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列1 支部名 会社名 業種 区分 事業内容 代表者 担当者名 担当部署 〒 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ 入会年月日 ホームページＵＲＬ 担当者メールアドレス

1 横浜 （株）互光商会
その他サー
ビス

OA機器 事務什器販売・設計 ＯＡ機器販売・リース　事務内装工事 ＯＡフロア工事 安西　崇 水谷　章宏 TP　Gr 235-0045 横浜市磯子区洋光台6-14-5 045-831-1717 045-831-1718 1979/9/25 http://www.kk-gokoh.co.jp mizutani@kk-gokoh.co.jp

2 横須賀 （株）ＬＩＸＩＬ 横浜支店 建設 設備機器 建材・設備機器の製造・販売及びその関連サービス業 吉田　雅樹 小寺 悠介 住設ルート営業所　住宅市場課 220-0012 横浜市都筑区中川中央2-5-18 045-522-9636 045-522-9637 1988/8/1 http://inax.lixil.co.jp yusuke.kodera@lixil.com

3 横浜 ＴＯＴＯ（株）　横浜支社 建設 設備機器 住宅設備機器製造販売 伊藤　竜一 坂本　隆 市場開発課 220-8134 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1　横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ34F045-224-1888 045-224-1872 1990/4/1 http://www.toto.co.jp fujio.miyanaga@jp.toto.com

4 横浜 （有）ハマ印刷 印刷・出版 印刷 各種印刷 中川　さと子 中川　今日子- 231-0036 横浜市中区山田町7-1 045-260-0266 045-260-0267 1992/4/1 なし hama-insatsu@minos.ocn.ne.jp

5 本会 （株）柏苑社 印刷・出版 印刷 各種印刷 山口　英夫 榎本 - 232-0056 横浜市南区通町1-6 045-711-5600 045-721-5530 1993/4/1 なし hak@hakuensha.co.jp

6 横須賀 福井コンピュータアーキテクト（株）関東営業所 
その他サー
ビス

ソフトウェア 建築3次元ＣＡＤソフトの開発・販売・運用のご相談 佐藤　浩一 鎌田 篤史 横浜営業所 212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア 西館 10F 0570-550-291 044-201-7396 1993/8/9 http://www.fukuicompu.co.jp atsushi_kamata@po.fukuicompu.co.jp

7 本会 丸大食品（株）　東日本特販営業部
その他サー
ビス

食品 ハム・ソーセージ、調理加工食品、製造販売 紺野　幸雄 橋本　康弘 首都圏特販営業課 135-0051 東京都江東区枝川2-23-2 03-3647-3270 03-3647-3274 1994/10/5 http://www.marudai.jp hashimoto_yasuhiro@marudai.co.jp

8 秦野 ビイック（株） 地質・地盤 調査 【表面波探査法】による地盤調査専門会社です。木造住宅の調査を得意としています。 佐藤 和森 高橋　毅 営業部 113-0021 東京都文京区本駒込6-20-4 03-3947-5800 03-3947-7675 1997/6/26 http://www.vic-ltd.co.jp tsuyoshi@vic-ltd.co.jp

9 本会 （株）総合資格
その他サー
ビス

資格学校
一級建築士を始め建設系国家資格取得の為の学校。近年の一級建築士合格率では日本一
の実績です。

岸　隆司 平岡 達也 南関東本部 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1　相鉄岩崎学園ビル3F 045-316-6817 045-316-6830 1997/7/2 http://www.shikaku.co.jp hiraoka-tatsuya@shikaku.co.jp

10 相模原 （株）石井工建 地質・地盤 調査・工事 地盤調査（ボーリング・ＳＳ調査・載荷試験）、地盤改良工事、山留工事、杭工事 等 石井　敏男 菊地原　礼寿本社事務 252-0243 相模原市中央区上溝2229-7 042-762-9303 042-762-9698 1998/6/16 http://www.ishii-ko-ken.co.jp hiromi@ishii-ko-ken.co.jp

