
都道府県 特約店名 郵便番号 住所 電話番号

北海道

仲山鋼材（株）　本社 〒079-8411 北海道旭川市永山1条3丁目2番17号 0166-48-4741
（株）丸水水澤金物店　本社 〒088-0626 北海道釧路郡釧路町桂4丁目9番地2 0154-36-1231
（株）山田硝子店　札幌支店 〒007-0836 北海道札幌市東区北36条東20-2-57 011-782-7236
（株）アセット宮本　本社 〒053-0031 北海道苫小牧市春日町1丁目5番15 0144-34-3311

水沢エース（株）　本社 〒090-0056 北海道北見市卸町2-3-2 0157-36-2151

青森県
（株）幾久屋　本社 〒031-0804 青森県八戸市青葉3-32-17 0178-43-1188
（株）シグマット　青森支店 〒038-1304 青森県青森市浪岡大字高屋敷社元1-1 0172-62-7555

岩手県

東北物産（株）　本社 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-7-12 019-637-2511
東北物産（株）　県南支店 〒023-0826 岩手県奥州市水沢中田町5-5 0197-47-3171
岩手建商（株）　本社 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-8-14 019-637-2551

（株）シグマット　盛岡支店 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-8-15 019-637-1881

宮城県

ワタヒョウ（株）　街づくり事業部 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3-4-2 022-232-4281
ワタヒョウ（株）　本社 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3-4-2 022-238-7625

（株）シグマット　宮城支店 〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町字裏城戸17 0223-34-3891
（株）シグマット　本  社 〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町字裏城戸17 0223-34-3131
（株）シグマット　宮城支店硝子建材課 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3-11-5 022-781-6889 

秋田県

三傳商事（株）　本社 〒010-1633 秋田県秋田市新屋鳥木町1-81 018-888-8506
三傳商事（株）　横手支店 〒013-0072 秋田県横手市卸町1-4 0182-33-5175
東北物産（株）　秋田支店 〒010-1201 秋田県秋田市雄和田草川字高野11 018-886-2600

（株）シグマット　秋田支店 〒011-0944 秋田県秋田市土崎港穀保町130-1 018-857-1755

山形県
（株）サトウハウスセンター　本社 〒990-0071 山形県山形市流通センター3-8-2 023-633-3661
（株）サトウハウスセンター　米沢支店 〒992-0011 山形県米沢市中田町1284-1 0238-37-5941
（株）シグマット　山形支店 〒990-2323 山形県山形市桜田東4-5-20 023-623-4210

福島県

（株）クラシマ　福島建材支店 〒960-0113 福島県福島市鎌田字卸町19-1 024-553-4751
（株）クラシマ　郡山建材支店 〒963-0108 福島県郡山市笹川1-117 024-945-1727
（株）クラシマ　いわき建材支店 〒971-8126 福島県いわき市小名浜野田字玉川12-3 0246-68-6038
（株）クラシマ　会津建材支店 〒965-0059 福島県会津若松市インター西44番地 0242-23-1730
（株）クラシマ　建材事業本部 〒960-0113 福島県福島市北矢野目字原田67-20 024-552-2280
（株）クラシマ　本社 〒960-0113 福島県福島市北矢野目字原田67-20 024-552-2257
（株）シグマット　福島支店 〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字中核工業団地39-4 0248-53-4001

茨城県
（株）エフジーケー　茨城支店 〒300-3506 茨城県結城郡八千代町成田206-4 0296-48-0555
（株）クラシマ　水戸建材支店 〒310-0841 茨城県水戸市酒門町千束4278-2 029-240-1188

群馬県 （株）糸庄　本社 〒370-0006 群馬県高崎市問屋町3-10-2 027-364-3111

埼玉県
イケダガラス（株）　狭山支店 〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山1-5-17 042-952-8236
イケダガラス（株）　さいたま支店 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-241-6 048-665-4391

（株）エフジーケー　本社 〒366-0042 埼玉県深谷市東方町3-33-1 048-572-1122

千葉県 （株）金綱硝子店　本社 〒292-0036 千葉県木更津市菅生宮の前354-1 0438-98-0421

東京都

イケダガラス（株）　本社 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町1 03-3255-1151
イケダガラス（株）　足立支店営業課 〒121-0051 東京都足立区神明1-2-20 03-3606-0881
イケダガラス（株）　足立支店内装課 〒121-0051 東京都足立区神明1-2-20 03-5697-8558

