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（株）アイエス工業所 大阪市城東区鴫野東3-5-13 06-6961-2488 アイエス式Ｆ号ボールタップ（定水位弁）、水位調整機能付複式ボールタップ、伊勢式ボールタップ（複式）、単式ボールタップ、その他特殊ボールタップ、ジャスト給水システム(水位制御) https://www.is-jp.com/

あいおいニッセイ同和損害保険（株）　東京南支店 東京都大田区南蒲田2-16-1 テクノポートカマタセンタービル5階 03-5714-2032 損害保険、生命保険全般

愛知時計電機（株）　東京支店 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー18F 03-5323-5350 都型伸縮補足管（組合共同購買品）、水道メータ

（株）アイテック 新潟県上越市春日山町2-5-37 025-526-4718 IT情報機器販売およびメンテナンス、システム開発および販売・給排水申請CADシステム「けんしんくん」・工事写真アルバム作成システム「工事写真プランナー」・設備業向　顧客総合管理システム・工事原価管理システム・販売管理システム https://www.itech-net.co.jp/

（株）アイビージェイ　東京営業部 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-15-5  DSビル4F 03-3354-5931 アフラックの保険商品全般 https://ibj-ibgrp.co.jp/

（株）アカギ 東京都中央区新富1-19-2 03-3552-7121 配管支持金具類、建築設備資材類 http://www.akagi-nt.co.jp/

アズビル金門（株）　東京支店 東京都豊島区北大塚1-14-3 大塚浅見ビル 03-5980-5035 都型伸縮補足管（共同購買品）、水道メータ、各種流量計、漏水調査機器

（株）アドヴァンス企画 東京都中央区日本橋浜町2-61-9 TIE浜町ビル6階 03-3669-2795 展示会に於ける企画・設計・造作・設営、インクジェットプリンターによる出力（大型プリンター）9台持参、ハレパネ・ボード、パネルの販売（（株）JSP販売代理店）、HPの代理店等

アロン化成（株）　東京支店　管材事業部 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8F 03-3502-1443 水道設備関連製品、下水道関連製品、土木・産業資材関連製品、電力・通信関連製品 https://www.aronkasei.co.jp/

（有）あんしん保険事務所 東京都大田区南蒲田3-15-4 03-5735-6271 損害保険、生命保険の保険代理店業務

アンデス産業（株） 東京都墨田区石原4-14-12 03-3625-5566 上下水道設備器材、鋳鉄製マンホールカバー

因幡電機産業（株）　電工事業部東日本第1営業部　首都圏２課 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川11F 03-5783-1723 給水給湯排水システム、リフオームダクト（JD）、防火区画貫通部材（IRV、IRGC）、ロングフレキ（BF、B）、配管工具他

（株）インフォシステム 東京都内神田3-4-4 寿々木ビル2F 03-6811-6972 上下水道申請図面用CADソフト「水道くん」の開発・販売、パソコン及びパソコン周辺機器の販売管理、通信機器の販売レンタル、ソフトウェアの販売管理、事務用品の販売 https://infosystem.co.jp/

インフラサポート協同組合 東京都世田谷区玉川台2-21-14　ＫＹ用賀ビル１階 03-5491-6221 外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業

一般社団法人魚沼市観光協会 新潟県魚沼市吉田1144 025-792-7300 魚沼市内各種観光施設等の案内

内村物産（株） 東京都板橋区常盤台3-21-4 03-3558-3060 アフラック生命保険「がん保険ほか、医療保険・介護保険・終身保険など」 http://www.uchimura-bussan.co.jp

SFA Japan（株） 東京都中央区日本橋箱崎町20-3 箱崎公園ビル7F 03-5623-3151 排水圧送粉砕ポンプ（サニプロ、サニアクセス3）、排水圧送ポンプ（サニシャワー、サニスピード）、圧送粉砕揚水ポンプ（サンキュービック2クラシック） http://www.sfa-japan.jp/

