




※この広告は概要を説明したものです。
　詳しい内容は下記までお問い合わせください。

（SJ21-15311）　2022年2月17日作成

（SJ20-14258）　2021年1月29日作成
SJ21-15311  2022年2月17日

安定した企業経営のために、
全管連の2つの制度をご利用下さい。

企業の責任は、
果たせますか?

1.法定外労働災害補償制度
(従業員の補償のために)[労働災害総合保険]

本制度に関するお問い合わせ

2.管工事賠償補償制度
（第三者に対する賠償事故の補償のために）〔賠償責任保険年間包括契約〕

請負業者特約条項+生産物特約条項+施設所有管理者特約条項セット

工事中および工事完成・引渡し後に生じた偶然な事故、
施設の所有、使用または管理に起因する事故により、第
三者の身体・財物に対して法律上の損害賠償責任を負
担することによって被る損害を補償します。

事故が発生したとき、被害者への補償が企業の信用に大きく関わります。

補償
内容

全管連団体契約のスケールメリットを活かした低廉な
掛金水準です。特長

貴社の従業員および職場に携わる下請負人が「業務上
災害」および「通勤途上災害」により身体障害を被った
場合に保険金をお支払いします。
（政府労災保険で給付対象となる場合にかぎります。）

補償
内容

本制度の加入企業は、経営事項審査制度の資格審査に
おいて加点評価されます。特長

引受保険会社

〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL.03-3349-3820  FAX.03-6388-0157

営業開発部第三課
〒104-0041  東京都中央区新富町新富2-4-5　
ニュー新富ビル8F
TEL.03-3553-8552  FAX.03-3553-8553
受付時間：平日/午前9時15分～午後5時15分

株式会社ウーベル保険事務所
取扱幹事代理店
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第62回通常総会・全国大会

N A G A N O
長野
北信越ブロック記念誌

全国管工事業協同組合連合会
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第62回通常総会・全国大会スケジュール

大会次第

記念旅行日程

記念ゴルフ大会日程

通常総会
開会の辞

会長挨拶

議長選任

議案審議
　第１号議案　令和３年度事業報告書及び
　　　　　　　決算関係書類承認の件
　第２号議案　令和４年度事業計画、
　　　　　　　収支予算並びに経費の賦課及び
　　　　　　　徴収方法決定の件
　第３号議案　令和４年度借入金残高の
　　　　　　　最高限度決定の件
　第４号議案　役員補充選挙の件

