
地域 会社名 所在地 電話番号

北海道 日通機工株式会社  室蘭支店 北海道室蘭市寿町2-18-12 0143-44-2181
北海道 日通機工株式会社  名寄支店 北海道名寄市徳田20 01654-2-3196
北海道 日通機工株式会社  函館支店 北海道北斗市追分3-3-17 0138-49-7041
北海道 日通機工株式会社  帯広支店 北海道帯広市西20条北1-17-3 0155-33-2121
北海道 株式会社滝川自工 北海道札幌市白石区東札幌1条4-1-39 011-811-2165
北海道 株式会社滝川自工  広島工場 北海道北広島市大曲工業団地2-3-17 011-376-3030
北海道 振興自動車株式会社 北海道石狩市新港西3-752-6 0133-73-5581
北海道 有限会社共立自工 北海道中標津町大通り3-2-3 0153-72-2740
北海道 北海自工株式会社 北海道苫小牧市新開町3-16-4 0144-55-5185
北海道 道央自工株式会社 北海道苫小牧市一本松町8-3 0144-55-7218
北海道 株式会社中島自工 北海道帯広市西20条北1-3-32 0155-33-3141
北海道 日通機工株式会社  釧路支店 北海道釧路市西港1-100-33 0154-55-2188
北海道 道北自動車工業株式会社 北海道旭川市末広1条15-1-24 0166-57-5115
北海道 新菱重機サービス株式会社 北海道旭川市末広東1条13丁目1-2 0166-57-4211
北海道 道南ヂーゼル工業株式会社 北海道函館市宇賀浦町4-26 0138-51-4195
北海道 有限会社佐々木自工 北海道標津郡標津町緑町北1丁目6番地2 01537-3-2739
北海道 株式会社日神機械販売 北海道北斗市追分3丁目1番8号 0138-49-8861
北海道 株式会社たいせつ 北海道北見市端野町3区397番地の1 0157-56-2222
北海道 吉川自動車工業株式会社 北海道稚内市はまなす3丁目3番11号 0162-32-1111
東北 日通商事株式会社　盛岡工場 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割316番地 019-698-3081
東北 有限会社岩手部品商会 岩手県盛岡市みたけ6丁目1番1号 019-641-2365
東北 有限会社エヌ・シー・ピサービス 岩手県滝沢市大釜高森54-14 019-691-9060
東北 株式会社ミズボエンジニアリング 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根大沢21-3 0197-44-6566
東北 有限会社アツミ自動車 宮城県仙台市宮城野区中野字神明136-1 022-258-0304
東北 株式会社エフ・イ・テック　仙台サービスセンター 宮城県仙台市宮城野区日の出町2丁目5-11 022-782-4255
東北 有限会社セイリョウ 宮城県仙台市若林区鶴代町3番70号 022-231-3755
東北 日通商事株式会社　仙台支店　仙台工場 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-26 022-288-9461
東北 宮城車体株式会社  古川工場 宮城県大崎市荒谷字新芋川133-1 0229-28-2661
東北 株式会社サニックス 山形県山形市十文字812 023-687-3111
東北 株式会社いそのボデー 山形県山形市西越25 023-624-1711
東北 東日本コベルコ建機株式会社　庄内工場 山形県酒田市大宮町2-5-6 0234-24-8777
東北 弘前総合車輌株式会社 青森県弘前市大字船水1丁目5番地1 0172-37-6007
東北 青森重工株式会社 青森県十和田市伝法寺字大窪2番地30 0176-28-3355
東北 株式会社中才自動車修理工場 青森県青森市港町2丁目18番5号 017-741-4353
東北 日通商事株式会社　青森工場 青森県青森市大字野木字野尻37-335 0177-73-8226
東北 日通商事株式会社　郡山支店　郡山工場 福島県郡山市富久山町福原字山中32-1 024-923-5662
東北 東北自興株式会社 福島県福島市黒岩字浅井72-1 024-546-7193
北陸 株式会社いずみ自動車　東部分工場 石川県金沢市近岡町830 076-238-8888　
北陸 株式会社いずみ自動車　本社工場 石川県金沢市森戸2-38-3 076-240-8888
北陸 株式会社北菱 石川県小松市長田町イ18番地 0761-21-3311
北陸 北国建機販売株式会社 石川県白山市旭丘2-26 076-276-5252
北陸 極東工業株式会社 石川県白山市徳丸町366 076-275-6588
北陸 北国テクノ株式会社 富山県射水市沖塚原770-1 0766-84-3800
北陸 有限会社吉田自動車整備 富山県富山市綾田町1-22-14 076-441-5515
北陸 株式会社三越 富山県富山市下冨居2-13-81 076-433-331
