＜正会員＞
会

社

名

役職名

代表者

〒

1 株式会社アクアセキグチ 横浜営業所

所長

永岡 廣光

230-0071 横浜市鶴見区駒岡2-15-37

045-573-1451

045-582-4615

2 浅野機材株式会社 川崎事業所

所長

秦野 和成

216-0035 川崎市宮前区馬絹1008

044-854-7211

044-852-1673

3 イシグロ株式会社 神奈川支店

支店長

工藤 利尚

243-0206 厚木市下川入177-1

046-245-9161

046-245-9070

4 株式会社五十嵐管材

代表取締役

五十嵐 哲雄

227-0036 横浜市青葉区奈良町1953-5

045-961-0430

045-961-0437

5 因幡鋼管株式会社

代表取締役

若光 治久

230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-10-44

045-511-0081

045-502-4949

6 大江管材タイル株式会社

代表取締役

大江 菊宣

232-0004 横浜市南区前里町3-53

045-231-6151

045-243-9030

7 神奈川管材株式会社

代表取締役

芝尾 憲一

220-0061 横浜市西区久保町27-19

045-241-3031

045-241-3656

8 川合機工株式会社

代表取締役

川合 一央

246-0001 横浜市瀬谷区卸本町9279-52

045-921-1151

045-921-1312

9 河合商事株式会社

代表取締役

河合 靖雄

232-0066 横浜市南区六ッ川2-122-2

045-710-2551

045-710-2554

10 川崎鉄管継手株式会社

代表取締役

佐々木 浩司

210-0836 川崎市川崎区大島上町22-5

044-355-4422

044-333-1734

11 管央株式会社 横浜営業所

営業部長兼所長 品田 伸明

241-0833 横浜市旭区南本宿町106

045-355-1273

045-355-1283

12 株式会社共栄商会

代表取締役

2320066 横浜市南区六ッ川3-24

045-711-0855

045-711-1855

13 クリエイト株式会社 神奈川支店

理事 支店長 馬場先 敬治

224-0043 横浜市都筑区折本町332

045-474-5506

045-474-5730

14 株式会社小泉神奈川 本社 管理部

代表取締役

飯野 光広

232-0053 横浜市港北区綱島東5-8-34

045-542-5772

045-542-5779

15 小泉機器工業株式会社 湘南営業所

所長

秋葉 利則

236-0026 横浜市金沢区柳町16-3

045-782-0531

045-782-0545

16 株式会社五

代表取締役

五十嵐 学

238-0315 横須賀市林5-522

046-856-1431

046-856-7003

17 株式会社相模住設

代表取締役

松澤 弘和

252-0312 相模原市南区相南2-19-8

042-746-3181

042-747-2148

18 有限会社佐竹商店

代表取締役

佐竹 文嗣

245-0017 横浜市泉区下飯田町799-10

045-803-0163

045-803-0145

19 株式会社榊原商店

代表取締役

榊原 德夫

221-0825 横浜市神奈川区反町4-27-1

045-321-3394

045-324-7571

20 三和機材株式会社 横浜支店

代表取締役社長 金子 竜太郎

223-0057 横浜市港北区新羽町564

045-900-2000

045-900-2009

21 神陽商事株式会社

代表取締役社長 西窪 淳

220-0045 横浜市西区伊勢町3-130

045-231-1331

045-231-1631

22 株式会社新

代表取締役

飯塚 徳司

251-0047 藤沢市辻堂6-15-20

0466-34-2125

0466-33-4440

23 城南商事有限会社 横浜営業所

代表取締役

鈴木 章

232-0045 横浜市南区東蒔田町14-3

045-731-4041

045-715-3613

24 清水工機株式会社 相模原支店

支店長

三澤 久栄

252-0243 相模原市中央区上溝2-2-19

042-762-7096

042-762-7092

25 株式会社昭栄 神奈川営業所

所長

山根 義彦

242-0001 大和市下鶴間491-1

046-278-2322

046-278-2325

26 有限会社関商会

代表取締役

関川 文郎

245-0013 横浜市泉区中田東1-21-15

045-804-0511

045-804-0625

27 太三機工株式会社 横浜営業所

所長代行

松本 剛

244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3355

045-869-3751

045-861-2232

28 株式会社高島商店

代表取締役社長 高島 伸一

220-0051 横浜市西区中央1-33-13

