
本社・支社：所在地・電話番号
支店・営業所：電話番号
※所在地は各支店・営業所にお問い合わせくだざい。

本社 オフィス営業本部関西支社
〒220-0004横浜市西区北幸1-4-1 〒530-0011大阪市北区大深町4-20 〒101-0047東京都千代田区内神田1-1-7
天理ビル19階 グランフロント大阪タワーA21階 東大手ビル7階
Tel.045(319)3401 Tel.06(4802)3220 Tel.03(3259)6011

大阪支店 06(4802)3330 北海道支店 011(271)0811
梅田支店 06(4802)3380 中央支店 03(3259)6011
金融支店 06(4797)9870 長野営業所 026(227)2330
京都支店 075(211)6491 東支店 03(3259)6310

オフィス営業本部 神戸支店 078(391)5525 埼玉支店 048(601)2571
〒107-0052東京都港区赤坂2-14-27 岡山支店 086(225)0226 千葉西支店 043(204)5795
国際新赤坂ビル東館 高松支店 087(811)6811 高崎支店 027(324)1131
Tel.03(5561)4101 新潟西支店 025(243)2285
パブリック営業部 03(3500)5231 オフィス営業本部西日本支社 栃木支店 028(636)2818
セキュリティ営業部 03(6744)6296 〒812-0011福岡市博多区博多駅前1-3-3 茨城支店 029(824)2022

明治安田渡辺ビル2階
Tel.092(482)8822 商環境事業本部 西日本営業本部
広島支店 082(227)5666 〒530-0001大阪市北区梅田2-4-9
福岡支店 092(482)8811 ブリーゼタワー16階

オフィス営業本部東日本支社 長崎営業所 095(829)4147 Tel.06(4797)9903
〒980-0013仙台市青葉区花京院1-1-20 大分営業所 097(513)5607
花京院スクエア12階 北九州支店 093(551)2837
Tel.022(712)1531 山口営業所 083(974)1188 〒460-0008名古屋市中区栄2-11-30
仙台支店 022(712)1491 熊本支店 096(322)8550 セントラルビル5階
　山形営業所 023(632)0898 鹿児島支店 099(258)2288 Tel.052(221)6710
秋田支店 018(831)2516 宮崎営業所 0985(25)0211 中部支店 052(221)6710
北東北支店 019(621)5300 沖縄支店 098(862)2121 東海支店 054(274)1210
　青森営業所 017(777)2141 北陸西支店 076(233)5183
福島支店 024(932)5081 オフィス営業本部建材営業部

〒100-0014東京都千代田区永田町2-13-5
赤坂エイトワンビル2階 〒530-0001大阪市北区梅田2-4-9
Tel.03(5501)3391 ブリーゼタワー16階
建材第一支店 03(5501)3391 Tel.06(4797)9903