北陸 有限会社西野工業 富山県富山市水橋肘埼 679 076-478-5447
北陸 有限会社東洋モータース敦賀 福井県敦賀市莇生野74-3-1 0770-23-0611
北陸 三国自動車株式会社 福井県福井市真木町137 0776-38-1331
北陸 北陸川崎産業株式会社 福井県福井市大町2-901 0776-34-0390
関東 有限会社県西クレーンサービス 茨城県筑西市海老ケ島2168-8 0296-52-4800
関東 有限会社東亜サービス 茨城県日立市十王町大字山部字鍋田557-5 0294-39-0191
関東 三洋テクニックス株式会社 宮城県仙台市宮城野区苦竹三丁目1番40号 022-232-6811
関東 佐藤建機サービス 群馬県伊勢崎市稲荷町24-4 0270-21-1567
関東 菱群自動車工業 群馬県渋川市赤城町津久田308 0279-56-7622
関東 末広産業株式会社　亀里工場 群馬県前橋市亀里町786 027-287-4811
関東 MSエンジニア株式会社 埼玉県さいたま市見沼区御蔵1160-19 090-2254-3179
関東 株式会社シンテック　関東営業所 埼玉県さいたま市桜区町谷4-21 048-864-1611
関東 日通商事株式会社　埼玉工場 埼玉県戸田市早瀬1-11-25 048-449-0200
関東 有限会社ファイト 埼玉県所沢市大字松郷151-12 042-945-9816
関東 川越車輌有限会社 埼玉県川越市大字府川188-6 049-225-1327
関東 日東自動車株式会社 埼玉県日高市大字新堀新田10-1 042-985-2381
関東 丸昭自動車工業株式会社 神奈川県横浜市旭区上川井町1953-1 045-921-6606
関東 株式会社トーリョウ 神奈川県横浜市金沢区福浦2-14-4 045-783-7131
関東 有限会社ウエストップ 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-13-5 045-450-3833
関東 株式会社東洋内燃機工業社　本社工場 神奈川県川崎市宮前区神木本町2-20-1 044-866-8171
関東 富士工業株式会社 神奈川県相模原市緑区橋本台2-5-16 042-774-3855
関東 サトウ自動車株式会社 千葉県千葉市美浜区新港222番7 043-242-5631
関東 有限会社武井工業所 千葉県千葉市緑区土気町1256-18 043-294-1048
関東 末広産業株式会社　東京工場 千葉県八千代市島田台972-16 047-488-3456
関東 プツマイスタージャパン株式会社 千葉県富里市美沢7-4 0476-36-8907
関東 関東自動車工業株式会社　潮浜工場 千葉県木更津市潮浜2丁目1番39号 0438-37-5611
関東 東輝自動車株式会社 東京都江戸川区篠崎町5-10-20 03-3678-0191
関東 黒部工業株式会社 東京都江東区千石2-3-21 03-3644-3221
関東 株式会社立川ヂーゼルオートサービス 東京都八王子市石川町2972-4 042-645-1421
関東 有限会社島崎自動車修繕工場　本社 栃木県宇都宮市城東1丁目3-34 028-636-1151
関東 株式会社愛全重車輌　那須営業所 栃木県那須塩原市三区町504-8 0287-36-3851

甲信越 北陸自動車株式会社 新潟県糸魚川市寺島3-1-8 025-552-1002
甲信越 株式会社中央自動車 新潟県糸魚川市大字平牛293番地 025-552-7361
甲信越 株式会社ホシノ重工 新潟県上越市大字下門前899-1 025-543-0046
甲信越 株式会社サカイ綜合自動車 新潟県新潟市海老ヶ瀬45-1 025-275-4145
甲信越 株式会社日の出自動車 新潟県新潟市東区中興野7-53 025-273-8511
甲信越 株式会社安田工作所 新潟県新潟市美咲町2-3-19 025-283-3351
甲信越 株式会社ティワイサービス 新潟県長岡市原町2-2-15 0258-24-5121
甲信越 甲信イシコ株式会社　本社工場 長野県安曇野市堀金三田4134 0263-72-7171
甲信越 松本自動車工業株式会社 長野県松本市大字空港東８７７７ 0263-58-8500
甲信越 株式会社高見澤ピットインジャンボ 長野県長野市豊野町浅野1450 0255-52-1002
甲信越 飯田自動車株式会社 長野県飯田市上郷別府3330-1 0265-23-0555
中部 杉浦オート株式会社 愛知県安城市小川町志茂26-1 0566-99-0520
中部 シーピーエムサービス株式会社 愛知県海部郡大治町大字堀之内字北二反畑639番地の5　セジュール21　A棟102号 0567-69-5526
中部 極東モーター株式会社 愛知県小牧市元町4丁目47番地 0568-76-4105
中部 極東開発工業株式会社　中部サービス課 愛知県小牧市東田中1375 0568-71-2245
中部 名空自動車株式会社 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字下戸38 0568-28-1255
