
会社名 郵便番号 都道府県 住所 電話番号 営業日 営業時間
株式会社小野寺商店 盛岡支店 020-0025 岩手県 盛岡市大沢川原3-8-45 019-651-7600 月～金 8:30-17:30
株式会社小野寺商店 水沢支店 023-0003 岩手県 奥州市水沢区佐倉河字前田15 0197-24-8900 月～金 8:30-17:30
株式会社小野寺商店 青森支店 038-0059 青森県 青森市大字油川字岡田 149-19 017-787-0651 月～金 8:30-17:30
株式会社小野寺商店 八戸支店 039-1103 青森県 八戸市大字長苗代字前田86-2 0178-28-8566 月～金 8:30-17:30
株式会社蔵場 本社 963-8811 福島県 郡山市方八町2-15-11 024-944-1331 月～金 8:00-17:00
松井商事株式会社 390-0821 長野県 松本市筑摩3-30-13 0263-27-0500 月～金 8:30-17:00

株式会社ナギラ 松江営業所 690-0015 島根県 松江市上乃木4-20-32 0852-25-0291
月～土

（第1・3・4土曜日営業）
月～金:8:00-18:00

土:8:00-16:00

株式会社ナギラ 本社 693-0011
島根県
鳥取県

出雲市大津町460-8 0853-21-0291 月～土
月～金:8:00-19:00

土:8:00-16:00

株式会社オオタケ 本社 760-0013 香川県 香川県高松市扇町2-2-5 087-851-9445 月～金 9:00-18:00

株式会社オオタケ 岡山支店 700-0975 岡山県 岡山市北区今6-6-3井上ガラスビル1F 086-245-1088 月～金 9:00-18:00

株式会社オオタケ 徳島営業所 770-0943 徳島県 徳島市中昭和町2-36-1 088-653-5380 月～金 9:00-18:00

株式会社オオタケ 高知支店 780-0085 高知県 高知市札場15-2 088-861-5588 月～金 9:00-18:00

株式会社オオタケ 松山支店 790-0053 愛媛県 松山市竹原2-1-10双和第2ビル 089-945-2813 月～金 9:00-18:00

宮地商事株式会社 本社 840-0921 佐賀県 佐賀県佐賀市高木瀬西3丁目8-5 0952-37-1830 月～土 8:30-17:30
宮地商事株式会社 伊万里営業所 848-0023 佐賀県 伊万里市大坪町字三本杉丙1155-6 0955-22-2540 月～土 8:30-17:30
宮地商事株式会社 大分営業所 870-0108 大分県 大分市三佐3-2-5 0975-21-3211 月～金 8:30-17:30
肥後機工株式会社 本社 862-0956 熊本県 熊本市水前寺公園28-26 096-384-3381 月～金 8:30-17:30
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会社名 郵便番号 都道府県 住所 電話番号 営業日 営業時間
株式会社川口屋商事 041-0811 北海道 函館市富岡町1丁目63-12 0138-45-7021
ノース建商株式会社 077-0007 北海道 留萌市栄町2-4-23 0164-49-1127 月～土 8:00-
株式会社ササカツ 078-8236 北海道 旭川市豊岡6条4丁目10-13 0166-32-8139 月～土 8:00-
株式会社宗万 078-8352 北海道 旭川市東光12条5丁目3-4 0166-31-1620
有限会社小宮工業 080-0144 北海道 帯広市西20条北2丁目19−12 0155-67-1185
有限会社 ファステック 085-0058 北海道 釧路市愛国東1-13-13 0154-39-3200
株式会社そえじま工具 097-0011 北海道 稚内市はまなす2丁目8-3 0162-33-7645 月～土 8:00-
岡田電気産業株式会社 仙台南営業所 981-1226 宮城県 名取市植松字宮島92 022-382-1131
株式会社小泉プロストック仙台北店 981-3117 宮城県 仙台市泉区市名坂字沖102-8 022-771-5663
岡田電気産業株式会社 仙台北営業所 981-3121 宮城県 仙台市泉区上谷刈字新中谷地4-7 022-373-3758
株式会社小泉プロストック仙台南店 982-0003 宮城県 仙台市太白区郡山 5-16-3 022-248-5220
岡田電気産業株式会社 仙台西営業所 982-0044 宮城県 仙台市太白区東大野田20-28 022-248-4560
株式会社小泉プロストック 仙台中野店 983-0013 宮城県 仙台市宮城野区中野葦畔 20-1 022-388-7393
岡田電気産業株式会社 仙台営業所 983-0035 宮城県 仙台市宮城野区日の出町2丁目5-14 022-235-7211
日建商事株式会社 仙台営業所 984-0000 宮城県 仙台市若林区6丁目中町1－70桜町マンション 022-288-5661
岡田電気産業株式会社 塩釜営業所 985-0001 宮城県 塩釜市新浜町2丁目101-4 022-362-0121
岡田電気産業株式会社 石巻営業所 986-0853 宮城県 石巻市門脇字浦屋敷83 0225-23-1031
岡田電気産業株式会社 佐沼営業所 987-0511 宮城県 登米郡迫町佐沼字萩洗54 0220-22-6711
岡田電気産業株式会社 大河原営業所 989-1243 宮城県 柴田郡大河原町南1-1 0224-52-5100
岡田電気産業株式会社 古川営業所 989-6223 宮城県 古川市古川字上古川286-3 0229-24-3055
日建商事株式会社 秋田営業所 010-0942 秋田県 秋田市川尻大川町1－3 018-823-8211
株式会社サンワ 010-1951 秋田県 秋田市山王5丁目9-31 018-863-1345
株式会社サンワ 横手営業所 013-0061 秋田県 横手市横手町字大関越161 0182-33-4576
株式会社サンワ 大館営業所 017-0836 秋田県 大館市行池内字大出240 0186-43-5858
山形商工株式会社 990-0000 山形県 山形市大野目2-1-30 023-633-1211
日建商事株式会社 990-0067 山形県 山形市花楯 2-18-47 023-622-6007
岡田電気産業株式会社 山形営業所 990ｰ2462 山形県 山形市深町1-7-9-3 023-647-5757
仮設機材工業株式会社 998-0852 山形県 酒田市こがね町1-22-12 0234-23-1419
株式会社小泉東関東 本社 300-0061 茨城県 土浦市並木３－９－５ 029-821-9151
鶴屋金物店 301-0823 茨城県 龍ケ崎市2799 0297-62-3344 月～土　但し第1土曜のみ休日 7:00-18:00
株式会社小泉東関東 守谷営業所 302-0109 茨城県 守谷市本町 5298-1 0297-46-0331

