
日本石綿協会名簿 1

S49年1月25日号以降、全会員名の記事は記載されないようになりました。S51年1月25日号にも会員名簿の記事がありますが、これは通常会員のみの記載です。
H12年3月1日は「石綿(せきめん)」ではなく、社団法人　日本石綿協会　会員名簿に基づいています。
商号変更、合併などによる社名の変更については、分かる範囲で注釈を入れていますが、基本的には記事に記載されているままの名称です。

時期 S22年6月末 S29年5月1日 S35年5月1日 S42年10月1日 S45年1月25日 S49年1月25日 H12年3月1日

会員名　＼　情報元

石綿　No.14　S22.6.30 石綿　No.101　S29.6.10
石綿　No.103　S29.8.10
石綿　No.104　S29.10.10
石綿　No.106　S29.11.10

石綿　No.173　S35.1.10
石綿　No.174　S35.6.15

石綿　No.262　S42.10.25
石綿　No.263　S42.11.25

石綿　No.289　S45.1.25 石綿　No.337　S49.1.25
石綿　No.338　S49.2.25

社団法人 日本石綿協会名
簿

阿形石綿工業所 大阪府泉南郡東鳥取町黒
田432-3

同左 大阪府阪南市黒田432-3

暁石綿工業所 　 　 大田区女塚1-4-1 東京都大田区西蒲田1-9- 同左 同左
秋月商工株式会社 　 　 愛知県名古屋市中央区矢

場町2-20
曙産業株式会社 東京都中央区日本橋本町

1-7
東京都中央区日本橋本町
4-8

同左 （曙ブレーキ工業㈱に社名
変更）

曙ブレーキ工業株式会社 （曙産業㈱から社名変更） 東京都中央区日本橋本町
1-2-3

同左 東京都中央区日本橋小網
町19-5

株式会社アサノリフレッ
シュ事業部

東京都千代田区西神田3-
8-1太平洋セメントビル

浅野スレート株式会社 　 東京都港区芝浜松町4-2 東京都港区芝浜松町4-2 同左 同左 同左 同左
浅野スレート株式会社大阪
支店

　 大阪府大阪市北区芝田町
35

浅野スレート株式会社大阪
スレート工場

　 大阪府大阪市大淀区中津
浜通3-1

浅野スレート株式会社札幌
スレート工場

　 北海道札幌郡琴似町

浅野スレート株式会社清水
スレート工場

　 静岡県清水市駒越520

浅野スレート株式会社東京
支店

　 東京都港区芝浜松町4-2

浅野スレート株式会社東京
スレート工場

　 東京都江東区高橋3-6

浅野スレート株式会社名古
屋支店

　 愛知県名古屋市中区裏門
前町4-42

浅野スレート株式会社名古
屋スレート工場

　 愛知県名古屋市南区笠寺
町

浅野スレート株式会社門司
支店

　 福岡県門司市白木崎

浅野スレート株式会社門司
スレート工場

　 福岡県門司市白木崎

浅野物産株式会社 東京都千代田区丸ノ内1-
10-5日本鋼管ビル

東京都千代田区丸の内1-
6-1海上ビル

浅野物産株式会社輸入部 東京都中央区日本橋小舟
町2-1小倉ビル

浅羽岩綿加工株式会社 大阪府泉南郡信達町牧野 　
旭硝子株式会社牧山工場 　 福岡県八幡市枝光字釜山

1799-1
旭興産株式会社 　 福岡県小倉市室町4丁目
朝日鉱綿株式会社 群馬県高崎市東町128
朝日スレート株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴

見町470
　

朝日スレート株式会社工場 神奈川県横浜市鶴見区鶴
見町470

朝日石綿工業株式会社 東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

同左 同左 同左 東京都中央区銀座7-10-6 同左

朝日石綿工業株式会社工
場

東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

株式会社アスク 神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央2-5-5

株式会社朝日セラテック 熊本県八代市新港町2-2-
株式会社朝日電機製作所 大阪府大阪市生野区鶴橋

北之町2-133
　

旭特殊綿業株式会社 愛知県中島郡稲沢町字北
山

　

