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会社名 所属部課 担当者 電話番号 住所 ホームページURL
ア アーキヤマデ(株)大阪営業所 営業開発課 扇田　博之 06-6385-1261 大阪府吹田市江の木町24-10 http://www.a-yamade.co.jp/

アズビル(株)ビルシステムカンパニー マネージャー 小松　智樹 06-6105-3983 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー http://jp.yamatake.com/
アリアフィーナ(株) 富士工業グループ大阪ショールーム 寺田　亜紀 06-6265-2151 大阪府大阪市中央区南船場2丁目1番3号フェニックス南船場 http://www.ariafina.jp
(株)アルフレックスジャパン 西日本営業部　部長 野尻　並木 06-6258-8823 大阪府大阪市中央区南船場4-2-11ベネトン心斎橋ビル6F http://www.arflex.co.jp
(株)イトーキプロジェクト推進部 市場開発室　課長 阪上　雅也 06-6223-3939 大阪府大阪市中央区淡路町1-6-11 http://www.itoki.jp/
井上商事(株) 大阪支店　市場開発部 森田　大樹 06-6539-2594 大阪府大阪市西区立売堀4-5-27シティビル阿波座1001号 http://www.inoue-s.co.jp
(株)ウォータイト 代表取締役社長 森上　恒 06-6487-1546 兵庫県尼崎市東難波町3-26-9 http://www.wotaito.co.jp/
ウルトラコラム工法協会 理事長（事務局） 山下　達教 075-382-1552 京都府京都市西京区桂清水町37-3 http://www.ultracolumn.jp
エスケー化研(株)大阪支店 大阪支店総合仕上開発チーム 有田　章 072-621-7721 大阪府茨木市中穂積3-5-31 http://www.sk-kaken.co.jp/
NSSB奥平スチール(株) 代表取締役 立花　徳也 072-335-0500 大阪府松原市岡7-338-1 http://www.ok-yane.co.jp
(株)エフワンエヌ　本社 営業顧問 飯田　誠一 072-630-2880 大阪府茨木市星見町22-11 http://www.fonen.co.jp
大阪ガス(株)リビング事業部 法人第二営業部　大阪営業チーム 尾崎　大輔 06-6586-3241 大阪府大阪市西区千代崎3丁目南2-37 http://www.osakagas.co.jp/
大阪府建築家協同組合 事務局長 金田　修三 06-6942-0887 大阪府大阪市中央区農人橋 2丁目1-10　大阪建築会館3階 http://www18.ocn.ne.jp/~oac/
(株)オートセット 専務取締役 丸岡　克己 072-803-6890 大阪府門真市岸和田3-46-25
大鳥機工(株)大阪支店 金物部　部長 加藤　啓一 06-4808-8136 大阪府大阪市西淀川区大和田1丁目5番14号 http://www.ohtori-kiko.co.jp/
オスモ＆エーデル(株) 橋本　渉 0794-72-2001 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6 http://www.nihon-osmo.co.jp/

カ (株)川島織物セルコン 西日本営業開発部法人グループ第２チーム　チームリーダー 橋本　佳幸 06-6369-6240 大阪府吹田市広芝町8-26 http://www.kawashimaselkon.co.jp/
(株)カワタコーポレーション 営業部 石井　洋二 0745-58-2121 奈良県北葛城郡河合町河合76-8 http://www.jetspray.co.jp
瓦寅工業(株) 渡邊  智仁 06-6715-0201 大阪府大阪市生野区林寺1-5-14 http://www.kawaratora.co.jp/
元旦ビューティ工業(株)大阪支店 販売促進グループ 太田　康雄 06-6223-1841 大阪府大阪市中央区高麗橋2-6-10　新高麗橋ビル6F http://www.gantan.co.jp/
(株)カンディハウス 大阪支店マネージャー 吉岡慎一郎 06-6253-6678 大阪府大阪市中央区久太郎町4－1－3大阪御堂筋ビル1Ｆ http://www.condehouse.co.jp
(株)きんでん大阪支社 副支社長兼営業部長 野村　元英 06-6367-9240 大阪府大阪市北区末広町 2-10 http://www.kinden.co.jp/
グランツ・カサイ(株) 代表取締役 笠井  秀一 072-236-7811 大阪府堺市東区大美野146-12 http://www.granz-kasai.co.jp/
栗原工業(株)大阪本店 営業部　課長 尾山　聖一 06-6361-9603 大阪府大阪市北区南森町1丁目4番24号 http://www.kurihara.co.jp/
(株)建築資料研究社大阪本店 新谷　吉昭 06-6377-1055 大阪府大阪市北区鶴野町1－9梅田ゲートタワー3F http://www.ksknet.co.jp/
神戸不燃板工業(株) 代表取締役 奥谷  武司 0794-87-3121 兵庫県兵庫県三木市志染町三津田371 http://home.if-n.ne.jp/~kobe-fu/
コニシ(株) ボンド営業本部　大阪建設部　建設グループリーダー 内田　敬貴 06-6228-2961 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1北浜TNKビル http://www.bond.co.jp/
(株)コバッシャー 代表取締役社長 小林　良信 06-6757-1812 大阪府大阪市生野区巽西3-8-10 http://www.koba-sha.co.jp/
小松ウオール工業(株) 大阪市場開発部 信木　道信 06-6447-0421 大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4土佐堀ダイビル3階 http://www.komatsuwall.co.jp/
コンドーFRP工業(株) バイオ事業部 稲中　裕之 06-6376-0810 大阪府大阪市北区本庄西3-9-15 http://www.kondoh-frp.co.jp

