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理事長挨拶

　皆様、日頃より当協会活動にご協力いただき、大変

ありがとうございます。昨年年初より続いているコロ

ナ禍において、多様な判断が日を増して難しくなって

いると存じますが、業界全体というよりは日本中また

世界中が同様の状況であると思います。大変な状況で

はございますが、ピンチはチャンスという言葉もあり

ますので、気持ちを切り替え現状を乗り切って参りま

しょう。

　さて、ダイヤモンド工事業界も50年を過ぎ、変化をしなければと考えている方々も多いと

おもいますが、本物はなくなりません。どのような環境の変化にも耐えられる会社・組織作り

を常に意識し、目指し進んで行かなければなりません。今の日本は働き方改革や年金問題・少

子高齢等、様々な問題が山積の中、具体的な解決策を中々見出す事が出来ません。おそらく

数年後或いは数十年後には答えが出ることが多いとは思いますが、今出来る事を一つ一つ丁

寧に行動することが大切ではないでしょうか。

　最後になりますが、昨今も子供を巻き込んだ痛ましい交通事故が発生しております。事故

は関わった全ての人を不幸にします。事業を管理する私達は、常日頃から無事故を心掛け、交

通事故に限らずまず軽微な事故から無くす努力を継続して頂きたいと思います。ワクチン接種

が進むにつれ、コロナの収束が少しずつ見えて来る事と思います。まだまだ気を緩める訳には

まいりませんが、皆様にお会い出来る日も近いと信じ、その時を楽しみにしております。日本

コンクリート切断穿孔業協会会員各社様の益々のご発展とご隆盛を心よりご祈念申し上げま

して、私の挨拶とさせていただきます。

一般社団法人　日本コンクリート切断穿孔業協会

理事長　濵田　芳郎
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①　各地区報告

北海道地区　太田俊生理事（株式会社エジマ） 

　皆様お元気ですか。北海道も雪が解け、ゴールデンウィークには桜が満開となり、現場も

稼働するかと思っていましたが、春１番の官庁の発注が少ない様で、６月頃からの施工にな

りそうですが、５月の休み明けから入札開札が軒並み開きだしまして、特にネクスコ関連の

舗装・橋梁補修での発注が出てきて、短期集中か長期にかけての施工が多そうです。小樽地

区では、集中した高規格道路と新幹線に係る仕事量で、地場ゼネコンの作業員と重機・ダン

プが足りない状態だと聞いています。いつもの事ですが、国・道・市町村の橋梁補修、相変

わらず発注見込みでも、数多く有りそうです。ただし、コロナの影響で、ずれ込むか期間延

長の指示があるかも。建築でも、コロナの影響で、設備投資の凍結があり、棚上げも見られ

ます。空港関連も、コロナの影響と、民間管理になり、補修工事等小規模になっております。

港湾関連は、老朽化漁港の補修は、予算がついていますが、去年ダイヤモンド工事の設計があり施工も出来ましたが、今期は

役所の見直しにより、設計に載っておりません、残念!!　道路関連ですが、新設の高規格道路でトンネル工事の発注が多くあ

る模様です。今期は橋掛け替えによる、大型な橋梁撤去工事もありそうです。

　新型コロナに関しては、最終的に、今は、変異ウイルスの拡散防止と、ワクチンの供給がどこまで出来るのか、特に北海道

も、札幌だけではなく全道的な広がりがみられ先行きが不安がありますが、前進するだけです。以上報告でした。北海道地区・

㈱エジマ・太田でした。

東北地区報告　中村友幸理事（第一ダイヤモンド工事株式会社）

　2021年度当初予算建設事業費東北６県すべて、大幅減となりました。投資的経費は復興・

創生期間終了や台風被害の災害復旧完了等もあって全ての県が前年度を下回りました。宮城、

岩手、福島３県は50％～65％と半減するなど、復旧、復興事業の終息が色濃く反映された

内容となっております。それでは、東北６県の主な内容を簡単に報告致します。

・ 青森県-普通建設事業費1,097億8,713万円-建設関連事業は、合同庁舎空調設備整備に13

億、新青森県総合運動公園整備に12億、女性に選ばれる建設業推進に、700万。

・ 岩手県-普通建設事業費810億9,700万円 震災対応分667億7,700万円-地震津波対策の強

化、新型コロナウイルス感染予防に向けて、衛生環境改善を図る施設整備の強化。

・ 秋田県-普通建設事業費879億4,183万円-主な事業は、運転免許センターの改築、大曲高

校等の改築、大規模な団地造成を主体とする為に県、市町村立地基盤整備連携制度を新たに創設。

・ 山形県-普通建設事業費764億5,000万円-自立支援施設朝日学園整備、新規事業として、河川維持業務を地域に精通した地

元の事業者に取り組む。

・ 宮城県-普通建設事業費1,016億3,217万円 震災対応分409億7,700万円-主な新規事業は、仙台空港24時間化に向けた環境

整備に10億、仙台美術館改築に、5,600万円。

・ 福島県-普通建設事業費1,471億8,200万円 震災対応分2,585億3,400万円-ふくしま復興再生道路整備に、６億2,000万円、

児童相談所整備に、7億7,000万円、デジタル技術の活用支援等を行う建設DX推進に、800万円。

以上、６県の内容です。

　新型コロナウイルス現状対応等は、報道関連等で、有る様に、東北全体は、過度な状況でないと見ております、日々の感染

者も、大都市とは違い段々と少人数になりつつ有ります。まん延防止策、緊急事態誓言等、現在も広範囲ですが、弊社として

は（仙台営業所）ルールを守り基本をしっかり行う事で、コロナ対策をしております。

　 新型コロナウイルス感染拡大防止の為、本年度も定時総会及び春季例会は中止となりましたので、今回も各地区代表理事・
各委員長の皆様にレポートをお出しいただきました。寄稿いただきました皆様、ご協力ありがとうございました。
（レポートは令和３年６月末締め切りとさせていただき、早い方は５月に提出いただきました。） 広報委員会

北海道　太田理事

東北　中村理事
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関東地区報告　小澤純理事（コンクリートコーリング株式会社）