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中部 大和機工株式会社　本社工場 愛知県大府市梶田町1-171 0562-47-2166
中部 有限会社ケイズエスエッチ 愛知県日進市折戸町高松237-1 0561-73-1221
中部 伸和ディーゼル株式会社　舟原工場 愛知県豊橋市舟原町１４８番地 0532-53-5336
中部 伸和ディーゼル株式会社 愛知県豊橋市新栄町字東小向64 0532-31-8281
中部 豊國車輌株式会社 愛知県名古屋市南区星崎1-283 052-821-1148
中部 株式会社勇建 愛知県名古屋市南区石元町2-6 052-823-1788
中部 株式会社エフ・イ・テック　名古屋サービスセンター 愛知県名古屋市緑区大高町中川7-1 052-622-3111
中部 大和機工株式会社　岐阜営業所 岐阜県羽島郡笠松町米野字西起29 058-388-3411
中部 華陽車体工業株式会社 岐阜県岐阜市戎町5-25 058-245-5421
中部 東栄自動車工業株式会社 岐阜県岐阜市神楽町19-2 058-273-2311
中部 山本機工株式会社　伊勢工場 三重県伊勢市小俣町湯田798 0596-22-4338
中部 株式会社整備工場東海 三重県桑名市大字小泉365番地 0594-23-3111
中部 東洋通商株式会社 三重県津市安濃町清水109-1 059-268-5620
中部 株式会社田澤建機 静岡県焼津市五ヶ堀之内309 054-620-9330
中部 株式会社増田特殊車輌 静岡県焼津市中里366番地 054-626-1155
中部 大和機工株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区下川原1-2-15 054-256-9511
中部 東光自動車工業株式会社 静岡県静岡市駿河区栗原2-50 054-261-2171
中部 株式会社天龍コーポレーション 静岡県磐田市小立野528 0538-32-8241
中部 大興産業株式会社 静岡県浜松市東区安間町264-1 0534-21-3551
近畿 新晃自動車工業株式会社 京都府久世郡久御山町森川端30-2 075-631-0601
近畿 京都特種有限会社 京都府京都市南区久世殿城町331番地 075-932-4951
近畿 日生自動車工業株式会社　京都営業所 京都府京都市伏見区横大路鍬ノ本町18-1 075-601-5158
近畿 前田自動車株式会社 京都府福知山市字岩井小字秋道84-4 0773-22-2525
近畿 オリト建機サービス 大阪府高槻市野田2丁目7-3 072-672-7416
近畿 株式会社エフ・イ・テック　大阪サービスセンター 大阪府堺市堺区築港八幡町１番地60 072-229-1590
近畿 有限会社藤山自動車工業　本社工場 大阪府堺市西区浜寺船尾東1-105 0722-66-4677
近畿 日生自動車工業株式会社　本社工場 大阪府守口市佐太中町4-2-18 06-6901-2301
近畿 日通商事株式会社　大阪工場 大阪府守口市大日町1-5-3 06-6905-2525
近畿 西森自動車工業株式会社 大阪府大阪市港区夕凪2丁目18番4号 06-6572-5141
近畿 蔦自動車整備工場 奈良県磯城郡田原本町唐古18-1 0744-33-2434
近畿 有限会社西岡特殊自動車 奈良県橿原市中町121-1 0744-24-2205
近畿 東洋建機株式会社 兵庫県三田市香下699-9 079-553-8207
近畿 山陽自動車工業株式会社 兵庫県宍粟市山崎町庄能133-1 0790-62-2800
近畿 ジェネラス建機 兵庫県神戸市西区南別府3-2-4 078-974-6771
近畿 株式会社弘盛モータース 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町26 078-431-2651
近畿 極東開発工業株式会社　西部サービス課 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 0798-64-3213
近畿 株式会社シンテック　関西営業所 兵庫県西宮市山口町阪神流通ｾﾝﾀｰ3-9 078-903-5466
近畿 株式会社村尾自動車商会 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-10 0798-43-1500
近畿 中央重機 兵庫県川西市向陽台3丁目6番地の27 072-793-3213
近畿 有限会社ケーシーエム　本社工場 兵庫県姫路市相野937番地 0792-68-9601
中国 中尾自動車工業株式会社 岡山県岡山市南区芳泉2丁目2-61 086-243-5115
中国 井上鉄工株式会社 岡山県岡山市北区下足守1598-1 086-295-2098
中国 有限会社サナイ 岡山県倉敷市中畝1丁目2-11 086-455-7710
中国 （株）タダノテクノ西日本　広島工場 広島県安芸郡坂町北新地4丁目5番1号 082-885-1000
