テクノクリート／施工研究会 会員名簿
担当地区 都道府県

北海道

東 北

東
日
本
支
部

長 野

東
海
北
信
越
支
部

代表者

ＴＥＬ

ＦＡＸ

岩井 輝夫 常務取締役

005ｰ0802 北海道札幌市南区川沿２条３丁目３－６５

011-572-1110

011-572-1323

鷲田 政昭 代表取締役

061-1409 北海道恵庭市黄金南１丁目３１３－４１

0123-32-8533

0123-32-8544

北海道

3

（株）興陽技建

石田 頼之

石田 頼之 社長

065ｰ0014 北海道札幌市東区北１４条東１３丁目２－１０

011-731-5506

011-741-2707

北海道

4

（株）マイティー

三ツ谷 務 工事部土木部長

003-0822 北海道札幌市白石区菊水元町２条４丁目４－１ 011-875-7030

011-875-7031

北海道

5

北海道三祐（株）

001-0856 北海道札幌市北区屯田６条８丁目９番地１２

011-773-5121

011-773-5128

北海道

6

（株）えがお

北海道

7

北海テクノ（株）

佐々木 敏之

宮城

8

フクダﾞ物産（株）

宮城

9

山形
福島

11 寿 建 設 （株）

960-0231 福島市飯坂町平野字東地蔵田８－１

024-543-0511

024-543-0514

青森

12 （株）カワサキRCC

川崎 良一

川崎 良一 代表取締役

031-0004 青森県八戸市南類家２丁目２２－１４

0178-32-6669

0178-80-7879

青森

13 ほくおう（株）

山谷 和照

山谷 和照 代表取締役

038-2812 青森県つがる市森田町下相野住吉５１－１

0173-26-5755

0173-26-5766

福島

14 （株）みちのくＮテックス

理事

稲見 薫
笹浪 圭吾

松島 茂

047-0152 北海道小樽市新光5-3-13

0134-51-2222

0134-51-2223

佐々木 努 取締役 部長

061-1152 北海道北広島市大曲緑ヶ丘２－１８－１

011-887-1151

011-887-1152

福田 大輔

星 啓一郎 建材部長

984-0051 宮城県仙台市若林区卸町東５－２－１５

022-288-6458

022-288-9182

大日工事（株）

青山 大栄

青山 大栄 代表取締役

983-0845 宮城県仙台市宮城野区清水沼１－７－２６

022-293-5967

022-352-7078

10 ヤマリョー（株）

金山 知裕

990-8660 山形市流通センター ３－６－５

023-633-2325

023-624-2551

15 （株）千葉技工

東京

16 日東アプリ（株）

埼玉

17 山柿工業（株）

東京

18 国栄建設工業（株）

千葉

19 青木総業（株）

群馬

20 （株） 岸 土 木

東京

21 YKアクロス（株）

埼玉

22 伊田テクノス（株）

東京

23 岡部（株） (旧名 富士機材）

東京

24 昭和ライト（株）

東京

25 （株）佐藤防水工業

石川 浩行

副会長

相談役
理事

理事

技術

積算
広報

27 北陸防水（株）

新潟

28 創和ジャステック建設（株）

岡崎 篤

技術営業部 部長

建設資材部係長

菅野 吉雅

猪狩 友己 営業部長

970-8044 福島県いわき市中央台飯野四丁目８番３号

0246-28-2225

0246-28-6525

千葉 和則

千葉 和則 取締役社長

243-0422 神奈川県海老名市中新田１－１６－２１

046-204-8710

046-231-8565

吉田 行孝

成沢 博紀 部長

168-0074 東京都杉並区上高井戸１－２－９

03-3329-5851

03-3329-5853

332-0015 埼玉県川口市川口２－１１－８

048-253-8131

048-253-8135

山柿 恒

山柿 恒

取締役社長

齋藤 朝実

齋藤 朝実 代表取締役

170-0002 東京都豊島区巣鴨 １－４１－１１ ｺｸｴｲﾋﾞﾙ４Ｆ

03-3944-9437

03-3944-9438

小篠 隆

永井 龍之 常務取締役

299-2842 千葉県鴨川市江見青木８６－１

0470-96-1211

0470-96-0594

岸 義將

新野 昇邦 建築部長

370-0043 群馬県高崎市高関町４４５

027-325-6732

027-325-0778

中野 健次

中神 広勝 特殊混和材部長

105-8568 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館12F 03-5405-6234

03-5405-3064

355-0014 埼玉県東松山市松本町２－1－１

0493-22-1172

0493-24-8253

荻原 秀雄 工事G 管理課

131-8505 東京都墨田区押上二丁目８番２号

03-5637-7196

03-5637-7198

原田 謙一 工務部

173-0015 東京都板橋区栄町３２－５－１２７

03-3962-7100

03-3962-6531

岡田 浩一 代表取締役社長

114-0001 東京都北区東十条１－８－６

03-3913-7471

03-3913-7473

伊田 登喜三郎 大沢 孝夫 技術部 部長代理
河瀬 博英
中須賀 昭好
岡田 浩一

26 （株）横浜システック

新潟

猪股朋宴

森崎 英吾朗 森崎 達之助 代表取締役副社長

理事

菅 一仁

菅 一仁

代表取締役社長

232-0033 横浜市南区中村町４－３０５

045-253-2752

045-253-2753

鎌田 輝夫

鎌田 健

専務取締役

950-0923 新潟市中央区姥ヶ山１－４－９

025-286-6100

