
令和4年5月31日現在
会　社　名 会員代表者 役　　職　　名 郵便番号 住　　　　所

ＩＨＩ運搬機械株式会社 村上　晃一 代表取締役社長 104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加ﾀﾜｰ

株式会社アイチコーポレーション 山岸　俊哉 代表取締役社長 362-8550 埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10

アボロンシステム株式会社 竹井　寛 代表取締役社長 210-0861 神奈川県川崎市川崎区小島町4-5

株式会社岩田商会 岩田　康彦 代表取締役 134-0083 東京都江戸川区中葛西7-10-5

エクセン株式会社 林　哲平 代表取締役社長 105-0013 東京都港区浜松町1-17-13

エピロックジャパン株式会社 北岡　太平 代表取締役 224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町50-1

株式会社ＭＣＤプロダクト 方志　俊成 代表取締役 194-0037 東京都町田市木曽町2303番地2

オカダアイヨン株式会社 岡田　祐司 代表取締役社長 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通4-1-18

株式会社加藤製作所 加藤　公康 代表取締役社長 140-0011 東京都品川区東大井1-9-37

関東鉄工株式会社 鈴木　庸徳 代表取締役社長 306-0127 茨城県古河市下片田852-4

株式会社技研製作所 森部　慎之助 代表取締役社長 781-5195 高知県高知市布師田3948-1

株式会社北川鉄工所 北川　祐治 代表取締役会長（兼）社長 726-8610 広島県府中市元町77-1

キャタピラー 本田　博人 代表執行役員 220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1
OCEAN GATE MINATO MIRAI 12Ｆ

キャニコム 包行　良光 代表取締役社長 839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1

極東開発工業株式会社 布原　達也 代表取締役社長 663-8545 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45

株式会社クボタ 湯川　勝彦
常務執行役員
建設機械事業部長

556-8601 大阪府大阪市浪速区敷津東1-2-47

鉱研工業株式会社 木山　隆二郎 代表取締役社長 171-8572 東京都豊島区高田2-17-22 目白中野ﾋﾞﾙ1F

甲南電機株式会社 宮内　寿一
代表取締役会長兼社長
CEO

651-2271 兵庫県西宮市上田東町4-97

光洋機械産業株式会社 直川　雅俊 代表取締役社長 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-3-12 EDGE本町7階

コベルコ建機株式会社 山本　明 副社長執行役員 141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ﾌﾞﾗｲﾄｺｱ5F

コマツ 小川　啓之 代表取締役社長（兼）CEO 107-8414 東京都港区赤坂2-3-6

酒井重工業株式会社 酒井　一郎 代表取締役社長 105-0012 東京都港区芝大門1-4-8 浜松町清和ﾋﾞﾙ

株式会社坂戸工作所 坂戸　正太郎 代表取締役社長 262-0012 千葉県千葉市花見川区千種町314

三和機工株式会社 時宗　恒雄 代表取締役社長 679-0221 兵庫県加東市河高355-19

三和機材株式会社 原口　茂 代表取締役社長 104-0032 東京都中央区八丁堀1-9-8 八重洲通ﾊﾀﾋﾞﾙ2F

株式会社シンテック 田所　知美 代表取締役社長 781-8135 高知県高知市一宮南町2-6-23

新明和工業株式会社 小田　浩一郎
常務執行役員
特装車事業部長

230-0003 神奈川県横浜市鶴見区尻手3-2-43

住友建機株式会社 数見　保暢 代表取締役社長 141-6025 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower

住友重機械建機クレーン株式会社 岡田　道和 代表取締役社長 110-0015
東京都台東区東上野6-9-3
住友不動産上野ﾋﾞﾙ8号館

株式会社大一・テクノ 岩田　悟 代表取締役社長 501-6256 岐阜県羽島市福寿町千代田1-31

大和機工株式会社 小森谷　尚久 代表取締役社長 474-0071 愛知県大府市梶田町1-171

株式会社タグチ工業 田口　裕一 代表取締役会長 701-0151 岡山県岡山市北区平野561-1

株式会社竹内製作所 竹内　敏也 代表取締役社長 389-0605 長野県埴科郡坂城町上平205

株式会社タダノ 氏家　俊明 代表取締役社長 761-0185 香川県高松市新田町甲34番地

一般社団法人　　日本建設機械工業会　　会員名簿
正会員



会　社　名 会員代表者 役　　職　　名 郵便番号 住　　　　所

田中鉄工株式会社 古賀　武志 代表取締役社長 841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉629-7

調和工業株式会社 中城　延浩 代表取締役社長 141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ﾋﾞﾙ5F

株式会社テイサク 伊藤　達郎 代表取締役社長 456-0051 愛知県名古屋市熱田区四番1-15-6

デンヨー株式会社 白鳥　昌一 代表取締役社長 103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5

東邦地下工機株式会社 岡本　幸憲 代表取締役社長 140-0002 東京都品川区東品川3-15-8

株式会社東洋空機製作所 柘植　一慶 代表取締役 812-0043 福岡県福岡市博多区堅粕4-3-4

長野工業株式会社 塚本　泰久 代表取締役社長 387-8561 長野県千曲市八幡3297-2

株式会社中山鉄工所 中山　弘志 代表取締役社長 843-0001 佐賀県武雄市朝日町甘久2246-1

日工株式会社 辻　勝 代表取締役社長 674-8585 兵庫県明石市大久保町江井島1013-1

日本車輌製造株式会社 深谷　道一 執行役員　機電本部長 458-8502 愛知県名古屋市緑区鳴海町字柳長80

日本ニューマチック工業株式会社 廣田　和史 代表取締役社長 537-0003
大阪市阿部野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス29階

範多機械株式会社 大月　由高 代表取締役社長 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島2-14-21

日立建機株式会社 平野　耕太郎 代表執行役　執行役社長 110-0015
東京都台東区東上野2-16-1
上野ｲｰｽﾄﾀﾜｰ12階～16階

株式会社日立建機カミーノ 豊岡　司 代表取締役社長 999-3737 山形県東根市大字若木字七窪5600-1

プツマイスタージャパン株式会社 岡　勇樹 代表取締役社長 289-1143 千葉県八街市八街い27番1

古河ユニック株式会社 山川　賢司 代表取締役社長 100-8370
東京都千代田区大手町2-6-4
常盤橋タワー

古河ロックドリル株式会社 荻野　正浩 代表取締役社長 100-8370
東京都千代田区大手町2-6-4
常盤橋タワー

北越工業株式会社 堀内　義正 代表取締役社長 959-0293 新潟県燕市下粟生津3074

株式会社前田製作所 塩入　正章 代表取締役社長 388-8522 長野県長野市篠ﾉ井御幣川1095

株式会社丸順 小川　綱策 代表取締役社長 431-2102 静岡県浜松市北区都田町9639-1

丸善工業株式会社 諏訪部　行生 代表取締役社長 411-0824 静岡県三島市長伏155-8

マルマテクニカ株式会社 森木　英光 代表取締役社長 252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-2-1

三笠産業株式会社 京谷　弘也 代表取締役社長 101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-4-3

三菱ロジスネクスト株式会社 久保　隆 代表取締役社長 617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1

株式会社明和製作所 月原　潔 代表取締役社長 332-0031 埼玉県川口市青木1-18-2

株式会社諸岡 諸岡　正美 代表取締役社長 CEO 301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町358

ヤンマー建機株式会社 パロディ　ジュリアーノ
YANMAR COMPACT EQUIPMENT
CEO

833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1

ユタニ工業株式会社 湯谷　友章 代表取締役社長 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町2-32-18

以上62社


