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創業111年目は、原点回帰の年。

「現場」のお客様を第一に考える。

星 憲二 氏
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2021年の風呂給湯器とビルトインコ
ンロの市場を振り返りますと、前半は堅
調な需要に支えられ、出荷台数・金額と
も好調でした※。需要が堅調な理由の1
つは、在宅時間の増加によって住宅設備
機器へのニーズが高まったことです。例
えば、料理の機会が増えたので、後片付
けしやすいビルトインコンロがほしい、
家でリラックスした時間を過ごしたいの
で多彩な機能のお風呂がほしい、といっ
たニーズが増えました。もう１つの理由
は、販売店・施工工事会社様がエンドユ
ーザー様のニーズを掘り起こすためのご
提案やサービス活動を継続的に重ねてく
ださったことです。こうした皆様のご努
力もあり、昨年前半は堅調に推移しました。
しかし、後半になると全世界的な半導
体や原材料不足の影響を大きく受けまし
た。旺盛な需要に対し供給が追いつかな
い状況となり、皆様にご迷惑をおかけし
ましたこと、この場を借りてお詫び申し
上げます。前・後半で対照的な市況とな
りましたが、通年では前年比ほぼ横ばい
という結果となりました。
現在、当社では、社会の変化に対応し
た製品の開発・販売に注力しています。
例えば、次世代リモコン「F

フ ェ リ モ
elimo」は、

エネルギー使用量やCO2排出量を“見え
る化”する機能を搭載し、人々のエシカ
ル消費（環境や社会に配慮した消費）ニ
ーズに対応した製品となっています。ま
た、スマートフォンから給湯器を操作で
きるようにするなどIT化・スマート化も
進めています。

さらに“着衣着火”事故防止のため、当
社が業界で初めて開発した「エリアセン
サー」の搭載製品も拡充します。着衣着
火とは、コンロ使用時に袖口に引火する
等の事故をいいます。「エリアセンサー」
は、コンロ手前の2か所にセンサーを配
置し、手や袖などの接近を感知すると自
動で弱火に絞り、離れると元の火力に戻
すことで調理中の事故防止を図るもので
す。今後も販売店様・消費者様の声を形
にして参りたいと思います。
2021年、当社は創業110周年を迎え
ました。これもひとえに販売店・施工工
事会社様、並びに小泉様のご支援の賜物
であり、あらためて感謝を申し上げます。
我々メーカーと販売店・施工工事会社様
との絆をつなぐ小泉様の存在はかけがえ
のないものです。今後の業界の発展には
三位一体の協力が重要であり、その中心
にいらっしゃる小泉様との信頼関係を、
今後も変わらず大切にしていきたいと考
えております。
創業111年目となる今年は、「現場力」
というスローガンの下、様々な活動に取
り組んでまいります。これまで以上に施
工の現場へ足を運び、皆様とともに販売、
サービス活動に邁進します。また、生産
現場でも様々な工夫を重ねてまいりま
す。世界情勢は不安定で、原材料の供給
については予断を許さない状況が続きま
すが、あらゆる手段を講じて安定供給の
努力を続けます。今後とも変わらぬご支
援のほど、よろしくお願い申し上げます。

株式会社パロマ 
常務執行役員　
首都圏営業部長

キーパーソン   インタビュー

※一般社団法人　日本ガス石油機器工業会　統計資料より
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10 0年先を見すえた
理想の家づくりがある

S A I T O  K E N S E T S U

ビジネス最前 線
インタビュー

#01
株式会社 齊藤建設
埼玉県鶴ヶ島市
五味ヶ谷152-10



の中で培ってきた技術や経験を次の世代へ伝えるため、
定期的に職人の塾を開催し、先輩が講師となって、若い
世代へノウハウを伝えています。こうした“教える文化”
が当社の強みです。世代を越えた技術の継承こそが、齊
藤建設の『くらしを豊かに』する家づくりの基礎になっ
ています」

小泉北関東・坂戸営業所との関係についてもうかがっ
た。
「私の父である先代からの、長いお付き合いですね。担
当営業の岡安さんは、私の高校の同級生でもあり、気軽
に相談できる関係です。設備機器だけでなく、家づくり
の重要な基礎となる建材も納めてもらっており、小泉さ
んの安定した供給力によって私たちの現場は支えられて
います。大切なビジネスパートナーとして、これからも
よい関係を続けていきたいですね」

埼玉県鶴ヶ島市に拠点を構える株式会社齊藤建設は、
明治21年に創業し、今年で１３４年目を迎える老舗建
築会社だ。４代目となる齊藤芳宏社長は、経営者として、
また建築士として理想の家づくりを追求している。そん
な齊藤社長にお話をうかがった。
「齊藤建設は、『くらしを豊かに』という理念で家づく
りをしています。鶴ヶ島市・坂戸市・川越市を中心に、
地域のお客様が世代を越えて快適に暮らせる住宅づくり
を目指しています」
「私たちが提供するのは、パッシブハウスと呼ばれる高
性能住宅です。例えば、夏季の日射熱を軽減するため庇 
(ひさし)を設けたり、風通しを考慮した窓の配置で熱を
逃したり、冬は南の大きな窓から日射を得て室内を暖か
く保ったりする。機械設備に頼り過ぎるのでなく、建築
的アプローチによって“省エネルギー”で“心地よい”室内
環境をつくり出すのが特徴です。そんな高性能な家づく
りを支えているのが、当社が誇る職人の技術力です。長
年の経験に裏付けされた確かな技術があるから、世代を
越えて豊かな暮らしが続く家をつくることができるので
す」
「今、力を入れているのが“技術の継承”です。近年は部
材や工法が進化し、職人の技術があまり重視されない風
潮がありますが、当社は違います。１３０年以上の歴史

創業１３４年。
積み重ねた信頼がある

世代を越えて、

豊かな暮らしが続く家を

株式会社 齊藤建設
代表取締役 齊藤 芳宏 氏
この地域で１３０年以上、家づくりと向き合ってきました。私たちの仕事
は、安心で豊かな暮らしを提供すること。これからもお客様のために、技
術を磨き、品質にこだわってまいります。

株式会社 小泉北関東 坂戸営業所
課長補佐 岡安 信幸
経営者であり建築士でもある齊藤社長は、つねに柔軟な発想で、新しい
チャレンジを続けていらっしゃる革新的な方です。齊藤建設様の色 な々
挑戦の一助になれるよう今後も全力でサポートしてまいります。

ビジネス最前 線インタビュー
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「一期一会」の精神で
仕事と向き合う

