賛助会員
事

務

所

名

ＴＥＬ

会社所在地

賛助会員№

FAX
HP

担当者役職

e-mail

担当者名
営業品目業務内容

０４３－２８４－１１１０

カネマル工業（株）
21-001

264-0031

千葉市若葉区愛生町 114

取締役社長

０４３－２８４－１９９６

http://www.kanemaru-kk.jp
大西 雅樹

info@kanemaru-kk.jp

ＡLC版・押出成型セメント板・金属パネル・耐火板覆・杭・断熱サイディング

21-002

（株）千葉測器

０４３－４２４－８５１０

284-0012

http://www.chibasokki.co.jp

四街道市物井 1802-5

スマートインフラグループ長

布施 徹

０４３－４２４－２８４５

fuse@chibasokki.co.jp

OA事務機・i-コンストラクション・S1事業・オフィス環境・ドキュメントソリューション・ヘルスケア

21-003

郡リース（株）千葉支店

０４３－２２４－８６８１

260-0013

千葉市中央区中央 2-9-20三利ビル

http://www.kohri.co.jp/

支店長

kawada-ko@kohri.co.jp

川田 耕治

０４３－２２６－１５６４

軽量鉄骨プレハブのリース及び請負

０４３－２０７－５１５１

（株）オーシマ
21-004

263-0054

千葉市稲毛区宮野木町 1664-11
統括部長

０４３－２０７－５０５０

http://www.ohshima-cp.com

大島 淳史

t.ohshima@ohshima-cp.com

防犯設備・防犯カメラ・機械警備の設計・施工

０４７－３３３－６２２２

常盤基礎地質（株）
21-005

272-0816

０４７－３３３－６２２０

市川市本北方 1-7-14

代表取締役

高橋 幸夫

tokiwa@tokiwa-fg.co.jp

土質調査・土質試験・さく井工事・地盤改良工事・杭工事・ソイルパイル

21-008

リンナイ（株）東関東支店

０４３－２７３－３３６０

261-0026

http://www.rinnai.co.jp/

千葉市美浜区幕張西 2-7-1
吉野 秀一

０４３－２７３－３３７２

ShuichiYoshino@rinnai.co.jp

ガス住宅設備機器・ガス業務用機器製造販売・熱エネルギー機器

21-010

福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｱｰｷﾃｸﾄ(株)関東営業所千葉ｵﾌｨｽ

０５７０－０３９－２９１

260-0045

http://www.fukuicompu.co.jp

千葉市中央区弁天 1-21-3石橋弁天ﾋﾞﾙ3F
所長代理

橋本 博美

０４３－２８４－６９６０

Hashimoto.h@fcgr.jp

建築・測量・土木ＣＡＤソフト開発販売

０３－３６４７－３２７０

丸大食品（株）首都圏特販課
21-016

135-0051

江東区枝川 2-23-2
係長

０３－３６４７－３２７４

http://www.marudai.jp
吉田 雅人

yoshida_masato@marudai.co.jp

食肉加工品の製造及び販売

０４３－２４６－７０１１

吉野石膏（株）千葉営業所
21-019

260-0027

千葉市中央区新田町 1-1IMI未来ﾋﾞﾙ
所長

星野 保夫

０４３－２４６－７０３９

http://www.yoshino-gypsum.com
tokyo-tc@yoshino-gypsum.jp

石膏建材販売

賛助会員
事

務

所

名

ＴＥＬ

FAX

会社所在地

賛助会員№

HP

担当者役職

e-mail

担当者名
営業品目業務内容

21-020

日鉄建材（株）

０３－６６２５－６２２５

101-0021

http://www.ns-kenzai.co.jp

千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX13F

建築技術部商品技術室

中川 治彦

０３－６６２５－６１５１

hanakagawa@ns-kenzai.co.jp

デッキプレート・Ｕコラム（ＢＣＲ等）製造販売

０３－３６００－１５２２

エバタ（株）
21-021

125-0041

葛飾区東金町 1-38-2

０３－３６００－２０９０