045-321-5066

045-321-5024

29 株式会社辻井商会 横浜営業所

取締役所長

田村 守弘

221-0812 横浜市神奈川区平川町13-1

045-413-2851

045-413-2944

30 株式会社トシマ 神奈川管材営業所

所長

佐々木 淳

231-0825 横浜市中区本牧間門36-9

045-621-5461

045-621-5490

31 東日本セキスイ商事株式会社 神奈川営業所

所長

伊藤 尚靖

231-0013 横浜市中区住吉町6-68-1 横浜関内地所ﾋﾞﾙ5Ｆ

045-680-4848

045-680-4849

32 ＴＯＴＯエムテック株式会社 神奈川支店

支店長

飯島 永一

223-0059 横浜市港北区北新横浜2-4-1

045-534-0751

045-534-0752

33 丹羽窯業株式会社

代表取締役社長 丹羽 龍二

231-0066 横浜市中区日ノ出町1-103

045-241-5326

045-241-5416

34 橋本産業株式会社 横浜支店

支店長

240-0015 横浜市保土ヶ谷区岩崎町29-39

045-333-8911

045-333-8917

35 橋本総業株式会社 神奈川支店

南関東ブロック長武井 和夫

231-0814 横浜市中区豊浦町2

045-623-9671

045-623-9677

36 冨士機材株式会社 神奈川支店

支店長

246-0007 横浜市瀬谷区目黒町15-5

045-921-5181

045-921-5180

美

和

渡辺 昭仁

渡辺 勉
佐久間 博久

住

所

電話番号

ＦＡＸ番号
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37 株式会社藤井精陶商会

代表取締役

藤井 文則

230-0001 横浜市鶴見区矢向1-7-5

045-571-7332

045-571-7446

38 古林産業機具株式会社 西関東営業所

所長

三橋 敬裕

230-0071 横浜市鶴見区駒岡1-29-35

045-642-5540

045-642-5543

39 株式会社宮

商

代表取締役

宮下 和男

252-0815 藤沢市石川1818

0466-87-5388

0466-87-5328

40 株式会社明

材

代表取締役

高橋 俊行

240-0035 横浜市保土ヶ谷区今井町607-17

045-353-1371

045-353-0813

代表取締役

山口 澄雄

221-0824 横浜市神奈川区広台太田町2

045-321-3945

045-324-2822

西浦 誠

220-0004 横浜市西区北幸2-10-39 日総第5ビル10Ｆ

045-311-1767

045-312-2354

代表取締役会長 滝 良太郎

231-0836 横浜市中区根岸町1-13

045-623-1991

045-621-5249

代表取締役

220-0021 横浜市西区桜木町4-17

045-211-1011

045-211-1016

41 山口機工株式会社

社

名

42 ユアサ商事株式会社 横浜支店 横浜住環境マーケット部
部長
43 株式会社横

滝

44 横浜鉄管販売株式会社

室澤 岳志

住

ｖ

所

電話番号

ＦＡＸ番号

＜賛助会員＞
会

社

名

役職名

代表者

〒

住

所

電話番号

ＦＡＸ番号

1 アール・ジー 株式会社 神奈川営業所

所長

筒井 勇一

221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4-10

045-320-3053

045-320-3054

2 株式会社アカギ 横浜営業所

所長

浅尾 雪彦

240-0064 横浜市保土ヶ谷区峰岡町1-3-1

045-342-0211

3 アズビル金門株式会社 神奈川営業所

所長

桜田 雅巳

243-0432 海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー

046-233-1725

046-233-6123

4 アロン化成株式会社 東京支店 管材事業部 東京営業グループ

支店長

熊谷 正則

105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ﾋﾞﾙ8階

03-3502-1443

03-3502-1446

5 愛知時計電機株式会社 横浜営業所

所長

野口 晋也

231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ｳエｽﾄﾋﾞﾙ2F

045-661-1491

045-661-1494

6 伊藤鉄工株式会社

代表取締役社長

伊藤 光男

332-0011 埼玉県川口市元郷3-22-23

048-224-3986

048-224-3940

7 株式会社イノアック住環境 関東統括営業所

所長

深谷 一郎

141-0032 東京都品川区大崎2-9-3 大崎ウエストシティビル4Ｆ

03-6679-2392

03-6679-2394

8 株式会社ヴァンテック 東京営業所

