
屋外広告業者一覧（五十音）R4.11.25時点

登録番号 商号 氏名 住所
1 枚方市特例届出第H29－0063号 有限会社アーテック三協 代表取締役　久保　貴義 岐阜県岐阜市早田町2丁目23番地
2 枚方市特例届出第H29－0041号 有限会社アート・マエダ 取締役社長　前田　克彦 和歌山県和歌山市加納327-6
3 枚方市特例届出第H31－0024号 アートキューブ 岩槻　哲夫 大阪府守口市平代町8番15号
4 枚方市特例届出第H27－0016号 株式会社アートランド 代表取締役　橋爪　敏 群馬県富岡市神成332-1
5 枚方市特例届出第R03－0027号 株式会社アートリバティ 代表取締役　前田　利幸 大阪府大阪市平野区加美南4-4-30
6 枚方市特例届出第H27－0048号 株式会社アートワークス 代表取締役　宗友功一 大阪府大阪市福島区吉野5-2-29
7 枚方市特例届出第H29－0126号 株式会社アーバン工房 代表取締役　原　清和 大阪府大阪市西区西本町二丁目1番41号
8 枚方市特例届出第H29－0039号 株式会社R&B・company 代表取締役　髙山　幸治 大阪府大阪市平野区加美北7-4-20
9 枚方市特例届出第H28－0108号 株式会社アール工房 代表取締役　谷元　大作 埼玉県和光市白子3-18-18
10 枚方市特例届出第H29－0047号 株式会社　アイ・メイク 代表取締役　今村　文彦 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番21号日宝サンキュービル4Ｆ
11 枚方市特例届出第H31-0005号 アイアサン株式会社 代表取締役　平出　海石 愛知県一宮市あずら三丁目9番23号
12 枚方市特例届出第H29－0096号 株式会社あい広告 代表取締役　松本　巖 兵庫県神戸市兵庫区和田山通一丁目2番25号　神戸市ものづくり工場A棟106号室
13 枚方市特例届出第H28－0120号 有限会社　アイコム 代表取締役　角野　繁夫 大阪府高石市千代田3-14-9
14 枚方市特例届出第H28－0046号 アイシンハウジング株式会社 代表取締役　西端　剛 大阪府大阪市都島区毛馬町1丁目18-18
15 枚方市特例届出第R04－0003号 有限会社　アイズ　アート 山本　勇 大阪府東大阪市御厨３－８－２６
16 枚方市特例届出第H26－0025号 株式会社　アイセイ社 代表取締役　辻　雅人 愛知県名古屋市中区新栄二丁目36番27号
17 枚方市特例届出第H29－0151号 アイ電気通信株式会社 代表取締役社長　重松　雅男 大阪府大阪市鶴見区横堤一丁目6番45号
18 枚方市特例届出第H26－0075号 株式会社アイプラネット 代表取締役　山田　洋一 東京都港区南青山一丁目１番１号
19 枚方市特例届出第H31－0028号 アイワ広告株式会社 代表取締役　小山　雅明 東京都町田市旭町１－２１－１４
20 枚方市特例届出第R2－0011号 ＡＷＡＫＥ 粟田　淳 大阪府大阪市東成区中本5丁目13番8-701号
21 枚方市特例届出第H26－0165号 アオイネオン株式会社 代表取締役　菅野　栄一 静岡県静岡市葵区新伝馬1丁目3番43号
22 枚方市特例届出第H29－0042号 有限会社青木工房 代表取締役　青木　誠 大阪府泉佐野市鶴原４丁目12-56
23 枚方市特例届出第H26－0065号 株式会社青木工務所 代表取締役　青木　裕一 大阪府摂津市鳥飼新町1丁目4番13号
24 枚方市特例届出第H29－0021号 青空宣伝社 佐伯　知榮子 大阪府大阪市阿倍野区橋本町7-25-203
25 枚方市特例届出第H29－0111号 赤井旗幕株式会社 代表取締役　赤井　健作 大阪府大阪市中央区谷町1-3-11
26 枚方市特例届出第H28－0134号 株式会社アカツキ 代表取締役　野内　暁雄 大阪府松原市三宅東4丁目1686番地7号
27 枚方市特例届出第H28－0128号 有限会社　アクト 取締役　河田　裕 和歌山県和歌山市湊1丁目12番17号
28 枚方市特例届出第H31－0016号 有限会社浅井看板店 代表取締役　浅井　昭三 大阪府大阪市此花区西九条二丁目7番19号
29 枚方市特例届出第R03－0048号 株式会社　淺川組 代表取締役　池内　茂雄 和歌山市小松原通三丁目69番地
30 枚方市特例届出第H26－0071号 朝日エティック株式会社 代表取締役　樋口　知以 大阪府大阪市福島区福島7-15-26
31 枚方市特例届出第H26－0107号 旭巧芸株式会社 代表取締役　長谷川　剛志 大阪府枚方市長尾谷町1丁目53番1号
32 枚方市特例届出第H26－0203号 朝日電装株式会社 代表取締役　塚脇　義明 大阪府豊中市穂積２丁目１６番２０号
33 枚方市特例届出第H29－0122号 有限会社旭堂看板店 代表取締役　水谷　俊彦 愛知県名古屋市瑞穂区内方町2丁目8番地
34 枚方市特例届出第R2－0008号 株式会社　アサヒファシリティズ 代表取締役　岡崎　俊樹 東京都江東区新砂1丁目3番3号
35 枚方市特例届出第H29－0023号 株式会社アップロード・プランズ 代表取締役　道上　敦之 大阪府大阪市港区港晴4-14-6
36 枚方市特例届出第H28－0060号 株式会社　あど 代表取締役　大見　督三 大阪府大阪市住吉区長居2-8-6
37 枚方市特例届出第H26－0161号 有限会社アド・イースト 代表取締役　服部　泰久 大阪府大阪市東成区東小橋２－１－１　東野ビル１Ｆ
38 枚方市特例届出第H31－0012号 株式会社　アド・サイン 代表取締役　益野　憲二 大阪府藤井寺市小山8-11-15
39 枚方市特例届出第H26－0149号 アド・サイン株式会社 代表取締役　河本　秀明 大阪府大阪市平野区加美東２－７－２２
40 枚方市特例届出第H26－0196号 有限会社アド・プランニング 代表取締役　長谷川　章 大阪府八尾市堤町1丁目45番地の20
41 枚方市特例届出第H28－0075号 アド・ブレーン株式会社 代表取締役　藤井　謙一 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目14番10号
42 枚方市特例届出第H29－0061号 有限会社アド・マテリアル 取締役　増井　徳輔 大阪府寝屋川市桜木町21-6
43 枚方市特例届出第H28－0095号 株式会社アド・リーム 代表取締役　滝田　充彦 愛知県名古屋市千種区宮根台1-6-32
44 枚方市特例届出第H27－0049号 株式会社アド秋田 代表取締役　筒井　崇之 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前8番地8
45 枚方市特例届出第H26－0088号 株式会社アド企画 代表取締役　川口　倫広 大阪府藤井寺市沢田１－３１－１９
46 枚方市特例届出第H30－0032号 株式会社アド近鉄 代表取締役　杉本　昌弘 大阪府大阪市天王寺区生玉町3番10号
47 枚方市特例届出第H28－0051号 株式会社　アド工芸 代表取締役　人見　知理 京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町84番地
48 枚方市特例届出第H26－0174号 株式会社アドサカグチ 代表取締役　永﨑　浩隆 兵庫県川西市平野２丁目１１－１４
49 枚方市特例届出第R04－0024号 株式会社アドサン 代表取締役　櫻井　雅宣 大阪府大阪市中央区本町1丁目5-6　山甚ビル
50 枚方市特例届出第H28－0041号 株式会社　アドしん 代表取締役　西川聡 大阪府大阪市生野区巽東4丁目6-13
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51 枚方市特例届出第H27－0086号 株式会社　アドスター 代表取締役　長谷川　義則 大阪府大阪市平野区長吉川辺2丁目3番8号
52 枚方市特例届出第H26－0178号 株式会社アドスペース 代表取締役　川本　剛士 奈良県奈良市富雄北２－１－３
53 枚方市特例届出第H29－0117号 有限会社アドセンターナカニシ 取締役　中西　敦 大阪府摂津市鳥飼上3丁目20番9号
54 枚方市特例届出第R04－0025号 株式会社アド宣通 代表取締役　炭田　恵崇 栃木県宇都宮市下荒針町2678-443
55 枚方市特例届出第H27－0076号 株式会社アドニック 代表取締役　藤田　治 大阪府大阪市中央区瓦町4-4-7　レバンガ御堂筋本町BLD.4F
56 枚方市特例届出第H29－0005号 株式会社アドバン 代表取締役　片岡　睦夫 大阪府東大阪市旭町2番2号
57 枚方市特例届出第H29－0048号 アドバン・テージ引地 代表者　引地　亮 大阪府羽曳野市誉田6丁目2-4
58 枚方市特例届出第H29－0127号 株式会社アドバンスサイン 代表取締役　矢野　将崇 大阪府吹田市竹谷町11－15－202
59 枚方市特例届出第R2－0007号 株式会社　アドプラス 代表取締役　谷口　幸広 三重県四日市市東富田町26-19
60 枚方市特例届出第H26－0195号 株式会社　アド毎広 代表取締役　田中商人 大阪府寝屋川市石津元町１５番１５号
61 枚方市特例届出第H30－0035号 アトラプランニング株式会社 代表取締役　福田　欣也 大阪府大阪市西区立売堀４-６-９　大嘉ビル
62 枚方市特例届出第H29－0102号 有限会社アトレ 代表取締役　宮本　亘隆 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番28-101号
63 枚方市特例届出第H26－0051号 アドワイテック 吉田　剛 大阪府阪南市自然田1489-9
64 枚方市特例届出第H28－0111号 株式会社安部工務店 代表取締役　安部　寿一 大阪府貝塚市堀３丁目６番３号
65 枚方市特例届出第H29－0031号 アポロサイン株式会社 代表取締役　河口　伸一 大阪府堺市堺区宿院町東１丁２番８号
66 枚方市特例届出第R04－0004号 株式会社尼崎電飾 代表取締役　二本木　榮子 兵庫県尼崎市三反田町3丁目1番27号
67 枚方市特例届出第H31－0030号 天野プリント　 天野　髙八 大阪府大阪市西淀川区佃2-5-33
68 枚方市特例届出第H29－0134号 有限会社アリ．ユアーズ 代表取締役　中屋　利和 福岡県中間市下大隈瀬戸1268番地の２
69 枚方市特例届出第R03－0017号 アリカ株式会社 代表取締役　石田　和之 大阪府大阪市都島区中野町2-4-7
70 枚方市特例届出第H26－0080号 株式会社　アルク 代表取締役　加藤　篤樹 大阪府大阪市東住吉区今林2-3-26
71 枚方市特例届出第H29－0029号 株式会社アルト 代表取締役　陶山　裕彦 大阪府池田市呉服町11番17号
72 枚方市特例届出第H30－0015号 株式会社アルファテック 代表取締役社長　橋　晃平 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目23番11号
73 枚方市特例届出第H27－0084号 アン・クリエーション株式会社 代表取締役　本多　秀朗 愛知県名古屋市中区千代田3丁目15-8
74 枚方市特例届出第H30－0020号 株式会社Ｅ３ 代表取締役　鈴木　直之 東京都中央区京橋三丁目７番５号
75 枚方市特例届出第H28－0042号 イオンディライト株式会社 代表取締役　濵田　和成 大阪府大阪市中央区南船場2丁目3番2号
76 枚方市特例届出第H27－0075号 イコマテント 古川　朗 大阪府枚方市大峰南町13-2
77 枚方市特例届出第R2－0027号 有限会社　イサ工芸 代表取締役　井佐　一也 新潟県長岡市滝谷町古新田2034番地1
78 枚方市特例届出第H26－0172号 株式会社　イサム工芸社 代表取締役　髙見　徹 大阪府大阪市北区山崎町３－１１
79 枚方市特例届出第H31－0039号 株式会社　石川デザイン工芸 代表取締役　石川　浩司 大阪府南河内郡太子町太子47番地の1
80 枚方市特例届出第R03－0026号 石島工芸　 石島　芳樹 京都府京都市北区西賀茂丸川町３番地　寿ハイツ203号
81 枚方市特例届出第H29－0003号 泉アート 昼馬　正之 大阪府大阪市阿倍野区阪南町6-12-22
