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新春ご挨拶
新年あけましておめでとうございます。協会会員の皆様におかれましては、それぞれに良

いお年を迎えられましたことと、心よりお慶びを申し上げます。また旧年中は、協会の活動に
深いご理解と多大なるご協力をいただき、協会行事また活動が無事に遂行されましたことに心
より感謝を申し上げます。

昨年は、アメリカ合衆国大統領選挙において、既成与党の民主党候補が敗れ、共和党の候
補者が勝利し新しい政権が誕生します。また隣国の韓国においても、与党が多数賛成票を投じ、
現職大統領が弾劾され、イタリアにおいても国民投票の結果を受けて首相が辞任し、そして
イギリスのEU離脱も話題となりました。日本においても、既成政治の変革を望み新しい東京
都知事がえらばれました。世の中の既成政治や事実、普段の事と流れてしまうことに疑問をも
ち変革していく事こそに発展と隆盛があるかのごとく、多くのことが、動いた年であったよう
に思います。この方向性の可否は、論じる事も未来予想も正しくする事も、今は出来ませんが、
我々の専門工事業界においても、変革は必要ですし、日々の改新こそが重要と考えております。
施工品質の向上や工期短縮そして安全に人に優しくを目指して、技術・工法・機械工具の改
新を継続的に推進するために、会員の皆様には、さらなる御協力をお願い致したいと思います。

昨年、業界内において、乾式工法の需要増にあわせて、ワイヤーソーイング・コアドリリ
ング・ウォールソーイングの乾式３工法「施工計画の手引」を、乾式ダイヤモンド工法協会・
ダイヤモンドワイヤーソー工法協会・ダイヤモンド工事業協同組合の御協力をいただき、11
月末に編集・発行をさせていただきました。ダイヤモンド工具での社会基盤整備を生業とする
専門工事業界の発展・変革・改新のために既成の５団体による協力体制は、必要であると考え、
そのための布石になったのではと思っております。

建設業界においては、不足する技術者を確保するため、発注者側より、人に優しくをテー
マに残業抑制政策や法定福利を含む積算また機能的なトイレの設置の積算の指導、また品質
向上・工期短縮のために建設ICTの活用を本年より本格的促進されていきます。SGCでは、今
年度中に、HAL作業（腰）支援用ロボスーツの導入が報道されました。この変革・改新の動き
に追従し、社会基盤整備にこれからも寄与し続けるためにも、当協会また関係他団体の個性
を尊重し合い「共通の利害」を求め配慮していくのが良策と思われますので、会員の皆様には、
御理解と御協力をお願いいたします。協会と会員各社のさらなる御発展と会員各位の御健勝、
御多幸　そして本年も皆様にとりまして良い年となりますよう御祈念申し上げます。

一般社団法人　日本コンクリート切断穿孔業協会
理事長　稲積　雄司
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　16時00分　28社38名参加のもと、榊原広報委員長による開催宣言が行われ札幌例会がスタートされる。

1.�稲積理事長挨拶
10月に入りお忙しい中、例会にお集まり頂き誠に有難う御座い
ます。また普段からの協会の活動に深いご理解とご支援を頂き
まして誠に有難う御座います。今年は気象状況が観測史上初と
いうことが度々聞かれる年で東北地区に初めて台風が上陸、北
上し北海道にも甚大な被害をもたらしました。被災された方々
には心よりお見舞い申し上げたいと思います。そして不幸にも
お亡くなりになられた方には深くご冥福をお祈りしたいと思い
ます。今、全国労働衛生週間です。どうかこの機会に各社様の
重要な財産である従業員様が安全に、健康で活躍できるように
気を配って頂ければと思います。協会として今一番の事業であ
ります乾式工法の積算を理事会、　調査部会の方で進めて参り
ましたが関連５団体連名で11月に発表する事となりました。会
員の方とのお話で「仕事は忙しい、ただ人がいないというお話
を伺いました。この業界は中々入社を募るのが難しく、皆様共通に抱えている問題だと思います。ゼネコンさんに言われる
のが３Kの払拭とモラルの改善です。ただ見かけを良くするだけでは駄目だと思いますが、どうか我々最前線で働いている
ものからこれらの事を改善し多くの方が入りたいと思う業界になります様に皆さんが心がけて頂ければと思います。本日の
会が皆様にとって有意義な時間となり、これから大勢の方が参加して頂けるようになりますように皆様にご協力を宜しくお
願い致します。

2.ビジネス研究　地区代表報告
①北海道地区　（株）エジマ　太田俊生氏

　 今年台風が３回の直撃があり、今までとは変わった気候状態で仕事の流れが変
わって来ている。災害は富良野付近と帯広周辺で発生し、道路、国道が寸断さ
れて国交省・開発局からは年内の復旧、回復は無理で、根本的に考えないとい
けないとの話であった。今年は北海道電力JR関係の仕事が見込めている。
NEXCOでは小樽～倶知安までが再来年開通で来年は工事量が動くのではと見
ている。橋梁関係の仕事は尽きない

②東北地区　高橋理事　東北カッター（株）　高橋理事

　 ８月に発生した台風10号で最も被害の大きかった岩手県の沿岸地域が深刻な
状況で盛岡から宮古に抜けるところが寸断され、岩手国体に合わせて道路を開
通させるところまでは回復してきた。高速道路で２年工期の舗装工事など有る
が切断工種が少ない中、路面切削を行っている。橋関係の耐震工事でウォータ
ージェットの仕事は動いている。お盆以降発注が増えて、元請業者さんも忙し
い状況になっている。

③関東地区　第一ダイヤモンド工事（株）　田中理事

　 関東で４社５社聞き取りした結果、皆様比較的忙しいとのお答えを頂いた。
JRでは盛土･切り土耐震でコアの工事、またホームドア工事は目の不自由な方
がホームから落ちて亡くなる事故があり、オリンピックにも関連し東急、京急、
京王なども推し進めている。NEXCOは外環の工事、首都高速は羽田線、大師橋の掛け替えが決まった。設備関係はコアを
抜いたり、デッキだけを抜いたりで１～２割工事量が増えていると聞くが、改修工事は人材不足などの影響で発注を手控え

JCSDA 第57回札幌例会 日時：平成28年10月５日（水）　
　　　15：00 〜 17：00
場所：ジャスマックプラザホテル（札幌）

例会

稲積理事長開会挨拶

北海道　太田理事

東北　高橋理事
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ている様子。関東はオリンピックがあと実質３年となり、ここに照準を合わせ
て動いてきているかなという感じである。

