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   役 員 名 簿                      　  (平成２７年４月～平成２９年３月)

役職 氏　　名 会　社　名 〒　・　住所 電　　話

　　　　

会　長

　　　　　　　　

徳　田　　忠

 　　　           

㈱特殊技研興業　　

　　　　　　　

〒950-0923                      

新潟県新潟市中央区姥ｹ山4-12-18  

            

025-286-7781

　　　　

副会長

　　　　　　　　

大　平　幹　也

 　　　           

若井工業㈱

〒212-0006                      

神奈川県川崎市幸区遠藤町16-10   

ワカイビル              

            

044-555-0331

　　　　

副会長

　　　　　　　　

吉　田　喜　廣

 　　　           

㈱ヨシダアニー

〒010-1605                      

秋田県秋田市新屋勝平町13-23     

　                      

            

0188-64-6961

　　　　

副会長

　　　　　　　　

小　林　一　夫

 　　　           

栄和技建㈱

〒182-0026                      

東京都調布市小島町3-69-2-503    

　                      

            

0424-80-6231

　　　　

理　事

　　　　　　　　

澤　田　有　馬

 　　　           

㈱タガ

〒791-8021                      

愛媛県松山市六軒家町3-20        

　                      

            

089-925-5630

　　　　

理　事

　　　　　　　　

佐　藤　幹　一

 　　　           

㈱第一リフォーム

〒179-0073                      

東京都練馬区田柄2-27-29　       

ﾌﾚﾝﾄ゙ﾏﾝｼｮﾝ田柄１階      

            

03-5967-0305

　　　　

理　事

　　　　　　　　

武　本　栄　治

 　　　           

㈱ユニオン技建

〒564-0033                      

大阪府吹田市東御旅町8-40        

　                      

            

06-6318-0011

　　　　

理　事

　　　　　　　　

末　綱　龍　太

 　　　           

トーヨー科建㈱

〒113-0021                      

東京都文京区本駒込3-36-6        

　                      

            

03-5809-0856

　　　　

理　事

　　　　　　　　

山　口　和之介

 　　　           

光清化成建設㈱

〒102-0082                      

東京都千代田区一番町15-15       

光清ビル　              

            

03-3264-1031

　　　　

理　事

　　　　　　　　

平　光　哲　也

 　　　           

中日本技建㈱

〒500-8223                      

岐阜県岐阜市水海道2-5-18        

　                      

            

058-247-0447

　　　　

理　事

　　　　　　　　

　清　　俊　一

 　　　           

日本特殊止水工業㈱

〒359-0021                      

埼玉県所沢市東所沢2-1-14        

　                      

            

042-951-4387

　　　　

理　事

　　　　　　　　

前　田　后　一

 　　　           

㈱日建企業狛江支店

　　　

〒201-0004                      

東京都狛江市岩戸北3-15-12       

            

03-3430-0211

　　　　

理　事

　　　　　　　　

石　原　秀　章

 　　　           

アイティ・テクノ㈱

〒208-0013                      

東京都武蔵村山市大南4-37-1      

　                      

            

042-590-5801

　　　　

理　事

　　　　　　　　

原　田　憲　明

 　　　           

アサヒボンド工業㈱

〒173-0031                      

東京都板橋区大谷口北町3-7       

　                      

            

03-3972-4929

　　　　

監　事

　　　　　　　　

野　村　太一郎

 　　　           

関東レジン工業㈱

〒166-0012                      

東京都杉並区和田1-13-9          

　                      

            

03-3383-9898

　　　　

監　事

　　　　　　　　

高　橋　洋　平

 　　　           

㈱アート建装

〒151-0072                      

東京都渋谷区幡ヶ谷1-20-11       

　                      

            

03-5454-3522
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　正会員名簿

社名　・　代表者 〒　・　住所 電　　話 ファクシミリ

㈱アート建装                

                            

            高　橋　洋　平

〒151-0072                          

東京都渋谷区幡ヶ谷1-20-11           

            

03-5454-3522

            

03-5454-3523

㈱アーバン・ビソー          

                            

            斎　藤　建　二

〒010-0041                          

秋田県秋田市広面字近藤堰越27-1      

            

018-837-3311

            

018-837-3336

㈱アールシー・テック        

                            

            神　田　徳　行

〒010-1201                          

秋田県秋田市雄和田草川字高野11      

            

018-853-1609

            

018-853-1610

アイティ・テクノ㈱          

                            

            石　原　秀　章

〒208-0013                          

東京都武蔵村山市大南4-37-1          

            