http://www.ebata.co.jp

営業推進室室長

竹野谷 和孝

k.takenoya@ebata.co.jp

コンクリート系建設資材・雨水再生プラスチック素材の活用

０４３－２０３－８５５１

日本ＥＲＩ（株）千葉支店
21-022

260-0028

千葉市中央区新町 3-13日本生命千葉駅前ﾋﾞﾙ3F

http://www.j-eri.co.jp

支店長

y_ooki@j-eri.jp

大木 善幸

０４３－２０３－８５５３

建築確認検査業務・住宅性能評価業務･省エネ適合性判定業務

21-025

（株）大成出版社

０３－３３２１－４００２

156-0042

http://www.taisei-shuppan.co.jp

世田谷区羽根木 1-7-11

営業管理部

大川 裕

０３－３３２５－１８８８

okawa@taisei-shuppan.co.jp

建築・建設関係及び専門書の出版・販売

０７０－６４０９－３１７５

(株) ＬＩＸＩＬ
21-029

136-8535

江東区大島 2-1-1

０３－３６３８－８３７３

http://www.lixil.co.jp/

担当部長

田尻 明

akira.tajiri@lixil.com

設備・住器・タイル事業・アルミサッシ・鋼製建具事業、インテリア建材事業、エクステリア・外装建材事業

０４７５－３５－５０００

興亜不燃板工業(株)
21-030

297-0206

長生郡長柄町山根 1985-1

代表取締役

０４７５－３５－４７０２

http://www.koa-funen.co.jp

三枝 康晃

koa1@mth.biglobe.ne.jp

木毛セメント板関連製品の製造及び販売

０４３－４２１－１３１１

（株）辻板金工業所
21-033

263-0002

千葉市稲毛区山王町 202-15

取締役会長

辻 智之

０４３－４２２－６５６０

http://www.tsujivan.co.jp
tsujivan-tomoyan@wind.ocn.ne.jp

屋根工事業・板金工事業・防水工事業・外壁工事業・建築工事業･各許可取得･リフォーム全般

21-035

(株)角藤千葉支店

０４３－２４６－１１３１

260-0031

http://www.kakuto.co.jp

千葉市中央区新千葉 2-7-2大宗センタービル3階

基礎建材課

平瀬 慎一郎

０４３－２４６－１１１９

si-hirase@kakuto.co.jp

杭工事全般・金属系内外装工事・窯業系外装工事

21-036

京葉ｶﾞｽ(株)法人営業部ｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ公共ｸﾞﾙｰﾌﾟ

０４７－３２５－４５３２

272-8580

http://www.keiyogas.co.jp

市川市市川南 2-8-8

マネージャー

大川 直樹

n-okawa@keiyogas.co.jp

都市ガス事業：市川市･松戸市･鎌ヶ谷市･浦安市の全域および近郊市の一部

０４７－３２５－４３３７

賛助会員
事

務

所

名

ＴＥＬ

会社所在地

賛助会員№

FAX
HP

担当者役職

e-mail

担当者名
営業品目業務内容

21-037

大多喜ガス(株)

０４７５－２７－２７７５

297-8567

http://www.otakigas.co.jp

茂原市茂原 661

特需営業グループ

善塔 裕之

０４７５－２７－２７７６

h.zento@k-and-o-energy.co.jp
都市ガス事業

０４３－２０５－６２５１

(株)セキノ興産千葉店
21-038

267-0055

千葉市緑区越智町 747-21
店長

０４３－２０５－６２５２

http://www.sekino.co.jp

福田 宏彰

hr-fukuda@sekino.co.jp

金属屋根・壁の製造・販売

０４３－２２６－９８８１

グラウンドシステム（株）
21-041

266-0033

千葉市緑区おゆみ野南 2-14-2

技術営業部

荘司 利昭

０４３－２９３－３６８０

http://www.groundsystem.co.jp
gse@groundsystem.co.jp

敷地測量・法令調査・建築地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・地盤調査・地盤補強設計及び監理・地盤改良工事

