賛

助

会

員

賛

助

会

愛知時計電機株式会社 東京支店
代表者名
〒163−6018
電

支店長

橋本

員

朝日機器株式会社 東京支店

治

代表者名

東京都新宿区西新宿 6−8−1
新宿オークタワー18階
話 （03）5323−5352

〒101−0051

ＦＡＸ （03）5323−0271

会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

橋本

・衛生厨房設備、防災・消火設備、電気設備に関する機器及
び材料の販売
・環境設備、公害防止設備、省エネルギー設備、コージェネ
レーション設備に関する機器及び材料の販売

代表者名

営業所長

伊東

裕昭

〒243−0432
電

海老名市中央 2−9−50
海老名プライムタワー
話 （046）233−1725

ＦＡＸ （046）233−6123

会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

ビルディングオートメーションのエキスパートとして培った豊富
な経験と実績に基づき、多様化するお客様のニーズに的確かつ迅速
に対応する意欲的なソリューションプロバイダとして、お客様の課
題を解決致します。開発から製造、販売、施工、エンジニアリング、
メンテナンスサービス、管理までを一貫して提供できる事業体制を
活かし、建物と環境にかかわる省エネルギー、省資源、快適、安全、
利便性を実現する先進の制御技術、ネットワーク技術で、建物価値
の向上について最適なご提案を致します。
取扱品目：中央監視装置、自動制御機器、セキュリティシステム、
医療品環境データ記録システム、クリティカル環境シス
テム、他

イシグロ株式会社 横浜支店

アズビル金門はガスメーター・水道メーターの開発と生産におい
て100年を超える歴史を持ち、都市ガス・LPガス・水道のメーター、
各種流量計、計装システムなどの研究開発・生産・販売および工事・
サービスなどを提供しております。
水道メーター関係…一般型水道メーター、隔測式水道メーター、電子
式水道メーター、電池電磁水道メーター、温水メーター、
積算熱量計、温泉メーター、オイルメーター、電磁流量計
ガスメーター関係…ガスメーター、マイコンメーター、ルーツメーター、
タービンメーター、超音波ガスメーター、メーターユニット
システム関係…無線検針システム、自動検針システム、集中検針シス
テム

株式会社 立売堀製作所 横浜営業所

正洋

代表者名

〒231−0007
電

の販売

アズビル金門 株式会社 神奈川営業所

知之

佐久間

東京都千代田区神田神保町 3−29−1
住友不動産一ツ橋ビル4階
電 話 （03）6867−0951

関連機器及びソフトウェア、通信用機器などの販売と製造

横浜市西区みなとみらい 2−2−1
横浜ランドマークタワー44階
電 話 （045）224−1550
ＦＡＸ （045）224−1543

支店長

輝好

・自動制御設備に関する機器・計器・監視盤・コンピュータ

〒220−8144

代表者名

田畑

・冷暖房空調機器、冷凍機、ボイラー並びに附属機器・材料

アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー
横浜支店
支店長

取締役支店長

ＦＡＸ （03）6867−0962

1898年わが国精密機器産業の草分けとして創立以来、精密機器の総合メ
ーカーとしてまい進しております。
・水道メーター関連機器−ビル・マンション向け集中検針、上水・工業用な
ど取引証明や管理用メーター、外部電源不要の電
磁式水道メーター
・計装システム機器−工場などの製造工程や水処理用各種計測機器、配水池、
下水処理場などの水位計、水質計、排水向け非満水型
をはじめとする電磁流量計、高齢者対応で水センサー
を使用した緊急通報システム
・ガスメーター、関連機器−管理用タービンメーターやマイコン式ガスメー
ター、自記圧力計、ガスガバナー、自動検針
システム 他

代表者名

（五十音順）

横浜市中区弁天通 4−59
第一生命ビルディング4階
話 （050）2016−1041

所長

沼田

義之

〒231−0057
電

ＦＡＸ （045）273−0817

横浜市中区曙町 2−19−1
曙町新井ビルディング11階
話 （045）252−0291

ＦＡＸ （045）252−2771
消防機器の製作・販売を行っております。
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