042-590-5801

            

042-590-5802

㈱アイ・レック              

                            

            木　下　常　雄

〒321-0972                          

栃木県宇都宮市下川俣町209-60        

            

028-613-1066

            

028-613-1067

㈱アクア                    

                            

            八　幡　鯉　明

〒170-0001                          

東京都豊島区西巣鴨1-2-5             

小倉ビル4F              

            

03-3910-2411

            

03-3910-4120

アドバンス㈱                

                            

            尾　関　　　登

〒481-0038                          

愛知県北名古屋市徳重米野4           

            

0568-22-8211

            

0568-22-8234

アレス㈲                    

                            

            川　本　喜　樹

〒336-0031                          

埼玉県さいたま市南区鹿手袋1-23-1    

            

048-838-2731

            

048-865-8833

㈲イグチ工業                

                            

            井　口　宏　之

〒121-0075                          

東京都足立区一ツ家3-26-15           

            

03-3858-5821

            

03-3858-5752

㈱生野                      

                            

            生　野　行　利

〒674-0094                          

兵庫県明石市二見町西二見660-11      

            

078-943-4103

            

078-943-5237

㈱英光産業                  

                            

            今　野　照　大

〒130-0021                          

東京都墨田区緑4-17-7                

            

03-3635-2240

            

03-3635-2270

栄和技建㈱                  

                            

            小　林　一　夫

〒182-0026                          

東京都調布市小島町3-69-2-503        

            

0424-80-6231

            

0424-80-6241

㈱大阪防水工業所            

                            

            佐　伯　忠　雄

〒570-0015                          

大阪府守口市梶町1-40-5              

            

06-6903-0016

            

06-6905-1572

㈱和アート                  

                            

            高　橋　道　尚

〒169-0074                          

東京都新宿区北新宿4-3-11            

コモドスクェア北新宿１Ｆ

            

03-5330-6451

            

03-5330-6455

カタヤマ工営㈱              

                            

            片　山　方　人

〒192-0912                          

東京都八王子市絹ヶ丘1-11-7          

            

042-635-4837

            

042-636-0310

㈲神守建材社                

                            

            神　守　陽　一

〒238-0014                          

神奈川県横須賀市三春町5-9-25        

            

046-822-4288

            

046-833-1775

㈱川崎外装管理              

                            

            川　崎　浩　史

〒179-0074                          

東京都練馬区春日町1-11-18           

            

03-5933-9620

            

03-5933-9621

㈱環境セラステクノ          

                            

            齋　藤　明　伸

〒174-0043                          

東京都板橋区坂下1-39-13             

            

03-3967-5212

            

03-3967-5150
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　正会員名簿

社名　・　代表者 〒　・　住所 電　　話 ファクシミリ

㈱関西マサル                

                            

            吉　山　順　一

〒531-0062                          

大阪府大阪市北区長柄中3-1-8         

            

06-6357-3707

            

06-6357-3708

関東レジン工業㈱            

                            

            野　村　太一郎

〒166-0012                          

東京都杉並区和田1-13-9              

            

03-3383-9898

            

03-3383-9933

共立レジン工業㈱            

                            

            有　門　愁　雄

〒170-0005                          

東京都豊島区南大塚3-30-14           

            

03-3988-8145

            

03-3988-1870

協和レジン㈱                

                            

            玉　上　兼　三

〒176-0013                          

東京都練馬区豊玉中2-7-12            

            

03-3948-5200

            

03-3948-5557

㈲栗林建装                  

                            

            栗　林　　弘  

〒959-0307                          

新潟県西蒲原郡弥彦村大字川崎3-6-20  

            

0256-63-8855

            

0256-63-8855

㈱グレート                  

                            

            本　田　京　一

〒202-0002                          

東京都西東京市ひばりケ丘北3-6-20    

            

0424-21-7372

            

0424-23-6302

黒部工業㈱                  

                            

            小　川　武　司

〒101-0024                          

東京都千代田区神田和泉町2-6         

            

03-6240-9933

            

03-6240-9944

㈱工業技術研究所            

                            

            田　辺　　勇  

〒113-0033                          

東京都文京区本郷2-12-6              

            

03-3811-4421

            

03-3815-4199

光清化成建設㈱              

                            

            山　口　陽之介

〒102-0082                          

東京都千代田区一番町15-15           

光清ビル                

            

03-3264-1031

            

03-3264-1033

高徳㈱                      

                            

            中　村　畝　人

〒240-0036                          

神奈川県横浜市保土ヶ谷区            

新桜ヶ丘2-20-12         

            