82 枚方市特例届出第H27－0041号 株式会社　イズミコーティングス 代表取締役　西村勲太郎 大阪府泉北郡忠岡町高月南2丁目3番4号
83 枚方市特例届出第H26－0126号 伊勢屋テック株式会社 代表取締役　松室　利幸 大阪府池田市石橋四丁目13番5号
84 枚方市特例届出第H30－0009号 IDAKA 井高　美知代 兵庫県姫路市白浜町丙141-3クリーンピア山電504
85 枚方市特例届出第H29－0084号 有限会社市場工芸 代表取締役　野滿　英明 和歌山県和歌山市新庄388番地4
86 枚方市特例届出第H27－0056号 有限会社一心堂 代表取締役　夏目　健一 大阪府大阪市港区磯路3-12-26
87 枚方市特例届出第H26－0160号 株式会社イトウ工芸 代表取締役　工藤　哲弘 大阪府守口市南寺方東通６丁目１０－２０
88 枚方市特例届出第H31－0008号 株式会社イトー看板 代表取締役　阿武　展子 京都府八幡市内里松ケ外25番地の8
89 枚方市特例届出第H26－0042号 株式会社　イマジン 代表取締役　井上　正佳 京都府京都市右京区西京極東大丸町26-1
90 枚方市特例届出第H30－0007号 株式会社　イルカ　 代表取締役　多田宏昭 岡山県岡山市中区桑野１３１－２９
91 枚方市特例届出第H31－0021号 有限会社　イワサキ工芸 代表取締役　岩崎　貞夫 大阪府堺市中区新家町680番地の4
92 枚方市特例届出第R03－0011号 Wish Planning 株式会社 代表取締役　平山　淑子 大阪府泉佐野市羽倉崎上町2丁目3534-1
93 枚方市特例届出第H27－0053号 株式会社　ウェスト工房 代表取締役　荒谷　昭夫 宮城県仙台市宮城野区扇町1-5-7
94 枚方市特例届出第H31－0004号 ウエダチャンネル株式会社 代表取締役　上田　亨二 大阪府吹田市南吹田5-29-18
95 枚方市特例届出第H29－0143号 株式会社　ウエダ美装 代表取締役　植田　勇太 大阪府東大阪市宝持2-2-3
96 枚方市特例届出第R03－0044号 株式会社　ウエムラ 代表取締役　上村　豊 大阪府大阪市此花区島屋３丁目１番10号
97 枚方市特例届出第H26－0101号 ウエル・ユーカン株式会社 代表取締役　掛　宗智 広島県広島市佐伯区湯来町大字白砂２００番地
98 枚方市特例届出第R2－0029号 ウチノ看板株式会社 代表取締役　内野　正幸 埼玉県所沢市三ケ島一丁目23番地の2
99 枚方市特例届出第H29－0152号 ウチノ看板関西株式会社　 代表取締役　岡村　輝彦 京都府綴喜郡宇治田原町立川金井谷1－13
100 枚方市特例届出第R2－0013号 ウメダ広告 梅田　彰吾 大阪府大阪市住吉区苅田3-9-17-102
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101 枚方市特例届出第H28－0098号 栄光美芸株式会社 代表取締役　辻本良彦 大阪府堺市堺区向陵中町５丁２番５号
102 枚方市特例届出第H26－0076号 エイコーン　 北山　朋高 兵庫県伊丹市寺本1丁目135
103 枚方市特例届出第H27－0036号 株式会社エイチ・エス・エイ 代表取締役　花田　典明 大阪府大阪市生野区林寺６丁目８番２４号
104 枚方市特例届出第H31-0002号 株式会社　H&S 代表取締役　相馬　恭子 大阪府堺市東区日置荘原寺町４７１番地１－B
105 枚方市特例届出第R03－0022号 株式会社エー・チーム 代表取締役　藤本　昌紀 大阪府豊中市原田中1丁目11-5
106 枚方市特例届出第H27－0023号 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 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
107 枚方市特例届出第R2－0004号 エージーエス株式会社 代表取締役　原口友一 北海道札幌市中央区南六条西3丁目6番地33　AGS6・3ビル
108 枚方市特例届出第H26－0176号 株式会社エースプロセス 代表取締役　佐藤　隆 大阪府泉佐野市高松北２丁目２－６４
109 枚方市特例届出第H30－0040号 株式会社エープランジャパン 代表取締役　坂井　正幸 大阪府大阪市都島区友渕町一丁目3-105ＲＣ都島1310
110 枚方市特例届出第H26－0175号 株式会社エキスプレス社 代表取締役　草賀　則彦 東京都中央区銀座３丁目９番４号
111 枚方市特例届出第H27－0107号 株式会社エス・ピー・エース 代表取締役　竹内　豊 大阪府大阪市中央区南船場2-3-4　日宝長堀ビル7階
112 枚方市特例届出第H29－0004号 株式会社エスカ工芸社 代表取締役　大軽　輝章 大阪府大阪市北区同心2丁目1番25号
113 枚方市特例届出第H26－0192号 株式会社エスビジョンエンタープライズ 代表取締役　山下　幸男 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町1-34-8
114 枚方市特例届出第H29－0110号 株式会社エダキン 代表取締役社長　江田　浩忠 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-1　UNEXビル6F
115 枚方市特例届出第H29－0050号 ＮＳＫ株式会社 代表取締役　新田　斉士 東京都千代田区九段南二丁目3番1号
116 枚方市特例届出第R03－0024号 株式会社NDS 代表取締役　中野　聡 大阪府寝屋川市葛原1-31-19
117 枚方市特例届出第H29－0138号 NB株式会社 代表取締役　仲治　直美 大阪府寝屋川市末広町3-37
118 枚方市特例届出第H26－0033号 株式会社エヌビーアール社 代表取締役　山本洋次 大阪府堺市西区山田2丁41番地
119 枚方市特例届出第H29－0085号 株式会社エポック工芸 代表取締役　太田　武司 大阪府東大阪市西堤本通東2丁目3番16号
120 枚方市特例届出第H28－0002号 株式会社エム・エス・ティ 代表取締役　北條茂生 東京都中央区東日本橋2丁目15番5号
121 枚方市特例届出第H31－0027号 株式会社　エム・ジェイ 代表取締役　薮下　慎 大阪府守口市金田町一丁目71番9号
122 枚方市特例届出第H31－0034号 エムネット 松永　宏 大阪府豊中市服部南町2-1-18-202
123 枚方市特例届出第R04－0031号 ＬＭＩグループ　株式会社 代表取締役　永井　俊輔 東京都港区赤坂8-10-22 ニュー新坂ビル4F
124 枚方市特例届出第H29－0044号 追分看板店 追分　直二 大阪府大阪市西区江戸堀1-23-6
125 枚方市特例届出第R2－0016号 株式会社　OSエンジニアリング 代表取締役　平山　誠 大阪府堺市中区深阪一丁１２－５３
126 枚方市特例届出第H27－0050号 株式会社おおかわ 代表取締役　大川　清 兵庫県神戸市垂水区平磯一丁目1-52
127 枚方市特例届出第R04－0017号 オーケー・ファクトリー 寺元　和孝 大阪府門真市五月田町38-26-1
128 枚方市特例届出第H26－0159号 株式会社大阪オリコミ 代表取締役　冨田　栄次 大阪府大阪市阿倍野区昭和町２丁目５番２号
129 枚方市特例届出第H26－0102号 大阪クロード株式会社 代表取締役　松田　政幸 大阪府大阪市福島区海老江８－１１－２１
130 枚方市特例届出第H29－0032号 株式会社大阪シー・イー・センター 代表取締役　山口　幸蔵 大阪府東大阪市水走2-14-9
131 枚方市特例届出第H28－0087号 株式会社大阪實業廣告社 代表取締役　島田　佳明 大阪府大阪市中央区東平２丁目３番20号
132 枚方市特例届出第H26－0179号 大阪消火栓標識株式会社 代表取締役　三宅　充康 大阪府大阪市阿倍野区王子町１－１１－２５
133 枚方市特例届出第H29－0049号 株式会社　大阪宣広社 代表取締役　吉岡　志朗 大阪府大阪市阿倍野区北畠1-1-6
134 枚方市特例届出第H29－0075号 大阪デコラ株式会社 代表取締役　髙??　謙 大阪府吹田市川岸町5番14号
135 枚方市特例届出第R03－0046号 Awesome　Works　株式会社 代表取締役　谷本　大輔 大阪府吹田市南吹田5-11-18　クレベール江坂101号室
136 枚方市特例届出第H28－0081号 株式会社おおつか工芸 代表取締役　大塚　義則 大阪府堺市堺区一条通8番19号
137 枚方市特例届出第H26－0201号 株式会社　大塚広告社 代表取締役　金子隆史 大阪府大阪市浪速区日本橋３丁目１番１０号
138 枚方市特例届出第H26－0180号 株式会社大林組 代表取締役　蓮輪　賢治 東京都港区港南２丁目１５番２号
139 枚方市特例届出第H28－0110号 株式会社岡野工芸社 代表取締役　上田　伸一 大阪府吹田市南金田2丁目19-10
140 枚方市特例届出第H31－0049号 岡本工芸　 岡本　昭彦 大阪府池田市八王寺1-2-11-D号
141 枚方市特例届出第R04－0011号 株式会社オクハラ技塗 代表取締役　奥原　史成 大阪府高石市綾園6丁目5番1号
142 枚方市特例届出第H28－0089号 小野工芸 小野　榮一 大阪府羽曳野市野々上1-11-15
143 枚方市特例届出第H27－0037号 有限会社オプト 代表取締役　﨑野吉昭 大阪府東大阪市弥生町2-50-102
144 枚方市特例届出第H27－0017号 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 東京都中央区明石町3番3号
145 枚方市特例届出第H29－0018号 オンフリーク 園田　健 大阪府豊中市赤阪1-8-13
146 枚方市特例届出第H28－0033号 株式会社カクタス 代表取締役　畚野　信恒 大阪府大阪市西区新町1丁目28番11号安川ビル5F
147 枚方市特例届出第R2－0014号 株式会社　笠谷sign 代表取締役　笠谷　伸行 大阪府大阪市大正区泉尾2-22-28
148 枚方市特例届出第H26－0015号 鹿島建設株式会社 代表取締役社長　天野　裕正 東京都港区元赤坂一丁目3番1号
149 枚方市特例届出第H26－0193号 有限会社カジモト工藝社 代表取締役　梶塚　敏秀 大阪府大阪市浪速区大国１丁目１１番１９号
150 枚方市特例届出第H29－0066号 株式会社カシヤマ 代表取締役　樫山　宗嗣 大阪府堺市堺区向陵西町３丁１番30号
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151 枚方市特例届出第H26－0109号 株式会社　柏商会 代表取締役　境　昭博 大阪府大阪市北区天満1丁目15番14号
152 枚方市特例届出第H28－0126号 有限会社カスタム・アイディア社 取締役　小薗　清治 大阪府大阪市生野区田島6丁目17-25
153 枚方市特例届出第H29－0057号 株式会社　雅創 代表取締役　下永　雅也 大阪府大阪市西区北堀江4-14-1
154 枚方市特例届出第H26－0177号 加藤広告株式会社 代表取締役　加藤　健 大阪府大阪市淀川区野中南１－７－１３
155  株式会社　JIVES 代表取締役　細田　隆太郎 東京都八王子市叶谷町1055番地
156 枚方市特例届出第R04－0029号 株式会社　JIVES 代表取締役　細田　隆太郎 東京都八王子市叶谷町1055番地
157 枚方市特例届出第R04－0030号 株式会社　ヤマダ工芸 代表取締役　山田　勉 大阪府堺市堺区南陵町１丁２番８号
158 枚方市特例届出第R04－0007号 株式会社大明社 代表取締役　道場 孝一 兵庫県神戸市中央区多聞通5丁目1番26号
159 枚方市特例届出第H29－0040号 株式会社　カマダ工芸 代表取締役　鎌田和重 大阪府東大阪市高井田西一丁目1番5号
160 枚方市特例届出第H29－0036号 カムソン・アート　 吉本　裕司 大阪府大阪市天王寺区玉造元町13番21号
161 枚方市特例届出第H30－0003号 有限会社カヤック 代表取締役　中筋　尚一 大阪府大阪市大正区三軒家東二丁目10番8号
