DMG 森 精 機

共栄 会（商 社 様）一覧

（五十音順）

株式会社R・D

株式会社アイエスマシナリー

アイテク

TEL：0246-68-8686

TEL：072-813-3631

TEL：082-502-0147

〒970-8036
福島県いわき市平谷川瀬字明治町58-2 グランうらべ102

〒572-0846
大阪府寝屋川市高宮栄町16-6

〒732-0068
広島県広島市東区牛田新町3-2-20

アカシ工具株式会社

株式会社旭商工社

株式会社アスマ

TEL：087-851-0151

TEL：045-311-1551

TEL：048-746-8682

〒760-0038
香川県高松市井口町7-9

〒220-0023
神奈川県横浜市西区平沼1-7-10 YSKビル6F

〒344-0116
埼玉県春日部市大衾307-23

株式会社アズマ

アルビテクノロジー株式会社

株式会社アワムラツール

TEL：027-251-5724

TEL：0276-40-1589

TEL：084-934-7895

〒371-0846
群馬県前橋市元総社町寺田61-1

〒373-0806
群馬県太田市龍舞町5220-1

〒729-0104
広島県福山市松永町3-4-21

株式会社イイダ

株式会社イワイテクニカ

岩瀬産業株式会社

TEL：024-943-0771

TEL：0574-63-3680

TEL：0270-24-5515

〒963-0725
福島県郡山市田村町金屋字川久保111-1

〒509-0207
岐阜県可児市今渡1619-181

〒372-8555
群馬県伊勢崎市下植木町3-10

岩谷産業株式会社

株式会社イワモト機械

植田機械株式会社

TEL：06-7637-3085

TEL：052-622-3885

TEL：06-6743-0110

〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町3-6-4

〒458-0801
愛知県名古屋市緑区鳴海町京田96ｰ4

〒577-0012
大阪府東大阪市長田東5-1-18

株式会社ウエノ

株式会社植松商会

株式会社ウエムラ機械

TEL：03-3835-2465

TEL：022-232-5171

TEL：078-934-5150

〒110-0015
東京都台東区東上野1-9-6

〒984-8680
宮城県仙台市若林区卸町3-7-5

〒674-0058
兵庫県明石市大久保町駅前1-10-17 西海ビル203号

株式会社宇佐美

株式会社ウチヤマ

ウツノミヤ株式会社

TEL：0287-36-1181

TEL：0425-86-7120

TEL：0952-30-6121

〒329-2756
栃木県那須塩原市西三島1-135

〒191-0052
東京都日野市東豊田1-19-1

〒849-0931
佐賀県佐賀市鍋島町大字蠣久1467-7

映光機械株式会社

エース機械有限会社

株式会社Ｓプラン

TEL：03-3965-8012

TEL：023-666-5874

TEL：0266-24-8666

〒174-0056
東京都板橋区志村3-24-1 SKYビル3F

〒990-0811
山形県山形市長町3-1-80

〒394-0035
長野県岡谷市天竜町1-4-5

江藤酸素株式会社

株式会社エムティー機販

大久保商事株式会社

TEL：0975-56-8111

TEL：0234-26-8871

TEL：0564-31-3131

〒870-0145
大分県大分市乙津町1-16

〒998-0824
山形県酒田市大宮町3-18-1

〒444-8610
愛知県岡崎市北野町字池田27

株式会社大橋機械

OHASHI KIKAI株式会社

株式会社岡野商会

TEL：0266-23-2102

TEL：0263-52-0668

TEL：0462-68-1916

加地マシナリー株式会社

カトー機械株式会社

金沢機工株式会社

TEL：089-958-3353

TEL：052-331-8013

TEL：076-266-8001

〒394-0029
長野県岡谷市幸町5-1

〒791-2112
愛媛県伊予郡砥部町重光233-2

〒399-0702
長野県塩尻市大字広丘野村1787-22

〒460-0017
愛知県名古屋市中区松原2-10-6

〒242-0014
