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F A X 番 号 住　　　　　所 E　メ　ー　ル

022-261-3628 〒980-0021 https://www.tajima.ｊｐ/
022-225-1567 仙台市青葉区中央1-6-35東京建物仙台ビル6F info-sendai@tajima.co.jp
018-863-2151 〒010-0955 http://www.chugai-af.co.jp/

018-862-6994 秋田市山王中島町2-8 kobayashim@chugai-af.co.jp

022-393-7209 〒982-0003 http://www.nisshinkogyo.co.jp/

022-393-7295 仙台市太白区郡山6-7-21仙台長町未来共創センター5Fmanabu-suda@nisshinkogyo.co.jp

03-3297-6021 〒104-0033 http://www.aluapia.co.jp

03-3297-6024 東京都中央区新川1-4-8フォーラム島田Ⅱ5F aluapia@aluapia.co.jp
019-622-2271 〒020-0021 http://www.gantan.co.jp

019-623-5121 盛岡市中央通2-1-27工藤第6ビル morioka@gantan.co.jp
018-862-2632 〒010-0914 http://www.sankometal.co.jp

018-864-0766 秋田市保戸野千代田町6-8 yamashita.hideto@snkk.jp

018-880-2323 〒011-0196 http://www.sekino.co.jp

018-880-2221 秋田市飯島字穀丁大谷地1-7 akita@sekino.co.jp

022-227-1028 〒984-0816 http://www.someno.co.jp

022-227-1084 仙台市若林区河原町1-3-22大和ｻﾝﾊｲﾂ108 oonisi@someno.co.jp

018-864-6330 〒010-0951 http://www.nichiha.co.jp

018-864-6323 秋田市山王六丁目9-25山王ＳＥビル5Ｆ n-kodani@nichiha.co.jp
019-624-3051 〒020-0021 http://www.yodoko.co.jp

019-623-4173 盛岡市中央通3-1-2盛岡第一生命ﾋﾞﾙ4F ookubo-takashi@yodoko.co.jp

018-863-1717 〒010-1617

018-863-9234 秋田市新屋松美が丘東町2-15 kaneko-s@cna.ne.jp

018-807-3548 〒010-0921

018-807-3548 秋田市大町一丁目3-8 kumazawa.ksp@cna.ne.jp
018-866-8307 〒010-0941 http://alumi.st-grp.co.jp/

018-866-8315 秋田市川尻町字大川反170-130 t-yorita@st-grp.co.jp
018-869-9010 〒010-0803 http://www.sanyo-industries.co.jp/tohoku-sys/

018-869-9011 秋田市外旭川八柳三丁目15-32 ryo-nawataya@sanyo-industries.co.jp
018-880-5161 〒011-0901 http://www.sanwa-ss.co.jp/

018-846-5501 秋田市寺内字神屋敷295-29 kuwaharan@sip.sanwa-ss.co.jp

018-823-7848 〒010-0061 http://www.nabcosystem.co.jp

018-823-0149 秋田市卸町四丁目9-9 kobayashi@nabcosystem.co.jp

0185-54-2358 〒018-0877

0185-54-2348 能代市字仙遊長根16-3 nssc@shirakami.or.jp
018-834-5703 〒010-0014 http://www.fulltech1963.com/

018-834-5704 秋田市南通宮田6-8 sakata@fulltech1963.com
018-823-8171 〒010-0941

018-863-8101 秋田市川尻町大川反170-3

019-907-9080 〒020-0866 http://www.horkos.co.jp

019-907-9081 盛岡市本宮3-51-2 horon@horkos.co.jp

018-883-0434 〒010-0971 http://www.ykkap.co.jp/

018-883-0288 秋田市八橋三和町5-7 h_yuuki@ykkap.co.jp

018-836-0330 〒010-0063 http://www.inecx.co.jp

018-836-0331 秋田市牛島西一丁目-4-5 alpha@inecx.co.jp

018-863-3631 〒010-0944 http://www.interior-ueno.co.jp

018-863-8616 秋田市川尻若葉町4-35 y.itagaki@interioｒ-ueno.co.jp
022-287-3521 〒983-0031 http://www.kansai.co.jp

022-287-3522 仙台市若林区六丁目字南97-3東インター斎喜ビル7F vth01042@als.kansai.co.jp

018-838-6555 〒010-1431

018-838-6555 秋田市仁井田二ツ屋二丁目2-23

019-618-1028 〒020-0024 http://www/kirii.co.jp
019-618-1029 盛岡市菜園1-3-6農林会館ビル212室 hiroyuki.murai@kirii.co.jp