スナカワプラス つくば店 305-0854 茨城県 つくば市上横場2288 029-839-1839
年中無休

（年末年始・GW・お盆を除く）

月-金：6:00-20:00
土：6:00-18:00
日祝祭日:10:00-18:00

株式会社小泉東関東 古河営業所 306-0014 茨城県 古河市下山町1-48 0280-31-1221
株式会社小泉東関東 下館営業所 308-0053 茨城県 筑西市外塚 778 0296-20-1311
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プロショップどうぐや 310-0853 茨城県 水戸市平須町2053-5 029-241-5386 月～土 7:30-19:00
株式会社小泉東関東 水戸営業所 311-4152 茨城県 水戸市河和田3-2303-1 029-309-1501
株式会社小泉東関東 勝田営業所 312-0062 茨城県 ひたちなか市高場庚塚1608-83 029-274-7555

スナカワ 本店 316-0013 茨城県 日立市千石町2-5-7 0294-33-3411 月～土
月-金：8:00-18:00
土:8:00-17:00

株式会社小泉東関東 高萩営業所 318-0001 茨城県 高萩市赤浜1234-1 0293-23-2202

スナカワプラス 東海店 319-1101 茨城県 那珂郡東海村石神外宿2494-5 029-270-5222
年中無休

（年末年始・GW・お盆を除く）

月-金：6:00-20:00
土：6:00-18:00
日祝祭日:10:00-18:00

株式会社小泉東関東 宇都宮営業所 321-0906 栃木県 宇都宮市中久保2-5-6 028-689-3113
株式会社小泉東関東 鹿沼営業所 322-0026 栃木県 鹿沼市茂呂 2467-3 0289-60-2221
株式会社小泉東関東 那須営業所 324-0037 栃木県 大田原市上石上字東山1882-27 0287-29-3211

株式会社根岸 370-2107 群馬県 高崎市吉井町池77 027-387-3431 月～土
月-金：7:00-19:00
土:7:00-18:00

株式会社小泉北関東 前橋営業所 371-0013 群馬県 前橋市西片貝町4-14-11 027-210-6131
株式会社小泉北関東 太田営業所 373-0818 群馬県 太田市小舞木町250 0276-45-4134
株式会社小泉プロストック 太田店 373-0852 群馬県 太田市新井町377-20 0276-56-9666 年中無休 6:00-22:00
トシン電機株式会社 大宮営業所 330-0038 埼玉県 さいたま市北区宮原町 4-58-12 048-668-6411
株式会社小泉北関東 大宮営業所 331-0052 埼玉県 さいたま市大宮区三橋2-603 048-623-6311

