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中村法律事務所 平成23年5月19日 サライ 島田

平成24年6月12日 ＆Premium 島田

島田掛川信用金庫 平成23年5月31日 日経ビジネス 島田

NHKきょうの健康 島田 金谷 川根

子供の科学 島田

桜井資源㈱ 平成23年8月17日 NHKきょうの料理 島田

JR時刻表 島田

平成25年8月1日 NATIONAL GEOGRAPHIC 日本版 島田

大井建設㈱ 平成23年9月22日 月刊クーヨン 島田

平成26年7月16日 月刊クーヨン 川根

サンエムパッケージ㈱ 平成23年9月22日 サライ 金谷

大井川農業協同組合 平成24年8月22日 やさい畑 島田 金谷 川根

アクトホーム㈱ 平成25年1月18日 MONOQLO 島田

男の隠れ家 金谷

税理士法人 浜村会計事務所 平成25年2月19日 日経TRENDY 島田

ＳＲ六合社労士事務所 平成25年2月19日 Mr.PC 島田

三布袋 平成25年3月6日 GOLF DIGEST 島田

レタスクラブ 島田

㈱大鉄アドバンス 平成25年8月1日 ランドネ 島田

㈱丸紅 平成25年8月1日 eclat 島田

㈱ＦＢＪコンサルタント 平成25年8月1日 LDK 島田

大井神社宮美殿 平成25年8月1日 InRed 島田

㈱増商 平成25年11月22日 東海じゃらん 金谷

日経PC21 島田

西静岡ヤクルト販売㈱ 平成25年11月22日 NHKきょうの料理 金谷

平成25年11月22日 ダ・ヴィンチ 島田

平成30年9月19日 ラジオ深夜便 島田

㈱島田書店 平成26年2月4日 一枚の繪 島田

㈲ブライダルアドバンスオキ 平成26年6月26日 Sports Graphic Number 川根

㈱三浦製菓 平成26年8月29日 LDK 金谷

㈱オカムラ 平成26年8月29日 Sports Graphic Number 金谷

奥川竜弘税理士事務所 平成26年8月29日 日経WOMAN 島田

㈱寺田製作所 平成27年1月23日 Newton 金谷

㈱五和電機 平成27年1月23日 NHK趣味の園芸やさいの時間 金谷

平成27年8月19日 NHK趣味の園芸やさいの時間 川根

オレンジページ 島田

NHKきょうの料理ビギナーズ 島田

㈱佐塚文化堂 平成27年9月25日 サンキュ！ 金谷

㈲牧野設備 平成27年12月18日 NHKすてきにハンドメイド 金谷
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㈱ホンダエフワン 平成28年9月29日 DIME 島田　金谷

Begin 島田　金谷

東海じゃらん 島田

大井川鐵道㈱ 平成29年3月28日 鉄おも！ 金谷

㈱特種東海フォレスト 平成29年3月28日 オレンジページ 金谷

サンキュ！ 島田

NHKすてきにハンドメイド 川根

鮨昇 平成30年1月5日 dancyu 島田

㈱尾坂工務店 平成30年2月14日 天然生活 島田　金谷

寿し清 平成30年3月30日 ESSE 川根

㈱太平ビルサービス島田営業所 平成30年9月14日 クロワッサン 島田

レッドバロン牧之原 平成30年11月16日 オートバイ 島田

㈱ケアクオリティ 平成30年11月16日 NHKすてきにハンドメイド 島田

㈱ケアクオリティ
クオリティリビングおかりや

平成30年11月16日 NHK趣味の園芸 島田

㈱ＦＭ島田 平成30年12月19日 SWITCH 島田

令和2年9月17日 ラジオ深夜便 金谷

Ｓｕｐｒｅｍｅ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ 令和元年5月30日 Tarzan 金谷

(株)静岡情報処理センター 令和2年1月24日 Mac Fan 島田

日経PC21 金谷

島田チャンピオンスイムスクール 令和2年2月26日 ディズニーファン 島田

お茶の清水園・萩下製茶 令和2年12月9日 LDK 川根

(有)シー・フィールド 令和3年2月9日 日経マネー 金谷

令和4年8月3日 うかたま 島田

乾モーター株式会社 令和3年3月24日 CYCLE　SPORTS 金谷

カギカッコ 令和3年6月3日 ライブラリー・リソース・ガイド 島田

グループホーム汽笛 令和3年7月1日 ハルメク 島田 金谷 川根

Aqua design Blue's 令和4年2月18日 月刊アクアライフ 島田

島田掛川パートナーズ株式会社 令和4年6月23日 月刊赤ちゃんとママ 島田

わきっちゃん 令和4年6月23日 kodomoe（コドモエ） 島田

キリン屋モータース 令和4年6月29日 NHK趣味の園芸やさいの時間 島田

LEE 島田

珈琲亭おぼろ月 令和4年7月6日 ku:nel 島田

サウンドイシカワ 令和4年7月6日 月刊Piano 島田

株式会社祐味 令和4年9月18日 週刊文春 島田

和食工房一鮮 令和4年10月27日 おとなの週末 島田

ELTACO エルタコ 令和4年12月7日 non-no 島田

令和5年1月12日 Come home! 島田

令和5年1月12日 チルチンびと 島田

Ricky Rose 令和5年1月27日 ViVi 島田

発酵めざめ館 令和5年1月27日 週刊新潮 島田

株式会社提坂工務店