二木　存

村井　寛之

25 ㈱カンベ秋田出張所

早坂　広行

板垣　好彦

㈱桐井製作所

24

田島ルーフィング㈱
　　　　　　仙台営業所1

8

㈱淀川製鋼所
　　　　　　盛岡営業所

19

ニチハ㈱盛岡営業所
　　　　　秋田オフィス

鈴木　弘

2
中外商工㈱
　　　　　　秋田営業所

大西　清和

石本　仁

6

元旦ビューティ工業㈱
　　　　　　盛岡営業所

斎藤　祐治

賛　　　助　　　会　　　員　

No 会　　員　　名
代　表　者
所　　長

7

小林　昌哉

3

4

㈱セキノ興産秋田店

日新工業㈱
　　　　　　仙台営業所

関野　光俊

アルアピア㈱

5 前田　竜彦

山下　秀人
三晃金属工業㈱
　　　　　　秋田営業所

鎌田　良勝

フルテック㈱秋田支店

ナブコシステム㈱秋田支店

三和シャッター工業㈱
　　　　　秋田統括営業所

㈱染野製作所
　　　　　　仙台営業所

9

㈱ＫＡＮＥＫＯ

㈱三洋工業東北システム
　　　　　　秋田営業所

20

21

淡路　欽也

桑原　直裕

坂田　康之

田村　伸一

縄田屋　亮

熊澤　伸

二宮　宏之

寄田　徹

㈱ケー・スペース

15

14

小林　弘

文化シャッター秋田販売㈱ 桑村　明展

佐々木　光蔵

12

上野㈱秋田営業所

三協立山㈱三協アルミ社

16

22

林　　博直

13

18

ホーコス㈱盛岡営業所

23

㈱アイネックス

26

関西ペイント販売㈱
       　　　東北販売部

17 ㈱能代三協サッシセンター 水木　秀郎

防水

金属・屋根

金属製建具・金物

内・外装

ＹＫＫＡＰ㈱秋田支店

10

11
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018-862-6345 〒010-0061 http://www.kokuyo-touhoku.com/

018-863-7540 秋田市卸町四丁目7-7 kazuto_ide@kokuyo.com

019-622-3532 〒020-0034 https://www.tajima.jp/
019-622-3544 盛岡市盛岡駅前通15-20東日本不動産盛岡駅前ﾋﾞﾙ5Fa_hirano@tajima.co.jp

0186-44-4355 〒017-0884 http://www.e-flooring.co.jp

0186-44-4357 大館市土飛山下26-1ビルトビル２Ｆ yamaoka@e-fiooring.co.jp
018-862-8002 〒010-0951 http://www.kk-tomiya.co.jp/
018-865-2490 秋田市山王三丁目8-34

019-637-9988 〒020-0891 http://www/pgm.co.jp
019-637-9980 柴波郡矢巾町流通ｾﾝﾀｰ南一丁目4-7

022-284-1591 〒984-0015 http://www.banpo.co.jp
022-283-3126 仙台市若林区卸町二丁目2-1ﾊﾞｯｸｽ第2ビル3F sendai-bp@poem.ocn.ne.jp
0186-62-0390 〒018-3301

0186-62-0392 北秋田市綴子字田中下モ31

018-863-3455 〒010-0918 http://www.malushin.co.jp

018-862-0411 秋田市泉南1-2-4 office@malushin.co.jp

0185-52-5514 〒016-0844 http://www.akita-marumatu.co.jp
0185-53-4048 能代市花園町7-11 Wood-factory@akita-marumatu.co.jp
0186-48-5811 〒017-0031 http://miuramokuzai.com

0186-48-5814 大館市上代野字上代野5-1 k.miura@miuramokuzai.co.jp

0184-56-2500 〒015-0404 http://www.yashima-f.co.jp
0184-55-2539 由利本荘市矢島町七日町字下山寺42-2 mokkan@yashima-f.co.jp
019-624-0877 〒020-0021 http://www.yoshino-gypsum.com
019-654-1810 盛岡市中央通2-2-5甲南アセット盛岡ビル morioka@yoshino-gypsum.jp

022-301-8788 〒981-0915 http://www.lonseal.co.jp/

022-301-8767 仙台市青葉区通町2-5-28ｱｸｽ通町5F501号 sendai@ionseal.co.jp

018-862-6341 〒010-0923 http://www.tohokupole.co.jp

018-865-5242 秋田市旭北錦町5-50ｼﾃｨﾋﾞﾙ秋田１Ｆ akita-ei@tohokupole.co.jp

022-262-6531 〒980-0014 http://www.nihonkoatsu.co.jp
022-263-9736 仙台市青葉区本町二丁目3-10 s.hashimoto@nihonkoatsu.co.jp