サ 三協立山(株)三協アルミ社 大阪営業開発グループ　参事 鍋島　博人 06-6448-5456 大阪府大阪市西区靱本町1-9-15近畿富山会館6Ｆ http://www.sankyotateyama-al.co.jp/
(株)サンゲツ 営業開発課 鈴木　和人 06-6414-3311 兵庫県尼崎市西向島111-4 http://www.sangetsu.co.jp/
三建設備工業(株)大阪支店 営業部長 清水英治 06-6355-2301 大阪府大阪市北区紅梅町  3-5 http://skk.jp
(株)サンワカンパニー マネージャー 青葉　浩 06-6359-2930 大阪府大阪市北区茶屋町19-19アプローズタワー21F
三和シヤッター工業(株) 市場開発課 松村　展男 06-6396-6871 大阪府大阪市淀川区西中島5-5-15新大阪セントラルタワー北館７階 http://www.sanwa-ss.co.jp/
昭石化工(株)大阪支店 野村　好二 06-6541-9016 大阪府大阪市西区北堀江1‐3‐20ANNEX GIZA601 http://www.shosekikako.co.jp
(株)昭和洋樽製作所 代表取締役 菅　伸夫 06-6492-1328 兵庫県尼崎市久々知2-22-17 http://www.showayotal.co.jp/
新星商事(株) RZ事業部 山口　裕之 06-6567-1108 大阪府大阪市浪速区芦原2-8-19 http://www.shinseico.jp/
新日本空調(株)大阪支店 営業部長 濱口　努 06-6445-6331 大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4土佐堀ダイビル7F http://www.snk.co.jp/
住化コベストロウレタン（株） 断熱材開発室 冨士大　雅之 06-6497-2174 兵庫県尼崎市久々知3-13-26 http://bayer-baysystems.com
(株)スミノエ 西日本開発部　次長 平田　淳 06-6537-6317 大阪府大阪市西区新町2-4-2　ニッセイなにわ筋ビル http://www5.mediagalaxy.co.jp/suminoe/index.htm
住ベシート防水(株) 建築営業本部　西日本営業部　課長代理 玉木　智也 06-6429-7130 兵庫県尼崎市東塚口町2-3-47
セイリツ工業(株) 経理課 岩本　早枝子 06-6794-8871 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4-7-45 http://www.seiritsu-k.co.jp/
セキサンピーシー(株) 関西エリアマネージャー 平野　裕昭 077-543-6363 滋賀県大津市一里山5-21-37 http://www.m-sekisan.co.jp/sekisanpc/
積水化学工業(株)環境ライフカンパニー 西日本支店　近畿設備システム営業所建築システムグループ長 中川　浩一 06-6365-4515 大阪府大阪市北区西天満2-4-4堂島関電ビル http://www.sekisui.co.jp/
積水樹脂(株) ＪＳ　住建事業部 根来　正弘 03-5400-1803 東京都港区海岸1-11-1ニューピア竹芝ノースタワー5Ｆ http://www.sekisuijushi.co.jp/
ゼロコン(株) 取締役社長 小林　俊之 06-6492-0659 兵庫県尼崎市戸ノ内町3-29-3 http://www.zerocon.co.jp
(株)総合資格（総合資格学院）関西本部 次長 末吉　一博 06-4709-8121 大阪府大阪市北区堂山町3-3日本生命梅田ビル8F http://www.shikaku.co.jp
(有)創竹 代表取締役 酒井　昭博 079-299-2233 兵庫県姫路市御立中2-1-13 http://www.souchiku.com/

