
ＢＬＲ協会　推進会員一覧 （2022年9月1日時点、全国地方公共団体コード順　申請事業所174、営業所481）

会社名 事業所の種類 都道府県 住所

TOTO北海道販売株式会社 申請事業所 北海道 札幌市中央区北１条東１０―１５―４６

株式会社タカショー　札幌営業所 営業所 北海道 札幌市東区北４８条東１５－２－３６

橋本総業株式会社　北海道支店 営業所 北海道 札幌市白石区中央三条３－１－１

丸豊ホクオー興業株式会社 申請事業所 北海道 札幌市豊平区美園２条３－２―４

TOTO北海道販売株式会社　函館支店 営業所 北海道 函館市桔梗町４１８－９９

株式会社フクザキ管材 申請事業所 北海道 函館市湯川町１－１１－１５

TOTO北海道販売株式会社　旭川支店 営業所 北海道 旭川市永山北２条８－３

釧路扶桑物産株式会社 申請事業所 北海道 釧路市入江町１２－２１

TOTO北海道販売株式会社　帯広支店 営業所 北海道 帯広市西１６条南４－３７－１０

橋本総業株式会社　道東営業所 営業所 北海道 帯広市東一条南２５ー６

三協テック株式会社　北海道 営業所 北海道 北広島市共栄５４－１０

青森ベッカー株式会社 申請事業所 青森県 青森市大字浜田字玉川２１７―３

橋本総業株式会社　青森支店 営業所 青森県 青森市問屋町１－８－２４

株式会社ムラバヤシ 申請事業所 青森県 青森市問屋町１－８－２７

三協テック株式会社　東北　弘前出張所 営業所 青森県 弘前市浜の町東３－３－５５

TOTO東北販売株式会社　北東北支店 営業所 青森県 八戸市城下３－８－４

平野商事株式会社 申請事業所 青森県 十和田市元町東３―６―１

株式会社今井産業 申請事業所 青森県 平川市新館藤山１６―１

三協テック株式会社　東北　盛岡支店 営業所 岩手県 盛岡市永井１５－５７－５

新日東鋼管株式会社 申請事業所 岩手県 盛岡市月が丘１－３０－５１

新日東鋼管株式会社　盛岡南営業所 営業所 岩手県 盛岡市門２－１８－１０

TOTO東北販売株式会社　盛岡営業所 営業所 岩手県 盛岡市三ツ割２－１６－１２

新日東鋼管株式会社　宮古営業所 営業所 岩手県 宮古市長町１－２－７

新日東鋼管株式会社　花巻営業所 営業所 岩手県 花巻市豊沢町９－３

新日東鋼管株式会社　一関営業所 営業所 岩手県 一関市上日照３－２８

TOTO東北販売株式会社　盛岡営業所一関駐在 営業所 岩手県 一関市八幡町１－４２

新日東鋼管株式会社　釜石営業所 営業所 岩手県 釜石市新町３－２５

新日東鋼管株式会社　水沢営業所 営業所 岩手県 奥州市水沢区佐倉河字鐙田７１

橋本総業株式会社　北東北支店 営業所 岩手県 紫波郡矢巾町広宮沢第１０地割５１９－１

株式会社小泉東北 申請事業所 宮城県 仙台市宮城野区日の出町３－３－１５

株式会社小泉東北　東北本社 営業所 宮城県 仙台市宮城野区日の出町３－３－１５

株式会社タカショー　東北支店 営業所 宮城県 仙台市宮城野区岩切分台３－１３－６

株式会社タカムラ　仙台営業所 営業所 宮城県 仙台市宮城野区扇町５－８－２７

TOTO東北販売株式会社 申請事業所 宮城県 仙台市宮城野区扇町２―３―３５

TOTO東北販売株式会社　仙台支店 営業所 宮城県 仙台市宮城野区扇町２－３－３５

大森産業株式会社 申請事業所 宮城県 仙台市若林区霞目２―１８―２

三協テック株式会社　東北 営業所 宮城県 仙台市若林区鶴代町３－２５

株式会社たかだ　仙台支店 営業所 宮城県 仙台市若林区荒井２－１０－１０

東栄産業株式会社 申請事業所 宮城県 仙台市若林区卸町２―１５―１１

橋本総業株式会社　東北支店 営業所 宮城県 仙台市若林区卸町東４－４－３６

株式会社小泉東北　石巻営業所 営業所 宮城県 石巻市門脇字青葉東７９－３

株式会社千葉誠 申請事業所 宮城県 気仙沼市田谷９－６

株式会社小泉東北　仙台南営業所 営業所 宮城県 名取市植松字宮島１１０－１

三協テック株式会社　東北　秋田支店 営業所 秋田県 秋田市川尻町字大川反１７０－１２９
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TOTO東北販売株式会社　秋田営業所 営業所 秋田県 秋田市茨島４－１－４２

橋本総業株式会社　秋田支店 営業所 秋田県 秋田市卸町３―１―１１　Ｂ棟

木内商機株式会社 申請事業所 秋田県 由利本荘市薬師堂字谷地３５０ー１

三協テック株式会社　東北　山形支店 営業所 山形県 山形市流通センター３－２－５

東北企業株式会社 申請事業所 山形県 山形市松見町１１―１９

TOTO東北販売株式会社　山形営業所 営業所 山形県 山形市北山形２－３－６０

橋本総業株式会社　山形営業所 営業所 山形県 山形市東山形１―１１―１６

TOTO東北販売株式会社　荘内営業所 営業所 山形県 酒田市亀ヶ崎４－２０－２０

大森産業株式会社　福島営業所 営業所 福島県 福島市東中央３－１－３

株式会社小泉東北　福島営業所 営業所 福島県 福島市上鳥渡字田中内東８－１

株式会社タカムラ 申請事業所 福島県 福島市鎌田字卸町１３―５

株式会社本間商店　福島営業所 申請事業所 福島県 福島市松山町１３８

株式会社小泉東北　会津営業所 営業所 福島県 会津若松市一箕町大字八幡字北滝沢２３７－５

株式会社アベルコ　郡山支店 営業所 福島県 郡山市喜久田町字菖蒲池２２－４２５

株式会社小泉東北　郡山営業所 営業所 福島県 郡山市富田町愛宕前４７－１

三協テック株式会社　東北　郡山支店 営業所 福島県 郡山市熱海町安子島字出シ２５－１４

TOTO東北販売株式会社　郡山営業所 営業所 福島県 郡山市安積４―１５７―１

橋本総業株式会社　福島支店 営業所 福島県 郡山市道場１５２－１

株式会社アベルコ　水戸支店 営業所 茨城県 水戸市元吉田町１０７４－１

株式会社小泉東関東　水戸営業所 営業所 茨城県 水戸市河和田３－２３０３－１

株式会社タカムラ　水戸営業所 営業所 茨城県 水戸市吉沢町１０６２－３

株式会社小泉東関東 申請事業所 茨城県 土浦市並木３―９―５

株式会社小泉東関東　東関東本社 営業所 茨城県 土浦市並木３－９－５

橋本総業株式会社　茨城支店 営業所 茨城県 土浦市大岩田２９４３－１

有限会社ライトサービス 申請事業所 茨城県 土浦市下高津３－１１－１１

株式会社小泉東関東　古河営業所 営業所 茨城県 古河市下山町１ー４８

有限会社三協機材 申請事業所 茨城県 古河市上辺見９２６－１

株式会社スパリア　つくば営業所 営業所 茨城県 常総市中妻町１１７

株式会社小泉東関東　高萩営業所 営業所 茨城県 高萩市赤浜１２３４－１

株式会社アベルコ　つくば営業所 営業所 茨城県 つくば市稲荷前２８－１３　大越ビル１０２号室

三協テック株式会社　関東　つくば営業所 営業所 茨城県 つくば市古来１４５２―１　五頭ビル１―Ｂ

TOTOエムテック株式会社　茨城支店 営業所 茨城県 つくば市研究学園１－３－１１

株式会社小泉東関東　勝田営業所 営業所 茨城県 ひたちなか市高場１６０８－８３

株式会社スパリア　水戸営業所 営業所 茨城県 ひたちなか市枝川２２５９

株式会社小泉東関東　守谷営業所 営業所 茨城県 守谷市本町５２９８－１

株式会社小泉東関東　下館営業所 営業所 茨城県 筑西市外塚７７８

株式会社オグラ　神栖支店 営業所 茨城県 神栖市大野原１－１８－２３

株式会社アベルコ　栃木支店 営業所 栃木県 宇都宮市弥生１－１１－１５

株式会社小泉東関東　宇都宮営業所 営業所 栃木県 鹿沼市茂呂２４６７－３

三協テック株式会社　関東　宇都宮営業所 営業所 栃木県 宇都宮市吉野１－１－１

城南産業株式会社 申請事業所 栃木県 宇都宮市台新田１－１８－９

株式会社タカムラ　宇都宮営業所 営業所 栃木県 宇都宮市針ヶ谷１－５６９－３

TOTOエムテック株式会社　栃木支店 営業所 栃木県 宇都宮市中今泉３－６－２８

橋本総業株式会社　栃木支店 営業所 栃木県 宇都宮市下栗１－１６－１
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茂木機工株式会社 申請事業所 栃木県 栃木市泉町２４―２２