21-042

ビイック（株）

０３－３９４７－５８００

113-0021

http://www.vic-ltd.co.jp

文京区本駒込 6-20-4
営業

高橋 啓介

０３－３９４７－７３２１

k.takahashi@vic-ltd.co.jp

地盤調査業・地震対策関連・耐震診断

21-044

元旦ビューティ工業（株）千葉営業所

０４３－２４８－８０４１

260-0021

http://www.gantan.co.jp

千葉市中央区新宿 2-5-9
所長

笠井 崇宏

０４３－２４８－８９３３

tk1094@gantan.co.jp

総合建材メーカー（主として金属屋根製造）

０４７９－６４－１８００

(株)福富製作所
21-046

289-2516

旭市ロ 537

０４７９－６４－１８５５

http://www.fukutomi-ss.co.jp

専務取締役

石﨑 裕之

honsha@fukutomi-ss.co.jp

アルミ製・スチール製・ステンレス製門扉の製造

０４３－２１５－３６４９

（株）サムシング 千葉支店
21-047

263-0001

千葉市稲毛区長沼原町 213-1

営業グループ

高村 祐介

０４３－２１５－３６５３

http://www.s-thing.co.jp
y_takamura@s-thing.co.jp

地盤調査業・地盤改良業・測量・擁壁工事

21-048

(株)総合資格

０４７－４２５－８０３４

273-0005

http://www.shikaku.co.jp

船橋市本町 5-4-2森ビル6階

千葉本部本部長

山本 聡

０４７－４２５－８９４２

yamamoto-satoshi@shikaku.co.jp

1級、2級建築士受験講座開催・出版業務・1級、2級建築士定期講習開催

21-050

ユーディーアイ確認検査(株) 千葉支店

０４３－２０３－６８７０

260-0026

千葉市中央区千葉港 2-1千葉中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

http://www.udi-co.jp/contents/02off

支店長

chiba@udi-co.jp

石井 真人

０４３－２０３－６８７１

建築確認審査及び検査・住宅性能保証業務・フラット３５･長期優良住宅建築計画に係る技術的審査業務

賛助会員
事

務

所

名

ＴＥＬ

FAX

会社所在地

賛助会員№

HP

担当者役職

e-mail

担当者名
営業品目業務内容

21-051

ＦＳテクニカル(株)

０３－５６７１－３１３４

125-0054

http://www.fs-tec.co.jp

葛飾区高砂 1-22-15
営業部長

関本 繁

０３－５６７１－３０９０

s.sekimoto@fs-tec.co.jp

低騒音ﾄﾞﾘﾙのﾘｰｽ業・ＦＳＴ工法の施工・指導及び普及・ﾆｭｰｸｲｯｸ工法の施工・指導及び普及

０３－３２０４－０５６１

中央開発 (株)
21-054

169-8612

新宿区西早稲田 3-13-5

東京支社営業部

０３－３２０４－０４７５

http://www.ckcnet.co.jp
吉田 知史

yoshida.t@ckcnet.co.jp

道路・河川・ﾀﾞﾑを中心とする土木建設事業・産業基盤の整備・地質調査･地盤解析･土木計画設計

０４７５－８０－８２２１

(株) 鹿島技研 関東支店
21-056

289-1204

０４７５－８０－８２２２

山武市戸田 227-1
係長

石橋 寿夫

kajima_k@star.ocn.ne.jp

鋼製型枠製作販売・金物製作販売・ISﾍﾞｰｽ代理店

０４３－３０１－８５３３

ニチハ(株)
21-063

260-0021

千葉市中央区新宿 2-5-19秋葉学園別館4階

千葉営業所長代理

武藤 恒典

０４３－３０１－８５６６

http//www.nichiha.co.jp
mutou@nichiha.co.jp

窯業系・金属系外装材の製造及び販売

21-065

(株)テクセル

０４３８－６０－８４１８

299-0268

https://tec-cell.jp/

袖ケ浦市南袖 45

０４３８－６０－８４３５

小森 利幸
構造設計

０４３６－２３－３３３６

（株）エスエスティー協会
21-067

290-0081

市原市五井中央西 1-18-5-106

営業部 課長

０４３６－２３－７７７２

http://www.sstkyokai.co.jp

大石 祐也

oishi@sstkyokai.co.jp

地盤改良工事（置換式柱状改良）・軟弱地盤に有効なＳＳＴ工法

０４７－３２８－１５５１

（株）第一工業
21-068

272-0013

市川市高谷 1774

０４７－３２８－１５７７

http://www.daiichi-kougyo.co.jp

営業部 部長代理

岩本 光司

eigyo2@daiichi-kougyo.co.jp

柱状改良工事・鋼管杭工事・その他各種認定工法・地盤調査

21-069

児玉コンクリート工業(株)