④東海地区　江島産業（株）　稲積理事

　 リニアは先月末、名古屋駅の下、西側と東側の発注が始まり、駅には400ｍの長
さが必要でこれに関連する電気・水道・ガスは各方面からお話を頂いている。ガ
スの自由化に伴いガス管工事が出ている。同じガス関係でMRJ工場に電気・
ガスの管路工事が出ている。MRJ関連は倉庫の目地工事が有る。NEXCO、新
名神の四日市から先、東海北陸は飛騨より上の富山まで４車線化工事が続きト
ンネルも出来上がっている。東海環状は岐阜県部分のトンネル・橋梁の発注が
あった。名古屋環状は最後の工区に取り掛かる。名古屋県営空港が災害指定と
なり大規模改修に取り掛る。県ではセントレアの空港まで新しい高速道路を造
るための調査段階である。「いろいろ仕事は有る。と申し上げたが実感として
景気が良いとは感じ取れない、見積もり段階で終わっているようである。地域
的には今から仕事のキャパシティが埋まっていくのではと期待をしている。

⑤関西地区　コンクリートコーリング（株）大阪　藤尾理事

関西は今短期的に仕事が重なっており人材不足でもある。製鉄の定修工事、造
船所の工事が忙しい。NEXCOでは上部工の床板取替えの工事が結構出ている。
高浜原発１，２号機運転開始から40年たち特別に安全審査申請をしてさらに
20年使おうと動いている。最近変わってきたと思うのは建築工事で高度成長
期に作ったビルが老朽化を迎え、居ながら改修で建て替えようという工事が増
えてきた。大阪万博に名乗りを上げ、これが出ればインフラ整備として我々も
経済効果が期待できる。

⑥中国、四国地区　　㈱コンセック　野田理事

学校耐震がほぼ終わり、幼稚園、警察署、消防署などが発注され、サイレント
工法の指定で金額的には上がっている。橋梁の補強、耐震工事は去年と同様。
建築の解体、橋梁の建て替えなども出ている。港湾工事は瀬戸内海側、日本海
側両方で発注が出ている。役所・コンサルの問い合わせが増えてきておりダイ
ヤモンド工法の提案を進めている。減築工事という動きがあり、ダイヤモンド
工法でブロック解体をしてその後撤去部分を活用して建物をまた使う工事もあ
る。広島市内では、原爆の被災建物の保存を行いたいという動きがありダイヤ
モンド工法も湿式・乾式合わせて提案を進めている。

⑦九州地区　平田理事　ダイヤモンド機工（株）

先ずは熊本の震災復旧について、春にセンター機材の多田社長から報告があっ
た通り当初ライフラインが寸断されその復旧に全国から業者が集まり短期間で
復旧できたということで大変お世話になった。インフラについて、道路、橋と
いったところから復興工事がスタートした。国道を中心に発注されている。県道、
市道については年明け、もしくは来年度予算となってくるのではないかと思う。
また、民間での熊本の仕事も盆明けから耐震工事他、通常の工事がスタートした。
急に忙しくなり、人手が足りないという状況。これは我々ダイヤモンド専門工
事会社に限らずゼネコン、解体工事業者も足りず福岡、鹿児島を含め九州全土
から呼び集められている状況。九州全体、特に福岡は博多港の整備を2020年
までに行うプロジェクトが続いている。橋梁関係では筑後川など橋の掛け替え
がある。橋の解体は忙しいと聞いている。JR九州、新幹線鹿児島ルート脱輪防
止工事、長崎ルートで土木工事が本格化して、設備の工事にも入っている。佐
賀に玄海原子力、鹿児島に川内原子力があり川内は再稼働して定期検査の時期
に入っている。玄海は再稼働に向けての対策が佳境となる。九州は忙しくなって、
九州の業者だけでは足りないのではとの思いがある。

関東　田中理事

東海　稲積理事（理事長）

関西　藤尾理事

中・四国　野田理事

九州　平田理事
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3.委員会報告
　企画委員会　田中委員長　第一ダイヤモンド工事（株）

事務局の手伝いと乾式ワイヤーソー積算の手伝い

　広報委員会　榊原委員長　日本ヒルティ（株）
2016年８月末ニュースレターNo.48号発行、2017年２月発行予定のニュースレターNo.49号準備次号、関西地区座談会イン
タビューを10月に開催予定

　調査委員会　砂川委員長　第一カッター興業（株）
乾式積算資料の作成の経緯
6/3DWSと合同積算部会を開催し、DWSより連表記の要望が有り協議。6/17　乾式ダイヤモンド工法研究会発行の積算資
料を参考にひな形を委員会メンバーに配信し意見を頂き修正。8/25　第２回調査委員会を東京八重洲ホールで開催　修正
事項の詳細に関し協議し、各種係数等を変更。9/5　事務局から各理事へ配信。DWSの他に３団体からも連名表記の希望
が有り、５団体連名での発行を本日の理事会で決定。文章校正後関係団体へ配信し、最終版を11月にホームページにアッ
プする予定。

　国際委員会　澁谷委員長　（株）シブヤ
２０１７年ワールドオブコンクリート研修ツアー案内
PDi配布希望者はEメールアドレスを事務局まで連絡いただきJCSDAメンバーとしてPDiに発送の依頼手続きを実施

　メーカー部会　清水部会長　理研ダイヤモンド工業（株）
6/24　メーカー部会を開催
建設資材情報廃刊に伴い、資材・工法データシートに変更、今後掲載を継続するか討議し、取りやめで決定
第1回施工業者数調査集計を終了、3年に1度の調査アンケート開催を決定

4.技術情報
　㈱クライム　宮崎氏より「1000㏄コンクリートカッター」の紹介　（別途記事掲載P.6）

5.事務局報告　丸山事務局員
　会員移動及び現況、JCSDA照会事項報告・説明

閉会の挨拶　濱田副理事長　（株）浜田工業
北海道、札幌第57回ということで、先ほど聞いたところでは札幌は3回目とのことですが、57回ということは1年に2回と
してこの会も相当な年数を経ています。今後60回100回と続けていくためには今いる人たちが無事故で安全に、事故を起
こさず継続して商売を出来るように頑張らなければいけないと思います。先ほどから皆様が言われるように特に若い方が働
けるようにしたいと考えています。この業界を継続するために無事故で支えていきたいと思います。

第 57 回札幌例会出席者集合写真
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例会引き続き17時30分より、同ホテル会場ポセイドンにて立食パーテー形式の懇親会が執り行われた。
恒例の宮崎文隆氏（㈱クライム）の司会により、稲積理事長の開会挨拶で開始、小林特別顧問（㈱丸辰道
路工業）による乾杯の発声で懇親会がスタート。さまざまな話題に花が咲き参加者一同和やかに懇親を深
めた。盛り上がりの中、19時30分太田理事（㈱エジマ）の中締めでお開きとなり、散会となった。