11 相模原 （株）地盤コンサルタンツ 地質・地盤 調査 地質調査、土壌汚染調査 落合　達夫 森下　泰 243-0036 厚木市長谷1267-1 046-247-4111 046-247-1117 1999/5/1 http://www.kanto-geo.or.jp/Archive/html/member02/m-html/049.htm dibanc8@atlas..plala.or.jp

12 川崎 日鉄建材株式会社 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 101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX13F 03-6625-6225 03-6625-6151 2002/9/1 http://www.ns-kenzai.co.jp hanakagawa@ns-kenzai.co.jp

13 横須賀 シバタ工業（株） 東京支社 建設 塗料・防水 防水工事業（材料製造・販売） 石川　隆 林 訓生 第2営業部 東日本営業課 101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21ＪＰＲクレスト竹橋8階 03-3292-3861 03-3292-3869 2002/9/1 http://www.sbt.co.jp noriwo_hayashi@sbt.co.jp

14 大和綾瀬 （株）日立ビルシステム　横浜支社 建設 設備機器
昇降機の製造、販売、据付、保守、リニューアル・ビル設備の監視、ビル管理（セキュリティ・
ファシリティ・省エネ）など

笹部　勲 杉浦　克彦 施設営業部 220-0011 横浜市西区高島1-1-2　横浜三井ビルディング6F 045-640-6070 045-651-4655 2003/7/30 http://www.hbs.co.jp Koishikawa_Hidehiro@hbs.co.jp

15 本会 日本ERI（株）横浜支店 調査・検査 確認・申請
建築確認申請と住宅性能評価を中心に、省エネ適判・ＢＥＬＳ・法適合状況調査等多彩な
サービスを全国３４拠点のネットワークを活用しワンストップサービスで提供します。

栁澤　利雄 寺越　健太郎厚木支店支店長 220-0011 横浜市西区高島2-6-32　日産横浜ビル12F 045-444-3050 045-444-3052 2003/8/18 http://www.j-eri.co.jp s_tanaka@j-eri.jp

16 本会 （株）大成出版社 印刷・出版 出版 書籍、電子出版、雑誌および加除式図書の出版・販売 箕浦　文夫 大川　裕 営業管理部 156-0042 東京都世田谷区羽根木1-7-11 03-3321-4002 03-3325-1888 2004/4/1 http://www.taisei-shuppan.co.jp okawa@taisei-shuppan.co.jp

17 横須賀 （株）グラウト工業 地質・地盤 調査・工事 地盤調査・地盤改良・家屋沈下修正 龍﨑　新一 今井　敬介 - 239-0831 横須賀市久里浜1-2000-93 046-835-7358 046-835-7961 2004/4/1 http://grout.jp imai@grout.jp

18 秦野 （株）湘南建築センター 調査・検査 確認・申請
指定確認検査機関、適合証明、住宅性能評価等、業務範囲・規模（東京都、神奈川県、地上
5階建まで）

関　和廣 佐藤 博明 営業部 254-0035 平塚市宮の前13-3 0463-22-0667 0463-22-0021 2004/5/13 http://www.sbc-co.jp satou-hi@shonan-sbc.co.jp

19 本会 (株)インテグラル
その他サー
ビス

ソフトウェア 建築業向けパッケージソフト「住宅性能診断士ホームズ君」シリーズの開発販売等 柳澤　泰男 伊藤　操 - 305-0818 茨城県つくば市学園南2-7 029-850-3331 029-850-3334 2005/7/1 http://www.integral.co.jp https://www.integral.co.jp/

20 鎌倉 阿部興業（株） 建設 木製建具 木製の防火ドア、防音ドア、格子戸、造作家具などのトータルサプライヤーです 阿部　清英 市毛 武 横浜支店 246-0026 横浜市瀬谷区阿久和南3-21-5 045-362-5588 045-362-3388 2005/7/15 http://www.abekogyo.co.jp takeshi.ichige@abekogyo.co.jp

21 横浜 (株)サムシング　神奈川支店 地質・地盤 調査・工事 地盤調査・測量・改良工事 大久保　彰一 山田　達也 営業部 252-0328 相模原市南区麻溝台380-1 042-777-3649 042-777-1148 2005/11/1 http://www.s-thing.co.jp kanagawa_info@s-thing.co.jp

