取扱メーカー 一覧
信頼できる確かな商品を、信頼できる会社様からのみご提供いただいております。
金属加工の現場に必要なものは日東工機にお任せください。

ア
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社アーム産業

作業工具 / 電動・空圧・油圧工具

ボルトクリッパー、ケーブルカッター、鉄筋カッター

0256-46-2278

株式会社 IKK

配管・電設

鉄筋カッター、ミニパンチャー、アングル加工機

03-5824-3588

株式会社相澤鐡工所

工作板金機械

シャーリング、プレスブレーキ

048-281-3740

愛知産業株式会社

溶接関連・周辺機器

レーザー溶接機、スポット溶接機、
ＭＡＧ/ＭＩＧ溶接機

03-6800-1122

株式会社 ITW パフォーマンス
ポリマーズ＆フルイズジャパン

ケミカル製品

デブコン製品、緊急補修剤、マジックボンド

06-6330-7118

アサダ株式会社

溶接関連・周辺機器 / 配管・電設

ステンレス管自動溶接機、エアプラズマ切断機、
バンドソー、ねじ切り機

03-3635-2511

旭化成アドバンス株式会社

安全保護具 / 環境機器・塗装機

スパッタシート、オイル吸収マット

03-5404-3030

旭金属工業株式会社

作業工具

打撃メガネ、片口メガネ、スパナ、六角棒レンチセット

03-3621-1051

旭サナック株式会社

環境機器・塗装機

エアレス塗装機

03-3254-0911

旭産業株式会社

安全保護具

スパッタシート、パイク保護用品、溶接遮光フェンス

052-761-4621

株式会社旭製作所

高圧容器・バルブ

シームレス容器

048-756-3321

アゼアス株式会社

安全保護具

タイベック保護服

03-3865-1311

厚地鉄工株式会社

工作板金機械

サンドブラスト

072-882-3814

アネスト岩田株式会社

環境機器・塗装機

コンプレッサー、エアレス塗装機

03-5483-5070

株式会社アマダマシナリー NCC 部門

切削工具 / 工作板金機械

ホルソー、バンドソー、カットオフマシン、
切断油、バンドソーマシン

0463-96-3221

アマノ株式会社

環境機器・塗装機

集塵機、集塵システム、床面洗浄機

03-3543-4112

有光工業株式会社

環境機器・塗装機

ブランジャポンプ、高圧洗浄機、洗浄装置

03-5835-3974

アルインコ株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器 /
季節商品・ライフ商品

ローリングタワー、兼用脚立、1 連 /2 連梯子、建国器具

048-650-3220

株式会社安藤精密

作業工具

精密刻印、ピンポンチ

03-3623-2475

イ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

イーグルクランプ株式会社

建設・荷役・運搬・物流

鋼板縦吊クランプ、形鋼横吊クランプ、チェーンスリング

045-481-5535

育良精機株式会社

溶接機 / 配管・電設 / 安全保護具

アーク溶接機、液晶溶接面、ミニパンチャー、アングル加工機

03-3833-2001

株式会社石川製作所

建設・荷役・運搬・物流

プレス製運搬車、樹脂製運搬車、ステンレス製運搬車

0267-67-2523

株式会社石崎電機製作所

作業工具

プラジェット、電機はんだこて、シーラー

03-5687-7711

株式会社イシハシ精工

切削工具

ジェットタップ、ハンドタップ、スパイラルタップ、ダイス

03-5408-8061

株式会社泉精器製作所

配管・電設

油圧端子圧着機、油圧パイプベンダー、油圧式ワイヤーカッター

03-3353-7771

株式会社イチグチ

研磨材

研磨ディスク、軸付フラップホイル

03-3831-8281

1

会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社イチネンケミカルズ

ケミカル製品

ステンブライト、ケガキ、防塵、浸透、離型形、
探傷形剤、タッピングスプレー

0299-78-3456

株式会社稲葉製作所

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

物置、ガレージ

03-3759-5111

岩崎電気株式会社

配管・電設

ＬＥＤライト、メタルハライドランプ、投光器

03-5847-8635

ウ
会社名

主要取扱製品

瓜生製作株式会社

電動・空圧・油圧工具

取扱製品名

エアグラインダー、インパクトレンチ

TEL

03-3443-1261

エ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

エア・ウォーター・ゾル株式会社 ケミカル製品

防錆浸透潤滑剤、パーツクリーナー、各種エアゾール製品

03-5207-3202

株式会社エイト

作業工具

六角棒レンチ、
ボールポイントレンチ、六角棒レンチセット

06-6793-9025

株式会社エイム

溶接機

ハイブリッドＹＡＧレーザー溶接機

0428-31-6881

株式会社エー・アンド・ディ

検査・測定工具・マグネット

デジタル秤、カウンティングスケール、テスター

03-5391-5123

AUC 株式会社

ケミカル製品

絶縁ビニールテープ

03-5929-7870

株式会社エクシード

溶接機 / 溶接材料

マグナ溶接棒、サーマルアーク溶接機

046-281-5885

エサブ株式会社

溶接機 / 安全保護具

溶接保護具、切断装置、自動溶接装置

03-5402-8718

株式会社 S&P

電動・空圧・油圧工具

エアダスター、エンジンクリーナー、エアーチャック

03-3695-7811

SMC 株式会社

電動・空圧・油圧工具

エアーシリンダー、電磁弁、スピードコントローラー

03-5207-8271

エスケイシリンダー株式会社

高圧容器・バルブ

株式会社榎本製作所

配管・電設

エアーホースリール

03-3751-3340

株式会社 MCC コーポレーション

作業工具 / 配管・電設

ボルトクリッパー、ケーブルカッター、アングルカッター

03-5807-6055

株式会社 MCC コーポレーション

作業工具

ボルトクリッパー、ケーブルカッター、ねじ切り機、パイプレンチ

03-5807-6055

取扱製品名

TEL

ＬＰガス容器、アルミ・ＦＲＰ容器、シームレススチール容器

03-3263-4581

オ
会社名

主要取扱製品

オーエスジー株式会社

切削工具

超硬エンドミル、ハイスエンドミル、コーティングドリル