（以下、スナップのお名前は全て左側の方から記載）

懇親会

開会挨拶　稲積理事長

会場風景

田中（芳）　須藤　広瀬　宮崎各氏

阿部　高橋各氏

渋谷（憲）　稲積　後藤　上野　小澤各氏

乾杯　小林特別顧問

酒井　久保　富士代　島田　落合　渋谷（彰）各氏

濱田　小林各氏

白石　藤尾　田中（正）　河口　平田各氏

白石　多田各氏

司会　宮崎文隆氏

砂川　丸山　若林　高梨各氏

瀧沢　田中（隆）　貴島　平下　小島各氏

高橋　濱田　小林　太田各氏

中締め　太田理事
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小型１０００ｃｃカッター「ミック－１」新発売

新製品発売のご案内

小型、軽量、コンパクトマシーンとして好評をいただいておりましたＮＦＣ－25（ダイハツの
952ccエンジン搭載機）が2006年にエンジン生産終了により発売中止から10年が経過し、現在で
はエンジン補用パーツ供給も難しい状態となってまいりました。
ユーザー様よりコンパクトマシーンの発売の御要望が多々有り、同クラスのエンジン搭載の小型カ
ッターの開発をして参りました。
従来のエンジンと異なり、メカニカルガバナーから電子ガバナーとなり、各センサー関係も電子制
御となり、新エンジン搭載のカッターの開発には約1年を要しました。当社の、コンクリートカッ
ターの特徴は、アングルフレームタイプで、頑強な剛性を持ちコンクリート切断時には高剛性フレ
ームが作用し切断性能が大きく向上しております。
又、高剛性ボディーで長期間の使用にも耐え、機械の平均寿命は15年以上（エンジン載せ替え含む）
です。
汚泥飛散防止装置、ＬＥＤ作業灯も標準装備です。

格 納 時
作 業 時
格 納 時
作 業 時

ブレードカバー14”～30” ダブルガイド デフロック 走行電磁クラッチ

ボディー本体寸法は千太郎と同じです。

標準装備カバー
ワンタッチ、2分割選択可

最 大 切 断 深 さ 推奨深さ１５cm（最大３０ｃｍ）
燃 料 タ ン ク １２.５ℓ（ステンレス製）

１８”バキュームカバー付（ワンタッチ、２分割カバー）

本仕様は予告なく変更します。

オプション

水冷直列３気筒（ＥＣＩ制御）
深 度 調 整

排 気 量 ９６２ｃｃ

冷 却 方 式 重力注水式

油圧昇降方式
エ ン ジ ン

ブ レ ー ド軸 径 ２７ｍｍ

機 関 最 大 出 力 ２３.１Ｋw（３２.９Pｓ）/３６００ｍinー1

機 関 定 格 出 力 １４.７Ｋw（２０Ｐｓ）/２４００ｍinー1

走 行 方 式 直結油圧走行方式（前後進自走廻送ＨＳＴ方式）

給 水 方 式

全 長
１３７２ｍｍ

３２４２ｍｍ（ガイド最大延長時）

全 幅

全 高 １１４０ｍｍ
重 量 ４５０ｋｇｆ

７３７.３ｍｍ
７７１.５ｍｍ

ＭＹＣＣ－１（ミック－１）

ポイント注水

型 　式 Ｗ－３０
名 　称

バ キ ュ ー ム 方 式 電磁クラッチベルト駆動式

例会プ
レゼン

コーナ
ー

例会プ
レゼン

コーナ
ー
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特別座
談会

特別座
談会

　当ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ既刊47号より、毎年１回の特別企画として座談会を行い、様々な視点
から当協会がベースとする切断穿孔業界への意見をうかがい、記事として掲載させていただいてお
ります。今回は第２回座談会を［次世代を担う切断穿孔業幹部・大阪編］として、関西地区の施工
会員３社の皆様に参集をお願いし、開催させていただきました。

開催日時及び会場：平成28年10月25日　18時より　ホテルグランヴィア大阪　19階　北京にて
 出席者 ：酒井　哲雄様　（㈱ティ・ビー・シー・ダイヤモンド　統括部長）
   藤尾　浩太様　（コンクリートコーリング㈱　代表取締役）
   村田　啓輔様　（㈱日本コンクリートカッティング　代表取締役）　順不同

広報委員会：榊原　好孝　　（日本ヒルティ㈱　広報委員長　主に録音担当）
 及び 久保　達博　　（㈱シブヤ　広報委員　主に撮影担当）
 事　務　局 清水　正史　　（理研ダイヤモンド工業㈱　広報委員　主に進行担当）
  丸山　美智子（事務局　会場手配及び諸段取担当）

司会：本日はお忙しいところ、ご参集いただきましてありがとうございます。JCSDA広報誌であ
ります［NEWS LETTER］の記事として１年目に第４回座談会を［業界の次世代を担う切
断穿孔業幹部］という命題で、関東地区の会員企業４社の皆さんにお集まり頂き、今回はそ
の関西バージョンとして皆さんにお願いしました。改めまして、お忙しい中ありがとうござ
います。前回は昼間の時間帯に行いましたが、今回はややゆっくりできる時間に、という事
で18時より軽くアルコールも入れながら、という事にさせていただきました。お食事を召
し上がりながら、楽しみながら、宜しくお願い致します。

　　　JCSDAは設立から24年となり、間違いなく世代も入れ替わりつつあります。切断穿孔業の
今、そしてこれからについて、色々ご意見をお聞かせください。

　　　では、まずご出席の皆様の現在至るまでの経緯等を、自己紹介のような形でお話しをお願い
致します。まず、村田さんからお願い致します。

村田：はい。自己紹介他前もってお聞きしてた事（ここで予定題材に対し記述された文書を取り出
し）、書いてきたんですけど。

酒井：えーっ、ちょっと待ってよ、村田さん。（笑）
藤尾：前もって書いてきたんですか？　　どうしよ・・・。（笑）
　　　（広報を含めた参加者一同、ここで、いきなり最初から盛り上がりました。用意周到な村田

さんです。）
村田：藤本（創設者藤本昭博氏・現会長）とは親戚なんですよ。僕が入ったのが平成5年10月で、

左より村田様　　藤尾様　　酒井様

ＪＣＳＤＡ特別座談会
［次世代を担う切断穿孔業幹部・大阪編］

出席の皆さんの現在までの経緯等
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まだ大学生の頃からの在籍です
藤尾：大学生の頃から？
村田：そう、大学生だったんですよ。
酒井：若いなぁ。
村田：そうですね。アルバイトで入って、コンクリー

ト切るのが面白くてそのまま続けていたら震災
が来て・・・。

司会：震災の時も大学生だったんですか？
村田：震災の時はもう辞めてました、大学は。卒業した
　　　のは浜田、僕の片腕やってくれてる浜田で、震

災の後に僕が呼んだんです。仕事楽しいし、す
ごい、量でしたから。あの時は。浜田はコンサ
ルで地質調査の会社にいたんですけど、面白い
から来ないって。僕は現場を2年位経験してか
ら、震災の時は営業になりたてでしたね。