045-520-3641

            

045-520-3642

光洋建材㈱                  

                            

            中　村　弘　一

〒563-0028                          

大阪府池田市渋谷3-19-5              

            

072-753-8171

            

072-753-0020

国際建資㈱                  

                            

            横　井　　剛  

〒420-0804                          

静岡県静岡市葵区竜南3-7-2           

            

054-247-7761

            

054-245-5899

㈱サーフ                    

                            

            古　川　文　仁

〒176-0003                          

東京都練馬区羽沢1-7-7               

第２ゼネラルビル６F     

            

03-3948-7977

            

03-3948-7978

㈲佐藤防水                  

                            

            佐　藤　玲　子

〒892-0837                          

鹿児島県鹿児島市甲突町29-3          

            

099-223-2704

            

099-223-2714

㈱サルト                    

                            

            小久保　文　博

〒216-0001                          

神奈川県川崎市宮前区野川3184-1-403  

            

044-982-1426

            

044-982-1429

㈱サンエーテクノ            

                            

            山　家　慶　治

〒352-0025                          

埼玉県新座市片山1-1-30              

            

048-424-4951

            

048-424-4950

㈱サン工機                  

                            

            八　木　茂　紀

〒190-0013                          

東京都立川市富士見町4-9-4           

            

0425-27-8848

            

0425-27-9223

㈱三祐商会                  

                            

            吉　田　絋一郎

〒150-0042                          

東京都渋谷区宇田川町36-22-2-605     

            

03-5456-0345

            

03-3464-7047
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　正会員名簿

社名　・　代表者 〒　・　住所 電　　話 ファクシミリ

㈱ジックス                  

                            

            出　水　裕　之

〒170-0004                          

東京都豊島区北大塚1-18-11           

大塚ＫＹビル６Ｆ        

            

03-5907-4651

            

03-5907-4657

㈱伸陽工業                  

                            

            山　本　　剛  

〒238-0023                          

神奈川県横須賀市森崎1-10-2          

            

046-838-5907

            

046-838-5908

㈱鈴木乃防水耐火板          

                            

            鈴　木　崇　浩

〒142-0063                          

東京都品川区荏原6-13-7              

            

03-3781-2343

            

03-3781-9839

㈱セオ防水技建              

                            

            瀬　尾　正　弘

〒175-0092                          

東京都板橋区赤塚5-25-2              

            

03-3975-7231

            

03-3975-7243

㈱セントラル工業            

                            

            山　崎　達　夫

〒190-0013                          

東京都立川市富士見町4-17-1          

            

042-524-6566

            

042-523-2861

㈱相馬工業                  

                            

            相　馬　和　博

〒165-0021                          

東京都中野区丸山2-9-7               

            

03-3339-7821

            

03-3339-7820

創和工業㈱                  

                            

            渡　邉　富士雄

〒154-0016                          

東京都世田谷区弦巻4-21-22  2階      

            

03-5426-2525

            

03-5426-3113

㈱第一リフォーム            

                            

            佐　藤　幹　一

〒179-0073                          

東京都練馬区田柄2-27-29　           

ﾌﾚﾝﾄ゙ﾏﾝｼｮﾝ田柄１階      

            

03-5967-0305

            

03-5967-0391

大栄産業㈱                  

                            

            小　関　大　司

〒826-0043                          

福岡県田川市大字奈良1587-4          

            

0947-44-0237

            

0947-44-0262

大正技建㈱                  

                            

            稲　津　一　也

〒551-0021                          

大阪府大阪市大正区南恩加島4-6-20    

            

06-6553-3928

            

06-6553-4507

㈱大勝技建                  

                            

            大　竹　敏　勝

〒170-0004                          

東京都豊島区北大塚3-28-10           

            

03-5974-1731

            

03-5974-1732

大昭産業㈱                  

                            

            真　田　利　昭

〒116-0001                          

東京都荒川区町屋3-22-4              

            

03-3809-0081

            

03-3809-0083

㈱ダイニチ                  

                            

            大　川　正　培

〒532-0032                          

大阪府大阪市淀川区三津屋北1-1-2     

            

06-6305-6871

            

06-6305-2425

太陽産業㈱                  

                            

            佐　々　　久  

〒114-0023                          

東京都北区滝野川6-15-8              

            

03-3949-8118

            

03-3949-8277

㈱タガ                      

                            

            澤　田　有　馬

〒791-8021                          

愛媛県松山市六軒家町3-20            

            

089-925-5630

            