総合配管機材商社「イシグロ株式会社」は、商品を購入頂く
お客様のご愛顧と、商品を提供頂くメーカー様のご厚意により
創業以来80年に渡り大きな発展を遂げて参りました。
現在イシグロは、お客様に一番初めに思い起こし声をかけて
頂ける会社「ファーストコールカンパニー」をめざして新たな挑
戦を始めています。
その目標のために、厳しい基準で商品の検査を行う研究施設
ラボラトリーをはじめ、商品の安定供給・即納体制を確立する
物流拠点・東京ステーション、全国30数箇所の営業所・支店ネ
ットワークを強化、さらに独自の提案力で、さまざまなご要望に
きめ細かくお応えできるよう、より一層の努力を続けています。
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・メイン商品は屋内消火栓機器、SP機器などです。

株式会社 イワサワ
代表者名

代表取締役

岩澤

株式会社 内田洋行ITソリューションズ
昌之

代表者名

〒221−0045 横浜市神奈川区神奈川 2−16−15
電 話 （045）461−1149

代表取締役

新家

俊英

東京都港区新橋 6−1−11
Daiwa御成門ビル
話 （03）5777−6621

〒105−0004
電

ＦＡＸ （045）450−1541

ＦＡＸ （03）5777−6620
当社は、1969年3月に設立して以来、内田洋行グループの

当社は1925年4月に創業して以来、神奈川県を中心として、
業務の内容としては、食品・運輸・ガスの3事業部からなり、
食品事業部は青果物全般の卸売業、運輸事業部は医療・工業
用各種ガスの運送業、ガス事業部は医療・工業用各種ガスの
製造・販売、各種ガス供給設備の設計・施工・メンテナンス、

会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

「地域社会に貢献する」をコンセプトに事業を展開しています。

荏原実業株式会社
ストラクチャー営業部 部長

を蓄積し、高品質・低コストでのワンストップサービスをご
提案・サポートしてまいりました。現在、販売管理をベース
に工事管理機能と保守（修理点検）機能を付加させたソフト
ウェア「スーパーカクテルデュオ設備工事・保守」を空調衛
生設備業のお客様向けに導入支援させていただいております。

在宅酸素療法などのホームケア・サービスを行っております。

代表者名

情報関連事業中核会社として、様々な業種、業務のノウハウ

株式会社荏原製作所 神奈川支店
星崎

利明

代表者名

支店長

加藤

巖

〒104−8174 東京都中央区銀座 7−14−1
電 話 （03）5565−5062

〒222−0033 横浜市港北区新横浜 1−9−1
電 話 （045）472−0611

ＦＡＸ （03）5565−2897

ＦＡＸ （045）472−1007

・荏原製作所製品（冷凍機、冷却塔、ボイラー、ポンプ、フ
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

ァン）各種販売
・各種設備用機器架台の設計、製作、取付け工事
（ポンプユニット、各種ユニット製作）
・リニューアル工事

全般

大江管材タイル 株式会社
代表者名

代表取締役

大江

荏原グループの一員として、ポンプ、送風機を中心に各種
荏原製品の販売、据付、試運転、保守、全分解修理を主な営
業品目としています。
主な販売製品は以下のとおりです。
・直結給水ユニット、高層ビル用給水ユニット、樹脂製汚水
汚物水中ポンプ、空調用ポンプ、送風機各種、省エネポンプ、
消火ポンプ各種

岡部バルブ工業 株式会社 横浜支店

菊宣

代表者名

支店長

森安

基喜

〒232−0004 横浜市南区前里町 3−53
電 話 （045）231−6151

〒220−0073 横浜市西区岡野 2−3−18
電 話 （045）565−9405

ＦＡＸ （045）241−8504

ＦＡＸ （045）565−9406

創業昭和26年以来 “誠意と感謝” をモットーにお客様から
取扱品目は管工機材、住宅設備機器、空調機、タイル等の
総合卸商社です。

・管工機材類ならびに住宅設備機器の総合商社です。
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

信頼される企業を目指し、研鑽と努力を重ねて居ります。

・神奈川県下では横浜・横須賀・平塚・相模原・小田原の5事
業所があり、地域に密着した営業展開を行っております。
・「貢献・感謝・善意」をモットーに、これからもお客様のお
力になれるように企業努力を続けてまいります。
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株式会社 川本製作所 横浜営業所