162 枚方市特例届出第R04－0008号 株式会社　カラークリエイト 代表取締役　井上　成樹 大阪府大阪市北区中津6-7-22
163 枚方市特例届出第H29－0129号 有限会社カワサキ 代表取締役　川﨑　和弘 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺368番地の21
164 枚方市特例届出第H26－0134号 株式会社関西広告社 代表取締役　遠藤　隆司 兵庫県加古郡稲美町北山208
165 枚方市特例届出第H26－0166号 株式会社カンソー 代表取締役　清水　雅也 大阪府大阪市西成区花園南１丁目４番４号
166 枚方市特例届出第H26－0142号 看太郎 廣田　満也 大阪府堺市中区土塔町３０８８－２
167 枚方市特例届出第H26－0013号 関電サービス株式会社 代表取締役社長　時政　幸雄 大阪府大阪市北区西天満5丁目14番10号
168 枚方市特例届出第H28－0023号 関東マルワ産業株式会社 代表取締役　上野　裕之 栃木県宇都宮市平出工業団地38番38
169 枚方市特例届出第H29－0140号 株式会社　看板タカヤ 代表取締役　髙谷　善文 兵庫県川西市多田院西２丁目４-５
170 枚方市特例届出第R2－0019号 看板のネクスト 代表　岩坪　康治 大阪府大東市新田本町7-10
171 枚方市特例届出第H28－0137号 看板やまがみ 山上　正秀 大阪府門真市島頭4丁目12番13号
172 枚方市特例届出第H26－0059号 株式会社キクテック 代表取締役　新美　政衛 愛知県名古屋市南区加福本通1丁目26番地
173 枚方市特例届出第H26－0187号 株式会社岸本工芸社 代表取締役　岸本　富男 兵庫県尼崎市額田町１７－１１
174 枚方市特例届出第H28－0135号 キセイ株式会社 代表取締役　鍬先　純司 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目6番20号
175 枚方市特例届出第R04－0027号 キタック株式会社 代表取締役　岩佐　晃宏 京都府京都市北区大北山原谷乾町112－22
176 枚方市特例届出第R03－0001号 株式会社キックオフ二十一 代表取締役　米島　良二 大阪府大阪市北区天神橋１丁目１７番７号
177 枚方市特例届出第H27－0071号 株式会社キットカンパニー 代表取締役　櫛田　弘幸 大阪府吹田市垂水町2-7-33
178 枚方市特例届出第R04－0005号 株式会社　キヌガワ 代表取締役　衣川　正一 大阪府大阪市住之江区西加賀屋二丁目3番20号
179 枚方市特例届出第H29－0070号 有限会社木下看板製作所 代表取締役　木下　陽子 兵庫県明石市魚住町西岡2031-1
180 枚方市特例届出第H28－0052号 株式会社キハラネオン製作所 代表取締役　木原　茂喜 東京都大田区南六郷二丁目26番3号
181 枚方市特例届出第H28－0079号 有限会社きむら広告 取締役　喜村謙一 兵庫県西宮市若草町1丁目2番19号
182 枚方市特例届出第H26－0111号 株式会社キャスト企画 代表取締役　勝部　昭義 大阪府門真市栄町29番12号
183 枚方市特例届出第H30－0012号 有限会社　ギャロップ 反甫　孝 大阪府大阪市生野区巽中1丁目12番24号　B-10
184 枚方市特例届出第H31－0009号 有限会社　キャンバス 代表取締役　小林　慶博 奈良県大和高田市大字大中38-3
185 枚方市特例届出第H27－0079号 株式会社CUBE　PLAN 代表取締役　桝田　宗謙 大阪府大阪市鶴見区焼野2-4-61
186 枚方市特例届出第H28－0118号 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 東京都千代田区内幸町2-2-3　日比谷国際ビル
187 枚方市特例届出第H26－0057号 株式会社共栄企画 代表取締役　本儀　純 大阪府大阪市西区阿波座1-9-9
188 枚方市特例届出第H27－0062号 協栄電気興業　株式会社 代表取締役　上田　正昭 長野県長野市川合新田3525
189 枚方市特例届出第H29－0019号 株式会社輝葉社 代表取締役　森田　道治 大阪府東大阪市新家2丁目9番11号
190 枚方市特例届出第H31－0023号 株式会社　協同工芸社 代表取締役　箕輪　晃 千葉県千葉市美浜区新港152番
191 枚方市特例届出第H26－0197号 株式会社共同広告社 代表取締役　髙坂　正史 東京都中央区日本橋小舟町15番10号
192 枚方市特例届出第H27－0069号 株式会社協同制作 代表取締役　立石　昌紀 東京都中央区入船2丁目5番7号
193 枚方市特例届出第R04－0002号 協立技研株式会社 代表取締役　小原　英昭　 大阪府泉大津市なぎさ町6番1号
194 枚方市特例届出第H29－0108号 株式会社キョーエイアド 代表取締役　南　安久 和歌山県和歌山市中島91-７
195 枚方市特例届出第H26－0039号 株式会社　金星堂 代表取締役　小笠原貴行 三重県桑名市大字江場481番地
196 枚方市特例届出第R2－0001号 株式会社　グッドウィルサービス 代表取締役　小畑　昭 大阪府貝塚市名越1139番地1号
197 枚方市特例届出第R2－0003号 株式会社クボタ建設 代表取締役　内田　睦雄 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
198 枚方市特例届出第H26－0122号 株式会社　クマヒラ 代表取締役　渡邉　秀隆 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
199 枚方市特例届出第H28－0099号 倉橋工芸　 倉橋　弘 大阪府寝屋川市下木田町６-32
200 枚方市特例届出第H27－0010号 株式会社　クラフト 代表取締役　水田　良司 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目3番10号
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201 枚方市特例届出第R03－0021号 株式会社クラフトワーク 代表取締役　伊勢田　尚宏 大阪府羽曳野市野249-1
202 枚方市特例届出第H30－0033号 Clamp 堀江　順一 兵庫県宝塚市山本野里2丁目15番15－4
203 枚方市特例届出第H26－0110号 株式会社グリーンアート 代表取締役　梅垣　裕之 大阪府大阪市北区天満橋3丁目4番37号
204 枚方市特例届出第H27－0045号 株式会社グリーンクロス 代表取締役　久保　孝二 福岡県福岡市中央区小笹5-22-34
205 枚方市特例届出第R03－0013号 株式会社クリエイション 代表取締役　山田　豪 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7番19号　第7新大阪ビル4階
206 枚方市特例届出第H26－0021号 株式会社クリエイティブダイワ 代表取締役　大戸　國男 福島県郡山市田村町金屋字下タ川原6番地
207 枚方市特例届出第H29－0112号 CREAR株式会社 代表取締役　堤本　敏夫 大阪府東大阪市小阪本町1-12-3　B-3
208 枚方市特例届出第H29－0055号 株式会社クレスト 代表取締役　永井　俊輔 東京都港区赤坂8-10-22　ニュー新坂ビル４F
209 枚方市特例届出第H31－0029号 株式会社クレディサービス 代表取締役　呉島　元大 大阪府吹田市内本町一丁目13番2号
210 枚方市特例届出第H26－0145号 クロカワ工芸株式会社 代表取締役　黒川　賢一 奈良県橿原市常盤町２３番地の１
211 枚方市特例届出第H27－0014号 株式会社京阪エージェンシー 代表取締役　中妻　裕司 大阪府大阪市中央区大手前1-7-24　京阪天満橋ビル
212 枚方市特例届出第H26－0115号 株式会社京阪工技社 代表取締役　西岡　総一郎 大阪府枚方市西禁野二丁目4番18号
213 枚方市特例届出第R03－0008号 有限会社京阪テント 代表取締役　小島　勝 大阪府枚方市招提元町３丁目35-11
214 枚方市特例届出第H27－0099号 株式会社ケイプラン・アド 代表取締役　中志　幸司 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-2
215 枚方市特例届出第H30－0036号 有限会社ケー・エス・ピー 代表取締役　佐野　浩司 愛知県名古屋市守山区新守山2108番地
216 枚方市特例届出第R2－0018号 株式会社　ゲートウェイサービス 代表取締役　岡田　哲弥 大阪府大阪市東成区大今里3丁目16-1　荒木ビル　4-1
217 枚方市特例届出第H28－0066号 株式会社ケシオン 代表取締役　高山　健一 兵庫県宝塚市美座2-13-2
218 枚方市特例届出第H26－0045号 株式会社　CORE・CUBE 代表取締役　今田　晴久 大阪府大阪市福島区海老江5丁目2番2号
219 枚方市特例届出第H26－0114号 株式会社弘亜社 代表取締役　大村　寿一郎 東京都中央区銀座6丁目12番1号
220 枚方市特例届出第H26－0129号 株式会社　広告商事 代表取締役　田中　伸一 大阪府大阪市中央区久太郎町1-4-8
221 枚方市特例届出第R03－0040号 株式会社　広告通信社 代表取締役　榊原　寿治 広島県広島市中区中町8-12
222 枚方市特例届出第H28－0012号 株式会社光誠社 代表取締役　中村　俊一 大阪府大阪市福島区福島7丁目16番4号
223 枚方市特例届出第R2－0020号 株式会社広宣 代表取締役　横江　満 滋賀県草津市野路6丁目5番1号
224 枚方市特例届出第H26－0147号 株式会社交通アドセンター 代表取締役　岡本　信貴 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１２番１０号
225 枚方市特例届出第R2－0012号 株式会社　広伝社 代表取締役　宮本　光基 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目3番37号107
226 枚方市特例届出第H26－0008号 株式会社　公伝社 代表取締役　小林　健一 大阪府大阪市浪速区元町1丁目8番9号
227 枚方市特例届出第H29－0123号 株式会社広立 代表取締役　松本　義一 香川県三豊市豊中町笠田笠岡3185番地６
228 枚方市特例届出第H26－0053号 株式会社コーケン 代表取締役　河内浩晃 岡山県岡山市北区今保148番地の8
229 枚方市特例届出第R03－0031号 コーソー・アートサイン有限会社 代表取締役　増田　範郎 大阪府摂津市千里丘東4-11-18
230 枚方市特例届出第H30－0029号 株式会社ゴールドトップ 代表取締役　宮澤　祐一 大阪府大阪市北区天神橋1-18-27　天神ビル2階
231 枚方市特例届出第H29－0058号 株式会社　五木エージェンシー 代表取締役　神代　憲生 大阪府大阪市中央区南船場2丁目6番10号
232 枚方市特例届出第H27－0064号 株式会社　CoCo　Art 代表取締役　北得　久美代 大阪府堺市西区鳳東町6丁689番地5
233 枚方市特例届出第H29－0045号 株式会社コスモサイン 代表取締役　村本　良一 大阪府東大阪市川俣1丁目19番18号
234 枚方市特例届出第H29－0017号 株式会社コダマ製作所　 代表取締役　児玉　雅人 京都府京都市中京区壬生東檜町34番地の1
235 枚方市特例届出第H31－0019号 株式会社　コトブキネオン 代表取締役　茂呂　展夫 東京都千代田区神田小川町1丁目11番地
236 枚方市特例届出第H28－0097号 株式会社小林工芸社 代表取締役　丸田　亨 東京都豊島区北大塚１-９-15
237 枚方市特例届出第R03－0047号 五洋建設株式会社 代表取締役　清水　琢三 東京都文京区後楽2-2-8
238 枚方市特例届出第H28－0058号 有限会社コンピューター工房 代表取締役　中邨　義英 大阪府大阪市中央区難波千日前8-22