株式会社アスクテクニカ 山梨県西八代郡市川大門
町1488

小豆沢スレート 島根県松江市東津田町
2330-2

同左 島根県松江市東津田町
2331

安宅産業株式会社 東京都千代田区大手町1-
4大手ビル

同左 同左

穴瀬アスベスト工業所 大阪府和泉市伯太町622 大阪府和泉市伯太町622
安部幸株式会社輸出部第
一課

東京都中央区日本橋江戸
橋1-15

東京都中央区日本橋茅場
町1-18

同左

荒井商会 　 　 東京都中央区日本橋蛎殻
町1-3

東京都大田区南蒲田2-
11-17

株式会社荒井商会 東京都中央区日本橋蛎殻
町1-3

同左

阿波製紙株式会社研究部 徳島県徳島市南矢三町3-
10-18

安藤工業株式会社 兵庫県神戸市須磨区鷹取
町2-1-1

安藤石綿工業株式会社 兵庫県神戸市須磨区鷹取
町2-7

同左 同左 兵庫県神戸市須磨区鷹取
町2-1-1

同左

飯田パッキン工業株式会
社

大阪府豊中市豊南町南5-
4-16

五十嵐工場 神奈川県横浜市鶴見区市
場町1393

同左

有限会社五十嵐スレート工
業所

　 　 神奈川県鶴見区市場町
1392

同左 神奈川県横浜市鶴見区市
場下町2-24

五十嵐住宅機器商会 神奈川県横浜市鶴見区市
場下町2-24

石川ガスケット株式会社 東京都港区芝舟町1 同左
石戸秀雄 東京都足立区千住元町10

桜荘
泉石綿工業株式会社 　 　 大阪府大阪市北区北同心

町1-11
大阪府大阪市北区北同心
町1-11-9

同左 同左

和泉紡織株式会社 大阪府泉南郡佐野町627 　
市川毛織株式会社 東京都文京区本郷2-14- 同左 同左
伊藤忠商事株式会社 　 　 東京都中央区日本橋本町

2-4
伊藤忠商事株式会社東京
支店

　 東京都中央区日本橋堀留
町1-13

伊藤忠商事株式会社物資
部輸入物資課

東京都中央区日本橋本町
2-4

東京都中央区日本橋本町
2-4

伊藤忠商事株式会社セラ
ミック資材部工業素材課

東京都港区赤坂2-4-5日
商岩井ビル

稲留石綿工業所 大阪府泉南郡信達町牧野 　
伊予興業株式会社 愛媛県新居浜市泉池町3- 同左
入村製作所 大阪府八尾市大字老原 大阪府八尾市相生町2-3 同左 同左
岩井産業株式会社 東京都中央区日本橋江戸

橋岩井ビル
岩井産業株式会社原料第
二部石綿窯業課

東京都中央区日本橋江戸
橋3-7三木ビル

日本石綿協会名簿
・日本石綿協会の機関誌「石綿(せきめん)」に記載された会員名簿の記事のうち、主に会員の変動が比較的大きい時期を取り上げています。全てをも網羅しているわけ
ではないことを、お断りしておきます。
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日本石綿協会名簿 2

時期 S22年6月末 S29年5月1日 S35年5月1日 S42年10月1日 S45年1月25日 S49年1月25日 H12年3月1日
岩井産業株式会社東京支
店燃料部