閉会の辞

全国大会
開会の挨拶
開催地代表挨拶
会長挨拶
功労者表彰
来賓祝辞
来賓紹介
議長選任
大会スローガンの採択
祝電披露
閉会の挨拶

懇親会
開会の挨拶
開催地代表挨拶
会長挨拶
来賓祝辞
来賓紹介
歓迎セレモニー
乾杯
アトラクション
次期開催地発表
閉会の挨拶

■７月５日（火）［１日目］

■７月５日（火）［１日目］

■７月６日（水）［２日目］

軽井沢プリンスホテル ウエスト

軽井沢プリンスホテル ウエスト

碓氷軽井沢ＩＣ 上田菅平ＩＣ

別所温泉北向観音 坂城ＩＣ

坂城ＩＣ

信濃町ＩＣ
戸隠そば山口屋（昼食） 戸隠神社 中社・奥社 善光寺

※ゴルフプレー人数、終了時間によって行程の時間は前後する場合があります。

軽井沢７２ゴルフ 碓氷軽井沢ＩＣ

戸倉上山田温泉　信州の湯　清風園 長野駅

■７月６日（水）［２日目］
戸倉上山田温泉　信州の湯　清風園 長野駅

戸倉上山田温泉　信州の湯　清風園（宿泊）

戸倉上山田温泉　信州の湯　清風園（宿泊）
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令和４年度全国大会の開会に当たりまして、一
言ご挨拶を申し上げます。
本日は、公務ご多端の折りにもかかわりませず、
国土交通省様、厚生労働省様、長野県知事様、長
野市長様をはじめ、多数のご来賓の方々にご臨席
いただきまして、かくも盛大に全国大会を挙行す
ることができますことに、先ずもって厚く御礼申
し上げます。顧みますと、令和２年度と令和３年
度は全国的にコロナ禍が深刻さを増す中で、全国
大会を中止し、規模を縮小した通常総会のみの開
催を余儀なくされました。全国からの参加者の安
全を第一に考慮した結果とはいえ、総会・大会の
開催に向け多大なご尽力を頂いていた担当ブロッ
ク及び関係の皆様には非常に心苦しく辛い決断で
した。今年はここ軽井沢の地で３年ぶりに全国大
会を盛大に再開できることは、私自身非常に嬉し
く、喜びもひとしおであります。
一方では、２月下旬に始まったロシア軍のウク
ライナ侵攻により多くの人命が危機にさらされ続
ける事態に日々心を痛めておりますが、国際社会
の平和と安全のため、一刻も早い停戦の成立とロ
シア軍の撤退を強く求めるものであります。
さて、コロナ禍やウクライナ危機で食糧やエネ
ルギー供給等が世界的に不安定化する中、我々管
工事業界も景気の下振れが懸念され、依然として
先行き不透明な状況が続いております。技術者・
技能者不足など、その人材確保と育成が建設産業
における構造的な課題となっています。高齢者の
大量離職が見込まれる一方で、それを補うべき若
年者の入職確保に苦労しており、持続可能性が危
ぶまれる状況です。
本会会員数の減少が止まらない中、引き続き
我々工事事業者が指定給水装置工事事業者制度を
支えるためにも若い人が管工事業界に入職し、技
術・技能を身に着けていくという流れを定着させ
ることが必要です。

このことは、今春に岸田総理と斉藤国土交通大
臣と面談させていただいた際にも本業界喫緊の課
題として説明申し上げ、若年入職促進のためには
給与水準の引き上げや週休２日制の定着が必要と
のご理解を求めたところです。
全管連では、処遇改善や働き方改革に積極的に
取り組み、若者が将来設計をしっかりと持てる魅
力ある業界となるよう今後も尽力してまいります。
さて、令和４年度水道施設整備費に係る歩掛表
の改定では、全管連がかねてより要望していた配
水管布設に係る最小掘削幅が見直され、本年４月
より60センチへの改定が実現しました。これによ
り施工時の余裕幅が確保でき、狭い所での作業が
作業員に強いる負担感の解消に繋がることと、大
いに期待を寄せております。
また、今後も全管連では会員からの要望を踏ま
えて、積算基準の充実に向けて、引き続き要望を
行ってまいります。
昨今、悪質業者による高額請求や不要工事の強
要等、水回りの修理サービスに係る不当な取引行
為が止まらず、社会問題化しています。
全管連では、水道使用者が地域に根差した指定
工事店に安心して工事を依頼できるように、水道
週間等ＰＲチラシやポスターに悪質業者に対する
注意喚起を盛り込む等、引き続き広報の強化に努
めてまいります。
また、悪質業者の排除を推進するため、指定工
事事業者の更新制度を的確に運用するとともに、
不正行為に対する厳正な対応が図られるよう衆参
国会議員の水道議連の先生方と連携を図りながら
国や関係機関に積極的に働きかけてまいります。
皆様方の今後共変わらぬご支援とご指導をお願
い申し上げます。
結びに、本日ご列席の皆様のますますのご健勝
と事業のご繁栄を祈念し、本大会の盛会に感謝申
し上げまして、私の挨拶といたします。

令和４年度全国大会　ごあいさつ

全国管工事業協同組合連合会
会長　藤川　幸造
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全国管工事業協同組合連合会全国大会が、長野
県で開催されますことに感謝申し上げますととも
に、全国各地からお越しくださいました皆様を、
心から歓迎申し上げます。

貴連合会におかれましては、国民生活や社会経
済活動に不可欠なライフラインを支えるべく、上
下水道、ガス、空調設備などの管工事業を担う技
能者の育成に努められるとともに、災害時におけ
る全国の自治体等との協力体制を確立し、被災地
における水道施設の復旧支援など、社会貢献活動
にも積極的に取り組まれておりますことに、深く
敬意を表します。