025-287-2049

古畑 信一 専務取締役 土木本部長

941-0061 新潟県糸魚川市大町１－５－２９

025-552-1300

025-552-8065

金子 靖

新潟

29 新潟ボンド工業（株）

弥久保 滋

弥久保 滋 代表取締役

959-0418 新潟市西蒲区升岡４３３番地

0256-88-7791

0256-88-7091

新潟

30 （株）モリケン

森 慎一郎

田中 志和 総務部

950-0812 新潟市東区豊２－２－３６

025-271-4474

025-271-1189

新潟

31 アルス（株）

関谷 泉

影山 信幸 常務取締役

950-0944 新潟市中央区愛宕１－４－２５

025-280-0337

025-280-0330

長野

32 （株）高見澤 建設事業部

高見澤 秀茂

清水 良二 建設部次長

383-0053 長野県中野市草間１０３４－５

0269-22-5238

0269-26-7665

長野

33 竹花工業（株）

菅原 幸克 部長

384-0012 長野県小諸市南町２－６－１０

0267-22-1750

0267-23-3969

長野

34 北沢建設（株）

395-0085 長野県飯田市吾妻町７番地

0265-23-0072

0265-23-0940

長野

35 （株）小宮山土木

384-2308 長野県北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６-１

0267-56-1299

0267-56-3522

監事

積算

唐澤 正幸
北沢資謹
佐藤 謙也

富山

39 （株）オオエ

大江 清丈

富山

40 構造メンテ（株）

田中 伸次

福井

41 太建工業（株）

太田 浩之

静岡

42 （株）アースシフト

近藤 隆智

静岡

静岡

43 （有）東洋商事

久保 哲也

静岡

44 （株）チ ダ

千田

岐阜

岐阜

45 （株）洞口

洞口 修一

特別会員

所

鷲田 政昭

38 (株)エムシーエム 北陸センター

九州・沖縄

住

小川 利廣

富山

四国

〒

（株） 拓 恵

36 （有） 小池興業

中国

職

（株）サンキット・エーイー

37 富士商事（株）工事部

近畿

役

1

長野

北 陸

担当者名

2

富山

名古屋

西
日
本
支
部

分科会

北海道

神奈川

新 潟

役職

北海道

神奈川

関東

会 社 名

2022/08/03現在

小池 治

理事

広報

酒井 正人

技術

酒井 喜久雄

光

牛山 茂則 営業部長
瀬下 勝

代表取締役

佐藤 克憲 常務取締役

399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田４１３－２

0265-35-6712

0265-35-6744

天池 公平 課長

930-0005 富山市新桜町２－１０

076-432-3166

076-432-3180

杉本

939-0121 富山県高岡市福岡町下老子４３－２

0766-64-0351

0766-64-0352

大江 清丈 代表取締役

930-0926 富山市金代３６８

076-423-6346

076-423-6356

田中 伸次 代表取締役

939-0272 富山県射水市若杉２７７番地２３

0766-30-3222

0766-30-3223

太田 浩之 代表取締役

918-8055 福井市若杉２丁目１０７

0776-36-5860

0776-36-8467

421-1213 静岡県静岡市葵区山崎2丁目１７－１６

054-278-8309

054-278-8498

久保 哲也 代表取締役

435-0008 静岡県浜松市東区松小池町７４０

053-581-7572

053-581-7582

千田

416-0909 静岡県富士市松岡２５４－４

0545-30-9620

0545-30-9621

509-4256 岐阜県飛騨市古川町高野141-2

0577-73-2358

0577-73-5768

勝

課長

望月 公一朗 インフラ保全事業部長

光

代表取締役

都竹 大督

愛知

46 伊藤組建設（株）

伊藤

470-2401 愛知県知多郡美浜町大字布土字大池５３－１

0569-82-0219

0569-82-0914

愛知

47 （有）メイビック

江口 廣明

江口 廣明 代表取締役

491-0858 愛知県一宮市栄３－８－１７

0586-25-5155

0586-25-5156

愛知

48 (株）アウトウォーター

白木 堅一

白木 堅一 代表取締役

461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町４８－３６

052-935-5757

052-937-5012

399-0033 長野県松本市笹賀８０４１－２

0263-28-6777

0263-28-6778

561-0841 大阪府豊中市名神口３－１０－５

06-6333-1161

06-6333-9947

学

愛知

49 福美建設（株）

原

大阪

50 CSA近畿（株）

平良 武雄
國川 正勝

東京

51 （株）ケミカル工事 東京支店

滋賀

52 田中シビルテック（株）

大阪

信幸

伊藤

学

乾 正保

代表取締役

代表取締役社長

平良 武雄 取締役社長

114-0014 東京都北区田端１－２１－８ NSKビル６Ｆ

03-5834-7550

03-3827-4777

湯本 聡

松田 展也 技術部次長

安永秀憲

東京支店長

529-0425 滋賀県長浜市木之本町木之本１７６８

0749-82-4343

0749-82-4346

53 大正技建（株）

稲津 一也

熊谷 重範 専務取締役