①　関東地区状況報告

　６月末現在、第一四半期とういこともあり、毎年のことながら公共工事の仕事量は少なく

今後の発注次第だと思いますが、各発注者の発注情報を見る限り、例年通りではないかと思

います。民間工事は収益悪化により設備投資を控えた影響が顕著に表れ、コロナ以前より工

事量は大幅に減少しています。しかし、都内の再開発も渋谷・品川周辺は現在進行中であり、

新宿の大規模な計画が再来年から開始する様です。コロナ後を見据えて、電子部品やデジタ

ル投資だけではなく、運輸業界なども再び投資を増やす動きが出てきているので、今は我慢

の時期と言えるかもしれません。現在は、ここ数年来、定番となっている首都圏外の高速道

路リニューアル工事で凌いでいます。首都圏ではオリンピック・パラリンピックの影響で

7/19～9/5までの約２か月弱の間、各競技会場周辺や一般道・高速道路で交通対策が行われます。当然、我々の関わる仕事

も規制を受け、中止になる現場はありますが、民間工事に関しては、発注者や作業所によって対応はそれぞれ異なり、全面的

にストップする様な事は無いようなので、安堵しています。

　新型コロナウイルスへの対応は、目新しいものはありませんが、検温器の設置や引き続きのうがい・手洗い・ＷＥＢ会議の

推奨、そして何よりも大人数での会食を控えてもらうようお願いしています。コロナウイルスによって新しい働き方が普及し、

今後も良い面は継続されると思いますがやはり対面でのコミュニケーションの重要性を再認識しました。ワクチン接種が進み、

早く皆様と年２回の総会・例会でお会いできる事を心待ちにしています。

東海地区報告　後藤諭理事（東海カッター興業株式会社）

　会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。東海地区にお

きましては、名神高速道路、東名阪自動車道路、中央自動車道などでリニューアル工事も始

まっており、名古屋を中心としたインフラの改修工事も進んでおります。また、建築の分野

でも工場内の作業は減少傾向にあるものの、物流センターの新築など巣ごもり需要に対応す

る案件も増えてきており、コロナの中での受注につなげるようにしております。また、昨年

度は岐阜県でも水害が発生した事もあり、その災害復旧工事も多く発注されてきております。

一方、コロナ対策で予算を使っている自治体の中では、少額の建設工事の発注を中止したり

延期したりしているとの声も散見され、ますます不透明な状況が続いております。

　弊社のコロナ対策としましては、マスクの配布や毎日の検温、消毒など他社と変わりない

対策となっております。その中で、若手社員を中心に水疱瘡も発生し、このコロナよりも感染力の強い病気の対策に一時的に

苦慮したこともあり、ますます手洗いや消毒、換気の励行をするように今一度徹底を図るようにしております。簡単ですが、

東海地区の報告とさせていただきます。

関西地区報告　濱田孝一理事（株式会社日本コンクリートカッティング）

　コロナウイルスの影響が発生して約１年半が経過しました。業種によってリーマンショク

以上に影響の大きい業界、既に回復している業界や当初より影響が少ない業界との区分が鮮

明になってきています。我々コンクリート切断穿孔業は幸いにも後者ではないかと思ってい

ます。当社においてもこの半年での工事量は都市土木工事、製鉄メンテナンス工事ともに影

響は無かったと言えます。関西地区では、中国自動車道の主要区間で５月中旬より1.5カ月

間の通行止めによる大規模更新工事が行われています。やはりインフラの重要度は高いため、

コロナ禍に影響することなく関西初の長期通行止めを伴う更新工事が今後も進められていき

ます。鉄道関係における改造や連立工事、補修耐震工事なども万博やIR地区決定に影響なく

進められているようです。ただし予算に関しては、発注者と元請の間では精査を求められて

いる現場もあり、我々への今後の発注単価への影響を危惧しています。製造業の方では、当社の顧客である製鉄関連で和歌山

地区にある高炉１基が秋に恒久休止になります。国内全体の溶鉱炉の休廃止の流れは、世界情勢やCO2削減目的を鑑みると仕

方ないと思います。それに伴う今後の維持メンテナンス工事量の減少は気になるところであります。現時点で影響は少ない分、

関東　小澤理事

東海　後藤理事

関西　濱田理事
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中長期で先行きに見えないことが多いですが、この業界に希望を抱き飛び込んでくれた若手社員のためにも社内外を通して盛

