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大阪屋外広告美術協同組合
理事長　髙見　徹

魅力ある組合目指して活動推進

　暑中お見舞い申し上げます。
　37度を超すような猛暑、大雨、地震、逆向きに進む台風
と今までにないような自然の変化を感じざるを得ない状況
が連続して起こっています。現場で従事する方や職場にお
いても熱中症の対策を十分に行い、予防と適切な対処によ
り軽度のうちに症状の進行を食い止めることが大切です。
また、自然災害を過去の経験値のみで対応するのではなく、
状況に即した判断と行動、準備が求められているように感
じます。
　さて、５月に総会において役員改選が行われ、再度ご指
名をいただき理事長に再任致しました。引き続きよろしく
お願い申し上げます。前回は期中の就任であり1年という
短期でしたが、今回は総会でもご承認いただきましたよう
に、一般社団法人近畿屋外広告美術組合連合会（略称：近
広連）の設立に伴い、上部団体の年度に合わせた役員の移
行を円滑に進めるために、平成30年は４月〜12月までの９
か月の変則期間となります。組合員はじめ、支部の皆様に
おかれましても短期的にご不便をおかけしますが、今後の
円滑な組織運営の移行に向けご協力お願い申し上げます。
　大阪府の屋外広告物条例等の改正が平成30年10月施行と
なりますが、６月に事前説明会が行われました。屋外広告
物を良好な状態に保持するため、適切な点検・管理を行う
ことを明確化し、屋外広告物の安全性の確保を徹底するこ

とが示されました。①管理義務を有する者を明確化、②点
検を義務化するとともに点検資格者の厳格化、③有資格者
による点検結果報告の義務化等があげられます。
　また、近畿においては兵庫県も屋外広告物の安全対策の
推進の取り組みを進め、有資格者による安全点検の普及推
進のため、「屋外広告物の安全点検実施要綱」を策定。兵
庫県屋外広告美術協同組合と平成30年７月19日に「屋外広
告物の安全対策に関する協定」を締結し、屋外広告物の安
全対策を官民連携・協力し推進していくこととなっており
ます。
　経年劣化する屋外広告物に対して条例の改正や対応方法
の検討等、近畿内の行政の動きが活発となってきておりま
す。有資格者である「屋外広告士」の資格取得推進や、公
益認定を受け一般社団法人日本屋外広告業団体連合会と公
益社団法人日本サイン協会が共催で進めております「屋外
広告物点検技能講習」をご受講いただき、今後有資格者の
不足が予想されるなか、各社対応できる体制づくりを進め
ていただければと思います。
　今年度も安全への活動ウエイトが大きくなりがちです
が、組合員相互の交流を図り、事業継承へつながる様な取
り組みのなか、魅力ある組合を目指し活動を推進してまい
りたいと思います。引き続き皆様のご支援、ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

巻頭言
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　５月17日㈭15時より、　KKRホテル大阪において大広協第54回通常総会が開催
された。司会は石川副理事長が務め、委任状出席者も含め計190名が出席で、総会
議決に必要な出席数を満たしていることを確認、総会の成立が報告された。
　まず初めに髙見理事長からの挨拶があり、続いて総会議事進行の議長として原田理事相談役が指名
され議案審議が開始された（議事録署名人は上岡秀行氏と名富洋一氏）。

　　第１号議案 平成29年度事業報告の承認について
 市口副理事長より、事業概要、組合構成、

組織、各事業等についての上程
　　第２号議案 平成29年度決算報告並びに剰余金処分案

の承認について
 山根 総務財政副委員長より、決算内容の

報告上程
 監査報告について
 鹿嶋監事より、監査内容の報告上程
　　第３号議案 定款の一部変更について
 細川副理事長より変更内容上程
　　第４号議案 平成30年度事業計画の設定について
 基本方針を髙見理事長、細目について各委員長より計画案を上程
　　第５号議案 平成30年度収支予算の決定について 
 松田総務財政委員長より予算案を上程
　　第６号議案 平成30年度借入金及び貸付の最高限度額の設定について
 松田総務財政委員長より報告上程
以上、第１号〜６号議案まで審議上程され、満場一致で承認された。
　　第７号議案 任期満了に伴う役員の改選について
 原田議長より選任方法を上程。選考委員として、岸本富男氏、日根野谷裕一氏、金

井和人氏、杉田和士氏、近藤伸二氏を選任。選考委員会を開催し、新理事候補41名、
新監事候補２名を上程。全員が満場一致で承認された。

　続いて、臨時の理事会が開催され、新執行部員が以下の通り決定された。
　・理 事 長　髙見　　徹 ・副理事長　北山誉至宗（組織進行委員長）
　・副理事長　市口　勝正（情報文化委員長） ・副理事長　細川　公志（総務財政委員長）
　・副理事長　綿谷　賢治（広告景観委員長） ・副理事長　松田　政幸（技術開発委員長）
　・副理事長　石川　哲朗（事業厚生委員長） ・専務理事　近藤　伸二
　全ての議案が承認され、引き続き表彰に移った。
　第37回大広協賞は松田政幸氏が受賞。組織拡充功労者は、東支部荒石浩二氏、北支部水沼博氏。そ
して、慶事・受章のお祝い、永年勤続優良社員表彰と続き、最後は北山副理事長の挨拶をもって、第
54回通常総会は滞りなく閉会となった。
　総会終了後、17時より会場を銀河の間に移して懇親会を開催した。出席者は、来賓、賛助会員を含
め総勢98名の賑やかな宴となった。

大
広
協
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回
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各議案を満場一致で承認
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第52回永年勤続優良社員表彰者　計９名

勤続年数 支部名 事　業　所　名 氏　名

25年

西 株式会社風光社 松本　一郎

東 株式会社マストキタノ 国重恵美子

〃 〃 西脇　強志

20年 東 株式会社マストキタノ 本間　絢子

10年
西 株式会社広告商事 髙橋　　徹

東 株式会社マストキタノ 大野　和隆

５年

東 株式会社マストキタノ 北野潤一郎

〃 〃 吉良　和将

〃 〃 大久保英慶

第37回大広協賞

松田　政幸
大阪クロード㈱

組織拡充功労者

荒石　浩二
㈲エイ・アル・エイ

水沼　博
㈲新栄

各種表彰

伊藤　陽祐 田中　伸一 山元　栄一

新理事紹介

　この度、栄えある「大広協賞」をいただきありがと
うござました。
　そして受賞に際しまして、ご推薦頂きました高見理
事長をはじめ執行部および理事の方々に改めまして御
礼申し上げます。
　さて、この大広協賞ですが、自分では何の基準で受
賞できたのかがわからない？これが正直本当の気持ち
です。しかしこの賞に恥じないように、前年度までは
総務財政委員長、本年度からは技術開発委員長として、
新たな気持ちで組合皆様のお役に立てるよう頑張って
まいります。今後ともよろしくお願いいたします。

大阪クロード㈱　松田　政幸

大広協賞を受賞して
大広協賞とは？
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市口　勝正
情報文化委員長

　この度、第54回通常総会におきまして引き続き副理事長
と、新たに情報文化委員長を拝命しました。
　2013年に任期途中で副理事長になりそれから、１年＋２
期４年の計５年間、事業厚生委員長を務めてまいりました
が、情報文化委員会は初めての担当となります。微力なが
ら精一杯つとめてまいります。
　さて、情報文化委員会の仕事は文字通り情報を受発信す
る事がメインとなります。機関誌「大広協」の発行(年３回）
を中心に、組合ホームページを通しての情報の受発信、行
政や、関係団体友好団体からの様々な情報の共有、啓蒙活
動を行っていきます。
　副委員長は、河崎進治さんと山田善久さん、委員には日
根野谷裕一さん、松尾尚さん、山元栄一さん、相談役には
冨田栄次さん、の計７名のスタッフで委員会を運営してま
いります。
　これからもご指導のほど、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

北山　誉至宗
組織振興委員長

　この度、大広協組織振興委員長を拝命いたしました、副
理事長の北山誉至宗です。よろしくお願いします。
　組織振興委員会のテーマといえば組織振興、組織の活性
化、組織の強化と言ったことだと思いますが、近年では残
念ながら年々組合員数も減っております。
　１社増えれば１社減り、２社増えても３社減るといった
状況を毎月続けています。やはり、組合員様の数が増えな
いことには組合も各支部も活性化しません。でもそのため
には今よりもっとメリットのある、魅力ある組合にならな
いといけません。
　そのためのヒントは青年部にあるように思います。自分
が青年部出身だから、若干手前味噌になりますが、大広協
の青年部も20周年を超え、ますますメンバーも充実してき
ましたし、今年20周年を迎える近広連青年部もサインエキ
スポではすごく力を発揮してくれています。
　また全国では全国の青年部の連合会である日広青連があ
りますが、先日の全国大会の折に集計をしますと会員数が

執行部・委員長挨拶

744名を数えるまでになりました。６年前には400名を切っ
ていたのが増えているのです。しかも青年部ですから大体
の組合では定年があり50歳前後で卒業していくにも関わら
ず会員が増えているんです。
　親会とのこの違いはなんなのか？何かを一緒にやって楽
しむということではないかと思います。サインエキスポで
は近畿のメンバーは仕事の忙しい合間を縫って手伝いに駆
けつけてくれます。そして最終日にはお互いの労をねぎら
い納涼会で場合によっては朝まで飲んでいます。そして新
しい仲間が生まれます。
　全国でもそうで、全国大会の懇親会の後には青年部だけ
で集まる会場を用意すると100人は来ます。また青年部だ
けの全国大会も各地区連持ち回りでやっていますが年々
増え続け100人をはるかに超えるようになりましたが、参
加したメンバーは皆口々にまた来年も来たい楽しかったと
言っています。そして全国の新しい仲間を作っています。
そして、開催する地区も是非うちでやらせて欲しいと殺到
し３年先まで内定しています。だから組織振興委員会とし
ましては青年部の活動を今まで以上に応援して行こうと思
います。
　組合の活性化は交流とか何か一緒にやるとか、新たな仲
間を作ることではないでしょうか？来年は京都・滋賀で全
国の同業者が集まり日広連全国大会があります。運営には
多くの方々の力が入ります。全国大会を成功させるという
同じ目標に向かって皆で力を合わせ一生懸命やることで組
合活性化の第一歩が始まるのではないでしょうか。

石川　哲朗
事業厚生委員長

　本年度より事業厚生委員長を拝命いたしました石川で
す。執行部ではいちばんの若輩ではありますが精一杯務め
させていただく所存です。
　事業厚生委員会の役割は大きく分けて以下の４つの事業
の企画および実施です。
　１　保険・共済関係
　２　福利厚生・親睦活動
　３　SIGN EXPOの運営協力
　４　共同受注・協働購入関係
　組合員の皆様によりよいサポート・サービスをご提供し、
同時に有意義なネットワークづくりもできるよう様々な事
業を実施してまいります。
　より多くのメリットを感じていただけるよう委員会メン
バーとともに頑張ってまいりますので皆様何卒ご支援ご協
力の程よろしくお願い申し上げます。
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細川　公志
総務財政委員長

　このたび、総務財政委員長を拝命致しました。
　収益の源泉である組合員数が減少傾向にある現在、最大
の課題は財政基盤の強化です。とはいえ、単に支出を減ら
すだけでは組合員の皆様の満足度も低下して、負のスパイ
ラルに陥る可能性があります。私の使命は、細かく支出を
管理して収支を均衡させることを基本としつつ、必要と思
われるものにはお金を使うなど、メリハリを効かせること
だと考えています。
　「縁の下の力持ち」である組合事務局の皆様とともに、「活
気ある大広協」の一端を担えるよう、全力で取り組んで参
ります。どうかご支援とご指導をよろしくお願い致します。

松田　政幸
技術開発委員長

　この度技術開発委員長を拝命いたしました、大広協副

理事長の松田でございます。

　この技術開発委員会の定義として、「役立つ（新）技術・
製品に関する情報の収集と伝播、そしてそれらによる技能
振興に関する業務を担当」と記述していますが、具体的な
事業として
　１　技能検定試験
　２　公共サイン展（近広連主催）
　３　その他技術技能に携わった事業
があげられます。
　組合員みなさんの技術技能が少しでも押し上げられるよ
う努力していく所存であります。よろしくお願いいたしま
す。

綿谷　賢治
広告景観委員長

　この度、広告景観委員長を仰せつかりました。綿谷でご
ざいます。
　これまで情報文化委員長として、不慣れながらも何とか
行えたのも、委員の皆様はじめ関係各位のお力添えのおか
げと深く感謝しております。今まで本当に、ありがとうご
ざいました。
　今期より新たに広告景観委員長を拝命し、心新たに重責
を感じている次第でございます。
　広告景観委員会として、主には各市との協力をもって違
反広告物や危険と感じられる広告物発見や改善にむけた指
導協力、また無届け広告物などを広告物の持ち主や広告物
の使用者に適正化推進としての啓蒙活動。
　そして業界での専門知識の向上である屋外広告士の資格
取得の為の勉強会や試験の開催などを行なってまいります。
　他には、これから更に重要であると考えられる行政側と
の連携を保つ景観フォーラムの開催であります。この10月
より大阪においても広告物の安全性責任を明確にするな
ど、一部条令の改正があります。屋外広告を取り扱う私た
ちにとっては重要な情報の発信など行政との連携を担って
いる委員会として、その重責を感じている次第です。
　第５回景観広告フォーラムも11月くらいには開催をと考
え、私たちの業界の役割や組合員様へもより明確な状況を
お伝え出来るように行政側とのグループディスカッション
を行いたく検討しております。
　大阪だけに止まらず他府県との連携をも密に取って行
き、皆さまのお役に立つことができますよう、微力ながら
精一杯務めさせて頂きたいと思っております。
　また、各支部長様筆頭にご協力させて頂く、街の景観保
持の為の違反広告物撤去の「かたづけたい」をお手伝いさ
せて戴くことも重要な役割だと認識しております。この７
月度北支部における「かたづけたい」は〝継続は力なり〟
と記念すべき100回目を迎えました。
　これからも変わらぬ事はもとより、これまで以上に広告
景観委員会として、美観に景観に安全と質の向上目指し、
そして行政と業界との連携を取って、業界関係の皆様の業
の発展に繋がるように頑張って参ります。
　今後共変わらぬご支援ご協力を賜りますよう何卒宜しく
お願い致します。
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近藤　伸二
専務理事

　組合員の皆様、賛助会員の皆様、日頃当組合に対しまし
て、ご支援、協力頂き誠に有り難うございます、心より感
謝申し上げます。　先般の総会に於きまして専務理事の再
任の指名頂きました。今期で５期目に突入です。過去４
期（８年）を振り返ってみますと、組合活動に自分なりに

委員会 委員長 副委員長 相談役 委　員

総務財政 細川　公志 山根　一高 島田　佳明 田中　伸一、名富　洋一、宮地　義貞

広告景観 綿谷　賢治
北川　雅詳
水沼　　博
金井　和人

團　　忠男 今田　晴久、上岡　秀行、杉田　和士

情報文化 市口　勝正 河崎　進治
山田　善久 冨田　栄次 日根野谷裕一、松尾　　尚、山元　栄一　　各支部長

組織振興 北山誉至宗 住友　正英 田中平八郎 伊藤　陽祐、小安　徳郎　　　　　　　　　各支部長

技術開発 松田　政幸 原田　　崇 長谷部正明 荒石　浩二、岸本　富男、山田　治安

事業厚生 石川　哲朗 仁義　　修 原田　順一 上向井敏伸、前田　忠幸、山内　　武、吉野　通洋

大広協委員会構成

おめでとうございます

国土交通大臣表彰
（建設事業関係功労者）

綿谷　賢治 氏　第一工芸㈱
平成30年７月10日　　於 国土交通省

大阪府知事表彰
（建設関係産業功労者）

北山　誉至宗 氏　日本サイン㈱
平成30年５月７日　　於 大阪国際会議場

懸命走ってたのかな？そんな私も今年５月で67歳、ここ何
年の間にも小さな病気に掛かりながら今日を迎えて居りま
す。まだまだハードルを越えなければいけない事案が多数
御座います。体力は落ちても、口はまだまだ元気です（迷
惑でしょうが）。　
　今期の目標は支部の活性化イコール組合員の増強、１社
でも多くの増強に皆さんの協力が不可欠です、宜しくお願
いします。そして同業団体さんとの親睦を今まで以上に深
め情報の交換が出来ればと思っております。
　最後に高見理事長を先頭に我々組合員全員で魅力有る組
合、大広協の実現に向けて前進有るのみ！宜しくお願いし
ます。
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○新任平成30年度 大広協役員名簿
役　職 氏　名 事 業 所 名 備　　考

常任相談役 河崎　　弘 ㈱南海宣伝社
理事相談役 原田　順一 ㈱エーゼット企画

〃 冨田　栄次 ㈱大阪オリコミ
理 事 参 与 團　　忠男 ㈱ダン.