03-5709-4500

株式会社 OSG コーポレーション

季節商品・ライフ商品

アルカリイオン整水器

03-5484-7550

オーエッチ工業株式会社

作業工具 / 建設・荷役・運搬・物流

ハンマー、キャスター、荷締機

072-963-2221

大阪角田興業株式会社

作業工具

ハンドバイス、トグルクランプ

06-6772-6801

株式会社大阪ジャッキ製作所

電動・空圧・油圧工具

パワージャッキ、手動油圧ポンプ、小型電動油圧ポンプ

03-3646-3791

大阪製罐株式会社

ケミカル製品

キャビネット、作業台、ワゴン、ツールケース

06-6723-5545

株式会社大阪タイユー

建設・荷役・運搬・物流

ドラム缶運搬車、反転機、パレット回転機

03-3393-7111

株式会社オーデン

環境機器・塗装機

業務用空気清浄機

03-3646-1245

大西電機工業株式会社

環境機器・塗装機

ポータブルファン、スパイラルダクト

03-5473-6091

2

会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

大見工業株式会社

切削工具

ホールカッター、クリンキーカッター、超硬ドリル

0566-75-8117

大村技研株式会社

ガス溶断器具

圧力調整器、プロパンバーナー

03-3490-0708

株式会社オカグレード

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

グレーチング各種

048-969-2050

岡崎精工株式会社

切削工具

コバルトソー、ブリッジリーマー、超硬工具、ダイヤモンド工具

03-5710-8050

オカモト株式会社

ケミカル製品 / 安全保護具

皮手袋、各種手袋、工業用テープ

03-3817-4111

株式会社オグラ

電動・空圧・油圧工具 / 配管・電設

可搬型パンチャー、鉄筋カッター、鉄筋切断機、鉄筋曲げ機

03-3734-8211

OBARA 株式会社

溶接関連・周辺機器

抵抗溶接関連機器、アーク溶接関連機器、レーザー装置

055-266-5432

株式会社オフィスマイン

電動・空圧・油圧工具

ローラーミニコ、ビートン

052-937-9580

オリイメック株式会社

工作板金機械

プレス加工自動システム

0463-93-0811

オリオン機械株式会社

季節商品・ライフ商品

ジェットヒーター、ブライトヒーター、ドライポンプ

03-3523-8881

オリジン電気株式会社

溶接機

電機溶接機

048-755-9711

株式会社オリック

ケミカル製品

クレパスホルダー、スパッタ付着防止剤

0562-56-5107

オルファ株式会社

作業工具

各種カッター、はさみ

03-3865-8123

カ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社カスタム

検査・測定工具・マグネット

デジタル温度計、放射温度計、テスター

03-3255-1117

株式会社桂精機製作所

ガス溶断器具

ガスバーナー、調整器

045-461-2334

株式会社金森ドリル製作所

切削工具

精密小径ドリル、半月型ドリル、ラップ棒

03-3657-2161

カネテック株式会社

検査・測定工具・マグネット

マグネットホルダー、リフティングマグネット、永磁チャック

03-5823-7014

カミマル株式会社

ガス溶断器具

ＫＳパンダ、
ＫＳランラン、
ＫＳコンシャン、ハンドカー、
ボンベスタンド

03-5473-7842

亀倉精機株式会社

配管・電設

ポートパンチャー、パイプ断水機、アングル加工機

03-3784-8851

株式会社河合製作所

工作板金機械

ベンディグロール

045-563-6476

川上産業株式会社

建設・荷役・運搬・物流

緩衝材（プチプチ）

03-3288-3231

株式会社河原

建設・荷役・運搬・物流

リフトテーブル

03-3252-6207

株式会社関西工具製作所

作業工具

ポンチ、ダイス、長穴ポンチ、ダイス

03-5763-1155

株式会社関西リベット・サービス

作業工具

リベッター、ブラインドリベット、ナット、ドリルネジ、
ピアスビス

03-3623-2133

関東アセチレン工業株式会社

作業工具

アセチレン容器

0279-22-3102

株式会社関東宮城

電動・空圧・油圧工具

パンチ、ダイセット

03-3745-0075

キ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

キシデンテクノ株式会社

溶接機

直流インバーター溶接機、トランス

03-3899-4281

キスウェルジャパン株式会社

溶接材料

溶接用ワイヤー、軟鋼用溶接棒

03-3669-2490

3

会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

北浜技研株式会社

溶接関連・周辺機器

溶接棒乾燥器

06-6491-8116

株式会社キトー

建設・荷役・運搬・物流

チェンブロック、レバーブロック、電動チェンブロック

03-5908-0173

岐阜プラスチック工業株式会社 スチール・アルミ・樹脂・事務機器

各種コンテナ、パレット

03-6739-0341

京セラ インダストリアル
ツールズ株式会社

電動・空圧・油圧工具

電動工具、園芸用機器

03-3927-5571

京都機械工具株式会社

作業工具

各種自動車工具

03-3752-2261

株式会社キヨーワ

環境機器・塗装機

高圧洗浄機、手動テストポンプ、高圧噴霧ポンプ

03-5743-6001

極東貿易株式会社

ケミカル製品

ネバーシーズ焼付防止潤滑剤

03-3244-3511

有限会社キヨタ工機

電動・空圧・油圧工具

コンターマシン

052-302-0327

株式会社キラ・コーポレーション

工作板金機械

ボール盤、タッピングマシン

0536-32-0110

キリウスジャパン株式会社

電動・空圧・油圧工具

カウンター内蔵電動ドライバー、ネジ自動供給機、
スクリューカウンター

03-5244-7452

キロニー産業株式会社

溶接関連・周辺機器

溶接用倣装置、溶接走行台車、タングステン電極先端研磨機

03-3638-2461

株式会社キングジム

スチール・アルミ・樹脂・事務機器 /
季節商品・ライフ商品

ラベルライター「テプラ」、業務用・家庭用事務用品

03-3864-0505

ク
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社空研

電動・空圧・油圧工具

