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北海道・東北ブロック
㈱鈴木工業所 ０１１－７１６－１５３９ 北海道 ㈲ダイゼン産業 ０６－６３７９－３１７４ 大阪府

㈱マレックス技研 ０１１－５６２－６１２２ 北海道 高山工業㈱大阪支店 ０６－６３８６－９３１２ 大阪府

㈱北星技研 ０１１－７４２－３８７８ 北海道 野田家商工㈱ ０６－６３０４－２６６０ 大阪府

㈱シオン ０１１－８７３－４１５１ 北海道 丸星工業㈱ ０６－６４６２－２２８８ 大阪府

㈱レジテック ０１５４－６４－７３００ 北海道 ㈱ホソタニ ０７２－７２７－４４１６ 大阪府

㈱テクノ中央 ０１７８－２５－６７８９ 青森県 大芝建材㈱ ０７３５－７２－１１１１ 和歌山県

奥羽工業㈱ ０１９－６２４－６３３３ 岩手県 ㈲ケンショウ ０７８－５８２－１６６１ 兵庫県

㈱シーピーテック ０１８－８９３－６１６５ 秋田県 中国・四国･九州・沖縄ブロック
㈱ナカムラ ０２３５－２２－１６２６ 山形県 ㈱フジシール工業 ０８５８－２７－２１１６ 鳥取県