〃 田中平八郎 ㈱広告商事
〃 島田　佳明 ㈱大阪実業広告社
〃 長谷部正明 ㈱ひかり広告

執
　
行
　
部

理　事　長 髙見　　徹 ㈱イサム工芸社
副 理 事 長 北山誉至宗 日本サイン㈱ 組織振興委員長

〃 市口　勝正 中央広告㈱ 情報文化委員長
〃 細川　公志 ㈱風光社 総務財政委員長
〃 綿谷　賢治 第一工芸㈱ 広告景観委員長
〃 松田　政幸 大阪クロード㈱ 技術開発委員長
〃 石川　哲朗 サインテック㈱ 事業厚生委員長

専 務 理 事 近藤　伸二 ㈲モンテ－ジ
理　　　事 荒石　浩二 ㈲エイ・アル・エイ

〃 伊藤　陽祐○ 第一宣伝㈱
〃 今田　晴久 ㈱CORE・CUBE
〃 上向井敏伸 ㈱播万
〃 金井　和人 三晃プラスチック工業㈱
〃 上岡　秀行 シンエー産業
〃 河崎　進治 ㈱南海宣伝社
〃 岸本　富男 ㈱岸本工芸社
〃 北川　雅詳 ㈱大國
〃 小安　徳郎 ㈱古川広告社
〃 仁義　　修 ㈱ダイカン
〃 杉田　和士 斗南電装㈱
〃 住友　正英 住友広告㈱
〃 田中　伸一○ ㈱広告商事
〃 名富　洋一 ㈱サン企画
〃 原田　　崇 ㈱エーゼット企画
〃 日根野谷裕一 日本広告企業㈱
〃 前田　忠幸 マクテック㈱
〃 松尾　　尚 ㈱つくし巧芸
〃 水沼　　博 ㈲新栄
〃 宮地　義貞 ㈲サインサービス
〃 山内　武 ㈱髙天
〃 山田　治安 ㈱ジェネックス
〃 山田　善久 大光宣伝㈱
〃 山根　一高 ㈱オガワ
〃 山元　栄一○ エントロス㈱
〃 吉野　通洋 ㈱第一広房

監　　事 鹿嶋　利彦 ㈱鉄道広告社
〃 大塚　敏幸○ ㈱おおつか工芸
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SIGN EXPO 2018開催報告
SIGN EXPO 実行委員長　市口　勝正

　去る、６月13日㈬〜15日㈮の３日間、大阪南港ATCホール
にて「SIGN EXPO 2018（第33回広告資機材見本市）」が開
催されました。開催に際しまして、組合員の皆様には、多大
なるご支援ご協力をたまわりましたことに、まずは感謝申し
上げます。まことにありがとうございました。
　さて、「SIGN EXPO 2018」ですが、昨年８月末に第１回
目の実行委員会を開催し、SIGN EXPO 2018の成功に向けて
実行委員会一丸となって取り組んでまいりました。
　今年は『サインの未来はここにある』と言うテーマを設定、
出展社勧誘活動を行いましたが、今年の出展社・コマ数に関
して、61社108コマと昨年の76社131コマより大きく落ち込む
と言うとても残念な結果になってしまいました。
　今年のセミナーですが、目玉として滋広美の協力のもと「ド
ローン」のセミナー開催、「ドローンの産業活用」と言うテー
マで講演頂きました。また、会場入口すぐのVPコーナーにお
きましても、京広美の協力によりドローンの実機の展示をし
ていただき、最新の「ドローン」も多くの方に見て頂きました。
　ドローン以外のセミナーでは、毎年好評、リンテックサイ
ンシステム株式会社様の『ウィンドウフィルム施工実演セミ

ナー〜ガラスフィルム施工の基礎知識〜』のセミナーから始
まり、こちらも毎年人気のセミナー、リンテックサインシス
テム株式会社様による実演セミナー『デジタルプリント壁紙
施工実演セミナー〜今が旬！！デジプリ壁紙の施工セミナー
〜』。そしてコムネット株式会社様には『サイン業界の「働
き方改革」にはIT活用が有効！　仕事の「見える化」で組織
力UP！効率UP！業績UP！』とソフト面の講演をしていた
だきました。
　エプソン販売株式会社様とエックスライト社様には、『プ
リンター出力の色合わせセミナー〜色の差を数字で管理しよ
う！〜』。株式会社テクノロジック様には『レーザーとルーター
を組み合わせた高付加価値加工について』のセミナーを。セ
ルカム株式会社には『大型３Ｄプリンターの可能性』、株式
会社日本HP様には『サインから、CAD図面、壁紙、ビルラッ
ピングまで。HP LatexとHP DesignJetの様々な用途と新製
品のご紹介・無償アプリケーションの使い方まで。』のセミ
ナーをしていただきました。最終のセミナーは、一般社団法
人日本建築あと施工アンカー協会様に『「屋外広告物の安全
を考える」あと施工アンカー施工の実務を学ぼう』と言うセ

第33回広告資機材見本市 6月13日〜15日

各セミナーに注目集まる
ドローンの実機展示も

9　DAIKOKYO No.387



ミナーをしていただきました。その最終のセミナーには、今
年も近畿地方都市美協議会会員の行政の屋外広告担当の皆
さんにも聴講して頂きました。今年も、どのセミナーも会場
はほぼ満杯、みなさんメモを取りながら、実演セミナーでは
スマホで映像を撮影しながらと、とても熱心に聴講されてい
ました。
　数年前より、来場者の勧誘にも力を注いでまいりました。
今年も、実行委員の皆さんを中心に関係各位にお願いし、手
分けしてHPを検索したりして、各種団体の名簿を入手し、
また、集まった名簿のデータ化も実行委員・事務局全員で、
手分けして行いました。そんな地道な活動の結果、今年も多
くの方に来場いただくことが出来ました。出展社が減った分、
来場者も減るのではないかと危惧してたのですが、実際の来
場者数は昨年より微減にとどまり、安堵しました。出展社様
の感想を聞いてましたら、とても活発で有意義な商談が出来
たとの声を多数いただきました。出展して頂いたみなさんに
は満足していただける集客が出来たのではないかと思ってお
ります。
　また今年も期間中、AAA（アジア広告連合会）の会合
を開催しました。今年は日本がAAAの会長国、高見会長が
AAAの議長をつとめると言う事で、３月の上海APPP展では
高見会長より加盟各国へ、直接招待状を手渡し、日本に来て

頂くようお願いしました。その結果、例年通り韓国、中国か
ら代表の方にお越し頂いたのに加え、今年は初めてUAE（ア
ラブ首長国連邦）のドバイからも代表の方にお越しいただ
き、交流を深めることが出来ました。今後も、AAA（アジア
広告連合会）の活動を通して、韓国・中国、また、他加盟国
とも交流の輪を広げていけたらと思っております。ちなみに、
今年も11月15日から18日の日程で韓国のKOSIGN展が、来年
３月５日から８日には中国の上海APPP展が開催されます。
また来年１月13日から15日にはドバイでSGI Dubaiが開催さ
れます。近広連からも韓国、中国へはツアーを組んで訪問す
る予定をしております。興味ある方は是非一緒に参加いただ
けたらと思います。
　最後に、喫茶コーナーや抽選コーナーの運営と初日のウエ
ルカムパーティの運営等、SIGN EXPO 2018の開催を陰で支
えて頂きました近広青連のみなさまに感謝を申し上げたいと
思います。
　さて、来年2019年ですが、G20（主要20か国首脳会議）が
６月末に南港のインテックス大阪で開催される事が決まって
おります。そのため、SIGN EXPO 2019もその影響を大き
く受けることが予想されています。そんな中ですが、SIGN 
EXPO 2019の成功に向けて、今後ともより一層のご支援を賜
りますようよろしくお願いします。
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委員会だより
技術開発委員会

事業厚生委員会

第58回公共サイン美術展予告

甲子園野球観戦

技術開発委員長　松田　政幸

事業厚生委員長　石川　哲朗

　7月４日、阪神×中日戦。恒例の甲子園野球観戦に総勢
180名の皆様にご参加いただきました。
　豪雨に続く豪雨で開催が危ぶまれていましたが当日の試
合開催時間のみピンポイントでなんとか天気は持ちまし
た。
　先発の藤波投手はボール先行のイマイチな立ち上がりで
中盤までに４点を追う展開に。新外国人ナバーロの犠牲フ
ライや梅ちゃんのホームランなどでなんとか中盤で同点に
追いついたもののその後は膠着状態…。
　雨もパラパラ降ってきて敗色ムードさえ漂い始めた８回
裏の攻撃。俊介の絶妙な盗塁でランナー２塁に進めたとこ

●テ ー マ　『平城宮跡歴史公園　開園
〜1300年の時を超えて〜』

●開催期間　平成30年10月６日㈯・７㈰
●開催場所　奈良県文化会館前広場
　　　　　　（奈良県庁西隣）

　今年の公共サイン美術展は奈良県広告美術塗装業協同組合（奈広塗）のホスト
で、奈良県文化会館前広場にて開催されます。
　今回のテーマは、「平城宮跡歴史公園　開園　〜1300年の時を超えて〜」と少
し難しいテーマとなっておりますが、組合員さまのアイデアや技術力そして持ち
前の訴求力を発揮していただき、多数作品のご応募を心よりお待ちしております。

ろで大山のタイムリーが飛び出し、土壇場で勝ち越しに成
功！その後またまた梅ちゃんのタイムリー内野安打（１塁
ヘッドスライディング！）で追加点！球場の雰囲気は一変
しボルテージは最高潮となりました。最終回に１点返され
ましたが結局６- ５で見事な逆転勝利となりました。
　試合終了後に雨脚が強くなってきましたが最高の試合に
皆さん大満足でした。
　尚、当日はドリス＆マテオの髪型を模したカツラが全員
に配布されました。皆さんドリス＆マテオになって終わっ
てみれば楽しい野球観戦になりました。この試合以降は苦
戦が続いてますが…（苦笑）
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青年部だより jjjjjjjjjjjjjjjjjj

　平素は青年部の活動に格別のご高配を賜り厚く御礼を申
し上げます。青年部の近況活動をご報告申し上げます。
　毎年恒例のSING EXPO運営応援事業では近広青連の一
員としてその中心的な役割を担い３日間でのべ80名を超え
るメンバーのご参加をいただきました。
　抽選会や喫茶コーナー・物販ブース、初日のウエルカム
パーティーの設営から運営に至るまで多くの役割を担い、
会場を大いに盛り上げることができました。
　今年から、青年部部長を引き継いで初めての大きな事業
でしたが、メンバーの皆様のサポートのおかげで無事に終
えることができました。お忙しいなか駆けつけてくださっ
た皆様、本当にありがとうございました。
　最終日には、恒例の近広青連主催の納涼交流会がハイア
ットリージェンシー大阪で開催されました。来賓の皆様、
各青年部メンバー、各地区青年部メンバー、出展者の皆様
など約80名ものご参加をいただきました。
　アトラクションは大広協青年部が担当で、青年部の中で
一番盛り上がる「ストッキング綱引き」を企画しました。

　手慣れた感のある参加された皆さんは、好勝負を連発し、
その熱気で、ホテルの高級な雰囲気をもぶち壊すぐらいで
した。
　ハイアットリージェンシー大阪のペア宿泊券が貰えるじ
ゃんけん大会もあり、青年部らしく大いに盛り上がりまし
た。
　中締めは、近広連　児玉副会長の来年の京都の全国大会
のPRも兼ねた挨拶をいただきお開きとなりました。
今回も交流を深める有意義な時間だったと思います。

今後の事業予告

　8月26日㈰に親睦委員会による滋賀方面への日帰りバス
ツアー懇親会を開催致します。毎年行われる、大変好評な
行事で、ご家族、従業員の皆様のご参加をお待ちしており
ます。また、10月頃には秋の研修会を予定しております。

　この様に大広協青年部は多くの事業を企画し、部員の知
識、交流の場を作っていきます。新入部員を大募集してお
りますので、是非参加して頂き、より活発に活動していき
たいと思っております。
　今後とも、ご協力の程を宜しくお願い申し上げます。

大広協青年部長　伊藤　陽祐
大広協青年部 30年度活動 夏編

第27回 屋外広告士試験事前講習会のご案内
　今年の第27回屋外広告士試験は、平成30年10月28日㈰に
実施されますが、これに先がけて、近広連主催で事前講習
会を行います。関係法規、設計・施工、広告デザインそれ
ぞれの学科と実技について、講師と共に、過去の問題の出
題傾向の把握と分析を行い、一人でも多く有資格者が誕生
するようサポートに努めています。
　昨年同様、実施日を右記のように休日に設定いたしまし
た。組合員の皆様へは開催案内をお送りしていますが、試
験申込者宛には近広連より８月下旬ごろ郵送するほか、近
広連HPからも申し込みができますので、ご利用ください。

日　時：平成30年９月22日㈯　　8：50～17：00
場　所： エルおおさか5階　視聴覚室
　　　　大阪市中央区北浜東3-14
　　　　TEL 06-6942-1933
受講料：10,000円（税込・事前振込）
※受講申込・お問合せ先　（一社）近広連事務局
 TEL 06-6776-8118　FAX 06-6776-8055
 URL　http://www.kinkoren.com
 E-mail info@kinkoren.com

＜事前講習会　実施概要＞

広告景観委員会
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支部だより

　平素は西支部の活動にご協力を賜り、誠にありがとうご
ざいます。
　去る平成30年６月13日㈬〜15日㈮大阪南港ATCホール
にて「SIGN EXPO 2018（第33回広告資機材見本市）」が

支部長　日根野谷　裕一
西支部 サインエキスポ応援昼食会

　いつも北支部の運営にご協力頂き誠にありがとうござい
ます。
　去る７月11日㈬に北支部担当で大阪市路上違反広告物撤
去活動「かたづけ・たい」を市民協業事業として第８期第
８回、記念すべき通算100回目をカウントする事が出来ま
した。当日は晴天猛暑の中、高見理事長をはじめ13名の方々
にご多忙中にも関わらずご参加頂き、皆様のお力をお借り
しまして無事使命を果たす事が出来ました。改めて御礼を
申し上げます。近年では除却物も少量でトラブルも無く終
了する事が出来ておりますが、お座成り行事ではなく来年
以降はコース自体を変更してみても良いのではと考えさせ
られました。
　また７月20日㈮には名門、茨木国際ゴルフ倶楽部に於い
て毎年恒例の北支部ゴルフコンペが総勢14名で開催されま
した。栄えある優勝は㈱フジモト工芸の藤本浩之さんです。
彼はその秘めたる実力と若さで今後の北支部の担い手とな
るような予感を感じます。おめでとうございました。
　そして今回のコンペでは大広協４支部の各支部長が一堂
に集結し支部代表対抗の場ともなりまして、その４支部の
強者共を制覇し頂点に立ったのは、なんと私！岸本でござ
います（自慢）ありがとうございました。
　この機関誌が刊行される頃には終了していますが、納涼
会も例年通りに盛大に執り行われた事と思われます。別の
機会にご報告出来ればと存じます。
　北支部はこれからも役員一丸となって組合活動・行事に
取り組んでまいりますので、組合員の皆様のご指導ご協力