り上げていきたいと考えています。資格講習は昨年と違いｅ－ラーニングなどで開催されているので取得を進めています。登

録基幹技能士の取得もゼネコンの優良技能者認定に有利なため積極的に取得しています。採用の方は、昨年に引き続き今年も

リアル面接および現場見学を実施しました。オンラインで行う企業が多い中でのリアル実施は、来られた学生には新鮮だった

ようです。幸いにも早々に来年度の新卒社員を確保できました。

中国・四国地区　野田隆理事（株式会社コンセック）

　 今期も昨年同様コロナ過で現場が進んでいます。中国地区では、例年通り中国道床版取

替工事が一斉にスタートし５月から７月迄作業員の取り合いになっており工区も山口県～広

島県～岡山県と広範囲となり同業他社への応援依頼も多くやり繰りが大変な状況です。山陽

道も同じく高架橋の下部工耐震補強工事が岡山市から倉敷市近郊に掛けて今年も多く発注さ

れている為新工法の提案をしながら動いています。ネクスコ発注の耐震補強・床版取替はま

だまだ続く様でこれから九州地区へも流れて行くと橋梁メーカーの担当者が話をしています。

水力発電所のリニューアル工事も活発になり他砂防ダム流木対策工としてスリット切断やダ

ムの放流管や放流壁の改良工事もコンサルから問い合わせが多く来ています。これからは環

境に優しい新工法をどんどんPRして行く様にし施工単価を引き上げて行く事が大切と考え

ます。民間工事でも広島駅南口再開発は、まだ解体工事が終わっておらず今から色々な動きが出てくる様で2025年完成に向

けて楽しみな現場です。その他には海上ロッジの解体や石油備蓄基地設備改修工事・製鉄所等の改修工事・ダム水中構造物切

断撤去・橋梁支承切断など今期は１年を通して動きが有る年です。四国地区でも高松自動車道・高知自動車道・徳島自動車道・

松山自動車道など耐震補強工事が昨年から引き続き出ており他に漁港の桟橋撤去も有り乾式工法の提案を積極的に進めて行く

つもりです。現在建築耐震補強工事は影を潜めていますが土木分野では浄水場等の耐震補強工事が多く発注され特殊特許工法

が仕様書に入っており利益率の高い工事を重点的に受注する様に動いております。今、世の中では「ＳＤＧｓ！」がＴＶ等で

盛んに取り上げていますが私たちも環境に優しい工事を進めて行く事も大事と考えます。油圧機器に「生分解性油圧作動油」

を使用する事も1つの案と考えます。

九州地区報告　多田哲夫理事（株式会社センター機材）

　4月20日に九州地区の同業者の春季勉強会がありましたのでそこで聞いた内容を中心にお

話します。

①　現況

　　 各県とも一昨年よりやや良かったか横ばいとの声が多かった。ただ新年度は新型コロナ

に予算を取られるので建設予算はかなり減るのではないかと心配する声があがっていま

す。役所の知り合いから減るだろうと直接聞いたという方も複数おられました。また弊

社は例年だとゴールデンウィーク中に工場内の補修工事の依頼があるのですが今年度は

１件もありませんでした。民間の設備投資もしばらくはかなり減るのではないかと懸念

しています。10年前の建設不況の時のように少ない工事に同業者が殺到し、ダンピング

合戦が起こらなければよいのですが。

②　コロナウイルスの現状・対応

　　 九州地区の同業者で新型コロナに社員が罹患したケースは今のところ聞いておりません。各社マスク、換気３密回避等の

指導はしているとのことです。

③　その他、自由討論

　・ 人手不足について　各社とも募集しても応募がない。建設業というだけで忌避される。やはり給料を魅力あるものにしな

いと人は来ない。そのためにも適正な単価で受注していくことが重要である。

　・ 排ガス対策について　自動車メーカー各社がガソリンエンジンから電動モーターに切り替えて行くとカッター機も将来電

動モーターに変えざるをえないのではないか。ただ現状では太いケーブルを引きずることになるので施工効率が悪い。カ

ッター機メーカーの改良に期待したい。

中・四国　野田理事

九州　多田理事