大宮道具屋 331-0823 埼玉県 さいたま市北区日進町3-618-1 048-662-1098 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30

プロショップ キリヤマ 332-0004 埼玉県 川口市領家1-20-10 048-223-1900 月～金、日
月-金:9:00-20:00
日: 10：00-18：00

川口道具屋 333-0833 埼玉県 川口市西新井宿396-1 048-281-1098 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30

トシン電機株式会社 川口営業所 333-0842 埼玉県 川口市芝下2-18-24 048-262-8711
株式会社小泉プロストック 戸田店 335-0031 埼玉県 戸田市美女木8-1-7 048-449-0977 年中無休 6:00-22:00

かじ兵衛 大宮店 337-0053 埼玉県 さいたま市見沼区大和田町1-813-5 048-686-8111 土曜日以外
月-金：7:00-21:00
日祝祭日:7:00-20:00

トシン電機株式会社 浦和営業所 338-0011 埼玉県 さいたま市中央区新中里4-2-10 048-832-9871
トシン電機株式会社 草加営業所 340-0002 埼玉県 草加市青柳 6-28-19 048-933-7211

草加道具屋 340-0035 埼玉県 草加市西町805 048-923-1098 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30

トシン電機株式会社 越谷営業所 343-0022 埼玉県 越谷市東大沢4-27-9 048-969-0811
株式会社小泉北関東 越谷営業所 343-0824 埼玉県 越谷市流通団地1-2-11 048-990-5433
トシン電機株式会社 春日部営業所 344-0007 埼玉県 春日部市小渕 60-1 048-753-3655
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会社名 郵便番号 都道府県 住所 電話番号 営業日 営業時間

日本ヒルティ 正規販売店一覧

かじ兵衛 春日部店 344-0032 埼玉県 春日部市備後東２－１６－８ 048-795-7183 土曜日以外
月-金：7:00-21:00
日祝祭日:7:00-20:00

株式会社小泉北関東 春日部営業所 345-0023 埼玉県 北葛飾郡杉戸町本郷東中478-1 0480-35-1153
株式会社小泉北関東 久喜営業所 346-0029 埼玉県 久喜市江面1570-1 0480-22-3443
株式会社小泉北関東 坂戸営業所 350-0237 埼玉県 坂戸市浅羽野2-8-1 0492-83-2144
株式会社小泉プロストック 川越店 350-0838 埼玉県 川越市宮元町83-1 049-277-4954 年中無休 6:00-22:00
トシン電機株式会社 川越営業所 350-1125 埼玉県 川越市新宿 594-1 0492-47-4611
株式会社小泉北関東 狭山営業所 350-1321 埼玉県 狭山市広瀬東2-40-22 042-953-4607
トシン電機株式会社 坂戸営業所 350-2211 埼玉県 鶴ヶ島市脚折町 3-5-5 049-287-6861
株式会社小泉プロストック朝霞店 351-0012 埼玉県 朝霞市栄町5-8-24 048-423-3751
トシン電機株式会社 朝霞営業所 351-0025 埼玉県 朝霞市三原 2-17-13 048-460-0100

かじ兵衛 竹間沢店 354-0046 埼玉県 入間郡三芳町竹間沢東1-11 049-259-5914 土曜日以外
月-金：7:00-21:00
日祝祭日:7:00-20:00

株式会社小泉北関東 小川営業所 355-0328 埼玉県 比企郡小川町高谷2653-6 0493-72-2305

かじ兵衛 ふじみ野店 356-0053 埼玉県 ふじみ野市大井850-1 049-293-5820 土曜日以外
月-金：7:00-21:00
日祝祭日:7:00-20:00

トシン電機株式会社 飯能営業所 357-0024 埼玉県 飯能市緑町 16-3 0429-73-8591
株式会社小泉プロストック 入間店 358-0022 埼玉県 入間市扇町屋5-7-17 04-2941-5016 年中無休 6:00-22:00

秀久 所沢店 359-0001 埼玉県 所沢市下富字柳野1262-2 04-2990-3660 年中無休（年末年始を除く）
月-金：6:00-21:00
土：7:00-17:00
日祝祭日:7:00-20:00

