
会社名 拠点 代表者名 住所 TEL FAX
1 賛助会員 アール・ジー(株) 埼玉営業所 鈴木 進一 様 331-0811 さいたま市北区 吉野町１-３９６-１ 048-662-7563 048-667-0346
2 賛助会員 愛知時計電機(株) 大宮営業所 岡田 博之 様 330-0852 さいたま市大宮区 大成町１-１０１斉藤ビル 048-668-1905 048-668-0131
3 賛助会員 (株)アカギ 埼玉営業所 石井　 庶雄 様 331-0802 さいたま市北区 本郷町４２３ 048-652-2281 048-663-0651
4 賛助会員 アズビル金門(株) 東京支社　第２営業部 上野 孝平 様 170-0004 東京都豊島区 北大塚１－１４－３ 03-5980-5035 03-5980-5045
5 賛助会員 アロン化成(株) 東京支店管材グループ 坂田 晃 様 105-0003 東京都港区 西新橋２－８－６　住友不動産日比谷ビル８Ｆ　 03-3502-1443 03-3502-1446
6 賛助会員 伊藤鉄工(株) 新谷 啓 様 332-0011 川口市元郷 3-22-23 048-224-3986 048-224-3940
7 賛助会員 (株)イノアック住環境 関東統括営業所 深谷 一郎 様 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 賛助会員 (株)ヴァンテック 東京営業所 小島 貴之 様 153-8512 東京都目黒区 大橋１-６-３ 日米商会ビル2Ｆ 03-3496-1313 03-3496-2706
9 賛助会員 (株)エヌ・ワイ・ケイ 後藤　 誠 様 349-0131 蓮田市 根金１６８９-１ 048-766-1211 048-767-1021
10 賛助会員 エバタ(株) 管路事業部営業部 佐藤　 彰 様 125-0041 東京都葛飾区 東金町１-３８-２ 03-3600-1522 03-3600-2090
11 賛助会員 荏原製作所(株) 北関東支社 小波 克至 様 331-0822 さいたま市北区 奈良町１４-３ 048-666-3338 048-652-0865
12 賛助会員 (株)ＦＭバルブ製作所 東京支店 藤井 直樹 様 113-0033 東京都文京区 本郷４－３７－１８　いろは本郷ビル６Ｆ 03-5615-8852 03-5615-8854
13 賛助会員 (株)エムツーエム e-joint事業部 仲重　 治彦 様 123-0851 東京都足立区 梅田５-１６-４ 03-3848-1560 03-3848-1561
14 賛助会員 エレポン(株) 東京支店 村田　 雅男 様 101-0054 東京都千代田区 神田錦町３-１７肥後屋ビル２階 03-3292-3011 03-3292-3010
15 賛助会員 岡谷マート(株) 松尾 英二 様 136-0071 東京都江東区 亀戸１-２８-６タニビル８階 03-5902-5770 03-5902-5780
16 賛助会員 (株)折原製作所 折原　 征一 様 116-0013 東京都荒川区 西日暮里１-３-３ 03-3805-0101 03-3803-5718
17 賛助会員 (株)オンダ製作所 さいたま営業所 伊東 良行 様 338-0002 さいたま市中央区 下落合６-８-１４第２東京ビル１０２号 048-859-2110 048-859-2111
18 賛助会員 (株)カクダイ 埼玉営業所 円城寺 良 様 332-0031 川口市 青木３－５－２１ 048-255-5701 048-255-5202
19 賛助会員 (株)川本製作所 北関東支店 石井 辰夫 様 330-0801 さいたま市大宮区 土手町１-６３-１ 048-650-5871 048-650-5861
20 賛助会員 (株)キッツ 北関東支店 越井 健次 様 331-0812 さいたま市北区 宮原町３-３０６-１第２坂本ビル２階 048-651-5260 048-651-5008
