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しずおかビルメン会報（第 66 号） 令和 3年 8月

　令和の３年度を迎え、一言ご挨拶申し上げます。

　会員の皆様には、日頃から当協会の運営にご支援、ご協力をいただき、厚く御礼申し上げ

ます。

　皆様方におかれましては、昨年からの新型コロナウイルス感染症との戦いが続く中、働き

方や生活の仕方が大きく変わり、その対応に苦慮されていることと存じます。

　当協会におきましても、昨年７月に協会創立５０周年の大きな節目を迎えましたが、残念

ながら記念事業はもとより、従業員の安全意識の高揚を図るために実施してきた安全大会や

小学生を対象に実施してきた清掃の出前教室事業もやむなく中止といたしました。

　そうした中でも当協会は、建築物衛生法に基づく厚生労働大臣の登録を受けた研修機関と

して、感染防止措置の徹底を図り清掃作業従事者及び貯水槽清掃作業従事者研修会を開催い

たしました。また会員の皆様の繁栄と地域への貢献を念頭に静岡県と入札制度の見直しをは

じめ、当協会の役割を御理解いただけるよう様々な意見交換もしてまいりました。

　本年度は、限られた予算の中ではありますが、新型コロナ感染防止に配慮しつつ、また時

代の要請に対応しながら各種事業を着実に実施してまいります。

　ワクチン接種も進み、東京オリンピック開催も間近となり、徐々に日常が戻りつつありま

すが、一方では政府による「働き方改革」推進に伴い、最低労働賃金上昇が余儀なくされ、

企業業績や雇用状況の圧迫が進み、業界を取り巻く環境が一層厳しくなる中ではございます

が、各事業が計画通り実行できますよう、会員及び関係する皆様方のご理解とご支援、ご協

力を賜わりますようお願いいたします。

　最後になりましたが、７月２７日に開催された理事会で、引き続き令和３・４年度の会長

を務めさせていただくこととなりました。当協会のさらなる発展のために全力を挙げて取り

組んでまいりますとともに、皆様方におけるますますのご繁栄を心から祈念しまして、挨拶

とさせていただきます。

令和３年度を迎えて

一般社団法人静岡県ビルメンテナンス協会

      　　      会　長　　斯波 幹和
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　会員の皆様方におかれましては、日頃より労働基準行政に当たり、御理解・御協力をいた

だき、感謝申し上げます。

　さて、令和２年の労働災害の発生状況を御案内しますと、死亡災害が 24 件と前年より７

件増、休業４日以上の死傷災害が 4,354 件と前年より 100 件減となりました。死傷災害の業

種割合を見ますと、ビルメンテナンス業が含まれる第三次産業が約 42％を占めています。ま

た、どのような事故が多かったかという点では、一番多かったのが去年同様転倒による災害

で、その割合は約 24％でした。次に多かった墜落・転落災害が約 16％なので、圧倒的に転

倒災害が多い状況です。

　転倒災害というと、大した事故じゃないと思われがちですが、その約 6割が骨折し、1ヶ

月以上休業しているというのが現実です。

　皆様のビルメンテナンスのお仕事には、濡（ぬ）れた場所を歩く、荷物を持っての階段（か）

の上り下りをする、色々荷物があって片付け（づけ）が不十分な場所で仕事をすることもあ

ると思います。そういった場所が転倒事故が発生するリスクの高い場所（ぬかづけ）、と言

われています。このようなリスクがある場所は、今までは大丈夫だったのに、突然事故の原

因となったりします。ですからそういった場所では「リスクのある場所なんだ」と意識する

ことがまず大事だと思っています。

　静岡労働局では、このぬかづけ運動の展開を始め、第三次産業の安全衛生は全社的に取り

組む、ということを推奨する「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を進めて

います。皆様の御協力をお願いいたします。

　事業者は、労働者を、怪我など一切させずに家から出勤した姿で家に帰してやらねばなり

ません。労災事故が起きれば労働者が痛いだけではなく、会社にとっても色々なデメリット

があるものです。是非、持続的な安全衛生活動をお願いいたします。

　結びに、貴協会の益々の御発展と会員の皆様方の御健勝を祈念して挨拶とさせていただき

ます。

ご　挨　拶

静岡労働局労働基準部

      　　　労働安全課長　松本 政浩
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　会員の皆様方におかれましては、日頃から建築物の衛生管理に御尽力をいただき、厚くお

礼申し上げます。

さて、世界的に新型コロナウイルスの感染が蔓延する中で、皆様方におかれましては、特定

建築物におけるアルコール消毒や換気の実施など、感染拡大の防止に向け、大変な御苦労を

されているものと存じます。

しかし、建築物の機能高度化が進んでいることもあり、特に機械換気を導入している建築物

では、窓開け換気ができないなど、十分な換気量を確保することが難しい状況です。

厚生労働省が特定建築物の環境衛生について毎年実施している調査によりますと、令和元年

度の建築物環境衛生管理基準不適合率は、相対湿度（冬季の湿度低下）57.6％、温度（夏季

の室温上昇）29.5％、二酸化炭素（濃度上昇）26.6％と、依然としてかなり高い傾向にあります。

ウィズコロナ・アフターコロナ時代を迎えつつある状況の中で、新型コロナウイルス感染対

策ばかりでなく、インフルエンザウイルス等の感染対策や、熱中症対策にも取り組んでいか

なければなりません。室内の空気環境を保ちつつ換気量を確保するといった難しい対応を迫

られております。

県といたしましては、引き続き厚生労働省と連携し、新型コロナウイルス感染症関連の情報

提供に努めるとともに、建築物等の衛生的環境が確保されるよう、講習会や立入調査などを

通じて、正しい知識の普及や指導等を行ってまいります。

皆様方におかれましては、これら県の施策に御理解をいただくとともに、今後も建築物の維

持管理のプロフェッショナルとしての職能を最大限発揮され、建築物の衛生管理の更なる向

上に御支援・御協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、貴協会のますますの御発展と、会員の皆様の御健康と御多幸を祈念いたしまして挨

拶といたします。

ご　挨　拶

静岡県くらし・環境部 環境局

               水利用課長　市川 浩司
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　静岡県ビルメンテナンス協会におかれましては、日頃よりビルメンテナンスに関する専門

