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区分 会  社  名 郵便番号 住　　所 代 表 者 名 TEL / FAX
会員  ㈲為成総建 262-0001  千葉県千葉市花見川区横戸町1583-93  代表取締役  047-405-3608

  川上　貴宏  047-405-3688
 ＳＭＣシビルテクノス㈱ 104-0033  東京都中央区新川2-27-1  代表取締役  03-5541-5552

 東京住友ツインビルディング東館18階  門出　英揮  03-5541-5553
 ＳＭＣテック㈱ 270-0132  千葉県流山市駒木593  代表取締役社長  04-7152-1111

  奥井　善之  04-7156-7551
 ＮＨＳ㈱ 338-0825  埼玉県さいたま市桜区下大久保400-1  代表取締役  048-711-6990

  原田　規幸  048-711-6991
 ㈱小幡建設 321-4351  栃木県真岡市中259-36  代表取締役  0285-83-0665

  小幡　茂正  0285-83-4134
 ㈱カクジン 320-0065  栃木県宇都宮市駒生町3367-22  代表取締役  028-624-0022

 リバブルサンワ102号  前澤　德男  028-624-0027
 ㈱要建設 173-0035  東京都板橋区大谷口2-61-6  代表取締役  03-6874-8248

  中塚　恭子  03-6882-0821
 カワナベ工業㈱ 370-1203  群馬県高崎市矢中町319-6  代表取締役  027-352-9190

  川鍋　太志  027-353-0086
 ㈱共榮組 270-0026  千葉県松戸市三ケ月1346-1  代表取締役  047-342-2045

  藤井　源造  047-348-8899
 ㈱共信 329-2712  栃木県那須塩原市下永田6-1227-61  代表取締役  0287-47-4811

  木村　尚一  0287-47-4812
 共成建設㈱ 330-0852  埼玉県さいたま市大宮区大成町3-354-2  代表取締役  048-661-3321

  澤谷　憲  048-660-1833
 興亜建設㈱ 351-0114  埼玉県和光市本町12-11  代表取締役  048-467-1303

  高橋　隆夫  048-467-1306
 下東建設㈱ 323-0154  栃木県小山市大字高椅400-1  代表取締役  0285-49-0233

  下東　秋人  0285-49-2358
 ㈱鈴木工務店 144-0053  東京都大田区蒲田本町1-8-1  代表取締役  03-3735-3331

  鈴木　茂  03-3735-5577
 ㈱清和工業 321-4362  栃木県真岡市熊倉2-19-2  代表取締役  0285-83-3838

  宮崎　由起子  0285-83-3837
 ㈱西和工務店 252-0231  神奈川県相模原市中央区相模原8丁目3-7  代表取締役社長  042-707-0731

  菅原　徹  042-707-0931
 第一舗道㈱ 179-0073  東京都練馬区田柄3-29-9  代表取締役  03-3970-3452

  小瀬谷　末義  03-3970-3418
 ダイケン工業㈱ 243-0303  神奈川県愛甲郡愛川町中津2693  代表取締役  046-286-3355

  今井　一規  046-286-3346
 ㈱タイコー技建 300-2646  茨城県つくば市緑ケ原1-1-2  代表取締役  029-848-2331

 テクノパーク豊里  松野　明浩  029-848-2332
 ダイチメンテナンス㈱ 179-0073  東京都練馬区田柄3-29-9  代表取締役社長  03-5971-4677

  小川　一貴  03-3577-7644
 ㈱大東 243-0023  神奈川県厚木市戸田2537  代表取締役  046-228-1553

  鍋島　潤成  046-228-5823
 ㈲田嶋工業 371-0816  群馬県前橋市上佐鳥町631-7  代表取締役  027-289-4822

  田嶋　秀郎  027-289-4823
 ㈱南總工業 264-0026  千葉県千葉市若葉区西都賀4-1-16  代表取締役  043-207-8181

  山口　義信  043-207-8182
 ㈱原組 254-0822  神奈川県平塚市菫平8-14  代表取締役  0463-31-5255

  原　清治  0463-31-3269
 松浦建設㈲ 371-0013  群馬県前橋市西片貝町2-314-1  代表取締役  027-226-7702

  石倉　敏光  027-226-7703
 丸良建設㈱ 124-0024  東京都葛飾区新小岩3-17-5  代表取締役  03-3653-1346

  潤間　將輝  03-3674-1864
 ㈱明巧 370-2343  群馬県富岡市七日市38  代表取締役  0274-64-0930

  今井　治  0274-64-0948
 結城ブリッジ㈱ 307-0001  茨城県結城市結城12022番地22  代表取締役  0296-54-5503

 アイル・ビーチェⅠ203号  下東　登  0296-54-5506
    

   
賛助  Ａ＆Ｋホンシュウ㈱ 349-0226  埼玉県白岡市岡泉1200  取締役支店長  0480-93-2211
会員   西村　義勝  0480-93-2323

 大貫木材工業㈱ 322-0252  栃木県鹿沼市加園548  代表取締役  0289-62-7345
  大貫　健治  0289-64-1651

 サンコー食品㈱ 242-0001  神奈川県大和市下鶴間2774-13  代表取締役  046-278-1228
  小浦　直行  046-272-5311

 ㈱杉孝 221-0056  神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地7  代表取締役 社長執行役員  045-444-0835
  杉山　信夫  045-444-0836

 日建リース工業㈱ 101-0064  東京都千代田区猿楽町2-7-8  代表取締役  03-3295-9111
 住友水道橋ビル3F  関山　正勝  03-3219-6290

 ㈱ノア 355-0216  埼玉県比企郡嵐山町むさし台2-17-6  代表取締役  0493-81-6736
 荒井嵐山駅前ビル301  青木　久和  0493-81-6057

 福田産業㈱ 230-0071  神奈川県横浜市鶴見区駒岡4-23-64  代表取締役  045-584-0991
  福田　隆将  045-584-0996

 マックス㈱ 103-8502  東京都中央区日本橋箱崎町6-6  東京支店長  03-3669-8118
  中村　元  03-5695-7916

 マルワ食品㈱ 341-0038  埼玉県三郷市中央2-17-6  代表取締役  048-954-8188
  宮尾　進  048-954-8199

 ㈲ミノリ食品 370-0125  群馬県伊勢崎市境萩原1788-11  代表取締役  0276-56-8151
  栗林　政弘  0276-56-0891

    
   

会  員  名  簿　（ 関 東 支 部 ）

一般社団法人プレストレスト・コンクリート工事業協会