中国 株式会社矢後自動車整備工場 広島県安芸高田市八千代町大字向山615番地2 0826-52-2380
中国 有限会社松野自動車工業所 広島県広島市西区商工センター8丁目9番60号 082-277-1373
中国 大海工業 広島県福山市蔵王町良1756-5 084-945-5782
中国 光東株式会社　防府営業所 山口県防府市植松西村487-1 0835-23-5567
中国 梅林特装自動車有限会社 鳥取県西伯郡大山町上万383-2 0859-53-4779
中国 富士車輌株式会社 島根県益田市遠田町2406-1 0856-27-0155
中国 株式会社原商　松江工場 島根県松江市平成町182-12 0852-25-7705
中国 株式会社石原製作所　 島根県浜田市周布町ロ368番地 0855-27-2828
中国 株式会社原商 鳥取県東伯郡湯梨浜町田後３７１ 0852-25-7705
四国 有限会社冨永自動車工場　吉藤工場 愛媛県松山市吉藤3-5-18 089-922-2400
四国 フジタ自動車工業株式会社 香川県綾歌郡綾川町陶 1500-41 087-876-5311
四国 株式会社タクテック　本社工場 香川県高松市香西南町277-1 087-881-3691
四国 株式会社大伸商会 香川県高松市国分寺町福家甲3194-1 087-874-5751
四国 株式会社中西建機 香川県三豊市高瀬町大字羽方1855番地1 0875-74-8251
四国 トーヨースギウエ株式会社　西讃サービスセンター 香川県仲多度郡多度津町山階2261-1 0877-32-5265
四国 トーヨースギウエ株式会社　高松サービスセンター 香川県木田郡三木町上高岡1619-1 087-899-1666
四国 株式会社シンテック　本社 高知県高知市一宮南町2-6-23 088-883-1755
四国 大旺機械株式会社 高知県高知市高須砂地236番地1 088-878-3600
四国 トーヨースギウエ株式会社　高知支社 高知県南国市三和琴平1丁目1665-14 088-865-2211
四国 有限会社マルキ 高知県高知市布師田 3962 088-846-1818
四国 喜多機械産業株式会社 徳島県徳島市庄町3-16 088-631-3008
四国 フジタ自動車工業株式会社　徳島工場 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓220 088-699-2540
四国 中央自動車株式会社　北島工場 徳島県板野郡北島町鯛浜字中須15 088-698-6751
四国 髙橋車輌株式会社 愛媛県四国中央市土居町蕪崎2190番地 0896-74-6837
四国 花園特殊車輛株式会社 香川県高松市春日町1709番地6 087-843-3336
九州 伊佐　政俊 沖縄県宜野湾市大山5-8-26 098-897-6865
九州 沖縄モリテック 沖縄県中頭郡北谷町砂辺344 098-926-0088
九州 有限会社洋南重機 宮崎県宮崎市源藤町葉山185 0985-51-4475
九州 株式会社シンテック　九州営業所 熊本県八代市鏡町内田1159-29 0965-53-2800
九州 今村建機 佐賀県鹿島市大字高津原1796-2 0954-62-5552
九州 鹿島機械工業株式会社 佐賀県鹿島市大字常広139-2 0954-63-3211
九州 株式会社サンコーメカニック 佐賀県唐津市神田428-6 0955-74-3500
九州 有限会社三栄重車輌 鹿児島県奄美市名瀬浦上1124-9 0997-52-7176
九州 南国建機サービス株式会社　川内工場 鹿児島県薩摩川内市宮里町3055-1 0996-22-4355
九州 株式会社ニットク 鹿児島県鹿児島市宇宿2-1-26 099-252-2109
九州 丸信建機サービス 鹿児島県鹿児島市山田2140-1 099-275-4821
九州 南国建機サービス株式会社　鹿児島工場 鹿児島県鹿児島市石谷町1530番地 099-278-5960
九州 南国建機サービス株式会社　霧島工場 鹿児島県霧島市溝辺町有川2087-1 0995-59-3580
九州 シンエイ車輌有限会社 大分県大分市大字大在2番地 097-547-7723
九州 第一建機株式会社　諫早工場 長崎県諌早市貝津町927-1 0957-25-1132
九州 貴洋建設株式会社 長崎県諫早市若葉町355-3 0957-26-7594
九州 株式会社森谷商会　西長崎支店 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1523 095-801-5628
九州 不二機械株式会社 長崎県長崎市三ツ山町197-2 095-845-0860
九州 株式会社上杉スプリング商会　古賀営業所 福岡県古賀市青柳1067-2 092-944-6776
九州 （株）タダノテクノ西日本　福岡工場 福岡県太宰府市水城1丁目95番1 092-928-6333
九州 ナジマ特装 福岡県筑紫野市原田1-1-15 092-919-7070
九州 渡辺鉄工株式会社 福岡県福岡市博多区相生町1-2-1 092-582-1017