知識と技能の普及に取り組まれ、労働者の方々に快適な職場環境を提供していただいており

ますことに対し、心から感謝申し上げますとともに、小学校で実施している「清掃の出前教

室」や青年部における清掃奉仕活動を通じて、地域社会の環境衛生の推進や意識の啓発に多

大な貢献をしておられますことに対し、深く敬意を表します。

　また、障害者技能競技大会（アビリンピック）静岡県大会のビルクリーニング競技の実施

に際しては、大会運営に毎年多大な御協力をいただいております。障害のある方の職業能力

の向上に協会一丸となって御協力いただいておりますことに、この場をお借りして厚くお礼

申し上げます。

　さて、新型コロナウイルス感染症の拡大は、人々の意識や価値観、暮らし方、働き方に大

きな影響を与え、社会システムやビジネスモデル、産業構造の転換が進みつつあります。県

ではウィズコロナ・アフターコロナ時代においても、誰もが努力すれば夢のかなう

「“Dreams come true in Japan”の拠点」を目指し、世界に誇れる「富国有徳の美しい“ふ

じのくに”づくり」の実現に向けて取り組んでおりますが、この取組を進めていくためには、

社会の変化に的確に対応し、次代の産業を担う優れた人材を育成することが大変重要です。

　このため県では、学齢期から技能に親しみ職業観を育む「ものづくり体験教室」の開催や、

技能競技大会の開催、職業訓練校における各種の訓練や優れた技能者の表彰など、学齢期か

ら成年期までにおいて様々な人材育成の取組を推進しています。今年４月には清水・沼津の

各技術専門校を統合して「静岡県立工科短期大学校」を開校し、これからの本県の産業を牽

引し、新たな時代を創造する若い技能者を育成してまいります。

　貴協会におかれましては、これまで蓄積された豊富な知識や経験、優れた技能を存分に発

揮され、今後ともビルメンテナンス業界におけます「人づくり」に御支援を賜りますようお

願い申し上げます。

　結びに、貴協会のますますの御発展と、会員の皆様の御活躍を祈念いたしまして、御挨拶

といたします。

ご　挨　拶

静岡県経済産業部 就業支援局

        職業能力開発課長　鈴木 寿美
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静岡県ビルメンテナンス協会の50年

2020
（R2）

2010
（H22）

2000
（H12）

1990
（H2）

1980
（S55）

1970
（S45）

1966.1 全国ビルメンテナンス協
会連合会が結成
1970.10 建築物衛生法施行
1972.10 労働安全衛生法施行

1975.7 建築物衛生法改正、面積
3,000 ㎡以上に
1981.5 建築物衛生法改正、6業
種の登録制度開始

1982.5 職業訓練法の改正、技能
検定に「ビルクリーニング」が
追加（国家検定）
1982.11 ビルクリーニング技士
の名称が「ビルクリーニング技
能士」に変更
1988.6 労基法改正  労働時間短
縮、週 40 時間に

1991.6 清掃員の新名称が「ク
リーニングクルー」に決定

1994.4 日本産業分類改正、ビル
メンテナンス業が独立して記載

2001.4 建築物衛生法改正、登録
業種が 8業種に
2003.4 建築物衛生法改正、室内
空気環境項目にホルムアルデヒ
ド追加

2007.7 県地球温暖化防止条例施
行、「静岡県建築物環境配慮制
度」が規定

1995.1 阪神淡路大震災 (M7.2)

2011.3 東日本大震災 ( 東北地方
太平洋沖地震 (M9.0)、福島第一
原子力発電所事故 )

2004.10 新潟県中越沖地震 (M6.8)

2019.11 ～  新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）発生、全世
界で猛威
2021.3  国内で新型コロナワク
チン承認、接種開始
2021.7  東京オリンピック開催

1973.5 建築物衛生法改正、面積
5,000 ㎡以上に

1970
朝倉清一

1972
杉山正男

1974
大滝　力

1981
時田行一

1991
斯波辰兵

1997
伊藤正志
1999
斯波辰兵
2001
杉山一成

2011
斯波幹和

静岡県ビルメンテナンス協会のできごと年 業界・社会のできごと歴代会長

清掃作業従事者研修及び貯水槽清掃作業従事
者研修の登録機関として厚生労働大臣の登録
を受ける

2019. 6.17
(R 元 )

協会創立５０年を迎える2020. 7.  1
(R 2)

一般社団法人として認可、「一般社団法人静
岡県ビルメンテナンス協会」に名称変更

2012.  6.  1
(H24)

第 1 回静岡県障害者技能競技大会（アビリン
ピック）開催  ビルクリーニング競技実施

2009.  8.  1
(H21)

第 13 回ビルメンテナンス青年部全国大会を
静岡市内で開催

2008.10.22
(H20)

協会事務所を静岡市葵区駿河町 4-14 に移転2005.  4.  1
(H17)

国際園芸博覧会「浜名湖花博」会場の清掃管
理業務を受託

2003.11.24
(H15)

青年部設立総会開催
第 1回ビルメンセミナーを開催

2002.11.25
(H14)

静岡県と浙江省との友好提携を機に開催した
「中国浙江省展覧会」の清掃管理業務を受託

1982.  5
(S56)

協会事務所を静岡市八幡 1丁目 1-4 に移転1993.  6.10
(H 5)

第 1 回 労働安全大会を開催 ( 静岡労働基準局
後援 )

1991.10.29
(H 3)

第 1 回ビルクリーニング技能競技会を開催
　( 第 2回全国競技会の予選会として )

1991.  8.17
(H 3)

第 1 回 社会奉仕活動として県内３カ所で
ボランティア清掃活動を実施

1986.  8.26
(S61)

「SUNPU博’89」会場のメンテナンス業務受託、
団結式を実施

1989.  3.15
(H 元 )

「しずおかビルメン会報」創刊号を発行1982.  8
(S59)

「社団法人静岡県ビルメンテナンス協会」を
設立（登記）

1981.  1. 17
(S56)

「社団法人静岡県ビルメンテナンス協会」の
設立許可

1980.12.19
(S55)

「静岡県ビルメンテナンス協会」に名称変更
静岡市城東町 7番地に協会事務局を設置

1972.10.  1
(S47)

社団法人全国ビルメンテナンス協会に加盟1972.  4.20
(S47)

建築物総合管理企業 14 社により、任意団体
「静岡ビルメンテナンス協会」を設立

1970.  7.  1
(S45)
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 役　名   氏　 　　　　名 会　　　社　　　名