皆様や先人達の弛まぬ努力と優れた技術によ
り、築き上げられた水道インフラにつきましては、
世界に類を見ない、低廉で安心・安全、そして何
よりも美味しい水を、日々提供することができて
おります。一方で、人口減少に伴う料金収入の減
少、管路等の老朽化や耐震化に加え、他の産業と

同様に担い手確保など、多くの課題に直面してお
り、本県においても、水道事業の広域連携に活路
を見出すべく、市町村等水道事業者の皆様ととも
に検討を進めているところです。加えて、時代は
コロナ禍からの復興、脱炭素、 ＤＸなど、大きな
転換期にあります。新たな社会システムや生活ス
タイルをも見据え、貴連合会会員の皆様には、一
層のご支援とご協力をお願い申し上げます。

さて、ここ信州・長野県には、3,000ｍ級の山々
やさわやかな高原など美しく豊かな自然のほか、
多くの文化遺産があふれ、また、信州の風土に育
まれた農畜水産物、郷土食も数多く、多彩な食文
化に恵まれております。皆様方にはこの機会に、
食・自然・歴史・文化など本県の魅力に触れてい
ただければ幸いです。

結びに、貴連合会のますますの御発展と会員の
皆様方の御健勝・御活躍を祈念いたしまして、歓
迎の挨拶といたします。

令和４年度全国大会　ごあいさつ

長野県知事
阿部　守一
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全国管工事業協同組合連合会第62回通常総会並
びに全国大会が多くの皆様の御参会のもと、盛大
に開催されますことを心よりお慶び申し上げま
す。
さて、水道事業を取り巻く環境は、人口減少によ
る水需要の減少、施設の老朽化の進行、事業の担い
手の不足などの社会情勢に加え、燃料費の高騰や
ヘリウムガスの世界的な供給不足など世界情勢か
らも大きな影響を受けております。
そうした中にあっても「安心安全な水を安定供
給する」という水道事業者の使命を果たすべく、当
協議会では県内水道事業者の連携をさらに深める
取組を進めております。
その一つが、「長野県水道技術アドバイザー派遣
事業」であります。これは、長野県水道事業広域連
携推進協議会からの依頼により今年度新たに創設
した制度で、水道事業の実務経験が豊かな職員を
「水道技術アドバイザー」として登録し、専門的な
技術支援を必要とする水道事業者に派遣して助言
などを行うものです。
また、毎年、当協議会において「水道研修会」を開

催し、関係職員の資質向上と水道事業等の適正な
運営に努めております。
水道事業において職員はまさに「人財」であり、
その育成と技術の継承は水道事業体の枠を超えて
行うべきものであります。
県内水道事業者が協力し、互いに切磋琢磨する
ことで、この緑豊かな信州の水道事業を未来の子
供たちにしっかりと引き継いでまいりたいと思い
ます。
改めて申し上げるまでもなく、水道事業の持続
的発展のためには、貴会を始めとする民間の力と
行政の連携は欠かせません。日々、全国各地でライ
フラインの維持管理に第一線で御尽力され、また
災害時にあっては迅速に被災地での復旧活動支援
に取り組まれるなど、市民生活を支えておられる
貴会会員各位に対し、深く敬意を表するとともに
感謝を申し上げます。
結びに、本大会の御成功と全国管工事業協同組
合連合会のますますの御発展と会員の皆様の御活
躍を心から御祈念申し上げ、歓迎のあいさつとさ
せていただきます。

令和４年度全国大会　ごあいさつ

長野県水道協議会会長
長野市長　荻原　健司
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的発展のためには、貴会を始めとする民間の力と
行政の連携は欠かせません。日々、全国各地でライ
フラインの維持管理に第一線で御尽力され、また
災害時にあっては迅速に被災地での復旧活動支援
に取り組まれるなど、市民生活を支えておられる
貴会会員各位に対し、深く敬意を表するとともに
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長野県水道協議会会長
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軽井沢へようこそ