神奈川綜合設備株式会社
代表者名

代表取締役

三澤

代表者名

励太

所長

山下

哲彦

〒220−0053 横浜市西区藤棚町 1−49
電 話 （045）241−5309

〒223−0057 横浜市港北区新羽 343
電 話 （045）534−0201

ＦＡＸ （045）241−5309

ＦＡＸ （045）534−0221

・昭和42年設立

大正8年創業以来、つねに時代をリードするポンプの研究開

信頼と実績で提供します。
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

・冷暖房機器販売
・冷暖房設備工事・リニューアル・メンテナンス
・換気設備工事・リニューアル・メンテナンス
・その他

衛生設備・電気設備

工事全般

発、技術水準の向上に努めており、
「信用第一」「品質本意」「旺
盛なる責任」を社是として掲げ、ポンプの生産を通じて産業
の発展、生活の向上など社会に貢献しています。
・直結増圧ブースター、自動給水ユニット、消火用ユニット、
排水水中ポンプ、空調・衛生用ポンプ他各種ポンプ製造・
販売及び保守点検、分解整備等のリニューアル工事

空研工業株式会社 東京支店
代表者名

取締役 東京支店長

川上

グルンドフォスポンプ株式会社

晃

代表者名

白川

英夫

〒141−0022 東京都品川区東五反田 1−6−3
電 話 （03）5448−1445

〒105−0011
電

代表取締役社長

東京都港区芝公園 1−3−1
留園ビル8階
話 （03）5776−4961

ＦＡＸ （03）5448−9619

ＦＡＸ （03）3431−6568
冷却塔、吹出口類、ダンパー類、防災機器類

製造販売
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

グルンドフォスポンプ㈱は、静岡県浜松市に組立／配送工
場を有し、全国に配置した9の営業拠点、数多くの販売店を通
じて各地のお客に対応しています。
わたしたちは、お客様と長きにわたる関係を築くためには、
質の高いアフターサービスとサポートが何よりも大切と考え
ています。このため、全国を網羅するサービスネットワーク
を構築。各地のお客様に迅速かつ確実なサービスをご提供で
きる体制を整えています。
取扱品目＝高効率ポンプ（空調、衛生、産業向け）

株式会社 島倉鉄工所

株式会社 小泉神奈川
代表者名

代表取締役

星

代表者名

文一

嶋倉

晃重

〒104−0061

東京都中央区銀座 4−11−6
島倉ビル7階
電 話 （03）3543−8931
ＦＡＸ （03）3546−6225

〒 223 − 0052 横浜市港北区綱島東 5 − 8 − 34
電 話 （045）542 − 5772
ＦＡＸ （045）542 − 5779

・住宅設備機器総合商社及び関連事業等

【製缶類】
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

・住宅設備、配管部材、建材、電設資材、オール電化

代表取締役社長

・ 貯湯タンク、熱交換器、蒸気発生器、蓄熱槽、オイルタンク、
各種ヘッダー、電気温水ボイラー、プレートライニング（貯
湯タンク、蓄熱槽etc）、プレート型熱交換器（アルファ・
ラバル社製）、耐震型貯水タンク（GANJYO）、鋼板製パネ
ルタンク、FEP製パネルタンク（三菱樹脂製）、NEW貯湯槽、
第一種圧力容器等タンク類の保守管理点検
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新晃工業株式会社 東京支社

ジョンソンコントロールズ株式会社
代表者名

執行役員横浜支店長

〒231−0005

角井

代表者名

利樹

・セントラル空調機器のトップメーカー

空気調和自動制御システムの設計・施工・メンテナンス全般
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

中央監視制御システムの設計・施工・メンテナンス全般
空気調和自動制御機器の製造、および販売

・ 空調機、ファンコイルユニット、クリーンルーム機器の設計・
製造・販売

積水アクアシステム株式会社
タンクシステム事業部 東京営業部

株式会社 清康社
村井

芳明

ＦＡＸ （03）5640−4189

ＦＡＸ （045）212−2269

取締役社長

酒井

〒103−0007 東京都中央区日本橋浜町 2−57−7
電 話 （03）5640−4159

横浜市中区本町 3−30−7 横浜平和ビル
電 話 （045）212−2776

代表者名

支社長

武夫

代表者名

東京営業部長

武知

修

〒104−0045

〒231−8601 横浜市中区富士見町 3−2
電 話 （045）253−5000

電

ＦＡＸ （045）253−5009

東京都中央区築地 4−7−5
築地KYビル8階
話 （03）5565−6520

ＦＡＸ （03）5565−6521
三菱電機グループの一員（三菱電機（株）代理店）として
にシステムの販売を行っております。
・FA機器及びメカトロニクス製品、自動車用電装品、冷熱シ
ステム機器
・情報・交通システム機器、産業システム機器、環境システ