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②　委員会報告

企画委員会　田中芳宣委員長（第一ダイヤモンド工事株式会社）

　 企画委員会の2021年前半の活動報告ですが、20年度決算関連の為、２月末～４月末の期間に

事務局・執行部と３回打ち合わせを行いました。また、その他で、現行の労働法並びに働き方改

革等に係る労働条件と当協会のシステムに多少の差異があり、当協会としても労働法遵守の考え

方にのっとり、その差異を改善する為の打ち合わせを上記日程とは別に２回執行部と行いました。

広報委員会　久保達博委員長（株式会社シブヤ）

　広報委員会よりご報告致します。まずは今ニュースレター58号発刊に際して皆様の多大なるご

協力を頂きました。改めて御礼申し上げます。広報委員会としましては事業の柱としてこのニュ

ースレターの発刊があります。昨年来のコロナ過で、総会、例会が中止となりましたが、このニ

ュースレターについては今後も途切れることなく継続して参りますので、皆様のご協力をお願い

いたします。また各種情報、ご提案も引き続きお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。

調査委員会　砂川高寛委員長（第一カッター興業株式会社）

　調査委員会では施工計画の手引き４工種、乾式積算資料３工種を2021年７月に改訂いたしま

した。

国際委員会　澁谷憲和委員長（株式会社シブヤ）

　平素は国際委員会の活動にご理解とご協力を賜りこの紙面をお借りして御礼申し上げます。私た

ちの主な活動は、アメリカのラスベガスにて毎年開催されるワールドオブコンクリートの視察旅行の

主催と、毎年開催されるIACDS世界会議への参加が大きな行事です。残念ながら、現在のコロナ禍

のため、2020年度2021年度と充分な活動が出来ていません。最後の活動が昨年２月２日から２月

８日までのワールドオブコンクリートへの参加でした。まだこの頃はコロナ禍の影響がそこまで出て

なくて、何とかツアーを終了することが出来ましたが、今思えば、綱渡りのツアーだったように思い

ます。2022年のワールドオブコンクリートは１月17日から20日までのラスベガスで開催されますが、現在の日本でのワクチン接

種状況を考えると、視察ツアーの実行は困難であろうと考えています。IACDSでは今年度、４月26日、６月28日にオンライン役

員会が開催され、各国の状況報告がなされました。特に６月の役員会では、ヨーロッパ各国ではコロナによる規制も緩和され、ビ

ジネスも順調に動いているとの報告もなされました。私たちは、日本国内でワクチンが完全に接種されているのは国民の10%程

度であると報告をしました。各国の皆さんの反応はオリンピックが安全に開催されることをお祈りす

るという意見がありました。今後のIACDS関連の会議、展示会は９月15日にオンラインにて総会が

開催されます。私たちが出席するのは難しいのですが、９月23日から25日までドイツのWillingenで

BEBOSA2021が開催されます。11月15日がオンライン役員会、2022年４月28日から30日まで、

イタリアのPiacenzalにてトレードフェア―GIC2022が開催されます。2022年10月24日から30日ま

でドイツ、ミュンヘンにてBAUMA 2022が開催されますので、出来れば展示会参加ツアーを企画し

たいと思っています。2022年11月24日から25日までスウェーデンのストックホルムにてDEMCOM 

2022が開催されます。このコロナ禍で皆さんへ充分なサービスが出来ない事を残念に思いますが、

出来るだけの情報を集め、公開してゆきたいと思いますので、今後とも宜しくお願い致します。

　メーカー部会　清水正史部会長（理研ダイヤモンド工業株式会社）

　新型コロナウイルス感染症拡大により、昨年度及び本年度の現在までメーカー部会の会合は行

っておりません。ワクチンが開発され、その普及状況により世界各国の社会活動が少しずつ再開