エアーインパクトレンチ、エアーサンダー

03-3493-8304

株式会社クラレ

安全保護具

使い捨てマスク

03-6701-1000

呉工業株式会社

ケミカル製品

防錆・潤滑・洗浄剤「ＣＲＣ5-56」

03-5773-2311

クレトイシ株式会社

安全保護具 / 研磨材

防じんマスク、保護服、保護めがね、皮手袋、耳栓、
グラインダー砥石

03-3432-4111

株式会社クロダブラシ

研磨材

ワイヤーブラシ、チャンネルブラシ、荒神ボーキ

03-3684-4921

ケ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社ケー・エフ・シー

配管・電設

アンカーボルト、ケミカルアンカー

03-6402-8250

株式会社ケミカル山本

溶接関連・周辺機器

ステンレス溶接、焼け取り・
研磨「エレクトロシャイナー」「ピカ素」

0120-304-243

温水・冷水高圧洗浄機、産業用集塵機

048-710-8788

ケルヒャー・ジャパン株式会社 環境機器・塗装機

コ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

小池酸素工業株式会社

ガス溶断器具

レーザー切断機、ガス溶断器具、圧力調整器、ポジショナー

03-3685-1333

高圧ガス工業株式会社

ガス溶断器具 / 高圧容器・バルブ

圧力調整器、逆火防止器、アセチレン容器

03-3595-3128

高圧昭和ボンベ株式会社

高圧容器・バルブ

シームレス容器、ステンレス容器

03-3595-3126

工機ホールディングス株式会社

電動・空圧・油圧工具

ディスクグラインダー、卓上ボール盤、ハンマードリル、
03-5733-7700
セーバーソー

興研株式会社

安全保護具

防じんマスク、防毒マスク

03-5276-1911

株式会社工進

環境機器・塗装機

電動式ドラムポンプ、手回しドラムポンプ、ハイリッター
ポンプ

048-653-3521

4

会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社神戸製鋼所

溶接材料 / 溶接関連・周辺機器

溶接棒、溶接ワイヤー、鉄骨用溶接ロボット

03-5739-6323

光洋機械産業株式会社

建設・荷役・運搬・物流

土木用ベルトコンベヤ、耐熱、耐油ベルトコンベヤ

03-3534-8800

株式会社向洋技研

溶接機

テーブルスポット溶接機

042-760-4306

コールマンジャパン株式会社

配管・電設 / 季節商品・ライフ商品

ソードガストーチ、ガスカートリッジ、キャンプ用品

03-6858-7400

株式会社コスモビューティー

ケミカル製品

工業用手洗い洗浄剤、業務用粉洗剤、エアゾール製品

03-6631-6910

コニシ株式会社

ケミカル製品

各種接着剤・ボンド

03-5259-5711

コベルコ・コンプレッサ株式会社

環境機器・塗装機

給油式コンプレッサ、オイルフリーコンプレッサ

03-5496-0014

コマツ株式会社

溶接関連・周辺機器

鉄骨用溶接ロボット

03-5561-4711

コマツ産機株式会社

工作板金機械

シャーリング、プレスブレーキ、プラズマ加工機

03-3486-0031

株式会社古里精機製作所

検査・測定工具・マグネット

カウンター、ヤードメーター、手持数取器

0428-85-2421

株式会社コンセック

作業工具

アンカードリル、コアドリル

03-5696-1323

株式会社今野製作所

建設・荷役・運搬・物流

爪付ジャッキ、アトムジャッキ、分離式爪ジャッキ

03-3890-3406

コンパクト・ツール株式会社

電動・空圧・油圧工具

吸塵式ツール、非吸塵式ツール

048-486-2500

サ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

ザーレン・コーポレーション株式会社 作業工具

グリスポンプ、ポータブルグリス注油機、マイクロホース

03-3834-4183

蔵王産業株式会社

環境機器・塗装機

高圧洗浄機、集塵機

03-5600-0511

サカイ工業株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

ミーティングテーブル、ナーステーブル、介護テーブル

052-400-6222

堺電業株式会社

溶接関連・周辺機器

キャプタイヤケーブル

044-211-3131

株式会社サカエ

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

作業台、ワゴン、キャビネット

03-5762-0851

株式会社阪口製作所

溶接関連・周辺機器

安全ホルダー、アースクリップ、ケーブルジョイント

072-993-1212

株式会社サクラクレパス

ケミカル製品

ソリッドマーカー、水溶性マーカー

03-3862-3911

サンキテクノス株式会社

環境機器・塗装機

ポータブルファン、ジャンボファン

03-3491-5591

株式会社三協

電動・空圧・油圧工具

ロイヤルパンチャー、油圧ポンプ

0766-44-0924

三共理化学株式会社

研磨材

耐水ペーパー、ハイピッチペーパー

048-615-3030

サンキン株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

メッシュパレット、サンキンテナー

03-5951-3121

三甲株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

各種コンテナ、パレット

03-3630-3535

三光化学工業株式会社

安全保護具

使い捨て防じんマスク

0467-75-0760

三晃製砥株式会社

研磨材

オフセット砥石、サンタッチ

0578-82-3676

株式会社サンコウ電子研究所

検査・測定工具・マグネット

ピンホール探知機、膜圧計

03-3254-5031

サンコーミタチ株式会社

電動・空圧・油圧工具 / 研磨材

ストレートグラインダー、ディスクグラインダー、
チップソー切断機、切断砥石

0263-40-0611

三進金属工業株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

ボルトレス軽量、中量棚、重量物品棚、
注重量パレットラック

03-3669-0800
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会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