司会：特に今日の皆さんは色々な意味で震災に関わられてられるから、その様な話もお聞かせくだ
さい。

村田：そうですね。忙しかったですね。勿論、突然でしたから大変でしたけど。今だったらもう少
しうまく立ち回れたかもしれませんね。

久保：あの時って全国から業者さんが来られたんですよね。
藤尾：協力していただいたみたいですよね、色々と。
村田：うちも先代が仲のいい方々に助けてもらいましたね。あの前なんかワイヤーソーの仕事は年

に数回って言う感じだったんですけど、結構それから急激に普及しましたね。
司会：何倍どころじゃなかったですもんね。この話題はNEWS LETTER34号の特別顧問座談会の

時も、昨年の座談会にも上がりました。
村田：まだミニワイヤーがありませんでしたからね。ダイヤモンドボーツやコンセックさんの門型

の大型機ばかりでした。
酒井：そうそう、いつやったか地下鉄の狭いとこでコンセックさんの大型ワイヤーソー放り込んで

やってましたもんね。ミニワイヤーは出始めて、震災で急激に増えましたよね。
村田：まあ、そんな事で業界に入って23年位ですかね。で、代表になったのが会長が65歳の時で

すから平成21年ですね、７年前。会長は60歳の時から準備を始めて65歳で辞める、って決
めてたそうで。

久保：カッティングさんはずっと以前からあの特殊分野をやられてたんですか？
村田：そうですね。僕の入るずっと前からやってましたね。
酒井：村田さんも製鉄所で鉄貫いてたんですか？
村田：貫いてましたね。（笑）
司会：藤本会長は元々印刷関係におられたってお聞きしたことがあるんですけど？
村田：そうです。大日本インキで。藤尾さんのお父さんもオリジン電気で同じような事されてたん

ですよね？
藤尾：そうなんです、東京の小澤会長と一緒に。
酒井：そこからどうなってインクや電気がドリリングになったんですかね？
村田：僕が聞いたのは、大日本インキの中村さんという事業部長がアメリカに行って、インクの部

門自体が縮小化している時で、何でか知らないけどコンクリートに穴をあける仕事を見つけ
て来て、という事らしいです。コーリングさんの小澤さんと藤尾さんはメーカーさんの貿易
部門におられて、色々関係もあったようですね。

司会：何年くらい前の話しなんですかね？昭和50年代？
村田：いやもっと前で、うちの会社が昭和49年にこっちに来て、それより前ですね。東京に元々

あったので。この辺は会長達じゃないとよく判らないんですけど。
司会：その件は以前の特別顧問座談会の時に小澤会長も話をされておられて、縦横色々と絡まれて

たんでしょうね。ありがとうございました。では、藤尾さんお願い致します。
藤尾：私は、最初は父の紹介で、日本国土開発が子会社立ち上げて輸入建材を販売するという事で、

そこで営業担当として開拓をしろってね。日本国土の子会社ですからそこで仕事はあるんで
すが、それ以外のゼネコンを私が飛び込みで営業して建材を販売してました。営業するには
まぁいい勉強になったと思ってます。で、98年に今のコーリングに入りまして、最初は現
場やってました。現場は現場で面白いんですよね。その頃は普通のワイヤーソーって言うの

株式会社日本コンクリートカッティング　代表取締役　村田啓輔氏
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は無くてうちは高周波ワイヤーソー使ってて、
他社さんはコンセックさんのだったりでした
ね。当時は現場作業員の経験と勘みたいなもの
で仕事してたので、よくワイヤーが破断したり
で危ない・・。でも不思議と事故なかったんで
すけど。で、遅ればせながら我々も油圧ワイヤ
ーソーの方がええ、という事で、私が入った頃
から徐々に買い足していったんですが、ちょこ
ちょこトラブルが起きたりしたんですよ。だか
ら、うちは完全に囲おういう事で、全面防護と
いう事にしまして。それ以降もまた営業してま
して、今に至るんですけど、平成24年から今
の立場になりましたから４年目ですね。先程震
災の話しが出ましたけど、震災の時私は大学卒
業のちょっと手前で就職難だったんですよ、第２次ベビーブームで。親父からはやがて、と
言う事は言われるプレッシャーは感じつつ、でもその時はホントにやりコンクリートたい事
がなくて。で、高校３年の時に交換留学生制度でクラスにアメリカ人が来て、私が学級委員
長やってて、皆話さないんですよ。それで自分が話さなきゃって思って全然得意じゃなかっ
たんですが単語並べて話して。そうやると面白いんですよ。そんな事があって大学卒業して
１年間ニュージーランドに語学研修と言うか遊ぶ学の遊学に行きまして。ジャンボ尾崎と高
橋勝成のプレーオフ見てゴルフに興味持って大学でゴルフ部入ってたので、ゴルフもやって
きました。それから、日本に戻って先程の日本国土の子会社入って、なんです。ゴルフは、
仕事の関係なんかで少し役にたってますけど、英語は協会のツアーで使ったくらいやったですね。

司会：現在に至るまで、皆さんそれぞれ経緯が違って、それがまた業界の進み方とか雰囲気を変え
て行ってますよね。ありがとうございました。じゃあ、酒井さんお願いします。

酒井：僕は平成５年からですね、ティ・ビー・シー・ダイヤモンド入社が。だから村田さんと同期
です。それまではですね、僕は藤尾さんと英語つながりなんですけど、外大なんですよ。完
全に文系で。

　　　（一同　えーっ　の声）
司会：専攻はなんだったんですか？
酒井：英米学科なんですよ。もう27年経ってますから今は全然ですけど、当時は英語の教師にな

りたいって思ったりもして。そこから食品会社の営業をしたんですよ。どんな営業かと言う
と完全な飛び込み営業で、すっごく厳しいノルマがあったりして飛び込んで契約取るとかで、
何年やってたかなぁ、４年位してましたかね。

久保：鍛えられましたね、思い切り。
酒井：そうですねぇ。大変でしたね。で、その業界自体がだんだん下火になってきて、自分も何か

技術的なものを身に着けたいなと思って、今の会社の求人誌の募集みて。当時もう結婚して
ましたし、資格も取りたいって思ってて、［資格採れます］みたいな記載があって、あっや
って行けるなぁって思って。その時は兵庫県に住んでたんですが松原市まで面接に行って、
だけどまだ当時は規模は小さくて、どうしようか？とも思いましたが、その時帰ってたら、
今ここに居ないんですもんね。法人になったん
が昭和63年ですから法人になって５～６年後
に入社なんですね。最初は５～６年現場に出ま
したかね。あの頃はね、今と違うのはね１年足
らずで職長させられるんですよ、今はすごく過
保護で温めて温めてって感じですけどね。人も
居てなかったし、自分が代表で現場に行かない
と現場が回らない状況で、１プラス協力業者さ
んみたいな感じでね。震災の時は平成７年です
から入社して２年目ですわ。その時はホテルの
改修工事やってて、朝自宅がブワーって揺れて
食器棚やタンスが全部倒れて、どうしようかな
って思ったんすが、とりあえず現場行かなあか
ん思うて、外出たら裏に新幹線の高架が断裂し