（株）荏原製作所　東京支社 東京都大田区羽田旭町11-1 03-6275-6500 荏原製品（ポンプ、送風機）の販売・サービス・工事等

（株）FMバルブ製作所　東京支店 東京都文京区本郷4-37-18 いろは本郷ビル6F 03-5615-8852 FMバルブS-3型、3型、1型、同 ユニット型A-2、S-2、FMバルブレベルキャッチャ-、同 緊急遮断弁、同 電動式定水位弁、同 電磁弁、同 減圧弁 http://www.fmvalve.co.jp

（株）MKR 東京都豊島区西池袋5-13-15 笠原ビル102号 03-6907-2267 警備業

大肯精密（株） 東京都大田区仲池上2-19-6 03-3755-3311 電動穿孔機・A2SA2-10(フェニックス)75mm、100mm用、A2SA2-15(フェニックス）75mm～150mm、A-2R（ファルコン）25mm～50mm用、A-4（ホーク）25mm用、防錆用コア挿入機（密着コア用）他

（株）オンダ製作所　東京営業所 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル3F 03-5822-2061 給水、給湯、灯油、ガス等のバルブと管継手および樹脂パイプ継手の設計・開発・製造および販売

（株）カイタックトレーディング 千葉県松戸市東松戸1-13-4 03-5829-4962 繊維製品総合卸（各種ユニフォーム、事務服等）

兼工業（株） 東京都墨田区緑4-20-7 アステ21ビル5F 03-3635-4541 ボールタップ、定水位弁、減圧式逆流防止器等の製造・販売 https://www.kanevalve.co.jp

（株）川本製作所　東京支店 東京都豊島区南大塚2-10-3 03-3946-1161 自動給水装置、各種ポンプ製造・販売 https://www.kawamoto.co.jp/

（株）カンツール 千葉県松戸市南花島向町315-5 03-5427-6261 排水管および下水道の維持管理用機械器具の製造・販売 https://kantool.co.jp/

（株）キッツ　給装営業部 東京都中央区日本橋3-10-5 043-299-1760 バルブ及びその他の流体制御機器、給水装置（サドル分水栓、ボール止水栓、継手、メーターユニット他）の製造・販売

キャタピラーイーストジャパン（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 OCEAN GATE MINATOMIRAI 03-5334-5655 ブルトーザ、ホイールローダ、油圧ショベル等建設機械

賛 助 会 員 一 覧



令 和 ４ 年４ 月１ ８日 時点

会社名 住所 電話番号 取扱品目 ホームページURL

（株）協成　東京本社 東京都中央区日本橋蛎殻町2-14-5 KDX浜町中ﾉ橋ビル6F 03-5642-2302 キーロンパイプ、ステンレスフレキ管、バルブ、ガバナ、ポリエチレンパイプおよびポリエチレンバルブ

（株）ケイヒン 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1-1 045-453-1611 電磁弁、電動弁、空気圧操作弁、定水位弁、定流量弁、比例制御弁等各種自動弁の販売、自動散水システム（ゴルフ場、果樹園、グランド、緑地等）の設計・施行 https://www.keihin-ve.co.jp

（株）KVK　東京営業所 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 KVK日本橋浜町ビル3階 03-5962-3925 給水栓、給排水金具の製造・加工および販売

（株）小泉 東京都杉並区荻窪4-32-5 03-3393-2511 管工機材、住宅設備機器、機械工具他の販売

（株）光明製作所　関東営業所 千葉県野田市上三ｹ尾字平井253-1 04-7120-3431 仮設配管資材「リユーズシステム」・各種水道器具‥サドル付分水栓・止水栓・ポリエチレン管金属継手・給水栓・止水栓・継手類（PE・PV・SUSパイプ用）・応急給水栓・戸別メータユニット他

コスモ工機（株） 東京都港区西新橋3-9-5 03-3435-8810 管路維持管理関連製品の製造販売、施工

（株）コンピュータシステムハウス 福島県郡山市喜久田町卸3-37-2 024-963-2150 パソコン用アプリケーションソフト開発・販売

（株）SANEI（株）　東京支店 東京都江東区亀戸2-7-4 03-3683-7471 水栓金具、単水栓、湯水混合栓、シャワー、止水栓バルブ、各種継手、配管部品、トイレ部品、ボールタップ、排水器具、バス用部品、散水器具、ガス付属金具等の製造・販売