トシン電機株式会社 所沢営業所 359-1101 埼玉県 所沢市北中 1-193-5 042-922-1311
株式会社小泉北関東 熊谷営業所 360-0024 埼玉県 熊谷市問屋町2-5-15 0485-27-6002
トシン電機株式会社 熊谷営業所 360-0826 埼玉県 熊谷市赤城町 3-41 048-599-1531
トシン電機株式会社 鴻巣営業所 365-0027 埼玉県 鴻巣市上谷 2312-1 048-544-0293
株式会社小泉北関東 本庄営業所 367-0022 埼玉県 本庄市日の出4-16-47 0495-24-2660
株式会社小泉北関東 秩父営業所 368-0015 埼玉県 秩父市栃谷10-2 0494-24-2011
トシン電機株式会社 中央営業所 260-0001 千葉県 千葉市中央区都町 2-19-7 043-234-6981
株式会社小泉プロストック 千葉稲毛店 263-0051 千葉県 千葉市稲毛区園生町448-3 043-441-5901 年中無休 6:00-22:00
株式会社小泉東関東 千葉営業所 264-0016 千葉県 千葉市若葉区大宮町 2176-1 043-264-1131
トシン電機株式会社 千葉営業所 264-0036 千葉県 千葉市若葉区殿台町 124-1 043-253-4631
トシン電機株式会社 流山営業所 270-0163 千葉県 流山市南流山6-8-5 047-178-8171
株式会社小泉東関東 流山営業所 270-0175 千葉県 流山市三輪野山920-1 04-7158-8100
トシン電機株式会社 野田営業所 270-0233 千葉県 野田市船形4425-2 0471-20-8182
トシン電機株式会社 松戸営業所 270-2232 千葉県 松戸市和名ヶ谷 1035-1 047-391-5061
トシン電機株式会社 市川営業所 272-0824 千葉県 市川市菅野 6-16-5 047-324-8091
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株式会社小泉東関東 船橋営業所 273-0034 千葉県 船橋市二子町581 047-332-1101
トシン電機株式会社 船橋営業所 274-0814 千葉県 船橋市新高根 1-3-5 047-462-3113
トシン電機株式会社 八千代営業所 276-0042 千葉県 八千代市ゆりのき台 8-18-8 047-405-6571
株式会社小泉プロストック 柏店 277-0853 千葉県 柏市吉野沢3-7 04-7148-4109 年中無休 6:00-22:00
トシン電機株式会社 柏営業所 277-0900 千葉県 柏市大井559-1 04-7193-1281
株式会社小泉東関東 柏営業所 277-0923 千葉県 柏市塚崎 969 04-7191-2171
トシン電機株式会社 成田営業所 286-0045 千葉県 成田市並木町 219-153 0476-20-1645
株式会社小泉東関東 成田営業所 286-0211 千葉県 富里市御料葉山 1005-7 0476-92-0810
トシン電機株式会社 八日市場営業所 289-2102 千葉県 匝瑳市椿1842-9 0479-70-2801
トシン電機株式会社 市原営業所 290-0008 千葉県 市原市古市場92-2 0436-42-1401
トシン電機株式会社 木更津営業所 292-0044 千葉県 木更津市太田4-4-5 0438-25-4511
株式会社小泉東関東 木更津営業所 292-0806 千葉県 木更津市請西 6-2-3 0438-37-1101
トシン電機株式会社 茂原営業所 297-0024 千葉県 茂原市八千代 2-11-18 0475-24-6661
トシン電機株式会社 上野営業所 111-0032 東京都 台東区浅草 5-61-5 03-3874-9231
トシン電機株式会社 文京営業所 112-0002 東京都 文京区小石川 4-15-15 03-5684-4611
株式会社小泉中央 城北営業所 114-0011 東京都 北区昭和町2-10-3 03-3810-7711
トシン電機株式会社 王子営業所 114-0023 東京都 北区滝野川 4-28-10 03-3905-2771

國貞 本店 121-0052 東京都 足立区六木4-4-1 03-3629-7111 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30

株式会社小泉中央 足立営業所 121-0836 東京都 足立区入谷7-9-4 03-3857-4411
愛建機材株式会社 123-0853 東京都 足立区本木2-31-19 03-3840-3231
株式会社小泉プロストック 足立鹿浜店 123-0864 東京都 足立区鹿浜2-2-4 03-5838-0194

鹿浜道具屋 123-0871 東京都 足立区椿2-3-4 03-5839-1098 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30

奥戸道具屋 124-0022 東京都 葛飾区奥戸7-10-13 03-5654-1098 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30

トシン電機株式会社 葛飾営業所 124-0022 東京都 葛飾区奥戸 8-14-2 03-3691-3171
トシン電機株式会社 墨田営業所 130-0002 東京都 墨田区石原1-33-5 03-3621-3441
有限会社ヰゲタヤ商店 132-0035 東京都 江戸川区平井5-51-8 03-3617-1212 月～金 8:30-18:30
株式会社小泉中央 城東営業所 133-0002 東京都 江戸川区谷河内2-15-13 03-5243-2511

篠崎道具屋 133-0061 東京都 江戸川区篠崎町5-14-14 03-5664-1098 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30