０３－３９７１－７１９５

171-0022

http://www.kodama-conc.jp

豊島区南池袋 1-16-20

千葉営業所 所長

鈴木 克則

０３－３９７１－０５１８

suzuki@kodama-conc.co.jp

PHC.SC.HiSC.CPRC.ST.HB他各種パイル製造販売・杭基礎の設計、提案・杭基礎の施工

０４７６－８５－８７２２

アクト合同会社
21-070

286-0015

成田市中台 1-1グリーンＣ 6-105
代表

栁井 建夫

yanai.t.r@celery.ocn.ne.jp
電気工事業

０４７６－２８－６８１１

賛助会員
事

務

所

名

ＴＥＬ

会社所在地

賛助会員№

FAX
HP

担当者役職

e-mail

担当者名
営業品目業務内容

０４７－７０３－５５２５

(株)ガイア
21-072

270-0073

松戸市小根本 2-9

０４７－７０３－５５２６

http://www.kakunin-gaia.com

代表取締役

吉田 茂

gaia@an.wakwak.com

確認検査業務･住宅性能評価業務･長期優良住宅審査業務･低炭素建築物新築計画審査業務

０４３－２４４－０１２１

（株）建築資料研究社 日建学院
21-073

260-0032

千葉市中央区登戸 1-2-10
支店長

０４３－２４４－０１３３

http://www.ksknet.co.jp
梁田 馨

008431@mx1.ksknet.co.jp

資格取得講座、実務講座、法定講習。（協会員割引あり）、専門書出版。ＣＡＤ、積算ソフト販売

０４５－４７３－４１８６

日本ハムマーケティング(株)
21-076

224-0043

横浜市都筑区折本町 432-1

横浜営業所

０４５－４７３－４１０７

http://www.nipponham.co.jp

石井 賢太郎

ken.ishii@nipponham.co.jp
食品卸売業

21-078

ケイミュー(株)

０４３－２９８－３５６６

261-7101

http://www.kmew.co.jp

千葉市美浜区中瀬 2-6-1ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾞｰﾃﾞﾝｱﾈ
担当課長

竹内 雄治

０４３－２９８－３５６７

y-takeuc@kmew.co.jp

屋根材・外壁材の製造、販売、パナソニック雨どいの販売

21-080

(株)エムビーエス

０４７－４２０－８１１８

273-0005

http://www.homemakeup.co.jp

船橋市本町 2-6-13-202

千葉支店支店長

吉田 達

０４７－４２０－８１１９

yoshida@homemakeup.co.jp

内外装リフォーム業

０４７－４０４－７７２２

(株)建築構造センター千葉事務所
21-082

273-0032

船橋市葛飾町 2-402-3丸庄ビル1階
所長

向井 幸一

０４７－４０４－７７２３

http://www.kozocenter.co.jp
mukai@kozocenter.co.jp

指定構造計算適合性判定機関

21-083

ワコーズホーム（株） 一級建築士事務所

０４３－２５７－５６１１

263-0001

千葉市稲毛区長沼原町 711

http://www.wakozu.co.jp

業務部

info@wakozu.co.jp

宮内 伸明

０４３－２５９－４６０４

リフォーム・修繕・増改築の設計・施工管理

21-084

関西ペイント販売(株)