酸素アーク工業株式会社

溶接関連・周辺機器

酸素アーク切断棒、ランスホルダー

092-611-0364

株式会社サンポウ光学

検査・測定工具・マグネット

測量機各種レーザーレベル

048-447-6420

サンポット株式会社

季節商品・ライフ商品

石油暖房機、ガスストーブ

048-471-8420

三立機器株式会社

環境機器・塗装機

各種産業用掃除機

048-430-3456

三立電器工業株式会社

溶接関連・周辺機器

安全ホルダー、アースクリップ、ケーブルジョイント

06-6552-1501

株式会社サンワ

作業工具

ハイニブラ、キーストンカッター、ベベラー、エースカッター

0425-57-7801

株式会社サンワテック

溶接機

自動Ｔ
ＩＧ溶接機

047-338-6641

シ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

CKD 株式会社

電動・空圧・油圧工具

エアーシリンダー、電磁弁、スピードコントローラー

03-5402-3628

株式会社ジェイ・インターナショナル

ケミカル製品

スパッター防止剤、ステンアップ

03-3723-7014

有限会社四賀製作所

ガス溶断器具

圧接用バーナー

03-3616-1881

株式会社重松製作所

安全保護具

防じんマスク、防毒マスク

03-3915-8081

シシクアドクライス株式会社

作業工具

プレス製ゴム車輪、重荷重要キャスター、運搬台車

076-234-0449

静岡製機株式会社

環境機器・塗装機

遠赤外線ヒーター、サンストーブ、スポットヒーター

03-6904-3786

株式会社シブヤ

配管・電設

ダイモドリル、ダイヤモンドツール

03-5995-6761

株式会社下西製作所

検査・測定工具・マグネット

マグネットコンベア、磁力搬送システム

03-3256-8281

株式会社シモン

安全保護具

安全靴、作業用手袋

03-5695-1011

シャープ株式会社

季節商品・ライフ商品

液晶テレビ、パソコン、冷蔵庫、ルームエアコン

0120-482-080

昭和機械工業株式会社

電動・空圧・油圧工具

高速切断機、角度切切断機

072-268-0231

昭和精工株式会社

工作板金機械

ドリルマシン、ポンチング

076-278-2328

昭和電機株式会社

電動・空圧・油圧工具

電動送風機、ファン

03-5833-3201

信越化学工業株式会社

ケミカル製品

ＲＴＶゴムコンパウンド、高真空シール用グリス、
シリコングリス

03-3146-5152

シンクス株式会社

工作板金機械

開先加工機

048-240-0800

新東工業株式会社

工作板金機械

ショットブラスト、バレル研磨機、ブラシ研磨機

052-582-9211

環境機器・塗装機

集塵機、ヒュームコレクター

03-3502-1417

信明ゼネラル株式会社

検査・測定工具・マグネット

超音波探傷器、超音波厚さ計

03-3578-1351

株式会社進和

溶接関連・周辺機器

ベーパーフラックス

045-574-3301

シンワ測定株式会社

検査・測定工具・マグネット

曲尺、直尺、レーザーレベル、測量用品

048-487-4777

新東工業株式会社 幸田事業所
（旧）新東エコテックカンパニー

ス
会社名

株式会社スイデン

主要取扱製品

環境機器・塗装機

取扱製品名

工場扇、スポットエアコン、ジェットスイファン、
有圧換気扇、クリーナー
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TEL