神奈川県大和市上和田1729ｰ3

〒920-0332
石川県金沢市無量寺町ハ38-2

金沢工機株式会社

株式会社カネコ・コーポレーション

関西機械株式会社

TEL：042-758-5811

TEL：03-3893-1191

TEL：06-6421-1166

〒252-0331
神奈川県相模原市南区大野台2-1-1

〒114-0012
東京都北区田端新町2ｰ24ｰ5

〒661-0014
兵庫県尼崎市上ﾉ島町3‐14‐19

カントウツール株式会社

株式会社キイモト

紀伊元機械株式会社

TEL：0429-44-4151

TEL：0475-22-4500

TEL：03-3652-5401

〒359-0027
埼玉県所沢市松郷142-6

〒297-0015
千葉県茂原市東部台3-20-7

〒132-0031
東京都江戸川区松島1-41-22 紀伊元ビル3F

共栄機械株式会社

京華産業株式会社

共伸機工株式会社

TEL：0258-24-0351

TEL：075-811-9151

TEL：0244-25-4182

〒940-0877
新潟県長岡市稲保1-314-3

〒604-8437
京都府京都市中京区西ﾉ京東中合町73

〒975-0032
福島県南相馬市原町区桜井町1-4

協同組合島根県鐵工会

協立機械株式会社

株式会社共和工機

TEL：0852-24-2156

TEL：054-203-2800

TEL：055-986-9811

〒690-8567
島根県松江市西津田1-9-50

〒422-8691
静岡県静岡市駿河区中田本町61-1

〒411-0941
静岡県駿東郡長泉町上土狩字奥原716

キョーエイ機工株式会社

熊本酸素株式会社

株式会社クラークソン

TEL：0584-71-2788

TEL：096-355-3321

TEL：0256-35-1291

〒503-2213
岐阜県大垣市赤坂町字中之瀬2683-1

〒861-5522
熊本県熊本市北区下硯川町2205

〒955-0845
新潟県三条市西本成寺2-26-53

株式会社グラートコーポレーション

群馬工機株式会社

株式会社光洋機工商会

TEL：075-692-4888

TEL：0276-46-0351

TEL：088-866-2551

〒601-8347
京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1-43

〒373-0806
群馬県太田市龍舞町1501

〒781-5103
高知県高知市大津乙1866

株式会社コクサイ

株式会社五光社

小松鋼機株式会社

TEL：0265-21-1611

TEL：042-554-0224

TEL：0761-22-2051

〒395-0002
長野県飯田市上郷町飯沼3462

〒205-0023
東京都羽村市神明台3-33-10

〒923-8639
石川県小松市光町20

株式会社コンドー

株式会社サイジョウ

株式会社貞伊

TEL：0268-82-3420

TEL：0897-56-0011

TEL：011-791-5111

〒389-0603
長野県埴科郡坂城町大字南条5127-13

〒790-0963
愛媛県松山市小坂5丁目11-15

〒007-0885
北海道札幌市東区北丘珠５条4-4-65

三栄商事株式会社

三協機販株式会社

サンコー商事株式会社

TEL：052-931-3355

TEL：0583-92-7854

TEL：052-772-0156

〒461-0004
愛知県名古屋市東区葵1-18-23

〒501-6232
岐阜県羽島市竹鼻町狐穴1174

〒465-8505
愛知県名古屋市名東区高社2-245

三登工販株式会社

サンプラス株式会社

三洋施設株式会社

TEL：0566-73-3630

TEL：0853-21-2323

TEL：058-271-3791

〒444-1154
愛知県安城市桜井町干地31-1

〒693-0065
島根県出雲市平野町735

〒500-8458
岐阜県岐阜市加納村松町１－３７

山陽マシン株式会社

三和工機株式会社

清水工機株式会社

TEL：084-934-9305

TEL：0428-24-3011

TEL：055-282-8711

〒729-0111
広島県福山市今津町大明神112-2

〒198-0042
東京都青梅市東青梅3-6-3