　 東京都中央区京橋1-2

岩尾生産株式会社 　 　 大分県玖珠郡野上町右田
718

磐城セメント株式会社 　 東京都台東区北稲荷町13
磐城セメント株式会社営業
二部資材課

　 東京都台東区西黒門町56

磐城セメント株式会社王子
スレート工業所

　 東京都北区豊島町7-16

磐城セメント株式会社大阪
スレート工業所

　 大阪府大阪市西淀川区千
舟東2-23

磐城セメント株式会社工場
課

　 栃木県安蘇郡葛生町715

磐城セメント株式会社小倉
工場スレート係

　 福岡県小倉市市丸1050

磐城セメント株式会社仙台
スレート工業所

　 宮城県仙台市中田町悪土

磐城セメント株式会社名古
屋スレート工業所

　 愛知県名古屋市中村区野
田町叉部8

イワキ中越株式会社 福島県いわき市小名浜字
土手陰8-1

岩渕製紙株式会社 静岡県庵原郡富士川町中
ノ郷1193

同左

岩本商会 　 　 大阪府大阪市南区上本町
2-1

同左

インターナショナル通商株
式会社

東京都杉並区本天沼3-
44-2

上木パッキング製作所 　 　 東京都千代田区神田須田
町1-34

株式会社上木パッキング
製作所

東京都千代田区神田須田
町1-34

同左 同左

ウォールド・コンマース・
コーポレーション

　 東京都千代田区有楽町三
信ビル三階

同左

潮物産株式会社札幌営業
所

北海道札幌市北一条東3
丁目

同左 北海道札幌市北一条東九
丁目

内山商事株式会社 　 東京都千代田区丸の内2-
10仲四号館6号

同左

内山商事株式会社東京営
業所

東京都中央区宝町2-4第
二ぬり彦ビル

同左 同左

宇野建材株式会社 岡山県玉野市宇野798 　
宇部アスベスト商会 山口県宇部市中央町3-3-
宇部スレート工業株式会社 　 山口県宇部市西区島通り3

丁目
山口県宇部市西区助田沖
海面埋立地

山口県宇部市西区弥生町 山口県宇部市大字小串沖
の山1988-1

同左

ウベボード株式会社 山口県宇部市大字沖宇部
字沖の山

ヱタニット異型管製造株式
会社

大阪府大阪市大淀区天神
橋筋6-5新京阪ビル

　

エス・エフ・シッピングエンド
トレーディングコンパニ

東京都港区高輪3-14-19 東京都港区高輪4-8-6高
輪スカイマンション

扇港保温工業所 　 兵庫県神戸市兵庫区東山
町4-19-1

同左

大井石綿工業所 大阪府中河内郡加美村松
山町3丁目

　

大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515
大倉商事株式会社材料課 　 東京都中央区銀座2-2
大阪アスベスト工業所 大阪府貝塚市堀新342 同左
株式会社大阪アスベスト工
業所

大阪府貝塚市堀新342 同左 同左

大阪スレート興業株式会社 大阪府大阪市大淀区中津
浜通3-1

　

大阪製作所 大阪府大阪市西区九条通
3-533

株式会社大阪石綿工業所 　 大阪府大阪市南区横堀7-
株式会社大阪特殊パッキ
ン製作所

　 　 大阪府大阪市住吉区西住
之江町5-9

株式会社大阪特殊パッキ
ング製作所

大阪府大阪市住吉区西住
之江町5-9

同左 同左

合名会社大阪パッキング
製作所

大阪府大阪市西成区千本
通7-4

　

株式会社大阪ブレーキライ
ニング工業所

大阪府大阪市南区内安堂
寺町通り2-1

大阪保温工業株式会社 　 　 福岡県福岡市築石町13
株式会社大嶽 愛知県安城市御幸本町4-

15
株式会社大津屋建材店 愛知県豊橋市大橋通3- 同左 同左
株式会社大西商会 大阪府大阪市南区大宝寺

町東之丁16
株式会社大野社 兵庫県神戸市北区山田町

小部惣六畑山5-3
大野社東京出張所 　 　 東京都中央区東銀座1-7 同左
株式会社大野社東京営業 東京都中央区銀座1-20-
大森アスベスト株式会社 　 　 東京都目黒区上目黒4-

2240
同左 東京都目黒区上目黒4-

17-18
同左

大森石綿工業株式会社 東京都板橋区志村町1-1 東京都板橋区船渡町2-11 同左 東京都中央区日本橋兜町
2-24幸ビル

同左 同左

株式会社岡福商店 東京都中央区銀座東6-6 （岡福商事㈱へ社名変更）
株式会社岡福商店東京支 東京都中央区銀座8-1-9 東京都中央区銀座東6-6 （岡福商事㈱へ社名変更）
岡福商事株式会社本店 （岡福商店㈱から社名変

