
2018年7月現在

〒・住所 〒・住所

中村表装㈱ 施工 代表取締役 同 左 〒105-0003　　 TEL 03-3504‐3301 トキワ産業㈱ 流通 代表取締役社長 東京営業所　係長 〒140-0002 TEL 03-3472-3001

常任理事・会長 前田　光弘 港区西新橋2-4-5 FAX 03‐3504‐3298 竹内　晴彦 田中　匡樹 品川区東品川3-18-11 FAX 03-3472-3930

㈱優雅堂 施工 会　長 同 左 〒106‐0032 TEL 03‐3583‐8171 ㈱ニップコーポレーション 流通 代表取締役社長 専務取締役 〒170-0013 TEL 03-5952-5501

常任理事・相談役 中村　正志 港区六本木3‐3‐14 FAX 03‐3583‐8173 奥下　雄康 営業本部長 豊島区東池袋1-25-8 FAX 03-5952-1054

(有)白鳳堂表装店 施工 代表取締役 同 左 〒159-0011 TEL 03-3499-1771 監事 内海　広一郎 タカセビル9F

常任理事・事務局長 鈴木　榮一 渋谷区東2-23-14 FAX 03-3499-17７4 日本ビニル工業㈱ 製造 代表取締役社長 取締役管理部部長 〒340-0203 TEL 0480-58-8001

アキレス㈱ 製造 代表取締役社長 執行役員 〒169-8885 TEL 03-5338-9324 寿原　英樹 山藤　準二 埼玉県久喜市桜田5-2-1 FAX 0480-58-9007

常任理事 伊藤　守 建装事業部長 新宿区北新宿2-21-1 FAX 03-5338-9348 博多装工㈱ 施工 代表取締役会長 同 左 〒812-0007 TEL 092-434-1185

柏瀬功次 新宿フロントタワー 原田　兼光 福岡県福岡市博多区東比恵 FAX 092-434-1186

㈱シノダ 流通 代表取締役社長 同 左 〒160-0004 TEL 03-3355-7011 　　　　　　　　　　　　　　　３－２４－３７

常任理事 篠田　雄一郎 新宿区四谷1-22-2 FAX 03-3355-7012 ハンガーズ株式会社 施工 代表取締役 取締役 〒141-0031 TEL 03‐5436‐9800

㈱トミタ 流通 代表取締役社長 同 左 141-0022 TEL 03-5798-0081 橋口　昌弘 君和田　重則 品川区西五反田3‐15‐8　４Ｆ　 FAX 03‐5436‐9801

常任理事 富田　亙正 品川区東五反田5-25-19 FAX 03-5798-7488 (事務局) 大阪市中央区博労町1‐2‐17 TEL 06‐6121‐2501

東京デザインセンター6F-A・B 富士工業㈱ 製造 代表取締役社長 同 左 〒919-0322 TEL 0776-41-3350

監事 南光　雅仁 福井県福井市上河北町1-48 FAX 0776-41-3615

㈱イシカワ 流通 代表取締役社長 取締役会長 〒150-0011 TEL 03-3409-0851 ㈱壁装 施工 代表取締役 同 左 〒984-0004 TEL 022-288-1621

石川　一朗 石川　善朗 渋谷区東2-14-10 FAX 03-3409-7797 髙橋　憲之 宮城県仙台市若林区六丁の目 FAX 022-288-1623

ウォールボンド工業㈱ 製造 代表取締役社長 取締役営業部長 〒370-0603 TEL 0276-88-2681 　　　　　　　　　　　　　　　東町2‐12

松下眞一郎 市川　司郎 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 FAX 0276-88-2686 ㈱ムクダ 流通 代表取締役社長 同 左 〒734-0013 TEL 082-253-3901

オカモト㈱ 製造 代表取締役社長 建装部長 〒113-8701 TEL 03-3817-4188 椋田　裕士 広島県広島市南区出島2-10-45 FAX 082-253-1126

岡本　良幸 内山　祐之 文京区本郷3-27-12 FAX 03-3814-0929 ヤヨイ化学販売㈱ 製造 代表取締役社長 専務取締役 〒174-0042 TEL 03-5939-8413

㈱川島織物セルコン 流通 代表取締役社長 取締役常務執行 〒135-0061 TEL 03‐5144‐3885 理事 二口　真 関根　啓次 板橋区東坂下1-10-7 FAX 03-5939-8566