株式会社清水商会

株式会社ジョーサン

TEL：0749-63-5001

TEL：025-524-3321

〒526-0033
滋賀県長浜市平方町251

〒400-0280
山梨県南アルプス市上今諏訪750

株式会社信栄

〒943-0823
新潟県上越市高土町3-8-20

〒807-0071
福岡県北九州市八幡西区上の原2-2-9 ステラ上の原101号

シンエイ機工株式会社

株式会社新栄商會

株式会社シンセイ機工

TEL：079-284-2340

TEL：052-801-1222

TEL：0266-23-8766

〒670-0952
兵庫県姫路市南条2丁目52

〒468-0056
愛知県名古屋市天白区島田2-516

TEL：093-613-5815

〒394-0045
長野県岡谷市川岸東2-14-29

株式会社新日本ツール

株式会社新明和機工

進和商事株式会社

TEL：049-232-7409

TEL：059-361-5505

TEL：0268-23-2233

〒350-1175
埼玉県川越市笠幡79-126

〒510-8011
三重県四日市市東茂福町3-5

〒386-0041
長野県上田市秋和95ｰ1

須藤機械

株式会社直COMPANY

株式会社セイキ工販

TEL：0565-42-4671

TEL：075-662-3667

TEL：084-954-9171

〒471-0857
愛知県豊田市小川町3-36-2202号

〒601-8131
京都府京都市南区上鳥羽鴨田18 らくなんビル201-A号

〒721-0954
広島県福山市卸町12-6

株式会社センダ・マシンテック

仙波機械株式会社

第一機工株式会社

TEL：072-687-6682

TEL：06-6747-7237

TEL：087-851-7650

〒569-1031
大阪府高槻市松ヶ丘4-28-18

〒578-0965
大阪府東大阪市本庄西2-4-28

〒760-0064
香川県高松市朝日新町24-15

第一産業株式会社

大幸産業株式会社

株式会社大心

TEL：023-688-4781

TEL：0823-24-1313

TEL：0858-23-1641

〒990-2334
山形県山形市蔵王成沢字町浦640

〒737-0051
広島県呉市中央5-8-13

〒682-0812
鳥取県倉吉市下田中町927ｰ2

株式会社大誠

大同工機株式会社

株式会社大和商会

TEL：053-454-3431

TEL：03-3252-0411

TEL：0563-59-8488

〒430-8555
静岡県浜松市中区龍禅寺町765

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-6-1

〒444-0303
愛知県西尾市中畑町小井戸27

株式会社タカード

株式会社タカオカメガ

株式会社髙木商会

TEL：025-271-1465

TEL：0766-52-2825

TEL：078-974-0651

〒950-0812
新潟県新潟市東区豊2-2-55

〒939-0274
富山県射水市小島514-1

〒651-2111
兵庫県神戸市西区池上町1-14-7

株式会社高橋機械

高松産業株式会社

株式会社タック

TEL：0294-36-1288

TEL：087-833-4191

TEL：0268-64-8778

〒316-0002
茨城県日立市桜川町3-15-6

〒760-0063
香川県高松市多賀町3-18-1

〒389-0512
長野県東御市滋野乙1816-3

株式会社タツタ工業

株式会社タツテクノス

辰巳産業株式会社

TEL：0761-22-2355

TEL：0285-29-5225

TEL：03-3492-5151

〒923-0021
石川県小松市島田町ト27

〒323-0029
栃木県小山市城北2-16-16

〒141-0031
東京都品川区西五反田5ｰ1ｰ5

中央精機株式会社

株式会社中国精機

ツボサカ機鋼株式会社

TEL：084-953-8681

TEL：084-953-4321

TEL：0792-97-1071

〒721-0952
広島県福山市曙町1-8-21

〒720-0822
広島県福山市川口町1-13-11

〒670-0057
兵庫県姫路市北今宿1-6-26

株式会社DSKソルテック

株式会社ＴＭＣ

