市円応寺町7-2 大場　康平 023-623-0577

157 令和3年2月16日 令和8年3月19日
上山土建工業株式会社
代表取締役　森田　榮一

上山土建工業株式会社 上山市北町字外原501-1 森田　榮一 023-672-1470

158 令和3年2月18日 令和8年2月9日
ウチノ看板株式会社
代表取締役　内野　正幸

ウチノ看板株式会社 埼玉県所沢市三ケ島1-23-2 内野　正幸 04-2947-8888

159 令和3年2月19日 令和8年2月13日
太田　悟
（太田看板）

太田看板 山形市印役町二丁目1-48 太田　悟 023-624-2911

160 令和3年2月22日 令和8年3月19日
株式会社三和
代表取締役　庄司　幸治

株式会社三和 山形市五十鈴一丁目2-3 安孫子　孝太郎 023-632-1131

161 令和3年2月24日 令和8年3月26日
株式会社タイバー
代表取締役　長岡　豊志

株式会社タイバー 山形市大字十文字1137-2 長岡　豊志 023-686-5115

162 令和3年2月24日 令和8年3月19日
株式会社アート清水
代表取締役　清水　正弘

株式会社アート清水 山形市桧町四丁目10-6 大沼　清美 023-684-9891

163 令和3年2月26日 令和8年3月21日
株式会社上東建設
代表取締役　堀川　泰之

株式会社上東建設 上山市石堂5-1 竹田　大介 023-673-3328

164 令和3年3月1日 令和8年2月23日
佐藤　弘
（アートハウス佐藤）

アートハウス佐藤 山形市陣場二丁目8-51 佐藤　弘 023-684-5809

165 令和3年3月3日 令和7年10月2日
株式会社ＡＢ企画
代表取締役　阿部　正一

株式会社ＡＢ企画 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口南37-1 阿部　正一 022-386-2673

166 令和3年3月4日 令和8年2月28日
有限会社カトウ工房
代表取締役　伊藤　貴

有限会社カトウ工房 山形市和合町一丁目3-25 伊藤　真 023-642-6607

167 令和3年3月5日 令和8年3月26日
新和産業株式会社
代表取締役　新目　茂和

新和産業株式会社 山形市近田37 後藤　治 023-632-2446

168 令和3年3月8日 令和8年3月22日
小笠原建設株式会社
代表取締役　小笠原　雅彦

小笠原建設株式会社 山形市篭田二丁目10-12 小笠原　雅彦 023-645-1831

169 令和3年3月8日 令和8年3月22日
株式会社大坂屋
代表取締役社長　青山　祐一

株式会社大坂屋 山形市青田五丁目1-7 青山　祐一 023-631-2845

170 令和3年3月11日 令和8年2月7日
柴﨑　信吾
（画字楼）

画字楼 大石田町大字岩ケ袋159 柴﨑　信吾 0237-35-4888
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171 令和3年3月12日 令和8年1月25日
株式会社東北電照
代表取締役　柿沼　信弘

