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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

14 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

15 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

21 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

24 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

25 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

26 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

37 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

41 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

42 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

44 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 － 220-0023 横浜市西区平沼1-1-3　合人社高島橋ﾋﾞﾙ9F 045-290-9761 045-290-9755 2012/4/1 http://www.dyflex.co.jp n-atari@dyflex.co.jp

46 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 笠間 基弘 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 m-kasama@nichiha.co.jp

48 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

49 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

50 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

56 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

57 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

59 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 横山　大樹 - 105-0011 東京都港区芝公園1-7-6 KDX浜松町プレイス9階 03-3432-2607 03-3432-2646 2014/7/1 http://www.kmew.co.jp yokoyama0267@kmew.co.jp

64 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

65 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

66 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 斉藤　光由 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 y35mituyosi@mail.wbs.ne.jp

67 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

70 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 小田切 俊晃 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 kotagiri@iwatani.co.jp

71 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

72 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 薮下　国博 所長 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 yabushita004@sekisui.com

74 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

75 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

76 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

77 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

78 本会 二宮木材（株） 建設 木質建材
国産の杉を中心に幅広く製材しており、特にＪＡＳ機械等級材や杉の内装材に強みがありま
す。

二ノ宮 次郎 二ノ宮 泰爾 取締役専務 329-2746 栃木県那須塩原市四区町741-5 0287-36-0056 0287-36-1129 2017/9/29 http://nwood.sakura.ne.jp ninomiya@smile.ocn.ne.jp

84 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 - 101-0047 東京都千代田区内神田2-10-12 内神田すいすいビルﾙ3階03-6859-2213 03-6859-2215 2018/4/1 http://www.fkknet.co.jp j-shirataka@fkknet.co.jp

86  横須賀鎌倉 パナソニック（株）ライフソリューションズ社 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/

89 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

91 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

92 本会 (株)シェルター 建設 資機材
木質構造部材の研究・設計・製造・販売　大規模・中高層・耐火木材建築の設計（デザイン、
構造設計、計算）施工

木村 一義 中村 宗司 営業部 108-0014 東京都港区芝5-13-15 芝三田森ビル 03-5418-8800 03-5418-8801 2018/7/18 http://www.shelter.jp/ s-nakamura@shelter.jp

93 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 - 105-0003 東京都港区西新橋2-6-2（ザイマックス西新橋ビル5階）03-5521-0738 03-5521-0739 2018/9/25 http://sekisui-techno-molding.jp/ sakabayashi001@sekisui.com

94 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

95 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

96 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

97 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 米谷 英樹 町田出張所 所長 194-0021 東京都町田市中町1-18-12 MFビル4階 042-710-2081 042-710-2082 2018/11/6 https://www.joto.com/ yoneya@joto.com

98 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

101 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

102 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

103 本会 （株）カンディハウス横浜 建設 資機材
家庭用家具全般、業務用、ｵﾌｨｽ用家具、特注家具及び内装部品の販売。インテリアデザイン
の企画・設計・及び工事管理

藤田　哲也 南 和男 営業 220-6003 横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA3F 045-682-5588 045-682-5585 2019/5/21 http://yokohama.condehouse.co.jp k_minami@condehouse.co.jp