更）
大阪府大阪市西区土佐堀
通り3-39

同左 同左

岡福商事株式会社東京支 （岡福商店㈱から社名変 東京都中央区銀座東6-6 東京都中央区銀座6-13-3 同左
小川丑之助 東京都千代田区神田小川

町1-1山甚ビル
小川丑之助商店 東京都千代田区神田小川

町1-1内神田ビル
東京都千代田区神田小川
町1-1山甚ビル

同左 同左

沖野パッキング製作所 　 　 東京都港区新広尾2-106
沖野株式会社 東京都港区南麻布2-14- 同左 同左
株式会社オギムラ産業 東京都千代田区九段南2-

4-11
小野田セメント製造株式会
社

山口県小野田市小野田

小野田セメント製造株式会
社小野田工場

山口県小野田市小野田

小原化工株式会社 東京都中央区日本橋小舟
町2-7-4

オリエンタルアスベスト株
式会社

京都府京都市南区東九条
松田町107

同左 滋賀県野洲郡野洲町大字
三上

香川産業株式会社 （香川石綿工業所から社名
変更）

東京都中央区大伝馬町2-
3

香川石綿工業所 東京都中央区日本橋大伝
馬町2-3

（香川産業株式会社に社
名変更）

垣内商事株式会社 　 東京都中央区日本橋本町
1-9

同左 同左 同左 同左

垣内商事株式会社資材部 　 東京都中央区日本橋本町
1-9

カキウチホンテス株式会社
産業資材部

東京都中央区日本橋本町
1-5-4

柿谷石綿パッキング商会 　 石川県金沢市仙人町7 同左 石川県金沢市清川町10- 同左 同左
梶本英石綿工業所 大阪府泉南郡信達町542 　
カシュー株式会社 東京都荒川区西尾久8-

12-5
同左 同左
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日本石綿協会名簿 3

時期 S22年6月末 S29年5月1日 S35年5月1日 S42年10月1日 S45年1月25日 S49年1月25日 H12年3月1日
カナヱ石綿工業株式会社 大阪府三島郡三島村大字