089-925-5632

高尾特殊エンジニアリング㈱  

                            

            高　尾　晴　広

〒154-0023                          

東京都世田谷区若林5-18-4            

高尾ビル                

            

03-3410-9096

            

03-3410-9064

㈱高野工務店                

                            

            高　野　安  則

〒121-0053                          

東京都足立区佐野2-9-4               

            

03-3605-2569

            

03-3605-2575

㈱高橋組                    

                            

            三　森　一　郎

〒150-0045                          

東京都渋谷区神泉町3-13              

            

03-3462-0458

            

03-3461-1026
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　正会員名簿

社名　・　代表者 〒　・　住所 電　　話 ファクシミリ

㈱都留産業                  

                            

            亀　田　能　崇

〒229-1103                          

神奈川県相模原市橋本2-24-12         

ロイヤルステージ101     

            

0427-74-2240

            

0427-73-2485

㈱寺町技研                  

                            

            寺　町　良　平

〒260-0841                          

千葉県千葉市中央区白旗2-18-5        

            

043-266-3881

            

043-266-3882

東邦工業㈱                  

                            

            礪　波　　誠  

〒930-0014                          

富山県富山市館出町1-10-4            

            

0764-33-8111

            

0764-33-7007

トーヨー科建㈱              

                            

            末　綱　威　夫

〒113-0021                          

東京都文京区本駒込3-36-6            

            

03-5809-0856

            

03-5809-0858

㈱特殊技研興業              

                            

            徳　田　　忠  

〒950-0923                          

新潟県新潟市中央区姥ｹ山4-12-18      

            

025-286-7781

            

025-286-1664

㈱トップ                    

                            

            村　田　安　利

〒861-8019                          

熊本県熊本市東区下南部3-4-110       

            

096-389-0558

            

096-389-0158

㈱中綱組                    

                            

            羽　賀　義　広

〒034-0036                          

青森県十和田市東六番町3-36          

            

0176-23-7175

            

0176-23-7173

中日本技建㈱                

                            

            平　光　芳　治

〒500-8223                          

岐阜県岐阜市水海道2-5-18            

            

058-247-0447

            

058-248-3586

㈱日防技研                  

                            

            玉　田　雄　次

〒179-0085                          

東京都練馬区早宮1-52-7-209          

            

03-5999-5560

            

03-5999-5561

㈱日建企業　狛江支店        

                            

            井  上  良  二

〒201-0004                          

東京都狛江市岩戸北3-15-12           

            

03-3430-0211

            

03-3430-0212

㈱ニッケン防水工業          

                            

            中　島　教　進

〒002-8021                          

北海道札幌市北区篠路1条8-6-33       

            

011-772-9309

            

011-772-9410

ニッソー技研㈱              

                            

            宮　部　雄一郎

〒792-0852                          

愛媛県新居浜市東田二丁目甲1317-3    

            

0897-41-8255

            

0897-43-1041

㈱日東                      

                            

            阿久津　範　夫

〒266-0026                          

千葉県千葉市緑区古市場町474-290     

            

043-266-6831

            

043-265-0821

日本特殊止水工業㈱          

                            

            清　　　俊　一

〒359-0021                          

埼玉県所沢市東所沢2-1-14            

            

042-951-4387

            

042-951-4388

日本マスチック工業㈱        

                            

            坂　上　順　一

〒370-0073                          

群馬県高崎市緑町1-3-4               

            

027-362-6821

            

027-384-3041

㈱野島工業                  

                            

            野　島　健　治

〒594-0041                          

大阪府和泉市いぶき野2-2-13          

            

072-524-8201

            

072-524-8210

光興業㈱                    

                            

            一　柳　光　一

〒211-0043                          

神奈川県川崎市中原区新城中町2-11    

            

044-777-8511

            

044-777-8630

ヒラオ技研工業㈲            

                            

            平　生　　司  

〒353-0007                          

埼玉県志木市柏町1-9-75              

            

048-472-2397

            

03-3379-4677
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　正会員名簿

社名　・　代表者 〒　・　住所 電　　話 ファクシミリ

㈲ファステム                

                            

            杉　田　初　男

〒880-2104                          

宮崎県宮崎市大字浮田3302-4          

            

0985-47-9339

            

0985-47-9343

㈲フクシマ                  

                            

            福　島　耕一郎

〒130-0043                          

東京都墨田区立花6-3-4               

            

03-6657-5353

            

03-6657-5355

富士技研興業㈱              

                            

            谷　本　敦　夫

〒541-0053                          

大阪府大阪市中央区本町2-3-6         

ビジネスビル３Ｆ        

            