所長

村川 洋

153-8512 東京都目黒区大橋1-6-3

03-3496-1313

03-3496-2706

9 株式会社荏原製作所 神奈川支店

支店長

平本 孝一郎

222-0033 横浜市港北区新横浜1-9-1

045-472-0611

045-472-1007

10 株式会社ＦＭバルブ製作所

代表取締役社長

松永 昌一

359-0012 埼玉県所沢市大字坂之下597

04-2944-2161

04-2944-0044

11 株式会社オンダ製作所 横浜営業所

所長

鈴木 一徳

231-0005 横浜市中区本町2-15 横浜大同生命ビル1階

045-651-0164

045-664-2456

12 株式会社オノマシン 横浜営業所

所長

栄 夏樹

221-0865 横浜市神奈川区片倉2-1-5

045-488-3087

045-488-3137

13 株式会社カクダイ 横浜営業所

所長

久保 博嗣

223-0057 横浜市港北区新羽町951

045-532-0931

045-533-0556

14 株式会社川本製作所 横浜営業所

所長

鈴木 日佐夫

223-0057 横浜市港北区新羽町343番地

045-534-0201

045-534-0221

15 株式会社キッツ 東京支社 横浜営業所

所長

井口 大介

231-0033 横浜市中区長者町5-85 明治安田生命ﾗｼﾞｵ日本ﾋﾞﾙ10F

045-253-1095

045-253-1097

16 株式会社協成 神奈川営業所

所長

一ノ瀬 義大

252-1125 綾瀬市吉岡東1-15-11

0467-79-5461

0467-79-5465

17 クボタシーアイ株式会社 東京営業部 東京第一ブロック

ﾌﾞﾛｯｸ長

相澤 純

111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7 マタイビル4Ｆ

03-5246-7846

03-5246-7881

18 クリナップ株式会社 横浜営業所

所長

内山 茂晴

221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ﾋﾞﾙ4F

045-290-5560

045-290-5562

19 株式会社ＫＶＫ 西関東営業所

所長

髙澤 健司

226-0025 横浜市緑区十日市場町820-3 第2サンワードビル2Ｆ

045-983-5095

045-983-5104

20 コスモ工機株式会社 東京支店

執行役員支店長

河村 和徳

105-0003 東京都港区西新橋3-9-5

03-3435-8810

03-3435-8830

21 株式会社コロナ 横浜営業所

所長

内山 章

251-0875 藤沢市本藤沢2-12-9

0466-90-5567

0466-90-5568

22 株式会社三栄水栓製作所 横浜営業所

所長

仲川 敦

224-0053 横浜市都筑区池辺町2621

045-929-0331

045-929-0320

23 株式会社三金 横浜営業所

所長

飯島 章一

240-0066 横浜市保土ヶ谷区釜台町1-36

045-523-1980

045-523-1981

24 シーケー金属株式会社 配管機器営業本部 東京支店

支店長

向井 克仁

101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-8 栄泉岩本町ビル4F

03-3861-8036

03-3866-8467

25 ＪＦＥスチール株式会社 鋼管営業部 鋼管室

室長

新井 俊司

100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル

03-3597-4152

03-3597-4041

26 ＪＦＥ継手株式会社 東京営業部

部長

坂田 和也

111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 JFE蔵前ﾋﾞﾙ 6階

03-5823-1651

03-5823-1653

27 株式会社ジェイトップ・ユーコー 横浜営業所

事業部長

井手 俊一

223-0057 横浜市港北区新羽町951

045-533-0555

045-533-0556

28 昭和電工建材株式会社

代表取締役社長

金井 久男

221-0024 横浜市神奈川区恵比須町2-1

045-444-1693

045-444-1699

29 株式会社昭和コーポレーション 東京営業部

代表取締役社長

高橋 基夫

108-0014 東京都港区芝5-1-2 SC芝ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

03-6809-5617

03-6809-5629

30 株式会社正和

代表取締役

石原 隆

234-0054 横浜市港南区港南台5-20-35

045-832-7555

045-832-7180

31 積水化学工業株式会社 環境・ﾗｲﾌﾗｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ 東日本支店 横浜営業所