太田ノ内新田65-1
大阪府茨木市大字太田内
新田65-1

大阪府大阪市西区新町通
り1-14

大阪府茨木市東太田1-4-
41

カナヱ石綿工業株式会社
東京出張所

　 　 東京都港区芝浜松町2-21 東京都港区芝浜松町3-4 同左

金沢石綿工業所 大阪府泉南郡泉南町樽井
530

大阪府泉南市樽井1810

金子商店 　 　 大阪府大阪市西区江戸堀
通り5-33

金子パッキン株式会社 大阪府大阪市西区土佐堀
通5-76

同左 同左

蒲田工業株式会社 東京都品川区五反田6-
神島化学工業株式会社 東京都中央区銀座西7-8 東京都中央区銀座東7-6

大栄会館ビル
同左 東京都中央区日本橋本町

4-6-6共同新日本橋駅前ビ
ル

紙谷石綿工業所 大阪府大阪市東住吉区杭
全町750

紙谷石綿工業製作所 大阪府大阪市東住吉区桑
津町8-50

株式会社カミヤマ 岩手県東磐井郡千厩町千
厩字町浦75

川上貿易株式会社 東京都千代田区丸の内丸
ビル5階

川崎浩 　 　 福岡県戸畑市小沢見町2-
21

川崎保温材工業所 　 神奈川県川崎市宮前町41
合資会社河原石綿工業所 　 　 兵庫県神戸市生田区東川

崎町7-340
兵庫県生田区東川崎町7-
4-5

同左 同左

株式会社カワベ 東京都港区東新橋1-2-7
丸新第一ビル

河辺産業株式会社 　 東京都芝田村町3-9 同左 東京都港区新橋3-5-11 東京都港区新橋4-8-3
関西スレート株式会社 大阪府大阪市北区太融寺

町126
大阪府大阪市北区梅田町
29

兵庫県尼崎市尾浜字竹原
350

同左 兵庫県尼崎市尾浜町2-
20-16

（ダイスレ工業（株）へ）

関西フエルト株式会社 　 　
関東浅野パイプ株式会社 埼玉県熊谷市大字佐谷田

2418
同左 同左

関東アセチレン工業株式
会社

群馬県渋川市中村1110

関東ベントナイト株式会社 　 　 東京都文京区新諏訪町15
東ビル

岩綿工業会 東京都中央区京橋1-5
木田商店 香川県香川郡香西町 　
木下スレート株式会社 神奈川県横浜市西区戸部

本町50-13幸一社ビル
同左 神奈川県横浜市保土ヶ谷

区坂本町90
木村商工 　 　 東京都中央区日本橋浜町

3-2
九州スレート興業株式会社 福岡県門司市白木崎 　
九州石綿セメント製品同業
会

　 福岡県福岡市吉塚町大黒
通り2-559

株式会社九州パッキング
製作所

　 福岡県小倉市西本町1丁
目

同左

共栄石綿株式会社 　 東京都中央区銀座東1-10
共益商会 　 福岡県福岡市薬院大通り

1-25
同左

株式会社京都石綿 京都府京都市右京区太秦
安井松本町1-7

同左

協立アスベスト株式会社 　 　 東京都豊島区巣鴨6-1215
共立機材株式会社 　 　 東京都中央区京橋2-1
協和貿易商会 東京都文京区本郷2-1大

磯ビル
協和貿易株式会社 東京都文京区本郷2-26-

10
東京都文京区本郷3-26-1 東京都中央区日本橋茅場

町1-18共同ビル
極東工業株式会社 　 山口県下関市新町1-312 同左
極東興業株式会社 宮城県仙台市連坊小路
極東スレート株式会社 兵庫県尼崎市三反田514 同左 同左 同左 同左
極東石綿工業 　 　
極東石綿興業株式会社 　 大阪府大阪市東区横堀3- 同左
近畿株式会社 大阪府大阪市西区北堀江

1-6-3
近畿スレート株式会社 大阪府大阪市旭区大宮町

1-70
　

金商株式会社 　 　
金星スレート工業株式会社 　 熊本県八代市迎町1970
株式会社草竹工業所 　 　 大阪府泉南郡東鳥取村大

字自然田1703
大阪府泉南郡東鳥取町自
然田1387-2

大阪府泉南郡東鳥取町自
然田1386-1

同左

クシロブレーキ工業株式会
社

大阪府南河内郡美原町小
平尾444-1

久代石綿工業株式会社 大阪府八尾市安中135
久代石綿工業所 大阪府中河内郡竜華町安

中121
大阪府八尾市安中135

久保商会 　 　 東京都墨田区向島須崎町
280

株式会社久保商会 東京都墨田区向島4-24- 同左 同左
株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津

東1-2-47
久保田鉄工株式会社合成
管営業部

　 大阪府大阪市浪速区船出
町2-22

同左

久保田鉄工株式会社神崎
工場

兵庫県尼崎市長州字深田
9-2

久保田鉄工株式会社資材
部

大阪府大阪市浪速区船出
町2-22

久保田鉄工株式会社東京
支店

東京都中央区日本橋江戸
橋岩井ビル

久保田鉄工所資材課 　 東京都中央区銀座西1-3
実業日本ビル

クロタ工業株式会社 千葉県夷隅郡御宿町六軒
町字矢ノ根27

黒田石綿工業株式会社 千葉県夷隅郡御宿町六軒
町字矢ノ根27

同左

群栄化学工業株式会社 群馬県高崎市大八木町 同左 同左
群栄化学工業株式会社東
京支店

東京都千代田区神田岩本
町1岩本町ビル

同左 同左

圭王石綿工業株式会社 　 東京都港区芝田村町4-11
京浜グラスロン販売株式会
社

神奈川県川崎市川崎区渡
田1-9-2

高圧ガス工業株式会社 兵庫県揖保郡揖保川町半
田字前田610

同左

興人石綿工業株式会社 富山県富山市興人町2-62 同左
興人人絹パルプ株式会社
開発研究所

富山県富山市興人町2-62

興信商会 　 　 東京都千代田区内幸町2-
16杉本ビル

弘進電気工業株式会社 大阪府大阪市大淀浦江北
3-33

大阪府大淀区大淀町中4-
17

同左 同左

更正化学工業株式会社 大阪府大阪市旭区生江町
2-361

同左

光陽株式会社 大阪府泉南市信達牧野
光和石綿工業株式会社 　 　 大阪府大阪市西区西道頓

堀通4-1
同左 大阪府大阪市東住吉区鷹

合町2-59
同左

国光建材工業所田の浦工
場

　 福岡県門司市田の浦笠石
958

国光石綿工業所 埼玉県川越市喜志町59
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時期 S22年6月末 S29年5月1日 S35年5月1日 S42年10月1日 S45年1月25日 S49年1月25日 H12年3月1日
国光石綿工業株式会社 　 埼玉県川越市大仙波1680 同左 埼玉県川越市富士見町5- 同左 同左
国光石綿工業株式会社本 東京都台東区下谷3-4-1 同左 同左
国光繊維工業所田ノ浦工
場