H O K U T O  S E T S U B I

ビジネス最前 線
インタビュー

#02
北斗設備 株式会社
東京都練馬区関町北
2-23-11



人さんの技術力です。お客様というのは、『同じ値段なら、
腕のよい職人さんに頼みたい』と思っています。私たち
は、“技術”でお客様から選んでいただける存在でなけれ
ばならない。優れた技術というのは、必ず仕上げにあら
われます。そうした理想と情熱をスタッフ全員で共有し
ながら、１つ１つの現場と向き合っています」
「小泉さんとの関係は、当社の創業時からのお取引です
から40年以上になります。本当に長いですね。好景気
の時代もあれば、そうでない時代もありました。いい時
も悪い時も、小泉さんとの関係はずっと変わりません。
長年、苦楽をともにしてきた大切なパートナーです。こ
れからもお互いに信頼し合える関係を続けていきたいで
すね」

給排水・空調・衛生・ガスなど設備一般の設計・施工
監理を行う、北斗設備株式会社。主に官庁・学校・保育
園など、公共物件の工事を関東全域で手掛けている。代
表取締役の杭本義幸氏にお話をうかがった。
「当社の創業は1980（昭和55）年。当時は、日本中が
バブル景気に沸いていた頃です。しかし、初めから順風
満帆というわけではありませんでした。新設の案件は少
なく、既設の設備の修理が多かったです。でも、そうい
う仕事も私たちは大切にしてきました。『ネジ１つ、パ
イプ１本を大切に』をモットーに、どんな小さな仕事で
もお引き受けしました。ほかの会社がやりたがらない仕
事も、当社はお断りしませんでした。そうやって１つ１
つ仕事をしているうち、そこで出会ったお客様や、仕事
仲間からの紹介があって、次の仕事へとつながっていき
ました。振り返ってみれば、私は、ご縁に恵まれていた
のかもしれません。ただ、常に心掛けていたのは、『ど
んなに小さな仕事でも、お客様にとっては一生に一度の
ことかもしれない』ということ。“一期一会”の精神で仕
事に向き合ってきました。そうした姿勢を、神様が見て
いてくださったのかもしれませんね。１つ１つの現場と
真摯に向き合うことが、成長の原動力になってきたと思
います。この考えは今も変わりません」
「もうひとつ当社が大切にしているのが、１人１人の職

関東一円で、
公共物件工事を
手掛ける総合設備会社

ネジ１つ、

パイプ１本を大切に

北斗設備 株式会社
代表取締役 杭本 義幸 氏
現在、神奈川県での支社開設を計画中です。さらなる成長のために、まず
１つ１つの現場を大切にする。現場を支えてくれる小泉さんの存在は大き
いですね。

株式会社 小泉中央 城西営業所 
課長補佐 志賀 純
担当させていただいて７年目になります。北斗設備様との仕事を通して、
私自身も成長できたと感じています。今後も変わらず信頼いただけるよう
努力してまいります。

ビジネス最前 線インタビュー

14 15



「常に付加価値のある提案を心がけています。スマート
フォンであらゆる情報を検索できる時代だからこそ、１
人１人のお客様にとって価値のある情報を、いち早く提
供できるよう努めています。お客様の現場にもよく足を
運びます。現場には多くの学びがあります。また、現場
での出会いから別の新しいお客様との取引が始まること
も多いです。商品とお客様のことを深く知れば知るほど、
価値ある提案ができると実感しています」
入社５年目の蛯

えび
原
はら
夕
ゆ
美
み
さんは、経理と事務を担当する。

「現在の課題は、お客様へ提案する見積りをスピーディ
に作成すること。お客様からのご要望に応えるため、商
品知識、情報収集力などをもっと高めていきたいです」

ベッドタウンとして人気の千葉県柏市、流山市、松戸
市を主な商圏とする小泉東関東・柏営業所の髙橋昭一所
長に話を聞いた。
「東葛地域の中核都市である柏市や、流山市は、つくば
エクスプレスの開業以降、現在に至るまで人口が増え続
けています。チャンスは多いですが、競合企業の数も多
い。熾烈な競争に勝つためには、スタッフ１人１人のス
キルの底上げが重要だと考えています。成長した個々の
力を結集させることで、大きな目標を達成する。そのた
めに、自分自身を成長させよう、過去の自分に負けない
ようにしよう、と声がけしています」
営業担当の栁

やなぎ
下
した
大
だい
輝
き
主任にも話を聞いた。

今も発展し続ける東葛地域の中核都市

ビジネス最前 線
インタビュー

#03
㈱小泉東関東 柏営業所
千葉県柏市塚崎 969

１人１人の成長が、
大きな飛躍の原動力
となる

KOIZUMI H IGASH IKANTO KASHIWA
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と考えています。この地域のお客様のK-Mobileへの関
心は非常に高いです。新しいお客様へのよいアピールに
なっていると感じています」
松本千佳主任は、事務を担当している。
「店頭やお電話でのお客様への対応も重要な仕事です。
今、目標にしているのが“対応”だけでなく、“提案”もで
きるようになること。お客様の課題を解決するための提
案ができれば、今以上に喜んでいただけるはず。そのた
めには、深い商品知識が必要です。1日も早く目標を達
成できるよう、ひたすら勉強の毎日です」

東京都町田市を中心に多摩市・八王子市・稲城市、神
奈川県の一部までを商圏とする、小泉多摩・町田営業所
の栁
やぎ
下
した
和
かず
誉
たか
所長に話を聞いた。

「町田営業所は、小泉多摩の中でも歴史のある営業所で、
昔からお付き合いのあるお客様が多いです。そうしたお
客様との関係も大切にしつつ、新たなお客様とのお取引
も増やしていきたい。今はリフォーム需要が非常に堅調
ですから、チャンスは多いと考えています」
営業担当の垣見健太主任にも話を聞いた。
「今、扱っている商材では、給湯器やエアコンなどの設
備機器が多いですが、もっと広げていきたい。『いつで
もどこでも何でも揃う小泉』の強みをアピールできれば

多摩地域のビジネスを担う重要拠点

ビジネス最前 線
インタビュー

#04
㈱小泉多摩 町田営業所
東京都町田市野津田町
1852

伝統ある営業所から
新たな挑戦がはじまる

KOIZUMI TAMA MACHIDA

松本千佳 主任

垣見健太 主任

17



ています。現在の目標は、新人賞を獲得すること。１人
１人のお客様と真摯に向き合うことで、大きな目標へと
到達できればいいですね」
事務職の山科咲さんは入社４年目だ。
「店頭やお電話でのお客様対応と、発注業務をしていま
す。事務職であろうと、営業職であろうと、お客様から
みれば同じ小泉の社員。１つ１つの対応の積み重ねが、
信頼関係をつくっていくはず。だから常に緊張感をもっ
て仕事をしています。スピーディかつ正確に。お客様か
ら信頼していただける存在になれるよう、日々努力して
います」

この春、小泉神奈川・川崎南営業所に着任した佐藤慎
吾・新所長に抱負を聞いた。
「川崎市は、現在も人口が増え続けています。様々な開
発が行われており、成長し続けている地域です。それだ
けビジネスチャンスも多い。『いつでもどこでも何でも
揃う』小泉の強みをしっかりとアピールして、地域のお
客様との信頼関係を築いていきたいですね」
営業担当の松本親

