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協力会名簿
アーキヤマデ㈱
横浜営業所

代：所長 笠原 武晃
担：主任 奥村 真人

TEL 045(661)3563 231-0011
FAX 045(661)3562 横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル 2F

ＩＳエンジニアリング㈱
東京本店 パイル部

代：東京本店長 真田 浩一
担：営業課課長 上石 雅樹

TEL 03(5614)5883 103-0013
FAX 03(5614)5886 東京都中央区日本橋人形町1-4-10 人形町センタービル6Ｆ

㈱アイキ

代：代表取締役 小泉 純也
担：小泉 慎吾

TEL 045(847)2161 233-0003
FAX 045(847)2950 横浜市港南区港南2-18-28

㈱青井黒板製作所
東京支店

代：支店長 榎本 良一
担：伊藤 暢彦

TEL 03(3387)3330 165-0026
FAX 03(3387)6155 東京都中野区新井1-1-5

朝日スチール工業㈱
東京支社

代：東京支店長 中津 康弘
担：第２営業部部長 紙谷 幸典

TEL 03(3239)4818 102-0084
FAX 03(3239)4720 東京都千代田区二番町5-6 あいおい損保・二番町ビル5F

㈲アトリエ・ムーブ

代：代表取締役 池上 清子
担：森北 二郎

TEL 045(741)3394 240-0021
FAX 045(741)2891 横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1-84

㈱アルテック

代：代表取締役 加藤 和之
担：営業部部長 岡田 敏央

TEL 045(621)8917 231-0801
FAX 045(621)3961 横浜市中区新山下2-12-43

ウエキ園芸㈱

代：代表取締役 青木 二三男
担：藤井 直樹

TEL 045(251)4795 231-0867
FAX 045(231)8019 横浜市中区打越30-17

ＡＧＣポリマー建材㈱

代：代表取締役 赤坂 晋介
担：首都圏支店開発グループ カピル 翼

TEL 03(6667)8421 103-0013
FAX 03(6667)8431 東京都中央区日本橋人形町1-3-8 沢の鶴人形町ビル7F

㈱エービーシー商会
横浜営業所

代：所長 武市 潤一郎
担：所長 武市 潤一郎

TEL 045(232)8438 231-0048
FAX 045(243)4360 横浜市中区蓬莱町2-4-1 関内トーセイビルⅢ 7階

エスケー化研㈱
横浜支店

代：支店長 寺澤 宏
担：高橋 優

TEL 045(820)2400 244-0801
FAX 045(820)2600 横浜市戸塚区品濃町549-2 三宅ビル6F

㈱オオスミ

代：代表取締役 大角 武志
担：営業グループ 望木 修一

TEL 045(924)1060 246-0008
FAX 045(924)1055 横浜市瀬谷区五貫目町20-17

大関化学工業㈱
東京支店

代：支店長 我妻 栄人
担：営業部 山條 雄基

TEL 03(3582)7371 106-0044
FAX 03(3582)8225 東京都港区東麻布1-9-15 東麻布一丁目ビル7F

㈱オカムラ
横浜支店

代：支店長 片岡 久人
担：営業二課課長 安田 孝司

TEL 045(522)2340 220-0005
FAX 045(522)2344 横浜市西区南幸1-1-1 JR横浜タワー23階

ガイアパイル㈱

代：代表取締役 中山 奉一
担：営業課長 佐藤 淳

TEL 03(6300)9930 462-0051
FAX 03(6300)9932 愛知県名古屋市北区中切町1-44-1
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協力会名簿
㈱角藤
横浜支店

代：支店長 山岸 京一
担：基礎建材課 町田 潤一

TEL 045(411)2300 220-0022
FAX 045(411)2308 横浜市西区花咲町6-145

化研マテリアル㈱
横浜支社

代：支社長 寺尾 直樹
担：小牧 正和

TEL 045(226)5571 231-0023
FAX 045(662)7625 横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル1F