239 枚方市特例届出第R03－0018号 株式会社ザイマックス 代表取締役　吉本　健二 東京都港区赤坂一丁目1番1号
240 枚方市特例届出第H27－0029号 株式会社ザイマックスアルファ 代表取締役　吉本　健二 東京都中央区築地一丁目13番10号
241 枚方市特例届出第H27－0092号 株式会社ザイマックス関西 代表取締役社長　吉田　正 大阪府大阪市北区堂島一丁目1番5号
242 枚方市特例届出第H28－0117号 サイン・アート 浦　正文 大阪府富田林市向陽台四丁目１番３-310号
243 枚方市特例届出第R2－0009号 サイン・デザイン工房　ARICA 石田　和之 大阪府大阪市都島区中野町２－４－７
244 枚方市特例届出第H29－0095号 株式会社サインウエスト 代表取締役　野原　博之 大阪府大阪市住之江区南港北二丁目1番10号　ATCビルITM棟
245 枚方市特例届出第H31－0057号 サインエフェクト 小林　成則 大阪府堺市西区浜寺南町3丁11の1
246 枚方市特例届出第R03－0010号 Sign Office　晴 瀧根　光晴 大阪府高槻市大和1-3-8
247 枚方市特例届出第H27－0025号 株式会社サイン技建 代表取締役　高橋　和男 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目4-3
248 枚方市特例届出第R2－0005号 サイングラフィカ 小野　高徳 大阪市港区田中2-2-15
249 枚方市特例届出第H31－0052号 サインサービス株式会社 代表取締役　大西　代次夫 大阪府大阪市天王寺区上本町六丁目9番9-903号
250 枚方市特例届出第H27－0087号 サインショップ　Bear 河野　俊博 大阪府枚方市田口山3-1-6-202
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251 枚方市特例届出第H28－0056号 サインズシュウ 上林　修 大阪府貝塚市地蔵堂181-2
252 枚方市特例届出第H26－0029号 株式会社　サインズスクエア 代表取締役　朝倉　広二 大阪府大阪市西区北堀江3-12-10 西長堀OFNビル3F
253 枚方市特例届出第H26－0163号 サインテック株式会社 代表取締役　石川　哲朗 大阪府豊中市庄内宝町１丁目６番５号
254 枚方市特例届出第H30－0008号 サイン-ニシグチ 西口　克巳 大阪府河内長野市南ケ丘10番1号
255 枚方市特例届出第H29－0130号 サインリンク株式会社 代表取締役　寺島　直温 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上2698
256 枚方市特例届出第R03－0014号 株式会社　堺博光社 代表取締役　松林　泰弘 大阪府堺市堺区南陵町３丁４番１号
257 枚方市特例届出第H29－0139号 株式会社坂田電気工芸 代表取締役　坂田　真人 大阪府門真市城垣町12-4
258 枚方市特例届出第H27－0047号 有限会社　サクライ広芸 代表取締役　櫻井　利晴 大阪市旭区大宮1丁目13番15号
259 枚方市特例届出第R03－0002号 サクラインターナショナル株式会社 代表取締役　妙代　金幸 大阪府大阪市中央区備後町一丁目7番3号（ENDO 堺筋ビル3階・4階）
260 枚方市特例届出第H26－0004号 ササキ株式会社 代表取締役　佐々木　勝利 大阪府大阪市西成区南津守1丁目4番22号
261 枚方市特例届出第H27－0110号 株式会社　笹野井文字加工所 代表取締役　宮内　誠 大阪府大阪市西区境川二丁目3番22号
262 枚方市特例届出第H30－0024号 株式会社貞岡工芸社 代表取締役　貞岡　克彦 大阪府大阪市天王寺区勝山二丁目21番2号
263 枚方市特例届出第H27－0058号 株式会社　サン・デザイン 代表取締役　西岡　史郎 大阪府大阪市北区大淀南１丁目９番１６号
264 枚方市特例届出第H28－0062号 株式会社　サン・ファースト 代表取締役　山田　陽一 大阪府泉佐野市南中樫井679番地
265 枚方市特例届出第H27－0034号 有限会社三愛 代表取締役　三吉　繁清 大阪府大阪市東淀川区井高野4丁目8-15
266 枚方市特例届出第H26－0118号 三愛美装株式会社 代表取締役　三好　英朗 大阪府大阪市北区兎我野町15-13　ミユキビル
267 枚方市特例届出第R04－0022号 サンエスプランニング 市原　正典 兵庫県川辺郡猪名川町つつじが丘4-7-9
268 枚方市特例届出第H27－0089号 山王スペース＆レンタル株式会社 代表取締役　小村　太一 東京都中央区銀座3-10-6
269 枚方市特例届出第H26－0128号 株式会社サン企画　 代表取締役　名富　洋一 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目11-25　第10新大阪ビル7F
270 枚方市特例届出第H26－0132号 三協立山株式会社 代表取締役社長　平能　正三 富山県高岡市早川70番地
271 枚方市特例届出第H28－0031号 三共ディスプレイ株式会社 代表取締役　孝野　真也 広島県廿日市市木材港北7-17
272 枚方市特例届出第H28－0103号 サンケイテック株式会社 代表取締役　影山　保孝 大阪府大阪市淀川区木川西三丁目１番11号
273 枚方市特例届出第R03－0035号 株式会社　三弘社 代表取締役　森田　浩伸 大阪府東大阪市御厨東１丁目7番17号
274 枚方市特例届出第H29－0013号 株式会社三広社 代表取締役　村上　洋一 大阪府吹田市春日2丁目1番5号
275 枚方市特例届出第H28－0040号 サンコーテック株式会社 代表取締役　元村　清志 大阪府大阪市福島区鷺洲四丁目5番19号
276 枚方市特例届出第R03－0023号 株式会社SANSAI 代表取締役　松本　吉史 大阪府東大阪市柏田東町3番31号
277 枚方市特例届出第H31－0018号 株式会社　三彩工芸社 代表取締役　布谷　治之 大阪府東大阪市柏田東町3番31号
278 枚方市特例届出第H26－0070号 株式会社　三昭堂 代表取締役　水野　利晴 愛知県一宮市あずら3丁目9番23号
279 枚方市特例届出第H27－0004号 三星広芸株式会社 代表取締役　利倉　康紀 大阪府泉大津市板原町4丁目16番14号
280 枚方市特例届出第H28－0037号 株式会社　三電社 代表取締役　松本　登雄 兵庫県尼崎市塚口本町1-1-13
281 枚方市特例届出第R04－0014号 株式会社　サントップ 代表取締役　中村　浩也 大阪府大阪市西区北堀江1丁目14番9号
282 枚方市特例届出第H28－0093号 株式会社　三美堂 代表取締役　森田　大輔 東京都豊島区南長崎6-16-1
283 枚方市特例届出第H26－0018号 サンフレックス株式会社 代表取締役　長谷川　剛 大阪府大阪市平野区長吉長原西3-5-2
284 枚方市特例届出第R03－0019号 有限会社　三友社 代表取締役　田上　幸一 愛知県名古屋市中村区八社2丁目57番地
285 枚方市特例届出第H26－0135号 株式会社山陽工房 代表取締役　森永　栄治 岡山県倉敷市新田2393番地の2
286 枚方市特例届出第H29－0016号 株式会社三和企画 代表取締役　塚本　邦仁 東京都足立区関原三丁目24番6号
287 枚方市特例届出第H26－0124号 三和サインワークス株式会社 代表取締役　松岡 賢一 大阪府大阪市北区梅田3-1-3
288 枚方市特例届出第H28－0038号 株式会社三和システム工業 代表取締役　堀井　邦彦 大阪府大阪市鶴見区今津北二丁目5番31号
289 枚方市特例届出第H29－0119号 サンワテント株式会社 代表取締役　三本　満 大阪府高槻市富田町6丁目1‐17
290 枚方市特例届出第R04－0023号 株式会社ジー・ツー・サイン 代表取締役　辻　英雄 大阪府摂津市鳥飼八防1-22-10-602
291 枚方市特例届出第H30－0011号 株式会社GXコーポレーション 代表取締役　大久　孝幸 東京都葛飾区東四つ木4-44-15
292 枚方市特例届出第H26－0056号 GCストーリー株式会社 代表取締役　西坂　勇人 東京都江東区木場6-4-2　ＫＩビル
293 枚方市特例届出第H27－0066号 C2S　CREATIVE株式会社 代表取締役　森　文彦 東京都新宿区築地町9番地
294 枚方市特例届出第H26－0096号 株式会社　ジーノーツ 代表取締役　古賀義隆 大阪府寝屋川市木屋町１６番１２号
295 枚方市特例届出第H28－0083号 株式会社　ジービーシー 代表取締役　福留　勝徳 大阪府東大阪市七軒家10番37号
296 枚方市特例届出第H31－0020号 株式会社シーマ 代表取締役　堤　裕成 大阪府吹田市江の木町20番10号
297 枚方市特例届出第H26－0117号 ジェイ・ワークス株式会社 代表取締役　上堂薗　順代 広島県福山市引野町二丁目18番4号
298 枚方市特例届出第H27－0033号 株式会社JR西日本コミュニケーションズ 代表取締役　野中　雅志 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号　堂島アバンザ8階
299 枚方市特例届出第H28－0064号 有限会社ＪＫＫ 取締役　岸本　博紀 大阪府大阪市中央区南船場2-10-21
300 枚方市特例届出第H29－0120号 株式会社JTBアセットマネジメント 代表取締役　高橋　康 東京都台東区上野一丁目１０番１２号
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301 枚方市特例届出第H31－0059号 株式会社ＪＢＳ 代表取締役　横井　順 大阪府大阪市中央区南船場１－１３－１　竹田ビル３Ｆ
302 枚方市特例届出第H27－0070号 株式会社シェイプ 代表取締役　青栁　圭一 大阪府東大阪市小阪3丁目2-29　KIDO八戸ノ里駅前ビル5階
303 枚方市特例届出第H30－0004号 有限会社シグニー 代表取締役　片桐　二三夫 大阪府堺市美原区丹上587-2
304 枚方市特例届出第H29－0064号 有限会社　重成工芸 代表取締役　谷川　隆幸 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目20番59号
305 枚方市特例届出第H26－0044号 四国アドサービス株式会社 代表取締役　吉川 慶一 香川県高松市上天神町556－1
306 枚方市特例届出第H26－0060号 株式会社シテイー・ロード 代表取締役　坂上　淳 東京都千代田区外神田4-8-5　クレイン末広7階
307 枚方市特例届出第H27－0046号 株式会社シミズ・ビルライフケア 代表取締役社長　富永　秀行 東京都中央区京橋2丁目10番2号
308 枚方市特例届出第H26－0072号 清水建設株式会社 代表取締役　井上　和幸 東京都中央区京橋二丁目16番1号
309 枚方市特例届出第H30－0017号 清水製作所 清水　英介 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-21-1
310 枚方市特例届出第R03－0015号 事務局J0K株式会社 代表取締役　高関　千尋 大阪府大阪市此花区酉島6丁目8-7
311 枚方市特例届出第H28－0105号 株式会社シモヤ 代表取締役　下谷　敏博 愛知県大府市宮内町四丁目381番地
312 枚方市特例届出第H29－0109号 シャープマーケティングジャパン株式会社 代表取締役　中山　藤一 大阪府八尾市北亀井町三丁目1番72号
313 枚方市特例届出第H29－0124号 有限会社ジャックスクリーン 代表取締役　今岡　和雄 大阪府八尾市跡部本町1丁目4－40
314 枚方市特例届出第H29－0030号 株式会社ジャパンアート 代表取締役　岸野　義人 神奈川県海老名市上郷4-4-29
315 枚方市特例届出第H29－0149号 株式会社昭光社 代表取締役　前田　英幸 福岡県福岡市中央区荒戸3-6-29
316 枚方市特例届出第H28－0112号 株式会社消費者工学研究所 代表取締役　入江　敦史 大阪府大阪市中央区北浜東1-12　フジタビル4F