ちかし
さんは入社１年目。生まれも育ち

も川崎市で、地元への愛情は人一倍強い。
「地元出身ということで、お客様からよく可愛がってい
ただけます。お客様の仕事は、地域のインフラをつくる
こと。だから地元を大切にする意識が強い。そうしたお
客様のお役に立つことで私も地域に貢献していると思っ

『いつでもどこでも何でも揃う』小泉の強みを活かす

ビジネス最前 線
インタビュー

#05
㈱小泉神奈川 川崎南営業所
神奈川県川崎市川崎区
浜町 2-12-13

成長を続ける川崎の街で
最も信頼される存在となる

KOIZUMI KANAGAWA KAWASAKIMINAMI

山科咲さん

松本親
ちかし
さん
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売しています。土日祝日も営業していますから、お客様
の都合に合わせて便利に使っていただけます。こうした、
ホームセンターにはないプロストックならではの魅力を
１人でも多くのお客様に知っていただくための広告・宣
伝活動に力を入れています」
スタッフの高良祐子さんにも話を聞いた。
「まずは、お客様に気持ちよくご利用していただくこと
を心掛けています。あいさつはもちろん、会話も大切で
す。１人１人のお客様としっかりコミュニケーションを
とることで信頼関係を築いていきたい。お客様に『また
来たい』と思っていただけるよう、日々、試行錯誤して
います」

2022年2月に国内23店舗目のプロストック店として
オープンした川崎店。横内龍太郎店長に話を聞いた。
「プロストック川崎店は、首都高速神奈川１号横羽線・
浅田インターチェンジ近くの交通の要衝に位置していま
す。この立地こそが最大の武器。神奈川県横浜市から東
京都大田区まで、広く京浜地区をカバーする重要店舗で
す。まずは地域のお客様に認知いただき、存在感を高め
ていくことが課題です」
石川正人さんは、プロストック店の意義を次のように
語ってくれた。
「プロストックの店舗には、既存の営業所とも、またホ
ームセンター業態とも異なる、独自の意義があります。
専門的な商材を、高い知識をもったスタッフが接客・販

国内23店舗目のプロストック店

ビジネス最前 線
インタビュー

#06
㈱小泉 プロストック川崎店
神奈川県川崎市川崎区
浅田 2-18-1

京浜地区の好立地に
新たなプロストックが誕生

PROSTOCK KAWASAK I

石川正人さん

高良祐子さん
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憧れの対面キッチンですが、
実は、お客様には「不満」がありました。
それをSTEDIAが解決しました。

調査で明らかになった 
対面キッチンへの２つの「不満」

2022年2月、クリナップのシステ
ムキッチンSTEDIAがリニューアルさ
れた。同社の関将見氏に開発の経緯を
うかがった。
「開発に先立ち、クリナップではエン
ドユーザー様の本当のニーズを知りた
いと考え、調査を実施しました。その
結果、やはり 対面キッチンの人気が
非常に高いことがわかりました。しか
し、多くのお客様が実際には購入を断
念していた事実もわかりました。その
理由は２つ。１つは、フラットな天板
だとリビング側から手元が丸見えにな
ってしまうこと。『調理する手元が見
えてしまうのがイヤ』『常にワークト
ップ上をキレイにしておくのが大変』
ということで多くの方が購入をあきら
めていました。そして、もう１つが価
格の高さ。１枚の大きな天板を必要と
する対面キッチンは価格も高くなりが
ちでした。そんなお客様の不満を解消
したのが、“デュアルトップ対面”を採
用した、新しいSTEDIAです」
「デュアルトップ対面には、２つの天
板があります。キッチン側のワークト
ップと、リビング側の対面カウンター
です。そして２つの天板には65mm

という“絶妙な”高さの段差を設けまし
た。これにより、特に雑多になりがち
な作業面やシンクの中をほどよく隠し
ながら、リビング側から見て広々と開
放感のある空間をつくりだすことがで
きました」

デュアルトップが実現した 
お手頃価格

「デュアルトップ対面を採用した
STEDIAでは、従来のフラット型の対
面キッチンのような１枚の大きな天板
を必要としないため、コストダウンを
実現しています。例えば、リビング側
はリビングのインテリアと合わせて明
るく清潔感のある大理石調に。キッチ
ン側のワークトップは衛生的で毎日の
お手入れもしやすいステンレスに、と
自由な組み合わせをお選びいただけま
す。ご要望に合わせて天板だけでなく
扉やサイドパネルなどの組み合わせを
選べるのでデザインの自由度が非常に
高くなりました。しかも、全体のご予
算はリーズナブルに。憧れの対面キッ
チンを、ぐっと身近に感じていただけ
るはずです。お客様の声から生まれた、
新発想の対面キッチンSTEDIAを、ぜ
ひショールームで体験してみてくださ
い。皆様のご来場を心よりお待ちして
おります」

20 21

クリナップ株式会社
開発企画部キッチン企画課　係長

関 将見 氏

クリナップ　システムキッチン

STEDIA ステディア

お話をうかがったのは…

この

商材を
売れ！

デザイン、機能性、コストパフォーマンス。
すべてバランスよく実現した
新発想の対面キッチンができました。

この商材を売れ！ システムキッチン 編

天板の段差は“絶妙な”65mmに
人気の「流レールシンク」には15cmワイドになった
大容量タイプがオプションで新登場

キッチン側の天板（ワークトップ）は、お手
入れしやすく使い勝手にすぐれたステンレ
ス。特殊コーティングで油汚れを浮き上がら
せるクリナップ独自の「美コートワークトッ
プ」もお選びいただけます



2022 小泉サマーセール

合同研修会
2022年  10月25日（火）～10月29日（土）

株式会社小泉の顧問税理士、
顧問弁護士の諸先生による
「経営全般及び税務・会計相談会」
を設け、皆様のご相談をお受けします。

「ゴルフこれからの未来」

Profile
日本大学で活躍、アマ37冠で92年にプロ入り。マルちゃんの愛称で親しまれ、日本ツアー10勝
をあげている。2000年からPGAツアーに本格参戦し、通算3勝をあげる。また2002年には伊
沢利光プロとのコンビで、EMCゴルフワールドカップを制している。現在は、ゴルフ中継の解説
者をはじめ、様々なメディアにて活躍する傍ら、一般財団法人丸山茂樹ジュニアファンデーショ
ンの代表理事として、ジュニアゴルファーの育成にも力を入れている。リオ五輪、東京五輪でゴ
ルフ日本代表監督を務めた。

Profile
慶應義塾大学卒業後、2000年4月、日本テレビに入
社。アナウンス部に17年勤務。主に報道番組とスポー
ツを担当。大学時代は体育会ゴルフ部で女子部の主将
を務めた。ゴルフトーナメント中継でのレポーター、イン
タビュアー経験多数。

