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（有）北栄機械 北海道札幌市白石区川北2295-4 011-874-7800
コンセプト札幌 北海道札幌市中央区北4条西19-1-4 1F 011-614-2608
（有）トヨキ渡辺商会 北海道札幌市東区北43条東１丁目3番21号 011-704-5878
（株）アメヤモーターサイクル 北海道札幌市豊平区月寒東2条11丁目1-2 011-852-6600
修理屋フルカワ（有） 北海道札幌市厚別区厚別町山本1064 011-801-4324
（株）カワカミ 北海道札幌市東区北11条東17丁目1-28 011-733-5136
（有）光和電機製作所 北海道函館市松川町17番13号 0138-41-7255
ガレージ阿字人 北海道函館市山の手2丁目57 0138-54-5408
（有）ユニオンモータース 北海道室蘭市高平町1-6 0143-55-5152
ハカマダ電機（株） 北海道帯広市東8条南5丁目12番地 0155-22-8034
釧路ウエルディングサービス 北海道釧路市鳥取大通9丁目1の18 0154-51-9210
（有）野上商会 北海道釧路市愛国東1-25-3 0154-37-8950
（有）アトム機械 北海道旭川市緑ヶ丘南5条2丁目2-5 0166-65-4848
HARADA北見店 北海道北見市端野町3区63-1 0157-56-3131
（株）新興農機 北海道石狩郡当別町六軒町6番地2 0133-23-3566
（有）松村商会 本店 北海道江別市野幌町40-9 011-383-7394
（有）松村商会 支店 北海道北広島市共栄町4丁目18-1 011-372-1313
（有）松本自動車工業 北海道斜里郡斜里町本町25-10 0152-23-2285
（有）美瑛綜合オートセンター 北海道上川郡美瑛町中町4丁目6 0166-92-1452
（有）津田商会本店 北海道野付郡別海町尾岱沼潮見町64 0153-86-2024
（有）津田商会羅臼支店 北海道目梨郡羅臼町八木浜町１-１ 0153-88-2823
（株）根室マリンサービス 北海道根室市穂香106番地 0153-27-1733
東北地区
YSP弘前 青森県弘前市高田1-4-1 0172-28-0280
（有）三和機械販売 青森県八戸市石堂2丁目1-31 0178-20-4365
YSP八戸 青森県八戸市売市4-22-48 0178-22-7221
（有）小田桐電装 青森県むつ市南町1番6号 0175-22-2931
我満商会 青森県青森市鶴ヶ坂字川合80-2 017-788-8198
亀山輪業 青森県つがる市柏稲盛岡本99-1 0173-34-2602
三共建機サービス 岩手県盛岡市下飯岡9地割9 019-638-8280
佐弘モーター 岩手県奥州市水沢区字立町49-1 0197-23-3963
三条モーター商会 岩手県大船渡市盛町木町2-24 0192-26-4681
新興（株） 岩手県紫波郡紫波町稲藤字後藤22-1 019-671-7200
舘下輪店 岩手県宮古市津軽石第５地割101-1 0193-67-2335
BMS大館 秋田県大館市御成町4-5-21 0186-49-2317
大嶋鉄工所 秋田県秋田市新屋大川町18-5 018-828-4114
修理屋T.S.B. 秋田県大館市字下綱300-1 0186-57-8122
（有）機電サービス 秋田県横手市三本柳字家間11-1 0182-33-2823
（有）フタダ 秋田県南秋田郡五城目町上樋口字中川原173-1 018-852-3155
（有）川島ボーリング 宮城県仙台市若林区蒲町19-3 022-286-2442
（株）東新機械 宮城県仙台市宮城野区福田町南１丁目10-20 022-259-3644
（株）協和機工 福島県いわき市鹿島町下蔵持字戸ノ内70-1 0246-29-4100
（有）丸善工機 福島県郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-3 024-946-8760
（有）松坂屋商会 福島県会津若松市東栄町3-40 0242-28-1525
PLOW（プラウ）会津店 福島県河沼郡会津坂下町字福原前甲4071-1 0242-85-8802
（株）山工社 山形県山形市宮町３丁目2-8 023-622-0933