317 枚方市特例届出第H27－0026号 株式会社　昭和化成 代表取締役　田中　康夫 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目19番2号
318 枚方市特例届出第H26－0189号 株式会社昭和ネオン 代表取締役社長　髙村　祐次郎 東京都品川区南品川１－７－１７
319 枚方市特例届出第H30－0038号 株式会社ジョブサイン 代表取締役　尾垣　仲造 大阪府東大阪市渋川町3-7-3
320 枚方市特例届出第H31－0045号 株式会社　城山堂 代表取締役　三好　隆宏 香川県綾歌郡綾川町羽床下2221-1
321 枚方市特例届出第H26－0183号 有限会社新栄 代表取締役　水沼　博 大阪府箕面市小野原東１丁目３－１６
322 枚方市特例届出第H26－0007号 株式会社シンエンタープライズ 代表取締役　佐久間　進 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目12番26号　兵庫県庁前ビル5階
323 枚方市特例届出第R04－0028号 信号器材　株式会社 代表取締役　前島　敏雄 神奈川県川崎市中原区市ノ坪160番地
324 枚方市特例届出第H28－0034号 新日本創業株式会社 代表取締役　吉田貢 東京都新宿区若葉1丁目22番地
325 枚方市特例届出第H29－0113号 株式会社新有 代表取締役　山下　郁之 大阪府大阪市平野区長吉長原1-7-6
326 枚方市特例届出第H27－0012号 シンヨーネオン電気株式会社 代表取締役　國定　親 愛知県名古屋市西区砂原町224番地
327 枚方市特例届出第H31－0042号 株式会社シンリョウ 代表取締役　鈴木　栄 東京都豊島区要町三丁目３６番３号
328 枚方市特例届出第H27－0106号 株式会社　Skill 代表取締役　勢戸　琢也 兵庫県三田市四ツ辻630
329 枚方市特例届出第H29－0076号 合同会社スケッグ・ワン 代表社員　岡　慎一郎 大阪府寝屋川市萱島南町11番4号
330 枚方市特例届出第H30－0005号 有限会社鈴木広告 代表取締役　鈴木　孝英 大阪府大阪市平野区平野西3丁目6番3号
331 枚方市特例届出第R03－0045号 有限会社　ステップス 代表取締役　奥村　卓功 大阪府大阪市平野区瓜破東一丁目11番20号
332 枚方市特例届出第H26－0012号 株式会社　スペース 代表取締役　佐々木　靖浩 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号
333 枚方市特例届出第H29－0135号 株式会社　SPEC 代表取締役　竹林　学 東京都新宿区西新宿七丁目3番10号21山京ビル702号
334 枚方市特例届出第R2－0006号 スリーエムジャパン株式会社 代表取締役　宮崎　裕子 東京都品川区北品川六丁目7番29号
335 枚方市特例届出第H29－0014号 有限会社　晴晃工芸 代表取締役　樋上　晴矢 大阪府大阪市西成区南津守4丁目4番25号
336 枚方市特例届出第H29－0015号 株式会社　精宏ネオン管 代表取締役　山崎　裕功 大阪府八尾市竹渕3丁目57番地
337 枚方市特例届出第R2－0010号 星光ビル管理株式会社 代表取締役社長　長谷川　靖 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目4番1号
338 枚方市特例届出第H26－0198号 有限会社　セイコー工芸 取締役　鎌倉　慶一 大阪府大阪市東淀川区菅原３丁目４番２４号
339 枚方市特例届出第H29－0148号 セオプラ株式会社 代表取締役　瀬尾　明裕 京都府京都市伏見区竹田久保町2番地の8
340 枚方市特例届出第R2－0028号 積水ハウス株式会社 代表取締役　仲井　嘉浩 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号
341 枚方市特例届出第H30－0042号 株式会社セブンエイト 代表取締役　池田　圭吾 東京都目黒区原町2－2－8
342 枚方市特例届出第H30－0016号 株式会社　ゼロワン 田中　孝 大阪府貝塚市東山3丁目11番17号
343 枚方市特例届出第H26－0155号 株式会社全広 代表取締役　北尾　泰章 大阪府大阪市大正区小林東３丁目１９番２２号
344 枚方市特例届出第H30－0014号 株式会社センチュリーフォー 代表取締役　上西　太 大阪府門真市深田町20-23
345 枚方市特例届出第H31－0058号 株式会社　創基 代表取締役　東　基次 大阪府守口市寺方錦通4丁目8番6号
346 枚方市特例届出第R03－0005号 株式会社　創輝社 代表取締役　峰　和也 静岡県静岡市清水区鳥坂1148番地1
347 枚方市特例届出第H29－0118号 株式会社造型社 代表取締役　吉田　廣巳 大阪府枚方市大峰元町1丁目5－5
348 枚方市特例届出第H28－0013号 株式会社　創研　 代表取締役　樋口　豪 兵庫県西宮市甲陽園目神山町2－3
349 枚方市特例届出第R04－0015号 有限会社　創元 代表取締役　岡田　武 大阪府堺市北区中長尾町1丁7番1号　コーポ山崎101号
350 枚方市特例届出第H29－0069号 有限会社創研プランニング 代表取締役　楠戸　豪人 大阪府大阪市平野区加美北8丁目18番40号
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351 枚方市特例届出第H28－0115号 有限会社　総合広告 代表取締役　湯浅　昭夫 大阪府東大阪市玉串町西2丁目3番62号
352 枚方市特例届出第H26－0143号 株式会社総合廣告社 代表取締役　大野　隆 大阪府大阪市中央区日本橋１－２１－２１
353 枚方市特例届出第H26－0031号 株式会社　創美 代表取締役　福井景一 東京都板橋区赤塚6-15-6
354 枚方市特例届出第H27－0043号 株式会社　創和巧芸 代表取締役　山下龍弐 大阪府堺市南区檜尾276番1
355 枚方市特例届出第H29－0101号 株式会社ソトムラ 代表取締役　外村　耕作 大阪府東大阪市足代三丁目5番1号
356 枚方市特例届出第H28－0026号 有限会社ダイアローグ 代表取締役　尾崎剛 大阪府豊中市若竹町1丁目16番26号
357 枚方市特例届出第R04－0006号 第一工芸株式会社 代表取締役　綿谷 賢治 大阪府大阪市東住吉区今林4丁目7-9
358 枚方市特例届出第H29－0103号 株式会社第一広房OSAKA 代表取締役　吉野　通洋 大阪府大阪市中央区島町二丁目1番15号ITビル
359 枚方市特例届出第H31－0046号 大嘉産業株式会社 代表取締役社長　笠井　一宏 大阪府大阪市西区立売堀4丁目6番9号
360 枚方市特例届出第H26－0168号 株式会社ダイカン 代表取締役　仁義　修 大阪府大阪市大正区三軒家東3丁目1番7号
361 枚方市特例届出第H26－0156号 株式会社大協社 代表取締役　伊藤　和也 大阪府大阪市平野区長吉出戸６－１４－３６
362 枚方市特例届出第H31－0017号 大広サインズ　株式会社 代表取締役　辻本　栄 大阪府摂津市南別府町7-19
363 枚方市特例届出第H28－0069号 株式会社　大興社 代表取締役　徳村　美保 大阪府大阪市中央区高津3丁目2番26号
364 枚方市特例届出第H28－0043号 大光宣伝株式会社 代表取締役　山田　善久 奈良県生駒市元町1丁目6－12
365 枚方市特例届出第H31－0035号 株式会社ダイコー 代表取締役　前川　剛 大阪府高槻市高槻町17-4
366 枚方市特例届出第H26－0184号 ダイショウサイン株式会社 代表取締役　畑中　剛 大阪府東大阪市水走１－１９－１３
367 枚方市特例届出第H26－0063号 株式会社ダイス 代表取締役　山根憲守 東京都中央区日本橋堀留町1-5-11
368 枚方市特例届出第H29－0094号 株式会社大宣工房 代表取締役　門脇　剛司 奈良県生駒市東松ケ丘16-16
369 枚方市特例届出第H29－0073号 株式会社大地商会 代表取締役　西原　重博 大阪府豊中市曽根西町4丁目7番19号
370 枚方市特例届出第H26－0089号 株式会社大鐵サイン工業 代表取締役　辻本　雅昭 大阪府摂津市鳥飼本町４－３－３２
371 枚方市特例届出第H27－0001号 株式会社ダイテン 代表取締役　吉村龍一 大阪府大東市大東町8番47号
372 枚方市特例届出第H26－0047号 大東産業株式会社 代表取締役　渡辺　圭一郎 香川県高松市香西南町102番地の4
373 枚方市特例届出第H27－0100号 株式会社　大橙社 代表取締役　北川　勝英 滋賀県東近江市五個荘石塚町202番地
374 枚方市特例届出第H26－0116号 有限会社　ダイナ 取締役　南山　誠司 京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町188
375 枚方市特例届出第H26－0112号 大日本印刷株式会社 代表取締役　北島　義斉 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
376 枚方市特例届出第R03－0016号 株式会社　大丸プラスチック 代表取締役社長　増田　卓 大阪府大阪市浪速区大国3丁目8番14号
377 枚方市特例届出第H28－0045号 大和工業株式会社 代表取締役　西端　剛 大阪府大阪市都島区毛馬町1丁目18-18
378 枚方市特例届出第H31－0013号 大和ハウス工業株式会社 代表取締役　芳井　敬一 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号
379 枚方市特例届出第H30－0018号 株式会社　高木美建 代表取締役　高木良浩 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地
380 枚方市特例届出第H29－0006号 鷹塚工芸株式会社 代表取締役　木本　勝 大阪府大阪市東住吉区湯里二丁目8番8号
381 枚方市特例届出第H29－0128号 株式会社髙天 代表取締役　山内　武 大阪府高槻市神内2丁目21－9
382 枚方市特例届出第H26－0181号 株式会社竹中工務店 代表取締役　佐々木　正人 大阪府大阪市中央区本町４丁目１番１３号
383 枚方市特例届出第H29－0145号 竹森工芸株式会社 代表取締役　竹森　孝治 岡山県岡山市北区青江4丁目22番10号
384 枚方市特例届出第H26－0152号 多田宣伝 多田　宅雄 大阪府大阪市都島区中野町3-4-3
385 枚方市特例届出第R2－0030号 株式会社　タックフィールド 代表取締役　野上　卓三 大阪府岸和田市田治米町444番地の2
386 枚方市特例届出第R03－0034号 株式会社タテイシ広美社 代表取締役　立石　克昭 広島県府中市篠根町233
387 枚方市特例届出第H28－0009号 株式会社タナカ関西ディスプレイ　 代表取締役　田中　司郎 大阪府東大阪市中新開１丁目６番１４号
388 枚方市特例届出第H29－0088号 株式会社丹青社 代表取締役　高橋　貴志 東京都港区港南一丁目2番70号
389 枚方市特例届出第H26－0066号 株式会社チタン 代表取締役　村岡　弘章 大阪府大阪市北区浪花町1-23第10新興ビル7F
390 枚方市特例届出第H28－0091号 株式会社　中外ネオン 代表取締役　吉永　康雄 大阪府摂津市鳥飼本町5-11-22
391 枚方市特例届出第H31－0011号 株式会社中京アドサイン 代表取締役　太田　浩太郎 愛知県名古屋市熱田区桜田町17番10号
392 枚方市特例届出第H29－0009号 株式会社　中部 代表取締役　中藤　誠 愛知県名古屋市北区若鶴町245番地
393 枚方市特例届出第H26－0121号 株式会社ちょうちん造形 代表取締役　橋本　憲二 大阪府堺市美原区太井360-4
394 枚方市特例届出第H26－0061号 株式会社辻工房 代表取締役　辻　誠士朗 大阪府堺市北区船堂町２丁３番６号
