
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公益社団法人 日本建築家協会 関東甲信越支部 

－2019 年 5 月－ 

 

 

協 力 会 員 

 

 

Ａグループ Ｄグループ 

［Ａ１］仮設・土木・杭および地盤調査 ［Ｄ１］エクステリア・内装工事 

［Ａ２］コンクリート・鉄筋 ［Ｄ２］家具 

［Ａ３］鉄骨 ［Ｄ３］インテリア・材料 

  

Ｂグループ Ｅグループ 

［Ｂ１］防水  ［Ｅ１］電気設備施工 

［Ｂ２］左官・塗料・吹付  ［Ｅ２］電気設備メーカー 

  ［Ｅ３］搬送設備 

Ｃグループ  

［Ｃ１］ALC・PC・押出成形セメント板 Ｆグループ 

［Ｃ２］石  ［Ｆ１］空調衛生設備施工 

［Ｃ３］タイル  ［Ｆ２］空調衛生設備メーカー 

［Ｃ４］屋根・金属  

［Ｃ５］建具・ガラス・プラスチック Ｇグループ 

  ［Ｇ１］CAD・情報処理 

  ［Ｇ２］教育・出版 

 

 

2019 年 度 版 

交流委員会 
協力会員名簿 
Ａ～Ｇグループ 



 

企業名 担当者 E-mail TEL 

●=代表幹事 ○=副代表幹事 ■=幹事 □=副幹事Ａグループ 

Ａグループ 

［法人協力会員］ 

［Ａ１］仮設・土木・杭および地盤調査 

三信通商㈱ 玉田 久 h-tamada@sanshintsusho.co.jp 03-3434-7546 

□大洋基礎㈱ 杉本法司 asugimoto@taiyo-kiso.co.jp 03-3663-5561 

 ㈱トーヨーアサノ 浅沼俊宏 toshihiro_asanuma@toyoasano.co.jp 03-3356-3172 

 東洋テクノ㈱ 五十嵐幸義 igarashi@toyotechno.co.jp 03-3444-2141 

 東北ポール㈱ 板垣賢一 itagaki1601@tohokupole.co.jp 03-3518-2720 

■日本コンクリート工業㈱ 滝戸開治 kaiji_takido@star.ncic.co.jp 03-3452-1082 

 日本ヒューム㈱ 香川幸仁 y-kagawa@nipponhume.co.jp 03-3433-4121 

 前田製管㈱ 大島寛隆 s250-e8@maeta.co.jp 03-5621-6451 

 丸五基礎工業㈱ 濱田 澄 hamada@marugokiso.co.jp 03-3649-5131 

○三谷セキサン㈱ 賀川昌一 s-kagawa@m-sekisan.co.jp 03-5821-1133 

    

［Ａ２］コンクリート・鉄筋    

 フジモリ産業㈱ 橋本善雄 hashimoto@fujimori.co.jp 03-5789-2380 

    

［Ａ３］鉄骨    

 ㈱鹿島技研 瀬戸秀吉 kajima_k@star.ocn.ne.jp 0475-80-8221 

 ㈱ジャスト 土谷史生 s_tsuchiya@just-ltd.co.jp 045-911-5191 

 ㈱横森製作所 安藤正徳 m-ando@yokomori.co.jp 03-3460-9229 

●㈱ロブテックスファスニングシステム 川邉裕一 kawabe@lobtex.net 03-5847-4100 

    

［個人協力会員］    

 鬼島良洋 ymy.kijima@w5.dion.ne.jp  

    

Ｂグループ 

［法人協力会員］ 

［Ｂ１］防水 

□㈱エフワンエヌ 向 利也 t.m.fk@fonen.co.jp 03-5933-1400 

●化研マテリアル㈱ 正岡智子 masaoka@kaken-material.co.jp 03-3436-4018 

 双和化学産業㈱ 菅谷聖史 sugaya@sowa-chem.co.jp 03-5476-2371 

 ㈱ダイフレックス 石川貴紀 info@dyflex.co.jp 03-5381-1555 

 大日化成㈱ 東京支店 甲木豊秀 dkm203@dainichikasei.co.jp 03-3436-3801 

 高山工業㈱ 高安博喜 nisitky@takayama-h.co.jp 03-3265-5631 

 田島ルーフィング㈱ 和智 修 wachi@tajima.co.jp 03-6837-8910 

□住ベシート防水㈱ 林田孝之 t-hayashida@sumibe.co.jp 03-5462-8960 

■日新工業㈱ 武藤純司 junji-muto@nisshinkogyo.co.jp 03-3882-2497 
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企業名 担当者 E-mail TEL 