いずみ会 

株式会社小泉　環境事業部
講師によるセミナーを開催いたします。

丸山 茂樹 氏
まるやま　　　しげき

プロゴルファー
一般財団法人丸山茂樹ジュニアファンデーション代表理事
東京五輪ゴルフ日本代表　監督

山下 美穂子 氏
やました　みほこ

フリーアナウンサー

セミナー

講演会

MC

税務・会計
相談会

NASPAニューオータニは
人と自然が
健やかに調和するホテル。
コンベンションホール、
レストラン、大浴場など
設備の整った大型リゾートホテルです。

研修
会場 小説「雪国」でおなじみの越後湯沢温泉。

講師

お客様に安心してご利用していただくために新型コロナウイルス等の感染症予防対策を実施いたします。ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

講演日講演日 10月25日（火）・10月26日（水）・10月27日（木）・10月28日（金）

本年のいずみ会連合会主催の「いずみ会合同研修会」は新潟県越後湯沢温泉のNASPAニューオータニに
おいて10月25日より10月29日まで5日間にわたって開催されます。ご期待下さい。
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第43回いずみ会
チャリティー大抽選会

いずみ会主催
恒例のいずみ会チャリティー抽選会も43回を迎え、

お陰さまで社会に根ざした活動になり、各方面から多大な評価をいただいております。

今年も、皆様のご協力をお願い申し上げます。

美川憲一
1965年『だけどだけどだけど』で歌手デビュー。1967年『柳
ケ瀬ブルース』の大ヒットで一躍脚光を浴びる。1968年『釧
路の夜』が大ヒットし第19回NHK紅白歌合戦に初出場。『柳
ケ瀬ブルース』は第３回日本有線放送大賞特別賞受賞。
『おんなの朝』は第4回日本有線放送大賞スター賞、第4
回日本作詞大賞受賞。『さそり座の女』を筆頭に次々にヒッ
ト曲を飛ばす。芸能界のご意見番としてワイドショーやバ
ラエティー番組でも活躍、2019年 芸能生活55年を迎えた。

コロッケ
1980年8月、NTV「お笑いスター誕生」でデビュー。全国各地で
のものまねコンサートや大劇場での座長公演を行う傍らTV・ラジ
オ等にも出演。ものまねレパートリーは300種類以上となりロボット
バージョンやヒップホップダンスとの融合など、エンターテイナーと
して常に新境地を開拓している。浅草芸能大賞・新人賞、ゴールデン
アロー賞・大賞及び芸能賞、2013年には松尾芸能賞・演劇優秀
賞を受賞し、映画やドラマなど俳優としての円熟度を増し、アニメ
や海外ドラマの声優としても活躍の場を広げている。また、芸能
活動の傍ら、東日本大震災の被災地支援活動を精力的に行い、
2012年防衛省防衛大臣特別感謝状を授与される。

～伝説のあのシ
ーンがいずみ会

に登場！ 

歌って笑って 

究極のエンターテ
インメントショー～

Special joint concert

in KOIZUMI
～驚愕のパフォーマンスを目撃せよ～

各界の凄腕パフォーマーが集結したパフォーマンスチーム
強靭な肉体を使ったパフォーマンスはもちろん、

楽しくて強くてかっこいい！！
世界一と称されたパフォーマンスをお見逃しなく！

シンゴ
（和太鼓）

岸田晃司
（篠笛・能管）

森澤良太
（和太鼓）

羽山みずき K’s project 
～和の響宴～

羽山みずき K’s project 
～和の響宴～

太鼓ユニット K’s project

お楽しみ
二次会



【グループ型】

【個人型】 100年超の歴史  
名門｢東京ステーションホテル｣にご宿泊 3日間の旅❶

東京ステーションホテル 外観

東京ステーションホテル 客室

東京ステーションホテル ゲストラウンジ東京ステーションホテル エントランス

【個人型】 異国情緒漂う神戸と
歴史深い姫路を巡る 3日間の旅❷

姫路城 提供：姫路市 六甲山 ©一般財団法人神戸観光局

ホテルオークラ神戸 外観

ホテルオークラ神戸 レストラン

優待旅行優待旅行
2022

小泉サマーセール
202 2

小泉サマーセール

【個人型】

100年超の歴史  
名門｢東京ステーションホテル｣にご宿泊 3日間の旅❶

❸

❷

東京ステーションホテル 外観 東京ステーションホテル ゲストラウンジ

異国情緒漂う神戸と
歴史深い姫路を巡る 3日間の旅

ホテルオークラ神戸 外観 ホテルオークラ神戸 レストラン

日本のひなた宮崎県
｢シェラトン･グランデ･オーシャンリゾート｣にご宿泊 3日間の旅 ❹南国のゆったり流れる時間で心をヒーリング

沖縄本島リゾート 3日間の旅

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート ホテル外観 シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート ホテル外観 おきなわワールド ©OCVB 玉泉洞 ©OCVB

優雅で極上なひとときをお楽しみいただく
｢ぱしふぃっく びいなす｣（チャータークルーズ)