福岡県門司市田ノ浦笠石
598

国際石綿株式会社 東京都新宿区淀橋530
国際物産交易株式会社 　 東京都中央区日本橋両国
国策工業株式会社 北海道幌別郡幌別町字本

町49
　

国策スレート株式会社 福岡県福岡市西新町鹿原
2番町2

　

国産スレート 東京都板橋区坂下3-8-6
国産スレート株式会社 （有限会社国産スレート工

業所から？）
東京都板橋区蓮根町3-
14-2

国産スレート有限会社 東京都板橋区蓮根町3-
14-2

有限会社国産スレート工業
所

東京都板橋区志村蓮根町
527

（国産スレート株式会社
に？）

国産保温商工所 東京都大田区入新井3-38 　
国分工業株式会社 　 大阪府南河内郡国分町字

片山488
大阪府大阪市東住吉区田
辺本町3-41

大阪府柏原市石川町1-66 同左 同左 同左

互光産業株式会社 　 神奈川県横浜市鶴見区生
麦町544

小里機材株式会社 東京都墨田区本所1-4-7 同左 同左
小林石綿工業所 　 　 大阪府泉南郡田尻町字七

加祥寺637
小林石綿工業 大阪府泉南郡田尻町喜祥

寺637
五稜石綿株式会社 株式会社五稜石綿紡織所

から社名変更）
大阪府布施市稲田1228 東京都中央区銀座東5-4

明札ビル
株式会社五稜石綿紡織所 大阪府布施市稲田1228 （五稜石綿株式会社へ社

名変更）
五稜石綿工業株式会社東
京支店

東京都中央区銀座1-5松
崎ビル

東京都中央区銀座1-19-3
松崎ビル

同左

金剛建材工業株式会社 東京都港区芝西久保巴町
84

　

金剛スレート工業株式会社 大韓民国ソウル特別市中
区苧洞二街78

斉藤アスベスト株式会社 東京都新宿区戸塚町3-
349-3

同左

合資会社斉藤アスベスト工
業所

　 　 東京都新宿区下落合2-
916

同左

斉藤誠司商店 　 東京都千代田区丸ノ内 丸
の内ビル7階704号室

株式会社栄屋石綿紡織所 　 大阪府泉南郡信達町牧野 大阪府大阪市高麗橋3-11 大阪府大阪市西区南堀江
大通り1-18

同左

阪田石綿工業株式会社 富山県富山市東中野町
221

同左 富山県富山市赤江町1-
11-40

桜井建材産業株式会社 　 静岡県静岡市御幸町9-5 同左
佐藤金属株式会社製品部
アルミニウム課

東京都千代田区神田須田
町2-13

同左

佐藤硅藻土商会 　 　 宮城県苅田郡円田村 同左 同左
佐藤製作所 　 　 東京都豊島区椎名町3-

2053
東京都豊島区南長崎1-
22-8

佐野石綿株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴
見町543

同左 同左

山陰石綿パイプ工業所 兵庫県城崎郡豊岡町滋茂
10

　

三京工業 　 　
三協パッキング株式会社 東京都港区芝仲門前1-5

東洋ビル
同左 東京都港区芝大門2-3-16

東洋ビル
産業スレート株式会社 兵庫県西宮市今津西浜町

14
同左

産業セメント鉄道株式会社 福岡県田川市大字弓削田
2788

　