●=代表幹事 ○=副代表幹事 ■=幹事 □=副幹事Ａグループ 

［Ｂ２］左官・塗料・吹付 

 エスケー化研㈱ 森 隆之 mori@sk-kaken.jp 03-3204-3007 

○関西ペイント販売㈱ 木田敏夫 vth01062@als.kansai.co.jp 03-5711-8904 

日本化成㈱ 宮島直樹 n-miyajima@nihonkasei.co.jp 03-3207-8166 

 山本窯業化工㈱ 大野智弘 t-oono@y-y-k.co.jp 03-6417-0250 

    

Ｃグループ 

［法人協力会員］ 

［Ｃ１］ALC・PC・押出成形セメント板 

 旭化成建材㈱ 遠藤泰弘 endou.yc@om.asahi-kasei.co.jp 03-3296-3504 

 ㈱豊田商店 佐藤 誠 sato-m@toyodashoten.co.jp 03-5754-2901 

 ニチハ㈱ 伊藤通浩 mic-ito@nichiha.co.jp 03-5205-3916 

 ㈱ノザワ 福田孝治 fukuda.kj@nozawa-kobe.co.jp 03-5540-6711 

    

［Ｃ２］石 

●㈱フッコー 杉山成明 nari.sugiyama@fukko-japan.com 03-5738-1771 

    

［Ｃ３］タイル 

 ㈱カネカ 中島 亨 Tohru.Nakashima@kaneka.co.jp 050-3133-7325 

 ㈱ＴＮコーポレーション 渡辺靖典 watanabe@tn-corporation.com 0574-62-1311 

 ㈱東京ブリック社 杵塚高二 tokyobricksha@air.ocn.ne.jp 048-762-9509 

 ㈱ニットー 日東英成 nitto@nitto-web.jp 0572-50-1550 

 不二窯業㈱ 髙橋和弘 k.takahashi@fujiyogyo.co.jp 03-3551-7255 

    

［Ｃ４］屋根・金属 

 MAX KENZO㈱ 宮本 昇 n-miyamoto@yaneya.co.jp 03-6380-9402 

○菊川工業㈱ 渡辺英明 hide.watanabe@kikukawa.com 03-3634-3231 

 高圧ガス工業㈱ 宇賀光国 uga-m@koatsugas.co.jp 03-3595-3128 

 太陽工業㈱ 吉見知郎 yt002101@mb.taiyokogyo.co.jp 03-3714-3461 

 日鉄日新製鋼㈱ 森田昌之 morita.m789@nisshin.nipponsteel.com 03-3216-6256 

 日鉄鋼板㈱ 奥平起史 yukinobu.okudaira@nisc-s.co.jp 03-6848-3824 

 ホクセイ㈱ 舘 博哉 hiroyatachi@yahoo.co.jp 0594-21-9660 
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企業名 担当者 E-mail TEL 