 会　長 斯波 幹和（しば　もとまさ） 株式会社サン

 副会長 杉本 　晃（すぎもと　あきら） 杉本美装 株式会社

 　〃 櫻井 貴彦（さくらい　たかひこ） 株式会社 静岡セイコー

 　〃 高橋 一博（たかはし　かずひろ） 東海ビル管理 株式会社

 理　事 有賀 公哉（ありが　きみや） 株式会社 共同 

 　〃 宮本 信勇（みやもと　のぶお） 株式会社 東亜ビルサービス

 　〃 長田 貴美乃（ながた　きみの） 株式会社 セイセイサーバー

 　〃 新井 英明（あらい　ひであき） 株式会社 東静岡ビルサービス

 　〃 杉崎 亮慈（すぎさき　あきちか） 株式会社 三島美装

 　〃 小林 千種（こばやし　ちぐさ） 株式会社 カンザイ

 　〃 村松 　淳（むらまつ　じゅん） 株式会社 エス・ビー・エム 

 監　事 山田 　恵（やまだ　めぐみ） ヤマダユニア 株式会社

 　〃 青木 隆知（あおき　りゅうじ） 青木公認会計事務所

 相談役 杉山 一成（すぎやま　かずなり） 株式会社セイセイサーバー

令和３年度　定時総会開催令和３年度　定時総会開催

　令和３年７月 27日 (火 )、令和３年度定時総会を開催しました。

　第 1号議案「令和２年度の事業報告」、２号議案「令和２年度収支決算報告」及び第３号議案「役

員改選」は全て承認されました。

　令和３・４年度の会長には引き続き斯波幹和様（㈱サン）が就任し、６期

目を務めることとなりました。

　副会長には、杉本晃様 (杉本美装㈱）、櫻井貴彦様（㈱静岡セイコー）、

高橋一博様（東海ビル管理㈱）が再任されました。

【令和３・４年度の新役員】
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令和３・４年度 　委員会委員令和３・４年度 　委員会委員

　任期満了に伴う役員改選に伴い、令和３・4年度の各委員会の委員も新たに

次のとおり決まりました。

杉本副会長（杉本美装㈱）　　：教育研修委員会・５０周年実行委員会
櫻井副会長（㈱静岡セイコー）：総務委員会・広報厚生委員会
髙橋副会長（東海ビル管理㈱）：業務運営委員会・労働委員会

　委　　員　　長

㈱セイセイサーバー
　長田貴美乃

㈱東亜ビルサービス
　宮本　信勇

㈱三島美装
　杉崎　亮慈

㈱カンザイ
　小林　千種

㈱共同
　有賀　公哉

　　副   委   員   長

㈱東静岡ビルサービス
　新井　英明

㈱エス・ビー・エム
　村松　淳

ヤマダユニア㈱
　山田　恵

静岡ビル保善㈱
　丸山　敏

㈱東海ビルメンテナス
　安室　優

㈱メンテックカンザイ
　大滝　正意

㈱静城産業
　梅澤　卓也
㈱総合美装ワタナベ
　原　一寿
㈱レンティック中部
　田口　稔

委　　　員
㈱伊豆急ハウジング
遠鉄アシスト㈱
東海プラント㈱
㈱東静ビル管理
浜名環保㈱
㈱ハリマビステム
㈱ユアーズ静岡
太平ビルサービス㈱
中部ビル保善㈱
㈱ティービー
テルウェル西日本㈱
東海整備㈱
東海美装興業㈱
東海ビル保善㈱
㈱東海ビルエンタープライズ
フジ都市開発㈱
松尾美装㈱
㈱静岡建物サービス
新生ビルテクノ㈱
㈱セリオ
中部互光㈱浜松営業所
三幸㈱
㈱シービーエム
大成㈱
ダイヤモンドビルサービス㈱ 
三峯産業㈱
㈱ヤマシタ
アクトサービス㈱
環境保全㈱
静岡ビルサービス㈱
東邦エンタプライズ㈱
㈱マンスリーサービス
㈲夢 anクリーンネイト 

青年部会

50 周年
実行委員会

部会長　
　山本 尚武（静岡ビル保善㈱）

委員長
　杉本　晃（杉本美装㈱）

副部会長 芹澤 孝紀 ( ㈱東海ビルメンテナス）
 櫻井 敦也 ( ㈱静岡セイコー )
委員 髙橋 一博（東海ビル管理㈱）
 宮本 信勇（㈱東亜ビルサービス）
 杉崎 亮慈（㈱三島美装）
 村松　 淳（㈱エス・ビー・エム）

委員会
総
務
委
員
会

業
務
運
営
委
員
会

  委 教
  員 育
  会 研
　   修
労
働
委
員
会

  委 広
  員 報
  会 厚
 　  生



8

しずおかビルメン会報（第 66 号）令和 3年 8月

令和３年度　優良従業員表彰（会長表彰）令和３年度　優良従業員表彰（会長表彰）

茶山 和巳
(㈱メンテックカンザイ)

竹内 和紀
(㈱東海ビルメンテナス)

黒田 とし美
(㈱東海ビルメンテナス)

望月 多香子
(㈱東海ビルメンテナス)

大塚 幸子
(㈱サン )

清水 幸治
(㈱セイセイサーバー)

高田 康博
(㈱セイセイサーバー)

豊嶋 勝善
(㈱セイセイサーバー)

早川 実
(㈱ユアーズ静岡)

　（順不同　以下敬称略）

早川　実 佐野　真弓 山口　憲子
鈴木　勇 竹田　真吾 
田中　ちさ子 出口　登志子 
竹内　和紀 黒田　とし美 望月　多香子
伊沢　瞬 金指　充宗 
花村　桂子 森　京子 前島　淑子
中野　太一郎 清水　節子 
茶山　和巳  
服部　浩利 西尾　みどり 堀川　泰史
大塚　幸子 工藤　政昭 鈴木　正彦
山口　典枝 加藤　昭子 
橋本　直季 瀧田　雅之 清水　幸治
高田　康博 豊嶋　勝善 内藤　彰彦
原田　政子 西本　維津子 西野　善子
伊藤　弘枝 

㈱ユアーズ静岡

㈱東海ビルメンテナス

松尾美装㈱
㈱総合美装ワタナベ

㈱メンテックカンザイ
㈱サン

㈱セイセイサーバー

　当協会では、ビルメンテナンス業務に長年従事され、その功労が顕著な従業員の方に対して、

その功績を称えるとともに平素からの労苦に報いるため、協会長表彰を行っています。

　令和３年度は、３６名の方がこの栄えある協会長表彰を受賞され、表彰状と記念品が贈られま

した。今後も健康と安全に留意され、引き続き御活躍されますことを祈念いたします。
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第 14回  MＹ写真・おもしろ川柳第 14回  MＹ写真・おもしろ川柳

　第14回「ＭＹ写真・おもしろ川柳」の審査の結果、入賞作品が下記のとおり決定しました。
　ＭＹ写真では犬や猫の他、魚類や爬虫類、両生類など幅広い種類に及び、どれも癒さ
れる作品でした。川柳ではコロナやダイエットがらみの作品が多くみられました。
　今回残念ながら入賞を逃した作品の中にも素晴らしい作品がたくさんありました。
　たくさんのご応募ありがとうございました。

１　テーマ及び応募件数
　　　「おもしろ川柳」　「健康」　　　　　５社　２２名　３９点
　　　「ＭＹ写真」　　　「癒しのペット」　５社　２２名　４３点
２　審査日時・場所
　　　令和３年６月８日（火）　午前１０時～　　静岡ビルメン会館

ＭＹ写真
優秀賞

「イエアメ大福」

　さ の
佐野　

もも ね
桃音　㈱共同 雪見だいふくのカップに飼っている

イエアメガエルのキキとララが入っ
ているなんちゃって雪見だいふく
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佳作

