
令和4年9月1日

一般社団法人全国道路標識・標示業協会
No. 科目 技能者氏名 会社名
3856 路面標示 大内　一程 ナラサキライン株式会社
3857 路面標示 佐々木　明宏 株式会社多田塗装工業
3859 路面標示 多田　祐一 株式会社多田塗装工業
3921 路面標示 髙橋　道博 株式会社多田塗装工業
3858 路面標示 高嶋　雄次 株式会社保工北海道
3860 路面標示 長尾　吉浩 株式会社保工北海道
3861 路面標示 林　健樹 極東建設株式会社
3866 路面標示 横山　英樹 大和谷工業株式会社
3869 路面標示 稲田　剛大 日綱道路整備株式会社
3814 標識 安保　力 岩手標識株式会社
3867 路面標示 田上　朝一 株式会社三伸鋼機
1008 標識 藤澤　和隆 協積産業株式会社
3717 標識 吉田　勝 協積産業株式会社
3815 標識 小野寺　健作 協積産業株式会社
3816 標識 藤村　勝信 協積産業株式会社
3868 路面標示 藤原　勝 協積産業株式会社
3870 路面標示 奥山　貢 アサヒ工業株式会社
3871 路面標示 佐藤　喜彦 セフテイライン株式会社
3819 標識 髙橋　剛 株式会社キクテック仙台
3817 標識,路面標示 遠藤　正人 株式会社サン道路サービス
3818 標識,路面標示 亀山　和夫 株式会社サン道路サービス
3820 標識 三浦　清朗 信号器材株式会社東北営業所
3872 路面標示 鶴田　学 日綱道路整備株式会社東北支店
3873 路面標示 根本　賢一 日綱道路整備株式会社東北支店
3763 路面標示 須田　博和 株式会社三和
1025 標識,路面標示 加賀谷　邦夫 株式会社秋田デイックライト
1013 路面標示 渡邊　健司 株式会社テクノ中央
3720 標識,路面標示 小野寺　孝 信号器材株式会社福島営業所
3876 路面標示 山野辺　貴大 福島ルート産業株式会社
1561 路面標示 堀田　健一 有限会社ハシダ
3769 路面標示 野口　一成 野口　一成
3821 標識,路面標示 小又　勉 株式会社アイ・ロード
3822 標識 三原　章裕 株式会社三建工業
3877 路面標示 高島　親 株式会社三建工業
1559 路面標示 根本　靖弘 日立道路施設株式会社
1041 路面標示 鈴木　教泰 ダイケンテクノ株式会社
1042 標識 関川　秀一 ダイケンテクノ株式会社
3722 標識 根岸　史男 ダイケンテクノ株式会社
3770 路面標示 小林　一晴 ダイケンテクノ株式会社
3825 標識 武田　彰 ダイケンテクノ株式会社
3826 標識 星野　雅弘 ダイケンテクノ株式会社
3881 路面標示 船津　和彦 ダイケンテクノ株式会社
3880 路面標示 平野　哲平 マーキングウェイ株式会社
3214 標識 大海　勉 株式会社信交
3721 標識 永井　隆 株式会社中井産業
3823 標識 金子　豊 株式会社日装
3882 路面標示 峯﨑　義弘 株式会社日装
3879 路面標示 齋藤　守 株式会社友邦
3172 標識 簗場　智和 群馬ライン企画株式会社
3878 路面標示 唐澤　隆晶 群馬ライン企画株式会社
3824 標識 滝沢　清貴 五菱産業株式会社
1175 標識 飯嶋　雪也 富士技工株式会社
3488 標識 高橋　一宇 富士技工株式会社
3883 路面標示 曽根　雅春 カンセイ工業株式会社
3827 標識 須賀原　駿 株式会社道路サービス
2977 標識 大和田　裕一郎株式会社日装エスティー
3727 標識 橋本　正次 株式会社日装エスティー
3728 標識 岡本　貴志 株式会社日装エスティー
1139 路面標示 森田　正 昭和工業株式会社
1140 標識 寺内　直広 昭和工業株式会社
1158 路面標示 江積　隆 双葉工業株式会社
1575 標識 山根　誠二 双葉工業株式会社
3830 標識 下條　文弘 サンコーライン株式会社
3885 路面標示 小泉　大輔 株式会社ニッコー保安施設
3729 標識 齋藤　誠 株式会社フロンティアサイトー
3730 標識 遠藤　栄次 株式会社フロンティアサイトー