０８０－１１０３－００６４

260-0025

http://www.kansai.co.jp

千葉市中央区問屋町 16-1

東京建設塗料販売部千葉駐在所

齊加 正史

０４３－２４３－６３３８

saika04@als.kansai.co.jp

住宅・橋梁など建物及び各種構造物の様々な用途への塗料製造・販売

21-085

フルテック(株)千葉支店

０４３－２１４－４１１１

264-0028

千葉市若葉区桜木 6-13-2

http://www.fulltech1963.com

支店長

yo-fujita@fulltech1963.com

藤田 芳雅

０４３－２１４－４１１４

自動ドア装置の販売・施工・保守サービス・ステンレスサッシ・制作金物製造販売及び付帯関連する事業

賛助会員
事

務

所

名

ＴＥＬ

会社所在地

賛助会員№

FAX
HP

担当者役職

e-mail

担当者名
営業品目業務内容

０４７－４０６－４３３１

ベイテック(株)
21-086

275-0014

０４７－４０６－４３３２

習志野市鷺沼 5-17-8サンリット幕張1Ｆ

代表取締役

川嶌 勝美

baytech@ag.wakwak.com

ＡＬＣ・ＥＣＰ工事

０４３－２８７－８４９１

大建工業(株)東関東営業所
21-087

260-0045

千葉市中央区弁天 1-24-13石橋ﾋﾞﾙｱﾈｯｸｽ1F

千葉営業２課課長

林 晃弘

０４３－２８７－８０４０

http://www.daiken.jp
hayashi-akihiro@daiken.co.jp

建築資材の総合メーカー・住宅向け建材・公共商業施設向け建材・素材事業・エンジニアリング事業

０４３－２７１－１２６５

積水ホームテクノ(株)
21-090

261-7115

千葉市美浜区中瀬 2-6-1WBGマリブイースト7F

千葉営業所

橋本 洋行

０４３－２７１－００２２

http://www.sekisui-hometechno.co.jp
hiroyuki.hashimoto@sekisui.com

ユニットバスの製造、販売、工事

21-092

三和シヤッター工業(株)