21 賛助会員 (株)協成 東京本社東京第一部 土野 弘之 様 103-0014 東京都中央区 日本橋蛎殻町２－１４－５ＫＤＸ浜町中ノ橋ビル６Ｆ 03-5642-2302 03-5642-2308
22 賛助会員 クボタシーアイ(株) 東日本支社営業第四課 高島 章 様 111-0041 東京都台東区 元浅草２-６-７マタイビル４階 03-5246-7851 03-5246-7880
23 賛助会員 クボタ浄化槽システム(株) 東京支店 木村 信賀 様 103-0021 東京都中央区 日本橋本石町３-３-１０ 03-3245-3707 03-3245-3720
24 賛助会員 クリナップ(株) 東京支社　大宮営業所 佐藤 知尚 様 330-0834 さいたま市大宮区 天沼町１-４３４-１ 048-644-3821 048-644-3822
25 賛助会員 (株)ＫＶＫ さいたま営業所 松本 泰助 様 330-0852 さいたま市大宮区 大成町１-１２９渋谷ビル４階 048-663-4740 048-663-4741
26 賛助会員 コスモ工機(株) 東京支店 河村 和徳 様 105-0003 東京都港区 西新橋３－９－５ 03-3435-8810 03-3435-8830
27 賛助会員 (株)コロナ 北関東支店 北詰　 雅昭 様 331-0812 さいたま市北区 宮原町１-６７４-２ 048-651-1722 048-651-6370
28 賛助会員 (株)三栄水栓製作所 さいたま営業所 神原 淳一 様 338-0825 さいたま市桜区 下大久保１０２８－３９ 048-851-2600 048-851-2602
29 賛助会員 シーケー金属(株) 配管機器営業本部東京支店 向井　 克仁 様 101-0032 東京都千代田区 岩本町２-８-８栄泉岩本町ビル４階 03-3861-8036 03-3866-8467
30 賛助会員 ＪＦＥスチール(株) 鋼管営業部鋼管室 南浦 武史 様 100-0011 東京都千代田区 内幸町２-２-３日比谷国際ビル 03-3597-4168 03-3597-4041
31 賛助会員 ＪＦＥ継手(株) 東京営業部 豊田 裕司 様 111-0051 東京都台東区 蔵前2-17-4　ＪＦＥ蔵前ビル6Ｆ 03-5823-1651 03-5823-1653
32 賛助会員 (株)清水合金製作所 東京営業所 寺野 良行 様 151-0053 東京都渋谷区 代々木２-７-７ 03-3370-6586 03-3375-6915
33 賛助会員 (株)昭和コーポレーション 関東事業所 中島　 宏康 様 108-0014 東京都港区 芝５-１-２ＳＧ芝ビルディング５Ｆ 03-6809-5634 03-6809-5635
34 賛助会員 昭和電工建材(株) ケイプラ営業部 池田 隆夫 様 221-0024 横浜市神奈川区 恵比須町２-１ 045-444-1693 045-444-1699
35 賛助会員 (株)昭和螺旋管製作所 営業部営業３課 村上 遼 様 174-0051 東京都板橋区 小豆沢２-２６-１０ 03-3967-5751 03-3969-3287
36 賛助会員 信越ポリマー(株) 営業本部 営業第４部 浜名　 淳 様 331-0811 さいたま市北区 吉野町１-４０６-１ 048-652-5960 048-652-6065
37 賛助会員 シンコー水材(株) 飯田　 宗一郎 様 115-0051 東京都北区 浮間４-１８-２４ 03-3967-0116 03-3967-0184
38 賛助会員 積水化学工業(株) 環境・ライフカンパニ－東日本支店　関東営業所千手 毅哉 様 330-0854 さいたま市大宮区 桜木町４－３３３－１３ ＯＬＳビル１１階 048-646-0160 048-644-9316
39 賛助会員 ゼンシン(株) 関根　 孝憲 様 130-0024 東京都墨田区 菊川２-６-１４マーベラス菊川ビル 03-3633-7891 03-3633-7892
40 賛助会員 第一機材販売(株) 埼玉営業所 齋藤 輝湖 様 339-0008 さいたま市岩槻区 表慈恩寺字西１４７２ 048-794-3211 048-794-6772