株式会社テクトレージ

TEL：075-661-3551

TEL：0223-37-3801

TEL：045-530-5941

〒520-1814
京都市南区上鳥羽塔の森柴東町18-3

〒989-2201
宮城県亘理郡山元町山寺字谷原115-8

〒226-0022
神奈川県横浜市緑区青砥町258

株式会社テヅカ

株式会社テックツール

東京機械販売株式会社

TEL：03-3766-6011

TEL：011-837-0540

TEL：0267-67-8488

東京鈴木工機株式会社

株式会社東京富士

東邦機械株式会社

TEL：0276-72-6363

TEL：03-3678-6652

TEL：03-6715-1040

〒143-0011
東京都大田区大森本町1-9-10

〒123-0841
東京都足立区西新井1-37-10

〒003-0013
北海道札幌市白石区中央3条1-1-29

〒133-0061
東京都江戸川区篠崎町4-18-4

〒385-0013
長野県佐久市横和273-1

〒144-0033
東京都大田区東糀谷6-4-17 OTAテクノCORE1F

東洋機工株式会社

東和機械株式会社（北関東）

東和機械株式会社（山形）

TEL：093-617-2111

TEL：0276-48-1021

TEL：023-631-4028

〒807-1262
福岡県北九州市八幡西区野面2461

〒373-0818
群馬県太田市小舞木町273-2

〒990-0022
山形県山形市東山形2-7-30

トクナガマシン株式会社

株式会社土佐マシン

株式会社トダ機工

TEL：055-956-7143

TEL：0888-63-2888

TEL：048-542-7421

〒410-0012
静岡県沼津市岡一色654-12

〒783-0001
高知県南国市日吉町2-1-7

〒365-0038
埼玉県鴻巣市本町8ｰ8ｰ11

冨田機械

株式会社ＮａＩＴＯ

株式会社直井工具店

TEL：0493-54-5861

TEL：03-3800-8621

TEL：055-962-1316

〒355-0162
埼玉県比企郡吉見町松崎194-3

〒114-0011
東京都北区昭和町2-1-11

株式会社ナカダイマシナリー

株式会社ナカヤマ

TEL：043-270-2551

TEL：088-662-1521

〒261-0012
千葉県千葉市美浜区磯辺4-12-11

〒410-0807
静岡県沼津市錦町654-3

生川機械株式会社

〒770-8012
徳島県徳島市大原町中須26-4

〒460-0014
愛知県名古屋市中区富士見町13-22 ファミール富士見412

ナンシン機工株式会社

株式会社ニックス

株式会社日本機械産業

TEL：0266-72-6155

TEL：047-486-7621

TEL：052-774-5136

〒391-0001
長野県茅野市ちの628

〒262-0048
千葉県千葉市花見川区柏井4-28-8

TEL：052-332-3571

〒465-0028
愛知県名古屋市名東区猪子石3-1313

日本産商株式会社

株式会社ハシモト

橋本商工株式会社

TEL：082-581-1717

TEL：042-518-7526

TEL：03-3733-5131

浜松貿易株式会社

阪東機工株式会社

株式会社ビーテック

TEL：053-441-5431

TEL：0992-69-3211

TEL：082-245-8541

〒734-0022
広島県広島市南区東雲2-18-21

〒432-8047
静岡県浜松市中区神田町1195

〒192-0032
東京都あきる野市渕上210-5 クレストヒル102

〒891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町3-67

〒144-0035
東京都大田区南蒲田2-28-1

〒730-0051
広島県広島市中区大手町4-5-19

株式会社ひかり商会

株式会社日立機械

日吉機械株式会社

TEL：099-268-5360

TEL：0294-33-0594

TEL：06-6746-6066

〒891-0109
鹿児島県鹿児島市清和1-25-11

〒316-0003
茨城県日立市多賀町3-15-10

〒578-0965
大阪府東大阪市本庄西1-6-41

株式会社ヒラノ

株式会社廣川