三建貿易株式会社 　 　 東京都中央区宝町1-9大
野興業ビル

東京都中央区京橋3-11須
藤ビル

同左 同左

三絖鉱繊工業株式会社 東京都豊島区長崎4-39 　
三絖産業 東京都台東区浅草菊屋橋

2-1
三幸石綿パッキング製作
所

福岡県福岡市住吉上宮崎
町932

有限会社三幸石綿パッキ
ング製作所

福岡県福岡市住吉上宮崎
町933

福岡県福岡市住吉3-13-2 同左

三幸パッキング製作所 　 福岡県福岡市住吉上宮崎
町932

三信整熱工業株式会社 　 神奈川県横浜市鶴見区鶴
見町1542

同左 同左 同左 同左

三星物産株式会社 東京都千代田区霞ヶ関3-
2-5霞ヶ関ビル3120号

三耐工業株式会社 　 富山県富山市東田町27 同左 富山県富山市泉町1-6-21 同左
三大物産株式会社 東京都港区赤坂4-7-16青

果ビル
三藤保温工事株式会社 　 東京都千代田区神田鍛治

町1-11
山王石綿株式会社 東京都大田区大森北2-2- 同左 同左
山王セラミックス株式会社 東京都大田区大森北1-

19-6
三友商会 東京都港区芝新橋7-12文

化工業会館
　

三洋興業株式会社 　 　 東京都台東区浅草寿町3-
12

東京都台東区寿4-9-10 東京都台東区寿4-6-10

三洋石綿工業所 大阪府貝塚市南町1361 同左
三洋パッキン株式会社 　 　 大阪府大阪市福島区大野

町1-70
同左 大阪府大阪市東淀川区西

三国町1-209-2
三洋パッキング株式会社 大阪府大阪市福島区大野

町1-50
山陽フエルト工業株式会社 兵庫県神戸市須磨区妙法

寺池ノ内843
同左

三陸ファイバーグラス株式
会社

神奈川県藤沢市鵠沼神明
2-7-21

三和商工株式会社 岡山県岡山市大供表町2-
253

三和スレート工業所 兵庫県西宮市瓦林柳井 　
三和石綿工業株式会社 　 　 東京都豊島区椎名町7-

3878
三和通商株式会社 岡山県岡山市内山下81牧

電ビル
同左 岡山県岡山市石出町1-1-

1石関ビル
三和パッキング工業株式
会社

大阪府豊中市利倉2-18-5

株式会社三和不燃ボード
工業

福岡県筑後市溝口1418

シー・ジェー・ペトロ株式会
社

東京都港区西新橋1-17-6
高嶋ビル

シーゼーペトロ商会 東京都千代田区有楽町1-
1日活国際ビル

東京都千代田区永田町2-
10-2TBRビル514

同左 同左 （シー・ジェー・ペトロ（株）
へ）

Ｊ・Ｍアスベストス・ジャパン
株式会社

東京都横浜市

四国浅野スレート株式会社 香川県高松市香西本町17
柴田石綿紡織所 大阪府泉南郡信達町牧野

589
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時期 S22年6月末 S29年5月1日 S35年5月1日 S42年10月1日 S45年1月25日 S49年1月25日 H12年3月1日
下関パッキング製作所 　 　 山口県下関市上新地2374 山口県下関市上新地町

2386
同左 山口県下関市上新地町1-

4-1
合資会社十一屋製陶所 愛知県瀬戸市西印所町3 　
十条製紙株式会社加工品
事業部

東京都千代田区有楽町1-
11新有楽町ビル

松栄製作所 東京都大田区北糀谷町2-
11-4

正栄交易株式会社 東京都中央区日本橋茅場
町1-12太平ビル

常裕パルプ工業株式会社 愛媛県伊予三島市寒川町
830

昭和アスベスト株式会社 東京都文京区丸山町310 東京都中央区日本橋堀留
町1-11マスダビル

東京都板橋区富士見町5 同左 同左

昭和アスベスト株式会社大
阪支店

　 大阪府大阪市西区靱南通
1-6住友ビル

昭和アスベスト工事株式会
社

東京都板橋区大和町43

昭和化学工業株式会社 　 東京都中央区日本橋室町
4-5近三ビル

東京都中央区銀座7-3石
橋ビル

東京都渋谷区松濤1-5-3
石橋ビル

昭和化学工業株式会社神
戸本社

　 兵庫県神戸市生田区加納
町4-1日華ビル

同左

昭和機械株式会社 愛知県津島市今市場町4- 同左
昭和鉱石綿株式会社 　 東京都中央区銀座西7-5 東京都千代田区紀尾井町

3新紀尾井ビル
昭和スレート有限会社 東京都中野区上ノ原町30 同左 東京都板橋区本町6 （株式会社に）
昭和スレート株式会社 （有限会社から） 東京都板橋区本町6 同左 東京都板橋区本町6-4
昭和電工建材株式会社 東京都港区芝公園1-7-13