所長

尾場 武志

222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-12 日総第12ビル4Ｆ

045-474-1810

045-474-1811

32 積水アクアシステム株式会社 東京営業所

所長

畑 雄大

104-0045 東京都中央区築地4-7-5

03-5565-6520

03-5565-6521

33 株式会社タブチ 首都圏営業

課長

岡田 泰

140-0004 東京都品川区南品川2-1-5

03-3458-2311

03-3458-3080

34 ダイドレ株式会社 東京営業所

代表取締役社長

油川 訓

103-0023 東京都中央区日本橋本町3-1-11 繊維会館6F

03-5200-3148

03-5200-0690

35 ダイキンHVACソリューション東京株式会社 神奈川支店

取締役支店長

清水 博樹

231-0023 横浜市中区山下町22 山下町SSKビル7F

045-225-3871

045-224-8535

36 タキロン株式会社 東京支店 住設資材営業部

部長

黒江 祥二郎

108-6031 東京都港区港南2-15-1 品川ｲﾝﾀｰｼﾃｨA棟31F

03-6711-3720

03-6711-3741

37 タカラスタンダード株式会社 横浜支店

執行役員支店長

宮本 秀彦

221-0821 横浜市神奈川区富家町4-1

045-435-8033

045-435-8051

38 株式会社大栄商会

取締役社長

中見川 晋一

213-0023 川崎市高津区子母口357

044-766-0202

044-766-1877

39 テラル株式会社 横浜営業所

所長

小林 晴男

221-0031 横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 テクノウェイブ100 10F

045-450-5351

045-450-5352

3
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会
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40 東栄管機株式会社 東京支店

支店長

浜田 博治

168-0074 東京都杉並区上高井戸1-3-8

03-5316-6041

03-5317-5580

41 ＴＯＴＯ株式会社 横浜支社

支社長

井上 茂樹

220-8134 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

045-224-1891

045-224-1876

42 東洋バルヴ株式会社 東京営業所

代表取締役社長

大瀧 光夫

103-0027 東京都中央区日本橋3-10-5 ｵﾝﾜｰﾄﾞﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ8階

03-6262-1675

03-6262-1692

43 トラスコ中山株式会社 川崎支店

支店長

阿部 泰三

210-0822 川崎市川崎区田町3-10-6

044-280-1081

044-280-1080

44 日本プラスチック工業株式会社 東京支店

支店長

長井 努(ﾂﾄﾑ)

103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社労士ﾋﾞﾙ9F

03-6225-5722

03-6225-5727

45 株式会社日本イトミック

代表取締役社長

伊藤 大貴

130-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京ｽｶｲﾂﾘｰｲｰｽﾄﾀﾜｰ24F

03-3621-2121

03-3621-2130

46 日本ヘルメチックス株式会社

所長

石川 豊

141-0031 東京都品川区西五反田2-31-8

03-3492-3677

03-3492-3660

47 日栄インテック株式会社 横浜営業所

所長

橋本 俊一

221-0057 横浜市神奈川区青木町1-10 アーバンビラ五番館1F

045-451-3951

045-451-3967

48 株式会社日邦バルブ 神奈川営業所

所長

百瀬 義之

252-0303 相模原市南区相模大野7-18-3

042-741-7121

042-765-7157

49 株式会社ノーリツ 神奈川支店 営業2課

支店長

橋本 英樹

221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-30-4 明治安田生命横浜西口ﾋﾞﾙ

045-312-1735

045-312-3161

50 株式会社パロマ 横浜営業所

支店長

鈴木 正智

222-0032 横浜市港北区大豆戸町503-3

045-438-2860

045-438-4458

51 パナソニック株式会社 ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社 東京住設営業所

所長

青柳 博幸

105-8301 東京都港区東新橋1-5-1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ東京本社ﾋﾞﾙ8F