コンクリートコーリング株式会社 代表取締役 藤尾浩太氏

株式会社ティ・ビー・シー・ダイヤモンド　統括部長　酒井哲雄氏
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たような状態になってて、でも現場行ってそしたらなにしに来たん？なんて言われてね（笑）。
で、その後は阪急・JR・阪神高速等の復旧で、半年間１日も休まずやりましたね。交通手
段も現場まで２，３時間かかったり、食事もコンビニもやってませんし、毎日大変でしたけ
どね。で、その後も現場を数年やって、社長が営業やら何から何までやってましたから、営
業やトータル的なものを手伝ってくれ言われて、元々の営業に戻ったんですよね。前の東京
の座談会の記事読んでて、やっぱり規模がね、違うなぁって思いましたよね、リクルートで
も20人採ったりとか。うちなんかは、特にあの当時なんか営業と言ってもそれだけでは済
まないんですよ。外注さんの値段交渉や協力業者の手配とか、図面書かないかんからキャド
覚えて図面や計画書書いたり、１ら10までやらないかんですからね。草創期は皆そうなん
でしょうけどね。今は色々パソコンとかインフラ関連を整備して、スムースに業務が出来る
ようになってますけどね。いい乗用車買うんならトラック買おうとか、倉庫も小さい所じゃ
なくてちょっと離れた場所で流通センターのような形にしようとか・・・。入社当時からは
本当に変わりましたし、会社がいい方向に行ったんですね。最初は設備関係８割で土木なん
て殆どなかったんですけど、今は設備のお客さんは殆どなくて、営業もどんどんシフトしま
したしね。社員も今でこそ新卒者を採るようになってますけど、古株は皆中途ですね。

司会：成る程ね。業界も変わって来てるんですが、その中で各企業さんも色々変遷をして、そこに
おられる皆さん達が各社様々な舵取りを行って、今日があるんですね。ありがとうございま
した。

司会：じゃあ、次はリクルートに関する件を色々お聞
かせ下さい。我々メーカーも含めて皆さん人集
めに苦労されてるじゃないですか。

村田：うちはあまり苦労してないですね。業者に任せ
て人事部的な管理をしてくれてて、ある程度金
はかかりますけど、採用まで全部お任せです。
面接とかはしますけど。

榊原：それで、きますか？
村田：来ます、来ます。高額年収目指して頑張ろー、

って見出しとか掲げて。
司会：そうそう、以前は施工業者さんの仕事って夜間

もあり休日もあり大変な部分を含めて同年代と
較べ給料がいいから人が来る、という感じだったけれど、今はそうそう差もつけられないか
ら、という話はよく聞きますね。

村田：僕はゼネコンの監督さんより作業員の方が給料が良くないとおかしいと思うんですよ。ゼネ
コンさんの給与が○百万と聞くけど、それよりも実際に汗水流して働く職人の方が給料が高
いのが当たり前だし、そういう世界を作って行かなきゃいけないと思います、実際に作業を
する人間が給料を貰ってなんぼというところがあると思うので、それを全面的に打ち出して
行くと人は来ますよ。ただし、ゼネコンさんより給料が欲しいのならそれよりもっと努力し
ようよ、その代り40年は面倒を見るから、という事を前面に打ち出したら人は来ます。

久保：特化した分野のスペシャリストを作る訳ですね。それで稼げる、って事ですよね。
村田：そうですね。工事部の平均年収をこれだけにしよう、って掲げてるんですよ。
司会：入ってきて辞めないんですか？
村田：辞めない。辞めないですよ。
久保：入ってきて社員教育ってどうやってやるんですか？　やっぱりO.J.T（on-the-job training）

でずーっとみたいな感じなんですか？ 
村田：そうですね。O.J.Tオン ザ ジョブ トレーニングって言うのは重要だと思いますよ。現場の

仕事は絶対O.J.Tなんで。あとは人間力というところを総合的にしないと、結局会社は人間
が動かしてなんぼってところだと思うし、会社の品格の善し悪しって言うのは会社の人間が
決める事で、その品格が高くなれば人間は残ると思います。

司会：仕事の環境は会社も社員も協力して作り、そこに所得が付いてくる、って事で、自然やる気
も出ますね。

酒井：確かにそういうやる気を起こすというのは非常に大事で、うちも例えば現場手当といってチ
ームで現場行くじゃないですか、そのチームが例えば材料のライフを持たせたり修理の比率
とかコストを下げた結果の利益に対して還元する、頑張ったものが給料に反映される、とい
う事は何年か前からやってますね。基本は残業代は上下しても固定給ですが、そこで今月は

リクルート関連の現状と今後
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この現場頑張ったからこんなに現場手当付いた、じゃあまた次頑張ろう、って新入社員を含
めてモチベーション上げていくって言うのは大事かな、と思いますね。それから、資格とか
を早めにどんどん取らせるって言う事はすごくいいと思うんですよ。今まではこういう事が
出来ないと資格を取らせない、ってのがあったんですけど、それはあまりよくないな、っと
最近思ってね。早いうちから資格取らせて本人のモチベーションを上げる方がいいと思いま
す。だから、うちは半年に１度講師呼んで特別教育してます。あとはいっぱい話を聞いてあ
げる。うちは基本高卒なんですよ。毎年同じ高校の進路指導の先生にお願いして、お願いし
まくって、先輩も入ってますから、クラブの後輩が来てまたその後輩が入ってくるとか。で
もその先輩がうちの会社どうや？って言えないと怖いんですよ。ブラックじゃ駄目ですから
ね。先輩が［この会社は色々教えてくれよ。上司も色々話し聞いてくれるよ。］って言えな
きゃ駄目なんですよね。だから、続いていかないと駄目で、途切れちゃいますし、4人入っ
て何人残ってるか、残っていれば先生も安心してティ・ビー・シー・ダイヤモンドどうや？
って推薦してくれますんで。以前は中途採用ばかりで、辞める人間が結構おって、で、その
人間に何で辞めるんや、って、正直に言ってくれっていつも聞いたんですよ。で、一番がや
っぱり人間関係でね。小さい事がどんどん重なり、僕らも話しも聞かずにいて、だったんで
すね。退社理由をどんなに細かくとも発表して、それを繰り返さないようにして、積み重ね
て、今はあまり辞めないんです。

司会：思い切りホワイトで、いい会社ですよね。でも、最近は土日休みですか？とか残業はあるん
ですか？とか給料以外に重点置いたりすることが多い、って言うじゃないですか？