支部長　岸本　富男
北支部「かたづけ・たい」通算100回目

の程を宜しくお願い致します。
　皆様の益々のご発展とご多幸を役員一同祈念いたしてお
ります。
　今年は地震・台風・大雨の影響により、西日本各地で多
大な被害が出ており皆様と皆様のお身内・友人・知人に於
かれましても大変な時期を過ごされた方々もいらっしゃる
事と存じます。被災されお亡くなりになられた方々に心か
らお悔やみを申し上げます。
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開催され、その成功を祈念し、応援昼食会を開催致しまし
た。６月13日㈬「しゃぶ扇南港ATC店」において15名の
ご参加をいただき、しゃぶしゃぶに舌鼓を打ちました。メ
ニューは牛・豚・お野菜・サラダ・ご飯・おうどんの食べ
放題で、大変お箸も進み、活発に支部同士の情報交換も円
滑に図られたことと思います。

　当支部では、8月初旬に一昨年ぶりに納涼会の開催を予
定しております。

納涼会予告

　暑い夏に負けない皆さんの元気で、当支部を盛り上げて
いきたいと思います。

　７月４日㈬阪神甲子園球場で阪神VS中日戦を観戦して
きました。
　当日は雨天の予報でしたが、皆様の日頃の行いのおかげ
か試合前には雨も上がり、甲子園の浜風もあり、過ごしや
すい中での観戦となりました。
　試合は、序盤で中日ドラゴンズが４点先制するも、梅野
選手のホームランが飛び出すなど阪神タイガースの大逆転
勝利という熱い展開で大盛り上がりのうちに幕を閉じまし
た。組合員様も「虎度ドレッド」を被り、応援団と一緒に
歌をうたい、最高に楽しい夜となりました。

甲子園野球観戦記

　その後、サインエキスポの見学を行い、大広協会員者の
出展もあり、大いに勉強になった１日でした。ご出席いた
だいた支部員の皆様、ありがとうございました。
　今後さらに西支部を盛り上げて参りたいと思いますの
で、皆様のご協力を賜りますよう、引き続きよろしくお願
い申し上げます。
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優れた光の拡散性
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　６月７日・８日・９日の３日間、関東地区連さん担当で
全国大会が開催されました。
　初日７日、セルリアンタワー東急に全国より同業社588
名が参加、定刻の15時より式典、国歌及び日広連の歌の後、
物故者への黙とう、児玉副会長の開会挨拶で式典が始ま
りました。宮地大会運営委員長の歓迎の挨拶、冨田会長
の挨拶、御来賓の挨拶等々の後表彰関連、そして来年近
広連が担当する全国大会に向けて、関東地区連の宮地会
長より近広連高見会長に大会旗が伝達され、壇上に我々
全員がハッピ、ピンバッチを付け横断幕を持ち全国の皆さ
んへのPRが無事に終わり、任務完了しました。
　18時より同会場で懇親会、お笑い芸人のアントキの猪木、
漫才師のナイツ等の舞台を観賞し、皆さんと懇親を深めな
がら歓談。懇親会終了後、二次会に向けて夜の街に皆さ
んそれぞれ目的の店に消えて行かれました。
　翌朝から８日・９日二日間の観光の始まり。観光には
113名が参加バス４台に別れ、セルリアンタワー東急を８
時出発。私たちは１号車に乗車、最初の目的地大谷資料
館目指し東北道に乗り、進行中にハプニング発生！有る単
組の方が急に「どうしてもトイレが我慢できない、途中で
止めて」のお願い、しかし安全上到底無理な話。次のサー
ビスエリアまで我慢（約15分）するか、その場で処理する
かの選択、答えは想像にお任せします？
　大谷資料館の自然を生かした建物に入ってビックリ、昼
食の目的地日光千姫物語（ゆば御膳）に到着、美味しく
頂きました。それから中禅寺湖畔から華厳の滝へエレベー
ターに乗り滝壺見学。滝のスケールの大きさに感激しまし
た。くねった山道いろは坂を走って今日の宿泊地、鬼怒川
グランドホテルに到着。ゆっくり温泉に浸かってその日の
疲れを取り、懇親会開始。演歌歌手の山本瑠美さん、フレ
アバーテンダー宮崎理彦さんによるアトラクションで会場
が盛り上がりました。終了後、ホテル内のカラオケでお酒
と歌で普段出来ない皆さんとのお話し、勉強になりました。
　最終日は日光東照宮へ。修復された陽明門をはじめ各

所に参拝、お願い事をして参りました。カステラ本舗で買
いもの後、さよならパーティーの場所日光金谷ホテルに移
動、由緒ある古風豊かホテルでの昼食に感激しました。
　この３日間、関東地区連の皆さんには大変お世話頂き、
特に行く先々に於いて、各単組の方々による横断幕での歓
迎のお出迎えに感動致しました。来年の全国大会は京都・
滋賀に於いて、近広連全員で感動を与えられるお出迎えを
したいと思って居ります。是非おこしやす京都へ。

ミステリー観光バス１号車

　セルリアンタワー東急より観光スタート、バスに乗り込
む前に乗車名簿に記入チェック確認、私の代わりに高見
理事長に確認して頂きました。いよいよバスに乗車、添乗
員さんが一人一人名前を呼び確認、全員揃いましたので、
発車しますのアナウンス。初めはそれ程気にしないで観光
をしていましたが、休憩の都度、私の名前だけが呼ばれず、
段々不安なうちに１日め終了。最終日の朝には名前呼ばれ
るかな？の期待もはずれ。２日間ずっと目が有ってるし、
お話しもしてるのに？ギャクかな？このお姉さんなかなか
洒落の分かる人？日光金谷ホテルに到着、最後の点呼、自
分から近藤伸二ですと名乗るのも照れくさいしと思った瞬
間、添乗員が慌てたように、近藤伸二さん、と最後の最後
で呼んでくれて有り難う！

第60回 日広連全国大会in関東2018 ミステリー観光バスの旅
専務理事　近藤　伸二
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キャプテン　岸本　富男

●第19回ASG会
　今回のASG会はOK会がホスト役を勤め、よみうりカ
ントリークラブに於いて絶対雨天のゴルフと諦めていま
したが、それほどの雨量にはならず総勢69名と近年には
ない盛況さで開催されました。おそらく今回の参加者は
日頃の行いが良いのではないかと察します（笑）。

　ホストを務める19回大会こそはOK会のメンバーによ
る念願の優勝を狙っておりましたが、残念ながら栄え
ある優勝は昨年に続きOACGのV2となり㈱ホケンプロ
ジェクトの多志満　崇氏がグロス91・ネット67と素晴ら
しいスコアで勝ち取りました。さすがOACGは層が厚い、
20位まではOACGで10人と独占されてしまいました。く
やしい〜！
　しかし我がOK会も負けてはいません！なんとOK会最
年長の㈱広告商事の田中平八郎氏が第４位に入賞されま
した。おしかった〜！そして協和広告㈱の橋本隆光氏が
続いて５位に入り㈱エントロスの山元栄一氏が９位と入
賞されました。
　そして若手№１で次期キャプテンと噂の絶えない日本
広告企業㈱の日根野谷裕一氏が15位と奮闘して頂きまし
た。22位㈱日塔設計事務所の村上清治氏。24位㈱サン企
画の宴会部長古川亮太氏。25位に私岸本が飛び賞で不覚
にも喜んでしまいました。28位㈲エイ･アル･エイの荒
石浩二親分。30位㈱ジェネックスの山田治安氏。32位
GRIP㈱の長町邦貴氏。34位㈲ホールドの宮崎輝登史氏。
35位㈱近宣の岸本宣弘氏。コースエントリーありがとう
ございました。39位甲斐高橋保険システム㈱の甲斐資和
氏。41位第一工芸㈱の綿谷賢治氏。43位㈱弘亜社の岸且
哲氏。46位㈱レンテックの塩見吉広氏。49位は㈱ナニワ
の若松猛雄氏。そして業界のご意見番㈲モンテージの近
藤伸二氏が54位。56位にもう一人の次期キャプテン候補
サインテック㈱の石川哲朗氏。58位にはOK会の金庫番！
㈲新栄の水沼(えろ沼)博氏。62位には大広協のアイドル
㈱ひかり広告の長谷部正明氏。66位は我らが理事長㈱イ
サム工芸社の高見徹氏。68位にはOK会紅一点の協和広
告㈱橋本節子氏がB・B賞をがっちり頂いていました。

　以上のような成績ですが、OK会は４団体の中では２
番目に成績平均が良かったのです。凄いでしょ！皆様お
疲れ様でした。何事もなく成績発表会はにこやかに無事
終了した様に思えますが、実は（ASG会創設以来だと思
いますが）賞金をほぼ渡し終えて上位３名に絞られた時
に事件は起こるべくして起きたのでした。なんと恐ろし
い！３位と69位の氏名・会社名だけが入れ替わっていま
した。再集計をしたのですがまたもや間違っていてなん
と２回も集計し直しました。魑魅魍魎の仕業か？それと
も祟り（近藤さんの）か？今日は大安じゃなかったのか！
その真相は誰にも判りません。そして仕方なく一度お渡
しした賞金を一度回収し、前代未聞の再発表会となりま
した。回収のときはさすが４団体を代表するゴルファー
達です。紳士でした。誰一人文句も言わずご協力頂きま
した。ありがとうございました。あ、そういえば一人「そ
れは俺がもらうはずやったんや！」と受賞者につかみか
かってわめいていた人が居ましたわ。確か近藤さんとか
言う名前の人やったと思います（笑）。

　まあ何にせよいろんな意味で記憶に残るASG会ではあ
りました。
　今回のASG会運営に協力して頂いた関係各位の皆様、
本当にありがとうございました。今後ともASG並びに
OK会を宜しくご愛顧ください。

会結果報告
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キャプテン　岸本　富男

●第10回OK会
　　平成30年４月24日㈫名門よみうりカントリークラブ
に於いて第10回OK会が、第19回ASG会と同時開催で行
われました。天候はいまひとつでしたが、素晴らしい盛
り上がりでした。
　優勝を勝ち取ったのは「朝２度寝したわ！」と今回も
ボケをかました「ゴールデン・カナイ」こと金井和人さ
んです。
　ボケの影響が出たのか前半は51と奮わずでしたが、後
半は凡ミスが無ければアンダーが出ていたと思われる39
を見事に叩き出し堂々の優勝です。さすがゴールデン！
金メダル！
　２位には「フーリンカザン・カイ」こと甲斐資和さん。
彼は前回も２位に入っており今後は無冠の帝王！と呼ば
せて頂きます（笑）。
　３位には、「ヒネノヤ･ジャパン」こと日根野谷裕一さ
ん。OK会一のさわやか好青年（中年？）で次期キャプ
テンの最有力候補！がんばってください。
　４位には「ミズヌマ･ド・エロー」こと水沼博さん。
彼は最近金庫番になって調子に乗りまくっております。
でもASG会とOK会、両方の準備から精算までしっかり
務めて頂きました。やるときはやるんやね！ご苦労様で
した。
　５位には「タイラノ･ハチロー」こと田中平八郎さん。
これからもOK会を引っ張っていってください。
　６位には「ファースト・オブ・コットン」こと綿谷賢

治 さ ん。 理 事 長
賞もがっちり頂
いていました。
　 ７ 位「 ヤ マ モ
ト･テイオー」こ
と 山 元 栄 一 さ
ん。 ８ 位「 ヤ マ
ダ･ヒーロー」こ
と山田治安さん。
９ 位「 ヤ ン グ パ
イン・ナニワ」こと若松猛雄さん。10位に私、岸本。11
位「ハセベ・ライト」こと長谷部正明先輩。12位「アラ
イシ・ヤカラオー」こと荒石浩二親分。
　13位「イシカワ・フラッシュ」こと石川哲朗さん。
ASG会での司会ご苦労様でした。あの司会進行は貴方し
かできません（笑）。
　14位「コンドウ・ジャイアン」こと近藤伸二さん。彼
は誰も考えつかなかった１・２位を予想し見事的中させ
ていました。何か持ってる！
　15位「キンセンワンダー・ノブ」こと岸本宣弘さん。やっ
ぱりこのコースとの相性が悪いのか？
　最後に16位「タカミ・サムソン」こと髙見徹理事長。
理事長賞を頂いた上に、参加者全員に気を配ってのこの
ポジショニング。いつもありがとうございます。
　今回も楽しいOK会でした。次回は久しぶりの「グラ
ンド・マンスリー杯」を企画しております。奮ってのご
参加をお願いします。

会結果報告

●OK会グランド・マンスリー宮崎遠征結果
　平成30年６月27日㈬、九州は宮崎にその名も知れ渡る
名門トム・ワトソンゴルフコースに於いて３年ぶりの記
念すべきOK会ＧＭが開催され、第１回〜第10回に於い
て優勝の栄冠を勝取ったチャンピオン達の中からＡクラ
ス７人の強者と、惜しくも次点以下だったＢクラス４
人も加わり魑魅魍魎の輩の如く賞金争奪戦が始まりまし
た。
　バリバリの快晴で猛暑の中、素晴らしい盛り上がりを
見せました。
　数々の伝説を作り上げた昭和・平成の怪物！誰もが同
パーティーを嫌がる…じゃなくて喜ぶ「ジャイアン」を
ものの見事に手玉に取りGMAクラスの栄冠を勝ち取っ
たのは、マイペース男、OK会の王子様 ｢ヒネノヤ・ジャ
パン｣こと日根野谷裕一さんその人です。前半43とロケッ
トダッシュを飾り、後半は辛くも47、トータル90を叩き
出しNETで見事パープレイでの堂々の優勝です。しかし
あんな近藤攻略法があるとは知らなかった（笑）。
　Ａクラス２位には ｢ヤマダ・ヒーロー｣ こと山田治安
さん。彼は今回素晴らしいスタートを切ったのですが日
頃の悪行が祟り前半中盤から失速した模様です。ヒー
ローは悪い事したらダメよ（笑）。
　Ａクラス３位には ｢コンドウ・ジャイアン｣ こと近藤
伸二さん。今回は病み上がりでの参加で涙ぐましい努力
をされていた様ですが、恐らく賞金目当ての参加だと思
われます（笑）。
　Ａクラス４位には私、「悪い方の岸本」がこれまた好

スタートを切ったの
ですが、明らかにあ
る筈のボールがロス
ト に な っ て し ま い、
そこから流れが変わ
り大叩きのスコアと
なってしまいました。
残念！でも言い訳は
見苦しいね（涙）。
　Ａクラス５位には
｢ゴールデン・カナイ｣こと金井和人さん。彼も賞金を狙っ
たものの出だしから失速し、この位置に。残念！
　Ａクラス６位には ｢イシカワ・フラッシュ｣ こと石川
哲朗さん。彼の宮崎遠征の目的はゴルフではなかったの
か？（笑）。
　Ａクラス７位 ｢キンセン・ワンダー・ノブ｣ こと岸本
宣弘さん。（良い方の岸本）最近泥沼のスコアとなって
おります。これまた残念！
　そしてＢクラス１位は「ミズヌマ・ド・エロー」こと
水沼博さん。今回のＧＭの立役者！段取りご苦労様でし
たがゴルフは今一でした。新しいクラブが泣いています
よ（笑）。
　Ｂクラス２位は「サジタリウス・カズ」こと杉田和士
さん。Ｂクラス３位は「ファースト・オブ・コットン」
こと綿谷賢治さん。Ｂクラス４位は「フーリン・カザン・
カイ」こと甲斐資和さん。
　皆さんそれぞれに楽しく弾けていました。次期ＧＭ栄
冠の座を目指して日々の鍛錬を目指そう！
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キャプテン　岸本　富男

●OK会宮崎遠征結果
　平成30年６月28日㈭、昨日のGMに続き宮崎を代表す
る日本人ゴルファーの聖地とも言うべきゴルフ場、フェ
ニックスCCに於いてOK会が新たなる船出となる第１回
を開催しました。
　天候は昨日同様、バリバリの快晴でしたが多少の風が
あり両サイドから迫り出した松林の影響をさらに増幅し
ゴルファーの血を滾らせていました。
　そのコンディションの中、記念すべき第１回の栄えあ
る優勝を飾ったのが「ゴルフやめたい病」を患っていた