されるようになりました。我が国日本のワクチン接種開始は出遅れましたが、接種率が６月頃か

ら伸び始め、それに伴い高齢者の感染が明らかに減少してまいりました。接種可能な方々に１日

でも早く行い、平常に戻れればと思います。年末辺りに、久し振りにメーカー部会の会合開催が

可能になる事を切に願っております。

企画　田中委員長

広報　久保委員長

調査　砂川委員長

国際　澁谷委員長

メーカー清水部会長
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　当日本コンクリート切断穿孔業協会（JCSDA）が設立されたのは平成４（1992）年でした。設
立総会が５月27日東京パレスホテルにて行われ、弊社もJCSDA創設時から入会をさせていただき
ました。私も設立時からＪCSDAの担当者として参加させていただきました。当時、私は出席者の
中では若手でありましたので、面識のある方もなく心細い思いで参加させていただいていたことを
記憶しております。JCSDA29年の歴史の中で様々な経験と思い出が出来ました事、感謝しており
ます。
　理研ダイヤモンド工業は昭和34（1959）年に創業されました。土木及び石材用ダイヤモンド工
具の製造販売を目的とし、スタート致しました。特に当協会員の皆様はご存知の通り、昭和30年
代後期からダイヤモンド工具を使用し切断を生業とした専業種が登場し、当社製品も活用いただき
ました。高度成長期幕開けの時期で、当社も業界共々無事船出が出来ました。
　創業時は本社を千代田区神田司町におき、製造は足立区梅田で行っておりました。昭和45（1970）
年に現在の本社所在地である荒川区荒川に本社及び製造工場を移しました。荒川区荒川は東京の下
町そのもので、住宅に併設して町工場があるような地域です。当社の裏手には荒川保健所がありす
ぐ近くには都税事務所があり、数分歩いた交差点には荒川警察署・荒川郵便局・荒川区役所もあり
ます。よくぞそのような場所で製造を行っていたものだなぁ、と今は思います。ダイヤモンドブレ
ードやダイヤモンドビットの製造は刃先部分（セグメント）が主となります。基盤やシャンク等の
台金はそれぞれ専門の製造会社があり、刃先と台金の接合は社内でも行いますが、外注先での加工
も行えましたので、200坪程度の土地での操業は可能でした。しかし、残業を行う夜間には騒音も
出しておりましたので、近隣からの苦情がなく、近所付き合いでカバーできていたのは、その時代
であったからでしょう。このような事を書いてもよいか判りませんが、残業を２時間行うと出前の
食事が出ましたので、営業職の私も手が足りない時には助っ人に入り、和気藹々で夕食を相伴させ
てもらった事がよくありました。いい時代でした。とは言え焼結機等はかなりの重量で相当の電力
を使用します。また、刃先のベースとなる金属粉の混合は特殊な機械でかなりの振動をさせます。
昭和61（1986）年に自動焼結機を導入する事になり、振動の大きい原紛混合等も移動させる事とし、
埼玉県白岡町（現白岡市）に第二工場をつくりました。これがきっかけで、数年後に白岡町の第二
工業団地がつくられることになった際、当社にも声がかかりました。国道122号線に隣接し、首都
圏外周を大きく結ぶ首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の白岡菖蒲ICが数分の場所に出来るという
絶好の場所で、荒川区からの工場移設を決定し、平成９（1997）年５月に完成し移転致しました。
今では笑い話ですが、東北自動車道に繋がる圏央道白岡菖蒲ICが出来たのはなんとそれから14年
後で、更に圏央道が東名高速と繋がったのはその４年後の平成27（2015）年でした…。
　工場のある白岡について少し記載させていただきます。白岡市は都心から40㎞（直線距離）埼
玉県東部に位置し、JR宇都宮線（東北本線）が
通っており白岡駅があります。のどかな所で、名
産品といえば何と言っても梨です。梨農園が多く
有り、皆さんご存知の［幸水］が７月後半から収
穫され、その後［豊水］が８月末頃に出て、［彩玉］