トシン電機株式会社 五反田営業所 141-0031 東京都 品川区西五反田 5-32-16 03-3490-9141
トシン電機株式会社 大田営業所 143-0025 東京都 大田区南馬込 5-35-5 03-5709-3771

蒲田道具屋 144-0055 東京都 大田区仲六郷4-33-9 03-5713-1770 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30
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株式会社小泉中央 城南営業所 146-0081 東京都 大田区久が原5-2-3 03-3755-0351
トシン電機株式会社 渋谷営業所 150-0013 東京都 渋谷区恵比寿 2-10-3 03-5449-3561
株式会社小泉中央 世田谷営業所 154-0014 東京都 世田谷区新町1-29-8 03-3701-7103
トシン電機株式会社 世田谷営業所 156-0041 東京都 世田谷区大原 2-8-6 03-3327-5221
ライト電機株式会社 世田谷営業所 157-0071 東京都 世田谷区千歳台3-8-12 03-5429-0981
トシン電機株式会社 等々力営業所 158-0082 東京都 世田谷区等々力 2-7-9 03-3703-6351
トシン電機株式会社 新宿営業所 160-0022 東京都 新宿区新宿 6-3-3 03-3356-2611
トシン電機株式会社 中野営業所 164-0001 東京都 中野区中野 4-6-22 03-3228-3121
株式会社小泉中央 城西営業所 167-0016 東京都 杉並区成田西2-11-18 03-5397-8881
トシン電機株式会社 荻窪営業所 167-0043 東京都 杉並区上荻2-19-3 03-3393-1471

板橋道具屋 174-0073 東京都 板橋区東山町28-6 03-3530-1098 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30

成増道具屋 175-0094 東京都 板橋区成増2-5-2 03-5904-1098 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30

トシン電機株式会社 大泉営業所 178-0062 東京都 練馬区大泉学園町8-33-19 03-3867-5511
株式会社小泉中央 練馬営業所 179-0076 東京都 練馬区土支田1-18-13 03-3995-2711
トシン電機株式会社 練馬営業所 179-0081 東京都 練馬区北町 3-1-9 03-3931-1871
株式会社小泉多摩 三鷹営業所 181-0004 東京都 三鷹市新川6-6-7 042-268-0161
トシン電機株式会社 三鷹営業所 181-0004 東京都 三鷹市新川 2-15-12 0422-41-2831

LOWS 181-0011 東京都 三鷹市井口3-4-26 0422-39-1717 年中無休（年末年始を除く）
月-土：7:00-21:00
日祝祭日:9:00-18:00

トシン電機株式会社 府中営業所 183-0001 東京都 府中市浅間町 3-12-8 042-369-8511
株式会社小泉多摩 府中営業所 183-0025 東京都 府中市矢崎町4-10-3 042-368-8261

小金井道具屋 187-0002 東京都 小平市花小金2-1-1 042-452-1098 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30

株式会社小泉多摩 多摩本社 187-0004 東京都 小平市天神町4丁目7番22号 042-348-8811
トシン電機株式会社 立川営業所 190-0001 東京都 立川市若葉町 2-1-6 042-537-4111
株式会社小泉多摩 立川営業所 190-0031 東京都 立川市砂川町3-1-4 042-537-2101
株式会社小泉多摩 八王子営業所 192-0063 東京都 八王子市元横山町1-24-22 0426-44-2251
トシン電機株式会社 八王子営業所 193-0942 東京都 八王子市椚田町 465 0426-66-7121
株式会社小泉多摩 町田営業所 195-0063 東京都 町田市野津田町1852 042-736-6661
株式会社小泉多摩 昭島営業所 196-0031 東京都 昭島市福島町2-30-2 042-500-8871
トシン電機株式会社 あきる野営業所 197-0804 東京都 あきる野市秋川 4-13-9 042-518-2261
株式会社小泉多摩 青梅営業所 198-0023 東京都 青梅市今井3-10-16 0428-31-8011
トシン電機株式会社 青梅営業所 198-0036 東京都 青梅市河辺町8-9-16 0428-32-2651
トシン電機株式会社 小平営業所 203-0032 東京都 東久留米市前沢 5-7-8 0424-77-2511
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株式会社小泉プロストック東久留米店 203-0054 東京都 東久留米市中央町2-1-37 042-420-4103
株式会社小泉多摩 清瀬営業所 204-0003 東京都 清瀬市中里6-33-2 0424-93-5111
株式会社小泉プロストック 東大和店 207-0032 東京都 東大和市蔵敷3-865-1 042-516-0516 年中無休 6:00-22:00
トシン電機株式会社 川崎営業所 210-0847 神奈川県 川崎市川崎区浅田 1-3-7 044-366-8371
株式会社小泉神奈川 川崎南営業所 210-0847 神奈川県 川崎市川崎区浅田2-18-1 044-322-4331
トシン電機株式会社 高津営業所 216-0001 神奈川県 川崎市高津区子母口458-1 044-753-1930
トシン電機株式会社 宮前営業所 216-0011 神奈川県 川崎市宮前区南平台４－３ 044-977-0151
株式会社小泉神奈川 川崎北営業所 216-0013 神奈川県 川崎市宮前区潮見台10-8 044-976-2311
トシン電機株式会社 横浜営業所 220-0051 神奈川県 横浜市西区中央 2-53-3 045-322-6181