ぱしふぃっく びいなす エントランス ぱしふぃっく びいなす ライティングルーム

日程/月 都　市 交通機関 時　間 スケジュール 食事
【1日目】

2022年
11月1日

～
2023年
3月20日

東京駅

都内

専用車 午前

夕方

東京駅を出発いたします

ご昼食/観光へご案内いたします
（東京スカイツリー、スカイツリー周辺エリア、浅草寺 など）

ホテルへ到着となります
夕食はホテル周辺のレストランとなります

【東京ステーションホテル 泊】

朝：×

昼：〇

夕：〇

【2日目】
2022年
11月2日

～
2023年
3月21日

都内 専用車 終日

夕方

観光へご案内いたします
（東京タワー、増上寺、観光船 など）

ホテルへ到着となります
夕食はホテル周辺のレストランとなります

【東京ステーションホテル 泊】

朝：〇

昼：〇

夕：〇

【3日目】
2022年
11月3日

～
2023年
3月22日

横浜・
横須賀

東京駅

専用車 午前

夕方

横浜/横須賀エリア観光へご案内いたします
（赤レンガ倉庫、中華街、ランドマークタワー、軍港めぐり など）

東京駅到着となります

朝：〇

昼：〇

夕：×

日程/月 都　市 交通機関 時　間 スケジュール 食事
【1日目】

2022年
11月1日

～
2023年
3月20日

東京駅

新神戸駅

神戸

新幹線

専用車

午前

夕方

東京駅より新神戸駅へ向かいます

新神戸駅到着

ご昼食/観光へご案内いたします
（六甲山、北野異人館、メリケンパーク など）

ホテルへ到着となります
夕食はホテル内レストランもしくは周辺のレストランとなります

【ホテルオークラ神戸 泊】

朝：×

昼：〇

夕：〇

【2日目】
2022年
11月2日

～
2023年
3月21日

神戸

各地

終日

夕方

自由行動となります
オプショナルツアーへご案内いたします

例：
①京都市内観光 ご満喫プラン
②大阪 食い倒れ満腹プラン
③和歌山の歴史と自然をお楽しみいただくプラン

ホテルへ到着となります
夕食はホテル内レストランもしくは周辺のレストランとなります

【ホテルオークラ神戸 泊】

朝：〇

昼：〇

夕：〇

【3日目】
2022年
11月3日

～
2023年
3月22日

神戸
姫路

姫路駅

東京駅

専用車

新幹線

午前

夕方

夜

姫路へ向かいます
姫路エリアでご昼食/観光へご案内いたします

（世界遺産・国宝「姫路城」、好古園、姫路市立美術館 など）

姫路駅より東京駅へ向かいます

東京駅 到着

朝：〇

昼：〇

夕：×
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優雅で極上なひとときをお楽しみいただく
｢ぱしふぃっく びいなす｣（チャータークルーズ）

船体 ⓒ篠本秀人

プール ⓒ武田賢士郎 メインダイニング

エントランス

【個人型】 南国のゆったり流れる時間で心をヒーリング
沖縄本島リゾート 3日間の旅❹

国際通り ©OCVB 首里城 ©OCVB

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ 全景

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ 客室

【個人型】 日本のひなた宮崎県
｢シェラトン･グランデ･オーシャンリゾート｣にご宿泊 3日間の旅❸

関之尾滝 シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート ホテル客室

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート ホテル正面

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート ホテル外観

【グループ型】

日程/月 都　市 交通機関 時　間 スケジュール 食事
【1日目】

2022年
11月1日

～
2023年
3月20日

羽田空港

宮崎空港

宮崎

航空機

専用車

午前

夕方

羽田空港より宮崎空港へ向かいます

宮崎空港 到着

ご昼食/観光へご案内いたします
（青島神社、鬼の洗濯板、サンメッセ日南 など）

ホテルへ到着となります
夕食はホテル内レストランとなります

【シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 泊】

朝：×

昼：〇

夕：〇

【2日目】
2022年
11月2日

～
2023年
3月21日

宮崎

各地

終日 自由行動となります
オプショナルツアーへご案内いたします

例：
①熊本の自然と歴史を訪ねるプラン
②ホテル館内にてのんびりお過ごしいただくプラン
③名門ゴルフ場にてゴルフをお楽しみいただくプラン

ホテルへ到着となります
夕食はホテル内レストランとなります

【シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 泊】

朝：〇

昼：〇

夕：〇

【3日目】
2022年
11月3日

～
2023年
3月22日

宮崎
鹿児島

鹿児島空港

羽田空港

専用車

航空機

午前

午後～夕方

夜

鹿児島エリアへ向かいます
ご昼食/観光へご案内いたします

（関之尾滝、霧島神宮、仙厳園 など）

鹿児島空港より羽田空港へ向かいます

羽田空港 到着

朝：〇

昼：〇

夕：×

日程/月 都　市 交通機関 時　間 スケジュール 食事
【1日目】

11月
横浜港
又は
東京港

船中 船

昼

夕方

夕方～夜
夜

各地より各自様でお時間帯を分けてご集合いただきます
ご乗船に必要なお手続きをいただきます

（PCR検査、避難訓練などの実施がございます）

出港いたします
東京湾より相模湾に出てまいります

船内での極上なひとときをお楽しみください

ご夕食をお楽しみいただきます（1班/1回あたり 最大150名様まで）
ご夕食をお楽しみいただきます（2班/1回あたり 最大150名様まで）

様々なエンターテイメントをお楽しみください

夜食をお楽しみいただけます

 【船中 泊】

朝：×

昼：×

夕：〇

【2日目】
11月

船中

横浜港
又は
東京港

船 午前

昼～夕方

船内での快適なお目覚めの後、
ごゆっくりとご朝食をお楽しみください

（和定食、洋食よりご選択）

ご朝食以外に、コーヒーやマフィンなどをお楽しみいただきます

船内でのエンターテイメント、船外からの景色など
船ならではのコンテンツをお楽しみください

港へ到着となります
到着後、解散となります

お疲れ様でございました

朝：〇

昼：〇

夕：×

※日程、スケジュールは調整中でございます
※上記スケジュールはこれまで実績のあるチャータークルーズの一例で実際は内容が異なることがございます

日程/月 都　市 交通機関 時　間 スケジュール 食事
【1日目】

2022年
11月1日

～
2023年
3月20日

羽田空港

那覇空港

那覇

航空機

専用車

午前

夕方

羽田空港より那覇空港へ向かいます

那覇空港 到着

沖縄本島南部エリアでご昼食/観光へご案内いたします
（琉球ガラス、おきなわワールド、斎場御嶽 など）

ホテルへ到着となります
夕食はホテルもしくは周辺のレストランとなります

【オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ 泊】

朝：×

昼：〇

夕：〇

【2日目】
2022年
11月2日

～
2023年
3月21日

沖縄本島

各地

終日 自由行動となります
オプショナルツアーを設定いたします

例：
①美ら海水族館 のんびりご見学プラン
②沖縄の歴史を訪ねるプラン
③ゴルフご満喫プラン

ホテルへ到着となります
夕食はホテルもしくは周辺のレストランとなります

【オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ 泊】

朝：〇

昼：〇

夕：〇

【3日目】
2022年
11月3日

～
2023年
3月22日

那覇

那覇空港

羽田空港

専用車

航空機

午前

午後～夕方

午後～夜

ご昼食/観光へご案内いたします
（国際通り、玉陵、首里城 正殿遺構 など）

那覇空港より羽田空港へ向かいます

羽田空港 到着

朝：〇

昼：〇

夕：×

ご注意点

〔共通事項〕
●新型コロナウイルスやその他の要因で、スケジュール・利用施設が変更することがございます。
●1名様でのご参加の場合、別途1名様部屋ご利用の追加代金が発生いたします。

〔個人型〕について
●ご希望の日程を第3希望までお聞きいたします。第3希望の日程にてご案内できない場合は、別途個別にご相談させていただきます。
●12/30～1/3ご出発、その他除外日がございます。除外日の詳細は改めてお申込書にてご案内いたします。
●2名様もしくは3名様1グループでのご参加が基本となります。
　（1名様、3名様にてご参加いただけないコースがございます。3名様でご参加の場合、1名様部屋ご利用追加代金が必要になる場合がございます。）
●個人様毎の旅行になるため、東武添乗員・小泉社員の同行はございません。
●個人型❷（神戸3日間）は東京駅以外にも乗降駅をご選択いただけます。（乗降駅によっては、追加代金が発生する場合がございます。）
●新幹線・飛行機は可能な限り、ご希望のお時間にてお手配いたします。
●お食事処、観光地は、お出かけいただく日程により変更することがございます。
●お食事処は、複数の施設より、ご選択いただく予定です。