3829 標識 篠原　正人 株式会社ロード
3884 路面標示 岩間　勝正 株式会社ロード
3831 標識 三平　陽一 株式会社道路企画
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1122 標識 野口　信幸 協和産業株式会社
3726 標識 田口　賢一 協和産業株式会社
1574 標識 串岡　誠 株式会社大神産業
1125 標識 渡辺　由樹 交通安全施設株式会社
1143 路面標示 三部　賢治 信号器材株式会社
1144 路面標示 松崎　守 信号器材株式会社
1145 標識 伊久見　隆之 信号器材株式会社
3832 標識 舟田　大介 東日本工営株式会社
1076 路面標示 鈴木　清之 株式会社サンエイロテック
3833 標識 市村　晃 株式会社明成
3889 路面標示 岡田　忍 株式会社明成
3890 路面標示 小曽根　一好 株式会社明成
1154 路面標示 片岡　武人 森川産業株式会社
3781 路面標示 川崎　浩司 日栄興業株式会社
3893 路面標示 手塚　直也 株式会社石原工務店
1180 標識 花岡　宜彦 矢木コーポレーション株式会社
1044 路面標示 関根　浩二 ニューズ産業株式会社
3895 路面標示 熊谷　正宣 ニューズ産業株式会社
1579 標識 矢島　慎也 ラインファルト工業株式会社
3900 路面標示 渡邉　昌彦 株式会社ライトボーイ
1047 標識 増井　隆 宮川興業株式会社
1117 路面標示 麻野　孝史 宮川興業株式会社
3897 路面標示 冨沢　邦一 三和工営株式会社
1361 標識,路面標示 池見　純 信号器材株式会社
3899 路面標示 宮島　秀一 双葉ライン株式会社
1135 標識 千葉　潤 日鉄防食株式会社
3898 路面標示 日髙　守 日本ライナー株式会社
3783 路面標示 平口　満 有限会社麻生マーク
3784 路面標示 松岡　史紘 有限会社麻生マーク
1188 標識 小熊　秀信 株式会社レックス　柏崎営業所
1182 標識 谷内　大和 アドライナー株式会社
3835 標識 清水　秀志 株式会社ロードマネージメント
3785 路面標示 藤井　公則 株式会社陽光興産
1191 路面標示 北野　務 道路施設株式会社
1192 標識 竹　幹雄 日本交通興業株式会社
3836 標識 加納　訓 富美道路株式会社
3838 標識 森　翔平 北陸機材株式会社
1310 標識 若林　伸尚 株式会社キクテック
1040 標識 栗田　浩治 セイトー株式会社
1237 路面標示 草深　真人 株式会社キクテック中部事業所工事統括部
1213 路面標示 小出　明人 株式会社アサヒカッター
1235 路面標示 加藤　弘之 株式会社キクテック
3903 路面標示 月東　修一 株式会社キクテック
1270 路面標示 草薙　正喜 株式会社コウエイ
3786 路面標示 佐川　秀幸 株式会社前山
1251 標識,路面標示 石本　紀雄 株式会社東亜製作所
3840 標識 佐藤　譲 株式会社東亜製作所
3841 標識 渡邉　竜夫 株式会社東亜製作所
1261 路面標示 森下　正男 株式会社日本道路システム
1264 標識 野瀬　良紀 株式会社日本道路システム
3922 路面標示 中安　辰夫 株式会社日本道路システム
1272 路面標示 山中　英利 西尾ライン株式会社
3839 標識 子安　隆史 東愛工業株式会社
1287 標識,路面標示 青木　之彦 東陽工業有限会社
1290 標識,路面標示 須藤　正親 日道工業株式会社
1291 標識 庵　剛士 日道工業株式会社
1236 標識 小西　博之 美松工業株式会社
1297 路面標示 阪上　喜春 富国合成塗料株式会社豊橋営業所
3787 路面標示 山内　直行 有限会社ダイシン
3788 路面標示 奈良　一志 有限会社ダイシン
3919 標識 今井　直人 愛岐工業株式会社
2499 標識 米田　貴一 株式会社アルプスサイン高山
1254 標識 小川　春海 株式会社東亜製作所
3842 標識 纐纈　瞬 株式会社東亜製作所岐阜支店