見つめ合う二人

みずむら
水村　

しゅうじ
修治　㈱共同

我が家の新入りメビウスちゃん

か  わい
河合　

めぐみ
恵　㈱共同

「いつも一緒だよ！」

　まきの
牧野　

やすよ
康代　㈱セイセイサーバー

家族の愛猫レオ君とノンちゃん
です。いつも仕事から帰ると玄
関でお迎えしてくれて、つらい
時も忘れさせてくれてすぐ笑顔
になります。とても癒されて私
にとっては大事な家族です。
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お
も
し
ろ
川
柳

優秀賞

佳作

お
掃
除
も

　し
っ
か
り
こ
な
せ
ば

　
　
　
ダ
イ
エ
ッ
ト

　
さ
え
だ

小
枝
　　
ゆ
　
　み

夢
見
　
　㈱
共
同

歳
食
え
ば
　

　
現
状
維
持
が
　

　
　
　
精
い
っ
ぱ
い

　か
　し
ま

鹿
島 

　と
し
の
ぶ

俊
暢
　
　
㈱
東
静
岡
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス

ス
マ
イ
ル
で

　
心
も
身
体
も

　
　
　
健
や
か
に

　に
し
の

西
野
　よ
し
　こ

善
子
　
　
㈱
セ
イ
セ
イ
サ
ー
バ
ー

遊
ん
で
と

　
孫
に
せ
が
ま
れ

　
　
　
空
元
気

 

む
ら
ま
つ

村
松
　き
く
こ子
　
　
㈱
セ
イ
セ
イ
サ
ー
バ
ー

念
の
た
め

　マ
ス
ク
重
ね
て

　
　
　
鼻
を
出
し

 

ひ
ら
ま
つ

平
松
　　ひ
ろ
　し

裕
志
　
　
静
岡
県
ビ
ル
メ
ン
協
会

中年以降の引き算だと
感じます。放っておけ
ば悪くなるだけ、気を
つけても老化を多少食
い止めるだけ

自分への戒めに

笑顔でいれば色々良い
事がある

孫と遊ぶことが健康の
元です。

万全の対策のつもりで
したが、花粉症気味で
息苦しく、つい鼻を出
してしまった。
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第 20回　静岡県ビルクリーニング技能競技会第 20回　静岡県ビルクリーニング技能競技会

　令和３年４月 20日 (火 )、ツインメッセ静岡において第 20回静岡県ビルクリーニング技能競

技会が開催されました。５名の選手が参加し、日頃の業務で培った技能の冴えを披露しました。

　競技の結果、風間友美さん（テルウェル西日本㈱）が栄えある優勝（県知事賞）の栄冠を手に

しました。

　優勝した風間さんと準優勝の大滝茜さん（㈱サン）の２名は、本県代表として６月 15日（火）

に名古屋市で開催された中部北陸地区大会に出場し、それぞれ第３位、努力賞と健闘しました。

　村松大会実行副委員長の司会進行の下、開会に当たって斯波会長から開会の言葉があり、

続いて来賓・特別審査員として出席いただいた前嶋 経済産業部理事からのご挨拶、杉崎審

査員長からの競技方法や注意事項等の説明、選手代表として後藤進介さん（㈱東海ビルメン

テナス）による選手宣誓が行われました。

開会式　9:30 ～

（競技方法）
  「弾性床材の表面洗浄床維持剤塗布仕上げ作業」を標準
時間 20分で作業。選手２名が２つのコート（Ａ又はＢ）
を使用して同時に競技開始する。

大会実行委員長 業務運営委員長　　宮本信勇
　　　副委員長 業務運営副委員長　村松　淳
　　　　　　　　　　業務運営副委員長　山田　恵
　　　　　　　　　　業務運営副委員長　石井宏司

（審査員）
 審査員長 杉崎　亮慈
 審査員 斯波　幹和
  杉本　　晃
  櫻井　貴彦
  髙橋　一博
  長田貴美乃
  大窪九巳夫
  有賀　公哉
 特別審査員 前嶋　康寿

競技開始　10:00 ～
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静岡県アビリンピック技能競技大会静岡県アビリンピック技能競技大会

　令和３年７月１０日（土）、清水テルサ（静岡市清水区）において、令和３年度静岡県障害者

技能競技大会（アビリンピック）ビルクリーニング技能競技大会（主催：独立行政法人高齢・障

害・求職者雇用支援機構）が開催されました。

　当協会は、この大会に協賛し、競技専門委員（審査員）の派遣やクリーニング用資材・器材等

の提供、競技場の設営、競技会の進行等を行い、大会の運営に協力しました。

　大会は、宮本業務運営委員長の司会進行の下、最初に斯波会長から挨拶があり、続いて海

野審査委員長から競技上の注意事項の説明が行われた後、１０時１５分から競技が開始され

ました。

　今年度は１３名の選手が参加し、競技時間１０分間で、４ｍ×４ｍのコートの床面等の清

掃作業を行い、そのこれまでに培った技能を競い合いました。新型コロナの影響で無観客開

催となりましたが、選手たちは一生懸命、競技に取り組みました。

　競技の結果、№３の選手が１位となり、12月に開催される全国大会への切符を手にしました。

　審査結果は、高齢・障害・求職者雇用支援機構静岡支部のホームページに掲載されています。
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有賀：会社の設立はいつですか。

笹本：本社の設立は 1967（昭和 42）年１月 10日です。

この静岡営業所が美川町に開設されたのは、

1991 年 11 月になります。それまでは静岡市駿河

区にありました。

有賀：社名の由来について教えてください。

笹本：Active( 積極的な )、Know-how( ノウハウ )、

Technology( 技術 )、Integrated( 集合・集積 )、

Organization(組織)の頭文字に由来しています。

　　　当初の社名は新電気株式会社でしたが、1991

年に現社名に変更しました。

　　　将来的にこの言葉の意味するとおりのレンタ

ル業を確立できればと思っています。

有賀：どのような業務をされていますか。

笹本：建設機械や重機のレンタルが主ですが、グループ会社で新品や中古品の販売、下取りな

ども行っています。また、ここも含め県内には工場が３か所あり、レンタルした機械を整

備してまた各営業所に配備しています。

　　　「レンサルティング」（レンタル +コンサルティング）という提案型営業の形で、単なる

レンタルでなく、それに付随してお客様の役に立つようなものを提案していけるよう日々

取り組んでいます。

株式会社アクティオ建設機器・重機
レンタルの 企業訪問

訪問先　㈱アクティオ　静岡営業所（静岡市葵区美川町 19-30）
訪問日　令和３年５月 20 日
対談者　㈱アクティオ　静岡支店営業部　課長　　笹本 成彰
訪問者　ビルメン協会　広報厚生委員会　委員長　有賀 公哉（㈱共同）
　　　　　　　　　　　事務局　　　　　　　　　小泉　 明、平松 裕志