エヌケーケー株式会社　 申請事業所 栃木県 佐野市牧町３１５

株式会社小泉東関東　鹿沼営業所 営業所 栃木県 鹿沼市茂呂２４６７－３　（木工団地内）

有限会社三協機材　小山支店 営業所 栃木県 小山市横倉新田１１４－２１

株式会社小泉東関東　那須営業所 営業所 栃木県 大田原市上石上１８８２－２７

栃木サンケイ機器株式会社 申請事業所 栃木県 大田原市末広２－１０－５

栃木サンケイ機器株式会社　那須営業所 営業所 栃木県 大田原市末広２－１０－５

栃木サンケイ機器株式会社　黒磯営業所 営業所 栃木県 那須塩原市下厚崎街道上２６４－１６

栃木サンケイ機器株式会社　氏家営業所 営業所 栃木県 さくら市氏家３２５９－４７

株式会社アベルコ　群馬支店 営業所 群馬県 前橋市駒形町１５０３

株式会社小泉北関東　前橋営業所 営業所 群馬県 前橋市西片貝町４－１４－１１

株式会社タカショー　北関東営業所 営業所 群馬県 前橋市今井町１３８－６

株式会社ヌクイ 申請事業所 群馬県 前橋市大渡町２―２―３

株式会社群馬管材センター 申請事業所 群馬県 高崎市飯塚町４８３

株式会社小泉北関東　高崎営業所 営業所 群馬県 高崎市倉賀野町２４６５－１

TOTOエムテック株式会社　群馬支店 営業所 群馬県 高崎市菅谷町１０４４－５

株式会社小泉北関東　太田営業所 営業所 群馬県 太田市小舞木町２５０

三協テック株式会社　関東　群馬営業所 営業所 群馬県 佐波郡玉村町大字板井１３３２

橋本総業株式会社　群馬支店 営業所 群馬県 佐波郡玉村町大字上之手２０６５－４

株式会社アベルコ　埼玉支店 営業所 埼玉県 さいたま市北区吉野町２－２４２－４

株式会社タカムラ　埼玉営業所 営業所 埼玉県 さいたま市北区吉野町１－３９６－８

北恵株式会社　埼玉営業所 営業所 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６　シーノ大宮ノースウィング１４Ｆ

株式会社小泉北関東　大宮営業所 営業所 埼玉県 さいたま市大宮区三橋２－６０３

オグラ管材株式会社 申請事業所 埼玉県 さいたま市桜区町谷３－１７－１

三協テック株式会社　関東　さいたま営業所 営業所 埼玉県 さいたま市桜区道場１－５－６　三協アルミ社埼玉支店内１Ｆ

TOTOエムテック株式会社　埼玉支店 営業所 埼玉県 さいたま市緑区美園６－８－８

株式会社小泉北関東 申請事業所 埼玉県 川越市今成２―４１―１

株式会社小泉北関東　北関東本社 営業所 埼玉県 川越市今成２－４１－１

埼玉サンケイ機器株式会社 申請事業所 埼玉県 川越市神明町６４－２

埼玉サンケイ機器株式会社　川越営業所 営業所 埼玉県 川越市神明町６４－２

株式会社小泉北関東　熊谷営業所 営業所 埼玉県 熊谷市問屋町２－５－１５

オグラ管材株式会社　川口営業所 営業所 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷７－２６－１７

株式会社ヤザキシンメイ 申請事業所 埼玉県 川口市本町２―２―１５

株式会社小泉北関東　秩父営業所 営業所 埼玉県 秩父市栃谷１０－２

埼玉サンケイ機器株式会社　所沢営業所 営業所 埼玉県 所沢市東所沢和田２－３８－１

有限会社いがらし 申請事業所 埼玉県 加須市鴻茎４１１―１

株式会社小泉北関東　本庄営業所 営業所 埼玉県 本庄市日の出４－１６－４７

株式会社小泉北関東　狭山営業所 営業所 埼玉県 狭山市下広瀬７５６－５

株式会社シンエイ・ネクサス　狭山営業所 営業所 埼玉県 狭山市入間川２－２９－３７

大熊管材株式会社 申請事業所 埼玉県 越谷市花田４―６―２

株式会社小泉北関東　越谷営業所 営業所 埼玉県 越谷市流通団地１－２－１１

株式会社不二商会　蕨営業所 営業所 埼玉県 蕨市南町１－１１－５

株式会社小泉北関東　埼玉南営業所 営業所 埼玉県 戸田市美女木東１－４－２９

株式会社タカショー　首都圏営業所 営業所 埼玉県 戸田市大字新曽１９７３－１
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株式会社マルイ　埼玉営業所 営業所 埼玉県 戸田市南町８－４

株式会社不二商会　朝霞営業所 営業所 埼玉県 朝霞市浜崎３－４－７

植田産業株式会社 申請事業所 埼玉県 和光市白子２－９－１７

株式会社シンエイ・ネクサス　新座営業所 営業所 埼玉県 新座市野火止１―１２―４４

株式会社小泉北関東　久喜営業所 営業所 埼玉県 久喜市江面１５７０－１

橋本総業株式会社　埼玉支店 営業所 埼玉県 久喜市六万部７８８－３

株式会社小泉北関東　北本営業所 営業所 埼玉県 北本市東間５－８９

株式会社小泉北関東　坂戸営業所 営業所 埼玉県 坂戸市浅羽野２－８－１

埼玉サンケイ機器株式会社　鶴ヶ島営業所 営業所 埼玉県 鶴ヶ島市脚折町３－４－１９

株式会社アベルコ　埼玉西営業所 営業所 埼玉県 ふじみ野市鶴ケ岡２－６－１８　エクシードプラザ１Ｆ

株式会社小泉北関東　ふじみ野営業所 営業所 埼玉県 ふじみ野市亀久保２１９５－５

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

株式会社管材屋 申請事業所 埼玉県 北葛飾郡杉戸町椿３３－１

株式会社小泉北関東　春日部営業所 営業所 埼玉県 北葛飾郡杉戸町大字本郷東中４７８－１

TOTOエムテック株式会社　千葉支店 営業所 千葉県 千葉市中央区今井３－１３－１１

フジセイコー株式会社 申請事業所 千葉県 千葉市中央区都町１―１８―１３

フジセイコー株式会社　千葉支店 営業所 千葉県 千葉市中央区都町１－１８－１３

株式会社アベルコ　千葉中央支店 営業所 千葉県 千葉市花見川区三角町２８

株式会社小泉東関東　千葉北営業所 営業所 千葉県 千葉市花見川区犢橋町１８５－３

株式会社オグラ 申請事業所 千葉県 千葉市若葉区加増利町１５４６―６

株式会社オグラ　千葉支店 営業所 千葉県 千葉市若葉区加増利町１５４６－１５

株式会社小泉東関東　千葉営業所 営業所 千葉県 千葉市若葉区大宮町２１７６－１

三協テック株式会社　関東　千葉営業所 営業所 千葉県 千葉市若葉区桜木７－１０－２７

株式会社オグラ　市川支店 営業所 千葉県 市川市大野町４－２７１７－１

フジセイコー株式会社　市川営業所 営業所 千葉県 市川市鬼越２－３－１

株式会社アベルコ　千葉西支店 営業所 千葉県 船橋市浜町２－１－１　ららぽーと三井ビルディング８階８２６号室

株式会社オグラ　船橋支店 営業所 千葉県 船橋市豊富町６５５－４

京葉住設株式会社 申請事業所 千葉県 船橋市市場３―１７―１

株式会社小泉東関東　習志野営業所 営業所 千葉県 船橋市習志野４－１５－５

株式会社小泉東関東　船橋営業所 営業所 千葉県 船橋市二子町５８１

株式会社中央機材 申請事業所 千葉県 船橋市前原西５―１７―６

株式会社東和機材　館山営業所 営業所 千葉県 館山市西長田４２０－１

フジセイコー株式会社　館山営業所 営業所 千葉県 館山市正木７８７－２

株式会社小泉東関東　木更津営業所 営業所 千葉県 木更津市請西東６－２－３

株式会社東和機材 申請事業所 千葉県 木更津市桜井３７９

フジセイコー株式会社　木更津営業所 営業所 千葉県 木更津市長須賀１７５３

倉地株式会社　松戸支店 営業所 千葉県 松戸市大橋１１０８－３

株式会社日虹 申請事業所 千葉県 松戸市紙敷７６１―１

株式会社スパリア　千葉営業所 営業所 千葉県 佐倉市山王２－４２－１

フジセイコー株式会社　東総営業所 営業所 千葉県 旭市鎌数９４０５

株式会社アベルコ　千葉支店 営業所 千葉県 柏市大青田７２１－２１

株式会社管材屋　柏支店 営業所 千葉県 柏市十余二３８０－９９

株式会社小泉東関東　柏営業所 営業所 千葉県 柏市塚崎９６９

株式会社オグラ　市原支店 営業所 千葉県 市原市五所７０－７
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株式会社小泉東関東　市原営業所 営業所 千葉県 市原市岩崎１－１－３