395 枚方市特例届出第H27－0072号 ティ・エヌ企画 中西　由朋 大阪府堺市北区常磐町３丁１８番地１７
396 枚方市特例届出第H28－0068号 株式会社Ｔ＆Ｔアド 代表取締役　木谷　泰夫 東京都中央区八丁堀2-25-10　三信八丁堀ビル
397 枚方市特例届出第H29－0141号 株式会社T＆Y工務店 代表取締役　米村　兼治 大阪府大東市野崎四丁目２番14号
398 枚方市特例届出第H31－0010号 TSP西日本株式会社 代表取締役　西　隆之 大阪府大阪市淀川区木川東四丁目８番３３号
399 枚方市特例届出第H26－0009号 TSP太陽株式会社 代表取締役　池澤　嘉悟 東京都目黒区東山1丁目17番16号
400 枚方市特例届出第H31－0031号 TSone株式会社 代表取締役　杉山　卓也 兵庫県尼崎市次屋三丁目1-10
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401 枚方市特例届出第H26－0082号 株式会社　ＴＯＣ 代表取締役　徳永　直樹 大阪府大阪市西成区松２丁目6番29号
402 枚方市特例届出第H29－0012号 株式会社ディーピーエム 代表取締役　松下　直樹 大阪府摂津市南別府町３番11号
403 枚方市特例届出第H29－0147号 株式会社ディーボックス 代表取締役　岡本　尚秀 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-31-1001　アンビション三和Ⅱ10F
404 枚方市特例届出第H27－0040号 株式会社TAKE-on 代表取締役　竹田　義嗣 大阪府豊中市利倉東2丁目13-1
405 枚方市特例届出第R03－0029号 合同会社TAKE-CONNECT 代表　竹内　聡志 東京都板橋区若木3丁目9番10号
406 枚方市特例届出第H26－0090号 株式会社　ディバイン 代表取締役　掃部　聡 大阪府吹田市広芝町４－３４　江坂第一ビル２E
407 枚方市特例届出第H28－0139号 デコラティブシステム株式会社 代表取締役　鶴見　芳令 大阪府吹田市岸部南3丁目6番15号
408 枚方市特例届出第H28－0133号 株式会社デザインアーク 代表取締役　辰己　嘉一 大阪府大阪市西区阿波座一丁目5番16号
409 枚方市特例届出第H30－0028号 design studio I's株式会社 代表取締役　井上　智之 滋賀県栗東市野尻597 １階
410 枚方市特例届出第H29－0071号 株式会社デバイス 代表取締役　田坂　智成 大阪府大阪市港区港晴5丁目2番60号
411 枚方市特例届出第H31－0026号 有限会社　デプト 代表取締役　富原　章年 大阪府大阪市中央区瓦屋町２－１５－４
412 枚方市特例届出第H26－0068号 テルウェル西日本株式会社 代表取締役社長　山田　邦裕 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号
413 枚方市特例届出第H28－0027号 テン工業株式会社 代表取締役　古庄雄二 大阪府大阪市港区波除2丁目7番23号
414 枚方市特例届出第H26－0167号 株式会社電広システムズ 代表取締役　光森　悠貴 大阪府大阪市阿倍野区三明町１丁目４－１８
415 枚方市特例届出第H27－0006号 株式会社　デンショク 代表取締役　野田　令 岡山県岡山市中区桑野516-8
416 枚方市特例届出第H26－0150号 株式会社電飾工業 代表取締役　三浦　亮一 大阪府東大阪市渋川町４丁目５番１２号
417 枚方市特例届出第H31－0041号 株式会社　電通 代表取締役　榑谷　典洋 東京都港区東新橋一丁目8番1号
418 枚方市特例届出第H26－0058号 株式会社電電広告 代表取締役　檀野　修一 兵庫県神戸市中央区元町通六丁目5番8号
419 枚方市特例届出第H26－0006号 天馬工芸　中木田町店 馬場　宣成 大阪府寝屋川市清水町22番15-2号
420 枚方市特例届出第H29－0144号 東亜広告株式会社 代表取締役　長谷川　徹 兵庫県神戸市中央区旗塚通三丁目3番23
421 枚方市特例届出第H26－0032号 東亜レジン株式会社 代表取締役　永井茂智 東京都新宿区西新宿4-33-4
422 枚方市特例届出第H28－0070号 株式会社東急エージェンシー 代表取締役　澁谷　尚幸 東京都港区西新橋1-1-1
423 枚方市特例届出第H29－0107号 有限会社東西広告 取締役　髙橋　計雄 大阪府大阪市北区天神橋２丁目４番17号
424 枚方市特例届出第H28－0018号 株式会社東宣エイディ 代表取締役　西井　遼 東京都中央区日本橋2丁目2番21号日本橋2丁目ビル2階
425 枚方市特例届出第H26－0067号 東宝企画工芸株式会社 代表取締役　片山　公嗣 大阪府大阪市福島区福島3-7-39-704
426 枚方市特例届出第H26－0182号 東邦宣伝株式会社 代表取締役　山川　正時 大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目９番１６号
427 枚方市特例届出第H26－0104号 株式会社トーアコーポレーション 代表取締役　乙守　典厚 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目7番8号
428 枚方市特例届出第H26－0052号 株式会社　トータル 代表取締役　福羅　慎治 兵庫県神戸市灘区灘南通一丁目3番23号
429 枚方市特例届出第R04－0012号 株式会社トキワ 代表取締役　木田 正 京都府綴喜郡井手町大字井手小字川久保19番地
430 枚方市特例届出第H27－0021号 株式会社トキワ工芸社 代表取締役　西村　茂 香川県坂出市林田町477-4
431 枚方市特例届出第H29－0114号 凸版印刷株式会社 代表取締役社長　麿　秀晴 東京都台東区台東一丁目5番1号
432 枚方市特例届出第H26－0023号 斗南電装株式会社 代表取締役　杉田　和士 大阪府堺市北区船堂町２丁２番２号
433 枚方市特例届出第H28－0007号 株式会社ドミンゴコーポレーション 代表取締役　深田　将由 埼玉県川越市大字小ケ谷195-12
434 枚方市特例届出第H26－0171号 とも榮広告株式会社 代表取締役　廣井　良平 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目23番11号　菱和第3ビル403
435 枚方市特例届出第H31－0022号 株式会社　巴屋 代表取締役　浅山　憲一 大阪府大阪市福島区吉野五丁目九番二十九号1F
436 枚方市特例届出第H26－0079号 株式会社　友菱 代表取締役　早田　確 東京都中央区新富2-15-5-701号
437 枚方市特例届出第H28－0014号 トヨタ・コニック・プロ　株式会社 代表取締役社長　武田　淳一郎 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地
438 枚方市特例届出第H30－0027号 豊通ファシリティーズ株式会社 代表取締役　反尾　敏幸 愛知県名古屋市名東区本郷三丁目162番地
439 枚方市特例届出第R2－0002号 株式会社TRAVIS 代表取締役　岡田　尚樹 大阪府大阪市浪速区木津川2丁目1番16号
440 枚方市特例届出第H27－0101号 内外建設株式会社 代表取締役　後藤　謙明 東京都中央区八丁堀二丁目20番8号
441 枚方市特例届出第H26－0091号 有限会社　中井工芸社 代表取締役　中井　進 大阪府交野市私部西4丁目3番29号
442 枚方市特例届出第H28－0131号 株式会社　中井工務店 代表取締役　中井正昌 大阪府寝屋川市下木田町6番18号
443 枚方市特例届出第H28－0004号 仲井テント商会 仲井　幸浩 大阪府大阪市東住吉区湯里5丁目8番11号
444 枚方市特例届出第H31－0054号 中尾工芸社 中尾　篤 大阪府羽曳野市伊賀3丁目3-4
445 枚方市特例届出第H26－0024号 長田広告株式会社 代表取締役　長田　一郎 愛知県津島市東柳原町5丁目5番地1
446 枚方市特例届出第H29－0105号 株式会社NAKATANI 代表取締役　中谷　義秀 大阪府東大阪市長田東4-2-32　大真ビル203
447 枚方市特例届出第R03－0004号 有限会社　中野工芸 代表取締役　中野　貴博 大阪府茨木市横江1-6-26
448 枚方市特例届出第H26－0185号 株式会社中村工社 代表取締役　中村　朋生 広島県広島市中区南吉島１丁目２番１４号
449 枚方市特例届出第H26－0040号 有限会社　ナス企画 代表取締役　笠原　達夫 大阪府寝屋川市香里南之町6番4号
450 枚方市特例届出第R03－0003号 並河看板工芸 並河　武志 京都府亀岡市北古世町2-17-4
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451 枚方市特例届出第H26－0133号 株式会社　南海廣告社 代表取締役　前田　実佐子 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目7番15号
452 枚方市特例届出第H28－0077号 株式会社　南海宣伝社 代表取締役　河崎　進治 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目12番7号
453 枚方市特例届出第H31－0025号 南海ビルサービス株式会社 代表取締役　西山　哲弘 大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号
454 枚方市特例届出第H27－0015号 株式会社ニシオカ 代表取締役　西岡　功一 滋賀県大津市打出浜2番30号
455 枚方市特例届出第H26－0010号 株式会社　西田亀 代表取締役　宮﨑　義次 京都府京都市南区久世殿城町135-1
456 枚方市特例届出第H28－0048号 株式会社　西田塗装店 代表取締役　西田　克行 大阪府大阪市淀川区三津屋中2丁目15番3号
457 枚方市特例届出第H27－0059号 株式会社　西出 代表取締役　西出　誠 三重県津市東丸之内19番28号
458 枚方市特例届出第H28－0029号 西松建設株式会社 代表取締役社長　髙瀨　伸利 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
459 枚方市特例届出第H29－0035号 日栄建設株式会社 代表取締役　玄羽　良市 大阪府大阪市西区南堀江4丁目32番13号
460 枚方市特例届出第H29－0020号 日学株式会社 代表取締役　吉田　朋弘 東京都品川区大井1丁目49番15号
461 枚方市特例届出第R2－0024号 株式会社　日動サクセス 代表取締役　岩井　高広 大阪府大阪市西区西本町１丁目７番８号
462 枚方市特例届出第H28-0114号 株式会社　日展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　田加井　徹 大阪府大阪市北区万歳町3番7号
463 枚方市特例届出第H26－0054号 株式会社日東建装社 代表取締役　野髙　俊彦 大阪府大阪市北区中崎西二丁目3番6号
464 枚方市特例届出第H26－0144号 日本サイン株式会社 代表取締役　北川　誉至宗 大阪府大阪市西区立売堀２－１－９
465 枚方市特例届出第H26－0148号 株式会社日本宣交社 代表取締役　鷲北　智秀 大阪府大阪市中央区南本町２丁目６番１２号　サンマリオンＮＢＦタワー　１１階
466 枚方市特例届出第H26－0170号 株式会社日本電装 代表取締役　道祖　健吾 大阪府大阪市中央区上汐２－６－２３
467 枚方市特例届出第R03－0049号 日本ユーザック株式会社 代表取締役　中森　康雄 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央二丁目7番20号
468 枚方市特例届出第R04－0019号 日本リーテック株式会社 代表取締役社長　江草　茂 東京都千代田区神田錦町一丁目６番地
469 枚方市特例届出第H31－0047号 有限会社　ネオ・サイン 取締役　藤澤　繁美 大阪府門真市新橋町29番13号