廣瀬工機株式会社

TEL：086-222-7637

TEL：047-463-6141

TEL：03-3623-7281

〒700-0907
岡山県岡山市北区下石井2-1-7

〒274-0077
千葉県船橋市薬円台4ｰ3ｰ21

〒130-0005
東京都墨田区東駒形4-11-1-102

株式会社藤井機械

藤村工具株式会社

フジモト通商株式会社

TEL：0563-57-1135

TEL：0875-56-3191

TEL：078-927-0880

〒445-0806
愛知県西尾市伊藤町宮東11

〒769-1613
香川県観音寺市大野原町花稲558-1

〒651-2132
兵庫県神戸市西区森友4-78

株式会社扶桑マシンツールズ

株式会社扶桑マシンハマナ

双葉機器工業株式会社

TEL：0532-39-3975

TEL：053-440-1910

TEL：03-3636-4511

〒441-8026
愛知県豊橋市羽根井西町13-5

〒432-8065
静岡県浜松市南区高塚町4490-3

〒136-0071
東京都江東区亀戸7-50-1

株式会社プラスコーポレーション

フレックステクノ株式会社

棒柘産業株式会社

TEL：084-959-5330

TEL：048-773-9552

TEL：0494-23-3371

〒721-0963
広島県福山市南手城町2-29-25

〒362-0072
埼玉県上尾市中妻1-3-14

〒368-0026
埼玉県秩父市相生町9-12

ホーム商事株式会社

ポリマー機械商事株式会社

本庄機械株式会社

TEL：0562-32-5087

TEL：0532-61-8011

TEL：03-3444-3341

〒477-0035
愛知県東海市元浜町39

〒440-0834
愛知県豊橋市飯村北4-8-28

〒108-0073
東京都港区三田5-15-14

本田機械工具株式会社

株式会社マエキ

前田機工株式会社

TEL：076-237-7475

TEL：027-221-4271

TEL：083-234-1101

〒920-0209
石川県金沢市東蚊爪町1-36-2

〒371-0801
群馬県前橋市文京町1-32-21

〒751-0818
山口県下関市卸新町10-5

株式会社マサイ機械

株式会社マックマシンツール

株式会社松原機工

TEL：0798-65-4412

TEL：06-6339-3309

TEL：084-953-2363

マルジン商事株式会社

株式会社丸藤

マルヨシ株式会社

TEL：095-830-2798

TEL：022-249-2191

TEL：0847-45-3570

〒663-8021
兵庫県西宮市上之町35-36

〒851-0134
長崎県長崎市田中町583-1

〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3-34-15 伸栄第一ビル6F

〒982-0023
宮城県仙台市太白区鹿野2-12-22

〒721-0952
広島県福山市曙町3-7-6

〒726-0004
広島県府中市府川町84-1

株式会社光岡機械

宮一機工株式会社

名工機械株式会社

TEL：0256-36-5033

TEL：045-544-5023

TEL：052-623-9161

〒955-0803
新潟県三条市月岡1-26-44

〒223-0058
神奈川県横浜市港北区新吉田東8-23-6

〒458-0831
愛知県名古屋市緑区鳴海町向田10

メイセー機械株式会社

株式会社明友商工

株式会社モテキ

TEL：054-636-4477

TEL：0289-65-2511

TEL：027-361-3911

〒426-0055
静岡県藤枝市大西町3丁目14-33

〒322-0028
栃木県鹿沼市栄町3-2-7

〒370-0006
群馬県高崎市問屋町3-3-1

森機械株式会社

森田機械

守屋機工株式会社

TEL：052-681-6776

TEL：058-382-6092

TEL：0234-25-2231

〒456-0015
愛知県名古屋市熱田区高蔵町7-11 シャトー高蔵1F

〒504-0838
岐阜県各務ヶ原市那加不動丘2-155

〒998-0011
山形県酒田市上安町3-7-2

守屋工機株式会社

株式会社守屋工機

株式会社ヤシマ

TEL：0268-82-5858