〔グループ型〕について
●チャータークルーズは新型コロナウイルスの感染状況により、内容が大きく変更する場合がございます。
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小泉グループ・サービスネットワーク
事業所 住所 電話 FAX

（株）小泉 本社 〒167-0051　東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビルディング2F 03（3393）2511（代） 03（3393）1240
第一仕入センター 〒184-0013　東京都小金井市前原町5-1-18 042（316）1565（代） 042（401）2655
第二仕入センター 〒337-0004　埼玉県さいたま市見沼区卸町1-54 048（878）9910（代） 048（878）9920
第三仕入センター 〒252-1136　神奈川県綾瀬市寺尾西1-17-20 0467（71）3511（代） 0467（71）3512
物流センター 〒340-0003　埼玉県草加市稲荷4−21−4 048（932）2111（代） 048（932）2112
電材推進室 〒167-0051　東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビルディング2F 03（3393）2514（代） 03（3393）2522
商品開発部 〒167-0051　東京都杉並区荻窪4-32-9 アネックスビル8F 03（3393）2575（代） 03（3392）2175
金属事業部 〒101-0047　東京都千代田区内神田1-9-10 キムラビル5F 03（5283）7110（代） 03（5281）0066
環境事業部 〒167-0051　東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビルディング2F 03（3393）2538（代） 03（3393）2540
住宅設備事業部 〒167-8555　東京都杉並区荻窪4-32-5 イズミビル4F 03（3393）3611（代） 03（3393）3619
エンジニアリング事業部 〒167-8555　東京都杉並区荻窪4-32-5 イズミビル5F 03（3393）2525（代） 03（3393）2534
㈱小泉ショールーム（allmilmö） 〒107-0062　東京都港区南青山4-24-1 FAVEUR MINAMIAOYAMA1F 03（6451）1473（代） 03（6451）1474

（株）小泉東北 東北本社 〒983-0035　宮城県仙台市宮城野区日の出町3-3-15 022（352）4651（代） 022（352）4652
郡山営業所 〒963-8041　福島県郡山市富田町愛宕前47-1 024（952）1211（代） 024（952）0596
会津営業所 〒965-0003　福島県会津若松市一箕町大字八幡字北滝沢237-5 0242（32）9811（代） 0242（32）9388
石巻営業所 〒986-0853　宮城県石巻市門脇字青葉東79-3 0225（25）7445（代） 0225（25）7284
仙台南営業所 〒981-1226　宮城県名取市植松字宮島110-1 022（797）7081（代） 022（797）8867
福島営業所 〒960-1107　福島県福島市上鳥渡字田中内東8-1 024（572）3699（代） 024（572）3665

（株）小泉中央 中央本社 〒173-0037　東京都板橋区小茂根3-10-7 2F 03（5986）2171（代） 03（5986）2175
城西営業所 〒166-0016　東京都杉並区成田西2-11-18 03（5397）8881（代） 03（5397）8886
練馬営業所 〒179-0076　東京都練馬区土支田1-18-13 03（3995）2711（代） 03（3904）5220
世田谷営業所 〒154-0014　東京都世田谷区新町1-29-8 03（3701）7103（代） 03（3701）9843
城南営業所 〒146-0085　東京都大田区久が原5-2-3 03（3755）0351（代） 03（3755）3690
足立営業所 〒121-0836　東京都足立区入谷7-9-4 03（3857）4411（代） 03（3857）4013
城北営業所 〒114-0011　東京都北区昭和町2-10-3 03（3810）7711（代） 03（3810）7719
城東営業所 〒133-0002　東京都江戸川区谷河内2-15-13 03（5243）2511（代） 03（5243）2519
板橋営業所 〒173-0037　東京都板橋区小茂根3-10-7 1F 03（5964）6140（代） 03（5964）6149
広域特販営業所 〒162-0833　東京都新宿区箪笥町13 グローバル新神楽坂2F 03（5225）2731（代） 03（5225）2736

（株）小泉多摩 多摩本社 〒187-8567　東京都小平市天神町4-7-22　 042（348）8811（代） 042（348）8822
八王子営業所 〒192-0063　東京都八王子市元横山町1-24-22　 042（644）2251（代） 042（646）7178
府中営業所 〒183-0025　東京都府中市矢崎町4-10-3　 042（368）8261（代） 042（368）8262
清瀬営業所 〒204-0002　東京都清瀬市旭が丘1-253-1 042（493）5111（代） 042（494）1355
青梅営業所 〒198-0032　東京都青梅市野上町4-5-2 0428（23）2550（代） 0428（23）2553 ○
立川営業所 〒190-0031　東京都立川市砂川町3-1-4　 042（537）2101（代） 042（537）2823
町田営業所 〒195-0063　東京都町田市野津田町1852 042（736）6661（代） 042（736）6660
三鷹営業所 〒181-0004　東京都三鷹市新川6-6-7 0422（68）0161（代） 0422（68）0162
昭島営業所 〒196-0031　東京都昭島市福島町2-30-2 042（500）8871（代） 042（542）5770
多摩特販営業所 〒187-8567　東京都小平市天神町4-7-22 3F 042（402）6551（代） 042（402）6552

（株）小泉東関東 東関東本社 〒300-0061　茨城県土浦市並木3-9-5　 029（821）9151（代） 029（824）5447
宇都宮営業所 〒321-0906　栃木県宇都宮市中久保2-5-6　 028（689）3113（代） 028（689）3009
船橋営業所 〒273-0034　千葉県船橋市二子町581　 047（332）1101（代） 047（332）1108
千葉営業所 〒264-0016　千葉県千葉市若葉区大宮町2176-1　 043（264）1131（代） 043（264）1564
勝田営業所 〒312-0062　茨城県ひたちなか市高場1608-83　 029（274）7555（代） 029（274）8051
柏営業所 〒277-0923　千葉県柏市塚崎969　 04（7191）2171（代） 04（7191）8140
木更津営業所 〒292-0806　千葉県木更津市請西東6-2-3　 0438（37）1101（代） 0438（37）1201
那須営業所 〒324-0037　栃木県大田原市上石上1882-27　 0287（29）3211（代） 0287（29）3218
成田営業所 〒286-0211　千葉県富里市御料1005-7　 0476（92）0810（代） 0476（92）1375
流山営業所 〒270-0137　千葉県流山市市野谷26-1　 04（7158）8100（代） 04（7158）8151
高萩営業所 〒318-0001　茨城県高萩市赤浜1234-1　 0293（23）2202（代） 0293（23）4592
古河営業所 〒306-0014　茨城県古河市下山町1-48　 0280（31）1221（代） 0280（32）5115
守谷営業所 〒302-0109　茨城県守谷市本町5298-1　 0297（46）0331（代） 0297（46）0330
下館営業所 〒308-0053　茨城県筑西市外塚778　 0296（20）1311（代） 0296（20）1315
鹿沼営業所 〒322-0026　栃木県鹿沼市茂呂2467-3（木工団地内） 0289（60）2221（代） 0289（60）2220
習志野営業所 〒274-0071　千葉県船橋市習志野4-15-5　 047（490）1611（代） 047（490）1612
水戸営業所 〒311-4152　茨城県水戸市河和田3-2303-1 029（309）1501（代） 029（309）1505
市原営業所 〒290-0047　千葉県市原市岩崎1-1-3 0436（63）5151（代） 0436（63）5157
千葉北営業所 〒262-0013　千葉県千葉市花見川区犢橋町185-3 043（304）5151（代） 043（304）5152