03-5831-1370

会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

スーパー工業株式会社

環境機器・塗装機

高圧洗浄機、高圧ポンプ、エンジンポンプ

03-3653-2411

株式会社スーパーツール

作業工具 / 建設・荷役・運搬・物流

立吊クランプ、横吊クランプ、ジブクレーン、
ラチエットレンチ、シャコ万力、ギャプーラ

03-5750-2341

菅機械産業株式会社

溶接関連・周辺機器

形鋼用反転機

089-965-0665

株式会社スギヤス

建設・荷役・運搬・物流

ハンドパレットトラック、ハンドリフター、テーブルリフト

03-3759-9722

スズカファイン株式会社

ケミカル製品

各種エアゾール製品

03-5661-2450

鈴木製砥株式会社

切削工具

鉄用チップソー、
ＳＵＳ用チップソー、サーメットチップソー

053-473-1368

株式会社スズキビジネス

ケミカル製品

機械油、金属加工油各種

053-440-0860

鈴木油脂工業株式会社

ケミカル製品

業務用クリーナー、洗浄剤

03-3654-5401

スターカット工業株式会社

ケミカル製品

ノロ・ドロス付着防止剤、切断、研削油剤

0480-61-1534

スター電器製造株式会社

溶接機 / 溶接関連・周辺機器

アーク溶接機、液晶溶接面、液晶消耗品

0466-27-2666

スタイル株式会社

配管・電設

ガスバーナー、ガストーチ、エスパー、交換用ガスボンベ

03-5625-8121

株式会社ＳＴＡＳ

建設・荷役・運搬・物流

センターキャッチ

0957-26-1771

ストラパック株式会社

建設・荷役・運搬・物流

梱包機、結束機、自動機用結束紐

03-6278-1801

株式会社スノウチ

溶接関連・周辺機器

フラックスタブ、セラミックエンドタブ

047-353-8751

スプレーイングシステムジャパン株式会社

電動・空圧・油圧工具

スプレーノズル、及び周辺機器

03-3449-6061

住友スリーエム株式会社

研磨材

スコッチブライト、ベベル、メタコンディスク

03-5226-1664

スリーアールソリューション株式会社

検査・測定工具・マグネット

ハンディスキャナ、携帯デジタル顕微鏡

092-441-4056

株式会社スリーエッチ

建設・荷役・運搬・物流

強力型滑車、シンプルブロック、レバーブロック、
チェンブロック

03-5616-8771

スリーエムジャパン株式会社

安全保護具

防じんマスク、防じんメガネ、クリーンウエア

03-6409-3600

株式会社スリーボンド

ケミカル製品

液状ガスケット、補修接着剤、浸透潤滑坊錆剤

03-3495-0277

セ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

精和産業株式会社

環境機器・塗装機

エアレス塗装機、低圧温風塗装機

03-3638-6911

セントラルコンベヤー株式会社

建設・荷役・運搬・物流

ローラーコンベヤ、ホィールコンベヤ、ベルトコンベヤ

03-6204-8450

取扱製品名

TEL

ソ
会社名

主要取扱製品

象印チェンブロック株式会社

建設・荷役・運搬・物流

チェンブロック、レバーブロック、電動チェンブロック

03-3633-0176

株式会社ソディックＬＥＤ

季節商品・ライフ商品

ＬＥＤ蛍光灯

045-924-2720

タ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

ダイキン工業株式会社

環境機器・塗装機

ルームエアコン、設備用エアコン、スポットエアコン、

03-6716-0111

株式会社ダイケン

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

物置、サイクルロビー、門扉、ハンガーレール、複車

03-3633-6551

7

会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社 ダイトー

高圧容器・バルブ

高圧ガス容器用バルブ

048-721-3321

大東精機株式会社

工作板金機械

バンドーマシン、ドリルマシン

03-3762-5735

大同興業株式会社

溶接機 / 作業工具 / 工作板金機械

スポット溶接機、スタッド溶接機、
Ｌ型クランプ、
アングルクランプ、プリマック丸鋸精密切断機

03-3265-6062

株式会社ダイヘンテクノサポート

溶接機

Ｔ
ＩＧ溶接機、
ＣＯ2/ＭＡＧ/ＭＩＧ自動溶接機等

03-5733-2960

大宝産業株式会社

高圧容器・バルブ

超低温容器

06-6412-4939

株式会社タイムケミカル

溶接関連・周辺機器/ケミカル製品

切断油、切断油噴射装置、ウェルパー、オイルドライ、
油液吸着剤

0299-78-3456

株式会社太洋

工作板金機械

パイプベンダー

03-3821-8101

太陽工業株式会社

建設・荷役・運搬・物流

各種ローラーコンベヤ

052-621-2663

ダイライト株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

大型角槽、大型丸型桶、ローリータンク、薬液タンク

03-5461-7881

大同ゴム株式会社

溶接関連・周辺機器

溶断用ホース、工業ゴムホース

0877-22-6254

株式会社拓インターナショナル 工作板金機械

パイプ開先加工機、パイプ自動溶接機薄型溶接ヘッド

042-563-0553

株式会社タクト

研磨材

ゴム砥石

0594-22-1114

株式会社田窪工業所

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

ストックハウス、自動車置場、収納庫、ガレージ

03-3698-2205

タケダ機械株式会社

工作板金機械

ポンチング、ドリルマシン、ユニットワーカー

0761-58-8211

タコマン株式会社

建設・荷役・運搬・物流

タコマンクリップ、三脚ヘッド、チェーンスリング

0795-46-1585

株式会社ＴＪＭデザイン

検査・測定工具・マグネット

メジャー、レーザー墨出し測定器、カッターナイフ

0120-125577

株式会社タセト

溶接材料 / ケミカル製品

ステンレス用溶接棒、ステンレス用溶接ワイヤー、
カラーチェック、リークチェック

045-430-3829

タックス株式会社

研磨材

インターナル砥石、軸付砥石、ダイヤモンドディスク

03-3961-3741

田中製作所

安全保護具

防じんマスク、遮光メガネ、防災面

066-322-5582

谷口工業株式会社

切削工具

バンドーソーブレード、超硬ホルソー、超硬ロング
ホルソー、平刃ホールソー

06-6787-1421

株式会社谷テック

切削工具

チップソー切断機、メタルソー切断機

045-812-1911

チ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社中央製作所

溶接機

スポット溶接機

03-3788-1571

株式会社中部機販商事

溶接関連・周辺機器

溶接治具、裏当て金

054-284-3927

株式会社千代田精機

ガス溶断器具

圧力調整器、ガス溶断器具

03-5493-0861

千代田通商株式会社

電動・空圧・油圧工具

タッチチューブ、スパイラルチューブ、コネクター継手

03-3727-4621

取扱製品名

TEL

ツ
会社名

主要取扱製品

津根マシンツール株式会社

工作板金機械

超硬丸鋸切断機、全自動帯鋸切断機

株式会社椿本チェイン

建設・荷役・運搬・物流

ドライブチェーン、コンベヤチェーン、減速機、変速機、 03-6703-8400

ツボサン株式会社

研磨材

鉄工用ヤスリ、組ヤスリ、ダイヤモンドヤスリ、精密ヤスリ
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03-3641-1191