「イシカワ・フラッシュ」こと石川哲朗さんです。以前
優勝した時に病気は全快したのですが、最近になり又再
発気味でした。前日のGM後もかなり病気が進行してい
たのですが、昨夜彼に女神が降臨したのか？病気など何
処吹く風とHDを有効活用し、なんとNET ２アンダーと
素晴らしいスコアで優勝を飾りました。
　第２位にはGMを制覇した ｢ヒネノヤ・ジャパン｣ こ
と日根野谷裕一さんです。連日グロス90と超安定性を
誇っております。
　第３位は日根野谷さんに何とか食らい付いて92と健闘
した私「悪い方の岸本」でございます。
　第４位は「良い方の岸本」の「キンセンワンダー・ノ
ブ」こと岸本宣弘さん。皆さん外見に騙されていますが
以外に悪い所も持っているような？私は見た！（笑）。
　第５位は「サジタリウス・カズ」こと杉田和士さん。
彼のキャラは未だに読めません。只者では無いようです
が（笑）。
　第６位は最近付合いの良い「ファースト・オブ・コッ
トン」こと綿谷賢治さん。最近かなり腕を上げています。
彼も私同様見た目は悪いですがとても良い人だと思いま
す^^（私も）。

　第７位に「ヤマダ・ヒーロー」こと山田治安さん。彼
の自由奔放さに私は大苦戦でした。楽しかったけど緊張
感ない〜（笑）。
　第８位に我侭大王「コンドウ・ジャイアン」こと近藤
伸二さん。彼はゴルフにもう一味をと毎回ソンチョウ対
決を持ち出してきます。今回は私と水沼さんがその姑息
な洗礼を受けてしまいましたが、最後のソンチョウは御
自分で立候補して当選しておりました（笑）理事長賞は
ちゃっかりと頂いていました。
　第９位はなんと「ゴールデン・カナイ」こと金井和人
さん。最近OK会と相性が悪いのか。この位置は似合い
ません。
　第10位はソンチョウの洗礼を受けた「ミズヌマ・ド・
エロー」こと水沼博さん。やはりジャイアンの影響は凄
いのか？腕が悪いのか？でも本当はもっと上手いはず！
　そして11位となったのが「フーリンカザン・カイ」こ
と甲斐資和さん。彼は前半奮いませんでしたが「まだ優
勝の目はある！」と後半猛烈に追い上げました。しかし
悪夢の１ホールがあり、なんと19を叩くという伝説を残
しました。本来ならギブアップでよかったのですが、さ
すが甲斐の虎！武士道を貫きました（感動）。
　こうしてOK会の抱腹絶倒宮崎遠征は幕を閉じました。
　お忙しい中、御参加頂いた皆様本当にありがとうござ
いました。
　今後も色々と企画して参りますので、OK会に限らず
大広協の皆様のご参加もお待ちしております。
　余談ですがフェニックスで有名なプロゴルファーが薦
める日本第３位の牛丼を皆でお昼に頂きましたが、噂ほ
どではなくコスパを考えると吉野屋の勝ち！
　最後になりましたが高見理事長「理事長賞」ありがと
うございました。今後とも宜しくお願い致します。

会結果報告
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サインクリエーター協会会長　松田　政幸

■第29回通常総会

■講習会＆ワークショップ

宮村氏作品の一例

参加者作品の一例 製作風景

平成30年6月23日㈯ハートンホテル南船場にてサインクリエーター協会「第29回通常総会」を開催いたしました。
平成29年度の事業報告および決算報告、平成30年度の事業案および予算案についての審議が滞りなく無事に承認されま
した。サインクリエーターのメイン行事でもある研修会についても話し合いが行われ、徳島県鳴門市の大塚美術館見学に決
定しました。日程や他の研修につきましては未定です。

総会後の講演会は金属造形人の宮村浩樹氏に講演いただきました。
宮村氏曰く「金属で作れないものは無い！」どんなものでも各箇所のポイントの数値を取り展開していく手法の解説や彼
の今までの作品についての裏話など講演していただき、参加された方々は非常に興味深く聞き入ってました。

その後にワークショップとして参加者に 1 枚ずつ銅板（0.25ｍｍ）が配布されて、ボールペンや割りばしを使ってその銅
板に模様や図柄を浮きだたせるレリーフの手法を学びました。
参加の皆さんはいつもデザインの現場にいる方たちなので、当日の即興にもかかわらず力作ばかりでした。

金属造形人

プロフィール

宮村　浩樹／Hiroki Miyamura

1964年３月24日生まれ。大阪府板金高等職業訓練学校卒業。小学生の頃から実家には板金があ
り、ものづくりに親しんでいた。父親の板金業を手伝いながら技術を習得する。ものづくり名人
として内閣総理大臣賞を受賞した。現在は技術者として働く他に、母校である大阪府板金高等職
業訓練学校の講師としても活躍している。子供の頃の夢は「時代劇の役者」で、そのために剣道
もやっていて２段の腕前である。
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私の趣味

　私が中国楽器の二胡を始めたきっかけは、今から
13年前、妻との会話からでした。
　『今、二胡という楽器が静かなブームになってる
らしいよ…。』
　二胡は中国を代表する民族楽器で特に京劇では欠
かせない楽器でもあります。
　二胡の音色は、深みのある東洋的な美しさで女性
の声に最も近い楽器とも言われています。
　最近、テレビやラジオでもCMや番組のBGMなど
で耳にするようになってきました。
　私はその音色にとても癒され、魅力を感じ、楽器
を手にするようになりました。
　当時日本ではマイナーな楽器のため、二胡曲集が
あまりなく中国の民謡ぐらいしかありませんでし
た。
　そんな中、突然現れたのが中国の民族楽器を用い、
ポップスや現代音楽を演奏する美女集団『女子十二
楽坊』。
　これを機に中国楽器のブーム到来、様々なジャン
ルの曲集が出るようになりました。
　中国の色んな二胡奏者の中で特にお気に入りの奏
者は『ジャー・パンファン』です。
　世界屈指の二胡奏者です。皆さんYoutubeで検索
して是非お聴き下さい。
　この方の音色と演奏は何度聞いても最高です。二
胡の世界に吸い込まれます。
　現在、日本を拠点に演奏活動していて、BS放送
でレギュラー番組も持ってられる方です。
　大阪でも教室を開いていると言う情報を聞き、す
ぐに入門することにしました。
　憧れの二胡奏者ジャー・パンファン先生の前では
緊張の連続でした。
　学生の頃、ギターを少し弾いていたので簡単にで

二胡の音色に魅せられて

きるだろうと思っていましたが、ギターのようにフ
レットが無いため、なかなか音程が合わず１曲弾け
るまで大変時間がかかりました。
　仕事から帰って来ては部屋にこもって必死に練習
を繰り返す毎日でした。
　なんとか人前でも演奏できるくらいになり、毎年
行われる発表会や色んなイベントでの演奏会にも参
加することができました。
　去年の北支部の忘年会でも演奏させていただきま
した。ご清聴ありがとうございました。
　機会があれば、また皆さまの前で演奏が出来れば
と願っております。

㈱大鐵サイン工業　辻本　雅昭

2018年 創業70年
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大広協誌2019年新年号の表紙デザイン大募集!

応 募 内 容  組合誌「大広協」の2019年表紙デザイン（写真）

応 募 様 式  サ　イ　ズ A4サイズ（表紙上部に、｢大広協｣ のタイトル及び年号、号数が入りますので、
A4サイズ下部から245㎜以内にデザインしてください。

 カ　ラ　ー CMYK。

 データ方式 審査用データは［.PDF］または［.JPEG］

形式（いずれも２MB以下。）

  採用後の入稿用データは、イラストレー

ター Ver5.0以下又は［.JPEG］形式 （解

像度300dpi以上）

 デ ザ イ ン イラスト・グラフィック・写真等による

もので著作権に触れないもの。

  ※尚、表紙裏（１ページ目）には「表紙

の言葉」として、表紙の言葉（タイトル）

と表紙デザインに込めた想いを掲載致しますので、採用の際には入稿データとあ

わせて、表紙の言葉（タイトル）と200～300字程度のコメントをご用意ください。

  ※採用後、当組合よりデザインの一部修正等をお願いする場合があります。ご理

解とご協力をお願い致します。

提 出 期 限  平成30年10月31日㈬

提　出　先  大阪屋外広告美術協同組合 事務局までEmail、または、CD-Rを郵送してください。
 ・E-mail…office@daikokyo.or.jp（件名に「2019年新年号表紙デザイン」と入力願います）

 ・郵送先…〒543-0072 大阪市天王寺区生玉前町5-31　アンビション三和Ⅱ401号

 　　　　　「大阪屋外広告美術協同組合　2019年新年号表紙デザイン募集係 宛」

お問い合わせ  大広協事務局　TEL 06-6776-8108　FAX 06-6776-8055

　機関誌「大広協」の2019年、新年号用の表紙デザインを、組合員の皆さまから下記の要項のとおり募集させて頂
きます。
　採用されたデザインは、2019年新年号表紙にて使用させていただき、表紙下部にはデザイン企業名並びに作者名
を記載させて頂きます。皆さま奮ってご応募ください。

募　集　要　項

過去の新年号表紙 参考例

2014新年号 2016新年号2015新年号 2017新年号 2018新年号

〈デザイン有効範囲〉

297㎜

デ
ザ

イ
ン

有
効

範
囲

245㎜

デザイン有効範囲210㎜
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組合員のうごき
新規加入会員

○㈱グッドウィルサービス
　　代表取締役　小畑　　昭（南支部）
　　〒597-0042　貝塚市名越1139-1
　　TEL 072-468-7591　FAX 072-468-9000
　　事業内容 ビルメンテナンス、店舗清

掃、サインメンテナンス

○㈱Skill
　　代表取締役　勢戸　琢也（東支部）
　　〒669-1357　三田市東本庄2272
　　TEL 079-568-7791　FAX 079-568-7792
　　URL http://www.skill-ad.co.jp
　　E-mail  seto@skill-ad.co.jp
　　事業内容 サイン製作・施工・撤去

○一
ピン

工芸
　　代表者　　木南　憲二（東支部）
　　〒596-0101　岸和田市包近町516-2
　　TEL 072-440-3377　FAX 072-440-3399
　　URL http://pin-kougei.com
　　E-mail  kanban@pin-kougei.com
　　事業内容 サイン・デザイン　製作・施工

変更組合員

■代表者変更
○㈱弘亜社大阪支社（西支部）
　　支社長　　三浦　孝治

○㈱アド近鉄（南支部）
　　代表取締役社長　　工藤　和秀

○㈱近創（南支部）
　　取締役社長　　山口　仁志

○三協立山㈱タテヤマアドバンス社関西支店（賛助会員）
　　支店長　　水田　　敏

○東西電気産業㈱（賛助会員）
　　代表取締役　　神保　健作

■住所・TEL・FAX変更
○㈲中野工芸（北支部）
　　〒567-0865　茨木市横江1-6-26
　　TEL　072-637-6688
　　FAX　072-637-6689

■住所・TEL・FAX・代表者変更
○プロモコム㈱（南支部）
　　代表取締役　　岡本　治三郎
　　〒553-0003　大阪市福島区福島7-19-13　マトバビル6F
　　TEL　06-6454-2022
　　FAX　06-6454-2023

■社名変更
○旧　広島デコラ㈱大阪営業所（北支部）
　　　　↓
　新　㈱デコラム　大阪営業所

■FAX変更
○㈱JTBコミュニケーションデザイン（西支部）
　　FAX　06-4964-8807

事務局だより
●2018年４月
 19日 ４月度執行部会（事務局）、理事会（602号会議室）
 24日 第19回ASG会（よみうりカントリー）
 26日 第５回SIGN EXPO 実行委員会・出展社説明会
  （ATC 会議室）
  （一社）近広連第１回通常総会・正副会長会議
  （ATCホール６Fコンベンションルーム１）
●５月
 9日 大阪市「かたづけ・たい」第８期第７回
 17日 執行部会、理事会、第54回通常総会・懇親会
  （KKRホテル大阪）
 29日 近広連正副・委員長合同会議（602号会議室）
  第６回SIGN EXPO 実行委員会（602号会議室）
●６月
 7日〜9日　第60回日広連全国大会
  　　（東京・セルリアンタワー東急ホテル）
 13日 SIGN EXPO 2018（ATCホール）（〜15日）
  西支部・南支部SIGN EXPO見学会・昼食会
  （ATCホールほか）
 15日 近広青連納涼会（ハイアットリージェンシー　大阪）
 21日 ６月度執行部会（事務局）・理事会（602号会議室）
 22日　大阪府条例改正説明会（大阪府庁新別館）
 25日　　　　　　〃
 26日 大阪府職業能力開発協会第39回通常総会・理事会
  （プリムローズ大阪・髙見理事長出席）
 27日〜28日　OK会グランドマンスリー・第１回OK会
  　　　（宮崎）　　　
 30日 屋外広告物点検技能講習（マイドームおおさか）
●７月
 1日 技能検定実技試験（関西職業能力開発促進センター）
 3日 近広連情報文化委員会（事務局）
 4日 大広協情報文化委員会（事務局）
  甲子園野球観戦（阪神甲子園球場）
 5日 近広連技術開発委員会（奈良商工会議所）
 9日 中央会第401回役員会（髙見理事長出席）
 11日 大阪市「かたづけ・たい」第８期第８回活動
  （大阪駅周辺・北支部担当）
  近広連広告景観委員会（事務局）
 13日　全国事務担当者連絡会議（エッサム神田ホール）
 19日 執行部会（事務局）、理事会（602号会議室）、各種

委員会（602号会議室）、役員懇親会

訃　報
◎㈱星光（南支部）
　　代表取締役　岡村忠明氏のご母堂　岡村弘子様、妹様

の岡村祥子様
　　（H30年４月８日　告別式）

脱退組合員

○㈱光美術工芸社
　代表取締役　　藤澤　聖治（南支部）
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第592回定例理事会議事録

日　　時　平成30年４月19日㈭　15：30〜
場　　所　アンビション三和Ⅱ602号室
出　　席　理事20名、監事１名（氏名省略）
審議事項
⑴）組合員加入の承認について
　◦今月はなし
⑵第54回通常総会の実施運営・役員改選について
　①確認事項等
　◦当日の時間帯の確認を行った。理事会は14時スタート。
 ◦式次第と役割分担については、司会：石川、事業報告：

市口、決算報告：山根、監査報告：鹿嶋、事業計画：髙
見および各委員長、収支予算：松田、定款変更：細川、
役員の改選:近藤、閉会挨拶：北山。懇親会の乾杯挨拶
は保留、閉会挨拶：綿谷。

　◦議長は原田理事相談役に依頼、議事録署名人は当日参
加の理事から選出する。

　◦役員改選時の選考委員長は近藤専務理事、選考委員は
各支部長

　◦大広協賞は、審議の結果今年は松田副理事長で決定し
たことが報告され、以上すべて承認された。

　②提出議案（事業・決算報告と事業計画･予算等）の審
議について

　◦定款の変更は、事業計画や予算の前に審議して承認を
もらってから次へ進める必要があるため、「定款の一部
変更について」を第３号議案にし、以下繰り下げて順序
を変えることが報告された。

　◦第１号議案（事業報告）及び第４号議案（事業計画）
については、先の執行部会で修正があり、修正分を全文
読み上げた。

　◦第７号議案の役員の改選については、例年通りのやり
方で指名推選方式を採択すること、またその流れについ
て確認し合った。今回の役員改選での任期は今年12月末
までの９か月間となり、来年２月の総会で再度役員改選
が行われるが、上部団体近広連・日広連との整合性のた
めということでご理解いただくよう依頼があった（ただ
し次回の役員改選は、任期途中での辞任となる）。

　◦以上すべて異議なく承認された。
　③各支部推薦の役員候補者について
　◦各支部より推薦の理事候補者リストを確認、理事候補

者は41名で全員承認された。
　◦監事については、南支部推薦の大塚氏の他、鹿嶋監事

を留任として依頼したい旨諮られ、異議なく承認された。

重要報告事項（抜粋）
⑴組合員の脱退について
　◦大港工芸社が4月末付で脱退の希望があり、255社とな

ることが報告された。
⑵第60回日広連全国大会（東京大会）の参加について
　◦まだ受付可能なので、参加される方は申し込んでほし

いとの依頼があった。

予告事項（省略）
結果報告事項（省略）

第593回定例理事会議事録

日　　時　平成30年５月17日　14：00〜
場　　所　KKRホテル大阪５F　瑞宝
出　　席　理事24名 （氏名省略）
審議事項
⑴組合員加入の承認について
　◦㈱グッドウィルサービス（南支部）１社の加入が承認