（株）樫野　東京支店 〒132-0025 東京都江戸川区松江7-15-3 03-5607-0811
神台産業（株）　本社 〒111-0031 東京都台東区千束4-32-11 03-3876-3631

神奈川県
（株）三好商会　本社 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 横浜KNビル13階 045-328-3440
（株）三好商会　硝子建材事業部 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 横浜KNビル13階 045-328-3450



都道府県 特約店名 郵便番号 住所 電話番号

新潟県
敦井産業（株）　本社 〒951-8610 新潟県新潟市中央区下大川前通四ノ町2230-12 025-229-8020
敦井産業（株）　長岡支店 〒940-8690 新潟県長岡市袋町3-1101-7 0258-35-1245
敦井産業（株）　上越支店 〒942-8691 新潟県上越市住吉町5-16 0255-43-8111

富山県 北陸板硝子（株）　本社 〒930-0177 富山県富山市西二俣780 0764-36-0166

石川県
（株）小鍛治長次郎商店　本社 〒924-0865 石川県白山市倉光1-186 0762-76-1131

室野硝子（株）　野々市営業所 〒921-8815 石川県野々市市本町1-7-1 0762-48-0327

福井県
小森商事（株）　本社 〒914-0061 福井県敦賀市蓬莱町8-6 0770-22-0771
小森商事（株）　福井支店 〒910-0805 福井県福井市高木2丁目1109 0776-54-1140

山梨県 和泉産業（株）　本社 〒400-0047 山梨県甲府市徳行2-3-20 0552-22-1152

長野県
（有）松岡ガラス店　本社 〒399-0006 長野県松本市野溝西1-10-8 0263-25-6101

飯田米穀（株）ガラス部　本      社 〒395-0811 長野県飯田市松尾3093-1 卸団地内 0265-23-3603

岐阜県
栗本建材株式会社 ガラス事業部　本  社 〒501-6104 岐阜県岐阜市柳津町本郷3丁目122番地 058-388-3113
中部硝子（株）　本社 〒501-0224 岐阜県瑞穂市稲里209-1 058-327-7701
まねきや硝子（株）　岐阜支店 〒500-8225 岐阜県岐阜市岩地3-5-3 058-245-0161

静岡県
まねきや硝子（株）　静岡支店 〒425-0004 静岡県焼津市坂本301 054-621-3010
まねきや硝子（株）　静岡支店浜松営業所 〒430-0802 静岡県浜松市東区将監町32-4 053-462-1548
まねきや硝子（株）　富士支店 〒416-0934 静岡県富士市鮫島141-3 0545-63-8511

愛知県

まねきや硝子（株）　名古屋支店 〒491-0834 愛知県一宮市島崎1-11-17 0586-77-6626
まねきや硝子（株）　名古屋西支店 〒454-0971 愛知県名古屋市中川区富田町千音寺土坪3773 052-431-5001
木村硝子（株）　本社 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字西河原71 0564-31-3110
板倉実業（株）　本社 〒440-0081 愛知県豊橋市大村町字山所22 0532-53-1532
エイジーテック（株）　本社 〒462-0018 愛知県名古屋市北区玄馬町105番地 052-909-5911

三重県
釜屋硝子建材（株）　本社 〒510-0305 三重県津市河芸町大字中別保196-1 0592-45-5500
釜屋硝子建材（株）　四日市営業所 〒510-0846 三重県四日市市大井ノ川町2-4 0593-45-2635

京都府 上原硝子（株）　本社 〒612-8245 京都府京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後67 075-602-8700

大阪府

今井硝子（株）　本社 〒577-0824 大阪府東大阪市大蓮東4-13-1 06-6729-6971
（株）今井硝子店　本社 〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通7-6-27 06-6783-5166
（株）樫野　本社 〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-5-26 06-6341-1279
（株）樫野　関西硝子事業部大阪事業所 〒554-0023 大阪府大阪市此花区春日出南2-8-35 06-6468-7571
（株）酒直　硝子部大阪支店 〒590-0983 大阪府堺市堺区山本町3丁73 072-229-2151

濱田特殊硝子（株）　本社 〒547-0033 大阪府大阪市平野区平野西4-5-1 06-6702-0678
まねきや硝子（株）　本社 〒578-0904 大阪府東大阪市吉原2-1-13 0729-63-6061