03-5835-3093

会社名

株式会社鶴見製作所

主要取扱製品

環境機器・塗装機

取扱製品名

水中ポンプ、陸上ポンプ、高圧洗浄機

TEL

03-3833-9765

テ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

ティー・エイチ・エム株式会社

溶接機

スポット溶接機、
ＹＡＧレーザー加工機

045-790-5391

株式会社ＴＫＸ

研磨材

セラミック砥石、ダイヤモンドホイール

06-6768-0681

株式会社帝建

安全保護具

タフネックス作業服

06-6268-2525

株式会社テクノ

溶接関連・周辺機器

ギヤローラー

055-934-1256

テクノアマシナリー株式会社

環境機器・塗装機

エアレス塗装機、高圧洗浄機

029-247-8931

株式会社テクノプラン

検査・測定工具・マグネット

リフティングマグネット、マグネットベース、マグネットライト

046-298-7005

株式会社テザック

建設・荷役・運搬・物流

ワンツースリング、ソフトスリング、ベルト荷締機

03-3542-8761

デュポン・東レ・スペシャル
ティ・マテリアル株式会社

ケミカル製品

モリコート特殊潤滑剤

03-3287-1011

株式会社寺内製作所

建設・荷役・運搬・物流

ローラーコンベヤ、ホィールコンベヤ、ベルトコンベヤ

048-445-3481

株式会社テラモト

環境機器・塗装機

清掃用品全般

047-358-1151

デンヨー株式会社

溶接機

エンジン溶接機、発電機

03-6861-1122

天龍製鋸株式会社

切削工具

チップソー、ダイヤモンドカッター

047-471-8838

ト
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

東亜合成株式会社

ケミカル製品

アロンアルファ接着剤

03-3597-7215

東空販売株式会社

電動・空圧・油圧工具

コールドチゼル、エアチゼル、チッパー

03-3695-2921

東芝エルイーソリューション株式会社

季節商品・ライフ商品

ウォータークーラー、
ＯＡ機器、エアコン、家電

03-4223-0102

東芝産業機器システム株式会社 環境機器・塗装機

コンプレッサー、モートル

044-520-0870

東芝マテリアル株式会社

溶接関連・周辺機器

タングステン電極

03-3457-4875

東正車輌株式会社

建設・荷役・運搬・物流

ゴールドキャスター、ゴールドリフター、物品棚

03-3668-7180

東ソー株式会社

ケミカル製品

重曹

03-5427-5155

株式会社東日製作所

検査・測定工具・マグネット

手動式、動力式トルク機器

03-3762-2452

株式会社東洋化学商会

ケミカル製品

各種エアゾール製品、プッシュ冷え

03-3685-4351

株式会社東洋溶材

溶接材料

銀ロー、りん銅ロー、各種フラックス

03-3974-1731

株式会社トーキン

溶接機

ＣＯ2トーチ、
Ｔ
ＩＧトーチ半自動トーチ、
Ｔ
ＩＧ溶接トーチ

053-485-5555

株式会社トーコー

環境機器・塗装機

近赤外線乾燥機「プロモ」

04-2933-0625

トーヨーカネツ株式会社

建設・荷役・運搬・物流

ローラーコンベヤ、ベルトコンベヤ

03-5857-3126

トーヨーコーケン株式会社

建設・荷役・運搬・物流

ベビーホイスト、ベビーウィンチ、ベビーマイティー

03-5857-3161

土牛産業株式会社

作業工具

各種金物、ハンマー

0794-82-0880

9

会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

特殊電極株式会社

溶接材料

トクデン溶接棒、ろう材

03-3763-6101

トップ工業株式会社

作業工具

ソケット、ラチエットレンチ、モンキーレンチ

03-3666-2489

ＴＯＮＥ株式会社

作業工具

ソケットレンチセット、工具セット、各種ソケット、
各種作業工具

03-3446-3911

トヨセット株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

デスク、ロッカー、カタログケース、保管庫、会議テーブル

03-3816-0956

株式会社トヨトミ

季節商品・ライフ商品

石油ストーブ、石油ファンヒーター

03-5942-6171

ドンケル株式会社

安全保護具

各種安全靴

048-990-1500

ナ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社ナイキ

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

デスク、チェア、ロッカー、保管庫、会議テーブル

03-5847-1980

ナイス株式会社

溶接材料

特殊溶接棒

03-5653-0888

株式会社永井ゲージ製作所

検査・測定工具・マグネット

スキマゲージ、ラジアスゲージ、ピッチゲージ

06-6309-0401

株式会社ナカトミ

季節商品・ライフ商品

スポットエアコン、工場扇、ヒーター

026-245-3105

長野計器株式会社

検査・測定工具・マグネット

圧力計

03-3776-5324

株式会社中村製作所

検査・測定工具・マグネット

トルクレンチ、トルクドライバー・ノギス

03-3775-1521

ナストーア株式会社

溶接機

スポット溶接機

03-6895-1370

ナニワ理化学工業株式会社

溶接関連・周辺機器

完全チョーク

072-431-0080

ニ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

新潟精機株式会社

検査・測定工具・マグネット

ケガキ針、溶接ゲージ、オートポンチ、プロトラクター

0256-31-5660

株式会社錦

研磨材

カップワイヤーブラシ、ベベルブラシ

0120-219-770

日動工業株式会社

溶接機 / 電動・空圧・油圧工具

電工ドラム、ポッキンプラグ、延長コード、トランス、
直流アーク溶接機

03-5683-4010

日油技研工業株式会社

検査・測定工具・マグネット

温度チョーク、サーモラベル

03-3986-4521

日軽産業株式会社

溶接材料

アルミ用溶接材料

03-5461-2004

日酸ＴＡＮＡＫＡ株式会社

溶接関連・周辺機器 /
ガス溶断器具 / 工作板金機械

レーザー切断機、ガス溶断器具、圧力調整器

044-549-9516

日進工業株式会社

安全保護具

消化器、消化器ボックス

03-3834-1051

日新被服株式会社

安全保護具

各種作業服

086-477-5211

日成ビルド工業株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

フラットハウス、ユニットハウス、プレハブ

03-5418-5900

株式会社ニッチュー

環境機器・塗装機

重曹ブラスト、ショットブラスト

03-3833-7060

日鉄溶接工業株式会社

溶接材料

軟鋼、耐候性鋼、耐火鋼、高張力鋼、低温用鋼、
低合金耐熱鋼用溶接棒

03-6388-9065

日東工機株式会社

溶接関連・周辺機器 / 切削工具

安全ホルダー、アースクリップ、
ＮＴプレート、
ＮＴメタルソー、
03-3453-7151
ＮＴブローチ、タイガーバンドソー、タイガーチップソー

日東工器株式会社

電動・空圧・油圧工具 / 環境機器・塗装機

カプラ、ジェットタガネ、アトラ、ジェットブローチ、
ベルトン、マイトン

03-3755-1111

日本アイ・エス・ケイ株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

業務用・家庭用耐火金庫

03-3833-0851
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会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

日本アルミット株式会社

溶接材料

やに入りはんだ、ソルダペースト

03-3379-2277

日本アロイ電極株式会社

溶接関連・周辺機器

溶接棒乾燥器

075-982-1220

日本ウェルディング株式会社

溶接機

レーザー加工機

03-5482-0600

日本ウェルディング・ロット株式会社 溶接材料

ステンレス用溶接棒、ステンレス用溶接ワイヤー

03-3563-5171

日本化学機械製造株式会社

高圧容器・バルブ

超低温容器、蒸発器

03-3567-8101

日本クランツレ株式会社

環境機器・塗装機

高圧洗浄機、バキュームクリーナー

04-2935-4817

日本クランプ株式会社

建設・荷役・運搬・物流

横吊クランプ、縦吊クランプ

03-3790-6881

日本工具株式会社

環境機器・塗装機

LED ヘッドライト、LED 投光器

042-370-1468

日本サミットソー株式会社

切削工具

バンドソー

0276-46-9211

日本スタッドウェルディング株式会社

溶接機

スタッド溶接機

044-333-6500

日本スプリュー株式会社

切削工具

スプリュー、ヘリサート工具

03-3438-0981

日本製紙クレシア株式会社

ケミカル製品

キムタオル、キムワイプ、ワイプオール

03-6665-5300

日東電工株式会社

ケミカル製品

ビニールテープ、布粘着テープ、各種テープ類

03-6631-1601

日本電産テクノモータ株式会社

作業工具

高周波電動工具、パイプ開先機、電動シャーレンチ

03-5437-3221

日本ドライブイット株式会社

溶接機

スタッド溶接機

03-3750-1311

日本ニューマチック工業株式会社

電動・空圧・油圧工具

インパクトレンチ、アングルグラインダー、エアーホイスト

06-6973-9100

日本フラッシュ株式会社

溶接機

ＣＤスタッド溶接機

050-5536-6625

日本ホイスト工業

建設・荷役・運搬・物流

電動ホイスト、クレーン

03-3455-0731

日本レヂボン株式会社

研磨材

スキルタッチ、グリーンエスゴールド、
切断砥石「飛騨の匠」「スーパーカット」

03-3736-6601

ネ
会社名

株式会社ネリキ

主要取扱製品

高圧容器・バルブ

取扱製品名

高圧ガス容器用バルブ

TEL

03-3445-6011

ノ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

ノガ・ウォーターズ株式会社

切削工具

面取り、バリ取り工具

048-777-1733

野口プレス株式会社

工作板金機械

プレス機、シャーリング

03-3624-3851

ノリタケコーテッドアブレーシブ
株式会社

ケミカル製品

ノンスリップテープ

045-944-5934

ハ
会社名

主要取扱製品

バイリーンクリエイト株式会社 安全保護具

取扱製品名

TEL

防じんマスク、簡易マスク

03-4546-1184

長谷川工業株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

踏み台、１連 /２連はしご、足場板、脚立、園芸用脚立

03-6866-1845

株式会社長谷川鉄工所

電動・空圧・油圧工具

パワーファイター

0545-61-3005
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会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社ハタヤリミテッド