株式会社小泉東関東　流山営業所 営業所 千葉県 流山市市野谷２６－１

フジセイコー株式会社　八千代営業所 営業所 千葉県 八千代市大和田新田３１２－１３

フジセイコー株式会社　鴨川営業所 営業所 千葉県 鴨川市滑谷７４０－４

橋本総業株式会社　千葉支店 営業所 千葉県 白井市富士７１－３

フジセイコー株式会社　白井営業所 営業所 千葉県 白井市復１４５４－６

株式会社小泉東関東　成田営業所 営業所 千葉県 富里市御料１００５－７

フジセイコー株式会社　佐原営業所 営業所 千葉県 香取市佐原ロ２０９７

株式会社家守りホールディングス 申請事業所 東京都 千代田区外神田６－５－４　偕楽ビル（外神田）５F

株式会社タカショー　東京支店 営業所 東京都 千代田区神田駿河台２－９　KDX御茶ノ水ビル２Ｆ

橋本総業株式会社 申請事業所 東京都 中央区日本橋小伝馬町９―９

橋本総業株式会社　東京住設事業部 営業所 東京都 中央区日本橋小伝馬町９－９

橋本総業株式会社　東京中央支店 営業所 東京都 中央区日本橋小伝馬町９－９

橋本総業株式会社　東京東支店 営業所 東京都 中央区日本橋小伝馬町９－９

ミツワ電機株式会社 申請事業所 東京都 中央区東日本橋２―２６―３

株式会社岡本 申請事業所 東京都 新宿区新宿１―１１―１５

株式会社小泉中央　広域特販営業所 営業所 東京都 新宿区箪笥町１３　グローバル新神楽坂２Ｆ

TOTOエムテック株式会社 申請事業所 東京都 新宿区西新宿６―２４―１　西新宿三井ビルディング７Ｆ

野原住環境株式会社 申請事業所 東京都 新宿区新宿１―１―１１　友泉新宿御苑ビル８階

株式会社シンエイ・ネクサス 申請事業所 東京都 文京区千石４―３０―７

株式会社亀山機材店 申請事業所 東京都 台東区下谷２―１８―１４

株式会社マルイ 申請事業所 東京都 台東区竜泉３－１－１１

倉地株式会社 申請事業所 東京都 墨田区本所１―３３―９

山利商事株式会社 申請事業所 東京都 江東区佐賀１－３－２

株式会社イトウ　東京営業所 営業所 東京都 品川区南大井６－１７－７　正栄プラザビル８１５号

株式会社ヨコヤマ 申請事業所 東京都 品川区平塚１―７―７　ＭＹビル

株式会社ヨコヤマ　中央支店 営業所 東京都 品川区平塚１－７－７　ＭＹビル

株式会社アクアセキグチ 申請事業所 東京都 目黒区駒場４－１－１６

株式会社小泉中央　城南営業所 営業所 東京都 大田区久が原５－２－３

株式会社スパリア　アネックス 営業所 東京都 大田区池上１－２８－９

株式会社アベルコ　南東京支店 営業所 東京都 世田谷区上用賀５－１２－１１　サンホリベル４階

株式会社小泉中央　世田谷営業所 営業所 東京都 世田谷区新町１－２９－８

株式会社シンエイ・ネクサス　原宿支店 営業所 東京都 渋谷区千駄ヶ谷３－５０－４

株式会社小泉中央　城西営業所 営業所 東京都 杉並区成田西２－１１－１８

コーザイ株式会社 申請事業所 東京都 杉並区成田東５―３５―１０

マテックス株式会社 申請事業所 東京都 豊島区上池袋２―１４―１１

株式会社小泉中央　城北営業所 営業所 東京都 北区昭和町２－１０－３

小島電機工業株式会社 申請事業所 東京都 北区田端新町２―８―１１

株式会社小泉中央 申請事業所 東京都 板橋区小茂根３－１０－７　２Ｆ

株式会社小泉中央　板橋営業所 営業所 東京都 板橋区小茂根３－１０－７

株式会社小泉中央　中央本社 営業所 東京都 板橋区小茂根３－１０－７　２Ｆ

株式会社ソーゴー 申請事業所 東京都 板橋区板橋４―２―３

株式会社不二商会 申請事業所 東京都 板橋区高島平１―４５―１

株式会社不二商会　板橋営業所 営業所 東京都 板橋区高島平１－４５－１
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株式会社アベルコ　練馬営業所 営業所 東京都 練馬区東大泉３－１－１８　横山マンション１０５号