　静岡市葵区美川町の安倍川近くにある㈱アクティオ　静岡営業所様を訪問しました。

　敷地内には数多くのユニック車やバックホー、投光器など、様々な種類のレンタル用重

機・機械が並んでいました。

　事務所内は外の雰囲気と一変し、受付には女性職員が並んで優しく迎えてくれました。
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有賀：営業範囲等について教えてくだ

さい。

笹本：総合レンタル会社ですので、一

般建設工事をはじめ全ての業種に

関わりがあります。

　　　取り扱っている機器は、様々な

ジャンルにおよび、アイテム数も

約９万くらいあります。

　　　この業界では№１といわれてい

ますが、もともとはポンプから始

めた会社です。現在、　営業所は全国に約 340 か所ありますが、本社は東京ですので静岡

県ではまだまだ地元企業に及びません。

有賀：ビルメンテナンスとの関係は？

笹本：もともとは清掃用ロボットから始まりましたが、現在では高圧洗浄機や高所作業車、ユ

ニック車、トラックなどの汎用機がメインですが、ビルメン関係機材のレンタルは増えて

きています。

　　　非常用発電機は、年１回の法定点検が義務付けられていますが、負荷試験については、

手で持ち運べる小型の試験機もありますので、ご要望があれば対応できます。

有賀：コロナでは影響はありましたか。

笹本：昨年はオリンピックが延期になりましたのでサイクルスポーツセンターやラグビー会場

のエコパの工事が止まったり、お

祭り関係のイベントは縮小される

など大きな影響がありました。

有賀：社員数、年齢構成はどの様になっ

ていますか。

笹本：この営業所に 13人、県内全体

では 100 人くらいいます。

　　　今年、この営業所に営業担当が

1名、女性事務が 1名入り、年齢

層も若返りました。
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有賀：従業員教育はどのようにされているのですか。

笹本：新入社員は、栃木県の佐野テクノパークなどで２か月間、ハードな研修を受けてから各

営業所に配属されます。現場では先輩たちが３か月くらい同行してサポートし、1年後に

は自立できるように教育しています。

　　　近年は女性の整備士も増えてきています。

有賀：社訓についてお聞かせください。

笹本：社訓は「創造と革新」です。私たちはこの社訓を大切にしています。お客様から依頼さ

れたことだけでなく、そこからどれだけ膨らませて、お客様のお役に立ついい提案ができ

るかを考えています。

　　　弊社には提案制度というものがあり、お客様からの要望に応じて、新たな機械を作った

り、或いは既存の機械を利用して作ったりしています。これまでに濁水処理の装置など数

えきれないくらい作っています。中には失敗作もありましたけど。

有賀：未来への想いは。

笹本：今後も技術とサービスを心掛け対応し取り組んで行きたいと思いま

す。

　　　弊社の会長は、ロケットを打ち上げて宇宙に行くというのが夢です。

㈱アクティオ静岡営業所の皆さん（笹本課長（右から 4人目：上 )）と有賀委員長 (右から 2人目）
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　株式会社サンは 1971 年に創業し、2021 年で 50周年

を迎えました。半世紀に渡りご愛顧をいただいている

多くのお客様、現場で環境衛生を支えてくれているス

タッフ、温かい目で見守ってくださる地域の皆様に対

して「感謝の気持ち」を伝え、周年を契機として“健康”

と“笑顔”をキーワードに「新たなイメージ」を発信

していくために周年事業を実施しました。

■現場ユニフォームの刷新

　ユニフォーム入替のための社内チームを 2年前に立

ち上げ、デザイナー、ユニフォーム製作業者とゼロか

らオリジナルユニフォームをつくりました。旧製品の

改善点を吸い上げ、新ユニフォームに反映するなど、

デザインだけではなく、機能性・安全性も重視したユ

ニフォームとなりました。

■テレビＣＭのリニューアル

　17年間放映したテレビ CMをリニューアルしました。

従来の CMを進化させた「ダブルダッチ編」、活躍を期待される人材を企業として応援する「アー

バンスポーツ編」の 2本を制作し、ダブルダッチ編では 17年前に子役として出演した女優の藤

白レイミさんに再び出演していただきました。

　「周年を契機とした
　　　新たなイメージの発信へ」

企業の取組

株式会社サン　代表取締役社長　斯波 幹和
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　令和３年２月、弊社株式会社ＴＯＡホールディングスを中心とする東亜グループは、ＮＴＫ株

式会社の土田社長とご縁があり、株式を譲受ける事となりました。

　東亜グループは、清掃・警備・廃棄物収集運搬・マンション管理の４本柱を中心として運営し

ている中で、お客様から設備管理・テナント誘致・企画提案等、ビル経営管理をトータ ルで行っ

て欲しいとの要望を多く頂いておりました。その声に応えるために以前から設備 全般を管理で

きる企業との提携等を模索していたところ、今回のご縁に恵まれる事ができました。

　ＮＴＫ株式会社は、東京都中央区日本橋に本社を置き、「企画コンサルタント」「不動産管理」「建

物の内外装工事及び営繕業務」「不動産仲介・リーシング」「設備管理・保守業務」を得意とし、

東京ビルメンテナンス協会・東京都宅地建物取引業協会に籍を置く 40年以上 の実績と信頼のあ

る会社で、中堅規模の建物のリノベーションを得意としています。

　東亜グループとＮＴＫ株式会社とのシナジー効果を高め、ビルメンテナンス協会にもこれまで

以上に貢献できるよう努力していく所存でおります。今後とも、宜しくお願い致します。

「シナジー効果を期待して」企業の取組
株式会社東亜ビルサービス
　　　　　代表取締役　宮本 信勇

東京都中央区日本橋にあるＮＴＫ事務所



令和２年度　青年部活動報告青年部

　令和３年５月１９日（水）に㈱なすび専務取締役であり、令和元年に経営コンサルティ

ング会社フジタカ＆パートナーズを立ち上げた藤田氏を講師に招き、経営戦略セミナーを

開催しました。

当日は、加盟企業に所属する方が総勢２１名参加し、相手への伝え方や、決算書類の見方

などの方法を勉強しました。また、セミナーでは、開催数日前に、なすびグループの M＆

A報道が上がったこともあり、決断に至った理由などのお話を聞く事が出来ました。

■令和３年度事業計画
月 事　業　名 内　　　　　　　容

６月

10月

11月

１月

５月

通常総会（書面開催）

西日本サミット
ボランティア活動
全国大会　in神戸
東日本サミット

青年部交流会
臨時総会

研修会

令和元年度事業報告及び収支決算報告、令和2年度事業及び
収支予算（案）が審議され、全て承認可決されました。
新型コロナウィルスにより来年度に開催を延期
雨天により中止