06-6261-5222

            

06-6261-5965

双葉工業㈱                  

                            

            馬　場　　薫  

〒880-0837                          

宮崎県宮崎市村角町中尊1828-4        

            

0985-24-2917

            

0985-25-0008

㈱プライム                  

                            

            井　神　俊　郎

〒710-0833                          

岡山県倉敷市西中新田290-9           

            

086-422-7701

            

086-422-7755

㈱ベルテック                

                            

            中　山　浩　明

〒183-0006                          

東京都府中市緑町2-29-9              

            

042-334-0525

            

042-365-8767

北越産業㈱                  

                            

            渡　邊　秀　照

〒950-0863                          

新潟県新潟市東区卸新町3-16-19       

            

025-270-2500

            

025-270-2501

㈲松村工業                  

                            

            松　村　房　夫

〒371-0858                          

群馬県前橋市総社町桜が丘1309-10     

            

027-252-8297

            

027-253-6874

㈱ミカド                    

                            

            松　本　　一  

〒861-4116                          

熊本県熊本市南区中無田町1018-1      

            

096-357-1707

            

096-357-5721

㈱ミサト工業                

                            

            安　藤　克　彦

〒370-3107                          

群馬県高崎市箕郷町矢原491-4         

            

027-371-7125

            

027-371-5809

㈲宮口商事                  

                            

            宮　口　敬　崇

〒411-0934                          

静岡県駿東郡長泉町下長窪935-22      

            

0559-86-6783

            

0559-86-6797

㈱ユニオン技建              

                            

            武　本　栄　治

〒564-0033                          

大阪府吹田市東御旅町8-40            

            

06-6318-0011

            

06-6318-0010

㈱ヨコソー                  

                            

            佐　藤　幹　男

〒238-0023                          

神奈川県横須賀市森崎1-17-18         

            

046-834-5191

            

046-834-5198

㈱ヨシダアニー              

                            

            吉　田　喜　廣

〒010-1605                          

秋田県秋田市新屋勝平町13-23         

            

0188-64-6961

            

0188-64-6992

㈱リッチ                    

                            

            須　川　　稔  

〒165-0031                          

東京都中野区上鷺宮3-3-20            

            

03-3970-8606

            

03-3926-1130

㈱リン・ドス                

                            

            東海林　　充  

〒112-0011                          

東京都文京区千石4-26-19             

            

03-5395-6161

            

03-5395-6222

レオ工業㈱                  

                            

            金　丸　大　悟

〒290-0257                          

千葉県市原市新生532-1               

            

0436-98-2461

            

0436-63-2321

レオン工業㈱                

                            

            渡　辺　　光  

〒160-0005                          

東京都新宿区愛住町20                

愛住ハイツ１Ｆ          

            

03-3355-6331

            

03-3358-6309
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　正会員名簿

社名　・　代表者 〒　・　住所 電　　話 ファクシミリ

㈲レジンニイガタ            

                            

            高　橋　賢　輔

〒950-0801                          

新潟県新潟市東区津島屋7-210-4       

            

025-270-0850

            

025-270-9790

若井工業㈱                  

                            

            若　井　　純  

〒212-0006                          

神奈川県川崎市幸区遠藤町16-10       

ワカイビル              

            

044-555-0331

            

044-544-0571

渡辺建工㈱                  

                            

            渡　辺　泰　史

〒322-0026                          

栃木県鹿沼市茂呂336-5               

            

0289-76-0041

            

0289-76-0581

渡部防水工業㈱              

                            

            渡　部　秀　晴

〒177-0041                          

東京都練馬区石神井町5-13-2          

            

03-3904-3910

            

03-3995-0287
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　賛助会員名簿

社名　・　代表者 〒　・　住所 電　　話 ファクシミリ

㈱ＡＤＥＫＡ化学品営業本部

                          

          芝　田　智　生

〒116-8554                            

東京都荒川区東尾久7-2-35              

            

03-4455-2843

            

03-3809-8240

㈱エフ・ティ・エス        

                          

          福　澤　裕　士

〒812-0041                            

福岡県福岡市博多区吉塚4-6-17          

            

092-624-2938

            

092-624-8668

大塚刷毛製造㈱            

                          

          大　塚　久　利

〒160-8511                            

東京都新宿区四谷4-1                   

            

03-3359-8724

            

03-3352-2915

化研マテリアル㈱          

                          

          三　浦　健　悦

〒105-0003                            

東京都港区西新橋2-35-6                

第三松井ビル            

            