タ 大光電機(株) 大阪商環境営業部 本多　雅親 06-6222-6260 大阪府大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル http://www.lighting-daiko.co.jp
大銑産業(株) 土木部　課長 安田　哲彦 06-6220-1134 大阪府大阪市中央区今橋2-1-10 http://www.daisensangyo.co.jp
(株)ダイフレックス大阪支店 課長 松村　康弘 06-6292-0511 大阪府大阪市北区中津1-11-1中津センタービル8階 http://www.dyflex.co.jp/
(株)ダイム・ワカイ大阪支店 リーダー 永井　邦代 06-6944-9595 大阪府大阪市中央区北新町3-11 http://www.dymwakai.co.jp/
大洋基礎(株)大阪支店 営業部 近藤　邦夫 06-6245-7521 大阪府大阪市中央区本町4丁目4-10本町セントラルオフィス4Ｆ http://www.taiyo-kiso.co.jp/
(株)宝工業 企画営業部 内田　豊彦 075-693-5761 京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町7 http://k-takara.co.jp
田島ルーフィング(株)大阪支店 防水営業部 横森　宝 06-6443-0431 大阪府大阪市西区京町堀1-10-5 http://www.tajima-roof.jp/
学校法人中央工学校OSAKA 建築系　学科長 平上　秀明 06-6866-0800 大阪府豊中市寺内1丁目1-43 http://www.chuoko-osaka.ac.jp/
(株)TJMデザイン キッチンハウス大阪店　店長 高木　周平 06-6536-3690 大阪府大阪市西区新町1-7-20 http://www.kitchenhouse.jp
(株)デザインアーク　大阪本店 営業本部 當山　市代 06-6536-6111 大阪府大阪市西区阿波座1-5-16大和ビル http://www.designarc.co.jp
デンカ(株)大阪支店 特殊混和材課 石関　雅人 06-7176-7455 大阪府大阪市北区角田町8‐1梅田阪急ビルオフィスタワー25F http://www.denka.co.jp/
電気硝子建材(株) 大阪支店　部長 河野　公司 06-6392-2711 大阪府大阪市淀川区宮原2-11-1 http://www.negb.co.jp/
(株)東光商会 業務部 藤田　秀明 078-453-2211 兵庫県神戸市東灘区岡本4‐4‐6
TOTO(株)大阪支社 市場開発部　市場開発課 山内　塁 06-6253-5661 大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8　御堂筋ダイワビル http://www.toto.co.jp/
東邦レオ(株)大阪支店 外断熱事業部　副事業部長 喜多　俊二 06-6762-2100 大阪府大阪市中央区上町1-1-28 http://www.toho-leo.co.jp/
東洋シヤッター(株)関西ユニット 部長 福永　和仁 06-4705-2134 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 http://www.toyo-shutter.co.jp/
東リ(株) 西日本営業開発部　開発Gリーダー 中野　健生 06-6943-1645 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31　ΟＭＭビル http://www.toli.co.jp/
(株)トーヨーキッチンスタイル 大阪支店 原　一孝 06-6241-5010 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪センタービル1Ｆ http://www.toyokitchen.co.jp/

ナ 内外電機(株) 営業開発課 一山　龍夫 06-6783-3361 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-14-1-1 http://www.naigai-e.co.jp/
(株)浪速工藝社 代表取締役 西村　拓也 079-240-7801 兵庫県姫路市香寺町犬飼869-89 http://www1.odn.ne.jp/~cbf04390/
ナブコドア(株)大阪支店 営業部長 吉岡　憲一 06-6532-7341 大阪府大阪市西区西本町1-12-22 http://www.nabco-door.co.jp
日新工業(株)大阪支店 武内　利治 06-6533-3191 大阪府大阪市西区新町1-12-22 http://www.nisshinkogyo.co.jp
日鉄住金鋼板(株) パネル営業グループ長 小島　新二 06-6228-8381 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33住友ビル8階 http://www.nisc-s.co.jp/
日本インシュレーション(株) 営業本部関西支社開発グループ部長 山本　篤雄 06-6210-1282 大阪府大阪市中央区南船場1‐18-17商工中金船場ビル http://www.jic-bestork.co.jp/
日本ドアーチェック製造(株) 出向井　清史 06-6758-1251 大阪府大阪市生野区巽東3-17-10 http://www.e-newstar.co.jp/
日本ヒューム(株)大阪支社 開発営業 森　直樹 06-6479-2020 大阪府大阪市西区靱本町1-20-13なにわ筋ビル6F http://www.nipponhume.co.jp/
日本フネン(株) 大阪支店 黒田　和夫 06-6261-2419 大阪府大阪市中央区久太郎町1-4-8堺筋本町ガーデンスクエア4階 http://www.nihonfunen.co.jp/