酒井：でもそれは、最初に必ず言っておきますよ。いい格好はせず説明してその上で来てくれる子
がある程度続きますからね。

村田：そう僕も面接の時には３Kですとか、お客さんが優先なんで日曜にも仕事ある、って言う事
も言って、覚悟をもって来い、って話はしてるんですよ。

藤尾：うちも皆さんとほぼ一緒ですが、今年に限ってはまだ来ないんですよ。昨年から関西大手企
業って言うと関電さんとかね、高卒枠を広げたんです。今までは大卒だけ、というのが人材
不足なので。その途端に影響を受けて昨年は1人、今年はまだなしなんです。以前から中途
採用も常にやってるんで、若手とキャリアと。で門戸を広げるために未経験OKにして。で、
入ってます。

久保：定着率はどうですか？ 
藤尾：この４～５年は新卒も含めて定着はいいですね。辞めるとするとやっぱり人間関係が多いじ

ゃないですか、仰ってる通り。だけど、それをそのまま伝える事も勿論ありますが、第三者
に言ってもらおうと、社員教育としてセミナーあるじゃないですか。教える先輩も、目標と
して尊敬できる上司となって貰わなくちゃいけないし、中堅社員なりに目標となって貰わな
くちゃならないんで、中堅社員セミナーに行って、講師から言われるのと僕らから言われる
のとでは、受け取り方が違いますから。ちょっとでも会社全体の底上げ・レベルアップをし
たいんで。

司会：皆さん、色々されてるんですねぇ。東京のコーリングさんはブラジルの人が居られるって、
前回の座談会で小澤さんが仰ってましたけど、大阪ではどうなんですか？

藤尾：いますよ。私が入った時からいまして、今はもう代が変わってその息子さんがいたりしてま
す。身元もしっかりしてますし、腕もいいんですよ。日本円がブラジルではいいらしいし、
頑張るんです。目標も持ってるんでしょうね。

司会：海外の労働力も、保険の問題とかハードルは高いですけれど、重要な課題になりますね。

司会：JCSDAもこれから何かやらなければいけない、
って課題が常にありますよね。今回座談会に参
加いただいて掲載するNEWS LETTERも協会
活動の一環で今後も継続をしていかなければな
りませんので、記事をどうするか？っていつも
話し合っているんですよ。YouTubeを使った
安全講習等、前渡辺委員長のもと会員各社のメ
ンバーの協力で作りましたよね。では、これか
ら何をやって行ったらいいのか？　という事な
んですが。

酒井：交流会なんかいいんじゃないですか？営業マン
や幹部クラス職長クラスが集まって、技術的な

JCSDAの今後に関する展望と要望
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話とか、具体的に課題を設けて、各社がレベルアップ出来るような事をね。色々なテーマに
対して意見を言えるような席を設けて。

久保：うちの渋谷が毎年ワールドオブコンクリートに添乗員のような形でお連れしてますけど、あ
れって各会社さんから施工の方が来られて、すごい交流の場で後々も繋がってるって聞きま
すし、そういった意味合いでも交流って必要でしょうね。定例会にして、参加だけじゃなく、
何かテーマを設けてそこで皆さんが発表するような事にしたら面白い展開になりますね。

藤尾：私、何年前かよく覚えてないんですけど、協会で技能講習やってたじゃないですか。コンク
リート工作物の解体作業等作業主任者とった覚えがあるんですけど、あれは今ないですよね。
あれ結構良かったですよ。全体での集合写真とか持ってますし。ワールドオブコンクリート
にも毎年２人参加させてます。建前は研修や、と。でも本音は日頃頑張ってくれているから、
ほぼ順番ですけど、遊んできいな、って感じでして。年１回で２名ですから社員もある程度
いますんで、なかなか回って来ないでしょけど、次俺かな、って楽しみにはしてると思うん
です。で、その国内版で、どこか出来るような施設行って講習受けたり懇親会するとか、そ
んなんやったら資格取ってきいな、って送り出す我々も送り出しやすいですね。

司会：業界に同業の知り合いが社内以外で、しかも同じ立場の人間がいるって、すごく視野も広が
るし、自分がやっている仕事に誇りを持てるようになるし、いい事ですよね。

酒井：それやったら、職人同志朝まで喋りますよ。皆多分思ってる事一緒ですよ。悩んでる事とか、
いつも難しいとか思ってる事。あと、設計とかね、例えばコンサルさんから依頼が来るじゃ
ないですか。うちの会社は全部有償にしてるんです。そういうのをやって行かないと、いつ
もサービスとかね、そういう時代じゃないじゃないですか。皆さんどうですか？

藤尾：うちも頂いてますよ。ただなのは口頭だけですね。
村田：うちは全部断ってますけど。
　　　（一同　笑）
藤尾：コンサルさんも困ってますしね。ゼネコンさんが手伝わないから、今は。協会まあ事務局に

ですね、コンサルさんから問い合わせあるじゃないですか？そんな時に、ちょっといやらし
い話かもしれませんが一言言っておいて頂いてもいいんじゃないですかね。

酒井：ちょっとした相談ならいいですけど、図面を書けとかね計画書を作るとか、数量計算するよ
うなら、［多分有償になると思いますよ］、程度でいいと思いますわ。それに対して工務の人
間の時間を使う訳ですからね。

藤尾：ノウハウですからね。協会でそういう意思統一が出来てたら、どこにふっても大丈夫でしょ
うから。コンサルさんも困って連絡して来てるんで、困った人は助けますよ、その代りちょ
っとコスト掛かりますよって。でないと、貰えない前提で全部断ってしまうと、この協会は
なんやねん、となったり、対応はしてあげたいですから。

司会：座談会の記事が出たら、会員さんには周知されるでしょうからね。
村田：NEWS LETTER って何処に送ってるんですか？
丸山：高木事務局長の頃は問い合わせのあった所、役所やゼネコンさんに送ってましたけど、本多

さんになった時に官庁やゼネコンさんにはもう送らなくていいって言われてやめました。
藤尾：送らない理由は何やったんでしょうね？
丸山：最初に作ったきっかけは後藤さん（初代事務局長）が、協会の認知度を高くする為に公共機

関とか色々な所に送付したんです。最初の頃にメーカーさんに協力いただいて施工業者さん
のリストも作って、そこにも送ってたそうです。事務局にまだその時の資料は残ってます。

酒井：また送ればいいのにね。
藤尾：以前とは状況も変わってますから、送り先見直してみたらいいですよね、もう１度。周知は

大事ですよね。
司会：そうですね。広報委員会で考えて理事会で相

談します。
　　　ありがとうございました。では、最後になり

ますけど、JCSDAに求める事をお１人づつ
お願い致します。

村田：僕は業界にあるいくつもの団体が１つになれ
ないかなぁ、って思いますね。だって、小っ
ちゃいんですよ、マーケット的には。そこに
いくつも団体がある必要があるのかな？って
思います。その方が方向も意思も統一できる
でしょうし、メーカーさんだって大変だと思
いますし。