03-3436-3011

            

03-3436-1420

キデン㈱                  

                          

          中　村　俊　久

〒410-0811                            

静岡県沼津市中瀬町1-9                 

            

055-931-4637

            

055-932-4653

㈱クラタ・テクノシステム  

                          

          倉　田　公　男

〒179-0075                            

東京都練馬区高松4-21-17               

            

03-3926-4010

            

03-6763-9411

㈱Ｋ・Ｃアスカ            

                          

          坂　爪　　勝  

〒101-0032                            

東京都千代田区岩本町3-7-16            

井門岩本町第2ビル       

            

03-5687-8391

            

03-5687-0984

光栄商事㈱                

                          

          内　田　　勲　

〒177-0044                            

東京都練馬区上石神井1-20-6            

            

03-3928-5811

            

03-3928-5991

サンシン工業㈱            

                          

          中　村　三　也

〒135-0034                            

東京都江東区永代1-14-26               

高橋ビル２Ｆ            

            

03-3643-6101

            

03-3642-1402

セメダイン㈱              

                          

          岩　切　　浩  

〒141-8620                            

東京都品川区大崎1-11-2                

ｹ゙ ﾄーｼﾃｨ大崎ｲーｽﾄﾀﾜー18F   

            

03-6421-7275

            

03-6421-7277

中央クリーンエイド㈱      

                          

          丸　山　恵　三

〒150-0001                            

東京都渋谷区神宮前6-35-3              

コ プーオリンピア 514号   

            

03-3486-0806

            

03-3486-0933

中部ネクセン㈱            

                          

          井　指　　朗  

〒488-0043                            

愛知県尾張旭市北本地ケ原1-2-4         

            

0561-52-5111

            

0561-52-5066

日成産業㈱                

                          

          疋  野  幸  男

〒104-0061                            

東京都中央区銀座4-9-5                 

銀昭ビル４Ｆ            

            

03-3543-4567

            

03-3545-0521

日本フィライト㈱          

                          

          中　島　隆　行

〒541-0044                            

大阪府大阪市中央区伏見町2-4-5         

            

06-6227-0729

            

06-6227-0397

ニューテック㈱            

                          

          戸　高　和　夫

〒221-0031                            

神奈川県横浜市神奈川区新浦島町        

1-1-25テクノウエイブ100 

            

045-451-2538

            

045-451-2539

野口興産㈱                

                          

          野　口　裕　二

〒176-0012                            

東京都練馬区豊玉北2-16-14             

            

03-3994-5601

            

03-3994-1091

フヨー㈱                  

                          

          若　山　倫　雄

〒130-0003                            

東京都墨田区横川4-10-9                

            

03-5608-0101

            

03-5608-6431

㈱フロンティア            

                          

          酒　井　道　雄

〒170-0013                            

東京都豊島区東池袋2-21-6              

            

03-3986-0871

            

03-3986-0962
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　賛助会員名簿

社名　・　代表者 〒　・　住所 電　　話 ファクシミリ

モリシタ化学産業㈱        

                          

          佐　藤　　保  

〒543-0043                            

大阪府大阪市天王寺区勝山1-6-7         

            

06-6771-3929

            

06-6779-4138

森商事㈱                  

                          

          森　　　庸　男

〒143-0016                            

東京都大田区大森北6-27-11             

            

03-3761-2588

            

03-3768-4093

ヤクシ化成㈱              

                          

          横　嶋　雅　次

〒103-0024                            

東京都中央区日本橋小舟町7-2           

            

03-3663-3251

            

03-3639-9483
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　特別会員名簿

社名　・　代表者 〒　・　住所 電　　話 ファクシミリ

アサヒボンド工業㈱        

                          

          児　玉　一　真

〒173-0031                            

東京都板橋区大谷口北町3-7             

            

03-3972-4929

            

03-3972-4856

アサヒボンド大阪営業所    

                          

          原　田　憲　明

〒544-0011                            

大阪府大阪市生野区田島4-5-28          

            

06-6753-3541

            

06-6753-3543

アサヒボンド東北出張所    

                          

          嶺　　　亮    

〒982-0003                            

宮城県仙台市太白区郡山谷地田東        

14-23                   

            

022-247-8131

            

022-247-4678

アサヒボンド広島連絡事務所

                          

          片　岡　博　文

〒733-0035                            

広島県広島市西区南観音7-12-3          

カナリア産業㈱広島営業所

            

082-292-6411

            