22 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/

23 大和綾瀬 タキロンマテックス（株）　東京支店 建設 建材
屋内外（階段・廊下・プール厨房・トイレ等）用途の防滑性機能床材、粘着剤付き化粧フィルム
「ベルビアン」の販売

鵜沢　将道 森尻　正志 東京支店　営業2課 108-6030 東京都港区港南2-15-1　品川インターシティＡ棟30階 03-5781-8150 03-5781-8130 2006/6/27 http://www.t-matex.co.jp m-mori@takiron-ci.co.jp

24 大和綾瀬 横浜三協（株） 建設 金属建材 三協立山（株）代理店 アルミ手摺・金物製品・金属製建具　販売・設計・施工 島田 希望 田村　修 手摺建材事業部 252-1104 綾瀬市大上1-12-25 0467-76-1883 0467-76-8867 2006/7/18 http://y-sankyo.net o-tamura@st-grp.co.jp

25 大和綾瀬 シンコー建材（株） 建設 金属建材 建築一式、アルミ手摺、ＥＸＰ、ステンレス製品、金属金物、シャッター等の販売及び施工 宮崎　真行 加藤　峰俊 営業課 242-0018 大和市深見西4-1-2 046-263-1191 046-263-1193 2006/7/18 http://osd-yoko.co.jp kato@osd-yoko.co.jp

26 川崎 （株）建築資料研究社　横浜支店 印刷・出版 出版
建設関連出版物販売、建築・土木資格講座運営、建設業向けシステムソフト販売、建設関連
人材派遣

内藤 精彦 内藤 精彦 横浜支店 221-0056 横浜市神奈川区金港町2-6　横浜プラザビル4F 045-440-1250 045-440-1251 2007/10/12 http://www.ksknet.co.jp 008276@mx1.ksknet.co.jp

27 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

28 座間 （株）都市計画地盤研究会 地質・地盤 調査・工事 杭工事全般・解体工事・土質調査・アンダーピニング・ドローンによる空撮工事 安藤　彰彦 安藤　彰彦 - 252-0004 座間市東原2-16-8　メゾンケイユー202 046-266-4050 046-266-4051 2009/4/1 http://www.tkjk.co.jp ando@tkjk.co.jp

29 座間 （株）サンテクノス 調査・検査 非破壊 建築・土木分野で鋼材・コンクリートを壊さずに検査する非破壊検査を行っています。 秦　正樹 伊藤　達彦 関東事業所 224-0001 横浜市都筑区中川3-38-1 045-350-4470 045-350-4471 2009/7/1 http://www.sut.co.jp tatsuhiko_itou@sut.co.jp

30 横浜 （株）セロリ 地質・地盤 調査・工事 土壌調査・汚染対策は環境省指定調査機関の株式会社セロリにおまかせください. 遠藤　哲哉 遠藤　いぶき 総務 243-0815 厚木市妻田西1-2-3 Kワンビル108 046-222-0247 046-222-0447 2010/1/1 https://www.celery.co.jp/  i-endo@celery.co.jp

31 本会 中央開発（株） 地質・地盤 調査 地盤調査、土壌汚染環境調査、沈下・液状化解析、対策工、地盤情報の事はご相談下さい。 瀨古　一郎 西原　聡 プロジェクト本部　ジオナビ事業室 169-8612 東京都新宿区西早稲田3-13-5 03-3204-0561 03-3204-0475 2010/4/1 http://www.ckcnet.co.jp nishihara.s@ckcnet.co.jp

32 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

33 本会 ユーディーアイ確認検査（株） 調査・検査 確認・申請 Webを用いた確認検査や性能評価等の申請 鈴木　徹 相澤 美和子 － 231-0023 横浜市中区山下町22 山下町SSKビル2階 045-640-3773 045-640-3774 2010/7/1 http://www.udi-co.jp kikaku@udi-co.jp

34 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 安武　浩 トグル制震事業部営業部 213-0012 川崎市高津区板戸3-2-1 KSP西棟 044-812-0776 044-812-0183 2010/10/1 http://www.kk-ecs.co.jp hiroshiyasutake@toggle-ecs.com

