
都道府県 担当

東京都
株式会社丸菱
www.marubishi-p.co.jp

〒146-0083
東京都大田区千鳥2丁目39番5号
TEL：03-3756-9511　FAX：03-3756-9191

河原正幸

大中幸彦

Dr.コート認定店一覧

東京都 三嶋塗装株式会社
〒151-0073
東京都渋谷区笹塚1-5-6
TEL：03-3469-0411　FAX：03-3469-0522

内堀　剛

神奈川県
株式会社YDK　Japan
www.ydk-japan.jp

〒221-0044
神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-29-1
TEL：045-440-0131　FAX：045-440-0132

金本龍基

東京都
株式会社オーシャンズ
www.oceans595.com

〒105-0014
東京都港区芝3-17-14三田浜ビル10F
TEL：03-6435-0423　FAX：03-6435-0424

三井　裕

岐阜県
有限会社大幸興業
www.daikoukougyou.com

〒500-8228
岐阜県岐阜市長森本町2丁目13-10
TEL/FAX：058-247-6973

大阪府
株式会社 猪木工務店
www.inoki.co.jp

〒580-0017 
大阪府松原市柴垣1-1-30
TEL：072-332-5455　FAX：072-333-5005

國久

大阪府
株式会社 竹延
www.takenobe.co.jp

〒534-0014
大阪府大阪市都島区都島北通1-2-12
TEL：06-6921-2692　FAX：06-6925-6348

加藤

滋賀県
株式会社 コーティング企画
www.cp-coating.co.jp

〒520-3203
滋賀県湖南市日枝町101番地37
TEL：0748-75-6888　FAX：0748-75-6886

金藤

大阪府
株式会社 大高商会
www.daikoshokai.com

〒558-0004
大阪市住吉区長居東3-11-23
TEL：06-6696-1155　FAX：06-6696-1175

野尻

東京都
株式会社 二葉屋
www.futaba-ya.co.jp

〒171-0031
東京都豊島区目白2-1-1
TEL：03-3971-4535　FAX：03-3971-3840

大下浩二

神奈川県 大栄興業 株式会社
〒231-0037 
神奈川県横浜市中区富士見町1-1
TEL：045-253-4856

阿部

神奈川県 日栄塗装工業株式会社
〒211-0012
神奈川県川崎市川崎区小田2丁目7-17
TEL：044-434-0214　FAX：044-433-4014

渡辺

東京都
株式会社 カシワバラ・コーポレーション
www.kashiwabara.co.jp

〒108-0075
東京都港区港南一丁目8番27号　日新ビル9階
TEL：03-5479-1400

東京都
株式会社 ハウステクノ
www.housetechno.co.jp

〒131-0034
東京都墨田区堤通1-5-12
TEL：03-3618-5990　FAX：03-3618-5992

礒 公明

埼玉県
一般社団法人　全国住宅火災防止協会
www.zest-frs.or.jp

〒358-0003
埼玉県入間市豊岡3丁目7番3号
TEL：04-2960-3343　FAX：04-2960-3373

渡辺

東京都 BE UNITED株式会社
〒158-0082 　東京都世田谷区等々力7-10-14
ル シェル等々力403
TEL：03-6432-1873

濱田

北海道 株式会社 産建
〒059-3105　北海道日高郡
新ひだか町三石東蓬莱12番地の1
TEL：0146-32-3527　FAX：0146-33-2556

古川

栃木県
株式会社 景月
www.keigetsu.info

〒327-0001
栃木県佐野市小中町18-5
TEL：0283-22-0104　FAX：0283-22-7484

浅野謙一
郎
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大阪府 橋本塗装
〒580-0002
大阪府松原市小川4丁目16-2
EL/FAX：072-338-8202

橋本敬

宮崎県
有限会社ユニバーサル建材工業
u-kenzai.co.jp/

〒880-0302
宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂87番地1
TEL：0985-89-2930　FAX：0985-89-293