都築道具屋 224-0037 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎南3-23-17-102 045-948-1098 年中無休
月-土：6:00-20:30
日祝祭日:9:00-18:30

トシン電機株式会社 緑営業所 224-0037 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎南 2-14-2 045-948-4755
株式会社小泉神奈川 横浜西営業所 227-0043 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1-17-12 045-973-5741
株式会社小泉相模 相模台営業所 228-0001 神奈川県 座間市相模が丘6-38-10 0462-56-2281
トシン電機株式会社 相模原営業所 229-0002 神奈川県 相模原市中央区淵野辺本町 2-41-27 042-755-9322
株式会社小泉相模 相模原営業所 229-0037 神奈川県 相模原市中央区横山台1-21-9 042-755-5211
トシン電機株式会社 京浜営業所 230-0071 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡 5-5-37 045-583-2361
トシン電機株式会社 磯子営業所 235-0016 神奈川県 横浜市磯子区磯子 2-24-21 045-755-1681
トシン電機株式会社 横須賀営業所 239-0835 神奈川県 横須賀市佐原 1-756-1 0468-38-0711
トシン電機株式会社 三ツ境営業所 241-0816 神奈川県 横浜市旭区笹野台 1-7-13 045-367-7111
株式会社小泉神奈川 旭営業所 241-0823 神奈川県 横浜市泉区岡津町2415-1 045-365-6111
トシン電機株式会社 大和営業所 242-0012 神奈川県 大和市深見東 2-1-10 046-261-8305
株式会社 小泉プロストック本厚木店 243-0014 神奈川県 厚木市旭町3-3-21 046-220-0106
トシン電機株式会社 厚木営業所 243-0812 神奈川県 厚木市林 4-22-4 046-223-8621
トシン電機株式会社 戸塚営業所 244-0804 神奈川県 横浜市戸塚区前田町 517-20 045-822-1211
株式会社小泉プロストック 横浜戸塚店 245-0065 神奈川県 横浜市戸塚区東俣野町961-20 045-858-1181 年中無休 6:00-22:00
株式会社小泉神奈川 大船営業所 247-0061 神奈川県 鎌倉市台3-4-9 0467-43-1171
トシン電機株式会社 小田原営業所 250-0055 神奈川県 小田原市久野427-6 0465-66-3110
株式会社小泉相模 相模西営業所 250-0103 神奈川県 南足柄市壗下301-1 0465-73-0888
トシン電機株式会社 藤沢営業所 251-0057 神奈川県 茅ヶ崎市赤松町5-10 0466-34-8515
株式会社小泉プロストック 相模原店 252-0132 神奈川県 相模原市緑区橋本台1-18-2 042-775-6115 年中無休 6:00-22:00
株式会社小泉相模 藤沢営業所 252-0815 神奈川県 藤沢市石川4-28-17 0466-89-4061
トシン電機株式会社 湘南台営業所 252-0822 神奈川県 藤沢市葛原 1141 0466-49-5090
トシン電機株式会社 平塚営業所 254-0014 神奈川県 平塚市四之宮1-15-44 0463-21-9981
株式会社小泉相模 平塚営業所 254-0913 神奈川県 平塚市万田102-1 046-335-6488
トシン電機株式会社 秦野営業所 257-0028 神奈川県 秦野市東田原 318 0463-82-7211
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有限会社鈴木銃砲火薬店 本社 940-0063 新潟県 長岡市旭町2丁目2-11 0258-33-4573