35 県西 ＹＫＫ ＡＰ（株） 建設 サッシ関連
住宅・ビル用商品（窓、サッシ、玄関、インテリア建材、ＥＸ、カーテンウォール）の設計・製造・
施工及び販売

丸山　貴弘 秋山　宏樹 東京住宅建材統括支店　横浜支店 220-8131 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー31F045-228-3581 045-228-3582 2010/11/1 http://www.ykkap.co.jp h_akiyama@ykkap.co.jp

36 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 米内　卓 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

37 川崎 日学(株）
その他サー
ビス

黒板・白板 黒板・ホワイトボード製造及び施工 吉田　朋弘 畠山 和浩 東京支店 140-0014 東京都品川区大井1-49-15　アクセス大井町ビル5F 03-6429-2511 03-6429-2513 2011/4/1 http://www.nichigaku.co.jp hatakeyama.k@nichigaku.co.jp

38 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

39 大和綾瀬 横浜菱住（株） 建設 設備機器 三菱電機（株）住宅設備機器の施工販売 田杭　重八 下村　康祠 営業部 242-0029 大和市上草柳6-16-3 046-263-6345 046-262-1869 2011/7/1 http://www.ryojyu.co.jp/about shimomura@ryojyu.co.jp

40 本会 BXカネシン（株） 建設 資機材 木造建築の補強金物、金物工法、制震部材の開発製造販売 二村　一久 渡邉　孝治 営業部 124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12 050-3365-0194 03-3696-6770 2011/9/1 http://www.kaneshin.co.jp udagawa@ys-gr.jp

41 本会 （株）ダイフレックス 横浜支店 建設 塗料・防水
建築及び土木防水・外壁材・スポーツ舗装材・シーリング材・塗り床材などの製造及び販売事
業

齋藤　和博 田原 茂 － 220-0005 横浜市西区南幸2-20-5 東伸24ビル7階 045-290-9761 045-290-9755 2012/4/1 http://www.dyflex.co.jp n-atari@dyflex.co.jp

42 本会 （一財）神奈川県建築安全協会 調査・検査 確認・申請
神奈川県建築安全協会は1973年の設立以来、神奈川県内の建築物の安全・安心に係る多
様な業務のワンストップサービス

吉田　貞夫 榎田　総司 総務部 231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2　ヘリオス関内ビル 045-212-3599 045-212-3591 2012/5/1 https://kkak.jp/ kak-soumu@kak.or.jp

43 県西　 ニチハ（株） 神奈川営業所 建設 外装材 窯業系外壁材の製造及び販売　金属系外装材の販売　ハードボード、各種建築材料の販売 塚田　孝則 瀧川 将利 神奈川営業所 222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-2友泉新横浜ビル 045-475-1470 045-475-1475 2012/9/1 http://www.nichiha.co.jp s-takigawa@nichiha.co.jp

44 県西 大建工業（株）首都圏第一支店 横浜営業所 建設 建材 住宅及び建設用資材の製造、仕入、販売 辻　祥雅 兼若 栄 － 222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-12日総第12ﾋﾞﾙ10F 045-594-7526 045-594-7527 2012/10/1 http://www.daiken.jp kanewaka@daiken.co.jp

45 本会 エスケー化研（株） 横浜支店 建設 塗料・防水
建築仕上塗材国内シェアＮo.1 各種内外建築用塗料の製造販売及び特殊仕上工事・耐火断
熱工事等の請負

寺澤　宏 平野 貴宣 開発グループ 244-0801 横浜市戸塚区品濃町549-2　三宅ビル6Ｆ 045-820-2400 045-820-2600 2012/12/1 Http://www.sk-kaken.co.jp hirano@sk-kaken.jp
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46 本会 ジャパン建材（株） 建設 木質建材 中大規模木構造建築の構造設計から構造建て方までのご相談を承ります 内野　吉信 安達　裕 木構造建築事業室 136-8405 東京都江東区新木場1-7-22 新木場タワー6F 03-5534-3719 03-3521-1780 2013/4/1 http://www.jk-teg.com adachi-y@jkenzai.com