［あきづき］［新高］［新興］［新雪］と12月頃ま
で楽しめます。当社埼玉工場にも梨農園の息子が
勤務し、頼りになる戦力として頑張ってくれてい
ます。埼玉県は海に面しておらず、工場のすぐ側
には芝山沼という池があり、鰻や鯉等の川魚料理
の店が多くあります。工場にお客様がみえた折に
は、賞味いただいたりもします。機会がございま
したら、是非どうぞ。

会員だより
理研ダイヤモンド工業株式会社

清水　正史

会員だ
より会員だ
より

理研ダイヤ埼玉工場
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◆会員移動
1）施工会員 ：34社　入会：なし　　退会：なし
2）メーカー会員 ：13社　入会：なし　　退会：なし
3）友の会会員 ：46社　入会：なし　　退会：友部カッター

◆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
　変更なし

　＊お願い： 会員各社様の各種情報（代表者・所在地・TEL/FAX番号等）変更の場合には、その都度必ず当事務局宛
ご一報を下さいます様、お願い致します。

◆総会・例会開催予定
　秋季例会は新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止となりました。
　令和４年度定時総会・例会　ホテルメルパルク東京（東京）にて令和４年５月24日（火）開催の予定。
　詳細は事務局よりご案内させていただきます。

JCSDA 事務局便り

【施工計画の手引】掲載のお知らせ
フラットソーイング工法 （第22版）
コアドリリング工法 （第22版）
ウォールソーイング工法 （第22版）
ワイヤーソーイング工法 （第14版）
乾式コアドリリング工法 （第7版）
乾式ウォールソーイング工法 （第7版）
乾式ワイヤーソーイング工法 （第7版）

令和３年７月１日に内容を更新改訂致しました｡
当協会ホームページに掲載しておりますので、皆様､ 是非ご活用下さい｡
内容に関するご質問お問い合せ等は、協会事務局にご連絡下さい｡

調査委員会　委員長　砂川 高寛



施工会員　34 社（北より南へ 50 音順）

メーカ会員　13 社（50 音順）

会社名 所在地 電話番号 Fax 番号

（有）栄進カッター工業 〒003-0869 北海道札幌市白石区川下2065－2 011-873-6908 011-873-6909
第一建興江島㈱ 〒007-0850 北海道札幌市東区北五十条東7－7－8 011-751-0410 011-771-6361

（株）エジマ 〒078-2600 北海道雨竜郡雨竜町字満寿36番地９ 0125-79-2011 0125-79-2012
東北カッター（株） 〒038-0021 青森県青森市大字安田字若松60番地 017-766-9230 017-766-9244
井上工業（株） 〒991-0066 山形県寒河江市松川120番地 0237-83-4050 0237-83-4051
コンクリートコーリング（株）（東京） 〒177-0054 東京都練馬区立野町16－12 03-3928-3023 03-3929-8997
第一ダイヤモンド工事（株） 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見３－14－27 03-3417-1911 03-3417-3777

（株）丸辰道路工業 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町338 045-476-4012 045-476-4013
（株）ダイイチ 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見５－１－７ 03-3416-0411 03-3416-0412
（株）シンワダイヤ 〒116-0001 東京都荒川区町屋１－10－11 03-3819-8600 03-3819-8601
小笠原興業（株） 〒177-0044 東京都練馬区上石神井１－41－２ 03-3928-1514 03-3928-1508