神奈川事務機㈱

代：代表取締役 藤井 雅生
担：代表取締役 藤井 雅生

TEL 045(242)0332 220-0054
FAX 045(242)5502 横浜市西区境之谷7-16

㈱神奈川ナブコ

代：代表取締役 原 信治
担：横浜支店支店長 今城 直己

TEL 045(323)0725 220-0022
FAX 045(323)0774 横浜市西区花咲町7-150 Ｗ＆Ｉ 横浜ビル8F

㈱川久保企画

代：代表取締役 川久保 隆幸
担：営業 尾張谷 悟

TEL 045(823)8279 233-0016
FAX 045(822)0949 横浜市港南区下永谷6-1-8

㈱川久保企画
ＪＲＣチーム

代：代表取締役 川久保 隆幸
担：宮本 大輔

FAX 045(433)8080 横浜市神奈川区白楽1-3 東白楽ビル

川本工業㈱

代：代表取締役 川本 守彦
担：横浜本店副本店長 清水 光久

TEL 045(662)2759 231-0026
FAX 045(662)2780 横浜市中区寿町2-5-1

関西ペイント販売㈱
横浜営業所

代：所長 渋谷 彰久
担：竹村 文宏

TEL 045(761)7390 235-0036
FAX 045(761)7395 横浜市磯子区中原1-2-31

元旦ビューティ工業㈱
神奈川支店 神奈川営業所

代：支店長 舩木 郁男
担：志田 和人

TEL 0466(43)2174 252-0804
FAX 0466(43)2185 藤沢市湘南台5-36-3

菊水化学工業㈱
横浜営業所

代：所長 稲垣 智弘
担：所長 稲垣 智弘

TEL 045(595)1550 224-0025
FAX 045(591)0018 横浜市都筑区早渕3-32-11 メックビル都筑302

㈱ケー・エフ・シー
横浜営業所

代：所長 永野 政浩
担：魚住 修之

TEL 045(949)5801 224-0061
FAX 045(949)5805 横浜市都筑区大丸8-4 都筑岩澤ビル

㈱ケーユー

代：代表取締役 廣瀬 修一
担：代表取締役 廣瀬 修一

TEL 045(261)8500 231-0064
FAX 045(261)8501 横浜市中区野毛町2-81 キャッスル桜木901

郡リース㈱
横浜支店

代：支店長 清野 善弘
担：長末 隆平

TEL 045(662)8541 231-0062
FAX 045(640)1680 横浜市中区桜木町3-8 横浜塩業ビル4F

コクヨマーケティング㈱
神奈川支店

代：支店長 堤 知孝
担：西山 裕吾

TEL 045(670)7660 220-8133
FAX 045(670)7661 横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー33F

コニシ㈱
横浜支店

代：支店長 上野 俊彦
担：矢井 秀明

TEL 045(514)2450 222-0033
FAX 045(514)2451 横浜市港北区新横浜3-20-12 新横浜望星ビル201号室

TEL 045(433)8000 221-0065
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協力会名簿
コマニー㈱

代：代表取締役社長 塚本 健太
担：横浜営業所所長 西田 晴夫

TEL 03(6261)1091 923-0994
FAX 03(3511)5687 石川県小松市工業団地１丁目９３番地

小松ウオール工業㈱
横浜支店

代：支店長 石川 文康
担：小室 淳 , 東 晃次

TEL 045(222)8511 231-0023
FAX 045(681)5722 横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル13F

㈱サカクラ

代：代表取締役社長 坂倉 徹
担：糸日谷 剛直

TEL 045(753)5700 235-0021
FAX 045(753)5835 横浜市磯子区岡村7-35-16

三協立山㈱
三協アルミ社

代：支店長 板谷 豊一
担：佐藤 一如

TEL 045(682)0303 220-6111
FAX 045(682)0322 横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワーＢ11F