・FRP製パネルタンク
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

1921年の創業以来、神奈川・東京を中心に電機機器製品並び

・ボルト組立式ステンレスパネルタンク
・耐熱（FRP・SUS）パネルタンク
・緊急遮断弁
・FDNS工法（不断水パネルタンクリニューアル工法）
ためとく

・貯得（災害時対応型給水システム）

ム機器

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー
東日本支店 横浜営業所
代表者名

所長

半田

ダイキン工業株式会社 東京支社

忠

代表者名

〒220−0004
電

横浜市西区北幸 2−8−4
横浜西口KNビル6階
話 （045）311−9115

空調営業本部 設備営業部長

〒108−0075

松田

東京都港区港南 2−18−1
JR品川イーストビル
電 話 （03）6716−0355
ＦＡＸ （03）6716−0221

ＦＡＸ （045）311−9118
①管工機材及び建材の製造・販売

・空調機器製造・販売

各種継手類
・雨とい、エクステリア製品、断熱材
②住・社会インフラをトータルサポート
・戸建住宅、集合住宅・オフィスビル、マンションリニュー

会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

・塩ビパイプ、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン管、及び

アル、工場、公共

− 20 −

・化学製品製造・販売
・油圧機器製造・販売
・電子機器製造・販売

哲

ヒーバック

テラル株式会社 東京支店
横浜第1・第2営業所

ダイキンHVACソリューション東京株式会社
神奈川営業本部
代表者名

取締役営業本部長

清水

代表者名

博樹

ＦＡＸ （045）450−5352

ＦＡＸ （045）224−8535

・ポンプ、送風機、給水装置、全熱交換器、ろ過装置、生ご

・空調冷凍機器・装置の販売及び設計・施工
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

・一般住宅用空調機器の販売及び設備工事
・店舗オフィス、ビル用空調機器の販売及び設備工事
・産業用空調機器の販売及び設備工事
・大型・小型冷凍冷蔵庫機器の販売及び設備工事

東芝キヤリア株式会社 首都圏ルート営業部
首都圏営業第二担当
グループ長

宮原

悟之

横浜市神奈川区新浦島町 1−1−25
テクノウェイブ100 10階
電 話 （045）450−5351

横浜市中区山下町 22
山下町SSKビル7階
話 （045）225−3871

代表者名

藤本

〒221−0031

〒231−0023
電

所長

み処理システム、その他関連機器の製造・販売及び環境関
連設備工事

東テク株式会社 横浜支店

淳

代表者名

〒212−8585 川崎市幸区堀川町 72−34
電 話 （044）331−7443

執行役員 支店長

小林

拓也

〒231−0021
電

ＦＡＸ （044）548−9583

横浜市中区日本大通 18
KRCビル7階
話 （045）681−3641

ＦＡＸ （045）651−6431
・空調機器販売
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

1．店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチシステム、設備用パッケ
ージエアコン
2．産業用空調、
熱源システム（チリングユニット、
パッケージエアハン、
ファンコイルユニット）
3．ヒートポンプ給湯機
4．ルームエアコン
5．コールドチェーン機器（ショーケース、
冷凍機、
クーリングユニット）
6．換気扇、換気システム
7．コンプレッサー

支社長

伊藤

・パッケージ型エアコン、マルチエアコン他
・中央監視装置、空調制御装置他
・各種バルブ、コントローラー他

TOTOアクアエンジ株式会社 横浜支店

竜一

代表者名

〒220−8134

横浜市西区みなとみらい 2−2−1−1
横浜ランドマークタワー34階
電 話 （045）224−1888
ＦＡＸ （045）224−1872

支店長

田坂

浩章

〒231−0047

横浜市中区羽衣町 2−7−10
関内駅前マークビル7階
電 話 （045）250−5714
ＦＡＸ （045）250−5722

1. レストルーム商品…衛生陶器、システムトイレ、腰掛便器用
2. バス・キッチン・洗面商品…ユニットバスルーム、水栓金具、
システムキッチン、洗面化粧台
3. その他…クリーンドライ
（ハンドドライヤー）
、浴室換気暖房