オフィス営業本部首都圏営業本部 建材第二支店 03(5501)3395 大阪西支店 06(4797)9901
〒107-0052東京都港区赤坂2-14-27 京都西支店 075(211)6981
国際新赤坂ビル東館 オフィス営業本部インテリア営業部 神戸西支店 078(326)7447
Tel.03(5561)4096 〒105-0003東京都港区西新橋2-8-6 岡山西支店 086(225)5700
京橋支店 03(3246)2420 住友不動産日比谷ビル12階 高松営業所 087(811)6812
日比谷支店 03(3539)5571 Tel.03(3593)6110
日本橋支店 03(3246)2411 東京支店 03(3593)6161
新橋支店 03(5510)9631 大阪営業所 06(4802)3460
大手町支店 03(6744)6294 博多砥園M-SQUARE10階
大宮支店 048(601)2561 ヘルスケア事業本部 Tel.092(235)8693
群馬支店 027(324)1121 〒100-00東京都千代田区永田町2-13-5 中国支店 082(227)5670
宇都宮支店 028(636)2610 赤坂エイトワンビル4階 松山営業所 089(946)9010
つくば支店 029(847)0131 Tel.03(6634)7760 東広島支店 082(227)5680
　水戸営業所 029(231)4167 ヘルスケア営業部 03(5501)3512 九州支店 092(235)8693
新潟支店 025(243)2281 南九州宮業所 099(255)8239
千葉支店 043(204)5790 テレコム営業本部 那覇営業所 098(869)4086
札幌支店 011(271)0571 〒100-0005東京都千代田区丸の内2-1-1
金融法人営業部第一支店 03(6744)6291 明治生命館6階
　　　　　　　　　　 第二支店 03(6744)6292 Tel.03(5288)8631 〒101-0047東京都千代田区内神田1-1-7
赤坂支店 03(6744)6301 テレコム営業部 03(5288)8631 東大手ビル1階
新宿支店 03(3343)8411 テレコム東支店 03(5288)8641 Tel.03(3259)6050
渋谷支店 03(5464)6561 テレコム西支店 06(4802)3470 首都圏サービスセンター 03(3259)6050
池袋支店 03(3971)4011 北海道サービスセンター 011(271)0811
品川支店 03(5449)4171 商環境事業本部 東北サービスセンター 022(712)1521
立川支店 042(526)1911 〒101-0047東京都千代田区内神田1-1-7 郡山サービスセンター 024(931)8086
外資法人支店 03(6744)6302 東大手ビル3階 中部サービスセンター 052(221)6710
横浜支店 045(224)2090 Tel.03(3259)6001 近畿サービスセンター 06(4797)9988
平塚支店 0463(21)2641 九州サービスセンター 092(235)8695
川崎支店 044(200)1630 商環境事業本部 東日本営業本部
官公庁部 03(5288)8651 〒101-0047東京都千代田区内神田1-1-7 物流システム事業本部  物流システム営業部

東大手ビル3階 〒100-0014東京都千代田区永田町2-14-2
Tel.03(3259)6001 山王グランドビル2階

Tel.03(5501)3520
商環境事業本部 東日本営業本部 東北営業部 東京東支店 03(5501)3511

オフィス営業本部 中部支社 〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20 　 東日本営業所 022(712)1491
〒450-6414名古屋市中村区名駅3-28-12 花京院スクエア12階 東京西支店 03(5501)3521
大名古屋ビルヂング14階 Tel.022(712)1526 中部支店 052(551)3172
Tel.052(551)3170 東北支店 022(712)1521 　 浜松地区担当 053(451)0086
名古屋支店 052(551)3180 盛岡支店 019(621)5400 大阪支店 06(4797)9790
金融法人支店 052(551)3186 郡山支店 024(931)8086 　 九州営業所 092(482)8811
刈谷支店 0566(63)5685
三重支店 059(225)8551 商環境事業本部 東日本営業本部 南関東営業部 海外営業本部
沼津支店 055(962)5296 〒101-0047東京都千代田区内神田1-1-7 〒107-0052東京都港区赤坂2-14-27
静岡支店 054(252)6101 東大手ビル8階 国際新赤坂ビル東館2階
浜松支店 053(451)0081 Tel.03(3259)6013 Tel.03(5561)4085
長野支店 026(227)2330 西支店 03(3259)6131
　松本営業所 0263(28)0888 南支店 03(3259)6083 機械事業部
北陸支店 076(233)5180 神奈川支店 045(224)2088 東日本営業課 046(865)8209
　富山営業所 076(433)0636 多摩支店 042(527)5801 西日本営業課 0566(63)7441

※各支店・営業所の所在地はお問い合わせください。

商環境事業本部 東日本営業本部 冷熱サービスセンター

商環境事業本部 東日本営業本部 関信越営業部

商環境事業本部 西日本営業本部 中部営業部

商環境事業本部 西日本営業本部 近畿営業部

商環境事業本部 西日本営業本部 西日本営業部
〒812-0039福岡県福岡市博多区冷泉町2-1