018-838-0640 〒010-0955 http://www.fujimura-crest.co.jp
018-838-0641 秋田市山王中島町7-36 akita.off@fujimura.gr.jp

018-865-3191 〒011-0901 http://www.maeta.co.jp

018-862-6862 秋田市寺内イサノ131 s640-4@maeta.co.jp

018-823-9411 〒010-0965 http://www.towagp.co.jp

018-864-8762 秋田市八橋新川向10-20 denki@towagp.co.jp

018-883-1351 〒010-0951 http://www.i-central.co.jp

018-883-1361 秋田市山王二丁目1-54三交ﾋﾞﾙ７Ｆ s.akimoto@i-central.co.jp

022-238-4641 〒983-0044 http://www.ogakidenki.co.jp/
022-238-4641 仙台市宮城野区宮千代3-5-13ｱｻﾀﾞﾋﾞｼﾞﾈｽﾋﾞﾙ3F sendai-eigyo@ogakidenki.co.jp

022-231-4771 〒984-0002 http://www.densei-k.co.jp/

022-231-6843 仙台市若林区卸町東2-2-25

018-862-8762 〒010-0951 http://www.nittan.com/

018-862-8702 秋田市山王三丁目1-48山王善商ﾋﾞﾙ104号室 akita@nittan.com

018-823-9211 〒010-0951 http://www.mitsubishielectric.co.jp
018-823-9215 秋田市山王2-1-40田口ビル2F shudou-shouichi@mellife.co.jp
018-862-2514 〒010-0951

018-862-2942 秋田市山王七丁目4-13拓朋ﾋﾞﾙ102

018-862-7284 〒011-0901 http://www.kawamoto.co.jp

018-865-1385 秋田市寺内三千刈103-1 akita@kawamoto-pump.co.jp
03-5200-3148 〒103-0023 http://www.daidore.co.jp

03-5200-0690 東京都中央区日本橋本町3-2-11井門日本橋本町ビル５F tokyo@daidore.co.jp

018-824-3421 〒010-0914 https://www.chofu.co.jp
018-824-3423 秋田市保戸野千代田町15-17 ynagao@s.chofu.co.jp
018-864-7379 〒010-0956 http://www.fujiyoshi.co.jp

018-864-7389 秋田市山王臨海町4-55 tf-akita@t-fujiyoshi.co.jp

0570-01-3301 〒010-0851 http://www.toto.co.jp/

022-773-1002 秋田市手形西谷地164 koichiro.tani@jp.toto.com

30 ㈱とみや　秋田営業所 富谷　栄助

51

28
田島ﾙｰﾌｲﾝｸﾞ㈱床材営業部
　　　　　　　盛岡営業所

52

東北藤吉工業㈱秋田支店

53 ㈱長府製作所 秋田営業所

TOTO㈱秋田営業所 谷　広一郎

54

渡辺　雄樹

平野　　歩

33 藤島林産㈱

31

進藤　文仁

藤島　眞砂子

㈱川本製作所秋田営業所

39

41

42

日本高圧コンクリート㈱
　　　　ＰＣ事業部東北支社

東北ポール㈱秋田営業所

外部・コンクリート製品

佐藤　崇

48

大垣電気㈱仙台営業所

橋口　俊晴

46

矢島木材乾燥㈱

㈱マルシン

吉野石膏㈱盛岡営業所

パラマウント硝子工業㈱
　　　　　　北東北営業所

事　務　所　名

前田製管㈱秋田支店

ロンシール工業㈱
　　　　　　仙台営業所

代　表　者

佐藤　仁明

三浦　功達

藤本　航

43

No

45

37

34

47

55

38

50

49

㈱ ワイム 秋田営業所

36 三浦木材㈱

40

畠山　　進

籾山　　博

橋本　伸

高村　哲史

藤村クレスト㈱
　　　　　　秋田営業所

長尾　康香

大島　章義

横尾　一正

秋元　星二

三菱電機住環境ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
　　　　　　東北支社秋田支店

㈱インターセントラル
　　　　　秋田営業所

電成興業㈱仙台営業所

ダイドレ㈱

秋田東和電材㈱秋田営業所

千田　芳信

44

首藤　昌一

29
中部フローリング㈱
　　　　　　　秋田出張所

安村　泰一

戸羽　基善

27
コクヨ東北販売㈱
　　　　　　　秋田支店

井出　一人

電気設備

空調・衛生設備

ニッタン㈱秋田支店

葛西　博樹

古舘　信男

35 ㈱丸松銘木店 上村　茂

鈴木　紀敬

32 バンポー工業㈱仙台支店 加茂　信夫
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018-823-0511 〒010-09４１