（株）小泉北関東 北関東本社 〒350-1105　埼玉県川越市今成2-41-1　 049（224）4611（代） 049（224）5619
太田営業所 〒373-0818　群馬県太田市小舞木町250　 0276（45）4134（代） 0276（45）4140
大宮営業所 〒330-0856　埼玉県さいたま市大宮区三橋2-603　 048（623）6311（代） 048（622）5106
前橋営業所 〒371-0013　群馬県前橋市西片貝町4-14-11　 027（210）6131（代） 027（225）0005
狭山営業所 〒350-1322　埼玉県狭山市下広瀬756-5　 04（2953）4607（代） 04（2953）7837
小川営業所 〒355-0311　埼玉県比企郡小川町高谷2653-6　 0493（72）2305（代） 0493（72）4642
本庄営業所 〒367-0022　埼玉県本庄市日の出4-16-47　 0495（24）2660（代） 0495（21）4933
秩父営業所 〒368-0002　埼玉県秩父市栃谷10-2 0494（24）2011（代） 0494（24）2108
坂戸営業所 〒350-0237　埼玉県坂戸市浅羽野2-8-1 049（283）2144（代） 049（283）7128
春日部営業所 〒345-0023　埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷478-1 0480（35）1153（代） 0480（35）0356
久喜営業所 〒346-0029　埼玉県久喜市江面1570-1 0480（22）3443（代） 0480（22）7001
熊谷営業所 〒360-0024　埼玉県熊谷市問屋町2-5-15 048（527）6002（代） 048（527）4650
越谷営業所 〒343-0824　埼玉県越谷市流通団地1-2-11 048（990）5433（代） 048（988）3033
埼玉南営業所 〒335-0032　埼玉県戸田市美女木東1-4-29 048（449）6811（代） 048（421）3211
北本営業所 〒364-0007　埼玉県北本市東間5-89 048（540）5833（代） 048（543）3722
高崎営業所 〒370-1201　群馬県高崎市倉賀野町2465-1 027（345）1181（代） 027（347）2117
ふじみ野営業所 〒356-0051　埼玉県ふじみ野市亀久保2195-5 049（257）4371（代） 049（257）4385

（株）小泉中部 中部本社 〒400-0824　山梨県甲府市蓬沢町945-1 055（237）3631（代） 055（232）1584
諏訪営業所 〒392-0015　長野県諏訪市中洲字舟戸4436-1 0266（58）5373（代） 0266（58）5379
富士吉田営業所 〒403-0006　山梨県富士吉田市新屋1-8-81 0555（22）6600（代） 0555（22）6606
佐久営業所 〒385-0011　長野県佐久市大字猿久保588-4 0267（68）5333（代） 0267（68）5238
甲府西営業所 〒400-0308　山梨県南アルプス市山寺1077-1 055（284）6631（代） 055（284）6638 ●

事業所 住所 電話 FAX
（株）小泉中部 長野営業所 〒388-8006　長野県長野市篠ノ井御幣川881-1 026（293）8833（代） 026（293）8840

上田営業所 〒386-0005　長野県上田市大字古里693-4 0268（26）8030（代） 0268（26）8033
伊那営業所 〒399-4501　長野県伊那市西箕輪7135-2 0265（71）6600（代） 0265（71）6650
松本営業所 〒399-8204　長野県安曇野市豊科高家2287-66 0263（73）9775（代） 0263（73）9774
長野北営業所 〒389-1104　長野県長野市豊野町浅野1812 026（219）2853（代） 026（219）2854

（株）小泉神奈川 神奈川本社 〒223-8542　神奈川県横浜市港北区綱島東5-8-34 045（542）5772（代） 045（542）5779
神奈川第二営業部 〒223-8542　神奈川県横浜市港北区綱島東5-8-34 045（531）8049（代） 045（531）6308
神奈川特販営業所 〒224-0021　神奈川県横浜市都筑区北山田1-3-5-101 045（590）5200（代） 045（591）1722
横浜西営業所 〒227-0043　神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-17-12 045（973）5741（代） 045（973）6818
大船営業所 〒247-0061　神奈川県鎌倉市台3-4-9 0467（43）1171（代） 0467（43）1175
泉営業所 〒245-0003　神奈川県横浜市泉区岡津町2415-1 045（815）1730（代） 045（815）1740
川崎北営業所 〒216-0013　神奈川県川崎市宮前区潮見台10-8 044（976）2311（代） 044（976）2432
川崎南営業所 〒210-0851　神奈川県川崎市川崎区浜町2-12-13 044（322）4331（代） 044（322）7355
港南営業所 〒235-0041　神奈川県横浜市磯子区栗木1-30-10 045（775）2424（代） 045（775）2331
横須賀営業所 〒238-0032　神奈川県横須賀市平作5-27-42 046（850）6794（代） 046（850）6796
旭営業所 〒241-0031　神奈川県横浜市旭区今宿西町222-10 045（958）2051（代） 045（953）1501

（株）小泉相模 相模本社 〒243-0004　神奈川県厚木市水引1-17-22　 046（222）1735（代） 046（224）7395
相模特販営業所 〒243-0004　神奈川県厚木市水引1-17-22 046（294）2230（代） 046（294）2225
相模原営業所 〒252-0241　神奈川県相模原市中央区横山台1-21-9 042（755）5211（代） 042（758）3574
相模台営業所 〒252-0001　神奈川県座間市相模が丘6-38-10　 046（256）2281（代） 046（254）4911
相模西営業所 〒258-0029　神奈川県足柄上郡開成町みなみ4-1-7 0465（20）5298（代） 0465（82）1236
平塚営業所 〒254-0913　神奈川県平塚市万田102-1　 0463（35）6488（代） 0463（35）4820
藤沢営業所 〒252-0815　神奈川県藤沢市石川4-28-17 0466（89）4061（代） 0466（88）0220
茅ヶ崎営業所 〒253-0084　神奈川県茅ヶ崎市円蔵2415 0467（82）9200（代） 0467（82）9355