47 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

48 本会 損害保険ジャパン日本興亜（株）
その他サー
ビス

保険 損害保険業務全般 堀田　誠 白石　哲矢 神奈川火災新種サービスセンター課 231-8422 横浜市中区本町2-12　損保ジャパン横浜ビル4Ｆ 045-661-2626 045-201-2061 2013/7/1 https://www.sjnk.co.jp tmoriya@sompo-japan.co.jp

49 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

50 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

51 本会 アーキヤマデ（株） 横浜営業所 建設 塗料・防水 塩ビ樹脂系シート防水「リベットルーフ」を主力として環境対応型防水材の製造・販売 笠原　武晃 奥村　真人 - ２３１－００１１横浜市中区太田町6-84-2　大樹生命横浜桜木町ビル2階045-661-3563 045-661-3562 2014/5/1 http://www.a-yamade.co.jp ando-masaaki@a-yamade.co.jp

52 本会 三洋工業(株) 横浜営業所 建設 金属建材 耐震天井・アルミ手摺・ルーバー・床下地・換気扇等の総合建材メーカー 六川 由紀夫 六川 由紀夫 - ２４２－０００１大和市下鶴間2773-4 046-275-3521 046-275-6821 2014/5/1 http://www.sanyo-industries.co.jp yut-mikawa@sanyo-industries.co.jp

53 本会 公益社団法人 かながわ住まいまちづくり協会 調査・検査 まちづくり
住まいやまちづくりに関する調査・研究、各種相談及び講習会の開催、高齢者等の住まい探
し支援等。

長田 善樹 渡邉　憲一 - ２３１－００１１横浜市中区太田町2-22　神奈川県建設会館4階 045-664-6896 045-664-9359 2014/6/1 http://www.machikyo.or.jp watanabe@machikyo.or.jp

54 本会 ケイミュー（株）首都圏営業部 建設 外装材
クボタと松下電工の外装建材部門が事業統合して誕生。屋根・外壁・雨といをトータルにご提
案

田﨑　聖 清水　聖史 - 221-0056 横浜市神奈川区金港町2-6　横浜プラザビル3階 045-450-9285 045-450-9286 2014/7/1 http://www.kmew.co.jp shimizu@kmew.co.jp

55 本会 （株）建築構造センター 神奈川事務所 調査・検査 適合判定 構造計算適合性判定業務及び建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 鈴木　宏夫 古賀　義孝 - ２２０－００１１横浜市西区高島２－１２－６ 崎陽軒ビルヨコハマ・ジャスト１号館７階045-534-7773 045-534-7217 2014/11/1 http://www.kozocenter.co.jp kkc-info05@kozocenter.co.jp

56 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

57 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

58 本会 ツルミ印刷（株） 印刷・出版 印刷 商業印刷、デザイン制作、イベント企画・運営、広告代理店業務 茂手木　敬三 今野　良次 - 230-0034 横浜市鶴見区寛政町9-4 045-508-6686 045-508-7955 2015/10/1 http://www.tsurumi-p.co.jp konno@tsurumi-p.co.jp

59 本会 セイキ販売（株） 横浜営業所 建設 サッシ関連
断熱スクリーン・各種網戸など窓廻り商品、高耐久性の樹脂建材（デッキ・格子など）の製造・
販売

寺澤 徹 寺澤 徹 - 242-0001 大和市下鶴間2236-2 046-271-2100 046-271-2101 2015/12/1 http://www.seiki.gr.jp t-terazawa@seiki.gr.jp

60 本会 フルテック（株） 横浜支店 建設 サッシ関連
自動ドア装置の販売・施工・保守サービス、ｽﾃﾝﾚｽｻｯｼの製作・設計・施工、駐輪ｼｽﾃﾑの販
売・管理・運営：駐輪ﾗｯｸの販売・施工、喫煙所ｼｽﾃﾑの販売

傳法　伸一 鈴木　康介 - 223-0062 横浜市港北区日吉本町4-1-59 045-560-3497 045-560-3498 2016/4/1 http://www.fulltech1963.com k-suzuki@fulltech1963.com

