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2020年12月25日
一般社団法人全国道路標識・標示業協会　講習会事務

科目 支部 受講番号 名前 所属会社名称
1 路面標示 北海道 302001-10102 大橋　順一 北海道道路産業株式会社
2 路面標示 東北 302002-10104 菊池　秀樹 有限会社アメニロード
3 路面標示 東北 302002-10105 木下　一登 岩手道路開発株式会社
4 路面標示 東北 302002-10106 松村　久喜 株式会社秋田デイックライト
5 路面標示 東北 302002-10107 齋藤　強 北日本ライン株式会社
6 路面標示 東北 302002-10108 佐々木　嘉博 株式会社新栄産業
7 路面標示 東北 302002-10109 舘内　正樹 交通施設工業株式会社
8 路面標示 東北 302002-10110 髙田　英雄 交通施設工業株式会社
9 路面標示 東北 302002-10111 工藤　義正 大平企業株式会社

10 路面標示 東北 302002-10112 沓澤　春樹 有限会社アタペック
11 路面標示 東北 302002-10113 佐々木　輝夫 有限会社アタペック
12 路面標示 関東 302003-10116 吉田　考司 新栄産業株式会社
13 路面標示 関東 302003-10117 塚本　陽介 東日本工営株式会社大和事業所
14 路面標示 関東 302003-10119 渡邊　康弘 梶原建設株式会社
15 路面標示 関東 302003-10120 荷山　由美 梶原建設株式会社
16 路面標示 関東 302003-10121 大内　進一 株式会社水都交安
17 路面標示 北陸 302004-10122 大塚　裕也 株式会社レックス中越支店
18 路面標示 北陸 302004-10123 大嶋　俊雄 交通企画株式会社
19 路面標示 中部 302005-10124 河合　政樹 アース・クリエイト有限会社
20 路面標示 中部 302005-10125 幅　大司 アース・クリエイト有限会社
21 路面標示 中部 302005-10126 鈴木　剛彦 愛岐工業株式会社
22 路面標示 中部 302005-10127 石橋　晶 ユウテック株式会社
23 路面標示 中部 302005-10128 岩野　晃英 中部ライン株式会社
24 路面標示 関西 302006-10129 金子　光司 株式会社アートライナー
25 路面標示 関西 302006-10130 戸川　知樹 ローデックス株式会社
26 路面標示 関西 302006-10131 生田　徹 ライナーワークス株式会社
27 路面標示 関西 302006-10132 後藤　健一 三栄ライン株式会社
28 路面標示 中国 302007-10133 後藤　博幸 有限会社交安企画
29 路面標示 中国 302007-10135 有本　純彦 東亜興産株式会社
30 路面標示 四国 302008-10136 上田　和男 愛媛交安株式会社
31 路面標示 九州 302009-10137 中上　利広 九州道路施設株式会社
32 路面標示 九州 302009-10138 塚崎　博規 九州道路施設株式会社
33 路面標示 九州 302009-10139 谷村　良 株式会社Ｋ．Ｈ．Ｋ
34 路面標示 九州 302009-10140 山中　幸博 株式会社アイエスティー
35 路面標示 九州 302009-10141 原田　秀作 葉月工業株式会社
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36 路面標示 九州 302009-10142 田坂　信昌 株式会社興和開発
37 路面標示 沖縄 302010-10143 山城　和夫 株式会社交建企画
38 標識 東北 302002-00001 南浦　成治 ナンポ産業株式会社
39 標識 東北 302002-00002 南浦　淳平 ナンポ産業株式会社
40 標識 関東 302003-00004 石川　従道 株式会社リキ・トラフィック
41 標識 関東 302003-00005 吉田　和生 株式会社リキ・トラフィック
42 標識 関東 302003-00006 清水　昌人 株式会社ロード
43 標識 関東 302003-00008 宮本　雅之 株式会社姥貝組
44 標識 関東 302003-00014 常定　智弘 信号器材株式会社東京支社
45 標識 関西 302006-00011 津田　勝規 大和株式会社
46 標識 関西 302006-00012 角田　敏実 白陽化学工業株式会社
47 標識 四国 302008-00013 小梯　信太 藤良株式会社
48 標識 九州 302009-00015 永井　一郎 株式会社アイエスティー
49 標識 九州 302009-00016 本山　正和 有限会社二和工業
50 標識 沖縄 302010-00017 富永　謙 株式会社交建企画
51 標識 関東 301403-20516 川村　隆英 ラインファルト工業株式会社
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