（株）小泉東海 東海本社 〒422-8033　静岡県静岡市駿河区登呂6-5-39 054（202）7200（代） 054（202）7288
沼津営業所 〒410-0022　静岡県沼津市大岡2473-1 055（922）5300（代） 055（922）5388
富士営業所 〒419-0201　静岡県富士市厚原139-2 0545（71）6211（代） 0545（71）8594
藤枝営業所 〒426-0003　静岡県藤枝市下当間680 054（644）6811（代） 054（644）6841
清水営業所 〒424-0056　静岡県静岡市清水区半左衛門新田81-1 054（347）7060（代） 054（347）7066
御殿場営業所 〒412-0045　静岡県御殿場市川島田126-1 0550（84）7090（代） 0550（84）7096
富士宮営業所 〒418-0001　静岡県富士宮市万野原新田3162-2 0544（25）1160（代） 0544（25）1170
浜松営業所 〒435-0016　静岡県浜松市東区和田町765-1 053（468）5123（代） 053（468）5700
掛川営業所 〒436-0043　静岡県掛川市大池2899-1 0537（21）6552（代）  0537（21）6553

（株）小泉 本社営業部 〒167-8555　東京都杉並区荻窪4-32-5 イズミビル2F 03（3393）1266（代） 03（3393）1272
綜合電材（株） 本社 〒123-0841　東京都足立区西新井5-36-8 03（3855）5671（代） 03（3855）5674

特販営業所 〒123-0841　東京都足立区西新井5-36-8 03（3855）5672（代） 03（3899）5465
静岡出張所 〒422-8033　静岡県静岡市駿河区登呂6-5-39 054（654）2225（代） 054（654）2226
仙台出張所 〒981-1226　宮城県名取市植松字宮島110-1 022（784）1566（代） 022（784）1567

（株）住建 本社 〒390-0833　長野県松本市双葉14-18 0263（25）0449（代） 0263（27）1173
上田営業所 〒386-0152　長野県上田市大屋231-11 0268（36）2000（代） 0268（36）2277

プロストック 仙台南店 〒982-0003　宮城県仙台市太白区郡山5-16-3 022（248）5220（代） 022（248）5224
仙台中野店 〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野4-10-7 022（388）7393（代） 022（786）5261
仙台北店 〒981-3117　宮城県仙台市泉区市名坂字沖102-8 022（771）5663（代） 022（771）5667
太田店 〒373-0852　群馬県太田市新井町377-20 0276（56）9666（代） 0276（47）9155
戸田店 〒335-0031　埼玉県戸田市美女木8-1-7 048（449）0977（代） 048（449）0978
入間店 〒358-0022　埼玉県入間市扇町屋5-7-17 04（2941）5016（代） 04（2941）5017
川越店 〒350-0838　埼玉県川越市宮元町83-1 049（277）4954（代） 049（277）4955
さいたま上尾店 〒331-0811　埼玉県さいたま市北区吉野町2-223-3 048（657）8701（代） 048（657）8702
朝霞店 〒351-0012　埼玉県朝霞市栄町5-8-24 048（423）3751（代） 048（423）3752
足立鹿浜店 〒123-0864　東京都足立区鹿浜2-2-4 03（5838）0194（代） 03（5838）0195
東大和店 〒207-0032　東京都東大和市蔵敷3-865-1 042（516）0516（代） 042（516）0517
東久留米店 〒203-0054　東京都東久留米市中央町2-1-37 042（420）4103（代） 042（420）4104
府中店 〒183-0001　東京都府中市浅間町2-14-1 042（319）0961（代） 042（319）0962
足立保木間店 〒121-0064　東京都足立区保木間4-4-10 03（5851）9835（代） 03（5851）9836 ◉
本厚木店 〒243-0014　神奈川県厚木市旭町3-3-21 046（220）0106（代） 046（220）0107
相模原店 〒252-0132　神奈川県相模原市緑区橋本台1-18-2 042（775）6115（代） 042（775）6116
横浜戸塚店 〒245-0065　神奈川県横浜市戸塚区東俣野町961-20 045（858）1181（代） 045（858）1182
横浜中山店 〒226-0013　神奈川県横浜市緑区寺山町653-5 045（530）0080（代） 045（530）0615
藤沢店 〒252-0813　神奈川県藤沢市亀井野3-1-4 0466（47）8155（代） 0466（47）8151
川崎店 〒210-0847　神奈川県川崎市川崎区浅田2-18-1 044（200）4627（代） 044（200）4628
柏店 〒277-0853　千葉県柏市吉野沢3-7 04（7148）4109（代） 04（7148）4108
千葉稲毛店 〒263-0051　千葉県千葉市稲毛区園生町448-3 043（441）5901（代） 043（441）5902
千葉市川店 〒272-0015　千葉県市川市鬼高1-12-14 047（312）6921（代） 047（312）6922
野田店 〒278-0026　千葉県野田市花井282-1 04（7157）0185（代） 04（7157）0186
プロストック ベトナム コーポレーション 171 Nguyen Dinh Chinh. Ward11,Phu Nhuan District,HCMC,VIETNAM ＋84（0）28 35146898 ＋84（0）28 35146901

（株）ジャパンエコロジー 〒167-0051　東京都杉並区荻窪4-32-9 アネックスビル5F 03（6915）1447（代） 03（6915）1448
いずみテクノス（株） 本社 〒167-0043　東京都杉並区上荻2-19-17 03（5335）7601（代） 03（5335）7611

横浜営業所 〒226-0021　神奈川県横浜市緑区北八朔町1103-1 045（934）2761（代） 045（934）5589
埼玉営業所 〒350-1105　埼玉県川越市今成2-41-1 049（224）7801（代） 049（223）0301
千葉営業所 〒264-0016　千葉県千葉市若葉区大宮町2176-1 043（266）2537（代） 043（266）2538

（株）リフォームプラザ 
小泉

本社 〒167-0032　東京都杉並区天沼3-8-1 いずみビル 03（3393）2521（代） 03（3391）3884
荻窪店 〒167-0032　東京都杉並区天沼3-8-1 いずみビル 03（3391）3881（代） 03（3391）3884
立川店 〒190-0023　東京都立川市柴崎町3-13-7 042（526）2531（代） 042（526）2538
埼玉店 〒352-0001　埼玉県新座市東北2-19-16 サンルーフ新座 048（470）0400（代） 048（487）0100

（株）クリンテック小泉 〒166-0016　東京都杉並区成田西4-11-25 03（3391）7221（代） 03（3391）7222
小泉商事（株） 〒167-0051　東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビルディング2F 03（3393）2700（代） 03（3393）1251

（株）田無タワー 〒188-0014　東京都西東京市芝久保町5-8-2 042（467）1187（代） 042（469）5071
（株）有田ユニテム 〒369-0131　埼玉県鴻巣市袋1076-3 048（549）2611（代） 048（549）2619

令和４年４月21日現在● 4月21日移転　○ 5月23日移転　◉ 5月23日オープン