株式会社東北電照　本社 仙台市太白区田中六丁目8-15 柿沼　和弘 022-241-6630

172 令和3年3月12日 令和8年4月2日
株式会社エキスプレス社
代表取締役　草賀　則彦

株式会社エキスプレス社 東京都中央区銀座三丁目9-4 川村　淳 03-3541-5181

173 令和3年3月15日 令和8年3月10日
株式会社モリカ
代表取締役　森　由紀

株式会社モリカ
仙台市若林区清水小路8-2
ディーマークビルディング　5F

森　由紀 022-797-7016

174 令和3年3月16日 令和7年10月11日
有限会社アヅマ看板
代表取締役　鈴木　秀彦

有限会社アヅマ看板 山形市北町二丁目5-13 鈴木　秀彦 023-684-6422

175 令和3年3月16日 令和8年3月10日
積水ハウス株式会社
代表取締役　仲井　嘉浩

積水ハウス株式会社　山形支店 山形市篭田三丁目9-5 名生　竜明 023-635-0011

176 令和3年3月18日 令和8年3月23日
大倉産業株式会社
代表取締役社長　小林　修一

大倉産業株式会社 山形市大字上桜田字荒屋敷151-1 小林　修一 023-641-3388

177 令和3年3月22日 令和8年3月28日
大平企業株式会社
代表取締役　平　浩樹

大平企業株式会社 山形市南館一丁目7-3 平　浩樹 023-643-4711

178 令和3年3月22日 令和8年3月1日
消火栓標識株式会社
代表取締役　毛利　綱作

消火栓標識株式会社　仙台支社 仙台市若林区南鍛冶町35-5 伊藤　俊和 022-224-0548

179 令和3年4月9日 令和8年3月13日
牧野　幸城
（ＫＯＵ）

ＫＯＵ 尾花沢市横町二丁目1-23 牧野　幸城 0237-84-0488

180 令和3年4月8日 令和8年3月27日
有限会社看巧企画社
代表取締役　片柳　登

有限会社看巧企画社 山形市白山二丁目7-6 片柳　登 023-622-5328

181 令和3年4月8日 令和8年3月29日
有限会社平和企画
代表取締役　佐藤　喜知雄

有限会社平和企画 山形市大字西中野1970-3 佐藤　喜知雄 023-681-3007

182 令和3年4月23日 令和8年3月22日 安部　英昭 美創デザイン 山形市南栄町二丁目18-1 安部　英昭 023-641-8182

183 令和3年5月24日 令和8年5月9日
株式会社山口工芸
代表取締役　山口　和吉

株式会社山口工芸 福島県二本松市竹田1-73 山口　和吉 0243-23-0423

184 令和3年6月22日 令和8年3月28日
株式会社トウショ―
代表取締役　井上　浩志

株式会社トウショ― 西村山郡河北町谷地字月山堂870 井上　浩志 0237-72-4315

185 令和3年6月30日 令和8年6月28日
光進産業株式会社
代表取締役　齋藤　秀男

光進産業株式会社 山形市大字漆山223-10 武田　陽佑 023-673-0761

186 令和3年7月8日 令和8年8月8日
株式会社星美
代表取締役　星川　義和

株式会社星美 宮城県名取市下余田字中荷129-3 星川　義和 022-384-4048

187 令和3年8月6日 令和8年7月26日
株式会社ザイマックス
代表取締役　吉本　健二

株式会社ザイマックス 東京都港区赤坂一丁目1-1 澁谷　尚彦 03-5544-6600

188 令和3年8月5日 令和8年9月18日
株式会社ADKﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼﾞｮﾝｽﾞ    
 代表取締役　植野　伸一

株式会社ADKﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼﾞｮﾝｽﾞ
東京都港区虎ノ門一丁目23-1                     
  虎ノ門ヒルズ森タワー

中村　洋志 03-6830-3811

189 令和3年8月10日 令和7年11月24日
株式会社農協印刷センター
代表取締役社長　猪股　泰彦

株式会社農協印刷センター 仙台市宮城野区日の出町三丁目7-20 舘内　茂雄 022-284-3071

190 令和3年8月10日 令和8年9月13日
株式会社金星堂
代表取締役　小笠原　貴行

株式会社金星堂　本社 三重県桑名市大字江場481 小笠原　貴行 0594-21-3211

191 令和3年9月3日 令和4年2月20日
株式会社協栄社
代表取締役　樋口　恒雄

株式会社協栄社 新潟県新潟市南区高井東三丁目867-3 樋口　恒雄 025-362-1308

192 令和3年9月3日 令和8年4月10日
株式会社協同工芸社
代表取締役　箕輪　晃

株式会社協同工芸社　本社 千葉県千葉市美浜区新港152 石橋　禎孝 043-242-1675

193 令和3年9月3日 令和8年8月22日
ラッキー工芸株式会社
代表取締役　藪口　真太郎

ラッキー工芸株式会社 兵庫県姫路市朝日町54 藪口　幸平 079-226-1271

194 令和3年9月17日 令和8年5月6日
株式会社アトラス
代表取締役　西村　剛

株式会社アトラス 東京都武蔵村山市残堀一丁目65-1 西村　剛 042-520-2921

195 令和3年9月22日 令和8年9月10日
株式会社コトブキネオン
代表取締役　茂呂　展夫

株式会社コトブキネオン 東京都千代田区神田小川町一丁目11 茂呂　展夫 03-3291-5346
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196 令和3年9月24日 令和8年9月13日
信号器材株式会社
代表取締役社長　前島　敏雄