㈱サンゲツ
横浜支店

代：支店長 川岸 宏之
担：羽鳥 陵太郎

TEL 045（664）3442 231-0032
FAX 045（664）3376 横浜市中区不老町2-9-1 関内ワイズビル2F

三晃金属工業㈱
横浜支店

代：支店長 鈴木 悟
担：涌井 駿

TEL 045(681)1235 231-0023
FAX 045(681)1237 横浜市中区山下町89-6 プライムタワー横浜3F

三信通商㈱
東京建材支店

代：建材担当役員 玉田 久
担：支店長 石川 範仁

TEL 03(3434)7546 105-0012
FAX 03(5472)0446 東京都港区芝大門2-12-8 ＲＢＭ芝パークビル

山陽印刷㈱

代：代表取締役 秋山 高秀
担：営業部次長 宇井 正佳

TEL 045(785)3434 236-0004
FAX 045(786)1105 横浜市金沢区福浦2-1-13

三和シヤッター工業㈱

代：支店長 羽太 哲也

首都圏住店装建材事業部 横浜第一支店 担：課長 安田 則之

TEL 045(478)0037 222-0033
FAX 045(473)3447 横浜市港北区新横浜2-5-5 住友不動産新横浜ビル4F

双和化学産業㈱
東京支店

代：支店長 菅谷 聖史
担：支店長 菅谷 聖史

TEL 03(5476)2371 108-0073
FAX 03(5476)0881 東京都港区三田3-1-9 大坂家ビル5Ｆ

㈱ダイフレックス
横浜支店

代：支店長 齋藤 和博
担：芹沢 善登

TEL 045(290)9751 220-0005
FAX 045(290)9755 横浜市西区南幸2-20-5 東伸24ビル7F

大和リース㈱
横浜支店

代：支店長 平井 裕輔
担：大竹 和幸

TEL 045(650)5401 220-0012
FAX 045(650)5441 横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいセンタービル14Ｆ

タキロンマテックス㈱
東京支店

代：支店長 鵜澤 将道
担：営業第2グループ 森尻 正志

TEL 03(5781)8150 108-6015
FAX 03(5781)8130 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティＡ棟 15F

田島ルーフィング㈱
横浜営業所

代：防水営業部所長 成松 英明
担：防水営業部 関根 夏未

TEL 045(651)5245 231-0012
FAX 045(651)5025 横浜市中区相生町6-113 オーク桜木町ビル10F

帝国器材㈱

代：代表取締役 大原 和子
担：川手 健志

TEL 03(3890)2194 123-0872
FAX 03(3856)1925 東京都足立区江北2-4-27
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協力会名簿
東京ガス㈱
官公庁営業部

代：神奈川担当部長 掛川 剛
担：神奈川担当部長 掛川 剛

TEL 045(253)5445 231-0047
FAX 045(261)7588 横浜市中区羽衣町1-2-1

㈱ＴＯＫＯ
東京支店

代：支店長 佐々木 祥
担：紺谷 律行

TEL 03(3842)1778 111-0041
FAX 03(3842)1779 東京都台東区元浅草3-13-12 Ｕビル8F

トーコービルシステム㈱
神奈川支店

代：支店長 小林 道彦
担：高倉 教広

TEL 045(620)8107 221-0052
FAX 045(620)8112 横浜市神奈川区栄町3-4 パシフィックマークス横浜イースト10Ｆ

東芝エレベータ㈱
神奈川支社

代：営業第一部部長 久保山 潤一
担：営業第一部課長 沼倉 弘諭

TEL 045(307)1071 220-0012
FAX 045(212)5233 横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー

ＴＯＴＯ㈱
横浜支社

代：支社長 伊藤竜一
担：宮永 富士男

TEL 0570(040)010 220-8134
FAX 045(224)1872 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 横浜ランドマークタワー34F

㈱東部

代：代表取締役 鈴木 郁男
担：相馬 智丈

TEL 042(762)4739 252-0134
FAX 042(762)8971 相模原市緑区下九沢1507-5

東リ㈱
横浜営業所

代：所長 卜部 智博
担：所長 川上 平

TEL 045(664)5810 231-0011
FAX 045(664)5731 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル

