
○正　会　員 令和５年２月２７日現在 34団体
建専連
役　職 役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

(一社)建築開口部協会 JBOA 101-0048 東京都千代田区神田司町２－８－４　吹田屋ビル６F 03-6459-0730 03-6459-0731 会　　長 吉田　　聡 事務局長 小川　與一

（一社）消防施設工事協会 消施工協 102-0074 東京都千代田区九段南３－５－６　スマイルビル２Ｆ 03-3288-0352 03-3288-0362 会　　長 橋爪 　　毅 事務局長 藤崎　　安

全国圧接業協同組合連合会 全圧連 111-0053 東京都台東区浅草橋3丁目1番1号 ＴＪビル7F 03-5821-3966 03-5821-3980 会　　長 嘉藤　裕一 専務理事 中村  真也

全国管工事業協同組合連合会 全管連 170-0004 東京都豊島区北大塚３－３０－１０　全管連会館 03-5981-8957 03-5981-8958 会　　長 藤川　幸造 専務理事 粕谷　明博

（一社）全国圧入協会 JPA 108-0075 東京都港区港南２-４-３　三和港南ビル５階 03-5781-9155 03-5781-9156 会　　長 森永　教夫 事務局長 那須　雄彦

（一社）全国基礎工事業団体連合会 全基連 132-0035 東京都江戸川区平井５－１０－１２　アイケイビル４F 03-3612-6611 03-3612-6202 会　　長 梅田     巖 専務理事 幸保  英樹

（一社）全国クレーン建設業協会 全ク協 104-0031 東京都中央区京橋２－５－２１　京橋NSビル７F 03-3562-7018 03-3562-7019 会    長 柴﨑　祐一 専務理事 井上　信吾

(一社)全国建設室内工事業協会 全室協 103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－５－１０　神田ビル４F 03-3666-4482 03-3666-4483 副会長 会　　長 横山　忠則 専務理事 佐藤　常典

(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会 全圧連 101-0041 東京都千代田区神田須田町１－１３―５　藤野ビル７F 03-3254-0731 03-3254-0732 副会長 会　　長 佐藤　隆彦 専務理事 北口  延郎

（一社）全国タイル業協会 全タ協 461-0002 愛知県名古屋市東区代官町３９－１８　陶磁器ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ２F 052-935-7941 052-935-4072 会　　長 髙島　太志 事務局長 大井川　正城

(公社)全国鉄筋工事業協会 全鉄筋 101-0046 東京都千代田区神田多町２－９－６　田中ビル４F 03-5577-5959 03-3252-9170 会長 会　　長 岩田　正吾 事務局長 村井　隆嗣

(一社)全国道路標識・標示業協会 全標協 102-0083 東京都千代田区麹町３－５－１９　にしかわビル３F 03-3262-0836 03-3234-3908 理事 会　　長 清水　修一 専務理事 小池　昭広

（一社）全国防水工事業協会 全防協 101-0047 東京都千代田区内神田３－３－４　全農薬ビル６F 03-5298-3793 03-5298-3795 会　　長 有山　幸治郎 専務理事 遠藤　　和利

全国マスチック事業協同組合連合会 ﾏｽﾁｯｸ協連 150-0032 東京都渋谷区鶯谷町１９－２２　塗装会館 03-3496-3861 03-3496-6747 会　　長 實松　幹次郎 事務局長 大久保　慶二郎

ダイヤモンド工事業協同組合 ＤＣＡ 108-0014 東京都港区芝５－１３－１６　三田文銭堂ビル２階 03-3454-6990 03-3454-6991 監事 理 事 長 赤羽　弘秋 専務理事 土堂　　進

（一社）日本アンカー協会 ｱﾝｶｰ協会 101-0061 東京都千代田区神田三崎町２－９－１２　弥栄ビル５F 03-5214-1168 03-5214-1169 会　　長 山﨑　淳一 専務理事 武山　光成

(一社）日本ウレタン断熱協会 ウレ断協 103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－１０－６　日本橋SDビル 03-3667-1075 03-3667-1076 会　　長 丸山　和久 専務理事 橘谷  幸夫

日本外壁仕上業協同組合連合会 ＮＧＳ 151-0053 東京都渋谷区代々木２－５－１　羽田ビル５０２ 03-3379-4338 03-3374-3982 会　　長 野口　陽一 専務理事 竹内　金吾

(一社)日本機械土工協会 日機協 110-0015 東京都台東区東上野５－１－８　上野富士ビル９F 03-3845-2727 03-3845-6556 理事 会　　長 山梨　敏幸 常務理事 清水　英紀

(一社)日本基礎建設協会 基礎協 103-0014 東京都中央区日本橋蠣殻町２－８－１２　岸浪ビル６階 03-6661-0128 03-6661-0129 会　　長 脇　　雅史 専務理事 石田　政樹