山川機械販売株式会社 山形県天童市大字蔵増入水1748番地1 023-654-2815
YSP酒田 山形県酒田市こがね町2-1-16 0234-23-3232
YOU SHOP テラオ 山形県新庄市五日町1325-22 0233-22-2905
PLOW（プラウ）南陽店 山形県南陽市三間通23-1 0238-40-8975
関東地区
（株）西川建機 東京都大田区池上8-3-5 03-3755-4331
長岡技研（株） 東京都大田区東矢口3-25-３ 03-3739-2151
細井商会 東京都大田区仲池上2-15-24 03-3752-1380
（有）高橋建機 東京都江戸川区鹿骨2-20-7 03-3670-2953
大日建機（株） 東京都世田谷区喜多見1-21-13 03-3417-6511
（有）末広工機 東京都杉並区上井草1-20-9 03-3395-0411
（有）三展機工 東京都板橋区清水町72-8 きりんびる1F 03-3963-4410
（有）エヌアールエス 東京都練馬区平和台3-14-20 03-3931-0882
カナエ産業（株） 東京都町田市小山ヶ丘3-7-10 042-798-7181
大陸工機（株） 東京都西東京市富士町4-3-2 042-462-2288
（株）キャンピングワークス 東京都東久留米市下里3-11-9 042-479-1338
白川産業（株） 東京都府中市若松町2-18-1 042-361-9525
（有）岩城機械工業 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-34-50 045-571-2984
（株）西尾パーペット製作所 神奈川県横浜市南区大岡2-15-7 045-741-2732
野田機械（有） 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町1153-1 045-383-8006
（株）シンコー 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1489-1 045-858-4111
（有）清水内燃機 神奈川県川崎市川崎区塩浜3-24-6 044-276-2141
（有）山口モータース 神奈川県川崎市宮前区馬絹617-5 044-854-0113
森川機工（株） 神奈川県横須賀市長浦町5-94-1 046-861-1131
（株）タテイシ建機リース 神奈川県横須賀市森崎1-18-5 046-835-1012
愛甲産業（株） 神奈川県厚木市長谷32-1 046-247-5512
（有）オクツ機械 神奈川県座間市座間1-2998 046-251-0007
千葉建機工業 神奈川県伊勢原市西富岡3 0463-95-7133
（有）シラカミ工業 神奈川県高座郡寒川町大曲1-18-2 0467-75-0399
鈴木農機サイクル 神奈川県小田原市早川81 0465-22-5517
YOU SHOP 柏 千葉県柏市豊四季129-9 047-169-2222
内田原動機 千葉県千葉市若葉区加曽利町1563-1 043-235-2040
（株）ヒグラシトータルサービス 千葉県千葉市緑区平川町1228番地 043-292-5840
（有）カツヤマ 千葉県千葉市花見川区三角町565-1 043-258-0856

ニッショウ整備 千葉県船橋市大穴北１-９ 047-462-2672
YOU SHOP WATANABE 千葉県木更津市吾妻2-5-16 0438-22-2658
正栄産業（株） 千葉県いすみ市弥正790-3 0470-86-3160
日本消防サービス（株） 埼玉県さいたま市緑区三室1206-3 048-875-0119
アイシン機工 埼玉県さいたま市岩槻区横根1360-1 048-798-7002
（株）八潮・埼玉支店 埼玉県上尾市原市中3-7-2 048-720-7777
ノグチサービス 埼玉県上尾市原市3917-3 048-723-2893
（有）秋山機器サービス 埼玉県八潮市浮塚541-2 048-996-5083
ワタナベ工業 埼玉県川越市古谷上3783 049-235-0657
アールエス産業（株） 埼玉県草加市原町3-19-45 048-943-9321
大陸商工（株） 埼玉県所沢市三ヶ島5-853-3 04-2948-6868
橋本サービス 埼玉県熊谷市平戸876 048-525-2536
（有）ファミリーオート＆ＹＳＰ熊谷 埼玉県熊谷市石原400-1 048-524-0960