「生活環境」を創造するＴＯＴＯアクエアのトライアングル
快適な環境を創造するために、
明日の空間を提案するために。
弊社は、一人ひとりのノウハウと技術力を結集して、
さまざまなニーズに対しフレキシブルに対応してまいります。
「提案」「設計・施工」「販売」のトライアングル、
それがＴＯＴＯアクエアの「総合力」です。

会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

シート（ウォシュレットなど）等

乾燥機等

・大型・中型冷凍機、ターボ冷凍機他

・太陽光発電設備

TOTO株式会社 横浜支社
代表者名

・計装工事・その他工事

・ＴＯＴＯ製品及び、空調、衛生、給湯設備機器の販売
・水まわり改修工事の提案、プランニング、施工
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株式会社トシマ 神奈川管材営業所
代表者名

所長

佐々木

株式会社 日本イトミック

淳

代表者名

〒231−0825 横浜市中区本牧間門 36−9
電 話 （045）621−5461

代表取締役社長

〒131−0045
電

ＦＡＸ （045）621−5490

守屋

浩文

東京都墨田区押上 1−1−2
東京スカイツリーイーストタワー24階
話 （03）3621−2121

ＦＡＸ （03）3621−2130
・管工機材並びに住宅関連資材及び水道用資材の販売とそれ
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

に付随する業務

日本管材センター株式会社
代表者名

代表取締役社長

〒104−8401
電

関根

・当社は電気温水器の専業メーカーとしてお客様のご要望に
お応えする様々な製品を開発・販売致しております。
・安全でクリーンな電気温水器は官公庁施設、オフィスビル、
商業施設等に採用頂いております。貯湯タンクの無い瞬間
式も好評です。
・CO2冷媒を使用した業務用エコキュートはパワフル＆低ラ
ンニングコスト。安全性を重視される老健施設、学校給食
センター等にも採用頂いております。

日本電技株式会社 横浜支店
代表者名

章人

執行役員 支店長

田口

昌利

〒221−0013

横浜市神奈川区新子安 1−2−4
オルトヨコハマ・ビジネスセンター3階
電 話 （045）438−1211

東京都中央区八丁堀 2−24−3
PMOビル
話 （03）5541−5111

ＦＡＸ （045）438−1282

ＦＡＸ （03）5541−5115

当社はオフィスビル、ホテル、病院などの民生用建築物を
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

・配管機材、住宅ビル設備機器、配管システム全般
・ビル・住宅設備向け電設資材全般

「つくる人に最適を。
くらす未来に快適を。」

対象に、空調設備等を自動制御するBA（ビルディング

オー

トメーション）分野において、設計から施工、メンテナンス
までを手掛ける「計装エンジニアリング企業」です。

URL:https://www.kanzai.co.jp

丹羽窯業株式会社
代表者名

代表取締役社長

伊林

パナソニックリビング株式会社
利幸

代表者名

〒231−0066 横浜市中区日ノ出町 1−103
電 話 （045）241−5321

代表取締役社長

鶴原

栄一

〒104−0045

東京都中央区築地 5−6−10
浜離宮パークサイドプレイス8階
電 話 （03）5565−2400
ＦＡＸ （03）5565−2470

ＦＡＸ （045）241−5349

・2006年4月パナソニックグループの住設建材部門の販売会
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

当社は創業以来120年以上の間、神奈川の地でTOTOを中心
とした住宅設備機器の販売を手掛けてきました。
次の100年も実績と経験に裏付けされた品質を提供し皆様
に必要とされ続ける企業を目指してまいります。

社として設立。

〈事業内容〉
新築・リフォーム、非住宅件名における、住設建材の販売
及び施工全般

〈取扱品目〉
同上、住設機器、建材等
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日立空調関東株式会社 首都圏営業本部
神奈川支店
代表者名

