関東
会社名

部署

㈱三洋産業
戸田建設㈱

技術研究所

都道府県

市区町村

建物名

電話番号

茨城県

神栖市知手中央１－１６－１６

0299-96-4838

URL

茨城県

つくば市要３１５

029-864-2961

栃木アンカー工業㈱

栃木県

栃木市城内町２－４４－３７

0282-24-6840

http://www.ta-k.co.jp

カワナベ工業㈱

群馬県

高崎市矢中町３１９－６

027-352-9190

http://www.kawanabe.co.jp

㈱サンテック

群馬県

前橋市西片貝町４－９－１２

027-225-0711

埼玉県

吉川市大字川富１７８－６

048-971-8970

埼玉県

北葛飾郡松伏町松伏３２３６

048-991-7754

細田建設㈱

埼玉県

飯能市双柳７６０－１４

㈱ y’ｓ

埼玉県

越谷市東大沼２－２５－１

赤堀工業㈱

千葉県

市川市大和田１－６－８

047-376-1185

㈱ ＲＳテクノ
アトムテクノス㈱

埼玉営業所

y’sﾋﾞﾙ２階

042-974-1155

http://www.hosoda-con.co.jp/

048-973-1724

http://ys-koshigaya.com/

千葉県

松戸市中根長津町２５

047-365-1531

http://www.gokou-tosou.co.jp

サンコーテクノ㈱

東日本工事部

千葉県

流山市南流山３－１０－７

04-7157-7735

http://:www.sanko-techno.co.jp

㈱竹中工務店

技術研究所

0476-77-1340

呉光塗装㈱

千葉県

印西市大塚１－５－１

三井住友建設㈱

東京都

中央区佃２－１－６

㈱アークリニュアル

東京都

渋谷区笹塚２－１６－２

ウィンド笹塚ビル３階

03-5388-4775

㈱アール免震建築企画
一級建築士事務所

東京都

千代田区九段南４－６－９

OSビル５F

03-3288-5568

㈲アクアテック

東京都

小平市天神町１－３－１６

㈱安藤・間

東京都

港区赤坂６－１－２０

㈱ ＮＴＦ

東京都

北区王子本町２－２６－３

ＭＲ工業㈱

050-3137-3033 http//www.smcom.co.jp

042-316-6651
03-6234-3669
三笠ビル４階

東京都

墨田区押上１－３６－７

㈱大林組

技術研究所

東京都

清瀬市下清戸４－６４０

化研マテリアル㈱

建設工事部

東京都

港区西新橋２－３５－６

第３松井ビル

03-3436-6377

鹿島建設㈱

東京都

港区赤坂６－５－１１

鹿島赤坂別館

03-5544-1111

カジマ・リノベイト㈱

東京都

新宿区住吉町１－２０

03-5379-8771
03-3235-8617

㈱熊谷組

技術研究所

クリステル工業㈱
㈱ケミカル工事

東京支店

建装工業㈱

土木リニューアル事業部

東京都

新宿区津久戸町２－１

東京都

中野区弥生町２－３－１０

東京都

北区東田端１－７－３

03-5608-2170
042-495-1041

03-3372-2451
田端フクダビル６Ｆ

東京都

港区西新橋３－１１－１

03-3433-2929

東京都

文京区本郷２－１２－６

03-3811-4421

河本工業㈱

東京都

板橋区成増３－２－２

東京都

港区浜松町１－１２－５

アルファ・エイチビル４Ｆ

03-3436-1331

東京都

品川区北品川１－８－１１

Daiwa品川Northビル

東京支店

http://www.kajima.co.jp/

http://www.crystel.jp

03-5855-7260

㈱工業技術研究所

コーアツ工業㈱

http://www.ad-hzm.co.jp/

03-5993-3451

03-3938-8024

03-3458-0447

http://www.constec.co.jp

㈱サンメイ

東京事業部

東京都

江東区石島５－１

03-3645-0298

http://www.sanmei-stack.jp/

清水建設㈱

技術研究所

東京都

江東区越中島３－４－１７

03-3820-8509

ショーボンド建設㈱

東京建築支店

㈱コンステック

東京都

江東区南砂２－２－１７

03-3649-2612

http://www.sho-bond.co.jp

ゼネラルボンド㈱

東京都

目黒区大岡山１－３７－２５

ゼネラルボンドビル

03-3718-6511

http://www.general-bond.co.jp

創和工業㈱

東京都

世田谷区弦巻４－２１－２２

パラッツォ２階

03-5426-2525

http://www.sohwa-kogyo.co.jp

㈱テクノ・ニットー

東京都

大田区西蒲田３－１９－１３

03-3755-3333

㈱東京サービス

東京都

国立市中２－４－３

042-576-0561

東京樹脂工事㈱

東京都

小平市鈴木町２－１７９－５

042-469-0611

東洋テクノ㈱

東京都

渋谷区広尾５－４－１２

03-3444-2143

トーヨー科建㈱

東京都

文京区本駒込３－３６－６

03-5809-0856

㈱斗米工業

東京都

小平市花小金井南町２－９－２９

042-462-3325

㈱トミヨシ商会

東京都

大田区南馬込５－３３－７

㈱内外テクノス

東京都

新宿区市谷本村町１－１

住友市ヶ谷ビル１１階

03-5261-3412

長岡鉄筋コンクリート㈱

東京都

中央区日本橋堀留町１－８－９

渡菊ビル４Ｆ

03-3664-2441

日特建設㈱

東京都

中央区東日本橋３－１０－６

Daiwa東日本橋ビル

03-5645-5115

http://www.nittoc.co.jp

㈱日本衛生センター

東京都