（株）ベステムサービス 〒342-0036 埼玉県吉川市高富大場川1059 048-983-8560 048-983-8570
第一カッター興業（株） 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園833 0467-85-3939 0467-88-0567
中央総業（株） 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野３－20－１ 042-765-5500 042-765-2822
浜田工業（株） 〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町4805 045-921-6500 045-921-2420
江島産業（株） 〒457-0003 愛知県名古屋市南区鶴田１丁目５－13 052-821-9305 052-821-9339

（株）ダイヤテクニカ 〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字平地5－1 052-624-7101 052-624-7152
東海カッター興業（株） 〒462-0017 愛知県名古屋市北区落合町135番地 052-901-4811 052-901-4812
コンクリートコーリング（株）（大阪） 〒534-0001 大阪府大阪市都島区毛馬町５丁目15－24 06-6924-4517 06-6928-1263

（株）日本コンクリートカッティング 〒578-0921 大阪府東大阪市水走５－５－50 072-960-5910 072-960-5911
（株）丸辰道路工業（大阪） 〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町２－４－51 072-923-7579 072-923-2499
北辰工業（株） 〒570-0032 大阪府守口市菊水通４－12－15 06-6997-2426 06-6997-2429

（株）ティ・ビー・シー・ダイヤモンド 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上321－２ 072-363-4145 072-363-4146
（株）佐藤工業 〒653-0805 兵庫県神戸市長田区片山町５丁目11－24 078-612-0413 078-612-0421
（株）中国カッター鳥取 〒680-0905 鳥取県鳥取市賀露町129－２ 0857-28-9808 0857-28-9815
（株）コンセック 〒733-0833 広島県広島市西区商工センター４丁目６－８ 082-277-5452 082-278-6389
瀬戸内カッター工業（株） 〒799-1533 愛媛県今治市国分２－９－37 0898-47-4100 0898-47-3040
九州ダイヤモンド工事（株） 〒814-0171 福岡県福岡市早良区野芥２－28－36 092-864-7600 092-864-7638

（株）コムカット 〒811-1314 福岡県福岡市南区的場２－21－１ 092-571-1971 092-585-5647
（株）センター機材 〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡５－１－８ 092-591-2828 092-591-3078
ダイヤモンド機工（株） 〒814-0143 福岡県福岡市城南区南片江２－30－21 092-801-0011 092-863-5707

（株）リュウキ 〒807-0852 福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町４－20－28 093-601-6777 093-601-6888
（株）旭工業 〒885-0004 宮崎県都城市都北町1715－２ 0986-36-6650 0986-36-6651
（株）西部システム 〒899-4346 鹿児島県霧島市国分府中町26－33 0995-46-9015 0995-46-9016

旭ダイヤモンド工業（株） 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町４－１ 03-3222-9299 03-3222-6530
エービーイーダイヤモンド（株） 〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2595－７ 0429-34-3110 0429-34-3169

（株）クライム 〒146-0081 東京都大田区仲池上１－29－３ 03-3753-2014 03-3753-2229
サンゴバン（株） 〒298-0106 千葉県いすみ市須賀谷74 0470-86-3011 0470-86-3677

（株）シブヤ 〒738-0021 広島県廿日市市木材港北５－86 0829-34-4507 0829-34-4508
（株）ディスコアブレイシブシステムズ 〒140-0004 東京都品川区南品川２－２－15 03-5461-7501 03-5461-7525
仲山鉄工（株） 〒426-0055 静岡県藤枝市大西町３－14－１ 054-635-1383 054-635-0418
日本ダイヤモンド（株） 〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町686－1 045-939-3001 045-939-3003
日本フレキ産業（株） 〒202-0014 東京都西東京市富士町２－13－17 0424-61-5175 0424-61-6310
日本ヒルティ（株） 〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南２ー６ー20 045-943-6258 045-943-6234
ハスクバーナ・ゼノア（株） 〒350-1165 埼玉県川越市南台１－９ 0570-666-778 0120-365-295
ピースダイヤモンド工業（株） 〒224-0026 神奈川県横浜市都筑区南山田町4145－２ 045-593-1271 045-592-2494
理研ダイヤモンド工業（株） 〒116-0002 東京都荒川区荒川１－53－２ 03-3805-3471 03-3805-2434