●=代表幹事 ○=副代表幹事 ■=幹事 □=副幹事Ａグループ 

［Ｃ５］建具・ガラス・プラスチック 

 オイレスＥＣＯ㈱ 若澤一幸 wakazawa@oiles-eco.co.jp 03-5435-5462 

 ㈱小松物産 東京支社 山崎賢治 k_yamazaki@komatsu-trading.co.jp 03-5827-3781 

 三基ルーバ㈱ 村上 勉 murakami@sanki-louver.co.jp 03-5645-7888 

○三協立山㈱ 垂井 豊 y-tarui@st-grp.co.jp 03-5348-0360 

○㈱染野製作所 石井隆夫 ishii@someno.co.jp 03-3735-4891 

 寺岡オート・ドアシステム㈱ 加藤恒久 t.katou@teraoka-ads.co.jp 03-3493-3521 

 東京萬㈱ 武藤高行 muto_k@tokyoman.co.jp 048-866-8660 

 ㈱LIXIL LBT-J エンジニアリング営業部 佐々木健 takeshi.sasaki@lixil.com 03-6706-7344 

 ナブコシステム㈱ 鈴木敏正 t-suzuki@nabcosystem.co.jp 03-3593-0181 

 電気硝子建材㈱ 小坂市彦 ikosaka@neg.co.jp 03-3632-7721 

 日本ドアーチェック製造㈱ 石川義啓 ns-tokyo@e-newstar.co.jp 03-3871-1411 

 不二サッシ㈱ 仁平賢二 kenji-nihei@fujisash.net 03-5745-1235 

 フルテック㈱ 平塚昌宏 hiratsuka@fulltech1963.com 03-5219-2151 

 文化シヤッター㈱ 大塚昌弘 m_ootuka@mail.bunka-s.co.jp 03-5844-7280 

 美和ロック㈱ 小谷純造 jkotani@miwa-lock.co.jp 03-3452-5555 

 ㈱ユニオン 東京支店 沼田健一 numata@artunion.co.jp 03-3630-2058 

 リョービ㈱ 福原義久 y-fukuhara@ryobi-group.co.jp 03-3927-5533 

○ＹＫＫ ＡＰ㈱ 堀  剛 ty_hori@ykkap.co.jp 03-5610-8430 

 横浜ビル建材㈱ 鈴木欣吾 suzuki-k@biluken.co.jp 03-3580-2253 

 ㈱横引シャッター 白山康志 y.shirayama@yokobiki-shutter.co.jp 03-3628-4500 

    

Ｄグループ 

［法人協力会員］ 

［Ｄ１］エクステリア・内装工事 

 ㈱イケガミ 池上靖幸 y-ikegami@aqasoil.co.jp 03-3418-5840 

○㈱三越伊勢丹プロパティ･デザイン 市川匡亘 ichikawa_masanobu@impd.jp 03-6205-6329 

 ㈱みんみん村 田代憲司 info@minminmura.com 03-5830-6200 

■リフォジュール㈱ 大山俊司 s.ooyama@fukuvi.co.jp 03-5742-6331 

    

［Ｄ２］家具 

 ㈱イトーキ 岡田直之 okada45t4@itoki.jp 03-6910-3196 

 ㈱オカムラ 松島 賢 Masaru_Matsushima@okamura.co.jp 03-6634-7750 

□㈱クマヒラ 阿部功嗣 abe@kumahira.co.jp 03-3270-4392 

■コクヨ㈱ 木部浩伸 hironobu1_kibe@kokuyo.com 03-6635-3138 

三進金属工業㈱ 渡辺宏之 h_watanabe@sanshinkinzoku.co.jp 03-3669-0800 

 ㈱天童木工 東京支店 押野慎吾 oshinos@tendo-mokko.co.jp 03-3432-0401 

 プラス㈱ 西端由和 ynishibata@plus.co.jp 03-6261-3770 
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企業名 担当者 E-mail TEL 