（株）ヤマダ 埼玉県本庄市寿1-15-11 0495-24-1911
柴田機工（有） 埼玉県加須市南大桑883-1 0480-66-2727
共和機工（株） 埼玉県川口市本蓮3-16-10 048-281-7831
茨城建機（株） 茨城県水戸市新荘2丁目4番1号 029-224-0131
モリテツ商会 茨城県つくば市大370-1 029-857-3955
常総ＧＨＰメンテナンス 茨城県龍ヶ崎市佐貫4-2-2 0297-60-2720
小松崎機械（株） 茨城県鹿嶋市大船津2528 0299-82-1253
大東機工（株） 栃木県宇都宮市滝谷町14-7 028-635-0827
大東機工（株）（雀宮工場） 栃木県宇都宮市末広2-6-20 028-653-8935
東邦機工（株） 栃木県鹿沼市茂呂788-5 0289-76-5025
（有）丸越商会 栃木県那須塩原市新南35-9 0287-36-0193
共伸産業 群馬県前橋市堀之下町195-4 027-269-5323
（有）建設機械サービス 群馬県太田市只上町1041 0276-37-2231
（株）東洋機工 群馬県沼田市下久屋町717-5 0278-24-4177
（株）タカセ 群馬県館林市緑町二丁目21番20号 0276-72-1345
（有）共栄 群馬県富岡市七日市827-1 0274-64-1234
（有）村越建機 群馬県吾妻郡中之条町大塚234-1 0279-69-7377
（株）東ポン商会 山梨県甲府市七沢町174-9 055-235-6997
（有）サンワオート 山梨県南都留郡山中湖村山中865-14 0555-62-3555
荻原機械 山梨県笛吹市石和町広瀬623 055-287-7115
小山田工機 長野県長野市穂保186 026-296-5011
（有）三和電機工業 長野県長野市若里6-6-24  026-226-5536
（株）辰巳商会 長野県松本市大字和田3967-22 0263-48-1711
岩波グリーンサービス（株） 長野県諏訪市中洲4846-2 0266-53-2401
（株）ロード商会 長野県佐久市塚原677-8 0267-78-5335
（株）軽井沢オートサービス 長野県北佐久郡軽井沢町長倉4665-1 0267-46-1515
（株）渡辺作意商店 長野県小諸市与良町2-3-9 0267-22-3290
ペアウィン 長野県伊那市御園1308-2 0265-73-8385
（有）中村モーター商会 長野県木曽郡大桑村野尻1984 0264-55-4112
近江商会 長野県北安曇郡白馬村神城飯田22739-3 0261-75-2012
北澤モータース 長野県上田市塩川1322-6 0268-35-2934
（有）丸山自動車 長野県飯山市静間391-1 0269-62-4108
PLOW（プラウ）三和店 新潟県上越市三和区末野新田338 025-532-2730
PLOW（プラウ）上越店 新潟県上越市富岡256-2 上越ウイングマーケット内 025-521-6088
（有）ユーワ機工 新潟県南魚沼市西泉田73-1 025-770-0833
グリーンコウグ 新潟県新潟市江南区木津１丁目14-33 025-385-4049
（株）本多自動車 新潟県燕市蔵関230-1 0256-63-8616
（株）本多自動車 長岡営業所 新潟県長岡市平島３丁目48 0258-23-1122
（株）タカハシ 長岡店 新潟県長岡市喜多町字金輪141-3 0258-46-6111
PLOW（プラウ）長岡店 新潟県長岡市喜多町1080-1 0258-89-8020
（有）滝川機械店 新潟県糸魚川市柱道784-1 025-566-2713
中部地区
アイダ産業（株） 静岡県三島市南田町3-19 055-975-5308
（有）メカトロニクス 静岡県静岡市駿河区西脇500-2 054-283-6657
（株）マルマサ機工 静岡県静岡市葵区東千代田3-7-9 054-261-8830
中遠機械（株） 静岡県掛川市成滝458-1 0537-22-7138
大興産業（株）掛川営業所 静岡県掛川市大池743-5 0537-24-7515
（株）村松商会 静岡県磐田市鳥之瀬153 0538-32-2291
（株）塚本 静岡県磐田市東名31 0538-34-5463
静岡スカイテック（株） 静岡県袋井市諸井1870-2 0538-23-8400
ＹＳＰ袋井 静岡県袋井市国本2104-1 0538-43-4646