０４３－２６５－３４３８

260-0843

http://www.sanwa-ss.co.jp

千葉市中央区末広 4-19-16

千葉市場開発課

角田 雅人

０４３－２６１－３８６６

tsunodam@sip.sanwa-ss.co.jp

鋼製建具・ｽﾃﾝﾚｽ製建具・ｱﾙﾐ製建具・ｼｬｯﾀｰ間仕切・住宅建材・ｴｸｽﾃﾘｱ等の製造販売

21-093

(株)みつわ

０４３－２４３－１５１１

261-0002

https://mitsuwa-printing.jp

千葉市美浜区新港 213-5
営業

彦坂 秀昭

０４３－２４３－２００５

ogata@mitsuwa-printing.jp

印刷全般・Ｗｅｂ作成

０４３－２４８－０７９１

タニコー（株）千葉営業所
21-095

261-0005

千葉市美浜区稲毛海岸 2-1-28
所長

信本 直人

０４３－２４８－０７７３

http://www.tanico.co.jp
no-nobumoto@tanico.co.jp

業務用厨房機器の設計・製造・販売

０４３－２３１－２１００

文化シャッター(株)東関東支店
21-097

264-0025

千葉市若葉区都賀 3-33-23

０４３－２３１－２１２３

http://www.bunka-s.co.jp/

鈴木 洋一

yc_suzuki@mail.bunka-s.co.jp

各種シャッター、住宅建材、ビル用建材の製造及び販売

21-098

(株)ピーエルジー

０３－５８２９－４３３６

101-0032

http://www.plg.co.jp/

千代田区岩本町 1-4-5ＮＳビル902号
東京支店

合田 武彦

０２４８－６９－１１２１

gouda@plg.co.jp

地盤置換工法、コロンブス工法、設計提案、工法説明業務

21-099

（株）アイジーコンサルティング

０４３－３０９－８５６０

260-0028

http://www.ig-consulting.co.jp/

千葉市中央区新町1000センシティビルディング19
店長

小泉 雄揮

０４３－３０９－８５４５

y-koizumi@ig-consulting.co.jp

住宅メンテナンス・白蟻防除工事

賛助会員
事

務

所

名

ＴＥＬ

FAX

会社所在地

賛助会員№
担当者役職

HP
e-mail

担当者名
営業品目業務内容

21-100

（株）北越エンジニアリング

０４７－３７９－１９７２

272-0032

http://www.hokuetsu-hec.co.jp

市川市大洲 3-21-1

市川事業所長

大倉 一寛

０４７－３７９－５３２３

info@hokuetsu-hec.co.jp

建築工事の計画立案・設計・施工・管理等を含む一切の業務

０３－６６２６－２７５０

積水テクノ成型（株）
21-101

105-8566

港区虎ノ門 2-10-4オークラプレステージタワー

営業統括本部土木資材営業所

有山 裕介

０３－６６２６－２７５２

http://sekisui-techno-molding.jp
y.ariyama@sekisui.com

雨水流出抑制施設・プラスチック貯留材「クロスウェーブ」・仮設道路資材「プラロード」

０３－３５５６－０３４１

アイジー工業（株）東京営業所
21-102

101-0065

千代田区西神田 3-1-6日本弘道会ビル5F

営業部チーフ

岡 真太郎

０３－３５５６－０３４２

http://www.igkogyo.co.jp
shintaro.oka@igkogyo.co.jp

金属系外装材の販売

21-103

エスケー化研(株)千葉支店

０４３－３０４－０４１１

263-0003

http://www.sk-kaken.co.jp/

千葉市稲毛区小深町 122-1
課長代理

土橋 哲弥

０４３－３０４－０４１９

blue@sk-kaken.jp

建築仕上塗材・機能性塗料・特殊塗料・建築用塗料・無機断熱材・耐火被覆材・化成品の製造・販売・請負工事

21-104

(株)ナガワ千葉営業所

０４３－２０４－６８８１

260-0028

https://www.nagawa.co.jp/

千葉市中央区新町 3-13日本生命千葉駅前ﾋﾞﾙ8
所長

岡田 貴伸

０４３－２０４－６８８２

takanobu.okada@nagawa.co.jp

モジュール、システム建築の設計、施工、ユニットハウスの製造、販売、レンタル

０４３６－２１－１５１３

（株）根本商店
21-105

290-0023

市原市惣社 323

代表取締役

０４３６－２３－１８３９

http://nemoto-syoten.com/
根本 泉

nemotoshouten@icntv.ne.jp
屋根工事業

０３－３８６６－１１２２

スガツネ工業（株）
21-106

101-8633

千代田区岩本町 2-9-13

０３－３８６３－６８８７

http://www.sugatsune.co.jp
村田 匠

murata@sugatsune.co.jp

家具金物・建築金物・装飾金物・各種輸入金物・産業機器関連部品・機構部品・電子通信機械用部品・照明器具

21-108

(株)JFDアドバンスサーベイ

０４３－２１３－５４８８

262-0033

http://www.jfd.jp

千葉市花見川区幕張本郷 1-11-24フォルテ4A

千葉営業所

目良 和憲

０４３－２９６－７００５

as-tokyo@jfd.jp

現況測量・役所調査・各種許可申請等

21-109

（株）ひらい

０４３６－６３－５５８８

299-0111

http://www.hirai-gnet.co.jp

市原市姉崎 736-1

プレカット部

齊藤 陽一

saito.y@hirai-gnet.co.jp

木材・建材・住宅設備販売・プレカット加工販売・住宅販売・建築請負・不動産販売

０４３６－６３－１１５０

賛助会員
事

務

所

名

ＴＥＬ

会社所在地

賛助会員№

FAX
HP

担当者役職

e-mail

担当者名
営業品目業務内容

21-111

第一法規（株）

０３－３７９６－５４２１

107-8560

http//www.daiichihoki.co.jp

港区南青山 2-11-17

販売促進第一部

堀江 佳奈子

０３－３４０４－２２６９

kanako.horie@daiichihoki.com

加除式法規書の出版販売・学術書・実務書の出版販売・専門雑誌の出版販売・デジタル商品の企画・販売

０４３－３５０－３２９０

ＡＩＧ損害保険（株）
21-112

261-7120

千葉市美浜区中瀬 2-6-1WBGマリブイースト20階

千葉営業支店

田島 英之

０４３－２９７－６４１８

https://www.aig.co.jp/sonpo
tajima.hideyuki.k@aig.co.jp

損害保険業

０４３－２６６－７７５８

０４３－２６６－７７５８

（一財）さいたま住宅検査センター

０４８－６２１－５１１９

０４８－８６３－３３２０

330-0064

さいたま市浦和区岸町 7-12-3

http://www.sjkc.or.jp/

営業部

eigyou@sjkc.or.jp

ＫＩＰ一級建築士事務所
21-114

260-0802

千葉市中央区川戸町 367-11
京田 次則
施工管理

21-115

大沢 利永子

建築確認・検査業務・住宅性能評価業務・構造計算適合性判定業務・住宅瑕疵担保責任保険等の業務

21-116

積水化学工業(株)