され、256社となったことが報告された。なお、４月に
出した組合員増強のDMによるものであることが付け加
えられた。

重要報告事項（抜粋）
⑴組合員の脱退について
　◦㈱光美術工芸社（南支部）より脱退の希望があり、

255社となることが報告された。
⑵第54回通常総会・懇親会について
　◦本日のスケジュールについての簡単な説明があり、協

力を求めるよう依頼があった。
　◦本日の役割分担についての説明があった。
⑶第27回屋外広告士試験の実施について
　◦現在募集中であり、多くの方に受験いただきたいこと、

また事前講習会は試験申込者にDMの形で後日案内され
ることが報告された。

⑷大阪府より「大阪府屋外広告物条例改正にかかる業界あ
て説明会の開催」について

　◦申込は大広協にてとりまとめ中。締切は５月28日とし
ているが、締切後でも大阪府HPから申し込みが可能で
あることが報告された。

予告事項（省略）
結果報告事項（省略）

第594回定例理事会議事録

日　　時　平成30年６月21日　15：30〜
場　　所　アンビション三和Ⅱ602号室
出　　席　理事20名、監事１名（氏名省略）
審議事項
⑴組合員加入の承認について
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　◦今回加入はなし。255社のままであることが確認され
た。なお、依頼に基づいて加入案内を５社に送っており、
返信待ちであることが併せて報告された。

⑵新役員・委員会構成について
　◦本日出席の新理事３名が各々自己紹介を行った後、理

事長より委嘱状とバッジが手渡された。他の役員も後程
委嘱状を手渡すとの報告があった。

　◦７月度の理事会の時に、小委員会を行う予定であると
の報告があった。

⑶第60回中央会大阪大会における大阪府知事表彰・中央会
会長表彰候補者の推薦について

　◦大阪府知事表彰は、要件に該当する細川副理事長を推
薦済み、会長表彰は役員経験7年以上の要件を満たす人
が今年はいないため、推薦を見送りたい旨諮られ、承認
された。

⑷大阪ディスプレイ協同組合より「コンプライアンスセミ
ナー」開催の案内依頼について

　◦添付の資料のような内容で、ディスプレイの組合から
大広協組合員へ案内状の配布依頼があったことが報告さ
れ、諮ったところ異議なく承認されたので、７月の請求
書に同封して全組合員へ案内することとなった。

重要報告事項（抜粋）
⑴組合員の脱退について
　◦今月はなし
⑵７月度定例理事会後の懇親会実施について 
　◦毎年恒例の、７月度理事会終了後の役員懇親会は、７

月19日㈭理事会終了後に、17：30からミナミのニューミュ
ンヘンにて行うこと、また同日に積立金の精算返金があ
ることが併せて報告された。

予告事項（省略）
結果報告事項（省略）

あとがき

　暑中お見舞い申し上げます。
　厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ご
しでしょうか。
　今年の夏も日本列島を天災が襲いました。６月
には大阪府北部で発生した大地震、７月には西日
本各地を記録的豪雨が襲いました。そのため、多
くの方が被災、組合員の皆様の中にも被害にあわ
れた方もおられると思います。この場を借りて被
災者の皆さんにお悔みとお見舞いを申し上げると
ともに、犠牲となった方々のご冥福をお祈りした
いと思います。
　さて、今年５月の総会で新しい理事が選任され、
情報文化委員会も新たなメンバーでスタート致し
ました。今後も組合員の皆様にとってより有用な
情報を発信できるよう努めてまいります。どうぞ
よろしくお願いいたします。

（体裁：A4版　表紙・裏表紙カラー刷り、本文モノクロ）

機関誌「大広協」広告募集

 ＴＥＬ　06－6776－8108
 ＦＡＸ　06－6776－8055
 E-mail　office@daikokyo.or.jp

お申込み、お問合せは
大広協事務局まで

（＊H30.8.1現在契約済）

（平成29年8月1日現在）

表紙見開き 90,000円 38,000円
巻末見開き 90,000円 38,000円
裏　表　紙（カラー）＊ 105,000円 45,000円
全　　　頁（本文中・モノクロ） 66,000円 27,000円
１/２頁巻末見開き（カラー） 48,000円 19,000円
１/２頁（縦128mm×横176mm） 45,000円 18,000円
１/４頁（縦 60mm×横176mm） 30,000円 12,000円
１/８頁（縦 60mm×横 80mm） 20,000円 8,000円

広告サイズ
年間3回契約 １回

料　　　金

大広協
近広連事務局長　河内　尚子　　　小池　淳一　　　横田　希世
▪大広協事務局職員

市口　勝正　　　河崎　進治　　　山田　善久
日根野谷裕一　　松尾　　尚　　　山元　栄一

各支部長

▪情報文化委員会

機関誌「大広協」編集局
　大阪市天王寺区生玉前町5-31
　　　　　アンビション三和Ⅱ　401号
　電話 06-6776-8108（代表）　　FAX 06-6776-8055
　URL  http://www.daikokyo.or.jp/
　E-mail  office@daikokyo.or.jp
　編集・発行　綿谷　賢治

大　広　協 平成30年８月６日発行

大阪屋外広告美術協同組合
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暑中お見舞い申し上げます

顧 問
中　山　泰　秀

花　谷　充　愉

青　野　剛　暁

木　下　𠮷　信

常任相談役
河　崎　　　弘

理事相談役
原　田　順　一

冨　田　栄　次

理 事 参 与
團　　　忠　男

田　中　平八郎

島　田　佳　明

長谷部　正　明

理 事 長
髙　見　　　徹

副 理 事 長
北　山　誉至宗

市　口　勝　正

細　川　公　志

綿　谷　賢　治

松　田　政　幸

石　川　哲　朗

専 務 理 事
近　藤　伸　二

理 事
荒　石　浩　二

伊　藤　陽　祐

今　田　晴　久

上向井　敏　伸

金　井　和　人

上　岡　秀　行

河　崎　進　治

岸　本　富　男

北　川　雅　詳

小　安　德　郎

仁　義　　　修

杉　田　和　士

住　友　正　英

田　中　伸　一

名　富　洋　一

原　田　　　崇

日根野谷　裕一

前　田　忠　幸

松　尾　　　尚

水　沼　　　博

宮　地　義　貞

山　内　　　武

山　田　治　安

山　田　善　久

山　根　一　高

山　元　栄　一

吉　野　通　洋

監 事
大　塚　敏　幸

鹿　嶋　利　彦

2018
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 支 部 長  岸　本　富　男
副 支 部 長 山　根　一　高
　　 〃 原　田　　　崇北 支 部

〔組合員の部〕

㈱アイセイ社大阪営業所
大阪営業所長
打　　田　　　　　博

〒532-0025　大阪市淀川区新北野１－２－13
明治安田生命十三ビル２Ｆ

TEL 06-6306-2761　FAX 06-6306-2760

㈱　愛　工　社
代表取締役
鈴　　木　　清　　司

〒532-0023　大阪市淀川区十三東３－２－10
TEL  FAX 06-6302-704006-6301-0040

6302-1734

朝 日 電 装 ㈱
代表取締役
坂　　井　　祥　　浩

〒561-0856　豊中市穂積２－16－20
TEL 06-6863-6221　FAX 06-6864-3439

飯田電機工業㈱大阪事業所
代表取締役社長
飯　　田　　美　　里

〒550-0011　大阪市西区阿波座１- ９- ９
阿波座パークビル

TEL 06-6543-2880　FAX 06-6543-2884

㈱イサム工芸社
代表取締役社長
髙　　見　　　　　徹

〒530-0024　大阪市北区山崎町３－11
TEL 06-6371-5168　FAX 06-6371-5169

 ㈱　梅　電　社
代表取締役社長
百　　濟　　行　　隆

〒561-0821　豊中市日の出町１－２－10
TEL 06-6333-0004　FAX 06-6333-9900

㈱エステック富士
代表取締役
勝 野 典 明

〒561-0894　豊中市勝部３－２－39
TEL 06-6848-0166　FAX 06-6848-0179

 ㈱エーゼット企画
代表取締役
原　　田　　順　　一

〒571-0045　門真市殿島町１－６
TEL 06-6916-7111　FAX 06-6916-7121

 ㈱ＮＫＢ大阪支社
支　社　長
伊　　藤　　　　　孝

〒530-0001　大阪市北区梅田２－４－13
阪神産経桜橋ビル10F

TEL 06-4796-7271　FAX 06-4796-7262

大　阪　工　芸
代　表　者
田　　中　　　　　聡

〒531-0072　大阪市北区豊崎２－11－12
TEL  FAX 06-6371-855106-6371-1936

6371-8513

大 阪 デ コ ラ ㈱
代表取締役社長
髙　　𡈽　　　　　謙

〒564-0037　吹田市川岸町５－14
TEL 06-6383-1711　FAX 06-6383-1751

㈱ 大 阪 美 装
代表取締役
高　　松　　明　　生

〒566-0035　摂津市鶴野２－６－５
TEL 072-630-6608　FAX 072-630-5323

㈱オガワ大阪支店
支　店　長
山　　根　　一　　高

〒532-0003　大阪市淀川区宮原４－１－14
住友生命新大阪北ビル11F

TEL 06-6151-2915　FAX 06-6151-2916

加 藤 建 装
代表者
加　　藤　　達　　也

〒561-0833　豊中市庄内幸町４－２－５
TEL 06-6333-0461　FAX 06-6334-5372

加 藤 広 告 ㈱
代表取締役
加　　藤　　　　　健

〒532-0022　大阪市淀川区野中南１－７－13
TEL 06-6305-2331　FAX 06-6302-2709

関西工機整備㈱
代表取締役社長
山　　﨑　　清　　孝

〒661-0976　尼崎市潮江1-2-12 JR尼崎駅北 NKビル6F
TEL 06-4960-8191　FAX 06-4960-0508

関電サービス㈱アド・ソリューション部
アド・ソリューション部長
鈴　　木　　俊　　茂

〒530-0047　大阪市北区西天満5－14－10 梅田UNビル
TEL 06-6365-0052　FAX 06-6365-0053

㈱  岸  本  工  芸  社
代表取締役
岸　　本　　富　　男

〒661-0962　尼崎市額田町17－11
TEL 06-6499-0741　FAX 06-6498-0379

㈱北川プラスチック
代表取締役
中　　池　　智　　彦

〒561-0857　豊中市服部寿町５－49－３
TEL 06-6866-6695　FAX 06-6866-7886

㈱　近　宣
大阪支社長
岸　　本　　宣　　弘

〒530-0047　大阪市北区西天満６－２－17 近宣ビル
TEL 06-6312-0325　FAX 06-6312-0310

㈱グリーンアート
代表取締役
梅　　垣　　裕　　之

〒530-0042　大阪市北区天満橋３－４－37
TEL 06-6355-6770　FAX 06-6355-6771

㈱研創大阪営業所
所長
青　　木　　　　　恒

〒532-0004　大阪市淀川区西宮原１－４－25 第２谷ビル７F
TEL 06-6394-0578　FAX 06-6394-4615

サインテック㈱
代表取締役
石　　川　　哲　　朗

〒561-0836　豊中市庄内宝町１－６－５
TEL 06-6336-5661　FAX 06-6336-5662

 ㈱ サ ン 企 画
代表取締役
名　　富　　洋　　一

〒532-0011　大阪市淀川区西中島６-11-25
第10新大阪ビル７Ｆ

TEL 06-6885-6681　FAX 06-6885-6682

㈲サンテンアド
代表取締役
安　　堂　　　　　一

〒531-0061　大阪市北区長柄西２－10－９
TEL  FAX 06-6351-502006-6351-5168

6351-5050

サンワテント㈱
代表取締役
三　　本　　　　　満

〒569-0814　高槻市富田町６－１－17
TEL 072-696-7700　FAX 072-696-7703

㈱ジー・ツー・サイン
代表取締役
辻　　　　　英　　雄

〒566-0054　摂津市鳥飼八防１－22－10－602
TEL 072-648-5841　FAX 072-648-5842

㈱ ジ　ー　ナ　ス
代表取締役
濱　　片　　正　　博

〒561-0858　豊中市服部西町３－14－１
TEL 06-6152-8067　FAX 06-6152-8068

㈱JR西日本コミュニケーションズ
交通メディア本部長
木 村 和 昭

〒530-0003　大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ8F
TEL 06-6344-5006　FAX 06-6344-7127

㈱ジェネックス
代表取締役
山　　田　　治　　安

〒564-0043　吹田市南吹田１－14－10
中川ビル

TEL 06-6382-2777　FAX 06-6382-2778

㈱システムリースA 大阪営業所
代表取締役
栄　　喜　　俊　　夫

〒561-0834　豊中市庄内栄町５-11-10
TEL 06-6334-8880　FAX 06-6334-8860

㈱ 尚 建 ビ ル ト
代表取締役
安　　田　　尚　　浩

〒581-0854　八尾市大竹４-101- １
TEL 042-920-7835　FAX 072-920-7836

㈱　尚　工　舎
代表取締役
塩　　 田　　 良 太 郎

〒534-0023　大阪市都島区都島南通２- ２-18
TEL 06-6921-4171　FAX 06-6921-4173

㈲　　新　　栄
代表取締役社長
水　　沼　　　　　博

〒562-0031　箕面市小野原東１－３－16
TEL 072-730-6106　FAX 072-728-5556

㈱ 杉 本 工 芸 社
代表取締役
杉　　本　　昭　　雄

〒569-1144　高槻市大畑町８－２
TEL 072-696-0175　FAX 072-696-0786

㈲ セイコー工芸
代表取締役
鎌　　倉　　慶　　一

〒533-0022　大阪市東淀川区菅原３－４－24
TEL 06-6329-2222　FAX 06-6326-9964

㈱大鐵サイン工業
代表取締役
辻　　本　　雅　　昭

〒566-0052　摂津市鳥飼本町４－３－32
TEL 072-654-9247　FAX 072-654-9347

㈱大明社 大阪支店
取締役社長
道　　場　　孝　　一

〒530-0003　大阪市北区堂島２－１－27 桜橋千代田ビル４F
TEL 06-6341-3321　FAX 06-6341-3323

㈱　髙　　　天
代表取締役
山　　内　　　　　武

〒569-0011　高槻市道鵜町６- ６-1
TEL 072-660-5673　FAX 072-669-1114

髙村電機工業㈱
代表取締役
髙　　村　　浩　　次

〒559-0005　大阪市住之江区西住之江４－11－27
TEL 06-6674-2511　FAX 06-6674-5272
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多　田　宣　伝
代　表　者
多　　田　　宅　　雄