大興産業（株） 静岡県浜松市東区安間町264番地の1 053-421-3551
石川建機 愛知県海部郡大治町北間島柿の木9 052-444-2646
神谷商会 愛知県豊橋市清須町字万高地83番地 0532-32-5667
レンテック大敬（株） 愛知県豊橋市神野新田町ヲノ割32-1 0532-33-6611
（有）東名建設 愛知県みよし市莇生町小根71-1 0561-36-3336
（有）新名古屋電機商会 愛知県名古屋市港区港陽3-12-11 052-652-3411
マルノ機販（株） 愛知県名古屋市西区丸野2-84 052-501-0670
（有）ツカサ電機産業 愛知県清須市春日立作25-3 052-400-2595
（有）葉栗建機 愛知県一宮市多加木5丁目18-13 0586-23-3308
（有）新生産機 岐阜県岐阜市大学西2丁目72番地１ 058-239-4808
中部機工サービス 岐阜県岐阜市一日市場2-342 058-233-8236
岐東ホンダ機械 岐阜県多治見市白山町1丁目48番地 0572-22-1513
坂井技研 岐阜県関市津保川台2丁目13番7号 0575-28-3053
（有）豊栄機械 岐阜県高山市中切町1020 0577-34-7689
三重発動機（株） 三重県四日市市白須賀1丁目3番16号 059-331-1826
合同会社 糟谷電機 三重県桑名郡木曽岬町大字見入流作71番地 0567-67-4806

大西機械産業（株） 三重県伊勢市川端町213番地 0596-24-2507
（株）日建 石川県金沢市駅西新町2丁目15-25 076-264-0515
木下造船所 石川県小松市安宅町タ146 0761-22-0091
産建機械リース（株） 福井県福井市花堂東1丁目20番5号 0776-36-7708
（株）ワシダ機械サービス 福井県鯖江市柳町４丁目6-34 0778-51-3142
南砺電子電装 富山県南砺市泉沢527 0763-62-2887
（株）荒井農機 富山県富山市長附251-1 076-467-0541
関西地区
カキザキ建機（株） 滋賀県大津市富士見台15番33号 077-534-6746
カキザキ建機（株）草津機材センタ－ 滋賀県草津市矢橋町120番2号 077-562-8210
（株）片桐商店 滋賀県長浜市大寺町585 0749-73-3210
（有）安原エンジンサービス 滋賀県高島市安曇川町田中364 0740-32-0361
アサヒハケ（株） 大阪府大東市新田西町６-６ 072-806-5251
（株）ウィルテックサービス 大阪府豊中市利倉３丁目1-20 06-6863-5392
（有）丸八建機 大阪府吹田市南吹田3丁目1-3 06-6385-4559
（有）ティスオートサービス 大阪府茨木市上穂東町4-14 072-631-2755
光力工業所 大阪府守口市梶町4丁目50番5号 06-6902-6298
ナカマタ建機 大阪府門真市四宮4丁目5-37 072-882-0048
（株）大診 大阪府枚方市東香里南町52番25号 072-852-1351
木村機械 大阪府東大阪市七軒家14-20 06-4309-2508
（株）ナルビシ機械 大阪府東大阪市長田中5丁目1番11号 06-6746-2261
美里商事 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町5丁743-2 072-252-3251
（有）三栄建機サービス 京都府京都市伏見区久我西出町10-11 075-931-3777
（有）田辺機械サービス 京都府福知山市字拝師1415番地 0773-22-9093
（有）東山商会舞鶴店 京都府舞鶴市福来問屋町785-41 0773-75-8986
（株）ゲット 奈良県大和郡山市新木町300-1 0743-58-2320
池田鉄工所 和歌山県有田郡有田川町下津野567 0737-52-3353
協立機械サービス 和歌山県和歌山市西浜859-1 0734-44-9050
多紀デンソー（株） 兵庫県篠山市東岡屋80-22 079-552-5160
丸小電機工業所 兵庫県豊岡市日高町岩中217-3 0796-42-0469
山陰電装 兵庫県美方郡新温泉町千原26-1 0796-92-2250
関西電装機器（株） 兵庫県姫路市花田町一本松字川原田172-1 079-253-8181
原田電装（株） 兵庫県明石市田町1丁目8番8号 078-923-3088