株式会社角産 申請事業所 東京都 練馬区平和台３―２６―１５

小泉機器工業株式会社　代田橋営業所 営業所 東京都 練馬区豊玉南１－１７－１１　中野営業所２階

小泉機器工業株式会社　中野営業所 営業所 東京都 練馬区豊玉南１－１７－１１

小泉機器工業株式会社　練馬営業所 営業所 東京都 練馬区高松６－１２－２４

株式会社小泉中央　練馬営業所 営業所 東京都 練馬区土支田１－１８－１３

三協テック株式会社　関東 営業所 東京都 練馬区関町南４－１６－１９　南関町ビル１Ｆ

株式会社不二商会　練馬営業所 営業所 東京都 練馬区豊玉中１－１７－３

株式会社アベルコ 申請事業所 東京都 足立区鹿浜３―３―３

株式会社アベルコ　東京建材支店 営業所 東京都 足立区鹿浜４－１０－４　アベルコ第３ビル１Ｆ

株式会社アベルコ　東京サッシ支店 営業所 東京都 足立区六町４―２―２７　六町佐藤ビル４Ｆ

株式会社アベルコ　東京支店 営業所 東京都 足立区鹿浜４－１０－４　アベルコ第３ビル２Ｆ

株式会社アベルコ　東京住設支店 営業所 東京都 足立区鹿浜４－１０－４　アベルコ第３ビル３Ｆ

株式会社アベルコ　東京ＴＳ支店 営業所 東京都 足立区鹿浜４－１０－４　アベルコ第３ビル２Ｆ

株式会社アベルコ　東京ＬＩＶＥ支店 営業所 東京都 足立区鹿浜４－１０－４　アベルコ第３ビル３Ｆ

株式会社小泉中央　足立営業所 営業所 東京都 足立区入谷７－９－４

綜合電材株式会社 申請事業所 東京都 足立区西新井５―３６―８

株式会社不二商会　足立営業所 営業所 東京都 足立区鹿浜３－２９－７

株式会社アベルコ　東京東営業所 営業所 東京都 江戸川区一之江７－３１－６　フェリチタ２Ｆ

株式会社小泉中央　城東営業所 営業所 東京都 江戸川区谷河内２－１５－１３

株式会社スパリア 申請事業所 東京都 江戸川区瑞江１―２９―８

株式会社スパリア　東京営業所 営業所 東京都 江戸川区瑞江１－２９－８

小泉機器工業株式会社　多摩営業所 営業所 東京都 八王子市大塚６４４－９

株式会社小泉多摩　八王子営業所 営業所 東京都 八王子市元横山町１－２４－２２

サンコー機材株式会社　八王子支店 営業所 東京都 八王子市椚田町２２３―１

西関東機材株式会社 申請事業所 東京都 八王子市下恩方町８３５―４

西関東機材株式会社　八王子営業所 営業所 東京都 八王子市下恩方町８３５－４

株式会社小泉多摩　立川営業所 営業所 東京都 立川市砂川町３－１－４

橋本総業株式会社　多摩支店 営業所 東京都 立川市砂川町２－３１－１

小泉機器工業株式会社　吉祥寺営業所 営業所 東京都 武蔵野市中町３－１５－１０

株式会社小泉多摩　三鷹営業所 営業所 東京都 三鷹市新川６―６―７

株式会社小泉多摩　青梅営業所 営業所 東京都 青梅市野上町４―５―２

小泉機器工業株式会社 申請事業所 東京都 府中市分梅町４－２－４

小泉機器工業株式会社　府中営業所 営業所 東京都 府中市分梅町４－２－４

株式会社小泉多摩　府中営業所 営業所 東京都 府中市矢崎町４－１０－３

サンコー機材株式会社　府中支店 営業所 東京都 府中市八幡町２－２６－３

株式会社小泉多摩　昭島営業所 営業所 東京都 昭島市福島町２－３０－２

サンコー機材株式会社 申請事業所 東京都 昭島市田中町１－３６－１２

サンコー機材株式会社　昭島支店 営業所 東京都 昭島市田中町１－３６－１２

株式会社アベルコ　南東京支店調布営業所 営業所 東京都 調布市仙川町３－２－４　ウィステリア仙川２階ーＡ

株式会社小泉多摩　町田営業所 営業所 東京都 町田市野津田町１８５２

株式会社小泉多摩 申請事業所 東京都 小平市天神町４―７―２２

株式会社小泉多摩　多摩特販営業所 営業所 東京都 小平市天神町４－７－２２　３Ｆ

株式会社小泉多摩　多摩本社 営業所 東京都 小平市天神町４－７－２２

6



ＢＬＲ協会　推進会員一覧 （2022年9月1日時点、全国地方公共団体コード順　申請事業所174、営業所481）

会社名 事業所の種類 都道府県 住所

西関東機材株式会社　西多摩営業所 営業所 東京都 福生市加美平３－２４－８

株式会社小泉多摩　清瀬営業所 営業所 東京都 清瀬市旭が丘１―２５３―１

株式会社アダチ 申請事業所 東京都 東久留米市八幡町３－１３－９

株式会社アベルコ　西東京支店 営業所 東京都 武蔵村山市伊奈平１－２３－２

小泉機器工業株式会社　東京西営業所 営業所 東京都 武蔵村山市三ツ藤３－５５－１０

サンコー機材株式会社　西多摩支店 営業所 東京都 羽村市羽加美１－７－１

サンコー機材株式会社　秋川支店 営業所 東京都 あきる野市瀬戸岡４２５－８

三協テック株式会社　関東　横浜営業所 営業所 神奈川県 横浜市鶴見区北寺尾５―１１―５９－２　アップルハウスＡ号棟

北恵株式会社　横浜営業所 営業所 神奈川県 横浜市西区北幸２－８－４　横浜西口ＮＫビル

丹羽窯業株式会社 申請事業所 神奈川県 横浜市中区日ノ出町１―１０３

橋本総業株式会社　神奈川支店 営業所 神奈川県 横浜市金沢区福浦１―３―７

株式会社横滝 申請事業所 神奈川県 横浜市中区根岸町１－１３

株式会社明材 申請事業所 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区今井町６０７―１７

株式会社小泉神奈川　港南営業所 営業所 神奈川県 横浜市磯子区栗木１－３０－１０

小泉機器工業株式会社　湘南営業所 営業所 神奈川県 横浜市金沢区柳町１６－３

株式会社小泉神奈川 申請事業所 神奈川県 横浜市港北区綱島東５―８―３４

株式会社小泉神奈川　神奈川本社 営業所 神奈川県 横浜市港北区綱島東５－８－３４

TOTOエムテック株式会社　神奈川支店 営業所 神奈川県 横浜市港北区北新横浜２－４－１

株式会社大八 申請事業所 神奈川県 横浜市港南区港南台５―２３―１６

株式会社小泉神奈川　旭営業所 営業所 神奈川県 横浜市旭区今宿西町２２２－１０

株式会社アベルコ　神奈川支店 営業所 神奈川県 横浜市瀬谷区目黒町３３－１１

株式会社アベルコ　横浜ＴＳ支店 営業所 神奈川県 横浜市瀬谷区北町３７－１２

株式会社小泉神奈川　泉営業所 営業所 神奈川県 横浜市泉区岡津町２４１５－１

株式会社小泉神奈川　横浜西営業所 営業所 神奈川県 横浜市青葉区藤ケ丘１－１７－１２

株式会社小泉神奈川　神奈川特販営業所 営業所 神奈川県 横浜市都筑区北山田１－３－５－１０１

株式会社タカショー　横浜営業所 営業所 神奈川県 横浜市都筑区中川１－４－１　ハウススクエア横浜住まいの情報館３Ｆ

川崎鉄管継手株式会社 申請事業所 神奈川県 川崎市川崎区大島上町２２―５

株式会社小泉神奈川　川崎南営業所 営業所 神奈川県 川崎市川崎区浜町２―１２―１３

株式会社五美　川崎営業所 営業所 神奈川県 川崎市幸区南加瀬２－１２－１２

川崎鉄管継手株式会社　東名川崎支店 営業所 神奈川県 川崎市宮前区犬蔵１－９－３

株式会社小泉神奈川　川崎北営業所 営業所 神奈川県 川崎市宮前区潮見台１０－８

小泉機器工業株式会社　川崎営業所 営業所 神奈川県 川崎市宮前区馬絹１６５６

西関東機材株式会社　相模原営業所 営業所 神奈川県 相模原市緑区太井６３９－４

株式会社アベルコ　相模原営業所 営業所 神奈川県 相模原市中央区相模原５－７－３　ＢＳ相模原ビル４階

小泉機器工業株式会社　相模原営業所 営業所 神奈川県 相模原市中央区由野台２―２８―１０

株式会社小泉相模　相模原営業所 営業所 神奈川県 相模原市中央区横山台１－２１－９

清水工機株式会社　相模原支店 営業所 神奈川県 相模原市中央区上溝２－２－１９

橋本総業株式会社　相模原支店 営業所 神奈川県 相模原市中央区東淵野辺５－２０－２１

株式会社相模住設 申請事業所 神奈川県 相模原市南区相南２－１９－８

株式会社小泉神奈川　横須賀営業所 営業所 神奈川県 横須賀市平作５－２７－４２

株式会社五美 申請事業所 神奈川県 横須賀市林５－５２２

小泉機器工業株式会社　平塚営業所 営業所 神奈川県 平塚市西真土３－１０－３９

株式会社小泉相模　平塚営業所 営業所 神奈川県 平塚市万田１０２－１

株式会社小泉神奈川　大船営業所 営業所 神奈川県 鎌倉市台３－４－９
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ＢＬＲ協会　推進会員一覧 （2022年9月1日時点、全国地方公共団体コード順　申請事業所174、営業所481）