〒534-0027　大阪市都島区中野町３－４－３
TEL 06-6358-6567　FAX 06-6358-6517

㈱　チ　タ　ン
代表取締役
村　　岡　　弘　　章

〒530-0023　大阪市北区黒崎町４-13 AZITOビル2F
TEL 06-6136-3293　FAX 06-6136-3294

中 央 広 告 ㈱
代表取締役
市　　口　　勝　　正

〒534-0024　大阪市都島区東野田町4-17-3 中央広告ビル
TEL 06-6351-7986　FAX 06-6351-1913

㈱ Ｔ＆Ｔアド
代表取締役
金　　谷　　卓　　実

〒530-0057　大阪市北区曾根崎１－１－２
TEL 06-6130-3200　FAX 06-6130-3201

㈱TAKE-on
代表取締役
竹 田 義 嗣

〒561-0846　豊中市利倉東２－13－１
TEL 06-6865-8522　FAX 06-6865-8523

デコラティブシステム㈱
代表取締役
鶴　　見　　芳　　令

〒564-0011　吹田市岸部南３－６－15
TEL 06-6318-0600　FAX 06-6318-0606

㈱ 鉄 道 広 告 社
代表取締役社長
鹿　　嶋　　徹　　子

〒530-0043　大阪市北区天満３－６－３
TEL 06-6352-5551　FAX 06-6352-5555

東亜レジン㈱大阪営業所
所　　長
高　　場　　弘　　和

〒569-0844　高槻市柱本３－19－10
TEL 072-678-1228　FAX 072-678-1262

導　　　夢
代表者
平　　山　　和　　彦

〒566-0062　摂津市鳥飼上２－４－47
TEL 072-653-5009　FAX 072-653-0312

とも栄広告㈱
代表取締役社長
広　　井　　良　　平

〒530-0004　大阪市北区堂島浜２－１－11
TEL 06-6341-8000　FAX 06-6341-8018

㈲ 中 野 工 芸
代表取締役
中　　野　　将　　司

〒567-0865　茨木市横江１－６－26
TEL 072-637-6688　FAX 072-637-6689

㈱　ナ　ニ　ワ
代表取締役
田 辺 光 代

〒581-0027　八尾市八尾木1－233
TEL 072-922-0245　FAX 072-991-3779

㈱　　日　　宣
代表取締役
古　　澤　　み ち よ

〒530-0001　大阪市北区梅田３－４－５ 毎日新聞ビル４F
TEL 06-6453-5757　FAX 06-6453-5717

ニ　チ　エ　㈱
代表取締役
吉　　田　　伸　　行

〒532-0033　大阪市淀川区新高１－６－28
TEL 06-6399-6601　FAX 06-6399-7501

㈱ 日 東 建 装 社
代表取締役
野　　髙　　俊　　彦

〒530-0015　大阪市北区中崎西２－３－６
TEL 06-6371-5471　FAX 06-6372-0117

㈱日塔設計事務所
代表取締役
土 屋 久 安

〒531-0071　大阪市北区中津７－４－24
TEL 06-6451-7515　FAX 06-6451-1530

花　　　　　園
代　表　者
谷　　澤　　庸　　禎

〒530-0002　大阪市北区曽根崎新地2丁目1-18
TEL 06-6341-0487　FAX 06-6341-0488

㈱　播　万
代表取締役
上 向 井　　敏　　伸

〒563-0025　池田市城南２－３－７
TEL 072-751-1551　FAX 072-751-5771

ヒ カ リ 工 芸
代表者
山　　下　　　　　光

〒566-0043　摂津市一津屋３－６－２
TEL 06-6340-9900　FAX 06-6340-0018

㈲平野架設工芸
代表取締役
平　　野　　雄　　児

〒561-0855　豊中市野田町11－５
TEL 06-6332-2626　FAX 06-6332-2627

㈱デコラム大阪営業所
所長
実　　国　　　　　宏

〒564-0044　吹田市南金田１－９－１
TEL 06-6155-5751　FAX 06-6155-5761

㈲ビワデザイン工芸
代表取締役
西　　村　　健　　治

〒533-0011　大阪市東淀川区大桐２－19－９
TEL 06-6320-0674　FAX 06-6320-0688

㈱フォトクラフト社
代表取締役社長
松　　本　　良　　弥

〒532-0003　大阪市淀川区宮原２－14－28
TEL 06-6396-0123　FAX 06-6395-0961

富士フィルムイメージングシステムズ㈱大阪営業所
所　長
半　　田　　　　　茂

〒541-0042　大阪市中央区今橋４－３－18 HK今橋ビル８F
TEL 06-6205-6530　FAX 06-6205-6531

㈱ フジモト工芸
代表取締役
藤　　本　　良　　男

〒531-0073　大阪市北区本庄西3－7－20
TEL 06-6359-0604　FAX 06-6359-0607

㈱ 平 成 工 芸
代表取締役
山　　本　　隆　　二

〒660-0805　尼崎市西長洲町２－８－14
TEL 06-6482-1556　FAX 06-6482-1559

㈲ベーシックジム
代表取締役
織　　田　　貴　　子

〒530-0047　大阪市北区西天満３－２－６
TEL 06-6362-8627　FAX 06-6362-8628

㈲ホールド
代表取締役
宮　　崎　　輝 登 史

〒581-0812　八尾市山賀町５－49
TEL 072-924-0092　FAX 072-924-0085

㈱堀内カラー 大阪メディアセンター
課　　　長
丹　　羽　　幹　　浩

〒530-0028　大阪市北区万才町３－17
TEL 06-6313-2361　FAX 06-6366-5164

マ　ッ　ク　㈱
取締役
松　　村　　智　　惠

〒550-0014　大阪市西区北堀江４－16－４
TEL 06-6543-8134　FAX 06-6543-8133

㈱　万　平　社
代表取締役
木　　部　　充　　雄

〒560-0021　豊中市本町１－５－１
TEL 06-6855-3561　FAX 06-6857-0036

㈲ ミ ナ ミ 工 芸
代表取締役
南　　　　　光　　蔵

〒533-0013　大阪市東淀川区豊里７－21－８
TEL 06-6327-1505　FAX 06-6327-3290

ミ ノ ル 工 芸 ㈱
代表取締役
野 々 村　　隆　　夫

〒533-0004　大阪市東淀川区小松４－９－32
TEL 06-6327-4448　FAX 06-6329-7989

㈱ ムラカミ
代表取締役
村　　上　　　　　浩

〒561-0845　豊中市利倉２－20－19
TEL 06-6862-8506　FAX 06-6862-8507

もみじや看板広告社
代　表　者
笠　　松　　　　　剛

〒532-0023　大阪市淀川区十三東２－６－18
TEL 06-6301-3221　FAX 06-6300-0210

㈱ヤマテック
代表取締役
青　　山　　良　　一

〒590-0017　堺市堺区北田出井町１－５－９
TEL 072-222-3675　FAX 072-227-0037

㈱　ユ　ウ　工　業
代表取締役
三　　田　　敏　　彦

〒566-0055　摂津市新在家1-14-24
TEL 06-6827-4181　FAX 06-6827-4182

㈱　リ　ー　ド
取締役社長
坂　　井　　忠　　司

〒530-0001　大阪市北区梅田１丁目1-3 大阪駅前第３ビル14Ｆ
TEL 06-6346-0531　FAX 06-6346-5134

㈱立　　匠
代表取締役
錦　　織　　万 希 也

〒566-0035　摂津市鶴野4－10－18
TEL 072-632-8660　FAX 072-632-1052

㈱ワイロード企画
代表取締役
藤　　原　　和　　俊

〒563-0023　池田市井口堂１－10－27
TEL 072-760-4455　FAX 072-760-4456
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支 　 部 　 長  日根野谷　裕一
副 支 部 長 松　田　政　幸
　　 〃 宮　地　義　貞西 支 部

アオイネオン㈱大阪支店
支　店　長
荒　　波　　正　　裕

〒541-0057　大阪市中央区北久宝寺町４－３－５
本町サミットビル３階

TEL 06-6281-3621　FAX 06-6281-3623

㈱アップルート
代表取締役
本　　間　　幸　　夫

〒542-0061　 大阪市中央区安堂寺町２－１－10
第17松屋ビル730号

TEL 06-6767-7810　FAX 06-6767-7811

㈲アド・イースト
代表取締役
服　　部　　泰　　久

〒537-0024　大阪市東成区東小橋2-1-1 東野ビル1F
TEL 06-6975-6767　FAX 06-6975-6768

㈱アドウイング
代表取締役
渡　　邉　　洋　　司

〒530-0044　大阪市北区東天満２－10－31第９田渕ビル１F
TEL 06-4400-7377　FAX 06-4801-8815

アドトップ ㈱
代表取締役
細　　川　　公　　志

〒542-0064　大阪市中央区上汐１－４－８
TEL 06-6768-9105　FAX 06-6768-9761

㈱ ア ド バ ン
代表取締役
片　　岡　　睦　　夫

〒542-0081　大阪市中央区南船場2－5－12 クリスタファイブ1F
TEL 06-6263-2525　FAX 06-6263-0808

㈲アドリーズ
代表取締役
三　　吉　　清　　和

〒550-0012　大阪市西区立売堀５－４－７－101
TEL 06-6535-7755　FAX 06-6535-7789

㈱ アド・リーム
代表取締役
滝　　田　　充　　彦

〒540-0037　大阪市中央区内平野町１－１－６
シティコープ大手前402

TEL 06-6942-4747　FAX 06-6942-3800

㈱ アド・レシーヴ
代表取締役
山　　﨑　　祥　　広

〒542-0083　大阪市中央区東心斎橋１－11－13－405
TEL 06-6258-7555　FAX 06-6258-7556

㈱ア リ シ バ
代表取締役
宮　　本　　晴　　之

〒553-0003　大阪市福島区福島３－８－８
TEL 06-6453-3794　FAX 06-6453-3790

㈱ 生 駒 工 業 所
代表取締役
高　　橋　　正　　巳

〒635-0817　奈良県北葛城郡広陵町寺戸441-7
TEL 0745-57-0952　FAX 0745-57-1768

㈲  一  心  堂
代表取締役
夏　　目　　健　　一

〒552-0003　大阪市港区磯路３－12－26
TEL 06-6571-0713　FAX 06-6571-5573

㈱エキスプレス社大阪支社
取締役支社長
和　 泉　　　　　 茂

〒542-0081　大阪市中央区南船場４丁目11-19
心斎橋鉄田ビル

TEL 06-6244-1661　FAX 06-6244-1753

㈱エス・ピー・エース
代表取締役
竹　　内　　　　　豊

〒542-0081　大阪市中央区南船場2-3-4 日宝長堀ビル7F
TEL 06-6227-8966　FAX 06-6227-8967

大阪クロード㈱
代表取締役社長
松 田 政 幸

〒553-0001　大阪市福島区海老江８－11－21
TEL 06-6451-1273　FAX 06-6458-2734

㈱大阪実業広告社
代表取締役
島　　田　　佳　　明

〒542-0063　大阪市中央区東平２－３－20
TEL 06-6761-1181　FAX 06-6761-1187

㈱オオワン企画
代表取締役
大　　湾　　政　　次

〒554-0012　大阪市此花区西九条４－３－26
TEL 06-6467-7717　FAX 06-6467-7718

㈱ オ ノ 工 芸
代表取締役
尾　　野　　郁　　雄

〒553-0001　大阪市福島区海老江７－18－18　大標ビル1F
TEL 06-6451-5822　FAX 06-6451-5885

関西メディアサービス㈱
代表取締役
細　　川　　公　　志

〒542-0064　大阪市中央区上汐１－４－８
TEL 06-6765-1872　FAX 06-6768-9031

㈱ 共 栄 企 画
代表取締役
本　　儀　　　　　純

〒550-0011　大阪市西区阿波座1－9－9 阿波座パークビル2F
TEL 06-6534-1731　FAX 06-6534-0691

協 和 広 告 ㈱
代表取締役
橋　　本　　信　　二

〒542-0062　大阪市中央区上本町西5-2-4
TEL 06-6762-7712　FAX 06-6762-8245

㈱京阪エージェンシー
代表取締役社長
稲　　田　　　　　朗

〒540-0008　大阪市中央区大手前1-7-24 京阪天満橋ビル
TEL 06-4792-0810　FAX 06-4792-0813

㈱CORE・CUBE
代表取締役
今　　田　　晴　　久

〒553-0001　大阪市福島区海老江5-2-2 大拓ビル5-602
TEL 06-6225-7530　FAX 06-6225-7531

㈱弘亜社　大阪支社
支　社　長
三 浦 孝 治

〒541-0048　大阪市中央区瓦町4-8-4 井門瓦町第2ビル6F
TEL 06-6484-5303　FAX 06-6484-5304

㈱ 広 告 商 事
代表取締役社長
田　　 中　　 平 八 郎

〒541-0056　大阪市中央区久太郎町１－４－８
TEL 06-6262-1313　FAX 06-6261-1340

㈱交通アドセンター
代表取締役
岡　　本　　信　　貴

〒550-0014　大阪市西区北堀江1－12－10 第1山田ビル3F
TEL 06-6534-3305　FAX 06-6534-3363

㈱　光　陽　社
代表取締役
犬 養 岬 太

〒550-0012　大阪市西区立売堀4-5-21
TEL 06-4395-5248　FAX 06-4395-5604

㈱五木エージェンシー
代表取締役
神　　代　　憲　　生

〒542-0081　大阪市中央区南船場２－６－10 ツチノビル５Ｆ
TEL 06-6271-4861　FAX 06-6266-9285

㈲ サ イ ン 工 房
代表取締役
仲　　　　　鉄　　雄

〒639-0236　奈良県香芝市磯壁１－1043－３
TEL 0745-79-2887　FAX 0745-79-2889

㈲サインサービス
代表取締役
宮　　地　　義　　貞

〒576-0017　交野市星田北1－51－1
TEL 072-391-0890　FAX 072-391-0091

㈱サントップ
代表取締役
中　　村　　浩　　也

〒550-0014　大阪市西区北堀江1－14－9
TEL 06-4390-0200　FAX 06-4390-1500

㈱　　商　　報
代表取締役
森 實 隆 一

〒599-8231　堺市中区学園町２－20
TEL 072-234-8000　FAX 072-234-0220

㈱ Ｃ Ｍ 大 阪
代表取締役
山　　口　　親　　房

〒542-0061　大阪市中央区安堂寺町2-5-7
ドルフOSAKA安堂寺ビル11Ｆ

TEL 06-6768-2909　FAX 06-6768-8772

㈱JTBコミュニケーションデザイン
西日本営業統括
守 田 貢 雄

〒541-0056　大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル6F
TEL 06-4964-8830　FAX 06-4964-8807

新和興業㈱
代表取締役社長
佐 藤 敏 夫

〒555-0025　大阪市西淀川区姫里2-6-26
TEL 06-6473-1255　FAX 06-6473-6978

セルカム㈱
代表取締役
安　　藤　　　　　幹

〒540-6591　大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1F
TEL 06-6942-4436　FAX 06-6943-7468

㈱　　全　　広
代表取締役
北　　尾　　嘉　　規

〒551-0011　大阪市大正区小林東３－19－22
TEL 06-6551-3800　FAX 06-6551-3008

㈱ 総 合 廣 告 社
代表取締役
大　　野　　　　　隆

〒542-0073　大阪市中央区日本橋１－21－21
TEL 06-6643-0606　FAX 06-6643-6377

第 一 宣 伝 ㈱
代表取締役
伊　　藤　　陽　　祐

〒553-0003　大阪市福島区福島５-１-12 阪神福島駅ビル６F
TEL 06-6451-0452　FAX 06-6451-0460

㈱ ダ イ カ ン
代表取締役
仁　　義　　　　　修

〒551-0002　大阪市大正区三軒家東３－１－７
TEL 06-6551-2020　FAX 06-6551-0879
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㈱  大  興  社
代表取締役
徳　　村　　美　　保

〒542-0072　大阪市中央区高津３－２－26
TEL 06-6631-0155　FAX 06-6631-0154

大光宣伝㈱大阪支店
代表取締役社長
山　　田　　善　　久

〒542-0076　大阪市中央区難波２-３-11 難波八千代ビル11階
TEL 06-6211-5011　FAX 06-6211-5055

ダイゴー㈱
代表取締役
志　　方　　弘　　嗣

〒550-0022　大阪市西区本田4-7-13
TEL 06-6581-1961　FAX 06-6581-1733

㈱大同  大阪支店
専務取締役
田　　実　　昭　　二

〒550-0001　大阪市西区土佐堀1-6-20 新栄ビル804
TEL 06-6459-3315　FAX 06-6459-3439

㈱TOMOE 関西支社
支社長
北　　野　　利　　之

〒550-0002　大阪市西区江戸堀１－２－11　大同生命南館5F
TEL 06-4803-8722　FAX 06-4803-8723

七 曜 企 画 ㈱
代表取締役
中　　尾　　晴　　康

〒542-0082　大阪市中央区島之内１-21-24
ファーストK島之内ビル

TEL 06-6245-6231　FAX 06-6243-0395

日本広告企業㈱
代表取締役
日根野谷　　裕　　一

〒550-0002　大阪市西区江戸堀１-４-23 撞木橋ビル２F
TEL 06-6441-1991　FAX 06-6445-2299

㈱ 日本宣交社
代表取締役社長
鷲　　北　　智　　秀

〒541-0054　大阪市中央区南本町２－６－12
サンマリオンNBFタワー 11F

TEL 06-6241-3301　FAX 06-6241-3302

㈱ 日 本 電 装
代表取締役社長
道　　祖　　健　　吾

〒542-0064　大阪市中央区上汐２－６－23
TEL 06-6762-9135　FAX 06-6762-9138

日 本 サ イ ン ㈱
代表取締役
北　　 山　　 誉 至 宗

〒550-0012　大阪市西区立売堀２-1-9 日建ビル6F
TEL 06-6533-1033㈹　FAX 06-6533-1035

㈱阪神コンテンツリンクサイン制作部大阪事業所
代表取締役
北　 口　 正　 人

〒553-0002　大阪市福島区鷺洲１- ９- ２
TEL 06-6347-5301　FAX 06-6347-5302

㈱ビーアンドピー
取締役
和 田 山　　朋　　弥

〒550-0002　大阪市西区江戸堀２-6-33
TEL 06-6448-1801　FAX 06-6448-1802

表示灯㈱大阪支社
執行役員・支社長
税 所 直 矢

〒541-0051　大阪市中央区備後町4-2-10（表示灯ビル）
TEL 06-6202-2611　FAX 06-6223-1480

㈱　風　光　社
代表取締役
細　　川　　公　　志

〒542-0064　大阪市中央区上汐１－４－８
TEL 06-6768-9101　FAX 06-6768-9155

㈱　本　州　堂
代表取締役
長　　澤　　恵　　子

〒542-0081　大阪市中央区南船場４-12-24
現代心斎橋ビル7Ｆ

TEL 06-6245-7500　FAX 06-6245-5295

㈱ヤスハラ工芸
代表取締役
安　　原　　幸　　司

〒551-0003　大阪市大正区千島1－1－48
TEL 06-6554-8668　FAX 06-6553-6586

㈱ユニオンアート・プロダクト
代表取締役
中　　津　　義　　明

〒550-0012　大阪市西区立売堀4-6-9
TEL 06-6532-7845　FAX 06-6532-7847
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支 　 部 　 長  金　井　和　人
副 支 部 長 荒　石　浩　二
　 　 〃 吉　野　通　洋東 支 部