㈱トーヨーアサノ
神奈川営業所

代：所長 小山内 了太
担：所長 小山内 了太

TEL 045(311)0318 221-0834
FAX 045(411)2844 横浜市神奈川区台町11-30 台ビルＢ2号

㈱特立電機製作所

代：代表取締役 石井 朝活
担：代表取締役 石井 朝活

TEL 045(505)2001 230-0052
FAX 045(505)2016 横浜市鶴見区生麦2-3-26

ナイス㈱
木造建設事業本部

代：執行役員 木構造事業部長 遠藤 雅宏
担：会田 利知

TEL 045(505)5402 230-0051
FAX 045(505)4001 横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 ナイスビル4F

㈱内藤ハウス
横浜支店

代：支店長 岩倉 一仁
担：中込 幸利

TEL 045(534)6540 220-0004
FAX 045(534)6541 横浜市西区北幸2-15-10 オーク横浜ビル

㈱ニッコン

代：代表取締役 竹村 信教
担：アクアテック事業本部 井口 明博

TEL 03(3954)0111 161-0033
FAX 03(3954)0150 東京都新宿区下落合3-16-10 大同ビル3Ｆ

日新工業㈱
関東営業所西関東出張所

代：所長 志村 俊彦
担：山本 健一郎

TEL 045(316)7885 220-0023
FAX 045(316)7886 横浜市西区平沼1-13-14 パークノヴァ横浜壱番館202

日本コンクリート工業㈱

代：執行役員 東日本基礎事業統括 廣沢 明
担：佐々木 洋

TEL 03(3452)1082 108-0023
FAX 03(3452)1125 東京都港区芝浦4-6-14

日本住宅パネル工業協同組合
東日本支所 神奈川営業所

代：営業所長 中島 真
担：営業所長 中島 真

TEL 045(473)8591 222-0033
FAX 045(473)8597 横浜市港北区新横浜3-18-20 パシフィックマークス新横浜4F
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協力会名簿
(一財)日本品質保証機構

代：関東機械試験所長 村松 尚右
担：井上 到

TEL 03(3474)2525 140-0011
FAX 03(3474)3021 東京都品川区東大井1-8-12

早川ゴム㈱
東京支店

代：取締役支店長 小川 浩司
担：主任 北嶋 禎樹

TEL 03(3642)9434 135-0031
FAX 03(3643)6288 東京都江東区佐賀1-16-10

㈱ピアレックス・テクノロジーズ
東京営業所

代：代表取締役 三輪 周美
担：井上 陽子

TEL 03(5830)0055 111-8520
FAX 03(5830)0056 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル7F

㈱日立ビルシステム
横浜支社

代：支社長 笹部 勲
担：部長 福田 和之

TEL 045(640)6070 220-0011
FAX 045(651)4655 横浜市西区高島1-1-2

ビューテック㈱
建材事業部 関東営業所

代：所長 緑川 茂
担：保谷 雄司

TEL 047(307)6901 272-0137
FAX 047(307)6902 千葉県市川市福栄4-3-17

㈱ヒライデ

代：代表取締役社長 平出 伸二
担：代表取締役社長 平出 伸二

TEL 045(662)3900 231-0012
FAX 045(662)1018 横浜市中区相生町4-69

不二サッシ㈱
横浜支店

代：支店長 大倉 卓郎
担：開発グループ 保倉 大輔

TEL 045(210)9084 220-8116
FAX 045(210)9090 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 横浜ランドマークタワー16F