●=代表幹事 ○=副代表幹事 ■=幹事 □=副幹事Ａグループ 

［Ｄ３］インテリア・材料 

 旭ファイバーグラス㈱ 矢沢輝彦 t-yazawa@afgc.co.jp 03-5296-1515 

 ㈱ウッドワン 新井秀信 hidenobu.arai@woodone.co.jp 03-5842-6228 

 ㈱ＳＨＹ 東京支店 鈴木景子 k_suzuki@shyzip.com 03-5822-2282 

 ㈱川島織物セルコン 柴谷幸夫 yshibatani@kawashimaselkon.co.jp 03-5144-3885 

 クリナップ㈱ 齋藤太郎 saito_taro@cleanup.jp 03-3810-1213 

■小松ウオール工業㈱ 東 晃次 higasi@komatsuwall.co.jp 03-3263-2771 

 ㈱サカイ 菅井雅美 sugai@sakairib.com 03-6300-4341 

 ㈱サンゲツ 石神輝也 teruya_ishigami@sangetsu.co.jp 03-3474-1245 

 ㈱山王 東日本営業本部 東京営業所 天形 大 d_amagata@sannoj.co.jp 03-5572-7002 

●㈱スミノエ 清水康之 Yasushi_Shimizu@sin.suminoe.co.jp 03-5434-2928 

□タキロンマテックス㈱ 秋山隆典 taaki@takiron-ci.co.jp 03-5781-8150 

○田島ルーフィング㈱ 鳥嶋吉浩 y_torishima@tajima.co.jp 03-6837-8920 

 髙島屋スペースクリエイツ㈱ 田嶋宣之 nobuyuki-tajima@ts-create.jp 03-5652-1210 

 立川ブラインド工業㈱ 古木隆司 tfuruki@blind.co.jp 03-5484-6162 

 デクセリアルズ㈱ 和田 豊 Yutaka.Wada@dexerials.com 0285-47-3182 

□㈱東京工営 天野謙一 amano@tokyokoei.com 03-5225-4080 

 東リ㈱ 峰岸 昇 noboru_minegishi@toli.co.jp 03-5403-2067 

 トーソー㈱ 小松将司 komatsu-m@toso.co.jp 03-5255-6235 

○㈱トミタ 冨田順三 tomita-j006@tominet.co.jp 03-5798-0081 

■ヒガノ㈱ 古井弘文 furui@higano.co.jp 048-931-3321 

 リリカラ㈱ 青山 央 aoyama-h@lilycolor.co.jp 03-3366-7865 

■㈱ワイス･ワイス 立石博巳 hiro.jia.camera.sh-88@docomo.ne.jp 03-5467-7001 

    

Ｅグループ 

［法人協力会員］ 

［Ｅ１］電気設備施工 

■㈱関電工 安藤 博 andou-h02@kandenko.co.jp 03-5476-3686 

●㈱きんでん 若佐明継 wakasa_akitsugu@kinden.co.jp 03-5210-7078 

 ㈱弘電社 乾 勝仁 inuik@kk-kodensha.co.jp 03-3542-3660 

㈱九電工 宮本森男 morio-m@kyudenko.co.jp 03-3980-8177 

○㈱中電工 石津浩章 h.ishizu@chudenko.co.jp 03-5324-5212 

 ㈱トーエネック 岡庭洋一 youichi-okaniwa@toenec.co.jp 03-5395-7113 

 ㈱四電工 杼谷信孝 tochi@mail.yondenko.co.jp 03-3434-3888 
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企業名 担当者 E-mail TEL 

●=代表幹事 ○=副代表幹事 ■=幹事 □=副幹事Ａ 

［Ｅ２］電気設備メーカー 

 ㈱ＧＳユアサ 奥山文一 fumikazu.okuyama@jp.gs-yuasa.com 03-5402-5824 

 ホーチキ㈱ 佐藤千祐 ssatoh@hochiki.co.jp 03-3444-4154 

 大光電機㈱ 津下庄一 syouichi_tsuge@lighting-daiko.co.jp 03-5600-7793 

 ニッタン㈱ 久保良介 ryo-kubo@nittan.com 03-5333-7088 

 能美防災㈱ 室井 洋 muroi@nohmi.co.jp 03-3265-4313 

 パナソニック㈱ライフソリューションズ社 神谷 実 kamiya.minoru@jp.panasonic.com 03-6218-1020 

■パナソニック防災システムズ㈱ 荒木重孝 shigetaka@jp.panasonic.com 03-5405-2016 

 三菱電機照明㈱ 水島保之 Mizushima.Yasuyuki@Mitsubishi-Lighting.co.jp 0467-41-2751 

 ㈱ＹＡＭＡＧＩＷＡ 西澤道裕 nisizawa@yamagiwa.co.jp 03-5418-9065 

 山田照明㈱ 砂村美秀 y.sunamura@yamada-shomei.co.jp 03-3251-2245 

    

［Ｅ３］搬送設備 

■フジテック㈱ 富樫正明 masaaki.togashi@jp.fujitec.com 03-4330-8203 

    

［個人協力会員］    

ケイエスシステム研究所 重岡公二 shigeoka@m5.dion.ne.jp  

    