470 枚方市特例届出第H28－0020号 株式会社ネットテン 代表取締役　山本　正晃 大阪府大阪市住吉区千躰２丁目２番２４号
471 枚方市特例届出第H28－0047号 ノース・アップ 北川　亮佑 大阪府東大阪市池島町2-4-8
472 枚方市特例届出第H31－0003号 株式会社ノットコーポレーション 代表取締役　河内　道生 大阪府大阪市中央区平野町3-1-2キューアス平野町ビル2階
473 枚方市特例届出第R03－0020号 野村建設工業株式会社 代表取締役　金子　徹 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目1番2号
474 枚方市特例届出第H26－0062号 株式会社　乃村工藝社 代表取締役社長　榎本　修次 東京都港区台場2丁目3番4号
475 枚方市特例届出第H28－0054号 株式会社　ノムラデュオ 代表取締役　亀谷　博之 東京都港区台場二丁目3番5号
476 枚方市特例届出第H31－0015号 野村不動産パートナーズ株式会社 代表取締役　福田　明弘 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
477 枚方市特例届出第R03－0038号 株式会社ノムラメディアス 代表取締役　中川 雅寛 東京都港区台場2丁目3番5号
478 枚方市特例届出第R2－0022号 野本商会 秋山　昇一 大阪府東大阪市吉田６－７－３－１０７
479 枚方市特例届出第H29－0142号 野本テント商会 野本　高正 大阪府大阪市平野区加美東5-8-3
480 枚方市特例届出第H30－0021号 株式会社ハイブランド 代表取締役　馬庭　裕貴 大阪府大阪市鶴見区焼野１丁目南11番11号
481 枚方市特例届出第H26－0084号 株式会社白竜社 代表取締役　髙橋　成光 大阪府堺市堺区神保通３番９号
482 枚方市特例届出第H30－0031号 橋本看板 橋本　健次 奈良県葛城市笛堂322番地6
483 枚方市特例届出第H31-0001号 ハッピー企画　 秋山　豊一 大阪府東大阪市源氏ケ丘11-3
484 枚方市特例届出第H28－0072号 花園 谷澤　一憲 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目1番18号
485 枚方市特例届出第H31－0051号 株式会社　ハヤシコーポレーション 代表取締役　林　秀則 大阪府枚方市池之宮4丁目11番5号
486 枚方市特例届出第H29－0011号 株式会社ハラ 代表取締役　原　大介 大阪府八尾市桜ケ丘２丁目95
487 枚方市特例届出第H31－0033号 株式会社　阪急アドエージェンシー 代表取締役社長　三宅　良明 大阪府大阪市北区芝田一丁目4番8号
488 枚方市特例届出第R03－0007号 阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 代表取締役社長　上田　均 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12
489 枚方市特例届出第R03－0012号 株式会社阪神コンテンツリンク 代表取締役　清水　奨 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番13号
490 枚方市特例届出第H27－0105号 株式会社　阪神電飾 代表取締役　岡本浩一 兵庫県尼崎市西本町1丁目3番地
491 枚方市特例届出第H27－0057号 阪神ネオン有限会社 取締役　前田　親孝 大阪府豊中市今在家町21-3
492 枚方市特例届出第H29－0007号 株式会社ハンズ・ハナイ 代表取締役　花井　敏一 大阪府大阪市福島区海老江2-7-9
493 枚方市特例届出第H29－0056号 株式会社バンディ 代表取締役　田路　直樹 兵庫県神戸市兵庫区中道通9丁目5-18
494 枚方市特例届出第H29－0052号 阪南プロセス株式会社 代表取締役　伊熊　兼二 大阪府大阪市東成区深江北2丁目9番23号
495 枚方市特例届出第H26－0016号 株式会社ビーアド 代表取締役　増田 洋一 東京都足立区綾瀬7－19－12
496 枚方市特例届出第H30－0025号 株式会社ビーアンドピー 代表取締役社長　和田山　朋弥 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目6番33号
497 枚方市特例届出第H26－0028号 ビー看板 大山　孔一 大阪府枚方市出口5丁目29-6
498 枚方市特例届出第H29－0150号 PEAPデザイン株式会社 代表取締役　坂矢　秀二朗 石川県加賀市伊切町に106-1
499 枚方市特例届出第H26－0017号 株式会社ひかり広告 代表取締役　野田　孝悌 大阪府守口市藤田町2丁目1番19号
500 枚方市特例届出第H26－0103号 ヒカリネオン株式会社 代表取締役　山田　善輝 大阪府大阪市鶴見区今津北3丁目3-2
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501 枚方市特例届出第H27－0042号 株式会社　備広 代表取締役　平木　達人 東京都中央区東日本橋3丁目7番12号
502 枚方市特例届出第H26－0078号 有限会社　美交社 代表取締役　西村　一信 大阪府大阪市東住吉区桑津1-32-10
503 枚方市特例届出第H27－0060号 株式会社びこう社 代表取締役　浦岡　潤 東京都港区南青山４丁目１５番５号
504 枚方市特例届出第R03－0042号 株式会社　美光製作所 代表取締役　藤井　佳之 大阪府大阪市生野区巽南２丁目８番11号
505 枚方市特例届出第H28－0116号 有限会社美彩 取締役　五十嵐　利春 千葉県流山市野々下二丁目４番地の１
506 枚方市特例届出第H30－0039号 株式会社ビックワン 代表取締役　小池　康之 静岡県浜松市北区大原町271-2
507 枚方市特例届出第H26－0098号 株式会社　ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ 代表取締役　荒木　竜二 大阪府東大阪市長田中５丁目１番１９号
508 枚方市特例届出第H26－0094号 株式会社日乃出アートプロダクト 代表取締役　川合隆 奈良県香芝市藤山１丁目17-8
509 枚方市特例届出第H26－0120号 ひばり広告株式会社 代表取締役　山本　慶一 兵庫県宝塚市雲雀丘3丁目13-1
510 枚方市特例届出第H27－0097号 表示灯株式会社 代表取締役　德毛　孝裕 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番11号
511 枚方市特例届出第H29－0024号 ビルボード株式会社 代表取締役　東　清隆 和歌山県和歌山市中筋日延298-12
512 枚方市特例届出第H29－0054号 株式会社ビルボテック 代表取締役　髙根　洋明 栃木県宇都宮市城南三丁目5番5号
513 枚方市特例届出第H31－0043号 有限会社　ヒロ工芸 取締役　畑中　智行 大阪府交野市星田北3丁目30-5
514 枚方市特例届出第R03－0039号 ヒロタ工芸 廣田　直也 大阪府大阪市西区南堀江４丁目25-7-803
515 枚方市特例届出第H26－0164号 有限会社ビワデザイン工芸 代表取締役　西村　健治 大阪府大阪市東淀川区大桐２丁目１９－９
516 枚方市特例届出第H29－0046号 一工芸 木南　憲二 大阪府和泉市はつが野2-11-12
517 枚方市特例届出第R03－0025号 ファール・ラート株式会社 代表取締役　神　博也 大阪府摂津市鳥飼西2丁目18-14
518 枚方市特例届出第H27－0102号 株式会社ファイブス 代表取締役　大森　健太郎 山口県山陽小野田市大字西高泊字高須3334番の8
519 枚方市特例届出第H27－0077号 株式会社ファインズアート 代表取締役　寺村　勝彦 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字谷村４
520 枚方市特例届出第H28－0053号 ファンファクトリー株式会社 代表取締役　平城　彰雄 大阪府摂津市安威川南町4-13
521 枚方市特例届出第H29－0010号 フィールド・クラブ株式会社 代表取締役　河崎　紀行 北海道北広島市大曲工業団地4-1-2
522 枚方市特例届出第H26－0162号 株式会社フォルト 代表取締役　河野　浩司 山口県下関市椋野町３丁目５－１６
523 枚方市特例届出第H26－0086号 株式会社富士 代表取締役　和田　晋一 愛知県名古屋市守山区小幡千代田13-24
524 枚方市特例届出第H28－0005号 不二化成品株式会社 代表取締役　栁田　一男 静岡県静岡市清水区鳥坂３２７番１
525 枚方市特例届出第H31－0040号 ふじ看板 藤本　洋道 滋賀県大津市雄琴2丁目5-33
526 枚方市特例届出第H31－0006号 株式会社　藤木工務店 代表取締役　藤木　玄三 大阪府大阪市中央区備後町1-7-10
527 枚方市特例届出第H30－0006号 不二工芸　株式会社 代表取締役　中筋　幹雄 大阪府大阪市大正区三軒家東二丁目10番8号
528 枚方市特例届出第H30－0022号 株式会社富士宣伝社 代表取締役　岡野　雅啓 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1－13－15
529 枚方市特例届出第H28－0003号 株式会社フジ電装 代表取締役　藤本　秀樹 和歌山県和歌山市塩屋5丁目3番76号
530 枚方市特例届出第R04－0026号 富士電装株式会社 代表取締役　米田　幸司 大阪府大阪市福島区野田6丁目3番36号
531 枚方市特例届出第R04－0021号 フジテント工芸 藤田　憲康 大阪府守口市高瀬町2-10-8
532 枚方市特例届出第H31－0014号 株式会社　フジネオン 代表取締役　松本　優 大阪府堺市堺区楠町3丁4番12号
533 枚方市特例届出第H27－0019号 富士フィルムイメージングシステムズ株式会社 代表取締役　松本　考司 東京都品川区西五反田三丁目6-30
534 枚方市特例届出第R03－0009号 株式会社　フジモト工芸　 代表取締役　藤本　良男 大阪府大阪市北区本庄西三丁目7番20号
535 枚方市特例届出第H29－0082号 ふしょく近畿　 柏原　政次 大阪府堺市南区三原台２丁１番１-310
536 枚方市特例届出第R03－0041号 有限会社　フタバ企画　 代表取締役　田村　政彦 大阪府大阪市浪速区桜川4-6-11
537 枚方市特例届出第R03－0028号 株式会社プライム 代表取締役　今村　吉孝 京都府京都市右京区西院安塚町34
538 枚方市特例届出第H29－0033号 有限会社プラス 取締役　荒井　慎一 大阪府大阪市城東区蒲生1-4-25
539 枚方市特例届出第R2－0025号 株式会社　プランニングプラスアルファ 代表取締役　豊田　耕三 大阪府大阪市城東区諏訪３丁目１番１７号
540 枚方市特例届出第H28－0140号 プランビー 池田　勝彦 大阪府大阪市東住吉区山坂4丁目13-10
541 枚方市特例届出第H26－0027号 株式会社　古川広告社 代表取締役社長　小安　德郎 大阪府東大阪市衣摺6丁目1番28号
542 枚方市特例届出第H27－0011号 株式会社プレアデス 代表取締役　稗田　芳久 大阪府大阪市阿倍野区播磨町一丁目24番20号
543 枚方市特例届出第H28－0044号 株式会社　ブレイク 代表取締役　西村　泰明 大阪府東大阪市東鴻池町5丁目9-41
544 枚方市特例届出第H26－0108号 株式会社プロッツ 代表取締役　髙田　仁 岐阜県羽島郡岐南町野中八丁目61番地の1
545 枚方市特例届出第H29－0080号 株式会社プロテック 代表取締役　野間　広一 滋賀県草津市橋岡町63番地1
546 枚方市特例届出第R2－0026号 株式会社　プロフリー 代表取締役　内記　雅明 滋賀県栗東市川辺104番地3
