
静岡県中部地区

代理店名 住　　　　　所 電話番号 ＵＲＬ

株式会社 朝日広告社　静岡支局 静岡市葵区追手町7-2 朝日新聞静岡ビル 054-255-7333 https://www.asakonet.co.jp/

株式会社 朝日メディアブレーン 静岡市葵区東町15番地 054-253-2755 https://asahi-mb.com/

ADEX 株式会社 日本経済広告社 東海支社 静岡市葵区伝馬町9-1 河村ビル3F 054-255-5578 https://www.adex.co.jp/

有限会社 アド・シグマ 静岡市葵区御幸町8-1 JADEビル5F 054-272-0078 https://www.sigma-gr.com/index.html

株式会社 アドビッグ静岡 静岡市駿河区下島114-1 054-236-7301 http://www.adbig.jp/

株式会社 アプライズ　静岡支社 静岡市駿河区下島114　蔵敷ビル 054‐238-5500 http://www.aprise.co.jp/

良い広告 株式会社　静岡支社 静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命静岡駅前ビル6F 054-255-3824 http://www.ekoukoku.co.jp/

有限会社 インクス 静岡市葵区七間町9-3　テンコレクション2F 054-272-8736

株式会社 エイエイピー　静岡本社 静岡市駿河区森下町3-6 054-284-6333 https://www.aap.co.jp/

株式会社 エスクリエイト 静岡市清水区辻1-7-9 054-361-3311 http://s-cre.com/

株式会社 SBSプロモーション 静岡市駿河区森下町1-35　静岡ＭＹタワー10F 054-260-6911　 http://sbs-promotion.co.jp/

株式会社 サイラン 静岡市葵区鷹匠3-11-4 054-255-3105 https://www.sairan.co.jp/

株式会社 三晃社　静岡支社 静岡市葵区紺屋町12-8 静岡三晃社ビル　 054-254-7321 https://www.sanko-sha.co.jp/

株式会社 ＣＢＣコミュニケーションズ 静岡市駿河区大坪町8-3 054-284-2141 https://www.cbc-com.co.jp/

株式会社 ジェイクラフト 静岡市葵区伝馬町18-8 アミイチビル3F 054-221-7015 https://www.ad-jcraft.com/

株式会社 しずおかオンライン 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル2F 054-275-3330 https://www.esz.co.jp/

株式会社 静岡テレビセンター 静岡市駿河区馬淵３丁目14-31-9 054-286-3161 http://www.stvc.co.jp/

株式会社 静岡博報堂 静岡市葵区伝馬町8-6 トップセンタービル11F 054-652-2800 http://www.shizuoka.hakuhodo.co.jp/

株式会社 静鉄アド・パートナーズ 静岡市葵区日出町8‐3  静鉄日出町ビル1F 054-252-3131 http://www.shizutetsu-ad.co.jp/

株式会社 星広 静岡市葵区追手町7番1号 コモテビル2F 054-266-9000　 https://www.seikox.co.jp/hp/

株式会社 ダイワ 静岡市駿河区小黒2-4-5 054-288-2221 http://www.daiwaad.co.jp/

株式会社 ＴＣＣ 静岡市駿河区稲川三丁目1番24号 054‐202‐0388

株式会社 ディスタンス・インターナショナル 静岡市葵区通車町7-6 054-271-1015 http://distance-i.co.jp/home/

株式会社 電通東日本　静岡支社 静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー 054-253-2111 https://ssl.dentsu-east.co.jp/