司会：その様な話は常にどこかから出てきています
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し、我々もそう願っていますね。
藤尾：JCSDAだけではなく建設業全体のイメージアップを計れたらなあ、って思いますね。ゼネ

コンさんは女性を積極的に採用して頑張ってられるのは判るんですけど、アピールとしたら
足らないというか、どうしても発注者国にしても民間にしても、ゼネコンさんは発注者を前
面に押し出す傾向にありますよね。例えば東京スカイツリー、建てたのは大林組ですけど、
メディアにどのくらい出て来てるか、って言ったらあんまりないんですよね。東京スカイツ
リー建てたの大林組やで、というのを何とか前面に出せたら建設業のイメージ変わると思う
んですよ。例えば有名な黒四ダム、［黒部の太陽］とかいう映画あったでしょ。あれ憧れて
俺ゼネコンに入ったんやで、とか、ダム作りたいんや、って言うような人たちがその時代に
建設業界に入ってるんですよね。今何があるかって言うとあんまりないんですよね。その先
駆けにJCSDAから何かを発信出来ればなぁ、と思いますね。イメージ上げる必要がありま
すよね。何かちょっと犯罪があると土木作業員とか建設作業員って書かれるじゃないですか。
他の業界やったら会社員とか、ってなってて、建設業イメージが悪いですよね。

司会：実は重要な意義と価値のある仕事で、国を下支えしているんですもんね。大きな課題ですね。
では、最後に酒井さんお願いします。

酒井：締めるんですか、私が。では、先程の話しですが、官庁さんやゼネコンさんに、どんどん
NEWS LETTERを送っていただいて、もっともっと知名度を上げていただいて、協会のメ
ンバーさんの後押しとメリットにしていただけたらと思います。また、協会の幹部クラスだ
けじゃなく、職長とか作業員さんのコミュニケーションの場を企画したら、底上げにもなり
ますし、絶対マイナスにはならないと思いますのでお願いしたいですね。そういう場を設け
ていただいたらうちもメンバーに勉強させたいと思います。

司会：はい、どうもありがとうございました。
　　　これで本日の座談会をお開きとさせていただきます。お忙しい中、また長い時間お付き合い

いただき大変ありがとうございました。

　今回は18時に集合いただき、食事と少しだけアルコールもとりながら、結局３時間、色々とお話
し頂きました。誌面への掲載はページの都合上かなり内容を絞り込み、文章を纏めましたが、会話等
の表現は皆様の個性を尊重し、出来るだけ口語体を使わせていただきました。前回、東京にて行った
座談会とはまた雰囲気が異なり、関西の皆さんの独特でフランクな会話が飛び交い、実は掲載出来ぬ
話も非常に多く出て、危なくも楽しい時間でした。ご出席の皆様、本当にお忙しい中ご協力ありがと
うございました。
　今後も、座談会企画を色々と考え開催してまいりますので、会員各位色々ご協力の程、宜しくお願
い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員会

座談会参加者全員で集合写真
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　2016年度はリオデジャネイロでオリンピックが開催され、また、アメリカの新しい大統領にト
ランプ氏が選ばれました。そのような中で、東海地区の一番の出来事は、やはり伊勢志摩でサミッ
トが行われたことではないでしょうか。その影響を受けて１か月前から国交省の工事が安全面に対
する配慮でストップしてしまいましたが・・・。また、東海地区の経済では航空事業関連が相変わ
らず賑わっており、ボーイング787やＭＲＪの部品製造や試験製造の分野の企業が堅調のようです。

　さて、今回紹介する施工事例
は、乾式ワイヤーソーの工事事
例です。施工場所は、東海地区
でも心霊スポットとして有名な
愛知県のある５階建ての廃墟と
なっているホテルです。昼間で
も山の陰となり薄暗い場所でと
ても薄気味悪く、心霊スポット
としては最高のシチュエーショ
ンの中での工事となりました。
　施工のポイントは、川と山に
挟まれた狭小のヤード内での作
業であり、ブロックをかなり小
さく切断しないと撤去できない
ことや、電線などの架空線も多
く、切断方法を毎日確認しなが
らの作業となることでした。
　乾式切断では同じような断面
を切断していても、スピードが
なかなか安定せず、工程管理も
非常に難しい現場でした。

　今後、ＪＣＳＤＡの積算資料
にも乾式工法が追加されますが、
様々な施工経験の実績を組み入
れて精度の高い資料にしていく
必要を感じました。

工事施工報告
東海カッター興業株式会社

技術営業課主任　上野　博之

会員だ
より

会員だ
より
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◆会員移動
1）施工会員 ：35社　入会：なし：退会：なし
2）メーカー会員 ：16社　入会：なし：退会：なし
3）友の会会員 ：50社　入会：なし：退会：なし

◆会員募集：詳しくは事務局までご連絡下さい。入会申込書をお送りします。

正会員
友の会会員

施工会員年商2億円以上 施工会員年商2億円未満 メーカー会員

入会金 10万円 10万円 10万円 なし

年会費 20万円 15万円 20万円 2万円

◆会員情報
　訃報　　　　株式会社シンワダイヤ　代表取締役社長　原嶋伸和氏（享年50歳）
　組織変更　　有限会社佐藤工業　→　株式会社佐藤工業
　代表者変更　第一ダイヤモンド工事株式会社　　代表取締役社長　阿部　広氏
　　　　　　　株式会社シンワダイヤ　　　　　　代表取締役社長　加瀬　篤史氏　　
　　　　　　　株式会社佐藤工業　　　　　　　　代表取締役社長　佐藤　純一氏
　　　　　　　九州ダイヤモンド工事株式会社　　代表取締役社長　川口　勇氏

◆第26回総会58回東京例会　開催予定
　　　　　　　・平成29年5月10日（水）場所：ホテル　JALシティ田町東京
　　　　　　　・平成29年5月11日（木）親睦ゴルフ　 場所未定
　　　　　　　※詳細は後日ご案内致します。