会社名 事業所の種類 都道府県 住所

株式会社アベルコ　湘南支店 営業所 神奈川県 藤沢市藤沢２－２－２１　パルコ湘南２Ｆ

小泉機器工業株式会社　藤沢営業所 営業所 神奈川県 藤沢市遠藤２０１１－１

株式会社小泉相模　藤沢営業所 営業所 神奈川県 藤沢市石川４－２８－１７

小泉機器工業株式会社　小田原営業所 営業所 神奈川県 小田原市寿町２－６－２０

株式会社小泉相模　茅ヶ崎営業所 営業所 神奈川県 茅ヶ崎市円蔵２４１５

小泉機器工業株式会社　秦野営業所 営業所 神奈川県 秦野市曽屋字緑下２１－３２

小泉機器工業株式会社　厚木営業所 営業所 神奈川県 厚木市岡田３－１５－１０

株式会社小泉相模 申請事業所 神奈川県 厚木市水引１―１７―２２

株式会社小泉相模　相模特販営業部 営業所 神奈川県 厚木市水引１－１７－２２

株式会社小泉相模　相模本社 営業所 神奈川県 厚木市水引１－１７－２２

小泉機器工業株式会社　大和営業所 営業所 神奈川県 大和市上草柳７－１０－４１

清水工機株式会社　伊勢原営業所 営業所 神奈川県 伊勢原市東大竹１５２４－６

株式会社小泉相模　相模台営業所 営業所 神奈川県 座間市相模が丘６－３８－１０

西関東機材株式会社　座間営業所 営業所 神奈川県 座間市広野台１－４５－１０

ヌマカン株式会社　神奈川支店 営業所 神奈川県 足柄上郡中井町井ノ口２７６４－３

株式会社小泉相模　相模西営業所 営業所 神奈川県 足柄上郡開成町みなみ４－１－７

阿部木材工業株式会社 申請事業所 新潟県 新潟市東区竹尾４―１０―１０

TOTOエムテック株式会社　新潟支店 営業所 新潟県 新潟市東区竹尾卸新町８０９－１

橋本総業株式会社　新潟支店 営業所 新潟県 新潟市東区豊１－１１－３３

株式会社大坂屋バルブ商会 申請事業所 新潟県 新潟市中央区入船町通１―３６５３

株式会社たかだ 申請事業所 新潟県 新潟市中央区八千代２―２―１

丸三製薬バイオテック株式会社　新潟支店 営業所 新潟県 新潟市中央区新和１－１－１６

株式会社山市 申請事業所 新潟県 新潟市秋葉区川口５７８―２１

三協テック株式会社　信越　 営業所 新潟県 新潟市南区下塩俵１８９０－１

株式会社タカショー　新潟営業所 営業所 新潟県 新潟市西区流通センター２－２－２

株式会社大庄 申請事業所 新潟県 長岡市中之島４０５

株式会社鶴岡屋 申請事業所 新潟県 村上市坂町３５８９

ラック株式会社 申請事業所 新潟県 糸魚川市横町５－２－１８

株式会社オタケ 申請事業所 新潟県 上越市高土町３―１―１

眞野建材株式会社 申請事業所 新潟県 上越市桜町２１

株式会社大坂屋バルブ商会　佐渡営業所 営業所 新潟県 佐渡市泉１２５２

AGC北陸硝子建材株式会社 申請事業所 富山県 富山市問屋町１―５―２４

三協テック株式会社　富山 営業所 富山県 富山市荒川３－２－６

中島管材鋼機株式会社　富山営業所 営業所 富山県 富山市萩原３０４－１

丸三製薬バイオテック株式会社 申請事業所 富山県 富山市南央町３－３７

丸三製薬バイオテック株式会社　本社 営業所 富山県 富山市南央町３－３７

株式会社山田商会　富山支店 営業所 富山県 富山市針原中町４８５

株式会社アリタ 申請事業所 富山県 高岡市問屋町１９２

三協テック株式会社 申請事業所 富山県 高岡市早川７０

株式会社山田商会 申請事業所 富山県 高岡市石瀬９１７―１

株式会社ミヤシゲ 申請事業所 富山県 射水市戸破針原５３－１２

AGC北陸硝子建材株式会社　金沢支店 営業所 石川県 金沢市北町３８－１

株式会社金沢商行 申請事業所 石川県 金沢市本町１―３―３６

北恵株式会社　金沢営業所 営業所 石川県 金沢市鞍月５－１８１　　ＡＵＢＥ８階
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ＢＬＲ協会　推進会員一覧 （2022年9月1日時点、全国地方公共団体コード順　申請事業所174、営業所481）

会社名 事業所の種類 都道府県 住所

小松商事株式会社 申請事業所 石川県 金沢市長田本町チ１５－１

株式会社タカショー　北陸営業所 営業所 石川県 金沢市古府１－８４

ナカハシ商事株式会社 申請事業所 石川県 金沢市戸水町力１０３

橋本総業株式会社　北陸支店 営業所 石川県 金沢市二宮町１１－９

丸三製薬バイオテック株式会社　金沢支店 営業所 石川県 金沢市千木１－８４

三協テック株式会社　北陸　 営業所 石川県 野々市市新庄２－２４４

三協テック株式会社　北陸　福井支店 営業所 福井県 福井市城東４－２９－８

株式会社タッセイ 申請事業所 福井県 福井市河増町３０―２０

中島管材鋼機株式会社 申請事業所 福井県 福井市問屋町２―１６

株式会社福井建材社 申請事業所 福井県 福井市問屋町２―３４

丸三製薬バイオテック株式会社　福井支店 営業所 福井県 福井市成和１―３２０３

株式会社小泉中部 申請事業所 山梨県 甲府市蓬沢町９４５―１

株式会社小泉中部　中部本社 営業所 山梨県 甲府市蓬沢町９４５－１

三協テック株式会社　関東　甲府営業所 営業所 山梨県 甲府市下石田２－１４－３

清水工機株式会社　甲府支店 営業所 山梨県 甲府市国母１－１７－２１

TOTOエムテック株式会社　山梨支店 営業所 山梨県 甲府市上石田３－１４－５

小泉機器工業株式会社　富士吉田営業所 営業所 山梨県 富士吉田市上吉田９２０－３

株式会社小泉中部　富士吉田営業所 営業所 山梨県 富士吉田市新屋１―８―８１

西関東機材株式会社　都留営業所 営業所 山梨県 都留市四日市場１０６８－１

株式会社小泉中部　甲府西営業所 営業所 山梨県 南アルプス市山寺１０７７―１

清水工機株式会社 申請事業所 山梨県 南アルプス市上今諏訪町７５０

サンコー機材株式会社　甲府支店 営業所 山梨県 甲斐市名取７２９

西関東機材株式会社　山梨営業所 営業所 山梨県 甲斐市名取上河原４９

株式会社環財 申請事業所 山梨県 笛吹市御坂町成田１８３６

株式会社不二商会　山梨営業所 営業所 山梨県 上野原市上野原３５４２

橋本総業株式会社　山梨支店 営業所 山梨県 中巨摩郡昭和町西条２３９６

株式会社小泉中部　長野営業所 営業所 長野県 長野市篠ノ井御幣川８８１－１

株式会社小泉中部　長野北営業所 営業所 長野県 長野市豊野町浅野１８１２

三協テック株式会社　信越　長野支店 営業所 長野県 長野市三輪１－７－１０　三協アルミ社　長野支店内

橋本総業株式会社　長野支店 営業所 長野県 長野市南高田１－１０－５

丸三製薬バイオテック株式会社　長野支店 営業所 長野県 長野市小島田町１８１４－１

株式会社本久 申請事業所 長野県 長野市桐原１―３―５

TOTOエムテック株式会社　信州支店 営業所 長野県 松本市笹賀７６００－１３

株式会社小泉中部　上田営業所 営業所 長野県 上田市大字古里６９３－４

シンワアドヴァンス株式会社 申請事業所 長野県 上田市常磐城３―１２―４２

株式会社小泉中部　諏訪営業所 営業所 長野県 諏訪市中洲字舟戸４４３６－１

株式会社小泉中部　伊那営業所 営業所 長野県 伊那市西箕輪７１３５－２

株式会社武田 申請事業所 長野県 中野市大字一本木７０７

株式会社小泉中部　佐久営業所 営業所 長野県 佐久市大字猿久保５８８－４

株式会社小泉中部　松本営業所 営業所 長野県 安曇野市豊科高家２２８７－６６

南信立山サッシ販売株式会社 申請事業所 長野県 下伊那郡松川町生田８６５

大垣管材株式会社　岐阜営業所 営業所 岐阜県 岐阜市細畑６－８－１

株式会社キタガワマルカネ 申請事業所 岐阜県 岐阜市島栄町３―７

株式会社メイゴー　岐阜住建部 営業所 岐阜県 岐阜市向陽町２５
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大垣管材株式会社 申請事業所 岐阜県 大垣市長沢町３―１６