TEL：054-628-9191

TEL：048-997-6800

〒389-0600
長野県埴科郡坂城町苅屋原223-1

〒425-0021
静岡県焼津市中港4丁目1-15

〒340-0815
埼玉県八潮市八潮6-1-14

株式会社矢島

八洲工機株式会社

矢代工機株式会社

TEL：0268-62-5555

TEL：03-3339-3097

TEL：0256-63-7373

〒389-0502
長野県東御市鞍掛508

〒165-0021
東京都中野区丸山2-20-5

〒959-1277
新潟県燕市物流センター1-16

株式会社八代商会

株式会社ヤスヒラ

山形マシン・ツールス株式会社

TEL：0463-21-5331

TEL：079-294-4011

TEL：023-642-4243

〒254-0014
神奈川県平塚市四之宮2-11-43

〒670-0981
兵庫県姫路市西庄甲108

〒990-0051
山形県山形市銅町2-25-10

株式会社山口商店

山下機械株式会社

株式会社ヤマナカ

TEL：079-222-0631

TEL：052-682-2111

TEL：03-3621-3111

〒672-8040
兵庫県姫路市飾磨区野田町43

〒456-0014
愛知県名古屋市熱田区中田町8ｰ20

〒130-0014
東京都墨田区亀沢3-13-4

株式会社山辺

株式会社山本機工

有限会社朝倉機販

TEL：0268-22-1151

TEL：06-6744-5100

TEL：052-804-0947

〒386-0018
長野県上田市常田3-2-29

〒577-0005
大阪府東大阪市七軒家12‐15

〒470-0134
愛知県日進市香久山4-701-4

有限会社エヌアイ・ツール

有限会社岡本機械工具店

有限会社オシガネ機械

TEL：048-543-7722

TEL：0886-22-8633

TEL：029-871-1131

〒365-0023
埼玉県鴻巣市笠原1917-1

〒770-0943
徳島県徳島市中昭和町3-15-8

〒300-1235
茨城県牛久市刈谷町1-111-8

有限会社関東機械

有限会社協和マシン通商

有限会社今井健蔵商店

TEL：0294-34-0336

TEL：045-540-2825

TEL：0257-23-4207

〒316-0023
茨城県日立市東大沼町3ｰ25ｰ6

〒223-0065
神奈川県横浜市港北区高田東4-16-36

〒945-0047
新潟県柏崎市比角1-9-4

有限会社小林義美商店

有限会社サンコーテクノス

有限会社端保機工

TEL：042-226-6040

TEL：0294-33-5088

TEL：0766-28-0226

〒181-0002
東京都三鷹市牟礼1-2-24

〒319-1234
茨城県日立市大和田町593

〒933-0827
富山県高岡市泉が丘3300番地-57 福原ビル2F

有限会社テクノホンダ

有限会社マックスツール

有限会社三浦機械

TEL：076-237-5640

TEL：048-970-8387

TEL：078-843-0671

〒920-0063
石川県金沢市三浦町301-34

〒343-0044
埼玉県越谷市大泊300-1

〒657-0021
兵庫県神戸市灘区桜ヶ丘町11-24-601

有限会社ヤスイ機販

株式会社ユウシ

株式会社ユーテック

TEL：052-301-3501

TEL：0778-51-6860

TEL：018-827-7728

〒454-0967
愛知県名古屋市中川区戸田西2-1601

〒916-0033
福井県鯖江市中野町56-47-1

〒010-1631
秋田県秋田市新屋元町21-9

横尾産業有限会社

株式会社吉田商会

米善機工株式会社

TEL：096-360-4240

TEL：03-3962-6341

TEL：096-353-4131

〒862‐0918
熊本県熊本市東区花立5-10-33

〒174-0053
東京都板橋区清水町46-5

株式会社ラウンドパワー

株式会社ワイズヨシハラ

TEL：045-924-2225

TEL：093-571-5186

〒226-0016
神奈川県横浜市緑区霧が丘5－2－7

〒803-0801
福岡県北九州市小倉北区西港町88-11

〒860-0824
熊本県熊本市中央区十禅寺1-4-80