配管・電設

コードリール、作業灯、ホースリーフ、延長コールド、
エアリール

03-3661-7881

株式会社ハタリー

工作板金機械

開先加工機

093-282-5731

花岡車輌株式会社

建設・荷役・運搬・物流

ダンディ台車、ダンディリフト、ジャンボ台車

03-3643-5271

パナソニック FS エンジニアリング
溶接機
株式会社

ＣＯ2 溶接機、
Ｔ
ＩＧ溶接機、エアプラズマ切断機、
交流直流溶接機

06-6866-8130

パナソニック株式会社
ライフソリューションズ社
エナジーシステム事業部

電動・空圧・油圧工具

充電ドリルドライバー、充電振動ドリルドライバー

0120-878-709

株式会社ハマイ

高圧容器・バルブ

高圧ガス容器用バルブ、ボールバルブ

03-3492-6655

株式会社ハマコＳ．
Ｓ

建設・荷役・運搬・物流

ハンドリフター、台車

0721-20-4711

浜田工業株式会社

溶接関連・周辺機器

スペースアーム

0721-23-0250

ハンマーキャスター株式会社

建設・荷役・運搬・物流

各種キャラクター、ハンマーロック

03-3434-2941

ヒ
会社名

主要取扱製品

株式会社ピカコーポレーション スチール・アルミ・樹脂・事務機器

取扱製品名

TEL

1 連 /2 連はしご、兼用脚立、踏み台

03-5602-9831

木製パレット

044-544-6146

東日本協同パレット株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

日立グローバルライフ
ソリューションズ株式会社

季節商品・ライフ商品

株式会社日立産機システム

建設・荷役・運搬・物流 /
環境機器・塗装機

スポットエアコン、ウォータークーラー、ルームエアコン、 050-3154-3977
設備用エアコン
モートルブロック、ホイスト、ベビコン、スクロール
03-4345-6045
コンプレッサー、スクリューコンプレッサー

日野工業株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

仮設トイレ、簡易トイレ、守衛室、浴室

03-5812-2300

フ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社ファーステック

切削工具 / 検査・測定工具・マグネット

ストレートドリル、ドリル研磨機、リフティングマグネット

072-960-3340

ファイアーランス工業株式会社

溶接関連・周辺機器

ランサー棒

03-3655-5261

ファインケミカルジャパン株式会社

ケミカル製品

ノズルクリーン、メタルコート、ブラッセン、ファインルブ

03-3643-8877

フコク株式会社

工作板金機械

開先加工機

045-540-4907

株式会社フジ

溶接関連・周辺機器

ハンドカー、ボンベスタンド

048-922-9547

不二空機株式会社

電動・空圧・油圧工具

アングルグラインダー、開先加工機、インパクトレンチ

06-6972-2331

株式会社不二越

切削工具

ストレートドリル、テーパードリル、ノスドリル、エンドミル

03-5568-5111

富士製砥株式会社

電動・空圧・油圧工具 / 研磨材

電機グラインダー、ポータブルバンドソー

03-5829-8281

株式会社不二製作所

環境機器・塗装機

サンドブラスト、エアーブラスト、ショットブラスト

03-3686-2291

フジ矢株式会社

作業工具

ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ、電動ニッパー

072-963-0851

株式会社二葉製作所

建設・荷役・運搬・物流

手動チェーンブロック、電動チェーンブロック

047-431-4105

プラス・テク株式会社

電動・空圧・油圧工具

エアホース、サクションホース、テトロンブレードホース

03-5816-5341

株式会社プラニング瑞穂

安全保護具

各種軍手

03-3269-3789
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会社名

フローバル株式会社

主要取扱製品

作業工具 / 配管・電設

取扱製品名

配管部品、防爆工具

TEL

0120-453-802

ヘ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社ベッセル

作業工具 / 電動・空圧・油圧工具

各種ドライバー、ビット、プラスチックハンマー、
エアーツール、エアーニッパー

03-3776-1831

ヘラクス株式会社

溶接関連・周辺機器

Ｈ鋼反転機

059-245-3341

ホ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

ホーザン株式会社

作業工具

はんだ付け用工具、弱電作業工具

06-6567-3111

ホシザキ東京株式会社

季節商品・ライフ商品

業務用冷蔵庫、冷凍庫、製氷機

03-3553-7141

ボッシュ株式会社

電動・空圧・油圧工具

ハンマードリル、振動ドリル、ディスクグラインダー

0120-345-762

ポップリベット・ファスナー株式会社
ツール事業部（レノックス）

切削工具

セーバーソーブレード

03-5259-6470

株式会社本宏製作所

建設・荷役・運搬・物流

各種ボックスパレット

03-5566-7375

マ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

マーテック株式会社

建設・荷役・運搬・物流

チェーンレバーホイスト、自在型アイボルト、チェーンスリング

03-5546-1232

マイト工業株式会社

溶接機 / 溶接関連・周辺機器 / 安全保護具

バッテリー溶接機、直流アーク溶接機、液晶溶接面、
ステンレス焼取り機

048-297-9133

株式会社マキタ

電動・空圧・油圧工具

ディスクグラインダー、卓上ボール盤、ハンマードリル

03-3653-5171

株式会社増田滑石工業所

溶接関連・周辺機器

石筆、温度チョーク

0736-62-2076

マヤ工業株式会社

切削工具 / 電動・空圧・油圧工具

セーバーソーブレード

078-411-4623

株式会社丸秀工機

ガス溶断器具

パイプコースター

03-3644-1256

ミ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

三浦工業株式会社

環境機器・塗装機

各種ボイラー

03-5793-1031

株式会社ＭＩＫＩ

作業工具

ボール芯、金テコ、鉄道バール、ジョレン、
アスファルトレーキ

03-3890-2393

三木精機

溶接関連・周辺機器

スポットチップ

03-3491-3347

三木ネツレン株式会社

建設・荷役・運搬・物流

立吊クランプ、横吊クランプ

03-5819-8522

三鈴工機株式会社

建設・荷役・運搬・物流

スチール・アルミ・ステンレス・樹脂ローラーコンベヤ

03-3434-2936

水野ハンディ・ハーマン株式会社 溶接材料

銀ロー、りん銅ロー

03-3844-6166

みずほ産業株式会社

溶接機

CO2トーチ、
Ｔ
ＩＧトーチ

054-622-7075

ミタニコーポレーション株式会社

安全保護具

各種手袋、安全靴、作業衣料

048-227-1507

株式会社ミツトヨ

検査・測定工具・マグネット

ノギス、マイクロメーター、ダイヤルゲージ、ハイトゲージ

044-813-8210

三菱重工冷熱株式会社

季節商品・ライフ商品

業務用エアコン、ルームエアコン

03-6891-4454
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会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