株式会社キタガワマルカネ　各務原支店 営業所 岐阜県 各務原市蘇原野口町５－１１３－２

大垣管材株式会社　南濃営業所 営業所 岐阜県 海津市南濃町吉田６１３

TOTO中部販売株式会社　岐阜支店 営業所 岐阜県 羽島郡岐南町野中７－７０－１

橋本総業株式会社　岐阜支店 営業所 岐阜県 羽島郡岐南町上印食１－８１

北恵株式会社　岐阜営業所 営業所 岐阜県 羽島郡笠松町門間２３８

北恵株式会社　静岡営業所 営業所 静岡県 静岡市葵区呉服町１－１－１４　呉服町圭田ビル２階

三協テック株式会社　東海 営業所 静岡県 静岡市葵区上土２－１４－１９

株式会社丸八　静岡営業所 営業所 静岡県 静岡市葵区竜南１－１７－２７

株式会社小泉東海 申請事業所 静岡県 静岡市駿河区登呂６―５―３９

株式会社小泉東海　東海本社 営業所 静岡県 静岡市駿河区登呂６－５－３９

静岡ガス株式会社 申請事業所 静岡県 静岡市駿河区八幡１―５―３８

TOTO中部販売株式会社　静岡支店 営業所 静岡県 静岡市駿河区登呂６－１３－７

ヌマカン株式会社　静岡支店 営業所 静岡県 静岡市駿河区豊田２－８－１５

株式会社小泉東海　清水営業所 営業所 静岡県 静岡市清水区半左衛門新田８１－１

ヌマカン株式会社　清水営業所 営業所 静岡県 静岡市清水区永楽町５－７

千博産業株式会社 申請事業所 静岡県 浜松市中区高丘西２－３－６

株式会社丸八 申請事業所 静岡県 浜松市中区神田町１１６０

株式会社丸八　浜松営業所 営業所 静岡県 浜松市中区神田町１１６０

株式会社小泉東海　浜松営業所 営業所 静岡県 浜松市東区和田町７６５－１

TOTO中部販売株式会社　浜松営業所 営業所 静岡県 浜松市中区元城町２１６―４　ノーススタービル浜松２０１

橋本総業株式会社　浜松支店 営業所 静岡県 浜松市東区大瀬町２１６２

株式会社小泉東海　沼津営業所 営業所 静岡県 沼津市大岡２４７３－１

TOTO中部販売株式会社　沼津営業所 営業所 静岡県 沼津市若葉町２１－１

ヌマカン株式会社 申請事業所 静岡県 沼津市花園町７－１０

ヌマカン株式会社　沼津支店 営業所 静岡県 沼津市花園町７－１０

橋本総業株式会社　静岡支店 営業所 静岡県 沼津市西間門９２－２

不二高株式会社 申請事業所 静岡県 沼津市西熊堂６９６―７

静岡サンケイ機器株式会社　熱海営業所 営業所 静岡県 熱海市伊豆山字大黒崎２６８－３３

株式会社大村商会 申請事業所 静岡県 三島市中島２１０―１

株式会社大村商会　三島支店 営業所 静岡県 三島市中島２１０－１

株式会社小泉東海　富士宮営業所 営業所 静岡県 富士宮市万野原新田３１６２－２

株式会社大村商会　伊東営業所 営業所 静岡県 伊東市吉田１１３

静岡サンケイ機器株式会社　伊東営業所 営業所 静岡県 伊東市荻７８３―１

株式会社小泉東海　富士営業所 営業所 静岡県 富士市厚原１３９－２

静岡サンケイ機器株式会社　富士営業所 営業所 静岡県 富士市長通本田３８－３

株式会社小泉東海　掛川営業所 営業所 静岡県 掛川市大池２８９９―１

株式会社丸八　掛川営業所 営業所 静岡県 掛川市領家１５８３－１

株式会社小泉東海　藤枝営業所 営業所 静岡県 藤枝市下当間６８０

株式会社小泉東海　御殿場営業所 営業所 静岡県 御殿場市川島田１２６－１

静岡サンケイ機器株式会社 申請事業所 静岡県 御殿場市ぐみ沢１８－１６

静岡サンケイ機器株式会社　御殿場営業所 営業所 静岡県 御殿場市ぐみ沢１８－１６

株式会社大村商会　下田支店 営業所 静岡県 下田市立野８３－９

ヌマカン株式会社　伊豆営業所 営業所 静岡県 伊豆の国市守木７９５－３
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ＢＬＲ協会　推進会員一覧 （2022年9月1日時点、全国地方公共団体コード順　申請事業所174、営業所481）

会社名 事業所の種類 都道府県 住所

株式会社大村商会　田子営業所 営業所 静岡県 賀茂郡西伊豆町田子２６３４―１

静岡サンケイ機器株式会社　函南営業所 営業所 静岡県 田方郡函南町間宮７３６―１

株式会社丸八　吉田営業所 営業所 静岡県 榛原郡吉田町神戸１５３０－９

北恵株式会社　名古屋営業所 営業所 愛知県 名古屋市東区泉１－２１－２７　泉ファーストスクエア４F

株式会社イトウ 申請事業所 愛知県 名古屋市北区彩紅橋通１－１－１２

株式会社西濃 申請事業所 愛知県 名古屋市西区那古野２―８―２

TOTO中部販売株式会社 申請事業所 愛知県 名古屋市西区笠取町３―７６

橋本総業株式会社　中部支店 営業所 愛知県 名古屋市中区千代田１－５－１

東邦ガスリビング株式会社 申請事業所 愛知県 名古屋市熱田区桜田町１９―１８

有限会社ホームテクノマルキ 申請事業所 愛知県 名古屋市中川区四女子町３―１５

株式会社メイゴー 申請事業所 愛知県 名古屋市中川区広川町４丁目地先

明興株式会社 申請事業所 愛知県 名古屋市南区砂口町１０２

TOTO中部販売株式会社　豊橋営業所 営業所 愛知県 豊橋市広小路３－４５－２　豊橋第一生命ビルディング２Ｆ

株式会社丸金商会 申請事業所 愛知県 豊橋市問屋町１―８

株式会社丸八　豊橋営業所 営業所 愛知県 豊橋市下地町字宮前１３－１

龍玉精工株式会社 申請事業所 愛知県 岡崎市大門１―５―１５

TOTO中部販売株式会社　岡崎支店 営業所 愛知県 岡崎市上里３－１９－１２

片山機材株式会社 申請事業所 愛知県 一宮市浅野馬東２２－１

株式会社加藤商会 申請事業所 愛知県 瀬戸市共栄通３―３４

株式会社キタガワマルカネ　稲沢営業所 営業所 愛知県 稲沢市附島町郷前１０－３

株式会社タカショー　名古屋支店 営業所 愛知県 名古屋市緑区徳重３―２３１７―１

株式会社メイゴー　ビルダー営業推進部 営業所 愛知県 愛西市西條町大池６５－３

三協テック株式会社　東海　名古屋支店 営業所 愛知県 清須市春日宮重町６２

株式会社西濃　三重営業所 営業所 三重県 津市藤方１９８３－２

株式会社東晋商事 申請事業所 三重県 津市高茶屋小森上野町２７９３―１

橋本総業株式会社　三重営業所 営業所 三重県 津市高茶屋小森上野町２８２４-８

株式会社東晋商事　伊勢営業所 営業所 三重県 伊勢市鹿海町字西浦１６２５－１

株式会社大戸 申請事業所 三重県 松阪市高須町３８６６―１０

TOTO中部販売株式会社　三重支店 営業所 三重県 鈴鹿市道伯３－４－３

フジ建装株式会社 申請事業所 三重県 鈴鹿市西条５―７５

株式会社メイゴー　三重住建部 営業所 三重県 鈴鹿市稲生町７８１１―１

株式会社山中　近江八幡営業所 営業所 滋賀県 近江八幡市音羽町３２－５

TOTO関西販売株式会社　滋賀営業所 営業所 滋賀県 草津市大路１－１５－５

株式会社山中　草津営業所 営業所 滋賀県 草津市南草津２－１－１１

三協テック株式会社　関西　滋賀支店 営業所 滋賀県 栗東市小柿３－３－３

株式会社山中 申請事業所 滋賀県 湖南市吉永４４

株式会社山中　滋賀営業所 営業所 滋賀県 湖南市吉永４４

橋本総業株式会社　滋賀営業所 営業所 滋賀県 東近江市池庄町１１１１―１

株式会社山中　東近江営業所 営業所 滋賀県 東近江市東沖野５－３６－２

北恵株式会社　滋賀営業所 営業所 滋賀県 蒲生郡竜王町大字鏡字四反田１７０４

TOTO関西販売株式会社　京都支店 営業所 京都府 京都市中京区三坊西洞院町５７２　御池マスギアネックスビル５Ｆ

TOTO関西販売株式会社　福知山営業所 営業所 京都府 福知山市荒河東町８５

北恵株式会社　京都営業所 営業所 京都府 八幡市下奈良野神１５－５

橋本総業株式会社　京都営業所 営業所 京都府 久世郡久御山町佐古外屋敷４６－１
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ＢＬＲ協会　推進会員一覧 （2022年9月1日時点、全国地方公共団体コード順　申請事業所174、営業所481）

