
令和4年6月1日現在
会　社　名 会員代表者 役　　職　　名 郵便番号 住　　　　所

株式会社アマダ 磯部　任 代表取締役社長 259-1196 神奈川県伊勢原市石田200

荒井商事株式会社 荒井　亮三 代表取締役社長 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町17-2

株式会社アンテックス 安藤　洋平 代表取締役社長 108-0074 東京都港区高輪2-15-19 高輪明光ﾋﾞﾙ4階

株式会社イー・オータマ 奥村　哲也 代表取締役 206-0811 東京都稲城市押立1744-95

いすゞ自動車株式会社 森　康之 PT営業部 部長 220-8720 横浜市西区高島一丁目2番5号 横濱ゲートタワー

いすゞ自動車エンジン販売株式会社 中山　愼一 代表取締役社長 290-0036 千葉県市原市松ヶ島西1-2-19

伊藤忠商事株式会社 牛島　浩  自動車・建機・産機部門長 107-8077 東京都港区北青山2-5-1

ヴィルトゲン・ジャパン株式会社 谷岡　健一郎 代表取締役 101-0051 東京都千代田区神田神保町2-20-6 恒倉ﾋﾞﾙ3階

ＵＢＥマシナリー株式会社 宮内　浩典 代表取締役社長 755-8633 山口県宇部市大字小串字沖の山1980番地

ＮＴＮ株式会社 黒川　昭雄 産業機械事業本部 本部長 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-3-17

ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 成瀬　明弘 代表取締役社長 108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川ｼｰｽﾞﾝﾃﾗｽ

エヌディーリース・システム株式会社 白田　賢 代表取締役社長 112-0015 東京都文京区目白台2-6-14 日道ﾋﾞﾙ4階

株式会社オカムラ 中村 雅行 代表取締役 社長執行役員 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1丁目4番1号 天理ﾋﾞﾙ19階

オリックス株式会社 中村 隆之 鉄鋼営業部長 105-6135 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

音頭金属株式会社 音頭　則靖 代表取締役社長 278-0041 千葉県野田市蕃昌355番地

カーゴテック・ジャパン株式会社 鈴木　利哉 代表取締役社長 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-13
TPR新横浜ﾋﾞﾙ7F

川崎重工業株式会社 橋本　康彦 代表取締役社長 執行役員 105-8315 東京都港区海岸1丁目14番5号

株式会社栗本鐵工所 柳田　佳応 東部営業部　部長 108-0075 東京都港区港南2丁目16番2号 太陽生命品川ﾋﾞﾙ6階

カヤバ株式会社 大野 雅生 代表取締役社長執行役員 105-6111 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

サンドビック株式会社 松本　啓志
執行役員
SMRTｶﾝﾊﾟﾆｰｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-16
NMF新横浜ﾋﾞﾙ5F

ＪＡ三井リース株式会社 大谷　憲司 機械本部長 104-0061 東京都中央区銀座8-13-1 銀座三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

シマブンエンジニアリング株式会社 外山　哲彦 代表取締役社長 675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島41番地

昭和リース株式会社 瀬戸　紳一郎 代表取締役社長 103-8318
東京都中央区日本橋室町2-4-3　日本橋室町野村ビ
ル

新生コベルコリース株式会社 松井　由人 代表取締役社長 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4

新東工業株式会社 山内　秀巳
常務執行役員
ｻｰﾌｪｽﾃｯｸｶﾝﾊﾟﾆｰ ｶﾝﾊﾟﾆｰ長

441-1205 愛知県豊川市大木町小牧180-1

住友ゴム工業株式会社 原田　充博 産業ﾀｲﾔ部長 651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町3-6-9

住友商事株式会社 日向　健一
理事
建設機械事業本部長

100-8601
東京都千代田区大手町2丁目3番2号
大手町ﾌﾟﾚｲｽ ｲｰｽﾄﾀﾜｰ

大洋商事株式会社 北代　広明 代表取締役社長 104-0041 東京都中央区新富2丁目15番5号 RBM築地ビル8F

東京計器株式会社 大井　章弘
執行役員
油圧制御ｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ長

144-8551 東京都大田区南蒲田2-16-46

東京ラヂエーター製造株式会社 落合　久男 代表取締役社長 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2002-1

東日興産株式会社 鶴岡　耕平 代表取締役 154-0003 東京都世田谷区野沢3-2-18

東洋製鉄株式会社 音頭　宏紀 代表取締役社長 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松1-15-18

トピー工業株式会社 勝山　秀雄 執行役員 造機事業部長 141-8634
東京都品川区大崎1-2-2
ｱｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ大崎ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ7階

中川特殊鋼株式会社 中川　陽一郎 取締役社長 104-6591 東京都中央区明石町8番1号 聖路加ﾀﾜｰ31階

ナブテスコ株式会社 木村　和正 代表取締役社長 102-0093 東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ﾋﾞﾙ

ニッセイ・リース株式会社 林　武史 代表取締役社長 102-0074
東京都千代田区九段南2丁目3番14号（靖国九段南ビ
ル）

株式会社日本エー・エム・シー 山口　康生 代表取締役社長 910-2222 福井県福井市市波町13-8

播州電装株式会社 米田　昭彦 代表取締役社長 675-0102 兵庫県加古川市平岡町西谷25-1

福山ゴム工業株式会社 松岡　伸晃 代表取締役社長 720-8637 広島県福山市松浜町3-1-63

株式会社不二越 市川　和愛 油圧事業部 事業部長 931-8453 富山県富山市中田3-2-1

株式会社ブリヂストン 田村　亘之
G-MICAA ソリューション事業
担当

104-8340 東京都中央区京橋3-1-1

プレス工業株式会社 美野　哲司
代表取締役社長 兼 社長執行
役員

210-8512 神奈川県川崎市川崎区塩浜1-1-1

有限会社べトンテック 長谷川　聖紘 代表取締役 511-0254 三重県員弁郡東員町中上2916番地の2

一般社団法人　　日本建設機械工業会　　会員名簿
賛助会員



会　社　名 会員代表者 役　　職　　名 郵便番号 住　　　　所

ポクレンハイドロリックス株式会社
マルシィ　ダヴィッ
ト

代表取締役社長 231-0034 神奈川県横浜市中区三吉町4-2

ボッシュ・レックスロス株式会社 坂田　伸一 代表取締役社長 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-7

株式会社マクシスコーポレーション 小松　稔 代表取締役社長 105-0012 東京都港区芝大門一丁目10番11号

丸紅株式会社 板井　二郎 執行役員 103-6060 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋ﾀﾜｰ

みずほリース株式会社 津原　周作 代表取締役社長 105-0001 東京都港区虎ﾉ門1-2-6

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 大戸　博司 執行役員 建機営業部長 101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-1-1　如水会ビル

三菱ＨＣキャピタル株式会社 柳井　隆博 代表取締役 社長執行役員 100-6525 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング

三菱商事株式会社 雨宮　浩二 建機･ﾚﾝﾀﾙ事業部長 100-8086 東京都千代田区丸の内2-3-1

三菱ふそうトラック・バス株式会社 松永　和夫 取締役会長 211-8522 神奈川県川崎市中原区大倉町10番地

山﨑マシーナリー株式会社 辻村　敏夫 代表取締役社長 438-0216 静岡県磐田市飛平松216番地1

ＵＤトラックス株式会社 辛川　誠 ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 Oak 神田鍛冶町7階

株式会社リーデン 塚本　隆浩 代表取締役社長 110-0015 東京都台東区東上野3丁目21番9号

株式会社リョーサン 桂田　重信 代表取締役社長 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町1丁目1番10号

以上56社