軽井沢町において、全国管工事業協同組合連合

会第62回通常総会・全国大会が開催されますこと

を心より歓迎申し上げます。

当町は明治19年にカナダ生まれの英国聖公会宣

教師アレキサンダー・クロフト・ショーによって

避暑地として内外に紹介されて以来、国際保健休

養地として130年余の歴史を歩んでまいりました。

現在、町内には約16,000軒の別荘が点在し、上皇・

上皇后両陛下を始めとして、国内外の多くの要人

を迎えています。また、G7やG20の閣僚会合も開催

されたリゾート会議都市でもあり、1964年の東京

オリンピック総合馬術競技、1998年の長野冬季オ

リンピック・カーリング競技と、夏冬のオリンピッ

クが開催された町でもあります。最近では首都圏

を離脱して移住される方も目立ち、テレワークに

も拍車がかかっています。これからも自然豊かな

軽井沢を継承し、リゾート会議都市として国内外

へアピールしていきたいと思っております。

結びに、今大会の開催に際しまして準備の段階

からご尽力を賜りました関係者の皆様のご労苦に

対し感謝と敬意を表すとともに、本大会の成功と、

皆様の御健勝をお祈り申し上げ、歓迎の挨拶とい

たします。

令和４年度全国大会　ごあいさつ

軽井沢町
町長　藤巻　　進
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この度、全国管工事業協同組合連合会の第62回
通常総会及び全国大会を長野県軽井沢の地で開催
できることに感謝申し上げます。
また、記念誌を発行するにあたり広告掲載でご
協力をいただきました多くの皆様、大会の裏方を
申し出て頂きました皆様に重ねて感謝申し上げ
ます。
未だ感染者数の増減を繰り返しながら沈静化の
訪れは予想のつかない不確実なコロナ禍の中で、
第62回の通常総会及び全国大会を開催すべく全管
連の皆様のご指導を頂きながら準備を進めてまい
りました。会場の設定に際し変化するソーシャル
ディスタンスの基準により会場側とのすり合わせ
を行いましたがそれに時間を要しました。また、
参加申込みを頂くにあたり、参加人数を調整させ
て頂いた中でできる限り多くの皆様にご参加いた
だけるように検討させて頂きました。本来でした
ら大会の後の懇親会まで１時間程度ですが、会場
準備の都合上長時間お待ち頂きますことをお許し

くださいますようお願いいたします。
さて、ずっと続くコロナの感染拡大と 2 月から

のロシアのウクライナ侵攻とが重なり資材の高騰
や入手そのものの困難さも水道事業のサポーター
としての私たちに重く伸し掛かっています。
このような厳しい状況の中ではありますが、令
和４年度の全管連のスローガンのもと、この大会
を機に全会員が乗り切っていくことを会場担当の
長野県連としても願っております。
長野県には沢山の観光地があります。色々な所
へ訪れていただきたい中で、記念旅行は別所温泉
の北向観音、戸隠、善光寺、泊りは上山田温泉と
しました。ゆっくり温泉につかって旅の疲れを癒
し明日からの英気を養ってください。
また、ゴルフも軽井沢７２ゴルフでプレイをお
楽しみください。
本日は第62回全管連通常総会及び全国大会にご

参加いただきまして誠に有難うございました。

令和４年度全国大会　ごあいさつ

長野県水道工事業協同組合連合会
会長　山﨑　正寛
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祝
全国管工事業協同組合連合会

第62回通常総会・全国大会（北信越ブロック大会）

長野県水道工事業協同組合連合会
〒386-0014　長野県上田市材木町１丁目２番31号

Tel. 0268－24－1329

長野市水道工事協同組合

上田市上下水道事業協同組合

松本市水道事業協同組合

中野市水道工事協同組合

須坂市水道工事協同組合

千曲川県営水道工事業協同組合

大町市水道事業協同組合

塩尻市水道事業協同組合
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阿賀野市管工事業協同組合
魚沼市管工事業協同組合
小千谷管工事協同組合
柏崎管工事業協同組合
加茂管工事業協同組合
五泉管工事業協同組合
三条管工事業協同組合
新発田管工事業協同組合

上越市管工事業協同組合
燕市管工事業協同組合
十日町市管工事業協同組合
栃尾管工事業協同組合
長岡管工事業協同組合
新潟市管工事業協同組合
見附管工事業協同組合
南魚沼市管工事業協同組合