太陽研磨材株式会社 富山営業所 930-0816 富山県 富山県富山市上赤江町2-3-11 076-444-7767 月～金 9:00-17:00
株式会社北陸電機商会 富山支店 930-0834 富山県 富山市問屋町1丁目11番3号 076-451-1111 月～金 9:00-17:00
株式会社北陸電機商会 高岡支店 933-0843 富山県 高岡市永楽町1番8号 0766-23-2040 月～金 9:00-17:00
株式会社北陸電機商会 魚津支店 937-0018 富山県 魚津市西尾崎1558番1号 0765-24-3506 月～金 9:00-17:00
株式会社北陸電機商会 富山南支店 939-8213 富山県 富山市黒瀬272番地 076-493-8800 月～金 9:00-17:00
株式会社北陸電機商会 金沢支店 920-0364 石川県 金沢市松島1丁目38番地 076-269-1212 月～金 9:00-17:00
印藤産業株式会社 金沢営業所 921-8043 石川県 石川県金沢市西泉5-116 076-243-3681 月～金 9:00-17:00
株式会社北陸電機商会 七尾支店 926-0861 石川県 七尾市寿町111番地4号 0767-53-5111 月～金 9:00-17:00
カラヤ株式会社 福井水道機材営業所 910-0859 福井県 福井県福井市日之出5-8-27 077-654-3185 月～金 9:00-17:00
カラヤ株式会社 津内営業所 914-0056 福井県 福井県敦賀市津内町2丁目8 077-022-5170 月～金 9:00-17:00
カラヤ株式会社 木崎営業所 914-0141 福井県 福井県敦賀市莇生野73-26-1 077-022-5121 月～金 9:00-17:00
株式会社北陸電機商会 敦賀営業所 914-0812 福井県 敦賀市昭和町1丁目9番22号 0770-23-8989 月～金 9:00-17:00
株式会社カネ長 915-0054 福井県 福井県越前市小野谷町4-3-13 077-824-1515 月～金 9:00-17:00
カラヤ株式会社 中央営業所 915-0814 福井県 福井県越前市中央2-6-5 077-822-2100 月～金 9:00-17:00
カラヤ株式会社 武生水道機材営業所 915-0814 福井県 福井県越前市中央2-6-5 077-822-2101 月～金 9:00-17:00
カラヤ株式会社 小浜水道機材営業所 917-0023 福井県 福井県小浜市府中 8-3-1 077-052-2211 月～金 9:00-17:00
カラヤ株式会社 小浜営業所 917-0076 福井県 福井県小浜市湯岡11-8-5 077-052-2100 月～金 9:00-17:00
カラヤ株式会社 福井営業所 918-8024 福井県 福井県福井市舞屋町15-5-1 077-636-1148 月～金 9:00-17:00
株式会社北陸電機商会 福井営業所 918-8231 福井県 福井市問屋町1丁目240番地 0776-24-7606 月～金 9:00-17:00
羽矢商会 400-0053 山梨県 甲府市大里町2303-2 055-220-2360
株式会社北陸電機商会 高山営業所 506-0004 岐阜県 岐阜県高山市桐生町5-335-1 057-732-9462 月～金 9:00-17:00
株式会社小泉東海 御殿場営業所 412-0045 静岡県 御殿場市川島田126-1 0550-84-7090
株式会社小泉東海 富士宮営業所 418-0001 静岡県 富士宮市万野原新田 3162-2 0544-25-1160
株式会社小泉東海 富士営業所 419-0201 静岡県 富士市厚原139-2 0545-71-6211
株式会社小泉東海 清水営業所 424-0056 静岡県 静岡市清水区半左衛門新田 81-1 0543-47-7060
株式会社小泉東海 藤枝営業所 426-0003 静岡県 藤枝市下当間680 054-644-6811