会社名 事業所の種類 都道府県 住所

北恵株式会社　大阪中央営業所 営業所 大阪府 大阪市西区南堀江４－２２－１２

橋本総業株式会社　関西支店 営業所 大阪府 大阪市大正区三軒家東２―１４―１７

株式会社ナニワ 申請事業所 大阪府 大阪市天王寺区鳥が辻１―３―６

TOTO関西販売株式会社 申請事業所 大阪府 大阪市浪速区元町３―１―４　なんばＡＫビル６Ｆ

株式会社アベルコ　大阪支店 営業所 大阪府 大阪市西淀川区千舟２－１５－１８

株式会社ナニワ　大阪支店 営業所 大阪府 大阪市生野区巽西２－７－２４

朝日産商株式会社 申請事業所 大阪府 大阪市平野区長吉長原西２―５―２２

株式会社山田硝子店 申請事業所 大阪府 大阪市平野区平野北２－２－５８

関西ビジネスインフォメーション株式会社 申請事業所 大阪府 大阪市北区中之島３―２―１８　住友中之島ビル７Ｆ

北恵株式会社 申請事業所 大阪府 大阪市中央区南本町３―６―１４　イトウビル

タカラ通商株式会社 申請事業所 大阪府 大阪市中央区和泉町２－２－１９

三協テック株式会社　関西 営業所 大阪府 堺市堺区宿院町西１－１－３　堺フェニックスビル７階

株式会社ダイキアクシス　大阪支店 営業所 大阪府 豊中市庄内西町５－１－１９

株式会社ナニワ　大阪北支店 営業所 大阪府 豊中市曽根南町３－１９－２７

マルゼン株式会社 申請事業所 大阪府 豊中市庄内宝町２―８―５０

株式会社大松 申請事業所 大阪府 吹田市豊津町１２―４０

ノーリツリビングクリエイト株式会社　大阪支店 営業所 大阪府 吹田市江の木町２１－１

ノーリツリビングクリエイト株式会社 申請事業所 大阪府 吹田市江の木町２１―１

北恵株式会社　阪和営業所 営業所 大阪府 泉大津市旭町２２－４５　テクスピア大阪７Ｆ

株式会社ＭＡＮＩＸ　北大阪オフィス住建営業所 営業所 大阪府 茨木市郡４－８－６

株式会社タカショー　大阪営業所 営業所 大阪府 箕面市粟生外院１ー１４―２９

株式会社ナニワ　大阪東支店 営業所 大阪府 柏原市円明町２１７－６６

株式会社ナニワ　京阪営業所 営業所 大阪府 交野市私部西４－１８－２

株式会社ナニワ　神戸支店 営業所 兵庫県 神戸市東灘区深江浜町１３２

株式会社ＭＡＮＩＸ 　ME課 営業所 兵庫県 神戸市長田区御屋敷通５－１－１６

株式会社ＭＡＮＩＸ 申請事業所 兵庫県 神戸市長田区若松町２－１－３　２階

株式会社ＭＡＮＩＸ　神戸店 営業所 兵庫県 神戸市長田区若松町２－１－３

株式会社ＤＡＴＡＫＩＴ 申請事業所 兵庫県 神戸市中央区京町８３　三宮センチュリービル４０１

TOTO関西販売株式会社　神戸支店 営業所 兵庫県 神戸市中央区磯上通４－１－３０

株式会社ＭＡＮＩＸ　明石店設備課 営業所 兵庫県 神戸市西区森友２－４７

北恵株式会社　兵庫営業所 営業所 兵庫県 姫路市白浜町宇佐崎中１－３１

TOTO関西販売株式会社　姫路支店 営業所 兵庫県 姫路市南条５４５

株式会社ＭＡＮＩＸ　姫路店 営業所 兵庫県 姫路市延末３８６

三協テック株式会社　関西　神戸支店 営業所 兵庫県 西宮市上甲子園５－１０－３０

株式会社ＭＡＮＩＸ　西宮オフィス住建営業所 営業所 兵庫県 西宮市津門大箇町４－１０　安田ビルⅡ号館中２階

株式会社ＭＡＮＩＸ　西宮オフィス特需営業所 営業所 兵庫県 西宮市津門大箇町４－１０　安田ビルⅡ号館中２階

タカラ通商株式会社　住設兵庫営業所 営業所 兵庫県 伊丹市森本２－１６６

株式会社ＭＡＮＩＸ　物流センター 営業所 兵庫県 加古川市加古川町南備後２９８－１

株式会社ＭＡＮＩＸ　加古川店 営業所 兵庫県 加古川市加古川町南備後２９８－１

株式会社ＭＡＮＩＸ　宝塚店 営業所 兵庫県 宝塚市旭町３－５－１

株式会社ＭＡＮＩＸ　太子店 営業所 兵庫県 揖保郡太子町阿曽１８８－６

植田商事株式会社 申請事業所 奈良県 奈良市四条大路１－４－３２

タカラ通商株式会社　住設奈良営業所 営業所 奈良県 奈良市西九条町２―１１―２

TOTO関西販売株式会社　奈良営業所 営業所 奈良県 奈良市高天町３８－３　近鉄高天ビル６１５
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会社名 事業所の種類 都道府県 住所

植田商事株式会社　橿原支店 営業所 奈良県 橿原市十市町４２０

橿原サッシセンター株式会社 申請事業所 奈良県 橿原市曽我町９２７－４

北恵株式会社　奈良営業所 営業所 奈良県 橿原市雲梯町１０６－１

三協テック株式会社　関西　和歌山支店 営業所 和歌山県 和歌山市湊４－１－８

株式会社タカショー 申請事業所 和歌山県 海南市南赤坂２０―１

株式会社タカショー　関西営業所 営業所 和歌山県 海南市南赤坂２０－１

TOTO中国販売株式会社　鳥取営業所 営業所 鳥取県 鳥取市千代水２－１１９

タイセイ管材有限会社 申請事業所 鳥取県 米子市両三柳２５１―１２

TOTO中国販売株式会社　米子営業所 営業所 鳥取県 米子市西福原２－１－８

TOTO中国販売株式会社　松江営業所 営業所 島根県 松江市西津田３－５－２３

サンプラス株式会社 申請事業所 島根県 出雲市平野町７３５

橋本総業株式会社　山陰営業所 営業所 島根県 出雲市今市町３２７－２

大倉硝子株式会社 申請事業所 岡山県 岡山市北区青江１―１５―３３

株式会社ＭＡＮＩＸ  　岡山店 営業所 岡山県 岡山市北区下中野３５０－１０５

北恵株式会社　岡山営業所 営業所 岡山県 岡山市北区北長瀬表町３－１－１２　北長瀬駅前Ⅱビル２F

三協テック株式会社　中国　岡山支店 営業所 岡山県 岡山市北区下中野１２１４－１

株式会社大幸住設 申請事業所 岡山県 岡山市北区延友４２８―５

株式会社ナニワ　岡山営業所 営業所 岡山県 岡山市北区辰巳３７－１０１

日東物産株式会社 申請事業所 岡山県 岡山市北区大内田８３０―1

橋本総業株式会社　中国支店 営業所 岡山県 岡山市北区今４－１５－１３

株式会社ダイキアクシス　岡山支店 営業所 岡山県 岡山市南区藤田５６０－２３６　ダイキＥＸ岡山内

日東物産株式会社　倉敷営業所 営業所 岡山県 倉敷市片島町２６３－１

日東物産株式会社　津山営業所 営業所 岡山県 津山市下田邑２２３２－１８

丸子硝子株式会社 申請事業所 広島県 広島市中区吉島新町２－４―９

株式会社ＭＡＮＩＸ 　広島東店 営業所 広島県 広島市東区矢賀新町１－６－８

大田鋼管株式会社 申請事業所 広島県 広島市西区商工センター６―２―３０

三協テック株式会社　中国 営業所 広島県 広島市西区南観音５－２－２５

TOTO中国販売株式会社 申請事業所 広島県 広島市西区商工センター６―８―４２

橋本総業株式会社　広島営業所 営業所 広島県 広島市西区商工センター４－１５－２

真志田建材株式会社 申請事業所 広島県 広島市西区商工センター４－１５－５

大田鋼管株式会社　安佐営業所 営業所 広島県 広島市安佐南区川内６－２－３２

株式会社ダイキアクシス　広島支店 営業所 広島県 広島市安佐南区川内５－１－２２　ダイキ川内店内

株式会社ＭＡＮＩＸ 　五日市店 営業所 広島県 広島市佐伯区五日市町昭和台３２－５

大田鋼管株式会社　呉営業所 営業所 広島県 呉市中央５－１１－７

一般社団法人リフォーマー専門学校 申請事業所 広島県 呉市広白石２－１２－３９

大田鋼管株式会社　三原営業所 営業所 広島県 三原市皆実２－１－２５

大田鋼管株式会社　福山支店 営業所 広島県 福山市手城町４－８－２６

大田鋼管株式会社　東広島営業所 営業所 広島県 東広島市西条町吉行４５７－１

株式会社タカショー　広島支店 営業所 広島県 東広島市八本松東３－１－３

大田鋼管株式会社　三次営業所 営業所 広島県 安芸高田市甲田町深瀬６２９

大田鋼管株式会社　下関営業所 営業所 山口県 下関市一の宮住吉２－１１－１１

大田鋼管株式会社　山口支店 営業所 山口県 山口市小郡黄金町１０－２２

三協テック株式会社　中国　山口支店 営業所 山口県 山口市小郡花園町４－１２

大田鋼管株式会社　萩営業所 営業所 山口県 萩市大字山田字東沖田４１７４－１
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大田鋼管株式会社　岩国営業所 営業所 山口県 岩国市昭和町２－１－１４

