
　掲載ビジョン⼀覧
媒体名 都道府県 住所 エリア Image

わたなべビル 北海道 北海道札幌市中央区南4条西2丁目８ 札幌

仙台駅前開発ビル 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 仙台

ハイカラ堂ビル 埼⽟県 埼⽟県さいたま市⼤宮区⼤⾨町１丁⽬92-3 ⼤宮

NTBビル 埼⽟県 埼⽟県所沢市⽇吉町11-2 所沢

千歳観光ビル 神奈川県 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-4 新横浜

横浜⻄⼝ビル 神奈川県 神奈川県横浜市⻄区南幸1-12-7 横浜

モリウチビル 千葉県 千葉県船橋市本町４丁⽬3-20 船橋

プラザパスカビル 千葉県 千葉県柏市旭町１丁⽬５４ 柏



協和⾷品ビル 東京都 東京都港区港南2-2-14 品川

国松ビル 東京都 東京都港区⾼輪4-10-24 品川

安⽥PK 東京都 東京都港区三⽥2-14-12 三⽥

丸屋ビル 東京都 東京都港区芝3-5-7 芝公園

幸伸ビル 東京都 東京都港区芝⼤⾨1丁⽬16 ⼤⾨

五⼗嵐ビル 東京都 東京都港区新橋3-16-1 新橋

⼭内ビル 東京都 東京都港区⻄新橋3-24-8 御成⾨

⻄⿇布ビル 東京都 東京都港区西麻布2-13-11 六本⽊



⾦春ビル 東京都 東京都港区⾚坂4-2-8 ⾚坂⾒附

東新橋ビル 東京都 東京都港区東新橋1-1-22 新橋

グラン⻘⼭ 東京都 東京都港区南⻘⼭２－２７－２８ 外苑前

ワークス南⻘⼭ 東京都 東京都港区南⻘⼭3-18-20 表参道

⻘⼭ストリートビルボード 東京都 東京都港区南⻘⼭3-8-40 表参道

北⻘⼭ビル 東京都 東京都港区北⻘⼭2-13-6 外苑前

⿇布湯建ビル 東京都 東京都港区⿇布⼗番1-5-5 ⿇布⼗番

商業界会館 東京都 東京都港区⿇布台2-4-9 神⾕町



六本⽊インタ－ナショナルビル 東京都 東京都港区六本⽊7丁⽬3-12 乃⽊坂

サイトウビル 東京都 東京都国分寺市南町3-18-17 国分寺

マイアミビル 東京都 東京都渋⾕区宇⽥川町29-1 渋⾕

花澤ビル 東京都 東京都渋⾕区恵⽐寿1-11-13 恵⽐寿

しんみつビル 東京都 東京都渋⾕区恵⽐寿⻄1-1-2 恵⽐寿

アライビル 東京都 東京都渋⾕区渋⾕1-1-3 渋⾕区

神南⼤井ビル 東京都 東京都渋⾕区神南1-12-18 渋⾕

仁科屋ビル 東京都 東京都渋⾕区道⽞坂1-18-8 渋⾕



⽇本メータービル 東京都 東京都新宿区住吉町6-6 曙橋

⻑野屋ビル 東京都 東京都新宿区新宿3-35-7 新宿

サウスアベニュー 東京都 東京都新宿区新宿4-1-1 新宿

第1教科書第⼆ビル 東京都 東京都新宿区百⼈町1-23-15 ⼤久保

⼤同ビル 東京都 東京都杉並区阿佐ヶ⾕南3-37-12 阿佐ヶ⾕

藤ビル 東京都 東京都杉並区⾼井⼾⻄２－１－２４ ⾼井⼾

ボストンビル 東京都 東京都杉並区⻄荻南3-9-7 ⻄荻窪

トヨタマビル 東京都 東京都杉並区天沼3-2-6 荻窪



アークビル 東京都 東京都世⽥⾕区⽟川3-10-8 ⼆⼦⽟川

内藤ビル 東京都 東京都世⽥⾕区経堂2-2-3 経堂

⾬宮ビル 東京都 東京都世⽥⾕区松原2-45-14 明⼤前

マツヤビル 東京都 東京都世⽥⾕区北沢2-20-14 下北沢

サンエ－⽤賀ビル 東京都 東京都世⽥⾕区⽤賀4-11-10 ⽤賀

⾚坂⼭王センタービル 東京都 東京都千代⽥永⽥町2-12-4 溜池⼭王

オオタビル 東京都 東京都千代⽥区神⽥⼩川町３丁⽬１０３７ 神保町

久保キクビル 東京都 東京都千代田区神田須田町1－1－1 ⼩川町



井上ビル 東京都 東京都千代⽥区神⽥須⽥町1-2-1 淡路町

早⽥ビル 東京都 東京都台東区上野4-9-5 上野

御徒町ライフビル 東京都 東京都台東区上野6-2-2 御徒町

TSDビル 東京都 東京都台東区上野7丁目3-2 上野

浅草クロスビル 東京都 東京都台東区雷⾨2-20-7 浅草

わけ屋ビル 東京都 東京都中央区⼈形町２－６－４ ⼈形町

アーバンメイツビル 東京都 東京都中央区築地3-16-9 築地

同和不動産ビル 東京都 東京都中野区中野５－６３－２ 中野



ロワ－ルビル 東京都 東京都中野区東中野3-1-20 東中野

リビオ五反⽥プラグマＧタワー 東京都 東京都品川区⻄五反⽥1丁⽬7-1 五反⽥

三興ビル 東京都 東京都品川区東⼤井５－１７－７ ⼤井町

⼤井町駅前林ビル 東京都 東京都品川区東⼤井５１７２ ⼤井町

吉祥寺東亜会館 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺南町 2－3－16 吉祥寺

武蔵野市開発公社第3ビル 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-12 吉祥寺

TOKUTAKEビル 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-3-1 吉祥寺

⻑浜ビル 東京都 東京都⽂京区千駄⽊3-24-7 ⻄⽇暮⾥



⻄池袋39ビル 東京都 東京都豊島区⻄池袋1丁⽬19-1 池袋

第２塚本商事ビル 東京都 東京都豊島区巣鴨 2－1－1 巣鴨

ライオンズマンション錦⽷町 東京都 東京都墨⽥区錦⽷２－４－１０ 錦⽷町

⼭本ビル 東京都 東京都墨⽥区江東橋3-14-10 錦⽷町

野尻ビル 東京都 東京都⽬⿊区上⽬⿊  3－7－3 中⽬⿊

モトハシ時計店 東京都 東京都⽬⿊区上⽬⿊1-20-9 中⽬⿊

⾹村ビル 東京都 東京都⽬⿊区祐天寺2-12-21 祐天寺

サントクビル 愛知県 愛知県名古屋市中区錦3-24-2 名古屋



サンシティパレス ⼤阪府 ⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋2-18-4 ⼤阪

⼤産⻄通りビル 福岡県 福岡県福岡市中央区⼤名2-1-59 博多

新天町フカヤビル 福岡県 福岡県福岡市中央区天神28２１６ 博多

SNビル 福岡県 福岡県福岡市博多区住吉1-1-4 博多

サンライフホテル2 福岡県 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-3 博多


