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13 川崎 日鐵住金建材（株）建築技術部商品技術室 建設 スチール デッキ・コラム製造メーカー 増田　規一郎 中川　治彦 建築商品技術営業グループ 135-0042 東京都江東区木場2-17-12　SAビル 03-3630-2149 03-3630-2159 2002/9/1 http://www.ns-kenzai.co.jp hanakagawa@ns-kenzai.co.jp

23 横須賀 久保田建設（株）　神奈川支店 建設 施工 総合建設業 戸高　節夫 花元　昭彦 - 242-0005 大和市西鶴間6-1-19 046-274-1927 046-274-1929 2006/5/18 http://www.kensetu-kubota.jp http://www.kensetu-kubota.jp/

29 大和綾瀬 （株）角藤 横浜支店 建設 土木 杭工事全般 山岸　京一 山岸　京一 基礎建材課 220-0022 横浜市西区花咲町6-145横浜花咲ビル9F 045-411-2300 045-411-2308 2007/9/6 http://www.kakuto.co.jp ky-yamagisi@kakuto.co.jp

34 本会 ＦＳテクニカル（株） 建設 改修 低騒音ドリルのリース業、FST工法の施工・指導及び普及 藤田　昌吾 関本　繁 営業 125-0054 東京都葛飾区高砂1-22-15 03-5671-3134 03-5671-3090 2010/4/1 http://www.fs-tec.co.jp office@fs-tec.co.jp

36 川崎 （株）Ｅ＆ＣＳ 建設 耐震補強 既存建物や新築建物の制震構法用装置として使用されるダンパーの設計、製作、販売。 三門 克彰 遠藤　等 トグル制震事業部営業グループ 108-0075 東京都港区港南1-8-15　Ｗビル5階 03-6455-8430 03-6455-8434 2010/10/1 http://www.kk-ecs.co.jp hiroshiyasutake@toggle-ecs.com

38 本会 郡リース(株）横浜支店 建設 施工 軽量鉄骨による「システム建築」の設計・施工・リース、その他附帯工事 清野　善弘 平澤　友和 設計部 231-0062 横浜市中区桜木町3-8　横浜塩業ビル 045-662-8541 045-640-1680 2011/4/1 http://www.kohri.co.jp yokohama-de@kohri.co.jp

40 川崎 三信通商（株） 東京支店 建設 土木 杭打ち工事 ＥＡＺＥＴ工法、ＡＴＴコラム工法、ＰＨＣ杭工法各種、場所打ちコンクリート杭 玉田　久 玉田　久 東京支店　建材部 105-0012 東京都港区芝大門2-12-8　RBM芝パークビル 03-3434-7546 03-5472-0446 2011/4/1 http://www.sanshintsusho.co.jp h-tamada@sanshintsusho.co.jp

43 本会 （株）ラクシー 神奈川営業所 建設 改修 ビルやマンションの大規模修繕工事や新築マンション建築、内装工事等 倉川　久男 遠藤　浩市 営業部 220-0003 横浜市西区楠町10-8 045-290-3222 045-290-8363 2012/2/1 http://www.ruxy.co.jp sugimoto@ruxy.co.jp

51 横須賀 矢作ビル＆ライフ（株） 建設 耐震補強
木造住宅の耐震診断、補強方法のコンサルティング業務。ウッドピタで最適な補強計画をご
提案。

佐藤　義和 榊原　啓延 - 104-0043 東京都中央区湊2-2-5 03-6222-0021 03-3553-8366 2013/6/1 http://www.woodpita.co.jp h-sakakibara@yahagi.co.jp

52 本会 （株）ヨコソー　 建設 改修 マンション、ビル等の建築物大規模修繕工事、防水工事、内装工事 佐藤　幹男 齋藤　秀人 リニューアル営業部 238-0023 横須賀市森崎1-17-18 046-834-5191 046-834-5198 2013/7/1 http://www.yokosoh.co.jp hsaito@yokosoh.co.jp

54 本会 (株)鹿島技研 建設 スチール ＰＣ鋼製型枠、建築金物一式、柱脚ＩＳベース 原中　朋幸 石橋 寿夫 - 289-1204 千葉県山武市戸田227-1 0475-80-8221 0475-80-8222 2014/4/1 http://kajima-g.ecgo.jp kajima_k@star.ocn.ne.jp

55 神奈川 (株)アイジーコンサルティング 建設 施工 白蟻防除会社として創業し、点検代行サービス・各種断熱材・制振装置などの提供 浅岡　慎太郎 浅岡　慎太郎- 221-0005 横浜市神奈川区松見町4-1045-1 045-401-3311 045-401-3366 2014/4/1 http://ig-corp.jp s-asaoka@ig-consulting.co.jp

61 県西 日鉄物産システム建築（株） 建設 施工 工場、倉庫、店舗、事務所、体育館、学校舎、住居、福祉施設のシステム建築 生井　敏夫 宮元　靖之 - 105-6133 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館 03-6866-1284 03-6866-1291 2015/2/1 http://www.nst-sumisys.co.jp miyamoto-ysy@sumikin-sysken.co.jp