41 賛助会員 ダイキンHVACソリュ－ション東京(株)関東支店代理店営業部 久保　 和夫 様 330-0852 さいたま市大宮区 大成町３-２７６-１ 048-661-2620 048-661-2623
42 賛助会員 タイコウエンタープライズ(株) 黒川　 敬一 様 333-0861 川口市 柳崎２-１９-３５ 048-269-6111 048-269-6103
43 賛助会員 大成機工(株) 東京支店 中村 稔 様 103-0027 東京都中央区 日本橋１-２-５ 03-5201-7771 03-5201-7700
44 賛助会員 タカラスタンダード(株) 埼玉支店 小森 大 様 331-0052 さいたま市西区 三橋５-６３６ 048-621-7011 048-624-3001
45 賛助会員 タキロン(株) 東京住設資材営業部 黒江　 祥二郎 様 108-6031 東京都港区 港南2-15-1　品川インタ－シティ－A棟 03-6711-3720 03-6711-3741
46 賛助会員 (株)多久製作所 北関東営業所 大場　 正幸 様 355-0311 比企郡小川町 大字高谷２６６４-１ 0493-71-5530 0493-71-5535
47 賛助会員 (株)タブチ さいたま支店 澤井 理志 様 330-0063 さいたま市浦和区 高砂３-１７-２１　高砂武蔵ビル６Ｆ 048-872-2203 048-872-2215
48 賛助会員 (株)鶴見製作所 大宮営業所 高畦 恭通 様 331-0812 さいたま市北区 宮原町3-591-1アルッサンスⅡ1F 048-669-8300 048-669-8310
49 賛助会員 (株)テクノフレックス 東京フレキ課 南波 将雄 様 111-0051 東京都台東区 蔵前１－５－１ 03-5822-3251 03-5822-3261
50 賛助会員 テラル(株) 北関東支店大宮営業所 鈴木 浩史 様 331-0802 さいたま市北区 本郷町１２３４ 048-665-4018 048-660-1018
51 賛助会員 東栄管機(株) 川口支店 下村　 康生 様 334-0073 川口市 赤井４-２１-２１ 048-282-8200 048-280-1470
52 賛助会員 ＴＯＴＯ(株) 北関東支社 江島 宏幸 様 337-0042 さいたま市見沼区 南中野６７２-１ 0570-088701 048-680-1200
53 賛助会員 東洋バルヴ(株) 東日本営業部　東京営業所 安藤　 恵昭 様 103-0027 東京都中央区 日本橋３-１０-５オンワードパークビル８Ｆ 03-6262-1675 03-6262-1092
54 賛助会員 (株)トミス 戸簾　 俊久 様 151-0053 東京都渋谷区 代々木２-１５-５ 03-3370-6104 03-3379-7590
55 賛助会員 (株)ナガセ 永瀬　 満康 様 350-0165 比企郡川島町 中山１８８８ 049-297-1690 049-297-1692
56 賛助会員 日栄インテック(株) 埼玉営業所 藤田 亘 様 331-0046 さいたま市西区 宮前町１６２８-１ 048-620-2031 048-620-2032
57 賛助会員 ニッコー(株) 住設環境機器事業部埼玉営業所 猪股 宏光 様 338-0011 さいたま市中央区 新中里１-３-３埼大通りメデイカルビル３階 048-830-1717 048-833-9025
58 賛助会員 (株)日邦バルブ 東京支店東京二課 和田 星一 様 160-0023 東京都新宿区 西新宿７－２２－３５西新宿三晃ビル２階 03-5338-2231 03-5338-2230
59 賛助会員 日本プラスチック工業(株) 管工機材営業部北関東営業所 富永 野々文 様 330-0802 さいたま市大宮区 宮町２-８１大宮アネックスビル６Ｆ 048-640-5333 048-640-5335