富士産機商会 兵庫県三木市別所町正法寺239 0794-82-6463
野々村デンソー（有） 兵庫県高砂市松陽1丁目5-20 079-448-0080
村岡電装（株） 兵庫県西脇市上戸田202番地の8 0795-22-4840
中国地区
新栄サービス 鳥取県鳥取市安長67-1 0857-37-3755
美津吉商事（株）鳥取支店 鳥取県鳥取市千代水2-87 0857-28-0506
（株）ヤマト 鳥取支店 鳥取県鳥取市千代水４丁目４１番地 0857-28-0211
（株）ヤマト 米子支店 鳥取県米子市流通町158-9 0859-27-0545
（株）ヤマト 松江本社 島根県松江市東津田町1298-3 0852-23-1500
（株）ヤマト 出雲支店 島根県出雲市神門町801-1 0853-23-7760
美津吉商事（株）倉吉営業所 鳥取県東伯郡北栄町北尾533-6 0858-36-4551
アサヒ産業（株） 岡山県岡山市北区田中598番3 086-244-1201
岡山マシナリー（株） 岡山県岡山市北区北長瀬表町1丁目3-5 086-241-9058
美津吉商事（株） 岡山県津山市一方194 0868-23-2255
（株）江見工業所 岡山県岡山市北区御津河内868 0867-24-0239
（株）高下商店 岡山県倉敷市生坂24-5 086-462-7379
進徳産業 広島県福山市郷分町1238-1 084-952-0472
（有）田原自工商会 広島県三次市三次町1597-2 0824-62-2233
共栄建機整備（株） 広島県広島市東区戸坂山根2丁目9-15 082-229-7512
（株）東洋機工商会 広島県広島市南区皆実町1丁目11番15号 082-251-0471
伊藤機械産業（株） 山口県下松市美里町4丁目5-1 0833-41-4649
（有）ユーエムサービス 山口県宇部市中野開作385番地の3 0836-44-4275
四国地区
（有）ダンバラマシン工業 香川県高松市香川町浅野17-1 087-888-0581
愛神電機（株） 香川県高松市三名町739-7 087-866-3411
（株）ゼクセル販売四国 香川県高松市国分寺福家甲1268-18 087-875-0180
山崎マグネトー 高知県高知市葛島1-5-18 088-883-8839
（有）ヨシオカ商会 高知県高知市萩町1-8-7 088-831-2223
旭電機商会 高知県高岡郡四万十町古市町11-11 0880-22-0065
（有）日幸電業社 徳島県徳島市中洲町1丁目11 088-622-8216
丹下機械（株） 愛媛県今治市郷桜井3-12-18 0898-48-2500
（株）ゼクセル販売四国 松山支店 愛媛県松山市高岡町139-7 089-972-2127
（有）畠山産業 愛媛県宇和島市住吉町1-7-7 0895-24-5444
九州・沖縄地区
（有）マシンサービス 福岡県福岡市東区松島6-7-7 092-621-1510
協同機械産業（有） 福岡県北九州市小倉南区南若園町4-9 093-963-0370
（有）原建機産業 福岡県槽屋郡宇美町障子岳南3-9-13 092-932-4074
井本整備 佐賀県鳥栖市高田町180 0942-82-0633
（有）甲南エンジニアリング 佐賀県三養基郡基山町長野170-3 0942-81-0635
松谷機工 長崎県諫早市貝津町918-1 0957-25-3825
（有）大分メリー商会 大分県大分市椎迫５組の５ 097-543-5237
（有）吉留機販 宮崎県宮崎市新別府町南田1078 0985-32-2523
大木産業（有） 宮崎県日向市大字日知屋4777-30 0982-52-6108
二葉機工商会 熊本県熊本市画図町重富817 096-378-6256
（有）南九州マシンサービス 鹿児島県鹿児島市中山2丁目8-15 099-267-7088
（株）国場建機 沖縄県那覇市仲井真124-1 098-855-3067
（株）沖縄ヤマハ 沖縄県那覇市曙１丁目８-１０ 098-866-5353

北海道地区 住　所 電話番号  住　所 電話番号  住　所 電話番号





Q8T-OKD-001-002（5L）
オープン価格
※給油量調整ノズル、
液だれ防止キャップ付、
積み重ねて保管可能
（同製品に限る）

部品番号：7CG-87209-C0

JANコード/4997789001181