082-232-4404
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　地区別会員数一覧表　　　　

地方名 都道府県 正会員 賛助会員 特別会員 合　計

北海道 北海道 1 1

青森県 1 1

岩手県

宮城県 1 1

秋田県 3 3

山形県

東北

福島県

茨城県

栃木県 2 2

群馬県 3 3

埼玉県 4 4

千葉県 3 3

東京都 42 15 1 58

神奈川県 8 1 9

関東

山梨県

長野県信越

新潟県 4 4

富山県 1 1

石川県

北陸

福井県

岐阜県 1 1

静岡県 2 1 3

愛知県 1 1 2

東海

三重県

滋賀県

京都府

大阪府 8 2 1 11

兵庫県 1 1

奈良県

近畿

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県 1 1

広島県 1 1

中国

山口県

徳島県

香川県

愛媛県 2 2

四国

高知県

福岡県 1 1 2

佐賀県

長崎県

熊本県 2 2

大分県

宮崎県 2 2

九州

鹿児島県 1 1

沖縄 沖縄県

総　計 94 21 4 119
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　都道府県別名簿（正会員）

都道府県 市区名 会員名 電話番号 備考

北海道 札幌市北区 ㈱ニッケン防水工業 011-772-9309

青森県 十和田市 ㈱中綱組 0176-23-7175

秋田市 ㈱アールシー・テック 018-853-1609

秋田市 ㈱ヨシダアニー 0188-64-6961

秋田県

秋田市 ㈱アーバン・ビソー 018-837-3311

宇都宮市 ㈱アイ・レック 028-613-1066栃木県

鹿沼市 渡辺建工㈱ 0289-76-0041

高崎市 日本マスチック工業㈱ 027-362-6821

高崎市 ㈱ミサト工業 027-371-7125

群馬県

前橋市 ㈲松村工業 027-252-8297

さいたま市南区 アレス㈲ 048-838-2731

志木市 ヒラオ技研工業㈲ 048-472-2397

所沢市 日本特殊止水工業㈱ 042-951-4387

埼玉県

新座市 ㈱サンエーテクノ 048-424-4951

千葉市中央区 ㈱寺町技研 043-266-3881

千葉市緑区 ㈱日東 043-266-6831

千葉県

市原市 レオ工業㈱ 0436-98-2461

足立区 ㈲イグチ工業 03-3858-5821

足立区 ㈱高野工務店 03-3605-2569

荒川区 大昭産業㈱ 03-3809-0081

板橋区 ㈱セオ防水技建 03-3975-7231

板橋区 ㈱環境セラステクノ 03-3967-5212

北区 太陽産業㈱ 03-3949-8118

品川区 ㈱鈴木乃防水耐火板 03-3781-2343

渋谷区 ㈱三祐商会 03-5456-0345

渋谷区 ㈱高橋組 03-3462-0458

渋谷区 ㈱アート建装 03-5454-3522

新宿区 ㈱和アート 03-5330-6451

新宿区 レオン工業㈱ 03-3355-6331

杉並区 関東レジン工業㈱ 03-3383-9898

墨田区 ㈱英光産業 03-3635-2240

世田谷区 創和工業㈱ 03-5426-2525

世田谷区 高尾特殊エンジニアリング㈱ 03-3410-9096

千代田区 光清化成建設㈱ 03-3264-1031

千代田区 黒部工業㈱ 03-6240-9933

豊島区 共立レジン工業㈱ 03-3988-8145

豊島区 ㈱ジックス 03-5907-4651

豊島区 ㈱アクア 03-3910-2411

豊島区 ㈱大勝技建 03-5974-1731

中野区 ㈱リッチ 03-3970-8606

中野区 ㈱相馬工業 03-3339-7821

練馬区 協和レジン㈱ 03-3948-5200

練馬区 ㈱第一リフォーム 03-5967-0305

練馬区 渡部防水工業㈱ 03-3904-3910

練馬区 ㈱日防技研 03-5999-5560

練馬区 ㈱川崎外装管理 03-5933-9620

練馬区 ㈱サーフ 03-3948-7977

文京区 ㈱工業技術研究所 03-3811-4421

文京区 トーヨー科建㈱ 03-5809-0856

文京区 ㈱リン・ドス 03-5395-6161

武蔵村山市 アイティ・テクノ㈱ 042-590-5801

狛江市 ㈱日建企業　狛江支店 03-3430-0211

立川市 ㈱サン工機 0425-27-8848

立川市 ㈱セントラル工業 042-524-6566

調布市 栄和技建㈱ 0424-80-6231

東京都

西東京市 ㈱グレート 0424-21-7372
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　都道府県別名簿（正会員）