神奈川支店長

梅原

冨士機材株式会社 神奈川支店

義治

代表者名

支店長

佐久間

博久

〒231−0033 横浜市中区長者町 5−85
電 話 （045）250−1021

〒246−0007 横浜市瀬谷区目黒町 15−5
電 話 （045）921−5181

ＦＡＸ （045）262−0140

ＦＡＸ （045）921−5180

・日立アプライアンス㈱100％出資の神奈川県販売会社

建築設備資材、住宅設備資材、上下水道・土木資材の専門

冷蔵設備機器、店舗設備機器、並びにこれらの付属機器の
販売
・上記に関連するシステムの設計・施工・及び工事の請負、
及びサービス業務

会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

・冷暖房設備機器、給湯設備機器、厨房浴室設備機器、冷凍

商社として、商社機能の枠を超えて、快適な住環境づくりを
トータルサポート致します。

ホーチキ株式会社 横浜支店
代表者名

支店長

増田

丸栄工業株式会社
代表者名

敦

〒220−0011
電

横浜市西区高島 1−1−2
横浜三井ビルディング5階
話 （045）227−2501

〒103−0013

代表取締役

本庄

邦之

東京都中央区日本橋人形町 1−1−15
電 話 （03）5649−3521
ＦＡＸ （03）5649−3661

ＦＡＸ （045）641−6123
・火災報知設備、消火設備、住宅用火災警報器、情報通信設備、
・上記各設備・機器の製造・販売及び施工並びに保守管理

・建設用管工資材、住宅設備機器の販売
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

その他（防犯機器等）

・エクステリア外構機材の販売及び施工
・湿式建材全般の販売及び施工
・給水・給湯管のプレファブ加工販売及び工事
・太陽光発電等の環境事業

O＆M保守点検

URL http://www.hochiki.co.jp/

三菱ケミカルインフラテック株式会社
代表者名

グループリーダー

五十嵐

一馬

ユアサ商事株式会社 横浜支店
代表者名

〒103−0021

東京都中央区日本橋本石町 1−2−2
三菱ケミカル日本橋ビル
電 話 （03）3279−3448

横浜住環境マーケット部 部長
〒220−0004
電

ＦＡＸ （03）3279−6740

SUSパネル組立式
・冷却塔
・架橋ポリエチレン管部材（給水、給湯、暖房）

機械と住宅の専門商社
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目

FRPパネル組立式

横浜市西区北幸 2−10−39
日総第5ビル2階
話 （045）311−1767

ＦＡＸ （045）312−2354

・水槽

創業1666年

扱い品目
・空調設備機器
・管材機器全般
・住宅設備機器
・工作機械、運搬機械
・建設機械
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堀川

など

清太郎

株式会社 ユニックス
代表者名

代表取締役

川口

株式会社 横滝
寛

代表者名

代表取締役

滝

雄太

〒143−8568 東京都大田区城南島 2−2−2
電 話 （03）3799−1161

〒231−0836 横浜市中区根岸町 1−13
電 話 （045）623−1991

ＦＡＸ （03）3799−2411

ＦＡＸ （045）621−5249

・空調用換気部材、吸音材の製造販売

大正8年創業
会社紹介・取扱品目

会社紹介・取扱品目
リクシル

株式会社 LIXIL 関東営業統括部
横浜支店 横浜設備営業所
代表者名

所長

武田

信昭

〒224−0003 横浜市都筑区中川中央 2−5−18
電 話 （045）595−3730
ＦＡＸ （045）595−3714

トステム・INAX・新日軽・サンウエーブ・ＴＯＥＸ（旧

東

会社紹介・取扱品目

洋エクステリア）という住まいのトップブランドがひとつに
なって生まれた株式会社LIXILは、住まいと暮らしの総合住生
活企業として、住まいの新築・リフォームから公共施設・空
間まで、優れた商品とサービスを通じて、豊かで快適な住生
活の未来を創造していきます。
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住宅設備機器と管工機材総合卸商社

創業以来の実績と信頼を礎に、お客様のニーズに応じた情報
やサービスをご提供する横浜の老舗卸商社です。
コンサルティングセールスにより配管材料・住宅設備機器・
空調機器まで幅広い商品をご提案しています。
地域に密着した営業活動により、快適な住環境作りに貢献し
ています。
取扱品目：バス、
トイレ、キッチン、給湯器、業務用/家庭用エアコン、
換気扇、各種パイプ、継手、バルブ、ポンプ、機械工具、他