61 横浜 三興商事（株） 建設 外装材
屋根材、外壁材、鉄骨柱脚材、学校用間仕切建具、ウッドデッキ材、床材、体育器具材、
オーダータイル材

嶋尻　行雄 藤森　鉄也 横浜営業所 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央10-1-204 045-941-1181 045-941-1186 2016/4/1 http://www.35s.jp y35tetsuya@mail.wbs.ne.jp

62 本会 （株）日東製陶所 建設 タイル 内外装タイルの製造・販売 若尾　幸将 水野　克哉 営業部 507-0072 岐阜県多治見市明和町1-125 0574-27-2155 0572-27-9089 2016/4/1 http://www.nittoseitosho.co.jp katsuya.mizuno@nittoseitosho.co.jp

63 本会 （株）ジオテクノ・ジャパン 地質・地盤 調査 最先端調査ＳＤＳ試験、土質判定ができて無駄な改良工事をなくします。 窪田　まさる 窪田　まさる 営業部 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ2576-5 0479-70-0877 0479-70-0866 2016/4/1 http://www.geo-techno.co.jp masaru@geo-techno.jp

64 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

65 本会 岩谷産業（株）　エネルギー首都圏支店 建設 設備機器
LPガス・灯油・水素などのエネルギー事業を中心に民生用からガス機器・空調機器・住宅設
備機器及び工業用設備機器まで幅広く取扱っております。

伊藤　豊一 米﨑　健人 エネルギー首都圏支店 222-0033 横浜市港北区新横浜2-14-27 新横浜第一ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ７F045-474-3960 045-474-3961 2016/7/1 http://www.iwatani.co.jp/jpn kentoyonezaki@iwatani.co.jp

66 本会 三和シヤッター工業（株）　 建設 サッシ関連
シャッター、鋼製建具、ステンレス建具、アルミフロント、間仕切、エンジン等の製造、施工、
販売

羽太　哲也 安田　則之 神奈川市場開発課 222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-5 住友不動産新横浜ビル4F 045-478-0037 045-473-3447 2016/8/1 http://www.sanwa-ss.co.jp yasudan@sip.sanwa-ss.co.jp

67 川崎 積水ホームテクノ（株） 神奈川ウェルス営業所 建設 設備機器
高齢者住宅・施設向けの『Wells』安全に配慮し、自立介助から介助入浴まで対応できる浴室
です

薮下　国博 谷内 裕之 222-0033 横浜市港北区新横浜2-14-2新横浜214ﾋﾞﾙ7階 045-475-2994 045-475-2900 2016/10/1 http://www.kaigoshien.com kunihiro.yabushitap@sekisui.com

68 本会 （有）葵アドバンスドテクノロジー 調査・検査 受信障害 テレビ受信障害調査（机上検討、現地調査） 太田　市五郎 太田　市五郎代表取締役社長 420-0812 静岡県静岡市葵区古庄2-4-18 054-689-3920 054-689-3220 2017/2/1 https://www.aoi-at.com aat@mx1.s-cnet.ne.jp

69 川崎 タマガワ（株） 建設 設備機器
電気防食機器、除菌機器の開発・製造・販売ならびに設計・施工。給排水設備劣化調査診断
及び改修工事。給水方式変更工事。

高橋　寿江 高橋　寿江 代表取締役 141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 03-5437-0170 03-5437-8467 2017/2/1 http://www.ruscut.com mail@ruscut.com

70 本会 （株）相模原木材センター 建設 木質建材
住宅資材卸売市場。木材・建材・住宅機器・住宅ローン等取扱。グリーン化事業５年連続採
択。

栗林　一郎 栗林　一郎 代表取締役 252-0328 相模原市南区麻溝台1-6-1 042-742-1421 042-742-4732 2017/4/1 http://www.e-mokuzai.co.jp i-kuri@e-mokuzai.co.jp

71 川崎 田島ルーフィング（株） 横浜営業所 建設 塗料・防水
総合防水・床材料メーカーとして、材料の開発、製造、販売と工事仕様の策定を通し、品質を
第一に「最適防水と床材の実現」を目標にお客様にお応えします。

鈴木　弘 向　茂晴 防水営業部 231-0012 横浜市中区相生町6-113オーク桜木町ﾋﾞﾙ10F 045-651-5245 045-651-5025 2017/7/21 https://www.tajima.jp mukai-s@tajima.co.jp