愛媛県 岡塗装
〒792-0866
愛媛県新居浜市宇高町5丁目8-9
TEL：0897-34-3808　FAX：0897-47-1776

岡

谷口　徹

長崎県
ハウステンボス・技術センター株式会社
www.htbtc.co.jp

〒859-3243
長崎県佐世保市ハウステンボス町5番地3
TEL：0956-27-0170　FAX：0956-27-0941

鶴田

愛媛県
西田塗料 株式会社
www.nishidatoryou.co.jp

〒790-0054
愛媛県松山市空港通2丁目13-2
TEL：089-973-1131　FAX：089-973-1731

西田修身

福岡県
有限会社 みやざき
www.miyazaki-i.co.jp

〒811-4200
福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉232-5
TEL：093-555-1154　FAX：093-777-2049

宮崎栄三

高知県
株式会社 和泉塗装
www.123paint.jp

〒780-8027
高知県高知市高見町453　1F
TEL：088-855-3727　FAX：088-855-3728

和泉

高知県
株式会社 大進
www.daishin8.co.jp

〒781-0270
高知県高知市長浜4567-1
TEL：088-848-1001　FAX：088-848-1455

三宅弘晃

愛媛県

愛媛県

株式会社　東徳建設工業

新和塗建株式会社
www.shinwapaint.jp

〒791-1113
愛媛県松山市森松町235番地3
TEL：089-957-5704　FAX：089-957-5740

東晴彦

〒791-8041
愛媛県松山市北吉田町239番地
TEL：089-972-9536　FAX：089-972-8270

川下浩一

高知県 内田塗料 株式会社
〒780-0901
 高知県高知市上町1丁目4-4
TEL：088-823-5911

内田

高知県
株式会社 のびる
www.nobiru-kochi.com

〒781-8103
高知県高知市高須新木3-39-102
TEL：088-821-8884　FAX：088-821-8885

公文

広島県 総合ビルサービス 株式会社
〒732-0828
広島県広島市南区京橋町4-3　秀峰ビル2F
TEL：082-261-8560

石田 亨

鳥取県
株式会社 AG House
www.Ag-house.com

〒680-0814
鳥取県鳥取市南町717
TEL：0857-30-5220　FAX：0857-30-5221

田中　晃

岡山県
株式会社 白崎工業
www.shirasaki.net

〒701-0204
岡山県岡山市南区大福430-6
TEL：086-282-8866　FAX：086-282-8869

明田／白
崎

広島県
有限会社 共和設計
www.kyowa-archi.co.jp

〒723-0015
広島県三原市円一町4丁目2-6
TEL：0848-63-8381　FAX：0848-63-9944

小林次男

大阪府

大阪府

株式会社アイプラン
www.iplan06.com

株式会社伊藤塗装店
www.itotosoten.com

〒569-1029
大阪府高槻市安岡寺町1丁目23番6号
TEL：072-698-1001　FAX：072-698-1002

〒567-0057
大阪府茨木市豊川4丁目15-20
TEL：072-643-0086　FAX：072-643-0186

池尻保雄

山本周治

http://u-kenzai.co.jp/
http://u-kenzai.co.jp/
http://www.htbtc.co.jp/
http://www.htbtc.co.jp/
http://www.nishidatoryou.co.jp/
http://www.nishidatoryou.co.jp/
http://www.miyazaki-i.co.jp/
http://www.miyazaki-i.co.jp/
http://www.123paint.jp/
http://www.123paint.jp/
http://www.daishin8.co.jp/
http://www.daishin8.co.jp/
https://www.kensetumap.com/company/448091/
http://www.shinwapaint.jp/
http://www.shinwapaint.jp/
http://www.nobiru-kochi.com/
http://www.nobiru-kochi.com/
https://www.ag-house.com/
https://www.ag-house.com/
http://www.shirasaki.net/
http://www.shirasaki.net/
http://www.kyowa-archi.co.jp/
http://www.kyowa-archi.co.jp/
http://www.itotosoten.com/
http://www.itotosoten.com/


沖縄県
共立創研 株式会社
www.krsk.jp/access.html

〒901-0211
 沖縄県豊見城市饒波1141番地1
TEL：098-852-2460　FAX：098-852-2461

新崎忠明

沖縄県 ワールド産業 株式会社
〒900-0037 
沖縄県那覇市辻1丁目2番13号
TEL：098-868-7566

砂川

http://www.krsk.jp/access.html
http://www.krsk.jp/access.html