（株）山田硝子店　本社 〒547-0041 大阪府大阪市平野区平野北2-2-58 06-6791-1317

兵庫県

（株）樫野　関西硝子事業部 〒658-0046 兵庫県神戸市東灘区御影本町7-1-5 078-842-0671
（株）樫野　関西硝子事業部神戸事業所 〒658-0046 兵庫県神戸市東灘区御影本町7-1-5 078-842-0671
（株）樫野　豊岡事業所 〒668-0013 兵庫県豊岡市中陰376-16 0796-23-5303
（株）松本商行　本社 〒660-0084 兵庫県尼崎市武庫川町1-12 06-6419-3585

和歌山県

（株）酒直　本社 〒640-8150 和歌山県和歌山市十三番丁30 073-431-1231
（株）酒直　硝子部和歌山支店 〒640-8255 和歌山県和歌山市舟津町3-15 073-432-1336
（株）酒直　建材部田辺支店 〒646-0022 和歌山県田辺市東山1-15-5 0739-24-4400
（株）酒直　建材部新宮支店 〒647-0053 和歌山県新宮市五新1-27 0735-22-7187

鳥取県
（株）光商会　本社 〒680-0932 鳥取県鳥取市五反田町16 0857-50-1241
（株）光商会　湖山営業本部 〒680-0932 鳥取県鳥取市五反田町16 0857-28-3421



都道府県 特約店名 郵便番号 住所 電話番号

島根県 （株）石田彌太郎商店　本社 〒697-0011 島根県浜田市後野町2280番地3 0855-22-1080

岡山県
（株）ADF・アヤベ　本社 〒700-0845 岡山県岡山市南区浜野2-8-11 086-264-5771

服部興業（株）　本社 〒701-0151 岡山県岡山市北区平野620 086-293-2111

広島県
（株）備南建材社　本社 〒721-0952 広島県福山市曙町2丁目-1-20 084-983-0091
（株）備南建材社　硝子部 〒721-0952 広島県福山市曙町2丁目-1-20 084-983-0092

徳島県 （株）樫野　四国事業部徳島事業所 〒770-0873 徳島県徳島市東沖洲2-31 088-664-6363

香川県 （株）樫野　四国事業部高松事業所 〒760-0036 香川県高松市城東町2-5-3 087-851-1515

愛媛県 シンツ硝子テック（株） 〒791-3131 愛媛県伊予郡松前町北川原字塩屋西1113-1 089-984-2633

高知県
増田商事（株）　高知支店 〒780-0825 高知県高知市農人町5-23 088-883-7171
増田商事（株）　本社 〒788-0013 高知県宿毛市片島8-23 0880-65-8144

福岡県
（株）加根又本店　佐賀支店久留米営業所 〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1311-2 0942-53-8881

ENEOSグローブエナジー（株）　大牟田支店 〒836-0016 福岡県大牟田市北磯町2-160 0944-52-3331

佐賀県 （株）加根又本店　佐賀支店 〒849-0934 佐賀県佐賀市開成5-3-41 0952-30-4165

熊本県

（株）古木常七商店　本社 〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2313 0967-22-0821
（株）古木常七商店　熊本支店 〒862-0959 熊本県熊本市中央区白山1-10-11 096-366-3281
（株）加根又本店　熊本支店 〒860-0834 熊本県熊本市南区江越2-15-25 096-370-8200
（株）加根又本店　熊本支店玉名営業所 〒865-0056 熊本県玉名市滑石字南請2067-1 0968-75-2011
（株）加根又本店　熊本支店天草営業所 〒861-7314 熊本県天草市有明町大島子2986-2 0969-52-0326
（株）加根又本店　熊本支店八代営業所 〒866-0065 熊本県八代市豊原下町木下4377 0965-35-6655

宮崎県
（株）加根又本店　都城支店 〒885-0034 宮崎県都城市菖蒲原町20-1 0986-23-4151
（株）加根又本店　都城支店延岡営業所 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字玉川7660番地5 0982-50-1617

鹿児島県 （株）加根又本店　本社 〒890-8535 鹿児島県鹿児島市西別府町3200-6 099-282-7600

沖縄県  （株）沖縄建材　本社 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4丁目3番1号 098-877-2711

都道府県 ミエミラー特約店名 郵便番号 住所 電話番号

東京都 （株）高井鏡硝子工業所　本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町21 03-3256-2636

大阪府 （株）赤坂　本社 〒546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津1-23-12 06-6714-5948

広島県 渋下硝子工業（株）　本社 〒734-0014 広島県広島市南区宇品西4-1-62 082-255-6141