三菱電機ＦＡ産業機器株式会社

建設・荷役・運搬・物流 / 工作板金機械

インバーダーホイスト、ギアードモーター、レーザー加工機

03-3865-4281

三菱マテリアル株式会社

切削工具

ストレートドリル、テーパードリル、三角ドリル、エンドミル

03-5819-5241

株式会社三ツ星

溶接関連・周辺機器

キャプタイヤケーブル

047-360-2821

株式会社ミヤナガ

切削工具

ホールソー、デルタゴンビット、メタルボーラー

0794-82-8263

ム
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社ムラキ

切削工具

マスター超硬バー、超硬ドリル、マイクログラインダー

03-3273-7511

株式会社ムラタ溶研

溶接機 / 溶接関連・周辺機器

タングステン研磨機、
Ｔ
ＩＧ自動溶接機

06-6390-6768

ムラテックＫＤＳ株式会社

検査・測定工具・マグネット

コンベックス、長巻尺、測量機、アルミスタッフ

03-5620-1051

ムラテックＣＣＳ株式会社

工作板金機械

ＣＮＣ旋盤、
ＣＮＣタレットパンチプレス、
ＣＮＣプレスブレーキ

0568-61-6615

室本鉄工株式会社

作業工具 / 電動・空圧・油圧工具

メリー作業工具、ナイル空気工具

03-3775-3586

メ
会社名

株式会社明治機械製作所

主要取扱製品

環境機器・塗装機

取扱製品名

コンプレッサー、エアレス塗装機

TEL

03-3642-0701

モ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社モトユキ

切削工具

グローバルソー、ダイヤモンドカッター

03-6402-8250

モリタ宮田工業株式会社

環境機器・塗装機

消化器、消化器ボックス

0120-304-243

株式会社盛光

工作板金機械

各種切箸、鈑金ハンマー、火造箸、ヤットコ、食いきり、
048-710-8788
板金機械

ヤ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

矢崎化工株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

パイプ棚、ステンレス棚

042-944-1155

株式会社ヤシマ

溶接機

スポット溶接機

042-480-0840

柳瀬株式会社

研磨材

ペーパージスク、フラップホイル、研磨関連商品全般

03-5703-5797

山崎産業株式会社

環境機器・塗装機

ポリッシャー、クリーナー、ドライワイパー、モップ、清掃用品

03-3432-3201

山真製鋸株式会社

切削工具 / 検査・測定工具・マグネット

レーザー墨出器、チップソー、チップソー切断機

053-468-6380

株式会社ヤマダコーポレーション

電動・空圧・油圧工具

グリスポンプ、ルブリケーター

03-3777-4101

ヤマト・インダストリー株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

各種ボックスパレット

03-3834-3111

ヤマトプロテック株式会社

環境機器・塗装機

消化器、消化器ボックス

03-3446-7151

株式会社やまびこジャパン

溶接機 / 電動・空圧・油圧工具

エンジン溶接機、発電機、エアプラズマ切断機、
丸ノコ、エンジンチェンソー

03-3687-5771

株式会社彌満和製作所

切削工具

ハンドタップ、スパイラルタップ、ポイントタップ、
丸ダイス、センタｰドリル

03-3561-2711
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ユ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社ユーロテック

溶接機

ＣＤスタッド溶接機、クリンチングファスナー

042-798-7177

株式会社友和

ケミカル製品

ダイニング用品、キッチン用品

048-950-2000

株式会社ユタカ

溶接関連・周辺機器

圧力調整器

03-3753-1651

株式会社ユタニ

電動・空圧・油圧工具

インパクトレンチ、インパクトドライバー、
エアーグラインダー、エアードリル

0285-27-1231

ユテクジャパン株式会社

溶接材料

特殊溶接棒

045-825-6900

ユ・ニーズ株式会社

切削工具

マルチドリルビス

06-6618-8333

ユニカ株式会社

切削工具

ドリル、コアドリル、ハンマードリル、オールアンカー

03-3864-8711

株式会社ユニセイキ

検査・測定工具・マグネット

台付・平型スコヤ、定盤、ストレートエッヂ

06-6747-7865

ユニーバサル工業株式会社

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

物品棚、自動倉庫、ゴルフ用品

03-3251-1101

ヨ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

横河商事株式会社

ケミカル製品

ギューポフレックス

03-3495-6635

ヨコタ工業株式会社

電動・空圧・油圧工具

エアグラインダー、インパクトレンチ

03-3762-6411

株式会社淀川製鋼所

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

ヨド物置、ハウス、ガレージ

03-3551-7941

淀川電機製作所

環境機器・塗装機

送風機、集塵機

03-3303-0700

ラ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社ラインワークス

溶接関連・周辺機器

回転治具

043-250-0165

ラメール株式会社

溶接機

Ｔ
ＩＧ溶接トーチ、冷却水循環装置

03-5753-4822

リ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社理研オプテック

安全保護具

液晶溶接面、各種保護メガネ

03-3474-8601

理研機器株式会社

電動・空圧・油圧工具

油圧シリンダー、油圧ポンプ

03-3447-1151

理研コランダム株式会社

研磨材

研磨布、
エンドレスベルト、
耐水ペーパー、
ロールペーパー

03-3903-0861

理研ダイヤモンド工業株式会社

切削工具

ダイヤモンドカッター、コンクリートカッター

03-3805-3471

リックス株式会社

電動・空圧・油圧工具

油圧ポンプユニット、油圧ポンプシリンダ、ロッキーパンチャー

03-5212-1971

取扱製品名

TEL

ル
会社名

ルート工業株式会社

主要取扱製品

スチール・アルミ・樹脂・事務機器

箱台車
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06-6727-8554

レ
会社名

主要取扱製品

取扱製品名

TEL

株式会社レヂトン

研磨材

切断砥石、ペーパージスク

03-3869-1014

レッキス工業株式会社

配管・電設

パイプマシン、パイプバイス、ねじ切油

03-5393-6011

ロ
会社名

株式会社ロブテックス

主要取扱製品

作業工具

取扱製品名

TEL

リベッター、圧着工具、モンキーレンチ、パイプレンチ

072-980-1111

取扱製品名

TEL

ワ
会社名

主要取扱製品

ワーナーケミカル株式会社

ケミカル製品

スパッター防止剤

048-720-2000

ワイエス工機株式会社

工作板金機械

パイプえぐり機、コンターマシン

03-3736-7281

和光機械工業株式会社

環境機器・塗装機

焼却炉、バルーン照明機

048-295-3228
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