（株）シティー・ロード 東京都千代田区外神田4-8-5 クレイン末広7F 03-3526-3700 広告業（企画デザイン、印刷物、屋外広告、サイン一式）、内装（インテリア関係一式）、鋼構造物（金属関係加工物）

（株）清水合金製作所　東京営業所 東京都新宿区西新宿4-2-18 三共西新宿ビル3F 03-3370-6586 上下水道用バルブ（ソフトシール仕切弁・消火栓・空気弁・補修弁・減圧弁・バタフライ弁他）、水処理装置（アクアレスキュー、アクアMF）

（株）消防試験協会 東京都墨田区東墨田3-10-6 03-5247-1248 消防用設備等の試験、点検、届出書作成（消防用設備：主には連結送水管、屋内消火栓、スプリンクラー設備等） http://ssknet.jp

昭和電工建材（株）　管材設備営業部 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8 045-444-1693 土木材、防水材（ハイモル、セレシット、ショウゼット他）、耐火二層管（ケイプラパイプ）、排水立管防音システム他 https://www.sdk-k.com/keipla/

（株）昭和螺旋管製作所 東京都北区浮間5-3-3 03-3966-2286 水道用波状ステンレス鋼管、水道用フレキシブル継手、水道用伸縮継手、一般用伸縮継手、スプリンクラー用巻出管、消防法可とう管、ベローズ型伸縮管継手他 https://www.showarasen.co.jp/

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24 03-5550-4787 生命保険全般 https://www.sumitomolife.co.jp/

積水化学工業（株）　東日本支店　建築営業部東京設備システム営業所 東京都港区虎ﾉ門2-10ｰ4 オークラプレステージタワー 03-5521-0641 管工機材製品全般

（株）セレモア 東京都新宿区四谷4-19-7 03-5379-0111 葬儀一式、仏壇・仏具の販売、患者移送サービス、介護用品レンタル・販売 https:www.ceremore.co.jp

全国設備業IT推進会 東京都千代田区岩本町2-8-8 栄泉岩本ビル2F 03-5821-9761 設備業向けソリューション、給排水申請図作成CAD、水道本管工事用CAD

ダイキンHVACソリューション東京(株) 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー14階 03-5447-3390 空調冷凍機器・装置

大成機工（株）　東京支店 東京都中央区日本橋1-2-5 榮太楼ビル7F 03-5201-7771 水道資材、特殊継手類（特殊押輪類、塩ビ用継手類、可とう管、割T字管、補修材他）、不断水工事

（株）大白社 東京都板橋区志村2-11-3 03-3558-7100 葬儀全般、生花手配、仏壇・仏具の販売等 http://www.daibyakusha.com/

（株）タブチ　東京支店 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F 03-6899-2620 サドル分水栓、メーターバイパスユニット、都型仕切弁、排水弁セット、各種継手類、減圧逆流防止器、波状管類 https://www.tabuchi.co.jp

（株）テラル　東京支店 東京都文京区後楽2-3-27 テラル後楽ビル4階 03-3818-6753 ポンプ、送風機、給水装置、全熱交換器、ろ過装置、生ゴミ処理システム、その他関連機器の製造・販売および環境関連設備工事 https://www.teral.net/

東京ガス（株）　導管部導管G 東京都港区海岸1-5-20 03-5400-7531 都市ガス事業

（株）東京葬祭 東京都江戸川区南小岩5-4-16 03-3671-6111 葬儀・儀式サービス及びアフターサービス全般 http//www.tokyo-sousai.co.jp

TOTO（株）　東京支社 東京都渋谷区代々木2-1-5 JR南新宿ビル5F 0570-037301 衛生陶器、システムトイレ、腰掛便器シート、内外装用タイル、水栓金具、給湯器、システムキッチン、洗面化粧台、マーブライトカウンター、各種浴槽、浴室換気暖房乾燥機他
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東洋計器（株）　東京支店 東京都三鷹市大沢3-1-2 0422-39-3602 水道メータ、各種流量計、都型伸縮補足管（共同購買品）