信号器材株式会社　東北営業所 仙台市太白区富沢西二丁目3-6 三浦　清朗 022-743-6520

197 令和3年9月24日 令和8年10月18日
阿部建設株式会社
代表取締役　阿部　弘一

阿部建設株式会社 上山市河崎一丁目1-43 阿部　弘一 023-672-1424

198 令和3年9月21日 令和8年9月3日
株式会社アスカ
代表取締役　前山　英市

株式会社アスカ 米沢市徳町8番9-7 金田　英吉 0238-21-5933

199 令和3年9月27日 令和8年10月2日
鹿島建設株式会社
代表取締役社長　天野　裕正

鹿島建設株式会社　東北支店 仙台市青葉区二日町1-27 藤間　健夫 022-261-7166

200 令和3年9月28日 令和8年10月3日
株式会社しばた工芸
代表取締役社長　柴田　彰夫

株式会社しばた工芸 栃木県宇都宮市旭二丁目2-3 柴田　彰夫 028-634-6551

201 令和3年10月5日 令和8年8月29日 吉田　進 ＹＯＳＨＩＤＡ 山形市大字村木沢7255-1 吉田　進 090-8614-9150

202 令和3年10月4日 令和8年9月25日
株式会社電通ライブ
代表取締役　髙木　正彦

株式会社電通ライブ　本社 東京都千代田区内幸町一丁目5-3 間﨑　和郎 03-6257-8177

203 令和3年10月13日 令和8年10月16日
株式会社中村建設
代表取締役　中村　浩

株式会社中村建設 米沢市中田町1026-1 佐藤　真由美 0238-37-4191

204 令和3年10月13日 令和4年4月26日
フィールド・クラブ株式会社
代表取締役　河崎　紀行

フィールド・クラブ株式会社　本社 北海道北広島市大曲工業団地四丁目1-2 河崎　紀行 011-370-3400

205 令和3年10月27日 令和8年10月24日
飛鳥東北株式会社
代表取締役　阿部　直哉

飛鳥東北株式会社 宮城県名取市高舘熊野堂字飛鳥47-2 阿部　直哉 022-386-2249

206 令和3年10月25日 令和8年10月20日
千代田エナメル金属株式会社
代表取締役　吉岡　伸一郎

亀戸本社 東京都江東区亀戸一丁目8-8 森原　淳 03-5836-3331

207 令和3年10月28日 令和8年10月24日
トピー実業株式会社
代表取締役　木嶋　伸一

トピー実業株式会社　本店 東京都品川区大崎一丁目2-2 河井　勝磨 03-3495-6500

208 令和3年11月9日 令和8年10月4日
株式会社スカイサインシステム
代表取締役　宇野　優

株式会社スカイサインシステム
東京都豊島区南池袋二丁目8-1
エバーグリーンハイツ2Ｆ

宇野　優 03-3988-5015

209 令和3年11月11日 令和9年1月21日
タイガー株式会社
代表取締役　山﨑　直樹

タイガー株式会社
東京都千代田区岩本町三丁目10月-12
山源ビル7階

山﨑　直樹 03-5809-2732

210 令和3年11月15日 令和8年3月13日
表示灯株式会社
代表取締役　上田　正剛

表示灯株式会社　仙台支社 仙台市青葉区中央四丁目10-3 小川　公徳 022-262-2611

211 令和3年11月19日 令和8年3月26日
西武企画株式会社
代表取締役　乙訓　伊佐夫

西武企画株式会社　東北支店 仙台市若林区新寺三丁目1-14　菊地ビル 齋藤　瑠美 022-296-3801

212 令和3年11月25日 令和8年12月24日
株式会社共同広告社
代表取締役　小林　悟

株式会社共同広告社 東京都中央区日本橋小舟町15-10 須永　幸一 03-6206-2781

213 令和3年12月7日 令和8年11月26日
共栄建運株式会社
代表取締役　新野　吉彦

共栄建運株式会社 白鷹町大字滝野764-1 徳永　剛勝 0238-85-6502

214 令和3年12月9日 令和8年5月27日
有限会社ナカガワ看板
取締役　中川　亮一

有限会社ナカガワ看板 山形市穂積120-8 中川　亮一 023-641-5295