富士テクノ㈱

代：代表取締役 石橋 謙介
担：代表取締役 石橋 謙介

TEL 03(5316)2825 168-0073
FAX 03(3306)2611 東京都杉並区下高井戸1-35-11 コート山谷

㈱富士防

代：代表取締役 岡田 成煥
担：取締役副社長 平野 博之

TEL 046(830)5481 238-0023
FAX 046(830)5482 横須賀市森崎1-19-18

文化シヤッター㈱
首都圏支店神奈川

代：支店長 山田 記史
担：営業推進担当 永岡 博志

TEL 045(260)0237 231-0041
FAX 045(260)0238 横浜市中区吉田町65 ＥＲＶＩＣ横浜10F

三ツ星ベルト㈱
東京本社

代：建設資材事業部長 下村 徹
担：東部建築課 山室 雄貴

TEL 03(5202)2506 103-0027
FAX 03(5202)2526 東京都中央区日本橋2-3-4

㈱三好商会

代：代表取締役社長 水品 洋一
担：鈴木 秀太郎

TEL 045(328)3440 220-0004
FAX 045(324)5029 横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口ＫＮビル13F

㈱本久
関東支店

代：支店長 大日方 幸生
担：野村 翔太

TEL 048(882)1157 336-0017
FAX 048(882)1158 埼玉県さいたま市南区南浦和2-22-12 フィールビル302

森商事㈱
横浜営業所

代：代表取締役 森 庸男
担：所長 笠原 康則

TEL 045(544)4661 223-0057
FAX 045(531)9173 横浜市港北区新羽町1185

山金工業㈱
東京支店

代：取締役 藤浪 剛一
担：多田 稔

TEL 03(3202)3531 169-0072
FAX 03(3202)3532 東京都新宿区大久保2-4-12 新宿ラムダックスビル7Ｆ 702
-5-
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協力会名簿
㈱ヨコソー

代：代表取締役 佐藤 幹男
担：専務取締役 齋藤 秀人

TEL 046(834)5191 238-0023
FAX 046(834)5198 横須賀市森崎1-17-18

横浜エレベータ㈱

代：取締役社長 勝 治雄
担：次長 横川 博司

TEL 045(662)1594 231-0025
FAX 045(662)9033 横浜市中区松影町2-8-6

横浜エンジニアリング㈱

代：代表取締役 草島 豊
担：松崎 剛

TEL 045(664)3414 231-0031
FAX 045(664)3404 横浜市中区万代町1-2-12

横浜ビル建材㈱

代：代表取締役社長 前川 睦彦
担：部長 鈴木 欣吾

TEL 045(212)0992 231-0011
FAX 045(212)0994 横浜市中区太田町4-48 川島ビル601

㈱ＬＩＸＩＬ
営業本部ﾀｲﾙﾁｬﾈﾙ営業部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾀｲﾙｱｶｳﾝﾄG第1ﾁｰﾑ

代：グループリーダー 中橋 政人
担：吾郷 浩喜

TEL 03(4335)1377 136-8535
FAX 03(4335)1379 東京都江東区佐賀1-16-10大島2-1-1 ＬＩＸＩＬ ＷＩＮＧビル

リリカラ㈱
横浜営業所

代：所長 小林 敏
担：所長 小林 敏

TEL 045(473)9255 222-0033
FAX 045(473)9045 横浜市港北区新横浜2-17-19 ＨＦ新横浜ビルディング1F

㈱レジスタ

代：代表取締役 宮坂 伸祐
担：源間 敏雄

TEL 042(706)8713 194-0004
FAX 042(706)8714 東京都町田市鶴間4-7-22-2F

ロンシール工業㈱
横浜営業所

代：建装所長 上曽 利夫
担：防水所長 高橋 政史

TEL 045(662)7370 231-0013
FAX 045(661)0860 横浜市中区住吉町1-14 第一総業ビル6F

ＹＫＫ ＡＰ㈱

代：支店長 浦 幸仁
担：支店長 浦 幸仁

TEL 045(640)6350 231-0021
FAX 045(641)1581 横浜市中区日本大通17 ＪＰＲ横浜日本大通ビル9F

ＬＩＸＩＬ ＷＡＴＥＲＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＪＡＰＡＮ
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