60 賛助会員 日本ヘルメチックス(株) 東京営業所営業部 谷内 裕文 様 141-0031 東京都品川区 西五反田２-３１-８ 03-3492-3677 03-3492-3660
61 賛助会員 ネポン(株) 大宮営業所 渡会　 祐介 様 331-0812 さいたま市北区 宮原町４-１２-１３ 048-664-1268 048-664-1224
62 賛助会員 (株)ノーリツ 北関東支店 熊谷 政則 様 331-0812 さいたま市北区 宮原町４-２３-９ 048-653-3011 048-653-3170



会社名 拠点 代表者名 住所 TEL FAX
63 賛助会員 パナソニック(株) エコソリュ－ション社 新井 渉 様 105-8301 東京都港区 東新橋１－５－１ 03-6218-1773 03-6218-1774
64 賛助会員 東尾メック(株) 営業グループ 谷　 正実 様 586-0012 大阪府河内長野市 菊水町８-２２ 0721-53-2281 0721-53-2279
65 賛助会員 日立金属(株)高級機能部品ｶﾝﾊﾟﾆ- 配管機器統括部　継手部 福岡 義文 様 105-8614 東京都港区 芝浦１-２-１ 03-5765-4281 03-5765-8313
66 賛助会員 フジクリーン工業(株) 埼玉営業所 稲葉 卓司 様 330-0856 さいたま市大宮区 三橋４－３１７－１豊田ビル２Ｆ 048-620-1424 048-625-1114
67 賛助会員 フネンアクロス(株) 西関東営業所 新松　 寿 様 359-0021 所沢市 東所沢１-１０-１２アプリオ・サン１階 04-2945-3618 04-2945-6082
70 賛助会員 ブリヂストン化工品東日本(株) 本橋　 司 様 338-0001 さいたま市中央区 上落合2丁目2番11号　ポルテ29　2F 048-615-3777 048-615-1333
69 賛助会員 (株)ヘルメチック 営業本部 小林　 智彦 様 169-0051 東京都新宿区 西早稲田3-24-1 03-3200-7289 03-3208-8234
70 賛助会員 (株)ベン　 北関東営業所 笠原 秀一 様 331-0825 さいたま市北区 櫛引町２-１１３-２藤波ビル１階 048-663-8141 048-660-1038
71 賛助会員 ホーコス(株) 大宮営業所 後藤　 浩司 様 331-0812 さいたま市北区 宮原町３－５８６ 048-615-0280 048-615-0281
72 賛助会員 前澤化成工業(株) 埼玉営業所 伊藤　 憲伯 様 330-0803 さいたま市大宮区 東町２-２０三井住友海上大宮東町ビル３階 048-647-8833 048-647-9825
73 賛助会員 前澤給装工業(株) 埼玉営業所 中島　 隆 様 330-0064 さいたま市浦和区 常盤２－１０－１９ 048-815-7112 048-815-7113
74 賛助会員 前澤工業(株) 北関東支店 腰塚 建 様 332-8556 川口市 仲町５-１１ 048-254-2300 048-254-2320
75 賛助会員 三菱電機住環境システムズ(株) 東京支社埼玉第二支店 持田 孝司 様 331-0812 さいたま市北区 宮原町３-２９７-２杉ビル６階 048-651-3215 048-667-2963
76 賛助会員 ミヤコ(株) 埼玉営業所 千葉 克之 様 331-0804 さいたま市北区 土呂町１-５５-１ 048-666-2848 048-652-1582
77 賛助会員 ミユキ商工(株) 水越 道哉 様 350-0206 坂戸市 大字中小坂字明神７３ 049-281-1231 049-283-5397
78 賛助会員 (株)大和バルブ 北関東営業所 砂原 章弌 様 350-1114 川越市 東田町１５-５エルドラド文１Ｆ 049-265-8445 049-265-8446
79 賛助会員 ユタカ産商(株) 山崎　 輝明 様 123-0862 東京都足立区皿沼 1-18-8 03-3855-6341 03-3897-6403