ハ (株)ハーフェレジャパン 大阪営業所　オフィスマネージャー 中川　英規 06-6446-5300 大阪府大阪市西区靱本町1-10-24三共本町ビル1F http://www.hafele.co.jp
パナソニック(株)エコソリューションズ社 大阪照明EC課長 斉藤　昌生 06-6945-7809 大阪府大阪市中央区城見2-1-61ツイン21ＯＢＰパナソニックタワー18Ｆ http://www.mew.co.jp/
(株)ピアレックス・テクノロジーズ 営業部　主任 松井　芳子 0725-22-5361 大阪府泉大津市条南町4-14 http://www.pialex.co.jp/
日立アプライアンス(株) ソリューション営業部 田中　幸治 050-3181-820 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1江戸堀センタービル17階 http://www.hitachi-ap.co.jp/
(株)日立ビルシステム関西支社 新設営業部　部長代理 田尻　英孝 06-6453-9241 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1新ダイビル5Ｆ http://www.hbs.co.jp/
不二サッシ(株)大阪支店 開発部長 小西　陽 06-6635-4134 大阪府大阪市浪速区湊町1-4-38近鉄新難波ビル http://www.fujisash.co.jp/
(株)フジワラ　阪神支店 営業次長 延原　利明 078-441-9666 兵庫県神戸市東灘区深江南町4-6JEISビル1F http://www.fujiwara-l.com/
文化シヤッター(株)関西支店 営業開発部長 村上　尚史 06-6244-1546 大阪府大阪市中央区南船場2-11-26大阪BXビル5階 http://www.bunka-s.co.jp/
(株)豊和 大阪支店長 山方 06-6494-1110 兵庫県尼崎市猪名寺2-21-32豊和ビル http://www.kk-howa.co.jp/
ホーコス(株) 建築設備機器部 高橋　瑞紀 06-7711-0620 大阪府大阪市中央区平野町2-6-11ホーコス伏見屋ビル6階 http://www.horkos.co.jp/

マ (株)マサキ設備 代表取締役 正木　康晴 06-6933-2090 大阪府大阪市城東区今福東2-4-30 http://www.masakis.co.jp/
(株)マルホン 第一営業部　営業担当 鈴木　幸徳 053-587-0711 静岡県浜松市浜北区永島1295 http://mokuzai.com
ミノックス(株) 和田　元芳 06-6231-2007 大阪府大阪市中央区高麗橋1-6-10豊田日生北浜ビル3階 http://www.minox.co.jp
美和ロック(株)大阪支店 課長 久保倉　成彦 06-6733-3069 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 http://www.miwa-lock.co.jp/
森村金属(株) 営業部長 山岡  博和 0729-62-7321 大阪府東大阪市角田1-8-1 http://www.morison.co.jp

ヤ (株)YAMAGIWA関西支店 法人部長 西井　喜章 06-7638-0080 大阪府大阪市中央区本町4-1-7大阪第二有楽ビル http://www.yamagiwa.co.jp/
（株）ヤマネ 次長 三由　健 06-6332-0157 大阪府豊中市庄内西町5-1-76
山本窯業化工(株) 大阪支店長 岡本　芳博 06-6338-8601 大阪府吹田市豊津町10-26 http://www.y-y-k.co.jp/
(株)ユニオン  大阪支店 営業開発部長 岸本　信哉 06-6532-0946 大阪府大阪市西区南堀江2-13-22 http://www.artunion.co.jp/
(株)ユニソン西日本 西日本営業部　特販課 江藤　諭志 072-829-0531 大阪府寝屋川市豊里町35-12 http://www.unison-net.com/

ラ (株)ライフアートプランテック 営業本部　営業部長 間林　恭孝 0742-48-1113 奈良県奈良市学園大和町2-81　奈良西ビル2階 http://www.lap.co.jp
(株)LIXIL ビル事業部市場開発部　 奥田　淳 06-6733-0460 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1－1－43あべのハルカス31階 http://www.lixil.co.jp/
リョービ(株) 建築用品部国内営業課　大阪営業所　営業推進副主事 田邉　泰博 072-685-1113 大阪府高槻市今城町24-12 http://www.ryobi-group.co.jp
リリカラ(株)大阪支店 課長 箱井　満 06-6444-1675 大阪府東大阪市新町１１番８号 http://www.lilycolor.co.jp/
ロンシール工業(株)大阪支店 マーケティング部 西野　敏弘 06-6304-2705 大阪府大阪市淀川区西中島6-9-27新大阪メイコービル4F http://www.lonseal.co.jp/

ワ YKKAP(株) ビル建材事業部　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞG設計営業G担当部長 田中　稔 06-6947-4140 大阪府大阪市中央区谷町4-8-7 http://www.ykkap.co.jp/