新型コロナウィルスにより来年度に開催を延期
新型コロナウィルスにより来年度に開催を延期
新型コロナウィルスにより来年度に開催を延期
新型コロナウィルスにより来年度に開催を延期
詳細は次葉にて記載。
【セミナー名】　経営戦略セミナー　ライバルは時代の流れ
　　　　　　　―時代を先読む力と組織運営・企業づくりー
【講　　　師】　藤田尚徳（㈱なすび専務取締役、フジタカ＆
　　　　　　　パートナーズ㈱代表取締役）
【参　加　者】　２１名
【場　　　所】　静岡県産業経済会館３F特別会議室

　静岡県ビルメンテナンス協会青年部は、会員企業の若手幹部候補（４５歳以下）２１社

２０名で構成されています。

　令和２年度については、新型コロナウィルスの影響により、活動の中止・延期が余儀な

くされましたが、５月には感染状況や対策を鑑みながら研修会を実施しましたので、報告

致します。

■研修会報告
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　本セミナーには、各企業において経営の中核を担う者に参加頂きましたが、経営者とし

ての考え方や時代を先読んで舵を取っていく手段・方法は、とても興味深いものであり、

すぐにでも実践できる内容であったという声を参加者から多数頂きました。

　今期は、新型コロナウィルスの感染予防対策として、定員を通常の半数にして開催する

こととしましたが、来期はより多くの参加者にて開催したいと思います。今後も会員たち

の能力向上を通じて、ビルメンテナンス業界の発展を目指すべく活動していきます。
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■令和３年度 事業計画
月 事　業　名 内　　　　　　　容
６月

７月
９月

10月

11月

12月
１月
５月

通常総会

役員会（※）
業務運営委員会（※）
全国大会
ボランティア活動
会員向け応援サービス
の開始（※）
東日本サミット
広報・渉外委員会（※）
臨時総会
研修会

前年度活動実績の報告、今年度事業計画・収支予算の承認、
役員改選の承認、新規入会者の承認
会員応援サービス（資機材・災害備品レンタルサービス、研修、
会員特典（福利厚生）等）の打ち合わせ
10月ボランティア活動の打ち合わせ
新型コロナウィルスにより中止
会員各社から参加者を募り、久能山東照宮にて清掃奉仕活動を実施予定
会員向け応援サービスの開始
他県青年部との意見交換、研修会の実施
研修会内容の打ち合わせ
前期の活動報告と後期の事業確認
会員を対象に研修会の実施

　　役　　職 　　氏　　名 　　会　　社　　名 　　備　　　考
部会長 山本　尚武 静岡ビル保善㈱ 
副部会長 芹澤　孝紀 ㈱東海ビルメンテナス 
副部会長 櫻井　敦也 ㈱静岡セイコー 
総務・財務委員長 芹澤　孝紀（兼任） ㈱東海ビルメンテナス 総会、全国大会、会計
広報・渉外委員長 松本　淳 ㈱メンテックカンザイ 研修会
業務・運営委員長 櫻井　敦也（兼任） ㈱静岡セイコー ボランティア活動
監査 水井　将之 ㈱サン 
監査 榊原　史和 ㈱総合美装ワタナベ 
顧問（直前部会長） 村松　淳 ㈱エス・ビー・エム

■令和３年度・令和４年度 青年部会 役員

　令和３年６月２３日、令和３年度青年部会通常総会が開催されました。

令和２年度事業報告及び収支決算報告、令和３年度事業計画及び収支予算（案）が審議さ

れ、全て承認可決されました。

　また、役員の改選が行われ、下記のとおり、新たに役員が選出されました。

この 2期については、通常の業務で使用する資機材や災害備品などを会員向けに無料レン

タルするサービスや企業の福利厚生を高めるサービスを新たに開始するなど、中でも会社

の中堅に位置する 30 代の従業員が「入っていて良かった」と思えるような事業を展開す

ることにより、当部会の活性化及び会員企業数の拡大を目指します。

令和３年度　青年部総会青年部

　※（※）の付く事業は今年度新たに実施を予定しているものになります。主な新規事業は会員向け応援サービスとしています。
　※今年度より、全ての会員が事業（協会運営）に参加できるよう、委員会単独事業を複数計画しています。
　※新型コロナウィルスの感染状況により事業を中止又は延期する場合があります。
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　新型コロナウイルスの蔓延により当協会の年間事業も中止せざる負えない状況もあり、掲

載させて頂く記事も例年と比べ少ない中で、今回も会報誌をお届け出来る事を嬉しく思いま

す。

　

今月の掲載内容はコロナ禍の中で、感染防止対策に配慮しながらも開催した「第 20 回静岡

県ビルクリーニング技能競技会」や「令和 3年度アビリンピックビルクリーニング技能競技

大会」における参加選手の活躍や、「企業の取組み」と題して会員企業 2社様から、皆様にとっ

て参考ともなる貴重且つ興味深い取組みをご紹介させて頂きました。

　

　今年の 9月からは、全国協会が発刊してきた「月刊ビルメン」も紙媒体から WEB 媒体中心

へと移行するようで「ビルメン WEB」としてリニューアルするそうです。

　静岡県ビルメンテナンス協会においても50周年を機に昨年8月にホームページをリニュー

アルし、今後はこのホームページに事業計画や、事業を含む各報告等の資料を公開しまた、

法改正など有益な情報発信に努めるよう進めております。

　今後も本会報誌と併せ、会員の皆様や関係者、関係機関へより充実した情報発信に努めて

参りたいと考えております。

　

結びに、コロナ禍の一日でも早い収束と、皆様のご健康と会員企業様の益々のご発展を祈念

しまして編集後記とさせて頂きます。

編 集 後 記

広報厚生委員会

      　委員長　　有賀 公哉





【正会員】
会  社  名 代  表  者 協会登録者 所  在  地

電 話
(FAX)

434-0038 053-585-0008

浜松市浜北区貴布祢157 (053-585-5544)

413-0232 0557-53-1120

伊東市八幡野1103-266 (0557-54-4101)

424-0837 054-364-7690

静岡市清水区桜橋町4-7 (054-361-1161)

430-0933 053-455-3451

浜松市中区鍛冶町319-28 遠鉄鍛冶町ビル9F (053-454-3507)

410-0822 055-941-7555

沼津市下香貫汐入2217-4 (055-941-7556)

431-0301 053-594-2323

湖西市新居町中之郷1771 (053-594-5625)

435-0015 053-464-4108

浜松市東区子安町315-13 (053-465-5893)

422-8061 054-280-2950

静岡市駿河区森下町1-35 静岡MYタワー (054-280-2953)

422-8041 054-281-9516
 静岡市駿河区中田1-12-17 協立電機静岡第3ビル4Ｆ (054-281-0396)

432-8045 053-441-1600

浜松市中区西浅田1-9-20 (053-441-3841)