㈱アートクリエーション
代表取締役
久 保 田　　　　　 修

〒577-0007　東大阪市稲田本町２－４－25
TEL 06-6746-2010　FAX 06-6746-3010

㈱R&B・Company
代表取締役社長
高　　山　　幸　　治

〒547-0001　大阪市平野区加美北７－４－20
TEL 06-6795-0501　FAX 06-6795-0502

㈲ ア イ ズ ア ー ト
取締役
山　　本　　　　　勇

〒581-0068　八尾市跡部北の町１－２－32
TEL 072-928-4311　FAX 072-928-4312

㈱青木工務所
代表取締役
青　　木　　裕　　一

〒566-0065　摂津市鳥飼新町１－４－13
TEL 072-646-8093　FAX 072-646-8094

旭　巧　芸　㈱
代表取締役
長 谷 川　　剛　　志

〒573-0164　枚方市長尾谷町１－53－１
TEL 072-808-8836　FAX 072-808-8854

アド・サイン㈱
代表取締役
河　　本　　秀　　明

〒547-0002　大阪市平野区加美東２－７－22
TEL 06-6796-3501㈹　FAX 06-6796-3510

㈱アドサカグチ
代表取締役
永　　﨑　　浩　　隆

〒666-0121　川西市平野２－11－14
TEL 072-793-0258　FAX 072-792-3372

㈱ ア ド し ん
代表取締役
西　　 川　　　　 聡

〒577-0067　東大阪市高井田西２－２－２
TEL 06-6789-4111　FAX 06-6789-4112

㈱ ア　ド　ス　タ　ー
代表取締役
長 谷 川　　 義　　 則

〒547-0014　大阪市平野区長吉川辺２－３－８
TEL 06-6769-8811　FAX 06-6769-0811

㈱アドセシオ
代表取締役
植 野 栄 海

〒547-0034　大阪市平野区背戸口4-3-5 丸徳ビル４F
TEL 06-7850-3233　FAX 06-7850-3234

㈱アド・トキワ
代表取締役
高　　島　　直　　幸

〒570-0043　守口市南寺方東通６－９－20
TEL 06-6993-5139　FAX 06-6993-5134

㈱ ア ド 毎 広
代表取締役社長
田　　中　　商　　人

〒572-0025　寝屋川市石津元町15－15
TEL 072-838-0001　FAX 072-827-2727

㈱イトウ工芸
代表取締役
工　　藤　　哲　　弘

〒570-0043　守口市南寺方東通６-10-20
TEL 06-6998-1107　FAX 06-6998-1106

㈲エイ・アル・エイ
代表取締役
荒　　石　　浩　　二

〒577-0033　東大阪市御厨東１－９－56
TEL 06-6788-2014　FAX 06-6788-6402

㈱エクサート
代表取締役
稲　　越　　大　　樹

〒550-0013　大阪市西区新町1－31－6 フリーデ新町202号室
TEL 06-6684-9109　FAX 06-6684-9102

㈱　オ　ザ　キ
代表取締役
尾　　﨑　　　　　健

〒581-0834　八尾市萓振町１－145
TEL 072-924-2772　FAX 072-924-2776

㈱カタウラ工芸
代表取締役社長
 形　　浦　　修　　司

〒577-0015　東大阪市長田１－２－17
TEL 06-6789-1912　FAX 06-6788-7275

㈲ か な ん 工 芸
代表取締役
武　　本　　安　　弘

〒585-0012　南河内郡河南町加納296
TEL 0721-93-2538　FAX 0721-93-2895

㈱ カマダ工芸 大阪本社
代表取締役社長
鎌　　田　　和　　重

〒577-0067　東大阪市高井田西１－１－５
TEL 06-6783-5561　FAX 06-6782-0565

カ ワ ム ラ 工 芸
代　表　者
川　　村　　謙　　吉

〒581-0854　八尾市大竹３－102
TEL 072-941-2286　FAX 072-941-2287

㈱キモトサイン
代表取締役
上 田 和 行

〒537-0001　大阪市東成区深江北２－４－28
TEL 06-6972-6671　FAX 06-6981-6119

㈱ ク サ カ 製 作 所
代表取締役
草　　加　　桂　　史

〒581-0812　八尾市山賀町３－15
TEL 072-999-7005　FAX 072-996-6286

ＧＲＩＰ㈱
取締役
長　　町　　邦　　貴

〒630-0201　奈良県生駒市小明町1144-3-402
TEL 0743-74-4879　FAX 0743-74-4879

㈱ グローアップ
代表取締役
安　　田　　照　　彦

〒571-0002　門真市岸和田２－17－29
TEL 072-881-0909　FAX 072-881-1909

クロカワ工芸㈱ 大阪営業所
代表取締役
黒　　川　　賢　　一

〒577-0058　東大阪市足代北1-3-21 足代北パークマンション6　6-D
TEL 06-4307-6025　FAX 06-4305-7100

㈲　　三　　愛
代表取締役
三　　吉　　繁　　清

〒566-0073　摂津市鳥飼和道１－１－10
TEL 06-6829-2155　FAX 06-6829-2156

三晃プラスチック工業㈱
代表取締役社長
金　　井　　和　　人

〒583-0848　羽曳野市川向2061
TEL 072-958-0447　FAX 072-958-0487

㈱ サ ン ス ク
代表取締役
亀　　本　　良　　孝

〒601-8212　京都市南区久世上久世町724－１
TEL 075-931-1131　FAX 075-931-0327

三和サインワークス㈱大阪支店
代表取締役社長
長　　田　　伸　　之

〒530-0001　大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビルディング16F
TEL 06-6453-3002　FAX 06-6453-3022

㈱ジーノーツ
代表取締役
古　　賀　　義　　隆

〒572-0077　寝屋川市点野５－４－14
TEL 072-830-5155　FAX 072-830-5156

㈱ジョブサイン
代表取締役
尾　　垣　　仲　　造

〒577-0836　東大阪市渋川町３－7－3
TEL 06-6720-1005　FAX 06-6720-1006

シンエー産業
代　表　者
上　　岡　　秀　　行

〒583-0856　羽曳野市白鳥３－５－16
TEL 072-957-7671　FAX 072-957-7672

㈱　新　有
代表取締役
山　　下　　郁　　之

〒547-0016　大阪市平野区長吉長原１－７－６－302
TEL 079-568-7791　FAX 079-568-7792

㈱Skill
代表取締役
勢 戸 琢 也

〒669-1357　兵庫県三田市東本庄2272
TEL 079-568-7791　FAX 079-568-7792

㈱創研プランニング
代表取締役
楠　　戸　　豪　　人

〒547-0001　大阪市平野区加美北8-18-40
TEL 06-4303-2666　FAX 06-4303-2668

㈱ 第一広房 OSAKA
代表取締役
吉 野 通 洋

〒540-0034　大阪市中央区島町2-1-15 ITビル4F
TEL 06-6946-7555　FAX 06-6946-7557

㈱  大  協  社
代表取締役
伊　　藤　　和　　也

〒547-0011　大阪市平野区長吉出戸6－14－36
TEL 06-6705-7888　FAX 06-6705-5300

㈱　大　宣　企　画
代表取締役
黒　　田　　諒　　一

〒577-0826　東大阪市大蓮北４－８－23
TEL 06-6723-1593　FAX 06-6723-1521

㈱大　　　勝
代表取締役社長
松　　村　　康　　至

〒577-0841　東大阪市足代１－２－17
TEL 06-6728-1251　FAX 06-6728-4707

ダイショウサイン㈱
代表取締役
畑　　中　　　　　剛

〒578-0921　東大阪市水走１－19－13
TEL 072-963-3235　FAX 072-963-3020
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㈱大和広告社
代表取締役
田　　下　　清　　志

〒537-0024　大阪市東成区東小橋１-１-11 竹内ビル２F
TEL 06-6972-3681　FAX 06-6972-3684

鷹 塚 工 芸 ㈱
代表取締役
木　　本　　　　　勝

〒546-0013　大阪市東住吉区湯里２- ８- ８
TEL 06-6704-1331　FAX 06-6797-7609

宝 ネ オ ン ㈱
代表取締役
中　　井　　啓　　之

〒535-0002　大阪市旭区大宮２－27－10
TEL 06-6951-5761　FAX 06-6955-2308

㈱　　ダ　　ン ．
代表取締役
團　　　　　忠　　男

〒573-0013　枚方市星丘２－33－21
TEL 072-847-5051　FAX 072-848-7896

㈱ 電 飾 工 業
代表取締役
三　　浦　　行　　夫

〒577-0836　東大阪市渋川町４－５－12
TEL 06-6722-3061　FAX 06-6727-2574

㈱ 東 洋 商 事
代表取締役
向　　内　　信　　次

〒546-0013　大阪市東住吉区湯里５－19－27
TEL 06-6797-5726　FAX 06-6702-3893

中 井 銘 鈑 ㈱
代表取締役
中　　井　　誠　　治

〒538-0044　大阪市鶴見区放出東１－32－７
TEL 06-6968-7158　FAX 06-6968-1048

㈲ ナ ス 企 画
代表取締役
笠　　原　　達　　夫

〒572-0084　寝屋川市香里南之町６－４
TEL 072-832-3131　FAX 072-832-3135

ナンバネオン㈱
代表取締役
秋　　葉　　康　　彦

〒547-0002　大阪市平野区加美東６－15－10
TEL 06-6794-1110　FAX 06-6794-5000

㈲ネオ・サイン
代表取締役
藤　　澤　　繁　　美

〒571-0048　門真市新橋町29－13
TEL 06-6900-8139　FAX 06-6900-8140

ハ ッ ピ ー 企 画
代　表　者
秋　　山　　豊　　一

〒580-0046　松原市三宅中６－13－29
TEL 072-337-8655　FAX 072-337-8633

林　　工　　芸
取締役
林　　　　　昭　　信

〒545-0002　大阪市阿倍野区天王寺町南2－5－11
TEL 06-6714-6621　FAX 06-6714-6621

ヒカリネオン㈱
代表取締役
山　　田　　善　　輝

〒538-0041　大阪市鶴見区今津北３－３－２
TEL 06-6969-7691　FAX 06-6969-7693

㈱ ひ か り 広 告
代表取締役
長 谷 部　　正　　明

〒570-0014　守口市藤田町２－１－19
TEL 06-6902-8351　FAX 06-6902-8353

㈱ビソーコーポレーション
代表取締役社長
田　　 中　　 誠 一 郎

〒577-0056　東大阪市長堂３－14－６
TEL 06-6782-0725　FAX 06-6781-2059

㈱ 一 工 芸
代表者
木 南 憲 二

〒569-0101　岸和田市包近町516－２
TEL 072-440-3377　FAX 072-440-3399

㈱ フ ァ ル コ
代表取締役
北　　岡　　聡　　夫

〒547-0033　大阪市平野区平野西５－７－14
TEL 06-6704-5008　FAX 06-6770-5815

㈱フジ・アート
代表取締役
小 久 保　　 和　　 志

〒547-0001　大阪市平野区加美北6-7-31
TEL 06-6791-7054　FAX 06-6792-0131

フジテント工芸
代　表　者
藤　　田　　憲　　康

〒570-0053　守口市高瀬町２－10－８
TEL 06-6991-6388　FAX 06-6991-6389

㈲ プ ラ ス
代表取締役
荒 井 慎 一

〒536-0016　大阪市城東区蒲生１－４－25
TEL 06-6933-7878　FAX 06-6933-0808

㈱ 古 川 広 告 社
代表取締役社長
小　　安　　德　　郎

〒577-0827　東大阪市衣摺６－１－28
TEL 06-6727-0601　FAX 06-6728-1740

㈱ポップ工芸
代表取締役
中　　村　　雅　　英

〒581-0875　八尾市高安町南６－２
TEL 072-928-0444　FAX 072-928-0445

マ ク テ ッ ク ㈱
代表取締役
前　　田　　忠　　幸

〒547-0016　大阪市平野区長吉長原4-11-20
TEL 06-6700-1178　FAX 06-6700-1194

MACROn
代　表　者
若　　 山　　 高　 広

〒570-0043　守口市南寺方東通３- ８-11
TEL 06-4397-7931　FAX 06-4397-7932

㈱マストキタノ
代表取締役
北　　 野　　 浅 太 郎

〒546-0022　大阪市東住吉区住道矢田8-1-20
TEL 06-6705-1553　FAX 06-6705-1560

㈲ ミ ナ ミ 工 芸
代表取締役
南　　　　　成　　吉

〒535-0022　大阪市旭区新森３－５－１
TEL 06-6955-6363　FAX 06-6955-6367

㈱南プロセス工芸社
代表取締役
礒　　谷　　哲　　哉

〒547-0045　大阪市平野区平野上町１－11－17
TEL 06-6792-2300　FAX 06-6792-2301

㈱ ミネテック
代表取締役
加　　藤　　和　　美

〒544-0022　大阪市生野区舎利寺２－10－３
TEL 06-6711-2727　FAX 06-6711-2728

㈱ 桃 太 郎
代表取締役
笠 谷 周 正

〒542-0075　大阪市中央区難波千日前７－12
TEL 06-6631-5701　FAX 06-6643-6272

㈲ 森 下 金 属 工 芸
代表取締役
森　　下　　晋　　吾

〒544-0015　大阪市生野区巽南２－３－５
TEL 06-6754-1859　FAX 06-6754-6960

㈲モンテージ
代表取締役
近　　藤　　伸　　二

〒577-0037　東大阪市御厨西之町２－１－24
TEL 06-6788-3085　FAX 06-6788-3086

 ㈲ 山 田 産 業
代表取締役
山　　田　　順　　一

〒571-0042　門真市深田町27－14
TEL 06-6916-4335　FAX 06-6916-4336

吉 田 工 芸 社
代　表　者
吉　　田　　泰　　幸

 〒571-0031　門真市古川町10－５
TEL 06-6906-0777　FAX 06-6906-1259
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支 　 部 　 長  杉　田　和　士
副 支 部 長 住　友　正　英南 支 部