丸尾興商株式会社 藤枝本管部 426-0046 静岡県 藤枝市高洲1-16-10 054-636-6025
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
月-金:8:20-17:20
土:8:20-13:20

丸尾興商株式会社 島田支社 427-8691 静岡県 島田市御仮屋町8753 0547-35-3121
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
月-金:8:20-17:20
土:8:20-13:20

丸尾興商株式会社 浜松支社 430-0837 静岡県 浜松市南区西島町406-1 053-426-3121
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
月-金:8:20-17:20
土:8:20-13:20

丸尾興商株式会社 DC都田 431-2102 静岡県 浜松市北区都田町8497-2 053-489-3341
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
月-金:8:20-17:20
土:8:20-13:20

株式会社小泉東海 掛川営業所 436-0043 静岡県 静岡県掛川市大池2899-1 053-721-6552
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丸尾興商株式会社 本社・袋井支社 437-8686 静岡県 袋井市川井981 0538-43-3121
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
月-金:8:20-17:20
土:8:20-13:20

印藤産業株式会社 450-0003 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅南4-3-4 052-571-3531 月～金 9:00-17:00
寺西商事株式会社 本社 451-0025 愛知県 愛知県名古屋市西区上名古屋4-16-17 052-521-2211 月～金 9:00-17:00
寺西商事株式会社 津営業所 514-0016 三重県 三重県津市乙部2140 059-226-3327 月～金 9:00-17:00
山内商事株式会社 537-0025 大阪府 大阪市東成区中道4-12-25 06-6972-1981 月～金 9:00-17:00
プラス工具株式会社 553-0003 大阪府 大阪市福島区福島7-7-15 06-6458-6695 月～金 8:30-18:30
ドゥーイッツ東大阪店 578-0981 大阪府 大阪府東大阪市島之内2丁目12-15 072-962-5822 年末年始・夏季休暇以外　無休 7:00-19:00

神戸プラス工具株式会社 658-0048 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1-35-3 078-822-1221 月～土
月-金:7:30-18:30
土:7:30-12:00

明成商事株式会社 本社 640-8224 和歌山県 和歌山市小野町3-12 073-431-5221 月～土
月-金:8:30-17:30
土:8:30-12:00

高橋金物株式会社 720-0818 広島県 福山市西桜町1-2-16 084-923-3433
株式会社オオノ 730-0049 広島県 広島県広島市中区南竹屋町8-1 082-245-0431
秋本産業株式会社 730-0801 広島県 広島市中区寺町2-28 082-232-1141
大田金物株式会社 747-0825 山口県 山口県防府市新田863 0835-22-0555 月～土（祝日除く） 8:00-17:00
株式会社カンサイ 苅田営業所 800-0302 福岡県 福岡県京都郡苅田町若久町 1丁目1 093-434-3837 8:30-17:30

株式会社カンサイ 小倉営業所 802-0832 福岡県 北九州市小倉南区下石田2-10-35 093-963-8100
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

株式会社西商 北九州 803-0841 福岡県 北九州市小倉北区清水1-3-12 093-581-3749
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

株式会社カンサイ 八幡営業所 807-0071 福岡県 北九州市八幡西区上の原2-2-7 093-611-5260
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

株式会社カンサイ 宗像営業所 811-3224 福岡県 宗像郡福間町手光南1-7-7 0940-43-1737
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

株式会社カンサイ システム環境事業部 812-0007 福岡県 福岡市博多区東比恵3-32-15 092-414-7583
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

株式会社カンサイ 中央営業所 812-0007 福岡県 福岡市博多区東比恵3-32-15 092-474-8361
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

株式会社カンサイ 東営業所 813-0034 福岡県 福岡市東区多の津4-12-14 092-671-1777
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

株式会社カンサイ 西営業所 814-0032 福岡県 福岡市早良区小田部2-5-3 092-851-2366
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

米良電機産業株式会社 福岡支店 815-0031 福岡県 福岡市南区清水1-24-5 092-542-6103

株式会社カンサイ 城南営業所 815-0075 福岡県 福岡市南区長丘5-21-3 092-552-4391
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30
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株式会社西商 福岡 816-0097 福岡県 福岡市博多区半道橋2-7-40 092-431-7837

株式会社カンサイ 南営業所 816-0807 福岡県 春日市宝町4-8-5 092-582-5403
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

株式会社カンサイ ちくし営業所 818-0057 福岡県 筑紫野市二日市南2-11-20 092-928-8866
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

株式会社カンサイ 前原営業所 819-1118 福岡県 前原市前原北4-16-1 092-323-5148
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

株式会社カンサイ 筑豊営業所 820-0082 福岡県 嘉穂郡穂波町若菜261-1 0948-25-3960
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

合資会社大牟田銃砲火薬店 836-0052 福岡県 大牟田市白金町26 0944-52-2988 月～土 8:00-19:00

株式会社カンサイ 甘木営業所 838-0069 福岡県 甘木市大字来春413-9 0946-22-3062
月～金

（土曜日は会社カレンダーに準ずる）
8:30-17:30

株式会社ファスニング 839-0809 福岡県 久留米市国分町1593-3 0942-65-8482 月～金 8:00-17:00
株式会社カンサイ 宮崎営業所 880-0856 宮崎県 宮崎市日ノ出町141-1 0985-22-3909
株式会社カンサイ 延岡営業所 882-0033 宮崎県 延岡市川原崎町227 0982-26-6301
米良電機産業株式会社 延岡営業所 882-0033 宮崎県 延岡市川原崎町417 0982-21-5273
米良電機産業株式会社 高千穂営業所 882-0033 宮崎県 西臼杵郡高千穂町大字三田井819 0982-21-5273
都光電機産業株式会社 小林営業所 886-0007 宮崎県 小林市大字真方1057-3 0984-23-5886
株式会社ファスコケンショウ 899-5241 鹿児島県 鹿児島県姶良郡加治木町木田5348-358 099-802-4838 月-土（第2第4休み） 8:30-17:30

(2023年3月16更新)
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