72 本会 コニシ（株） 横浜支店 建設 資機材
シーリング材、剥落防止工法「カーボピンネット工法」、「アクアバインド工法」、各種下地補修
材

上野 俊彦 矢井　秀明 建設グループ 222-0033 横浜市港北区新横浜3-20-12新横浜望星ビル 045-514-2450 045-514-2451 2017/9/19 http://www.bond.co.jp yai-hideaki@bond.co.jp

73 本会 日鉄鋼板（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

74 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

75 本会 リコージャパン（株） 神奈川支社
その他サー
ビス

OA機器 ＩＣＴ関連商品の販売と関連ソリューションの提供及び保守・サービス 中村　幹人 押本 義弘 神奈川ＢＰ営業部ＢＰＩグループ 220-0012 横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらいｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ5階045-227-3500 045-227-3522 2017/12/25 http://www.ricoh.co.jp akihiro_ohsawa@ricoh-japan.co.jp

76 本会 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン（株）
その他サー
ビス

OA機器
ＯＡ機器の販売と保守。ネットワーク構築のコンサルティング。ドキュメントソリューションの提
供。

木下 俊二 成毛　健介 - 220-8668 横浜市西区みなとみらい6-1 富士ゼロックスみなとみらい事業所7階045-681-1086 045-681-1098 2018/2/6 http://www.fujixerox.co.jp/knx kensuke.narimo.kj@fujifilm.com

77 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

78 鎌倉 富士工業（株） 建設 資機材 3M™販売代理店　取扱い製品：制震ダンパー、建築資材他 尾﨑　豊弘 白鷹　淳 - 101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-1-16　神保町北東急ビル6F03-6758-0791 03-3758-0794 2018/4/1 http://www.fkknet.co.jp j-shirataka@fkknet.co.jp

79 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

80  横須賀鎌倉 パナソニック（株）ハウジングシステム事業部 建設 設備機器 パナソニック（株） 住まいの設備と建材 京坂　泰彦 高橋　伸互 - 105-8301 東京都港区東新橋1-5-1パナソニック東京汐留ﾋﾞﾙ8F 03-6218-1787 03-6218-1794 2018/4/1 http://sumai.panasonic.jp/ https://panasonic.co.jp/ls/

81 本会 小田原鉱石（株） 調査・検査 アスベスト アスベスト調査、分析業 高橋　淳 高橋　淳 - 256-0815 小田原市小八幡2-3-6 2階 0465-33-6612 045-330-7582 2018/4/1 http://www.odawarakoseki.co.jp odako.rep@odawarakoseki.co.jp

82 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 yabe@kk-g.co.jp

83 本会 東日本サイディング事業協同組合 建設 外装材
東日本に本店を置く窯業系サイディング工事を主な事業とする業者で構成される協同組合。
全国サイディング事業協同組合連合会の中核組織。

仲本　純 小林　康一 - 222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11-8F（ガイズカンパニー(株)内）045-470-3536 045-470-3537 2018/4/20 http://www.siding.jp nakamoto@guys-co.jp

84 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

85 本会 ロンシール工業(株) 建設 資機材 塩ビシート防水製造販売メーカー 高橋 政史 宮崎 陽介 横浜営業所 231-0013 横浜市中区住吉町1-14 第一総業ビル６Ｆ 045-662-7370 045-661-0860 2018/7/1 https://www.lonseal.co.jp/ yokohama@lonseal.co.jp

86 本会 積水テクノ成型（株） 建設 資機材 建築土木資材 山下 浩之 坂林 良亮 - 105-8566 東京都港区虎ノ門2-10-4（オークラプレステージタワー）03-6626-2750 03-6626-2752 2018/9/25 http://sekisui-techno-molding.jp/ sakabayashi001@sekisui.com

87 本会 （株）JFDアドバンスサーベイ 建設 その他 建築予定敷地における現地測量調査及び関係役所調査、各種許可申請業務 稲吉 伸輔 大橋 修平 - 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-6-1堀内ビルディング4階 03-3526-5152 03-2526-5202 2018/10/2 https://as.jfd.jp/ as-tokyo@jfd.jp