62 横浜 （株）三誠 神奈川出張所 建設 土木
回転貫入鋼管杭Ｇ－ＥＳＣパイル(国土交通大臣認定工法)　高い性能と経済性で鋼管杭Ｎｏ．
１の実績。

丹羽 伸治 四釜　司 - 231-0048 横浜市中区蓬莱町1-1-7 コシノパークサイトビル204 045-263-1625 045-263-1626 2015/10/1 http://www.sansei-inc.co.jp shikama@sansei-inc.co.jp

69 本会 （株）アイネックス 建設 施工
新築戸建て住宅における外装工事（外壁・屋根等）請負業、既存住宅や店舗における改修工
事（内外装問わず）請負業

早坂　宣則 早坂　美雪 管理部 243-0814 厚木市妻田南1-16-16 046-222-0404 046-222-0505 2016/6/1 http://www.in-ex.co.jp info@in-ex.co.jp

79 本会 日鉄日新製鋼建材（株） 建設 スチール
鋼板（コイル）の製造から、鋼板製品、加工製品まで一貫した製造体制を持つ鉄鋼建材メー
カー

三島 英人 國分 健二 塗装建材営業部 135-0016 東京都江東区東陽3-23-22 03-5635-6136 03-5635-6139 2017/9/29 www.ac.nisshin-steel.co.jp kokubun.k217@ac.nisshin.nipponsteel.com

80 大和綾瀬 ミホ工業（株） 建設 施工 ３次元制震装置 設計・施工 宮崎　保 宮崎 保 - 242-0006 大和市南林間2-9-3ヒジリビル202 046-204-7885 046-204-7969 2017/11/20 http://happymiho.jp miho200610@clock.ocn.ne.jp

83 本会 フジタ道路（株） 首都圏支店 建設 土木 外構工事、舗装工事等　土木工事 1式施工 木下 保彦 渡邉　利重 - 104-6003 東京都中央区晴海1-8-10 晴海トリトンスクエアＸ棟3Ｆ 03-5859-0531 03-5859-0538 2018/4/1 http://www.fujitaroad.co.jp watanabe@fujitaroad.co.jp

85 本会 （株）Ｔｈｒｅｅ Ｐｅａｃｅ（スリーピース） 建設 施工 アスベスト除去工事 坂本　将平 坂本　将平 - 210-0854 川崎市川崎区浅野町2-1 044-223-7560 044-223-7561 2018/4/1 http://three-peace.jp/profile s-sakamoto@three-peace.jp

88 本会 （株）サンクビット 建設 外断熱 湿式外断熱工法（ドライビットシステムズ「アウサレーション工法」)システム販売 柴田　朗 阿部 靖彦 - 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-3-14 フェリスビル5階 03-5256-5637 03-5256-5640 2018/4/1 http://www.cinqvit.com smurata@kk-g.co.jp

90 本会 （株）ナガワ 横浜営業所 建設 施工 軽量鉄骨造（ユニット・モジュール）の設計・施工　システム建築の設計・施工 遠藤 秀彦 遠藤　秀彦 - 231-0062 横浜市中区桜木町1-1-8日石横浜ビル24F 045-664-1775 045-664-1778 2018/6/5 https://www.nagawa.co.jp/shop/exhibition_detail?id=61 hidehiko.endou@nagawa.co.jp

100 本会 （株）西洋コンサルティング 建設 不動産業 賃貸管理、店舗開発コンサルティング 猪俣 成人 猪俣 成人 - 254-0806 平塚市夕陽ケ丘59-3 0463-23-7864 0463-23-7864 2019/4/1 なし seiyoconsul@ymobile.ne.jp

104 本会 （株）第一工業 建設 建築・土木
柱状改良工事、鋼管杭工事（各種認定工法）、柱状改良+鋼管杭工事（ハイブリッド）、表層改
良工事、杭打工事（各種認定工法）、杭抜工事、沈下修正工事、土壌・環境・地盤調査

楠田 均 岩本 光司 営業部 272-0013 千葉県市川市高谷1774 047-328-1551 047-328-1577 2019/8/13 http://www.daiichi-kougyo.co.jp/ eigyo2@daiichi-kougyo.co.jp

105 本会 （株）トーテック東京営業所 建設 建築・土木 杭工事 窪田 義信 瀬戸 秀吉 部長 116-0013 東京都荒川区西日暮里5-23-8 KSビル3F 03-5604-5806 03-5604-5816 2019/8/26 www.kktotec.com seto@niks.or.jp

106 本会 ハウス・アンド・ランド（株） 建設 不動産業 不動産業 水越 久仁郎 猪俣 成人 執行役員 231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル9階 045-548-9348 045-548-9349 2019/10/18 http://h-and-l.com info@h-and-l.com