551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島４－６－２０

06-6553-3928

06-6553-4507

大阪

54 光洋物産（株）

岡田 彰雄

岡田 彰雄 代表取締役

550-0013 大阪府大阪市西区新町２－３－９ ｾﾝﾕｰ四ツ橋06-6575-6922

06-6575-9623

大阪

55 （株）ホーク

宮城 猛

宮城 猛

572-0091 大阪府枚方市菊丘町９番５５号

072-861-5522

広島

56 （株） 愛 晃

岡山

57 中国商工（株）

岡山

代表取締役社長

072-861-5555

須山 隆文

須山 隆文 取締役社長

732-0804 広島県広島市南区西蟹屋４－８－１７

082-262-3110

082-262-3081

太田 豊秋

太田健太郎

710-0805 岡山県倉敷市神田２丁目２－３０

086-446-1201

086-446-1209

58 （株） 富 士 野

富士野 誠

岡本 敏彦 常務取締役

713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島127-1

086-526-1360

086-526-6425

広島

59 山陽物産（株）

秋山 俊伸

秋山 俊伸 代表取締役会長

733-0011 広島県広島市西区横川町２－５－１２ 中谷ビル 082-232-2800

082-555-5679

岡山

60 ランデス特殊工事（株）

大月 隆行

大月 隆行 代表取締役

719-3101 岡山県真庭市赤野４０９－７

0867-52-0100

0867-52-1222

監事

広報

岡山

61 （株）山陽レジン

吉田 法哉

700-0923 岡山県岡山市北区大元駅前3番50号 大元駅前 086-201-0801

086-201-0811

山口

62 東和産業（株）

児山 哲夫

児山 哲夫 代表取締役

746-0043 山口県周南市新田２－３－２０

0834-63-2870

0834-63-2582

広島

63 （株） 建 創

宮迫 秀樹

中森

731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園２－１－７

082-925-5877

082-924-2833

広島

64 （株） マ シ ノ

増野 裕人

増野 裕人 代表取締役

733-0822 広島県広島市西区庚午中１-１９-２３

082-507-2757

082-507-2723

広島

65 (有)ユーケミカル

植杉 雄二

植杉 雄二 代表取締役

739-2618 広島県東広島市黒崎桜ケ丘１-１４-８

0823-83-1688

0823-83-1688

愛媛

66 （有）真成開発

真鍋 幹夫

真鍋 幹夫 代表取締役

799-0101 愛媛県四国中央市川之江町３６０９－５

0896-58-8620

0896-58-3737

愛媛

67 （株）西日本工業 四国支店

大西 尚登

790-0932 愛媛県松山市東石井５－３－１７

089-969-6450

089-969-6451

徳島

68 （株）カボテック

阿部 茂且

阿部 茂且 代表取締役

779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄鴻ノ袖３５－７

0884-24-8415

0884-24-8414

鹿児島

69 西日本興業(株)

新添 吉正

新添 吉正 代表取締役

895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城１８５６－１

0996-25-4142

0996-22-6290

鹿児島

70 福地建設（株）

899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２５１６

0995-76-1171

0995-76-1172

理事

会長

技術

積算

福地 茂穂

福岡

71 （株）地工建設

下川 周作

熊本

72 （株）ミサト技建

緒方 政昭

福岡

73 （株）シビル技研

森田 純治

沖縄

74 （株）トクシュ

千葉

75 サンコーテクノ（株）

特別会員

東京

76 （株）デンカリノテック

賛助会員

東京

77 デンカ（株）

積算

瀬島

総務部

彰

泉 哲雄

福地 猛

専務取締役

支店長

補修グループ リーダー

863-0011 福岡県大牟田市健老町９１－６

0944-51-1331

0944-57-5854

861-8043 熊本県熊本市東区戸島西６丁目１０番５号

096-365-6820

096-365-6819

髙倉 裕一 専務取締役

811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－４－１

092-938-4455

092-938-4545

與那原 剛

中山 博史 取締役常務

903-0118 沖縄県中頭郡西原町字小波津６０４

098-946-4293

098-835-8129

洞下 英人

山崎 裕己 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 営業開発部長270-0163 千葉県流山市南流山３丁目１０番地１６

04-7157-3535

04-7178-6661

辻

均

今井 俊夫

下川 周作 代表取締役
松村 貢

営業部取締役部長

内田 隆史 専務取締役
山口 悟

特殊混和材部長

103-0032 東京都中央区日本橋本町１－５－１１

03-5290-5362

03-5290-5093

103-8338 東京都中央区日本橋室町２－１－１

03-5290-5356

03-5290-5355