ヤマト工業㈱ ０２３－６７４－０５３１ 山形県 ㈱山内工業 ０８６－４５６－９７３３ 岡山県

㈱中目工業 ０２２－３７９－３１２８ 宮城県 田村化工㈱ ０８２－２３７－２２７２ 広島県

㈲エム・アンド・ティー ０２４－９６４－１２３０ 福島県 極東化成㈱ ０８７－８７５－０７７７ 香川県

㈲トクボー ０２４－９２１－５６９０ 福島県 ㈱エレホン･技研 ０８８－８０５－２３３２ 高知県

関東・甲信越ブロック ㈱西日本工業　四国支店 ０８９－９６９－６４５０ 愛媛県

茂興業㈱ ０２５－２２８－０３５１ 新潟県 梶原産業㈱ ０９４８－２５－３７３３ 福岡県

㈱シーエムファイブ ０２５－３７８－２７３５ 新潟県 ㈱草野 ０９２－４７３－７２９２ 福岡県

エポキシ工業㈱ ０２６－２９２－３０２２ 長野県 ㈱シンエイ ０９５－８４６－０７７５ 長崎県

㈱桑原総業 ０２７９－２４－０２３８ 群馬県 双葉工業㈱ ０９８５－２４－２９１７ 宮崎県

㈲ショウダテクノ ０２７－２６６－９８６０ 群馬県 向陽化工㈱ ０９８２－３３－２８３７ 宮崎県

レヂン工業㈱ ０２７７－５４－１３３３ 群馬県 ㈲増永化工 ０９６４－２８－６８１７ 熊本県

㈲リニューアル・アシナ ０２９－２９５－５８１０ 茨城県 ㈱クロキ工業 ０９９－２６１－５３６１ 鹿児島県

㈱A.BMミツガシ ０４８－９７１－６６６６ 埼玉県 ㈱ハットリ工業 ０９５２－２９－７０００ 佐賀県

日新防水工事㈱ ０４８－２８７－３６１８ 埼玉県 ㈱ケンテックス ０９８－９９６－２０２２ 沖縄県

㈱ワプル ０４３－４２１－３３４０ 千葉県 ㈱西崎防水工業 ０９８－９９５－１２４６ 沖縄県

ナナワ工業㈲ ０４３－２３７－８１００ 千葉県 賛助会員
大榮 ㈱君津支店 ０４３８－３６－９７０６ 千葉県 ㈱イチナ ０１１－２０４－８２２２ 北海道

㈲エスケー化成 ０３－５４３２－６０５０ 東京都 岩江化学㈱ ０２２－２２３－９１４６ 宮城県

㈱O.R.N ０３－５９９２－９６０１ 東京都 和光物産㈱ ０２５－２３３－３１１１ 新潟県

カタヤマ工営㈱ ０４２６－３５－４８３７ 東京都 化研マテリアル㈱ ０３－３４３６－４００１ 東京都

関東レジン工業㈱ ０３－３３８３－９８９８ 東京都 ㈱K・Cアスカ ０３－５６８７－８３９１ 東京都

桑原建材㈱ ０３－６４１１－００７３ 東京都 茶谷産業㈱ ０３－６６６７－２３６４ 東京都

㈱ケーワイ関城 ０３－３９０３－７０２１ 東京都 日東通商㈱ ０３－３２０６－８０５８ 東京都

㈱ケルビン ０３－３８６３－０１４１ 東京都 野口興産㈱ ０３－３９９４－５６０１ 東京都

㈱佐藤防水工業 ０３－３９１３－７４７１ 東京都 中部ネクセン㈱ ０５６１－５２－５１１１ 愛知県

スリーボンドユニコム㈱ ０３－５３２３－８６１０ 東京都 化研マテリアル㈱西日本支社 ０６－６３３９－１４１１ 大阪府

大昭産業㈱ ０３－３８０９－００８１ 東京都 ㈱島田商会(沖縄地区担当) ０６－６２６２－３４１１ 大阪府

高山工業㈱ ０３－３２６５－５６３１ 東京都 小川商事㈱ ０７５－６０５－６５４０ 京都府

東京樹脂工事㈱ ０４２－４６９－０６１１ 東京都 ㈱エフ・ティ・エス ０９２－６２４－２９３８ 福岡県

トーヨー科建㈱ ０３－３９４５－５１４０ 東京都 ㈱マシキ商会 ０９８－８４０－３３４５ 沖縄県

㈱マサル ０３－３６４３－５８５９ 東京都 協賛会員
山柿工業㈱ ０３－３８２２－３０１１ 東京都 第一建設工業㈱ ０２５－３８１－１２７０ 新潟県

奥山化工業㈱ ０３－３５７１－２７０３ 東京都 ㈱旭陽アクアレック ０４８－８６５－３８１２ 埼玉県

㈲上下水管理工業 ０４５－３１７－３６８７ 神奈川県 ㈱東洋技研 ０５２－８８２－９２３０ 愛知県

若井工業㈱ ０４４－５５５－０３３１ 神奈川県 ㈱アクアテック ０６－６４１３－３１３５ 大阪府

㈲佐野防水 ０５５－２７９－５３５３ 山梨県 エレホン･化成工業㈱ ０９７－５５２－２２５１ 大分県

㈱土屋工業 ０５５－２５１－４０６２ 山梨県 特別会員
東海・北陸・近畿ブロック 成瀬化学㈱ ０５９５－９７－８３００ 三重県

三公工業㈱ ０５４５－２１－３２４５ 静岡県 事 務 局
㈲浜成工業 ０５３－４３７－９３６４ 静岡県 〒１４０－００１３　　東京都品川区南大井６－１７－７　正栄プラザビル内

㈲浜松日化 ０５３－４７２－６９５５ 静岡県 TEL：０５０－１３８６－７９４７　FAX：０５０－３７３７－１２８５

㈱日本ビルサービス ０７６３－３３－１２０２ 富山県 E-mail : info@narucoat.jp Web :  http://www.narucoat.jp

北川瀝青工業㈱ ０７２－２４１－１１３１ 石川県

太建工業㈱ ０７７６－３６－５８６０ 福井県

㈱ｳｫｰﾀｰ・ﾌﾟﾙｰﾌ･ｴﾉｷﾔ ０５７６－２５－５０３３ 岐阜県

㈱アウトウォーター ０５２－９３５－５７５７ 愛知県

建材化工㈱ ０５２－９３１－０７６５ 愛知県

興立産業㈱ ０５２－８０３－５５３１ 愛知県

㈱ワイズケミカル ０５２－６１３－５５４６ 愛知県

スリーボンドユニコム㈱名古屋支店 ０５２－８０６－３３７７ 愛知県

滋賀ｺﾝｸﾘｰﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ０７４９－２８－２０６１ 滋賀県

松村建工㈱ ０７４９－４６－１２７７ 滋賀県

㈱明清 ０７７４－２２－８３４０ 京都府
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