018-863-8452 秋田市川尻町字大川反232 info@aiply.co.jp

018-880-5366 〒011-0944

018-880-5360 秋田市土崎港穀保町130-1 bill@abt-akita.co.jp

022-392-7742 〒989-3125

022-392-7743 仙台市青葉区下愛子字観音22-5 sko@skoss.co.jp

018-833-9461 〒010-0001 https://kakuhan.com/
018-833-9464 秋田市中通二丁目1-22 info@kakuhan.com

018-873-3968 〒010-0101 http://kamahiko-koumuten.com/

018-873-7191 潟上市天王字追分西97-15 kamahiko.koumutenn@yellow.plala.or.jp

080-1287-1045 〒107-0052 www/graphisoft.com.jp
東京都港区赤坂3-212赤坂ノアビル4F Dwatanabe@graphisoft.co.jp

018-868-3531 〒010-0802 http://www.kumalift.co.jp
018-868-3541 秋田市外旭川字三後田207 akita@kumalift.co.jp
018-801-7070 〒010-0001 http://www.ksknet.co.jp/

018-801-7071 秋田市中通六丁目7-9秋田県畜産会館2F 008746@mx1.ksknet.co.jp
018-881-5037 〒010-1501 http://www.s-thing.co.jp

018-879-3107 秋田市下浜桂根字浜田82-18 a_onodera@s-thing.co.jp

018-874-9081 〒010-0001 http://www.shikaku.co.jp/

018-874-9085 秋田市中通一丁目4-32秋田センタービル1F Ito-hisashi@shikaku.co.jp
022-227-1364 〒980-0022 http://www.taiyokogyo.co.jp/

022-266-9589 仙台市青葉区五橋2-11-1ｼｮｰｹｰ本館ﾋﾞﾙ11F ns002822@mb.taiyokogyo.co.jp
018-888-1210 〒010-09４１ http://www.futou.co.jp

018-888-1290 秋田市川尻町字大川反170-29 komatsut@takemura-ss.ocm

048-642-5252 〒330-0855 http://chiyodakouei.com
048-648-0899 さいたま市大宮区上小町940 h-sayama@chiyodakouei.com
022-392-8080 〒989-3124 http://www.n-elv.co.jp

022-392-8088 仙台市青葉区上愛子字松原47-12 national@n-elv.co.jp

018-838-0550 〒010-0874 http://www.nakanishi.co.jp
018-838-0360 秋田市千秋久保田町4-78 j-sasaki@nakanishi-mfg.com
018-863-5211 〒010-0942 http://www.nitcho.co.jp

018-863-5212 秋田市川尻大川町1-25

018-823-9404 〒010-0951 https://www.panasonic.com/jp/home.thml

022-711-7213 秋田市山王3-3-18 kamata.ma@jp.panasonic.com
0570-550-291 〒020-0864 http://www.fukuicompu.co.jp

019-635-9811 盛岡市西仙北1-33-18 k_ohkawara@po.fukuicompu.co.jp
0223-22-1775 〒996-0053

0223-23-3365 新庄市大字福田字福田山711-6 k-tamiya@yj-co.com
019-621-7755 〒010-1414 http://www.lixil.co.jp
019-621-7761 秋田市御所野元町1-1-11LIXIL秋田ショールーム2F yoshitaka1.okamoto@lixil.com

㈱竹村製作所秋田支店

61 グラフィソフトジャパン㈱ 渡邉　大輔

68 千代田工営㈱ 吉田　耕之

67

太陽工業㈱東北支店

小松　紀一

鈴木　透

㈱秋田ビルテック 山崎　英典

64

No

㈱エスケイオー
　　　　システムサービス

62 クマリフト㈱秋田営業所

岡本　義貴
㈱ＬＩＸIＬ東北支社
　　　　　　北東北第２営業所

事　務　所　名

福井コンピュータアーキテクト㈱
                     盛岡営業所

ナショナルエレベーター工業㈱

中村　忍

鎌田　雅之

㈱総合資格秋田支店

小野寺　篤

73

71

65

75

74 ㈱ヤマムラ

日本調理機㈱東北支店
　　　　　　　　　秋田営業所

66

㈱サムシング秋田支店

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾊｳｼﾞﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱
　　　　　　　秋田営業所

代　表　者

佐藤　育夫

その他

56

60 ㈲鎌彦工務店 鎌田　文彦

菊地　博司58

佐々木　潤

㈱建築資料研究社
　　秋田支店（日建学院）

永井　良一

伊藤　尚

仁井谷　修治

大河原　克幸

72

大場　秀兵

佐々木　靖尚

69

㈱中西製作所秋田営業所

63

70

㈱角繁 渡邊　　悠59

アイプライ㈱

57
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