株式会社 ピーエーシー 静岡市葵区七間町8-20 毎日江﨑ビル7F 054-254-8855 http://www.pacweb.co.jp/

株式会社 藤枝オリコミピーアール 藤枝市藤枝1-4-13 054-641-2140

株式会社 富士企画 静岡市駿河区泉町8-29 054-286-7711

株式会社 富士テレネット 静岡市駿河区栗原18-65 054-262-5515 https://www.fuji-telenet.com/

株式会社 メディオ 静岡市葵区両替町一丁目3‐14 マエダビル2F 054‐266‐9108

有限会社 読売静岡広告社 静岡市葵区安東2-15-26 054-200-2720

静岡県西部地区

代理店名 住　　　　　所 電話番号 ＵＲＬ

株式会社旭ビジョン 浜松市中区常盤町141－14 053-458-1355 http://www.asahivision.co.jp/

株式会社アドコウ 浜松市中区砂山町328-8 053-456-7584 http://www.adkou.co.jp/

株式会社アプライズ 浜松市中区中島三丁目17－25 053-461-5581 http://www.aprise.co.jp/

良い広告株式会社 浜松市中区砂山町３５５−４ 静銀大東京砂山ビル 7F 053-456-3824 http://www.ekoukoku.co.jp

株式会社エイエイピー　浜松支店 浜松市中区成子町64 053-458-0550 http://www.aap.co.jp/

株式会社SBSプロモーション　浜松支社 浜松市中区旭町11-1プレスタワー11F 053-456-0788 http://www.sbs-promotion.co.jp/

株式会社折込広告社 豊橋市舟原町195-1 053-469-0550 http://www.orikomi-ad.com/

コンセプト株式会社 掛川市城下5-10 0537-22-0654 http://www.conception.co.jp

株式会社静岡博報堂　浜松営業所 浜松市中区砂山町325-34 ニッセイ浜松駅前アネックス7F 053-450-3461 http://www.shizuoka.hakuhodo.co.jp/

株式会社シュークリエイト 浜松市中区泉一丁目22－7 053-473-9524

新企画株式会社 浜松市中区常盤町144-1 053-456-3505 http://www.shinkikaku.co.jp/

有限会社西部広告 浜松市中区元浜町９２ 053-412-5210

株式会社中日NEXT 浜松支社 浜松市中区早馬町3-1　天池館４F 053-458-1320 http://sogokoukoku.co.jp/

株式会社中日アド企画　東海支社 浜松市中区中央二丁目10番１号　浜松青色会館5F 053-452-0555 http://www.chunichi-adnet.co.jp/

株式会社中部エージエンシー 浜松市南区東若林町1516-2 053-441-8416 http://www.chubu-ag.com/

株式会社中部日本広告社 浜松支社 浜松市中区田町326番地の4 棒屋第4ビル4階 053-454-7306 http://www.chubu-ad.co.jp/

株式会社電通東日本 浜松営業所 浜松市中区板屋町111‐2　浜松アクトタワー 053-453-7175 http://www.dentsu-east.co.jp/

株式会社富士コミュニケーションズ 浜松市中区鍛冶町100-1　ZAZA-CITY浜松中央館4F 053-548-9888 http://www.fuji-com.ne.jp/

静岡県東部地区

代理店名 住　　　　　所 電話番号 ＵＲＬ

有限会社アイズコミュニケーション 沼津市若葉町14－20 055‐922‐7656　

株式会社アクト企画室 神奈川県小田原市栄町1-14-48 ジャンボーナックビル7F 0465‐21‐0082 http://www.act-p.co.jp/

株式会社アドウイング 三島市清住町8-23 055‐971‐4040

株式会社アドシップ 富士市錦町1-2-3 0545‐53‐7809 http://www.adcip.com/

株式会社アドビッグ沼津 沼津市寿町4-3 055‐925‐8553 http://www.adbig.jp/

株式会社エイエイピー　三島支店 田方郡函南町上沢155 055-978-7777 http://www.aap.co.jp/

株式会社SBSプロモーション　沼津支社 沼津市魚町1 サンフロント3F 055-952-1551 http://www.sbs-promotion.co.jp/

株式会社エルシャート 富士市伝法2424-1 0545‐30‐7747 http://ellesheat.jp/

有限会社キャスト 沼津市新沢田町3－3 055‐920‐8077　 http://cast-ad.co.jp/

株式会社CROSS 富士市横割三丁目1-15 0545‐65‐8800

株式会社シード 三島市文教町1-7-25 055‐988‐0777 http://www.seedinc.co.jp/

株式会社ジャスコム 沼津市旭町29-8 055‐954‐0592 http://www.juscom.co.jp/

株式会社ハラ企画 駿東郡清水町伏見293-3 055‐973‐8811 http://www.izu-suruga.co.jp/hara/

富士急トラベル株式会社 山梨県富士吉田市新西原５丁目２番１号　富士急行本社ビル２階 0555‐30‐5588　

株式会社ブレーン 沼津市松長814　アイシンワークスビル2Ｆ 055‐926‐8585 http://www.brain-ad.com/

株式会社ライフ 沼津市東椎路8 055‐924‐1230 http://www.lifenews.co.jp/
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