大田鋼管株式会社　周南営業所 営業所 山口県 周南市川手２－１－７

株式会社共誠 申請事業所 徳島県 徳島市津田海岸町７－５７

三友物産株式会社 申請事業所 徳島県 徳島市東沖洲２―１６―３

株式会社ダイキアクシス　徳島営業所 営業所 徳島県 徳島市城東町１－２－４８

堀部産業株式会社 申請事業所 徳島県 徳島市川内町平石流通団地５４

美馬商事株式会社 申請事業所 徳島県 徳島市川内町平石流通団地６５

TOTO四国販売株式会社　徳島営業所 営業所 徳島県 名西郡石井町高川原字高川原２５２４－１

三協テック株式会社　四国　徳島支店 営業所 徳島県 板野郡藍住町徳命字小塚東７１－１

北恵株式会社　高松営業所 営業所 香川県 高松市寿町２－２－１０　高松寿町プライムビル８階

株式会社共誠　高松支店 営業所 香川県 高松市中間町字東井坪４５３－１

三協テック株式会社　四国 営業所 香川県 高松市林町２５５１－１０

株式会社讃商 申請事業所 香川県 高松市林町９１―１

株式会社ダイキアクシス　高松支店 営業所 香川県 高松市香西東町３５５－１

TOTO四国販売株式会社 申請事業所 香川県 高松市国分寺町新居３８２－１

橋本総業株式会社　四国支店 営業所 香川県 高松市香西本町１－１０５

三協テック株式会社　四国　愛媛支店 営業所 愛媛県 松山市久万ノ台６９１

株式会社ダイキアクシス 申請事業所 愛媛県 松山市美沢１―９―１

橋本総業株式会社　松山営業所 営業所 愛媛県 松山市樽味４―４―７

株式会社ダイキアクシス　今治営業所 営業所 愛媛県 今治市高橋甲４３８

株式会社ダイキアクシス　南予事務所 営業所 愛媛県 宇和島市高串一番耕地５０４－２

TOTO四国販売株式会社　愛媛営業所 営業所 愛媛県 新居浜市久保田町１－６－５８　カネコビル３Ｆ

株式会社ダイキアクシス　東予営業所 営業所 愛媛県 西条市飯岡鳥居前３１２

高知県木協建材協同組合 申請事業所 高知県 高知市仁井田４５０９

三協テック株式会社　四国　高知支店 営業所 高知県 高知市北新田町１０－３

株式会社ダイキアクシス　高知支店 営業所 高知県 高知市大津乙１８５６－１

TOTO四国販売株式会社　高知支店 営業所 高知県 高知市南久保６－３３

TOTO四国販売株式会社　四万十営業所 営業所 高知県 四万十市具同７３８８

高木バルブ株式会社　北九州支店 営業所 福岡県 北九州市門司区高田１－１９－６　高田シーガルコーポ１０１

TOTO九州販売株式会社　北九州営業所 営業所 福岡県 北九州市小倉北区昭和町１５－１２

上村建陶株式会社　北九州営業所 営業所 福岡県 北九州市小倉南区長野２－２－７

株式会社後藤産業　北九州支店 営業所 福岡県 北九州市小倉南区葛原元町３－３－７

高木バルブ株式会社　八幡営業所 営業所 福岡県 北九州市八幡西区穴生４－１７－１８

三協テック株式会社　九州　 営業所 福岡県 福岡市東区原田１－４３－４１

橋本総業株式会社　九州支店 営業所 福岡県 福岡市東区箱崎埠頭５－８－２８

上村建陶株式会社 申請事業所 福岡県 福岡市博多区東比恵３―２９―１２

株式会社永昌洋行 申請事業所 福岡県 福岡市博多区須崎町６―２５

株式会社サンテック九州 申請事業所 福岡県 福岡市博多区豊２―４―６　豊甲陽ビル３階

株式会社サンテック九州　福岡支店 営業所 福岡県 福岡市博多区豊２－４－６　豊甲陽ビル３階

TOTO九州販売株式会社 申請事業所 福岡県 福岡市博多区竹下１―４―１０

株式会社フクスイ 申請事業所 福岡県 福岡市博多区金の隈３―１４―１５

株式会社後藤産業 申請事業所 福岡県 福岡市中央区白金１―１７―１１

株式会社冨治商会 申請事業所 福岡県 福岡市中央区赤坂１－２－７　ＦーｓｔｙｌｅＫＥＹＡＫＩ２階

高木バルブ株式会社 申請事業所 福岡県 福岡市南区大楠２―１０―６
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株式会社冨治商会　福岡支店 営業所 福岡県 福岡市南区清水２－９－２９

株式会社ファルコン 申請事業所 福岡県 福岡市早良区百道浜４－１－３　シーサイドももちアルティコートＢ館１０２

株式会社フクスイ　西営業所 営業所 福岡県 福岡市早良区田隈２－２４－３５

株式会社後藤産業　久留米支店 営業所 福岡県 久留米市野中町東原１９５－５

TOTO九州販売株式会社　久留米営業所 営業所 福岡県 久留米市合川町１９１９

株式会社後藤産業　飯塚支店 営業所 福岡県 飯塚市花瀬１５－１

株式会社タカショー　九州支店 営業所 福岡県 筑後市野町３６７

株式会社後藤産業　豊前支店 営業所 福岡県 豊前市大字高田４７５－１

株式会社後藤産業　佐賀支店 営業所 佐賀県 佐賀市鍋島町八戸溝１３１０－１

TOTO九州販売株式会社　佐賀営業所 営業所 佐賀県 佐賀市鍋島町大字八戸３１０９－１

株式会社冨治商会　佐賀営業所 営業所 佐賀県 佐賀市鍋島２－１２－３３

株式会社冨治商会　長崎営業所 営業所 長崎県 長崎市春木町１９－１

TOTO九州販売株式会社　佐世保営業所 営業所 長崎県 佐世保市大和町９９－３

株式会社冨治商会　佐世保営業所 営業所 長崎県 佐世保市大塔町１８３９

上村建陶株式会社　長崎営業所 営業所 長崎県 諫早市小船越町１０２８－３

三協テック株式会社　九州　長崎支店 営業所 長崎県 諫早市多良見町囲５０４

TOTO九州販売株式会社　長崎営業所 営業所 長崎県 諫早市多良見町市布１４７５－３　（豊福ビル）

橋本総業株式会社　熊本営業所 営業所 熊本県 熊本市東区山ノ内４―２―１６

上村建陶株式会社　熊本営業所 営業所 熊本県 熊本市東区御領６－３－６０

株式会社後藤産業　熊本支店 営業所 熊本県 熊本市東区小山町１８２８－１

株式会社冨治商会　熊本営業所 営業所 熊本県 熊本市東区尾ノ上４－１１－２５５

TOTO九州販売株式会社　熊本支店 営業所 熊本県 熊本市南区江越２－６－１２

上村建陶株式会社　大分営業所 営業所 大分県 大分市三川新町１－１－１９

三協テック株式会社　九州　大分支店 営業所 大分県 大分市高松東３－１－３８

株式会社サンテック九州　大分支店 営業所 大分県 大分市原新町８－３０

TOTO九州販売株式会社　大分営業所 営業所 大分県 大分市下郡北３－１８－８

株式会社冨治商会　大分営業所 営業所 大分県 大分市大字皆春６１４

上村建陶株式会社　宮崎営業所 営業所 宮崎県 宮崎市新名爪麦田１４２１－１

三協テック株式会社　九州　宮崎支店 営業所 宮崎県 宮崎市大字赤江１３９－１

TOTO九州販売株式会社　宮崎営業所 営業所 宮崎県 宮崎市大島町馬場尻１８９８

株式会社冨治商会　宮崎営業所 営業所 宮崎県 都城市菖蒲原町２８－８－１

上村建陶株式会社　鹿児島営業所 営業所 鹿児島県 鹿児島市南栄２－１－２

株式会社サンテック九州　鹿児島支店 営業所 鹿児島県 鹿児島市南栄３－８

TOTO九州販売株式会社　鹿児島営業所 営業所 鹿児島県 鹿児島市東開町３－２４

日本ガス株式会社 申請事業所 鹿児島県 鹿児島市中央町８―２

橋本総業株式会社　南九州営業所 営業所 鹿児島県 鹿児島市錦江町４－７３

株式会社冨治商会　鹿児島支店 営業所 鹿児島県 鹿児島市錦江町８－３４

TOTO九州販売株式会社　沖縄営業所 営業所 沖縄県 那覇市天久１－２８－３０

橋本総業株式会社　沖縄営業所 営業所 沖縄県 那覇市港町３－２－３９
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