JCSDA 事務局便り

『施工計画の手引』新規掲載のお知らせ
平成28年11月30日より下記「施工計画の手引」が協会ホームページに掲載されています。

『乾式コアドリリング工法』　　

『乾式ウォールソーイング工法』

『乾式ワイヤーソーイング工法』
内容に関するご質問については、調査委員会宛で事務局までお問い合わせ下さい。

調査委員会　委員長　　砂川　高寛



施工会員　35 社（北より南へ 50 音順）

メーカ会員　16 社（50 音順）

会社名

（有）栄進カッター工業
（株）エジマ
東北カッター（株）
井上工業（株）
コンクリート・コーリング（株）（東京）
第一ダイヤモンド工事（株）

（株）丸辰道路工業
（株）ダイイチ
（株）シンワダイヤ
小笠原興業（株）
レジテム（株）

（株）ベステムサービス
第一カッター興業（株）
中央総業（株）
浜田工業（株）
江島産業（株）

（有）ダイヤテクニカ
東海カッター興業（株）

（株）ダイヤモンドカッティング
コンクリート・コーリング（株）（大阪）

（株）日本コンクリートカッティング
（株）丸辰道路工業（大阪）
北辰工業（株）

（株）ティ・ビー・シー・ダイヤモンド
（株）佐藤工業
（株）中国カッター鳥取
（株）コンセック
瀬戸内カッター工業（株）
九州ダイヤモンド工事（株）

（株）コムカット
（株）センター機材
ダイヤモンド機工（株）

（株）リュウキ
（株）旭工業
（株）西部システム

〒003-0869
〒078-2600
〒038-0021
〒991-0066
〒177-0054
〒157-0067
〒142-0054
〒157-0067
〒116-0001
〒177-0044
〒132-0023
〒342-0036
〒253-0071
〒252-0303
〒226-0026
〒457-0003
〒459-8001
〒462-0017
〒501-1175
〒534-0001
〒578-0921
〒581-0054
〒570-0032
〒587-0011
〒653-0805
〒680-0905
〒733-0833
〒799-1533
〒814-0171
〒811-1314
〒812-0894
〒814-0143
〒809-0036
〒885-0004
〒899-4346

　　　所在地

北海道札幌市白石区川下 2065 － 2
北海道雨竜郡雨竜町字満寿 36 番地９
青森県青森市大字安田字若松 60 番地
山形県寒河江市松川 120 番地
東京都練馬区立野町 16 － 12
東京都世田谷区喜多見３－ 14 － 27
東京都品川区西中延１－９－４
東京都世田谷区喜多見５－１－７
東京都荒川区町屋１－ 10 － 11
東京都練馬区上石神井１－ 41 －２
東京都江戸川区西一之江２－ 11 －９
埼玉県吉川市高富大場川 1059
神奈川県茅ヶ崎市萩園 833
神奈川県相模原市南区相模大野３－ 20 －１
神奈川県横浜市緑区長津田町 4805
愛知県名古屋市南区鶴田１丁目５－ 13
愛知県名古屋市緑区大高町字平地 5 － 1
愛知県名古屋市北区落合町 135 番地
岐阜県岐阜市下西郷１－ 170 －１
大阪府大阪市都島区毛馬町５丁目 15 － 24
大阪府東大阪市水走５－５－ 50
大阪府八尾市南亀井町２－４－ 51
大阪府守口市菊水通４－ 12 － 15
大阪府堺市美原区丹上 321 －２
兵庫県神戸市長田区片山町５丁目 11 － 24
鳥取県鳥取市賀露町 129 －２
広島県広島市西区商工センター４丁目６－８
愛媛県今治市国分２－９－ 37
福岡県福岡市早良区野芥２－ 28 － 36
福岡県福岡市南区的場２－ 21 －１
福岡県福岡市博多区諸岡５－１－８
福岡県福岡市城南区南片江２－ 30 － 21
福岡県中間市長津３丁目 18 － 20
宮崎県都城市都北町 1715 －２
鹿児島県霧島市国分府中町 26 － 33

電話番号

011-873-6908
0125-79-2011
017-766-9230
0237-83-4050
03-3928-3023
03-3417-1911
03-3786-7676
03-3416-0411
03-3819-8600
03-3928-1514
03-5858-6447
048-983-8560
0467-85-3939
042-765-5500
045-921-6500
052-821-9305
052-624-7101
052-901-4811
058-293-5110
06-6924-4517
072-960-5910
072-923-7579
06-6997-2426
072-363-4145
078-612-0413
0857-28-9808
082-277-5452
0898-47-4100
092-864-7600
092-571-1971
092-591-2828
092-801-0011
093-246-0325
0986-36-6650
0995-46-9015

Fax 番号

011-873-6909
0125-79-2012
017-766-9244
0237-83-4051
03-3929-8997
03-3417-3777
03-3786-7877
03-3416-0412
03-3819-8601
03-3928-1508
03-5858-6448
048-983-8570
0497-88-0567
042-765-2822
045-921-2420
052-821-9339
052-624-7152
052-901-4812
058-293-5112
06-6928-1263
072-960-5911
072-923-2499
06-6997-2429
072-363-4146
078-612-0421
0857-28-9815
082-278-6389
0898-47-3040
092-864-7638
092-585-5647
092-591-3078
092-863-5707
093-246-3345
0986-36-6651
0995-46-9016

旭ダイヤモンド工業（株）
SK ダイヤ（株）
エービーイーダイヤモンド（株）
協和機材（株）

（株）クライム
サンゴバン（株）

（株）シブヤ
（株）ディスコアブレイシブシステムズ
仲山鉄工（株）
日本ダイヤモンド（株）
日本フレキ産業（株）
日本ヒルティ（株）

（株）ノリタケカンパニーリミテド
ハスクバーナ・ゼノア（株）
ピースダイヤモンド工業（株）
理研ダイヤモンド工業（株）

〒102-0094
〒348-0034
〒358-0014
〒331-0048
〒146-0081
〒298-0106
〒738-0021
〒140-0004
〒426-0066
〒224-0054
〒202-0014
〒224-0037
〒451-8501
〒350-1165
〒224-0026
〒116-0002

東京都千代田区紀尾井町４－１
埼玉県羽生市大字下川崎 432
埼玉県入間市宮寺 2595 －７
埼玉県さいたま市西区清河寺 1244 － 1　小川ビル 2 階
東京都大田区仲池上１－ 29 －３
千葉県いすみ市須賀谷 74
広島県廿日市市木材港北５－ 86
東京都品川区南品川２－２－ 15
静岡県藤枝市青葉町１－４－ 12
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 686 － 1
東京都西東京市富士町２－ 13 － 17
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南２ー６ー 20
名古屋市西区則武新町３ー１ー 36
埼玉県川越市南台１－９
神奈川県横浜市都筑区南山田町 4145
東京都荒川区荒川１－ 53 －２

03-3222-9299
048-562-3131
0429-34-3110
048-779-8491
03-3753-2014
0470-86-3011
0829-34-4507
03-5461-7501
054-635-1383
045-939-3001
0424-61-5175
045-943-6258
052-561-9845
0570-666-778
045-593-1271
03-3805-3471

03-3222-6530
048-562-3232
0429-34-3169
048-779-8490
03-3753-2229
0470-86-3677
0829-34-4508
03-5461-7525
054-634-2034
045-939-3003
0424-61-6310
045-943-6234
052-561-9759
0120-365-295
045-592-2494
03-3805-2434