421-0115 054-259-9121

静岡市駿河区みずほ2-18-15 (054-259-6762)

420-0859 054-255-6322

静岡市葵区栄町3-9 朝日生命ビル9Ｆ (054-255-6344)

424-0886 054-344-5100

静岡市清水区草薙1-3-15 グラソード草薙2Ｆ (054-344-5101)

420-0839 054-251-1161

静岡市葵区鷹匠2-23-9 (054-253-4670)

450-0003 052-562-0090
名古屋市中村区名駅南1-24-30名古屋三井ビル本館12F (052-562-0091)

422-8033 054-286-1820

静岡市駿河区登呂2-6-5 (054-286-1934)

424-0857 054-351-2530

静岡市清水区川原町1-9 (054-351-2594)

420-0853 054-253-4105

静岡市葵区追手町9-22 読売静岡ビル4Ｆ (054-253-1024)

411-0917 055-934-0331

駿東郡清水町徳倉2415-1 (055-934-0332)

424-0065 054-346-3103

静岡市清水区長崎203-1 (054-345-4475)

竹内 潤アクトサービス㈱

㈱伊豆急ハウジング 稲本 智

静岡ビルサービス㈱

新生ビルテクノ㈱
　　　　　　名古屋支店

杉本美装㈱

㈱セイセイサーバー

森島 一兆

㈱エス・ビー・エム

遠鉄アシスト㈱

㈱カンザイ

環境保全㈱

㈱共同

㈱セリオ

㈱静城産業

㈱総合美装ワタナベ

稲本 智

村松 潔

永田 邦代

菊地 真理子

橋山 泰弘

荒川 洋

亀井 雅彦

㈱サン

三幸㈱ 静岡支店

㈱シービーエム

㈱静岡セイコー

㈱静岡建物サービス

静岡ビル保善㈱

永田 晴康

有賀 公哉 有賀 公哉

斯波 幹和 斯波 幹和

村松 淳

河野 延之 矢田 央生

小林 千種 小林 千種

橋山 泰弘

石井 宏司 丸山　敏

大庭 武 菊池 修一

菊地 真理子

大杉 林也 大杉 林也

櫻井 貴彦 櫻井 貴彦

亀井 雅彦

梅澤 卓也 梅澤 卓也

渡邉  孝雅 原 一寿

前場 悟

杉本 晃 杉本 晃

長田 貴美乃 長田 貴美乃



会  社  名 代  表  者 協会登録者 所  在  地
電 話
(FAX)

430-7717 053-451-0013

浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー17Ｆ (053-451-0277)

420-0852 054-251-6251
静岡市葵区紺屋町11-17 桜井・第一共同ビル5Ｆ (054-251-6266)

410-0872 055-925-1170

沼津市小諏訪21-2 (055-921-1122)

430-0928 053-453-5105

浜松市中区板屋町110-5 (053-453-5126)

430-0917 053-458-0111

浜松市中区常盤町132-18 ビル保善ビル7Ｆ (053-454-6063)

420-0031 054-271-0266

静岡市葵区呉服町2-2-13 朱宮フジビル9Ｆ (054-271-0045)

420-0823 054-252-2100

静岡市葵区春日2-11-21 SOZOSYA春日ビル (054-252-7428)

419-0201 0545-72-3211

富士市厚原131-1 (0545-72-3222)

422-8076 054-281-2535

静岡市駿河区八幡1-1-4 (054-281-6815)

430-0944 053-456-3611

浜松市中区田町324-3 EPO浜松ビル5Ｆ (053-456-3605)

425-0035 054-629-7221

焼津市東小川2-5-32 (054-629-7232)

435-0016 053-463-8000

浜松市東区和田町708-1 (053-463-8002)

410-0054 055-921-9448

沼津市北高島町10-5 (055-923-3013)

420-0065 054-272-7231

静岡市葵区新通1-9-6 (054-272-7238)

410-0861 055-951-5240

沼津市真砂町267-2 (055-951-5241)

410-2123 055-949-7121

伊豆の国市四日町269-7 (055-949-7123)

414-0021 0557-37-9847

伊東市松原本町4-8 島源ビル内2F (0557-37-0664)

413-0005 0557-85-1589

熱海市春日町6-22 ニチモ熱海ヴィラ408号 (045-224-3551)

431-0444 053-573-1102

湖西市坊瀬255-2 (053-579-3689)

410-0056 055-926-0387

沼津市高島町6-3 (055-926-4211)

浜名環保㈱ 鈴木 一隆 鈴木 一隆

㈱東静岡ビルサービス 新井 英明 新井 英明

東邦エンタプライズ㈱ 久保田政弘 久保田政弘

㈱ハリマビステム
　　　　　　静岡営業所

鴻 義久 上村太祐

東海プラント㈱ 土屋 凱英 土屋 凱英

㈱東静ビル管理 芦川 豊 芦川 豊

東海ビル保善㈱ 石井 宏司 山本 尚武

㈱東海ビルメンテナス
　　　　　　　　静岡支店

安室 優 安室 優

㈱東海ビル
　　　　エンタープライズ

梶  茂 梶  茂

東海ビル管理㈱ 髙橋 一博 髙橋 一博

東海整備㈱ 守田 正彦 神山 隆

東海美装興業㈱ 菅原 英継 小路 真吾

テルウェル西日本㈱
東海支店 静岡営業支店

森岡 英太郎 森岡 英太郎

㈱東亜ビルサービス 宮本 信勇 宮本 信勇

㈱ティービー 千々岩 拙應 虎見 裕治

中部ビル保善㈱ 石井 宏司 松本 昇

ダイヤモンド
　　　　ビルサービス㈱

外所 行則 外所 行則

中部互光㈱
　　　　　　浜松営業所

大内 龍哉 大内 龍哉

大成㈱ 浜松支店

太平ビルサービス㈱
　　　　　　　　静岡支店

湯川 雅史 永田 貴久

大窪 九巳夫 大窪 九巳夫



会  社  名 代  表  者 協会登録者 所  在  地
電 話
(FAX)

422-8633 054-264-7125

静岡市駿河区国吉田2-5-35 (054-264-6740)

410-0803 055-962-9245

沼津市添地町73 (055-962-9244)

437-0022 0538-43-3669

袋井市方丈6-5-17 (0538-43-3679)

411-0812 055-971-8696

三島市藤代町17-2 (055-973-6618)

411-0038 055-983-3830

三島市西若町9-37 (055-983-3177)

413-0231 0557-33-1301

伊東市富戸1196-4 (0557-33-1310)

422-8067 054-280-2677

静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡4Ｆ (054-285-6211)

427-0103 0547-38-1515

島田市中河737 (0547-38-4138)

424-0835 054-351-0567

静岡市清水区上清水町3-19 (054-351-0183)

420-0803 054-262-7000

静岡市葵区千代田7-1-29 (054-262-7008)