03-5209-3181

03-6218-1774

52 日立金属株式会社 配管機器事業部 継手営業部

部長

福岡 義文

105-8614 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスＮ館

03-5765-4350

03-5765-8313

53 東尾メック株式会社

取締役社長

井上 佳典

586-0012 大阪府河内長野市菊水町8-22

0721-53-2281

0721-53-2279

54 フネンアクロス株式会社 横浜営業所

所長

高橋 直三

224-0045 横浜地都筑区東方町993

045-948-3090

045-945-1107

55 富士ゴム化成株式会社

代表取締役社長

西田 克也

130-0001 東京都墨田区吾妻橋1-6-2

03-3624-5621

03-3623-1730

56 ブリヂストン化工品ジャパン式会社

代表取締役社長

白坂 富美夫

220-0011 横浜市西区高島2-6-32

045-444-5550

045-444-5551

57 株式会社ベン 西関東営業所

所長

柳沼 修

252-0132 相模原市緑区橋本台2-2-38

042-772-8531

042-770-7576

58 株式会社ヘルメチック

代表取締役

小林 智彦

169-0075 東京都新宿区高田馬場1-9-27

03-3200-7289

03-3208-8234

59 ホーコス株式会社 横浜営業所

所長

土屋 勝義

220-0055 横浜市西区浜松町8-26 ベルウッドⅡビル

045-243-2601

045-243-2620

60 ホーメイ商工株式会社 横浜営業所

関東統括部長

今枝 久宜

221-0864 横浜市神奈川区菅田町1806-1

045-471-0521

045-471-0525

61 前澤化成工業株式会社

所長

佐藤 明夫

221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-20-3 第五安田ﾋﾞﾙ

045-319-0500

045-319-0600

62 前澤給装工業株式会社 横浜営業所

所長

木村 知史

220-0023 横浜市西区平沼2-2-10 ﾋﾟｭｱｼﾃｨⅢ101

045-323-5671

045-323-5631

63 ミヤコ株式会社 横浜営業所

所長

島田 和貴

240-0044 横浜市保土ヶ谷区仏向町1014

045-336-9411

045-336-9410

64 三菱電機住環境ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 東京支社 神奈川営業本部

本部長

吉岡 正明

231-0023 横浜市中区山下町89-6 ﾌﾟﾗｲﾑﾀﾜｰ横浜4F

045-664-8333

045-664-2621

65 未来工業株式会社 横浜営業所

代表取締役社長

瀧川 克弘

220-0004 横浜市西区北幸2-8-19 横浜西口Ｋビル４F

045-313-5591

045-313-5622

66 ユタカ産商株式会社 横浜営業所

代表取締役

山崎 輝明

245-0016 横浜市泉区和泉町5265-3

045-804-5600

045-804-7894

67 株式会社ヨシタケ 東京本店

東京本店長

鈴木 英基

111-0052 東京都台東区柳橋2-2-3

03-3861-8251

03-3861-8256

68 株式会社吉年 東京支店

支店長

福山 悟史

101-0047 東京都千代田区内神田3-4-11 千代田共同ﾋﾞﾙ7Ｆ

03-5297-8221

03-5297-8222

69 株式会社横浜水材製作所

代表取締役

佐藤 博

232-0071 横浜市南区永田北1-2-14

045-731-4357

045-721-5394

70 株式会社LIXIL 営業カンパニー 神奈川支社 みなとみらい支店

支社長

宮崎 俊幸

224-0003 横浜市都筑区中川中央2-5-18

045-662-1786

045-662-1735

71 株式会社リケン 配管機器営業部

部長

木村 功

102-8202 東京都千代田区九段北1-13-5

03-3230-3920

03-3230-3431

72 レッキス工業株式会社 神奈川営業所

所長

佐竹 豊

243-0804 厚木市関口150-1

046-245-3981

046-245-5653

神奈川営業所
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