妙高市管工事業協同組合
村上管工事業協同組合
弥彦建管協同組合
糸魚川市管工事組合
佐渡管工事組合
聖籠町管工事業協会
田上町管工事業組合

富山市管工事協同組合
高岡市管工事業協同組合
氷見管工事業協同組合
射水市管工事業協同組合
黒部水道工事業協同組合
上市町管工事協同組合
小矢部市管工事業協同組合

滑川市管工事協同組合
砺波管工事業協同組合
魚津市管工事業協同組合
立山町管工事協同組合
南砺市管工事業協同組合
入善町管工事業組合
朝日町管工事業組合

祝
全国管工事業協同組合連合会

第62回通常総会・全国大会（北信越ブロック大会）

新潟県水道工事業協同組合連合会

祝
全国管工事業協同組合連合会

第62回通常総会・全国大会（北信越ブロック大会）

富山県管工事業協同組合連合会

〒951-8127　新潟県新潟市中央区関屋下川原町1-3-14
Tel. 025 (267) 1865

〒931-8325　富山県富山市城川原二丁目9番10号 富山市管工事（協）会館内
Tel. 076－438－6702
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祝
全国管工事業協同組合連合会

〒921-8043　石川県金沢市西泉5-93
Tel. 076－243－5121

第62回通常総会・全国大会（北信越ブロック大会）

石川県管工事業協同組合連合会

祝
全国管工事業協同組合連合会

第62回通常総会・全国大会（北信越ブロック大会）

福井県管工事業協同組合連合会
〒918-8204　福井県福井市南四ツ居1-1-9 福井管工事センター

Tel. 0776－54－1301

石川県管工事協同組合
加賀管工事協同組合
小松管工事協同組合
白山市管工事協同組合
能美市管工事協同組合
野々市市管工事協同組合

七尾市管工事協同組合
珠洲管工事協同組合
津幡町管工事協同組合
能登町管工事協同組合
門前町管工事組合

福井管工事業協同組合
鯖江管工事業協同組合
越前管工事業協同組合
敦賀市管工事協同組合
小浜市管工事協同組合

大野市管工事業協同組合
坂井市管工事業協同組合
南条管工事業協同組合
美浜町管工事組合
若狭町管工事組合
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協賛広告掲載企業・団体一覧

㈱アカギ ･･･････････････････････････････ 36
上田ガス㈱ ･････････････････････････････ 38
上原産業㈱ ･････････････････････････････ 38
塩化ビニル管・継手協会 ･････････････････ 36
大町市水道事業協同組合 ･････････････････ 35
㈱オンダ製作所 ･････････････････････････ 38
㈱カクダイ北関東営業所 ･････････････････ 38
㈱川西水道機器 ･････････････････････････ 36
㈱川本第一製作所 ･･･････････････････････ 38
㈱キッツ ･･･････････････････････････････ 38
㈱クボタ ･･･････････････････････････････ 32
クリエイト㈱長野営業所 ･････････････････ 40
㈱小泉中部長野営業所 ･･･････････････････ 37
㈱光明製作所 ･･･････････････････････････ 35
興和ゴム工業㈱ ･････････････････････････ 40
コスモ工機㈱ ･･･････････････････････････ 32
コスモ工機㈱東京支店 ･･･････････････････ 38
㈱サカイプランニング ･･･････････････････ 42
サンエス護謨工業㈱ ･････････････････････ 40
㈱三京 ･････････････････････････････････ 35
塩尻市水道事業協同組合 ･････････････････ 40
㈱清水合金製作所 ･･･････････････････････ 38
昭和企業㈱ ･････････････････････････････ 40
昭和企業㈱長野支店 ･････････････････････ 42
信光実業㈱大町支店 ･････････････････････ 40
信陽機材リース販売㈱ ･･･････････････････ 42
シンワエンタープライズ㈱ ･･･････････････ 40
㈱水研名古屋支店 ･･･････････････････････ 39
水 ing ㈱････････････････････････････････ 42
鈴与マタイ㈱ ･･･････････････････････････ 41