国立市矢川３－１－６

第１日衛ビル

042-576-0110

http://www.nippon-ec.com/

日本トリート㈱

東京都

世田谷区上馬３－７－８

トーヨービルB棟２F

03-3424-2020

http://www.treat.co.jp

野口興産㈱

東京都

練馬区豊玉北２－１６－１４

03-3994-5601

http://www.noguchi-kousan.co.jp

㈱長谷工コーポレーション

東京都

港区芝２－３２－１

03-3456-5479

03-3775-2203

平岩塗装㈱

東京都

大田区千鳥２－６－１７

03-3759-9198

㈱富士機材

東京都

墨田区押上２－８－２

03-5637-7196

ボンドエンジニアリング㈱

東京都

墨田区横川５－６－３

03-6658-8490

㈱松下産業

東京支店

東京都

文京区本郷１－３４－４

03-3815-2508

山柿工業㈱

東京都

北区田端１－２４－２２

03-3822-3011

㈱山 口

東京都

足立区扇１－２８－６

03-5839-6301

㈱大和

東京都

板橋区小豆沢２－１６－６

03-5916-3315

㈱リニューアルプラン

東京都

江戸川区中葛西５－１１－２３

03-5675-5581

㈱リパテック

東京都

渋谷区初台１－５４－４－１１０３

㈱リフォームジャパン

東京都

北区東田端２－２－２

03-3379-7189
第二今城ビル３階

03-3800-1991

http://www.satoh.co.jp

http://www.tomiyoshishokai.com

http://www.hiraiwa-toso.co.jp

http://www.mats.co.jp

http://yamato-bs.co.jp/

愛善産業㈱

神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町２９６１－３

㈱宏和エンジニアリング

神奈川県 横浜市中区羽衣町３－５５－１

大成建設㈱

http;//www.aizen-s.co.jp

045-232-9530

神奈川県 横浜市戸塚区名瀬町３４４－１

045-814-7232

中央総業㈱

神奈川県 相模原市南区相模大野３－２０－１中央総業ビル４Ｆ

042-765-5500

http://www.chuo-sogyo.com/

㈱ＴＳＵＮＯＤＡ

神奈川県 厚木市愛名１２４６－４

046-247-6718

http://www.tsunoda-tosou.co.jp/

神奈川県 相模原市中央区田名３０６２－１

042-763-9511

㈱ヤマト建設

神奈川県 相模原市中央区清新８－１－２０ シャルム相模原１Ｆ

042-715-0623

㈱横浜システック

神奈川県 横浜市南区中村町４－３０５

045-253-2752

㈱理装工業

神奈川県 横浜市緑区青砥町２４０

東急建設㈱

技術センター

045-866-3622
VORT横浜関内BLD ９F

技術研究所

松本ビル１F

045-932-4147

http://www.y-sistec.co.jp/

http://www.teijin.co.jp/

帝人㈱

アラミド事業本部

東京都

千代田区霞が関３－２－１

霞が関コモンゲート西館

03-3506-4136

東レ㈱

トレカ事業部門

東京都

中央区日本橋室町２－１－１

日本橋三井タワー

03-3245-5264

東レ・デュポン㈱

ケブラー事業部門

東京都

中央区日本橋本町１－１－１

METLIFE日本橋本町ビル９Ｆ 03-3245-5052

http://www.td-net.co.jp/kevlar/index.html

日鉄ケミカル＆マテリアル㈱

東京都

中央区銀座７－１６－３

日鐵木挽ビル５階

https://www.nscm.nipponsteel.com/

ファイベックス㈱

東京都

中央区新川１－１６－３

住友不動産茅場町ビル６階 03-5579-8291

東京都

港区芝公園２－４－１

芝パークビルＡ館１２Ｆ

03-6402-3944

http://www.maedakosen.jp/mdk

中央区日本橋本石町１-２-２

三菱ケミカル日本橋ビル

03-3279-3089

http://www.mpinfratec.co.jp/corporate/index.html

03-6859-3441

http://www.toray.co.jp

http://www.fibex.co.jp

前田工繊㈱

構造物メンテナンス推進部

三菱ケミカルインフラテック㈱

インフラ資材ビジネスユニッ ト 土木・防水補強部 東京都

アルファ工業㈱

第二工事部

神奈川県 横浜市鶴見区末広町１－１－５１

045-500-0500

http://alpha-kogyo.com

コニシ㈱

土木建設営業本部 土木開発部

東京都

千代田区神田錦町２－３

竹橋スクエア

03-5259-5737

http://www.bond.co.jp/

サンユレック㈱

建設材料事業部 東京営業グループ

東京都

中央区日本橋１－１５－４

サンユ日本橋１丁目ビル

03-3273-7415

http://www.sanyu-rec.jp/

デンカ㈱

インフラ･ソーシャルソリューション部門
特殊混和材部

東京都

中央区日本橋室町２－１－１

日本橋三井タワー

03-5290-5363

http://www.denka.co.jp

㈱東邦アーステック

建設事業本部

東京都

新宿区新宿２－１３－１０

武蔵野ビル４F

03-5367-2661

http://www.tohoearthtech.co.jp

千葉県

千葉市美浜区新港３２－２７

043-216-3541

http://www.nichibeiresin.co.jp/

日米レジン㈱