88 本会 （株）アンデン東京 建設 資機材
お寺、古民家など伝統的構法で建てられた木造建築物に対する耐震（制震）補強材仕口ダン
パー、荒壁パネル、耐震リング等の販売

古畑 光明 古畑 光明 代表取締役 164-0001 東京都中野区中野5-65-4 山梨ビル5階 03-5942-8575 03-5942-8590 2018/10/10 www://anden-tokyo.co.jp mail@anden-tokyo.co.jp

89 本会 荻野化成（株） 建設 資機材 建築資材専門商社 荻野 圭輔 池田 大輔 営業部 236-0836 横須賀市内川1-6-4 046-834-1611 046-836-4873 2018/10/22 https://oginokasei.co.jp/ ikeda@oginokasei.co.jp

90 横浜 城東テクノ（株） 建設 資機材
木造建築物用メーカー（キソパッキン、外装各種換気部材、住宅・非住宅準耐火使用部材の
開発、販売。木造劣化対策商品等。）

幸津 哲也 岡村　憲樹 新市場開発営業課 非住宅チーム 104-0045 東京都中央区築地1-12-22 コンワビル3F 03-6264-7823 03-6264-7824 2018/11/6 https://www.joto.com/ okamura@joto.com
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91 本会 関西ペイント販売（株） 建設 資機材 塗料製造販売 中野 佳成 安藤　博隆 東京建設塗料販売部 所長 144-0045 東京都大田区南六郷3-12-1 03-5711-8905 03-5711-8935 2018/12/18 http://www.kansai.co.jp vtt74111@als.kansai.co.jp

92 本会 第一法規（株） 印刷・出版 出版
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、特別受注出版物等の編集 印刷、地方公共団体の地域施策に関する調
査業務

田中 英弥 堀江 佳奈子 販売促進第一部 107-8560 東京都港区南青山2-11-17 03-3796-5421 03-3404-2269 2018/12/25 https://www.daiichihoki.co.jp/ kanako.horie@daiichihoki.com

93 本会 東海ドア（株） 建設 資機材 対震ドアの製造・販売 加藤 博久 加藤 博久 営業部 104-0028 東京都中央区八重洲2-6-5 八重洲5の5ビル6-D 03-6265-1731 03-3274-0332 2019/4/26 http://www.tokaidoor.co.jp h.kato@tokaidoor.co.jp

94 本会 積水化学工業（株） 東京建材営業所 建設 資機材 樹脂製雨といやエクステリア商材などの建材製品を製造・販売 赤枝 浩司 戸井田 美優 東京建材営業所 105-8566
東京都港区虎ノ門2-10-4（オークラプレステージタ
ワー）

03-6748-6514 03-6748-6560 2019/5/13 https://www.sekisui.co.jp/index.html toita001@sekisui.com

95 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

96 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

97 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

98 本会 一般財団法人あんしん財団神奈川支局 その他 中小企業支援
中小企業を支援する一般財団法人として認可特定保険業及び災害防止・福利厚生等お客様
サービス事業の運営を行う。

鎌田 喜全 鎌田 喜全 神奈川支局長 231-0005 横浜市中区本町1-4 プライムメゾン横濱日本大通り2F 045-664-6081 045-664-6083 2020/4/1 https:///www.anshin-zaidan.or.jp/ y-kamada@anshin-zaidan.or.jp

99 本会 株式会社 大和 建設 建築 マンション大規模修繕工事 佐藤 正道 田窪 弘 リニューアル事業部 232-0023 横浜市南区高砂町2-19-5 045-225-8200 045-225-8201 2020/4/1 http://www.daiwa-co.com info@daiwa-co.com

100 本会 株式会社 オオスミ 調査 環境
環境保全事業、労働安全衛生型環境事業、エネルギーソリューション製品、材料試験事業、
環境関連商品等販売事業

大角　武志 藤林 健志 営業グループ 246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20-17 045-924-1060 045-924-1055 2021/5/10 https://www.o-smi.co.jp/company/ t.fujibayashi@o-smi.co.jp