3790 路面標示 中尾　篤 東海道路株式会社
1586 標識 堀本　護 エスジェイシー寿株式会社
3791 路面標示 中川　忠二 テクノトーシン株式会社
3792 路面標示 大原　孝之 テクノトーシン株式会社
1299 標識 三宅　良治 有限会社三協保道
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1565 路面標示 岩屋　昇 エース交安株式会社
1582 標識 小林　一正 エース交安株式会社
1239 路面標示 鈴木　準一 株式会社フジライン
1265 標識 中川　恵司 山交ライン株式会社
1273 標識 千葉　敏之 中部ロードテック株式会社
1274 標識 大村　千秋 中部ロードテック株式会社
1275 路面標示 海野　景司 中部ロードテック株式会社
1292 路面標示 新海　啓伸 日道工業株式会社
1293 標識 橋本　幸治 日道工業株式会社
3746 標識 木村　晃久 有限会社アイロード
1329 標識,路面標示 今城　陸 関西ロードサービス株式会社
3904 路面標示 小杉　崇 ライナーワークス株式会社
3646 標識 岩田　雅司 京阪マーキング株式会社
3607 路面標示 辻　優 近畿安全施設株式会社
3905 路面標示 林　直樹 ハヤシロード産業株式会社
1320 路面標示 松井　羊一 大共道路設備株式会社
3645 路面標示 上阪　正史 有限会社堺エコノス
3906 路面標示 竹尾　満男 株式会社大日ライン工業
1341 標識,路面標示 中野　優人 岡山道路興業株式会社
3522 標識 住吉　健 児島産業株式会社
1567 路面標示 野村　吉巨 レーンマーク工業株式会社
3907 路面標示 西川　泰弘 中国交通器材株式会社
3802 路面標示 森下　広行 株式会社井木組
1353 路面標示 塩崎　公雄 愛媛交安株式会社
3688 標識,路面標示 西﨑　和久 株式会社四国ライト
1358 標識,路面標示 大熊　裕明 開成工業株式会社
1368 標識,路面標示 増田　昌弘 協道標識株式会社
3846 標識 中平　晃明 サクセス工業株式会社
1360 路面標示 德原　嘉彦 株式会社ロードグリーンズ
1377 標識 田部　重一 入交道路施設株式会社
3911 路面標示 鳶谷　和彦 入交道路施設株式会社
3912 路面標示 森本　賢 入交道路施設株式会社幡多支店
3847 標識 中川　勝義 株式会社正木産業
3913 路面標示 清水　栄作 株式会社正木産業
1362 標識,路面標示 椙村　秀章 株式会社大串塗工
1371 標識,路面標示 松島　弘美 松井産業株式会社
3914 路面標示 平野　一智 株式会社熊本みかど
1404 標識,路面標示 岩下　朋誉 山王株式会社
1412 標識 川口　俊一 日本乾溜工業株式会社
1571 路面標示 大石　淳一 日本乾溜工業株式会社
1401 標識,路面標示 町田　泰久 今別府産業株式会社
1403 路面標示 村吉　裕樹 今別府産業株式会社
3848 標識 林　昭人 今別府産業株式会社
3849 標識 横山　信一 鹿児島道路サービス株式会社
3915 路面標示 山元　義信 鹿児島道路サービス株式会社
1569 路面標示 髙橋　卓也 八扇産業株式会社
3851 標識,路面標示 山口　友春 株式会社西日本ライナー
1410 路面標示 青田　功 日本乾溜工業株式会社
3806 路面標示 鶴川　太一 株式会社西部保安
1400 路面標示 井手　幸夫 交通器材株式会社中間営業所
1570 路面標示 小嶋　政徳 高奉産業株式会社
3024 標識 三善　義孝 双葉工業株式会社
3855 標識 中島　啓輔 双葉工業株式会社
3854 標識 美馬　洋輔 日本エスエム株式会社
1408 標識 盛満　昇平 日本乾溜工業株式会社
1592 標識 具志堅　司 株式会社リュウロード
3918 標識 嘉数　敏克 國幸興發株式会社
3920 路面標示 首里　貢 國幸興發株式会社
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