80 賛助会員 (株)ヨシタケ 北関東営業所 櫻田 将之 様 337-0051 さいたま市見沼区 東大宮５-３３-１２柏洋ビル２階 048-682-2078 048-682-2079
81 賛助会員 (株)吉年　 東京支店 尾花　 孝司 様 101-0047 東京都千代田区 内神田３-４-１１千代田共同ビル７階 03-5297-8221 03-5297-8222
82 賛助会員 (株)ＬＩＸＩＬ 埼玉支社 小川 興一 様 336-0911 さいたま市緑区 大字三室1158-3 048-875-6007 048-875-6085
83 賛助会員 (株)リケン 配管機器営業部　東京営業課 古市 晋太郎 様 102-8202 東京都千代田区 三番町８-２三番町東急ビル３Ｆ 03-3230-3911 03-3230-3431
84 賛助会員 レッキス工業(株) 東京営業所 関根　 一仁 様 177-0032 東京都練馬区 谷原５-１３-３０ 03-5393-6011 03-5393-6012

中央
1 正会員 上尾管材(株) 羽石　 章 様 362-0011 上尾市 平塚１-２３３ 048-775-9611 048-775-9614
2 正会員 浅野商事(株) 大宮営業所 野口 仁男 様 331-0812 さいたま市北区 宮原町２-５３-２ 048-664-1386 048-666-5035
3 正会員 (株)エビナ管機 海老名　準二 様 349-0205 白岡市 西６-１２-８ 0480-92-7145 0480-92-7146
4 正会員 (株)オータケ 北関東営業所 平田 偉 様 337-0001 さいたま市見沼区 丸ケ崎谷中２９１５-１ 048-687-8111 048-687-9898
5 正会員 クリエイト(株) 北関東信越支店 鈴木 栄樹 様 331-0811 さいたま市 北区吉野町２－２６９－３ 048-661-0056 048-661-0057
6 正会員 (株)小泉機材 小泉　 善資 様 331-0822 さいたま市北区 奈良町９-９ 048-664-0231 048-664-0241
7 正会員 コンマース(株) 近藤　 勇太郎 様 331-0802 さいたま市北区 本郷町１１４３ 048-651-9511 048-665-5274
8 正会員 (株)三金 大宮営業所 若林 則光 様 331-0804 さいたま市北区 土呂町１-６２-１ 048-667-6231 048-667-5263
9 正会員 (有)ダイイチ資材 島田　 博美 様 331-0045 さいたま市西区 内野本郷５２９ 048-622-7410 048-622-7420
10 正会員 (株)タカムラ さいたま営業所 中島 浩幸 様 331-0811 さいたま市北区 吉野町１-３９６-８ 048-662-5211 048-662-5215
11 正会員 東日本セキスイ商事(株) 関東営業所 大島 渉 様 330-0802 さいたま市大宮区 宮町４-１２３大栄ツインビルＳ館７Ｆ 048-650-2015 048-650-2035
12 正会員 (株)トシマ 埼玉営業所 星野 隆治 様 364-0001 北本市 深井８-２４５ 048-541-4755 048-543-2915
13 正会員 (株)ハラコ管材 原子　 章 様 331-0045 さいたま市西区 内野本郷１０５９-７ 048-625-2511 048-625-1881
14 正会員 古林産業機具(株) 北関東支店 鶴田 修 様 331-0812 さいたま市北区 宮原町４-２４-１１ 048-667-2950 048-667-2970
15 正会員 細田機材(株) 細田　 富夫 様 331-0071 さいたま市西区 高木１６８８-１ 048-622-1771 048-624-4462
16 正会員 (株)松本商会 松本　 充弘 様 331-0813 さいたま市北区 植竹町１-７３ 048-665-1410 048-666-0711
17 正会員 ユアサ商事(株) 北関東支社北関東流体設備部 横路　 正寿 様 331-8540 さいたま市北区 宮原町４－７－５ 048-652-1481 048-651-8110