431-1112 053-482-3020

浜松市西区大人見町3623 (053-482-3021)

フジ都市開発㈱ 木内 藤丈 山本 高史

㈱マンスリーサービス 中西 秀雄 中西 秀雄

松尾美装㈱ 松尾 茂 松尾 茂

㈱三島美装 杉崎 亮慈 杉崎 亮慈

三峯産業㈱ 静岡支店 村上 昇 村上 昇

㈲夢anクリーンネイト 安西 光枝 羽兼 悠太

㈱レンティック中部 半場 裕康 田口 稔

ヤマダユニア㈱ 山田 恵 山田 恵

㈱ユアーズ静岡 髙田 学 髙田 直樹

㈱メンテックカンザイ 大滝 郁子 大滝 正意

㈱ヤマシタ 山下 和洋 山下 和洋



【賛助会員】
会  社  名 代  表  者 協会登録者 所　在　地

電 話
(FAX)

413-0022 0557-81-7101

熱海市昭和町4-29 (0557-81-7129)

421-0101 054-204-1890

静岡市駿河区向敷地1735 (054-204-1871)

431-3901 0539-65-0615

浜松市天竜区佐久間412-1 (0539-65-0636)

425-0085 054-621-5003

焼津市塩津1-1 (054-621-3118)

410-1123 055-992-4112

裾野市伊豆島田341-1 (055-992-4113)

437-0063 0538-42-5025

袋井市田町2-2-14 (0538-43-1972)

411-0824 055-977-4834

三島市長伏147-16 (055-977-2942)

420-0858 054-653-7181

静岡市葵区伝馬町16-3 シルクスクエア2号館4F (054-653-7183)

421-2114 054-296-2597

静岡市葵区安部口新田16-2 (054-296-2682)

417-0826 0545-38-0867

富士市中里931 (0545-38-2285)

422-8044 054-203-3355

静岡市駿河区西脇1180-1 (054-203-3356)

460-0001 052-955-6812
名古屋市東区泉1-21-27 泉ファーストスクエア5Ｆ (052-955-6824)

422-8063 054-201-9234

静岡市駿河区馬渕4-4-24 (054-201-9345)

467-0841 052-824-1711

名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (052-824-1714)

136-0075 03-5633-2520
東京都江東区新砂1-6-35 イーストスクエア東京707 (03-5653-3575)

104-0061 03-3543-2281

東京都中央区銀座4-10-13 (03-3546-0384)

㈱アイビックス 加藤 伊津美 加藤 伊津美

㈱エム・エー・フジタ 藤田 健吾 藤田 健吾

㈲門屋工業 門屋 敏夫 門屋 敏夫

(一財)静岡県生活科学検査
センター 焼津検査所

石川 幸伸 新村 亨

豊富士商事㈱ 赤松 剛 赤松 剛

㈲西谷商店 西谷 京三 西谷 京三

㈱ヤマダ 山田 章雄 山田 章雄

㈱アクティオ 静岡支店 石井 丈夫 石井 丈夫

㈲カワハラ商会 河原 淳一 河原 淳一

㈱財商 菊池 昭久 菊池 昭久

㈱サンダイ 山田 勲 山田 勲

シーバイエス㈱ 楠 敏弘 黒島 健文

㈱静岡合羽橋新村商店 新村 隆司 新村 隆司

ペンギンワックス㈱
　　　　　　　名古屋支店

藤本 公祥 西村 達也

㈱ユーホーニイタカ 橋本 茂 森本 健嗣

㈱リンレイ 鈴木 信也 小沢 誠孝



会　社　名 所在地 所在地

㈱伊豆急ハウジング 伊東市 伊東市

㈱カンザイ 沼津市 熱海市

㈱静城産業 清水町 沼津市

ダイヤモンドビルサービス㈱ 沼津市 沼津市

㈱東亜ビルサービス 富士市 三島市

東海ビル保善㈱ 沼津市 三島市

東海プラント㈱ 沼津市 伊東市

㈱東静ビル管理 伊豆の国市

㈱エス・ビー・エム 静岡市 静岡市

㈱サン 静岡市 静岡市

三幸㈱ 静岡支店 静岡市 静岡市

㈱静岡セイコー 静岡市 静岡市

静岡ビルサービス㈱ 静岡市 焼津市

静岡ビル保善㈱ 静岡市 静岡市

杉本美装㈱ 静岡市 静岡市

㈱セイセイサーバー 静岡市 静岡市

㈱セリオ 静岡市 島田市

㈱総合美装ワタナベ 静岡市 静岡市

㈱静岡建物サービス 静岡市 静岡市

アクトサービス㈱ 浜松市 浜松市

遠鉄アシスト㈱ 浜松市 浜松市

環境保全㈱ 湖西市 浜松市

㈱共同 浜松市 浜松市

㈱シービーエム 浜松市 湖西市

新生ビルテクノ㈱ 名古屋支店 名古屋市 袋井市

大成㈱ 浜松支店 浜松市 浜松市

会　社　名 所在地 担当

㈱アイビックス 熱海市 業務

㈱財商 富士市 資材

豊富士商事㈱ 裾野市 業務

㈱ヤマダ 三島市 業務

㈱アクティオ 静岡支店 静岡市 資材

㈱エム・エー・フジタ 静岡市 業務

㈲カワハラ商会 静岡市 資材

㈱サンダイ 静岡市 資材

㈱静岡合羽橋新村商店 静岡市 資材

(一財) 静岡県生活科学検査センター 焼津検査所 焼津市 業務

㈲門屋工業 浜松市 業務

㈲西谷商店 袋井市 業務

シーバイエス㈱ 名古屋市 資材

ペンギンワックス㈱ 名古屋支店 名古屋市 資材

㈱ユーホーニイタカ 東京都 資材

㈱リンレイ 東京都 資材

東海整備㈱

㈱東海ビルエンタープライズ

㈱東海ビルメンテナス 静岡支店

フジ都市開発㈱

会　社　名

東
部

中
部

西
部

県
外

東邦エンタプライズ㈱

㈱ハリマビステム 静岡営業所

㈱東静岡ビルサービス

㈱マンスリーサービス

㈱三島美装

㈱レンティック中部

【賛助会員】

㈱メンテックカンザイ

㈱ヤマシタ

ヤマダユニア㈱

㈱ユアーズ静岡

中部互光㈱ 浜松営業所

【地区別会員名簿】

【正会員】

東
 

部
 

地
 

区

中
 

部
 

地
 

区

西
 

部
 

地
 

区

三峯産業㈱ 静岡支店

㈲夢anクリーンネイト

太平ビルサービス㈱ 静岡支店

中部ビル保善㈱

東海美装興業㈱

東海ビル管理㈱

浜名環保㈱

松尾美装㈱

㈱ティービー

テルウェル西日本㈱ 東海支店 静岡営業支店
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