東洋バルヴ（株） 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング8F 03-6262-1679 バルブ全般

日栄インテック（株） 東京都荒川区西尾久7-57-8 03-3810-7651 配管支持金具（吊バンド、立バンド、床バンド、消火設備、Uボルト等）、ジャクージバス、立体駐車場装置、バーコードリーダー、乾式2重床

（株）日邦バルブ　東京支店 東京都新宿区西新宿7-22-35 西新宿三晃ビル2F 03-5338-2231 水道用給水装置、設備用器材製造・販売 https://www.nippov.co.jp/

日本エマソン（株） 東京都品川区東品川1-2-5 リバーサイド品川港南ビル5F 03-5769-6953 計測機器、配管工具、洗浄器、管内検査カメラ、埋設管路探知機

日本管材センター（株） 東京都中央区八丁堀2-24-3 PMOビル 03-5541-5111 配管機材、住宅ビル設備機器、配管システム全般

日本ヘルメチックス（株） 東京都品川区西五反田1-29-2 吾作ビル 03-3492-3627 水道用・ガス用・一般配管用シール剤(ヘルメシール）、多目的配管用シール剤・防蝕剤（ヘルメシール）、継手部漏水補修剤（新タイメイバンド、ヘルメタイト）他

（株）ノーリツ　東京支店 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル8F 03-5908-3831 ガス温水機器、石油温水機器、システムバス、システムキッチン、洗面化粧台、業務用ろ過システム、空調機器、温水暖房システム他

（株）ハジメ 東京都北区豊島8-5-19 03-3927-0111 冷暖房機器・給湯器・ソーラー機器関連部材・バストイレ関連機器部材の販売、ソーラーリモコン・デジタル式《圧力記録》検査器・空圧式漏洩検査器・漏水検査器等の製造販売

橋本産業（株） 東京都千代田区神田紺屋町34 03-3257-7007 ポンプ、送風機、冷却塔、ボイラー、モーター、空調機器、換気機器、給湯器類、継手、バルブ、プラスチックバルブ、プラスチック加工品の販売、各種設備機器類の施行及び修理メンテナンス http://www.hashitatsu.co.jp/

橋本総業（株） 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 03-3665-9111 管工機材、住宅設備機器全般 https://www.hat.co.jp/

（株）八芳園 東京都港区白金台1-1-1 03-3443-3111 各種ご宴会、披露宴

（株）パロマ　東京支店東京営業所 東京都江東区平野2-2-4 パロマ深川ビル 03-5646-1860 ガス給湯器、ガス設備機器・販売

（株）日立産機システム　ドライブシステム事業部 東京都千代田区外神田1-5-1 住友不動産秋葉原ファーストビル 03-4345-6073 モートル、インバータ、各種コントローラ、変圧器ポンプ他 https://www.hitachi-ies.co.jp/products/pump/index.html

日之出水道機器（株）　東京営業所 東京都千代田区二番町7-5 二番町平和ビル3F 03-5212-1817 上下水道用各種V型鉄蓋、各種鉄蓋用レジンコンクリート下桝、NTT・電力・ガス用各種鉄蓋、FRPメータボックス、樹木保護盤、カラー鉄蓋、雨水桝鉄蓋

（株）ファーストクラス 東京都新宿区荒木町11 橘家ビル1F 03-3355-5661 コンパニオン（宴席・イベント）の請負、ナレーター、司会者、イベントスタッフの請負、外国人（モデル・イベント）の請負、他 http://www.1st-class.co.jp

フジテコム（株）　東京支店 東京都千代田区神田佐久間町2-20 翔和秋葉原ビル3階 03-3865-2960 漏水探知器、埋設物探知器、水圧測定器 https://www.fujitecom.co.jp/

フネンアクロス（株）　東京営業所 東京都豊島区東池袋1-17-8 NBF池袋シティビル5F 03-5911-4080 耐火二層管フネンパイプ、換気用フネンパイプ、フネン発泡三層硬質塩化ビニル管、フネンアクロスパイプ、単管式排水継手アクロスジョイント、小口径フネンパイプ