18 正会員 渡辺パイプ(株) 埼玉支店 鷹巣 一弘 様 331-0811 さいたま市北区 吉野町１-３９９-３ 048-652-9751 048-654-1913

東部
19 正会員 浅野機材(株) 春日部事業所 大熊　 信幸 様 344-0032 春日部市 備後東６-１０-１ 048-735-4131 048-738-2397
20 正会員 大熊管材(株) 大熊　 茂雄 様 343-0015 越谷市 花田４-６-２ 048-966-2921 048-966-2940
21 正会員 (株)川本第一製作所 埼玉営業所 森　 正司 様 341-0007 春日部市 小渕１９３－１ 048-753-2900 048-753-2910
22 正会員 (株)管材屋 岡田　 秀夫 様 345-0013 北葛飾郡 杉戸町椿３３-１ 0480-38-2111 0480-38-2101
23 正会員 キムラ商事(株) 木村　 治 様 339-0035 さいたま市岩槻区 笹久保新田１０４３ 048-798-3101 048-798-0031
24 正会員 斎長物産(株) 北関東営業所 吉田 和聡 様 339-0073 さいたま市岩槻区 上野３-７-１０ 048-794-4772 048-794-0839
25 正会員 橋本総業(株) 埼玉支店 上野 尚文 様 346-0037 久喜市 六万部７８８-３ 0480-29-3282 0480-23-5182
26 正会員 冨士機材(株) 東京第二支店 伊藤　 勉 様 340-0821 八潮市 伊勢野４６０-１ 048-996-7211 048-996-7418
27 正会員 (株)フジヨシ管材 秋山　 善弘 様 270-0222 千葉県野田市 木間ヶ瀬５３４０-２ 047-198-3110 047-198-5100
28 正会員 ヤナギ管材(株) 松田 仁 様 344-0063 春日部市 緑町３-１-５５ 048-735-6225 048-735-6237

西部
29 正会員 イシグロ(株) 埼玉営業所 桜田 健治 様 350-1151 川越市 今福８００-１ 050-2016-1051 049-238-6506
30 正会員 (株)小泉北関東 小宅 弘 様 350-1105 川越市 今成２-４１-１ 049-224-4611 049-224-5619
31 正会員 コーザイ(株) 埼玉営業所 尾藤　 忠夫 様 350-1327 狭山市 笹井１-１７-１８ 04-2954-2345 04-2953-7375
32 正会員 埼玉サンケイ機器(株) 安彦 竹幸 様 350-0823 川越市 神明町６４-２ 049-222-5334 049-222-8846
33 正会員 志木機材(株) 新井 修 様 353-0002 志木市 中宗岡３-２３-３２ 048-472-6411 048-475-0342
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34 正会員 (株)昭栄 北関東営業所 山根 義彦 様 351-0032 朝霞市 田島2-5-31 048-458-1234 048-458-1230
35 正会員 (株)新海機材 新海　 栄一 様 350-1312 狭山市 堀兼６４１-５ 04-2957-2244 04-2958-3718
36 正会員 長嶋管材(株) 長嶋　 常夫 様 355-0106 比企郡吉見町 中曽根７５ 0493-54-0310 0493-54-3261
37 正会員 (株)野村総業 東松山営業所 田口　 正和 様 355-0023 東松山市 六反町１５-４ 0493-23-2921 0493-23-9216
38 正会員 冨士機材(株) 埼玉支店 村社　 典秋 様 362-0052 上尾市 中新井４０４-７ 048-780-0050 048-780-0056
39 正会員 (株)ヤブウチ商会 藪内　 三津子 様 352-0017 新座市 菅沢１-９-２７ 048-478-1996 048-478-1793