都道府県 市区名 会員名 電話番号 備考

八王子市 カタヤマ工営㈱ 042-635-4837

府中市 ㈱ベルテック 042-334-0525

東京都

墨田区 ㈲フクシマ 03-6657-5353

相模原市 ㈱都留産業 0427-74-2240

横浜市保土ケ谷区 高徳㈱ 045-520-3641

川崎市幸区 若井工業㈱ 044-555-0331

川崎市中原区 光興業㈱ 044-777-8511

川崎市宮前区 ㈱サルト 044-982-1426

横須賀市 ㈲神守建材社 046-822-4288

横須賀市 ㈱ヨコソー 046-834-5191

神奈川県

横須賀市 ㈱伸陽工業 046-838-5907

新潟市中央区 ㈱特殊技研興業 025-286-7781

新潟市東区 北越産業㈱ 025-270-2500

新潟市東区 ㈲レジンニイガタ 025-270-0850

新潟県

西蒲原郡 ㈲栗林建装 0256-63-8855

富山県 富山市 東邦工業㈱ 0764-33-8111

岐阜県 岐阜市 中日本技建㈱ 058-247-0447

静岡市 国際建資㈱ 054-247-7761静岡県

駿東郡 ㈲宮口商事 0559-86-6783

愛知県 北名古屋市 アドバンス㈱ 0568-22-8211

兵庫県 明石市 ㈱生野 078-943-4103

大阪市北区 ㈱関西マサル 06-6357-3707

大阪市大正区 大正技建㈱ 06-6553-3928

大阪市中央区 富士技研興業㈱ 06-6261-5222

淀川区 ㈱ダイニチ 06-6305-6871

池田市 光洋建材㈱ 072-753-8171

和泉市 ㈱野島工業 072-524-8201

吹田市 ㈱ユニオン技建 06-6318-0011

大阪府

守口市 ㈱大阪防水工業所 06-6903-0016

岡山県 倉敷市 ㈱プライム 086-422-7701

新居浜市 ニッソー技研㈱ 0897-41-8255愛媛県

松山市 ㈱タガ 089-925-5630

福岡県 田川市 大栄産業㈱ 0947-44-0237

熊本市 ㈱ミカド 096-357-1707熊本県

熊本市 ㈱トップ 096-389-0558

宮崎市 双葉工業㈱ 0985-24-2917宮崎県

宮崎市 ㈲ファステム 0985-47-9339

鹿児島県 鹿児島市 ㈲佐藤防水 099-223-2704
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　都道府県別名簿（賛助会員）

都道府県 市区名 会員名 電話番号 備考

豊島区 ㈱フロンティア 03-3986-0871

中央区 ㈱ＡＤＥＫＡ化学品営業本部 03-4455-2843

大田区 森商事㈱ 03-3761-2588

江東区 サンシン工業㈱ 03-3643-6101

品川区 セメダイン㈱ 03-6421-7275

渋谷区 中央クリーンエイド㈱ 03-3486-0806

新宿区 大塚刷毛製造㈱ 03-3359-8724

墨田区 フヨー㈱ 03-5608-0101

中央区 日成産業㈱ 03-3543-4567

中央区 ヤクシ化成㈱ 03-3663-3251

千代田区 ㈱Ｋ・Ｃアスカ 03-5687-8391

練馬区 光栄商事㈱ 03-3928-5811

練馬区 野口興産㈱ 03-3994-5601

練馬区 ㈱クラタ・テクノシステム 03-3926-4010

東京都

港区 化研マテリアル㈱ 03-3436-3011

神奈川県 横浜市神奈川区 ニューテック㈱ 045-451-2538

静岡県 沼津市 キデン㈱ 055-931-4637

愛知県 尾張旭市 中部ネクセン㈱ 0561-52-5111

大阪市中央区 日本フィライト㈱ 06-6227-0729大阪府

大阪市天王寺区 モリシタ化学産業㈱ 06-6771-3929

福岡県 福岡市博多区 ㈱エフ・ティ・エス 092-624-2938
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　都道府県別名簿（特別会員）

都道府県 市区名 会員名 電話番号 備考

東京都 板橋区 アサヒボンド工業㈱ 03-3972-4929 　

大阪府 大阪市生野区 アサヒボンド大阪営業所 06-6753-3541

宮城県 仙台市太白区 アサヒボンド東北出張所 022-247-8131

広島県 広島市西区 アサヒボンド広島連絡事務所 082-292-6411
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