山口　進 役員　商品本部長 江東区豊洲5‐6‐15 FAX 03‐4144‐3886 リリカラ㈱ 流通 代表取締役社長 執行役員インテリア 〒160-8315 TEL 03-3366-7825

光岡　朗 NBF豊洲ガーデンフロント6F 山田　俊之 営業本部長 新宿区西新宿7-5-20 FAX 03-3366-7853

極東産機㈱ 製造 代表取締役社長 東京支社 〒135-0016 TEL 03-6660-2270 理事 末松　博貴

頃安　雅樹 渡辺　恵 江東区東陽4-11-38 FAX 03-6660-2271 ルノン㈱ 流通 代表取締役社長 取締役営業本部長 〒141-0031 TEL 03-3492-7341

小嶋織物㈱ 製造 代表取締役社長 同 左 〒619-0204 TEL 0774-86-2144 種戸　一嗣 山口　吉弘 品川区西五反田2-30-4 FAX 03-3493-5843

小嶋　一 京都府木津川市山城町 FAX 0774-86-5227 BR五反田ビル6階

　　　　　　上狛北野田芝1-3 ㈱歴清社 製造 代表取締役 同 左 〒733-0003 TEL 082-237-3530

㈱サンゲツ 流通 代表取締役社長 取締役執行役員 〒140-8611 TEL 03-3474-1812 久永　朋幸 広島県広島市西区三篠町3-20-4 FAX 082-238-2269

安田　正介 東京支社長 品川区東品川3-20-17 FAX 03-3474-1135 リンテックサインシステム(株) 製造 代表取締役社長 同 左 〒153-0061 TEL 03‐5721‐4911

理事 吉川　恭伴 小島　一仁 目黒区中目黒2‐1‐27 FAX 03‐5721‐4924

シンコールインテリア㈱ 流通 統括本部本部長 商品部壁装課課長 〒106-0031 TEL 03-3404-8191

平田　航城 西薗　男 港区西麻布1-4-26 FAX 03-3404-3527 ≪特別会員≫

スリーエー化学㈱ 製造 代表取締役社長 同 左 〒270-0222 TEL 0471-98-4130 インテリア文化研究所 特別 代表 同 左 〒182-0026 TEL 0424-86-7972

丸山　知昭 千葉県野田市木間ケ瀬2501 FAX 0471-98-5015 本田　榮二 調布市小島町2-29-2-301 FAX 0424-86-7973

㈱瀧田 施工 取締役会長 同　左 〒151-0053 TEL 03‐6304‐2330 ㈱スミノエ東日本支社 特別 取締役 第二ブロック長 〒141-0031 TEL 03-5434-2901

理事 瀧田　宗一 渋谷区代々木1－58－16 FAX 03‐6304‐2335 東日本支社長 浅尾　稔 品川区西五反田2-30-4 FAX 03-5434-6559

竹野㈱ 製造 代表取締役社長 第2事業部 〒346-0105 TEL 0480-85-1211 関口　修一 BR五反田ビル

竹野　祐介　 矢崎　圭基 埼玉県久喜市菖蒲町新堀776 FAX 0480-85-5425 トキワ・エス・エヌ・シー㈱ 特別 代表取締役 同 左 〒503-0944 TEL 0584-89-0071

㈱デコリア 製造 代表取締役社長 同　左 〒250-0055 TEL 0465-34-6457 平井　宏治 岐阜県大垣市横曽根5-125-1 FAX 0584-89-6220

理事 松澤　博司 神奈川県小田原市久野諏訪原3777 FAX 0465-34-5085 ㈱リバコトレーディング 特別 代表取締役 常務取締役 〒105-0003 TEL 03-3503-5301

東武化学㈱ 製造 代表取締役社長 営業部次長 〒300-2746 TEL 0297‐43‐7071 山本　孝雄 立木　高宏 港区西新橋2-6-1 FAX 03-3503-5325

後藤　雅志 逆井　栄一 茨城県常総市鴻野山1251‐1 FAX 0297‐43‐8005 特別 同 左 〒140-0014 TEL 090‐7899‐3970

東リ㈱ 流通 代表取締役社長 首都圏ブロック 〒105-0021 TEL 03-5403-2055 田中三千春 品川区大井4-28-13-203

永嶋　元博 統括部長 港区東新橋2-10-4 東リ東京ビル FAX 03-5403-2088 事務局付 同左 〒140-0011 TEL 03-3474-7978

小西典昭 髙橋　秀明 品川区東大井1-13-12-1205 FAX 03-3474-7978
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