40 正会員 ユタカ機材(株) 岡部 長八郎 様 359-1112 所沢市 泉町８９６ 04-2922-5141 04-2928-2021

南部
42 正会員 (有)イワタ住機販売 岩田　 忠章 様 338-0007 さいたま市中央区 円阿弥４-１０-１８ 048-853-7478 048-853-7479
43 正会員 オグラ管材(株) 小倉　 浩 様 338-0836 さいたま市桜区 町谷３-１７-１ 048-862-4211 048-862-4022
44 正会員 金子ポンプ機材(有) 小口　 幸男 様 333-0842 川口市 前川３-８-２２ 048-269-9125 048-269-9124
45 正会員 (有)川口管材 今瀬　 俊夫 様 333-0863 川口市 在家町２０-１４ 048-261-1684 048-267-9963
46 正会員 管央(株) 内田　 稔 様 333-0801 川口市 東川口５-３-２２ 048-290-2233 048-290-2230
47 正会員 (株)協伸機器 内山　 輝也 様 336-0022 さいたま市南区 白幡６-１８-２ 048-861-2867 048-861-2949
48 正会員 協立産業(株) 長部　 孝男 様 334-0013 鳩ケ谷市 南１-３４-２３ 048-283-5777 048-284-5463
49 正会員 協和機材(株) 内田　 悟 様 335-0034 戸田市 笹目３-６-１２ 048-421-3781 048-421-3767
50 正会員 (株)三栄商会 畑中　 真介 様 332-0003 川口市 東領家２-３６-７ 048-223-1144 048-223-1146
51 正会員 ＴＯＴＯエムテック(株) 埼玉支店 家永　 裕雄 様 336-0963 さいたま市緑区 大字大門４３４３ 048-812-1171 048-812-1174
52 正会員 (株)ひろい 広井　 雅治 様 338-0012 さいたま市中央区 大戸１-２９-２ 048-833-2765 048-833-2754
53 正会員 (株)福知商会　 川口営業所 福知　 秀治 様 334-0073 川口市 赤井４-２０-７ 048-281-8111 048-282-4111
54 正会員 (株)不二商会 蕨営業所 網野　 芳郎 様 335-0003 蕨市 南町１-１１-５ 048-432-4931 048-432-4933
55 正会員 (株)マルイ　 埼玉営業所 塚原　 吉弘 様 335-0025 戸田市 南町８-４ 048-443-1461 048-443-0372
56 正会員 ムサシノ機設(株) 渡部　 成通 様 336-0923 さいたま市緑区 大間木４６-５ 048-874-3313 048-874-3315
57 正会員 ムラマツ機材(株) 宮田 健二 様 333-0855 川口市 芝西２-２９-８ 048-262-2211 048-269-9941

北部
58 正会員 旭日産業(株) 北関東支店 原 進 様 361-0013 行田市 真名板１３９２ 048-559-1105 048-559-3551
59 正会員 粟井機鋼(株) 東京支店関越グル－プ 梅田 孝好 様 108-0073 東京都港区 三田３-１２-１６　三光ビル２Ｆ 03-3452-2266 03-3451-0133
60 正会員 協伸機材(株) 高子　 仁一 様 360-0833 熊谷市 広瀬６６０-１ 048-521-2347 048-525-6412
61 正会員 埼玉水栓(株) 原口　 英喜 様 369-0131 鴻巣市 袋　７１４-４ 048-548-5560 048-548-3398
62 正会員 (株)テラダ 寺田　 喜光 様 366-0033 深谷市 国済寺６１６－５ 048-571-6165 048-574-3414
63 正会員 (有)深田商会 深田　 禎典 様 360-0821 熊谷市 伊勢町１５６ 048-521-3507 048-526-2766