（一社）全国設備業ＩＴ推進会 ･････････････ 35
損害保険ジャパン㈱ ･････････････････････ 44
㈱武田 ･････････････････････････････････ 39
㈱竹村製作所 ･･･････････････････････････ 33
㈱タブチ高崎支店 ･･･････････････････････ 39
TOTO ㈱ ･･･････････････････････････････ 37
㈱ドコモＣＳ長野支店 ･･･････････････････ 39
㈱トミス ･･･････････････････････････････ 39
長島鋳物㈱ ･････････････････････････････ 41
長野市水道工事協同組合 ･････････････････ 34
長野三菱自動車販売㈱ ･･･････････････････ 41
日鋳商事㈱ ･････････････････････････････ 41
日特工業㈱ ･････････････････････････････ 41
㈱日邦バルブ ･････････････････････････ 2, 39
日本キャタピラー合同会社長野営業所 ･････ 41
橋本総業㈱ ･････････････････････････････ 33
㈱光合金製作所 ･････････････････････････ 36
日之出水道機器㈱長野営業所 ･････････････ 41
富士コムテック㈱ ･･･････････････････････ 41
富士通コワーコ㈱ ･･･････････････････････ 42
フジテコム㈱ ･･･････････････････････････ 42
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱長野支社 ･･･ 42
前澤化成工業㈱中部支店名古屋営業所長野出張所 ･･ 37
前澤給装工業㈱ ･････････････････････････ ３
㈱マルニシ ･････････････････････････････ 37
㈱ミナミサワ ･･･････････････････････････ 31
㈱本久 ･････････････････････････････････ 39
ユアサ商事㈱長野支店 ･･･････････････････ 40
㈱ LIXIL 甲信越支社長野営業所 ･･･････････ 39
渡辺パイプ㈱ ･･･････････････････････････ １

（50音順・敬称略）
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〒381-0038 長野県長野市大字東和田908-15
　　　　　 TEL 026 （241） 0893

理事長　金 澤　久仁彦
長野市水道工事協同組合
イメージキャラクター

レッサくん

（組合員数53社）

金澤工業㈱ 松澤工業㈱ 大倉設備工業㈱ 浦安工業㈱長野支店
立川工業㈱ 第一設備工業㈱長野支店 大和施設㈱ 共立管工㈱
佐藤設備㈱ ㈲青木工業所 酒井管工㈱ ㈱共同設備
ライフライン長野㈱ ㈱日建設備 ㈲宮沢管工業所 ㈱田中設備工業
㈱三協プラミング タカチ工業㈱ ㈱ヤマサン ㈱ケーテック
増田工業㈱ 大邦工業㈱ ㈱管興社 新設工業㈱
㈱明興 ㈲岩田設備工業 ㈱マツハシ冷熱 日本ガス工事㈱
高田産業㈲ ㈱日拓 ㈱酒井設備 ㈱栄明
コマキ工業㈱ オールパイピングシステム㈱ ㈱タマキ長野 ㈱アルプス管工長野支店
㈲稲田設備 徳武設備 久保管工 ㈱原建
㈲アールアンドデー 共進住設㈱ 吉原建設工業㈱ ㈱徳永鉄工所
竹前設備 小山産業㈱ 新栄設備㈲ ㈱斉藤工務店
㈲杉田商事 丸更産業㈱ ㈲建高総備 ㈱アースワーク
和田産業㈱   

「早く修理したい」の気持ちに付け入る悪質業者は許せないな

インターネットの「最安値」につられて
よく分からない業者に依頼するのは危険だわ
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大町市水道事業協同組合
理 事 長　菅 沢　浩 也
専務理事　松 坂　　広
理　　事　腰 原　有 智
理　　事　内 山　重 喜
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https://www.hikarigokin.co.jp

本社／工場

松本営業所

〒047-8686 小樽市新光5丁目9番6号
☎（0134）52-2135（代）　 FAX（0134）54-9511

〒390-0847 松本市笹部1丁目4番14号
☎（0263）25-8160（代）　 FAX（0263）25-9792

取扱営業所
不凍水抜栓不凍湯抜栓

GS
水抜栓 平行オネジ

GSH
湯抜栓 平行オネジ

GSU
水抜栓 テーパメネジ（内ネジ）

シリーズ新登場

GSUH
湯抜栓 テーパメネジ（内ネジ）
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より快適な暮らしへの貢献