547 枚方市特例届出第H27－0074号 株式会社　文栄堂エッチング 代表取締役　塚本　晋一郎 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目3番5号
548 枚方市特例届出第H28－0123号 株式会社　平成工芸 代表取締役　山本　隆二 兵庫県尼崎市西長洲町二丁目8番14号
549 枚方市特例届出第H27－0007号 株式会社　ベース 代表取締役　近藤順子 大阪府吹田市垂水町3-33-16
550 枚方市特例届出第R04－0020号 ホクカプロ株式会社 代表取締役　土田　和哉 福井県福井市二の宮三丁目26番15号
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551 枚方市特例届出第H29－0002号 株式会社星光 代表取締役　岡村　忠明 大阪府大阪市天王寺区小橋町4-7
552 枚方市特例届出第R03－0006号 株式会社　ホットサインズ 代表取締役　仲田　隆二 兵庫県伊丹市桑津3丁目4番26号
553 枚方市特例届出第H26－0123号 有限会社ポップ・アイ 取締役　澤村　安範 兵庫県芦屋市大東町1番11-102
554 枚方市特例届出第R03－0030号 ポップ社 齋藤　昭太郎 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目2番3号
555 枚方市特例届出第H29－0060号 株式会社　堀内カラー 代表取締役　吉本　高久 大阪府大阪市北区万歳町3-17
556 枚方市特例届出第H28－0094号 株式会社本州堂 代表取締役　長澤達也 大阪府大阪市中央区南船場４丁目12-24
557 枚方市特例届出第H27－0091号 有限会社　マーキングシステム 取締役　段林　賢二 大阪府吹田市江坂町2-3-28
558 枚方市特例届出第H26－0083号 マーケットクリエイティブ株式会社 代表取締役　江原　啓之 大阪府大阪市北区松ケ枝町6-17
559 枚方市特例届出第H28－0085号 毎日テント商会 船守　隆治 大阪府守口市西郷通4-13-8
560 枚方市特例届出第H28－0084号 株式会社　前田広美社 代表取締役　前田　達哉 大阪府寝屋川市宝町20番18号
561 枚方市特例届出第H26－0043号 前田木材株式会社 代表取締役　前田　純二 大阪府枚方市茄子作東町41-1
562 枚方市特例届出第H28－0132号 前村板金 前村　富雄 大阪府吹田市幸町9-4
563 枚方市特例届出第H31－0044号 真柄建設株式会社 代表取締役社長　真柄　卓司 石川県金沢市彦三町1丁目13番43号
564 枚方市特例届出第R04－0016号 マクテック株式会社 代表取締役　久保　孝二 大阪府大阪市平野区長吉長原4丁目11番20号
565 枚方市特例届出第H31－0036号 ＭＡＣＲＯｎ株式会社 代表取締役　若山　高広 大阪府守口市南寺方東通三丁目8番11号
566 枚方市特例届出第H26－0154号 株式会社　マストキタノ 代表取締役　北野　浅太郎 大阪府大阪市東住吉区住道矢田８－１－２０
567 枚方市特例届出第H27－0080号 株式会社　馬勢工業 代表取締役　北原　浩二 大阪府枚方市禁野本町1丁目16番28号
568 枚方市特例届出第H28－0107号 マック株式会社 代表取締役　松村　正行 大阪府大阪市西区北堀江４丁目16番4号
569 枚方市特例届出第R03－0037号 マツモトサインワークス 松本　大介 大阪府松原市小川4-1-37
570 枚方市特例届出第H28－0010号 株式会社マツヤサイン 代表取締役　松井　清 大阪府門真市岸和田３－６－３
571 枚方市特例届出第H29－0026号 マルビsign 半井　美行 大阪府堺市美原区菅生178-74
572 枚方市特例届出第H29－0034号 有限会社まるみや 代表取締役　宮島　隆志 大阪府守口市高瀬町5-3-1
573 枚方市特例届出第H26－0026号 株式会社万平社 代表取締役　木部充雄 大阪府豊中市本町1丁目5番1号
574 枚方市特例届出第H27－0002号 株式会社　ミケランジェロ 代表取締役　香西　良晴 大阪府堺市堺区今池町6-2-17
575 枚方市特例届出第H28－0030号 三繁工業 中西　繁幸 大阪府大東市灰塚５丁目２番９号
576 枚方市特例届出第H29－0136号 三井住友建設株式会社 代表取締役　近藤　重敏 東京都中央区佃二丁目1番6号
577 枚方市特例届出第H26－0069号 三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式会社 代表取締役　寸村　修一 大阪府大阪市中央区本町四丁目4番24号
578 枚方市特例届出第H27－0013号 みづほ電機株式会社 代表取締役　松本　泰興 兵庫県神戸市灘区浜田町1丁目1-31
579 枚方市特例届出第R04－0013号 株式会社　ミネテック 代表取締役　加藤　玄太 大阪府大阪市生野区舎利寺2-10-3
580 枚方市特例届出第R04－0001号 株式会社　美原広告 代表取締役　平本　孝 大阪府堺市美原区さつき野東3丁目2-20
581 枚方市特例届出第R03－0043号 有限会社美山工房 代表取締役　國田　茂樹 大阪府大阪市浪速区元町１丁目8番12号
582 枚方市特例届出第H28－0036号 株式会社ミリオン 代表取締役　山岸友彦 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目21番28号
583 枚方市特例届出第R04－0009号 株式会社Moves 代表取締役　大西 裕久 大阪府吹田市垂水町3-33-29
584 枚方市特例届出第H27－0082号 株式会社　村上造形 代表取締役　河上　信博 大阪府大阪市中央区上本町西3丁目2番6号
585 枚方市特例届出第H29－0132号 株式会社ムラヤマ 代表取締役　矢倉　俊彦 東京都江東区豊洲3－2－24
586 枚方市特例届出第R03－0032号 名工建設株式会社 代表取締役　松野　篤二 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号　JRセントラルタワーズ34階
587 枚方市特例届出第H30－0041号 明興産業株式会社 代表取締役　大槻　京子 東京都中央区日本橋本町1丁目7番7号
588 枚方市特例届出第H28－0096号 株式会社メディアマーク 代表取締役　竹本武史 大阪府八尾市北木の本１丁目38番地
589 枚方市特例届出第H26－0146号 株式会社桃太郎 代表取締役　笠谷　周正 大阪府大阪市中央区難波千日前７－１２
590 枚方市特例届出第H26－0093号 株式会社　モモタロー 代表取締役　埴岡正嗣 兵庫県神戸市中央区元町通７丁目２番１２号
591 枚方市特例届出第H28－0049号 株式会社　ヤガミサイン 代表取締役　八上　栄作 大阪府泉大津市池園町7番3号
592 枚方市特例届出第H28－0124号 株式会社　矢田銘板 代表取締役　矢田　永介 岡山県岡山市南区藤田230番地の463
593 枚方市特例届出第H27－0020号 株式会社　矢野テント商会 代表取締役　矢野勝則 大阪府大阪市浪速区桜川2-5-6
594 枚方市特例届出第H31－0037号 山金工業株式会社 代表取締役社長　山下　真寛 福井県福井市左内町４－１５
595 枚方市特例届出第H28－0129号 有限会社　山田産業 取締役　山田　順一 大阪府門真市深田町27-14
596 枚方市特例届出第H28－0090号 株式会社山本金属製作所 代表取締役　山本　明 大阪府大阪市中央区谷町六丁目11番15号
597 枚方市特例届出第H28－0016号 株式会社優彩　 代表取締役　假屋　太郎 大阪府八尾市宮町5丁目6番62号
598 枚方市特例届出第H29－0121号 株式会社弓岡工芸社 代表取締役　弓岡　慶司 兵庫県神戸市兵庫区永沢町3丁目2－18　弓岡ビル2F
599 枚方市特例届出第H29－0153号 株式会社夢工房 代表取締役　金井　豊季 大阪府松原市小川５丁目27番34号
600 枚方市特例届出第R04－0010号 吉田　孝 吉田　孝 大阪府大阪市天王寺区玉造元町５－３－１００３
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601 枚方市特例届出第H27－0109号 吉田硝子工業株式会社 代表取締役　吉田　彰 大阪府大阪市西区南堀江一丁目24番10号
602 枚方市特例届出第H26－0200号 吉田工芸社 吉田泰幸 大阪府門真市古川町１０番５号
603 枚方市特例届出第H26－0151号 株式会社ヨシダ広告 代表取締役　吉田　泰彦 京都府八幡市内里北ノ口２６番地１
604 枚方市特例届出第R04－0018号 株式会社読売広告社 代表取締役　菊地　英之 東京都港区赤坂五丁目2番20号
605 枚方市特例届出第H29－0137号 ４５アイズ株式会社 代表取締役　大塚　逸平 東京都千代田区飯田橋4-5-11
606 枚方市特例届出第H26－0011号 株式会社ラインアート 代表取締役　繁田　洋介 大阪府大阪市住之江区新北島5-2-66
607 枚方市特例届出第R2－0023号 ラインファルト工業　株式会社 代表取締役　秦　浩二 大阪府堺市堺区宿屋町西３丁１番６号
608 枚方市特例届出第H29－0154号 株式会社ラグ・クリエイト八野 代表取締役　八野　一郎 大阪府高石市西取石1-24-10
609 枚方市特例届出第H26－0131号 ラッキー工芸株式会社 代表取締役　藪口　真太郎 兵庫県姫路市朝日町５４番地
610 枚方市特例届出第H27－0103号 ラナサイン工芸 平本　淳 奈良県奈良市大安寺町544-6
611 枚方市特例届出第H31－0032号 リアン建設株式会社 代表取締役　榊原　健司 兵庫県神戸市中央区相生町4-8-15
612 枚方市特例届出第H26－0113号 株式会社リード 代表取締役　坂井　孝 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3-1400号
613 枚方市特例届出第H26－0173号 株式会社立匠 代表取締役　錦織　万希也 大阪府摂津市鶴野４丁目１０番１８号
614 枚方市特例届出第H28－0028号 株式会社　遼プランテック 代表取締役　川本　豊 大阪府大阪市北区天満1丁目7番12号　遼天満ビル５階
615 枚方市特例届出第H27－0067号 株式会社ルーツカンパニー 代表取締役　土屋　将英 大阪府大阪市鶴見区浜３丁目７－２０
616 枚方市特例届出第H31－0056号 株式会社　レイカラー 代表取締役　斉藤　智弘 大阪府堺市北区北花田町3丁29-18
617 枚方市特例届出第R2－0021号 株式会社　レガーロ 代表取締役　高倉　博 東京都世田谷区船橋七丁目7番8号
618 枚方市特例届出第R03－0036号 レタリングスタジオ　KASAMATSU 笠松　峰男 大阪市城東区今福西3-10-11
619 枚方市特例届出第H30－0037号 有限会社WORKS-J 代表取締役　宮原　玄 徳島県徳島市佐古五番町4番16号
620 枚方市特例届出第H29－0053号 ワード 平田　正人 大阪府大阪市旭区新森1-2-17
621 枚方市特例届出第H30－0010号 ワールド企画合同会社 代表者　森下　美知代 大阪府南河内郡太子町山田593-11
622 枚方市特例届出第H27－0027号 ワールド広告 森下　栄喜 大阪府南河内郡太子町山田593-11
623 枚方市特例届出第H26－0191号 株式会社ワイロード企画 代表取締役　藤原　和俊 大阪府池田市鉢塚１-１０-４
624 枚方市特例届出第H29－0131号 株式会社WAOH 代表取締役　桑原　克也 東京都台東区三ノ輪一丁目28番10号　丸嶋ビル6階
625 枚方市特例届出第H29－0027号 有限会社脇田グループ 代表取締役　竹内　靖継 大阪府門真市三ツ島６丁目１７番２号
626 枚方市特例届出第H29－0133号 ワンデザインアンリ 児玉　泰次 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目8番24号
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