アイセイアド
代表者
中　　山　　伸　　治

〒558-0055　大阪市住吉区万代6-20-3
TEL 06-7172-7705　FAX 06-7163-7001

㈱ ア ド 南 海
代表取締役
大　　江　　省　　二

〒556-0011　大阪市浪速区難波中１－10－４ 南海野村ビル
TEL 06-6644-7221　FAX 06-6644-7246

㈱ ア ド 近 鉄
代表取締役社長
工 藤 和 秀

〒543-0071　大阪市天王寺区生玉町３－10
TEL 06-6774-5400　FAX 06-6774-5565

アド・ブレーン㈱
代表取締役
藤　　井　　謙　　一

〒557-0014　大阪市西成区天下茶屋３－14－10
TEL 06-6654-1711　FAX 06-6653-5173

㈱ウヱムラ研造社
代表取締役社長
長　　田　　洋　　典

〒543-0001　大阪市天王寺区上本町6-9-10 青山ビル本館601-1号
TEL 06-6774-6500　FAX 06-6774-6700

㈱エスビジョンエンタープライズ
事業統括部長
山　　本　　　　　一

〒591-8037　堺市北区百舌鳥赤畑町１－34－８
TEL 072-246-5811　FAX 072-246-5833

㈲ エ ビ ス ヤ
代表取締役
戎　　谷　　尚　　人

〒558-0001　大阪市住吉区大領５－６－31
TEL 06-6693-1569　FAX 06-6694-3467

エントロス㈱
取締役
山　　元　　栄　　一

〒559-0025　大阪市住之江区平林南１-７-７
TEL 06-6686-2121　FAX 06-6686-3131

㈱大阪オリコミ
代表取締役
冨　　田　　栄　　次

〒545-0011　大阪市阿倍野区昭和町２- ５-２
TEL 06-6621-1481　FAX 06-6621-1433

㈱おおつか工芸
代表取締役
大　　塚　　敏　　幸

〒590-0048　堺市堺区一条通８－13
TEL 072-238-0101　FAX 072-238-0138

㈱ 大 塚 広 告 社
代表取締役
大　　塚　　通　　夫

〒556-0005　大阪市浪速区日本橋３－１－10
TEL 06-6630-0500　FAX 06-6630-0505

オートリ工芸
代表者
森　　田　　　　　勲

〒593-8324　堺市西区鳳東町７丁750－10
TEL 072-273-0475　FAX 072-271-4121

㈱ カ シ ヤ マ
代表取締役社長
樫　　山　　宗　　嗣

〒590-0026　堺市堺区向陵西町3丁1－30
TEL 072-221-6611　FAX 072-221-3335

㈲カジモト工藝社
代表取締役
梶　　塚　　敏　　秀

〒556-0014　大阪市浪速区大国１－11－19
TEL 06-6649-1237　FAX 06-6649-1238

㈱ キナン　大阪営業所
所　　　長
原 田 貴 生

〒578-0984　東大阪市菱江1-15-10
TEL 072-965-0800　FAX 072-965-0802

㈱ キヌガワ
課　　　長
山 本 康 浩

〒559-0016　大阪市住之江区西加賀屋２－３－20
TEL 06-6681-0741　FAX 06-6681-0170

キングプリンティング㈱
代表取締役
津 村 武 志

〒557-0045　大阪市西成区玉出西２－７－16
TEL 06-6659-6341　FAX 06-6657-0515

㈱　近　創
取締役社長
山 口 仁 志

〒545-0052　大阪市阿倍野区阿部野橋筋1-5-1 あべのルシアス7F
TEL 06-6630-6290　FAX 06-6630-6296

㈱グッドウィルサービス
代表取締役
小　　畑　　　　　昭

〒597-0042　貝塚市名越1139－１
TEL 072-468-7591　FAX 072-468-9000

㈱　公　伝　社
代表取締役
小　　林　　健　　一

〒556-0016　大阪市浪速区元町１－８－９
TEL 06-6632-6251　FAX 06-6632-0575

鈴 木 廣 告 ㈱
代表取締役
鈴　　木　　康　　之

〒545-0005　大阪市阿倍野区三明町１- ４-18
TEL 06-6621-8874　FAX 06-6621-9011

住 友 広 告 ㈱
代表取締役社長
住　　友　　正　　文

〒556-0011　大阪市浪速区難波中２－７－２
TEL 06-6631-1871　FAX 06-6631-1839

第 一 工 芸 ㈱
代表取締役社長
綿　　谷　　賢　　治

〒546-0001　大阪市東住吉区今林４－７－９
TEL 06-4303-1001　FAX 06-4303-1002

㈱　　大　　國
代表取締役
北　　川　　雅　　詳

〒556-0012　大阪市浪速区敷津東３－６－６
TEL 06-6633-6231　FAX 06-6633-7745

㈱　　大　　宣
代表取締役社長
炭　　本　　光　　輝

〒591-8041　堺市北区東雲東町４－４－10
TEL 072-253-5050　FAX 072-258-3399

㈱大丸プラスチック
代表取締役
増　　田　　　　　卓

〒556-0014　大阪市浪速区大国３－８－14
TEL  FAX 06-6647-247406-6632-6443

6641-6888

㈱ つ く し 巧 芸
代表取締役
松　　尾　　　　　尚

〒556-0013　大阪市浪速区戎本町２－６－11
TEL 06-6648-1105　FAX 06-6648-1108

ティ ･エヌ企画
代　表　者
中　　西　　由　　朋

〒591-8001　堺市北区常磐町３－７－８
TEL 072-253-4207　FAX 072-253-4967

東 邦 宣 伝 ㈱
代表取締役
山　　川　　正　　二

〒543-0001　大阪市天王寺区上本町８－９－16
TEL 06-6772-0221　FAX 06-6772-0223

東 洋 広 告 ㈱
代表取締役
中　　村　　忠　　彰

〒543-0021　大阪市天王寺区東高津町5-16
TEL 06-6768-2485　FAX 06-6768-8009

斗 南 電 装 ㈱
代表取締役
杉　　田　　和　　士

〒591-8003　堺市北区船堂町２－２－２
TEL 072-252-6260　FAX 072-253-3287

㈱ 南 海 廣 告 社
代表取締役
安　　福　　　　　彰

〒556-0011　大阪市浪速区難波中２－７－15
TEL 06-6632-2985　FAX 06-6632-0241

㈱ 南 海 宣 伝 社
代表取締役
河　　崎　　進　　治

〒557-0014　大阪市西成区天下茶屋３－12－７
TEL 06-6661-2365　FAX 06-6659-4017

㈱ ネットテン
代表取締役
上 田 貴 志

〒558-0047　大阪市住吉区千躰２－２－24
TEL 06-6672-8888　FAX 06-6672-8750

ノガミアドテック
代　表　者
植　　田　　敏　　和

〒595-0801　泉北郡忠岡町高月北2丁目19-10
TEL 0725-41-2600　FAX 0725-45-5235

㈲ビゴップ
代表取締役
佐 々 木　　宣　　行

〒559-0012　大阪市住之江区東加賀屋３－７－11
TEL 06-6654-6512　FAX 06-6654-6513

㈱ 富 士 宣 伝 社
代表取締役
岡　　野　　雅　　啓

〒545-0043　大阪市阿倍野区松虫通１-13-15
TEL 06-6652-0522　FAX 06-6652-0523

㈱ファクトリー宗栄
代表取締役
高　　山　　宗　　弥

〒599-8254　堺市中区伏尾390
TEL 072-281-0912　FAX 072-281-0986

プロモコム㈱
代表取締役
岡　 本　　 治 三 郎

〒553-0003　大阪市福島区福島７－19－13マトバビル６F
TEL 06-6454-2022　FAX 06-6454-2023

㈱　　星　　光
代表取締役社長
岡　　村　　忠　　明

〒543-0028　大阪市天王寺区小橋町４－７
TEL 06-6768-5111　FAX 06-6768-6567
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松 岡 広 告 ㈱
代表取締役
松　　岡　　裕　　二

〒558-0041　大阪市住吉区南住吉１－５－８
TEL 06-6691-5356　FAX 06-6691-0414

㈲マニッシュ
代表取締役
柏　　原　　純　　二

〒556-0006　大阪市浪速区日本橋東1－8－5
TEL 06-6630-2155　FAX 06-6630-2156

㈱ミケランジェロ
代表取締役
香　　西　　良　　晴

〒559-0031　大阪市住之江区南港東３－１－26
TEL 06-6613-5785　FAX 06-6613-5781

㈱ヤガミサイン
代表取締役
八　　上　　栄　　作

〒595-0017　泉大津市池園町７－３
TEL 0725-21-2149　FAX 0725-21-2277

㈱　 ヤ　 ギ
代表取締役
吉　　川　　智　　尉

〒557-0061　大阪市西成区北津守３－６－11
TEL 06-6561-7812　FAX 06-6561-7245

㈱ヤマダ工芸
代表取締役
山　　田　　　　　勉

〒590-0811　堺市堺区南陵町１－２－８
TEL 072-245-3721　FAX 072-244-3755

㈱レンテック
代表取締役
塩 見 吉 広

〒589-0015　大阪狭山市大野中165－1－212
TEL 072-368-7330　FAX 072-368-7331

〔賛助会員の部〕
事業所名　役職名　氏名 所在地　TEL　FAX 主な事業内容

㈱アートテック

代表取締役 　安　東　信　吾

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-9-28
 TEL 06-6308-8015
 FAX 06-6308-8234

電子機器設計・製造

アイケーシー㈱

代表取締役社長　成　瀬　基　樹

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路4-3-4
 TEL 06-7176-3322
 FAX 06-7176-3323

マーキングフィルム・大型インクジェット用メ
ディア及び関連資材の製造・販売

㈱泉建築設計事務所

代表取締役　菊　池　光　男

〒135-0046 東京都江東区牡丹1-9-1
 TEL 03-3630-8541
 FAX 03-3630-8542

広告物・アートの設計、申請、施工、監理

㈱エイコー

代表取締役　山　田　一太朗

〒542-0081 大阪市中央区南船場2-5-2
 TEL 06-4705-6720
 FAX 06-4705-6740

ドキュメントソリューション事業
ITソリューション事業
環境エネルギーソリューション事業

エプソン販売㈱ 大阪支店

課長　梶　　　達　也

〒541-0059 大阪市中央区博労町３-５-１
 エプソン大阪ビル3Ｆ
 TEL 06-6120-6028
 FAX 06-6120-6069

プリンタ・コンピューター・液晶プロジェクタ
ー・その他情報機器販売

甲斐高橋保険システム㈱

代表取締役　甲　斐　資　和

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-18-12
 タマリスビル
 TEL 06-6445-2734
 FAX 06-6447-0041

各種保険代理業

㈱確認サービス大阪支社

支社長　坂　田　正　利

〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-14
 大阪駅前第4ビル25F
 TEL 06-4795-2121
 FAX 06-4795-2277

確認検査業務をはじめとする建築物に係る審査
機関

カンボウプラス㈱

取締役営業部門長　岩　堀　洋　一

〒541-0054 大阪市中央区南本町1-8-14
 堺筋本町ビル８Ｆ
 TEL 06-6261-6836
 FAX 06-6261-7143

フレキシブルフェイスシステム・テント
・幕用シート製造販売

協和電工㈱

代表取締役　梅　原　敏　裕

〒547-0041 大阪市平野区平野北1-7-12
 TEL 06-6792-5000
 FAX 06-6792-5255

蛍光灯・ホルダー他

㈱久保田電気

代表取締役　久保田　秀　和

〒556-0022 大阪市浪速区桜川2-13-24
 TEL 06-6567-6251
 FAX 06-6567-6252

展示会照明・音響設備・電気工事一般・イベン
ト用照明リース

サカタラボステーション㈱

代表取締役社長　堤　　　　　鏡

〒547-0048 大阪市平野区平野馬場1-6-10
 TEL 06-6792-5551
 FAX 06-6792-5563

カラープリント・デュープ作成・展示用大型ス
ライド製作・画像処理・各種ディスプレイ加工
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事業所名　役職名　氏名 所在地　TEL　FAX 主な事業内容

桜　井 ㈱　大阪支店

支店長　島　　　康　裕

〒537-0025 大阪市東成区中道1-10-26
 サクラ森ノ宮ビル10Ｆ
 TEL 06-6975-6150
 FAX 06-6975-6170

粘着フィルム・インクジェットメディア・
LED・カッティングマシン・インクジェット
プリンター・大型から小型まで、企画開発型サ
イン材料販売商社

ササキ㈱

代表取締役　佐々木　勝　利

〒557-0063 大阪市西成区南津守1-4-22
 TEL 06-6657-0893
 FAX 06-6659-5760

懸垂幕昇降装置・ステンレス加工・折曲加工・
屋外大型鋼構造物

三協立山㈱タテヤマアドバンス社関西支店

支店長　水　田　　　敏

〒564-0063 吹田市江坂町２- １-11
 TEL 06-6310-6811
 FAX 06-6310-6810

規格看板、その他看板の製造販売、店舗用汎用
陳列什器の製造販売

㈱システムグラフィ

代表取締役　児　玉　修　一

〒916-0038 福井県鯖江市下河端町414
 TEL 0778-51-7132
 FAX 0778-51-7135

コンピュータソフトウェアの企画・開発・販売、
看板資材販売、開発、大型出力サービス、シス
テム開発、ホームページ制作

シグマ電子工業㈱

代表取締役　奥　　　講　三

〒617-0832 京都府長岡京市東神足２-16- ３
 TEL 075-954-5788
 FAX 075-954-5789

ネオン用・インバーター用・サイン球用・蛍光
灯用・各種点滅器製造

太陽建機レンタル㈱堺支店

支店長　佃　　　雅　和

〒590-0906 堺市堺区三宝町6丁305-4
 TEL 072-222-7811
 FAX 072-222-7812

建設機械のレンタル

㈱TBグループ

事業推進本部 DS グループ　片　山　隆　之

〒530-0047 大阪市北区西天満4-8-17
  宇治電ビルディング３Ｆ
 TEL 06-6315-0018
 FAX 06-6311-5562

LED電光表示機・デジタルサイネージ・
LED照明・販売・製造

東西電気産業㈱

代表取締役　神　保　健　作

〒556-0016 大阪市浪速区元町2-13-31
 TEL 06-6649-1001
 FAX 06-6649-5046

光源・音・映像システム

㈱トヨタレンタリース新大阪

代表取締役　中　村　　　公

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-7-3
 TEL 06-6221-0077
 FAX 06-6221-0070

自動車賃貸業（レンタカー、カーリース、その他）

㈱中川ケミカル大阪営業所

第一営業部部長　中　川　建　吾

〒550-0012 大阪市西区立売堀4-5-27
 シティビル阿波座6F
 TEL 06-6543-2661
 FAX 06-6543-2664

カッティングシート・タフカル・フォグラス

西尾レントオール㈱大阪港営業所

所　長　花　井　厚　史

〒554-0032 大阪市此花区梅町2-2-9
 TEL 06-6463-2400
 FAX 06-6463-4760

建設機械・器具全般・産業用機械等のレンタル
業

㈱ニップコーポレーション
取締役営業本部
副本部長
西日本担当

　藤　井　正　孝

〒552-0007 大阪市港区弁天１- ２- １
 　　　　大阪ベイタワーオフィス12F
 TEL 06-4395-1010
 FAX 06-4395-0020

インクジェットメディア・マーキングフィルム・
パネルほか
プリンター・ラミネーター・カッティングプロ
ッター等システム販売

㈱ムーヴ

代表取締役 　江　戸　勇　雄

〒541-0047 大阪市中央区淡路4-5-4
 TEL 06-6205-0820
 FAX 06-6205-0821

催物の構成、制作、主催運営及び管理、祭場式
典会場の施工、イベント企画、立案、施工、運
営等

㈱ユニティー

代表取締役　林　　　洋　一

〒556-0016 大阪市浪速区元町1-11-20
 TEL 06-6633-5055
 FAX 06-4396-7177

イベント内装施工サービス

ヨーホー電子㈱

代表取締役　辻　　　洋　三

〒571-0017 門真市四宮6-6-46
 TEL 072-881-6355
 FAX 072-881-8910

各種プリント基盤　実装・組立、
LEDレンズモジュール設計・組立

 ㈱ラミーコーポレーション

代表取締役社長　奥　野　　　明

〒553-0003 大阪市福島区福島6-4-11
 TEL 06-6453-4291
 FAX 06-6453-4292

ラミネーター、ラミネートフィルム、インクジ
ェット、インクジェットメディアの開発・販売、
その他ラミネート加工

 リンテックサインシステム㈱大阪支店

支店長　時　岡　佳　幸

〒550-0013 大阪市西区新町1-4-24
大阪四ツ橋新町ビル9F

 TEL 06-6539-3101
 FAX 06-6531-5613

サインディスプレイ表示素材（マーキングフィ
ルム・インクジェットメディア）、化粧シート
関連資材、システムの販売
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