０３－６７４８－６５１４

105-8566

https://www.sekisui.co.jp/index.html

港区虎ノ門 2-10-4ｵｰｸﾗﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾀﾜｰ22階

東京建材直需営業所

奥島 青空

０３－６７４８－６５６０

seira.okushima@sekisui.com

樹脂製雨とい、エクステリア商材、建材製品の製造・販売

０４７－３２０－５２１１

（株）タケミ企画
21-117

272-0001

市川市二俣 678-17
取締役

０４７－３２０－５２１８

http://www.takemi-kikaku.jp/
竹之内 将光

杭基礎に関する杭工法の選定提案・鋼管杭工事・既成コンクリート杭工事・地中生涯撤去・杭抜工事・山留工事

０４－７１５７－０８３３

（株）アイビーピー
21-118

270-0222

野田市木間ケ瀬 2373-1

パイル事業課

０４－７１５７－０８３４

http://www.alfa-ibp.co.jp
大福 和也

k-daifuku@alfa-ibp.co.jp

アルファウイングパイル及びＴＧパイルの材料販売並びに施行業務・地盤調査業務

21-119

カネカソーラー販売（株）

０３－５５７４－８０８２

107-6028

https://www.kaneka-solar-energy.jp

港区赤坂 1-12-32アーク森ビル

チームリーダー

中井 一人

０３－３５８３－１５８０

Kazuhito.Nakai@kaneka.co.jp

太陽光発電システムなどの販売・建築工事

21-120

センクシア(株)

０３－４２１４－１９３２

105-8319

https://www.senqcia.co.jp/

港区東新橋 2-3-17モメント汐留
片山 祐

０３－３４３８－１０６１

yu.katayama@senqcia.com

柱脚（ハイベース）・構造部材（ハイリング、スマートダイア）・耐震部材（スマートフィット工法）

賛助会員
事

務

所

名

ＴＥＬ

FAX

会社所在地

賛助会員№
担当者役職

HP
e-mail

担当者名
営業品目業務内容

21-121

（株）アールエコ東京支店

０４－７１７０－０２２８

277-0005

柏市柏 260-11第3KCEﾋﾞﾙ2F

https://areco.co.jp

支店長

areco-tokyo@shakkou.co.jp

大本 孝志

０４－７１７０－０２２９

総合水処理メーカー

０４３－２１３－８８１１

(株)シー・エス・ランバー
21-122

262-0033

千葉市花見川区幕張本郷 1-16-3

在来営業本部長

三輪 達雄

０４３－２１３－８８９５

https://www.c-s-lumber.co.jp
t-miwa@c-s-lumber.co.jp

在来軸組工法・ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ工法によるﾌﾟﾚｶｯﾄ加工製品の製造、販売

０４３－２０６－１４６１

（株）マルゼン千葉支社
21-123

260-0045

０４３－２０６－１４８１

千葉市中央区弁天 1-2-10日本瑞穂ﾋﾞﾙ7F

http://www.maruzen-kitchen.co.jp

支社長

masatake_sakai@maruzen-kitchen.co.jp

酒井 匡丈

業務用厨房機器の製造、販売・業務用厨房設備の設計、施工

21-124

城東リプロン(株)

０３－６２６１－５９４３

104-0045

https://lyprone.com

中央区築地 6-19-20ﾆﾁﾚｲ東銀座ﾋﾞﾙ9F

ｿﾘｭｰｼｮﾝ部開拓推進課課長

明星 収一

０３－６２８１－５９４４

myojo@lyprone.com

樹脂製雨水貯留槽・縦型雨水浸透施設・樹脂製ﾏﾝﾎｰﾙ等の製造販売

21-125

（株）アイ・エイチ・エス

０４７９－６７－２６２３

289-3185

http://ihs.co.jp/

匝瑳市堀川 276

代表取締役

石井 一孝

０４７９－６７－２８１４

info@ihs.co.jp

建築・土木資材・造園緑化資材等の販売

０４３－３０６－３２０７

タジマ建設(株)
21-126

262-0012

千葉市花見川区千種町 397-1

代表取締役

田島 佳祐

０４３－３０６－３２０８

https://www.tajima-kensetsu.co.jp
kt@tajima-kensetsu.co.jp

ドローン事業・とび、土工事業・リフォーム事業