Ｆグループ 

［法人協力会員］ 

［Ｆ１］空調衛生設備施工 

○三建設備工業㈱ 足立英信 h-adachi@skk.jp 03-6280-2561 

□㈱三晃空調 栗原珠実 ta_kurihara@sanko-air.co.jp 03-3344-7911 

 新菱冷熱工業㈱ 片桐貴志 katagiri.ta@shinryo.com 03-5249-5122 

東洋熱工業㈱ 川崎 暁 akawasaki@tonets.co.jp 03-5250-4116 

 ㈱西原衛生工業所 冨岡信一郎 shinichiro_tomioka@nishihara-eng.co.jp 03-5476-2811 

 日比谷総合設備㈱ 大関瑞郎 mitsurou_ohzeki@hibiya-eng.co.jp 03-3454-5311 
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企業名 担当者 E-mail TEL 

●=代表幹事 ○=副代表幹事 ■=幹事 □=副幹事 

［Ｆ２］空調衛生設備メーカー 

 アズビル㈱ 笠原俊之 t.kasahara.ic@azbil.com 03-6432-5105 

 SFA Japan㈱ 荻野雄仁 togino@sfa-japan.jp 03-5623-3151 

 ㈱荏原製作所 天明大知 temmei.taichi@ebara.com 050-3416-3146 

 川重冷熱工業㈱ 今泉宏史 imaizumi_h-krk@corp.khi.co.jp 03-5653-5227 

 ㈱川本製作所 吉田臣寛 n.yoshida@kawamoto-pump.co.jp 03-3946-8480 

 空研工業㈱ 大成 学 m-onari@kukenkogyo.co.jp 03-5776-4961 

 ジョンソンコントロールズ㈱ 北濱清二 seiji.kitahama@jci.com 03-5738-6308 

 新晃工業㈱ 川辺隆士 kawabe@sinko.co.jp 03-5640-4155 

 ダイキン工業㈱ 東京支社 小野浩一 kouichi.ono@daikin.co.jp 03-6716-0322 

 タニコー㈱ 高野眞一郎 kono@tanico.co.jp 03-5498-7900 

 TOTO㈱ 田口みやま miyama.taguchi@jp.toto.com 03-6836-2016 

●特許機器㈱ 東京支店 下谷 勇 simotani@tokkyokiki.co.jp 03-6831-0001 

 ㈱中西製作所 小川貴司 t-ogawa@nakanishi-mfg.com 03-5541-6333 

■日本ＢＡＣ㈱ 羽生忠司 thanyu@bacj.co.jp 03-5450-6161 

 ピーエス暖房機㈱ 篠原繁則 PS-shinohara@psk.co.jp 03-3469-7121 

 日立グローバルライフソリューションズ㈱ 倉本和徳 kazunori.kuramoto.be@hitachi.com 050-3154-3968 

 ㈱ヒラカワ 森崎正吾 s_morisaki@hirakawag.co.jp 03-5245-1791 

 ㈱フジマック 福地和典 k_fukuchi@fujimak.co.jp 03-3434-7262 

 三菱電機住環境システムズ㈱ 宮岡孝司 Miyaoka-Takashi@mellife.co.jp 03-3847-4329 

 ヤンマーエネルギーシステム㈱ 山二寛之 hiroyuki_yamani@yanmar.com 03-6733-4231 

 ㈱LIXIL 松下光洋 mitsuhiro.matsushita@lixil.com 03-4335-7920 

    

Ｇグループ 

［法人協力会員］ 

［Ｇ１］ＣＡＤ・情報処理 

●㈱建築ピボット 井出哲也 ide@pivot.co.jp 03-6821-1691 

    

［Ｇ２］教育・出版 

 ㈱総合資格 本社 仲代武久 nakashiro-takehisa@shikaku.co.jp 03-3340-2812 

 ㈱総合資格 東京本部 石川琢也 ishikawa-takuya@shikaku.co.jp 03-3340-5673 

 ㈻中央工学校 生川清孝 oikawa_k@chuoko.ac.jp 03-3906-1211 

 ㈱建築資料研究社／日建学院 神島絢也 008039@mx1.ksknet.co.jp 03-6894-5800 
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公益社団法人 日本建築家協会（JIA）関東甲信越支部 交流委員会 広報部会 2019.05.15 