日本金属工事業協同組合 日金協 110-0016 東京都台東区台東１－１４－１１　藤野ビル３０１ 03-3831-2981 03-3831-2982 理 事 長 佐久間　克行 事務局長 日影　秀樹

日本建設インテリア事業協同組合連合会 ジェイシフ 102-0083 東京都千代田区麹町３－５　柳田ビル４F 03-3239-6551 03-3239-6552 会　　長 岩野　　彰 専務理事 岡田 今朝紀

(一社)日本建設躯体工事業団体連合会 日本躯体 173-0013 東京都豊島区東池袋４-８-８　東池袋パークビル５Ｆ 03-6709-0201 03-6709-0210 副会長 会　　長 大木　勇雄 事務局長 吉村　邦弘

(一社)日本型枠工事業協会 日本型枠 105-0004 東京都港区新橋６－２０－１１　新橋ＩＫビル１F 03-6435-6208 03-6435-6268 副会長 会　　長 三野輪　賢二 事務局長 鈴木  秀穗

(一社)日本建築板金協会 日板協 108-0073 東京都港区三田１－３－３７　板金会館５Ｆ 03-3453-7698 03-3456-2781 会　　長 天野　宏昌 専務理事 小畠　義郎

(一社)日本左官業組合連合会 日左連 162-0841 東京都新宿区払方町２５－３ 03-3269-0560 03-3269-3219 理事 会　　長 石川　隆司 専務理事 三溝　　尚

日本室内装飾事業協同組合連合会 日装連 105-0013 東京都港区浜松町２－６－２　浜松町２６２ビル２Ｆ 03-3431-2775 03-3431-4667 理 事 長 小坂田　達朗 事務局長

(一社)日本シヤッター・ドア協会 ＪＳＤＡ 102-0074 東京都千代田区九段南３-７-１４　VORT九段７F 03-3288-1281 03-3288-1282 会　　長 潮崎　敏彦 事務局長 髙木　利久

(一社)日本造園組合連合会 造園連 101-0052 東京都千代田区神田小川町３－３－２　マツシタビル７F 03-3293-7577 03-3293-7579 理 事 長 内海　一富 事務局長 酒井　博之

(一社)日本造園建設業協会 日造協 113-0033 東京都文京区本郷３－１５－２　本郷二村ビル4階 03-5684-0011 03-5684-0012 理事 会　　長 和田　新也 事務局長 柄本　徳満

（一社）日本タイル煉瓦工事工業会 日タ煉 162-0843 東京都新宿区市谷田町２－２９　こくほ２１ ４Ｆ 03-3260-9023 03-3260-9024 会　　長 大野　繁幸 事務局長 増田　隆信

(一社)日本塗装工業会 日塗装 150-0032 東京都渋谷区鶯谷町１９－２２　塗装会館３F 03-3770-9901 03-3770-9980 監事 会　　長 加藤　憲利 専務理事 村木　克彦

（一社）日本鳶工業連合会 日鳶連 105-0011 東京都港区芝公園３－５－２０　日鳶連会館 03-3434-8805 03-5472-5747 会　　長 清水　　武 事務局長 木野  一弘

（一社）プレストレスト・コンクリート工事業協会 ＰＣ工協 162-0821 東京都新宿区津久戸町４－６　第3都ビル8F 03-3260-2545 03-3260-2518 会　　長 小瀬谷　末義 事務局長 福永　大二

○特 別 会 員 2団体
建専連
役　職 役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

(一社)日本空調衛生工事業協会 日空衛 104-0041 東京都中央区新富２－２－７　空衛会館３F 03-3553-6431 03-3553-6786 会　　長 藤澤　一郎 事務局長 宇佐　俊範

(一社)日本計装工業会 日計装 101-0031 東京都千代田区東神田２－４－５　東神田堀商ﾋﾞﾙ４階 03-5846-9165 03-5846-9166 会　　長 生駒　昌夫 専務理事 大澤　昭敏

○賛 助 会 員 3団体
建専連
役　職 役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

(一社)建設コンサルタンツ協会 建コン協 102-0075 東京都千代田区三番町１番地　ＫＹ三番町ビル７Ｆ・８Ｆ 03-3239-7992 03-3239-1869 会　　長 野崎　秀則 事務局長 樋口　光良

（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会 ＰＣ建協 162-0821 東京都新宿区津久戸町４－６　第３都ビル 03-3260-2535 03-3260-2518 会　　長 森　　拓也 事務局長 平井　　尚

(一社)日本電設工業協会 電設協 107-8381 東京都港区元赤坂１－７－８　東京電業会館４F 03-5413-2161 03-5413-2166 会　　長 山口　　博 事務局長 西　　康二

(一社)建設産業専門団体連合会事務局 建専連 105-0001 東京都港区虎ノ門４－２－１２　虎ノ門４丁目ＭＴビル２号館３Ｆ 03-5425-6805 03-5425-6806 会　　長 岩田　正吾 事務局長 柳澤　庄一
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