東京支店　〒105-0003　東京都港区西新橋三丁目9番5号
　　　　　　　（TEL）03-3435-8810　（FAX）03-3435-8830 

https://www.cosmo-koki.co.jp/

コスモ耐震型

     ロックバルブ2型

コルゲートイージーカポリコルゲートイージーカポリ 被覆イージーカポリパイプW

架橋ポリエチレン管
低巻きぐせタイプ
架橋ポリエチレン管
低巻きぐせタイプ
架橋ポリエチレン管
低巻きぐせタイプ

コルゲート管付架橋ポリエチレン管 
低巻きぐせタイプ
コルゲート管付架橋ポリエチレン管 
低巻きぐせタイプ
コルゲート管付架橋ポリエチレン管 
低巻きぐせタイプ

〒501-3263　　岐阜県関市広見 851 番地の 3
TEL（0575）24-8585 ㈹　FAX（0575）24-8181
E-mail　eig-s@onda.co.jp

伸縮が簡単

優れた施工性で
省力化！！
優れた施工性で
省力化！！

���

ヒーターガイド付
被覆イージーカポリパイプ W

寒冷地での
凍結防止に便利

巻きぐせの矯正が
スムーズ！

狭所や
貫通部の配管
に便利 取り回し

ラクラク

URL  https：//www.onda.co.jp/

キズに強く
柔らかい

株式会社 川本第一製作所

〒387-0023 長野県千曲市大字八幡字柳田 2178番 5
TEL.026-272-6000 ㈹　FAX.026-273-4511

長野営業所
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株式会社　ト ミ ス

トミスは新しい技術の向上に意欲と創意を傾けより良い製品を造ることをモットーに
限りない可能性を秘めている未来社会に向かって躍進しています

■省力開放型鉄蓋 ■Sシリーズ ■LSシリーズ

長野営業所　長野県須坂市米持156-1

TEL 　０２６－２４５－４５２３ FAX　　０２６－２４６－２１０８

流体をコントロールするのが仕事です。

水水水 エアーエアーエアー医療医療医療 冷媒冷媒冷媒

配管システムで暮らしを支えるタブチは、確かな技術で新たなフィールドに挑戦します。

＜本社 / 工場＞ 〒547-0023 大阪市平野区瓜破南 2-1-56
　TEL 06-6708-0150 ㈹　FAX 06-6708-0210

＜高崎支店＞ 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町 18-5
　TEL 027-323-1124 ㈹　FAX 027-327-9132

 

-1
0269-22-2185 0269-26-7873
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382-0005 2243

TEL 026-245-1280 FAX 026-246-9123

399-0702 251 10
TEL(0263)54-3088 FAX(0263)54-2009

クリエイト公式キャラクター
「 クリッパくん  」
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スピードは控えめに。エコドライブで環境にやさしく。
　　　　　　後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

長野三菱自動車販売株式会社

© 2021 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT、CATERPILLAR、LET’ S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、
"Power Edge"、および Cat "Modern Hex"のトレードドレスは、本書に記載されている企業および製品の識別情報と同様に、
Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

Cat® 303CR
303.5 CR / 304 CR
Cat® 303CR
303.5 CR / 304 CR

使いやすさを
全ての人に、
全ての現場に。

使いやすさを、
すべての人に、
すべての現場に。

使いやすさを、
すべての人に、
すべての現場に。

次世代
ミニ油圧ショベル
新登場。
次世代
ミニ油圧ショベル
新登場。

日本キャタピラー合同会社
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■ 本社
神奈川県川崎市中原区下小田中2-3-5
富士通中原ビル 044-754-4133
■ 長野支店
長野県長野市鶴賀緑町1415
大通りセンタービル 026-462-2260

富士通コワーコ
株式会社
オフィスビジネス　PCデータ消去・買取サービス　
ドキュメントビジネス・サプライビジネス　
間接材調達ビジネス

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

コワーコ広告03.pdf   1   2022/02/28   10:24

長野支社　 380-0904 長野市鶴賀七瀬中町 161-1 ハーモニー七瀬ビル 北館
TEL:026-227-1231 https://www.fujifilm.com/fb/company/fbj

sakaip.co.jp

 建設機械レンタル・販売・修理
 お気軽にご相談ください。

信陽機材リース販売(株)
上田営業所

TEL：0268-25-2800  FAX：0268-24-1006
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MEMO