ブリヂストン化工品東日本（株） 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館4F 03-4590-7000 工業資材、建設資材、工業用ゴム、樹脂製品の販売および施工

（株）ヘルメチック 東京都新宿区高田馬場1-9-27 03-3200-7289 配管用シール剤（ヘルメチックF109、F119、F333）、万能接着剤（Ht-Bond777）、防水充填接着剤（HT-Resin）、水中硬化型塗装剤・接着剤（アクアコート他）、その他関連資材

前澤給装工業（株）　東京営業所 東京都目黒区鷹番2-14-16 03-3711-6331 水道用給水装置機材・器具の製造・販売、さや管ヘッダー工法・QUMEXの製造・販売

丸大食品（株） 東京都江東区枝川2-23-2 03-3647-3270 ハム・ソーセージ、調理加工食品、生肉等製造販売、お中元・お歳暮期の贈答品

（株）ミナミサワ 千葉県浦安市入船4-6-12 047-321-4051 フラッシュバルブ式便器用自動洗浄器「フラッシュマン」シリーズ、自動水栓「水すいSui-sui」シリーズ https://www.minamisawa.co.jp/

ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社 東京都板橋区中丸町13-1 ゲオタワー池袋2F 03-6905-8040 電気工具製造・販売メーカー https://www.milwaukeetool.co.jp/

名鉄観光サービス（株）　新宿支店 東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル6F 03-3343-0631 邦人・外国人の国内・海外旅行取扱い業務、内外の航空・船舶・鉄道・バスその他各種運輸機関の乗車船券類の発売、両替商業務、入場券販売、保険代理店業他

モスト企画（株）　東京支店 東京都世田谷区玉川台2-28-5 コンド玉川台601 03-3707-3500 上下水道申請業務用「エジソンCAD」、給水本管竣工事図用「エジソン本管CAD」

ユニット（株）　城南営業所 東京都渋谷区恵比寿1-25-7 恵比寿清水ビル2F 03-5795-2963 配管識別用品・バルブ表示用品・安全標識・安全用品等の販売 https://www.unit-signs.co.jp/

（株）ヨシタケ 東京都中央区八丁堀3-12-8 03-6858-9351 減圧弁、安全弁、ストレーナ、スチームトラップ、温度調整弁、サイトグラス、伸縮管継手、自動空気抜き弁

令 和 ４ 年４ 月１ ８日 時点

賛 助 会 員 一 覧



会社名 住所 電話番号 取扱品目 ホームページURL

四谷労務コンサルティングオフィス 東京t新宿区三栄町3-7 森山ビル602 03-3359-5254 社会保険関係の事務代行、各種助成金の申請代行他

（株）LIXIL　営業本部 東京都江東区大島2-1-1 LIXIL WINGビル 03-4335-7902 衛生陶器、水栓金具、浴槽、洗面化粧台、システムキッチン、ユニットバス、給湯器、タイル

リンナイ（株）　関東支社 東京都品川区東品川1-6-6 03-5783-3454 リンナイ製機器の販売（ガス給湯器、ビルトインコンロ、温水式浴室乾燥暖房機、その他リンナイ製品全般）

レッキス工業（株）　東京支店 東京都練馬区谷原5-13-30 03-5393-6011 パイプねじ切り機、切断機、融着機、銅管工具、ダイアモンドコアドリル他

渡辺パイプ（株） 東京都墨田区亀沢1-4-7 03-3626-3131 管工機材・住宅設備機器・電設資材の販売、温室の設計・施工・販売

イシグロ 東京都中央区八丁堀4-5-8 050-1704-7011 各種配管機材

㈱H＆Company 東京都港区南青山2-11-16 METLIFE青山ビル8階 03-6447-4439 WEBサイトの企画・運営(工事士.com、施工管理求人.com)、助成金自動診断サービス、建設業界専門のCMSサービス

㈱オーエムアイ 東京都足立区皿沼2-13-13 コンビニエンスオフィス栄昌104 03-5647-9831 塩ビ管コーナーカッター、汎用切削工具、精密切削工具