昭和電工別館
新光アスベスト株式会社 　 大阪府大阪市西区江戸堀

下通り3-38
同左 大阪府大阪市西区江戸堀

3-60
同左

新興石綿工業株式会社 大阪府中河内郡加美村細
田町4-141

　

株式会社伸光トレイディン
グ

東京都千代田区丸の内1-
2三菱仲28号館

同左 同左

新生熱研工業株式会社 　 東京都墨田区太平町4-4 同左 同左 東京都豊島区南大塚3-
16-10興都ビル

同左

新生不燃ボード株式会社 福岡県小郡市上岩田769-
株式会社進展機械製作所 静岡県静岡市安東3-45 静岡県静岡市東鷹匠町49

松下ビル
同左

株式会社進展実業 東京都新宿区左門町20 東京都新宿区左門町20-7 同左
新東亜交易株式会社 大阪府大阪市西区靱1- 同左
新東山商事株式会社 　 東京都港区芝三田同朋町

18三井銀行内
森林工業株式会社 愛知県豊川市国府町字上

坊入5
　

菅長商店 　 東京都荒川区日暮里町2-
40

須川産業株式会社 大阪府中河内郡竜華町竹
淵92

　

鈴木石綿紡績所 大阪府中河内郡眉津町三
島

　

住友商事株式会社建設建
材部セメント課

東京都千代田区神田美土
代町1

住友セメント株式会社 東京都台東区東上野5-2- 同左
住友ベークライト株式会社 東京都千代田区内幸町2-

1-3大阪ビル1号館
角谷鉄工所 　 愛知県碧南市大浜町上 同左 同左
スレート協会 東京都港区芝5-15-5泉ビ

ル3Ｆ
スルザーブラザースジャパ
ンリミテッド

東京都千代田区大手町2-
6-1朝日東海ビル

清家清 　 　 東京都大田区雪ヶ谷町519 同左
誠亨紡績株式会社 東京都江戸川区北小岩3-

7-16
同左

株式会社関口商店 東京都千代田区神田鍛冶
町1-2

同左 同左

積水化学工業株式会社 京都府京都市南区上鳥羽
上調子町30

積水化学工業株式会社研
究所

岡山県岡山市古都宿210

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市玉江町2-2
大阪貿易センター

セキネシール工業株式会
社

埼玉県比企郡小川町下里
1503

石綿管協会 東京都千代田区九段南4-
8-9日本水道会館

石綿鉱山協議会 東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

　

石綿スレート協会 　 東京都中央区銀座7-10-5
第一企画ビル

東京都中央区銀座7-10-8
高橋ビル

石綿スレート協議会 　 東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

石綿製品工業会 　 東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

同左

石綿製品事業協同組合 大阪府大阪市順慶町1-
10-2

同左 同左

石綿セメントボード協会 東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

東京都中央区銀座7-3第
一企画ビル

石綿パイプ協会 東京都港区芝5-15-5泉ビ
ル3Ｆ

石綿販売株式会社 東京都千代田区丸ノ内1-2
正金ビル

　

摂津アスベスト株式会社 　 大阪府大阪市西区江戸堀
北通り3-31

セメントファイバーボード工
業組合

東京都中央区銀座3-9-4
文成ビル

全国石綿スレートパイプ工
業協同組合

東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

　

双伸ライニング 大阪府貝塚市神前103 同左
大安産業株式会社 福岡県北九州市小倉区西

本町1丁目
同左 同左

第一工業株式会社 大阪府大阪市平野区加美
東4-5-56

第一ゴム工業株式会社 東京都千代田区花房町1 同左 東京都千代田区外神田1-
1-12

東京都港区浜松町1-13-5 東京都港区浜松町1-7-3

第一スレート工業株式会社 東京都板橋区志村町1400 東京都中央区日本橋本町
2-4

東京都千代田区神田佐久
間町河岸51

同左 同左 同左 同左

第一石綿株式会社 　 大阪府中河内郡加美村細
田町4-141

第一石綿株式会社東京出
張所

　 東京都港区芝西久保桜川
町7

第一石綿工業 　 　 東京都港区芝西久保桜川
町7

第一石綿工業東京営業所 東京都港区芝西久保桜川
町7

同左 同左

第一通商株式会社鉱業部 　 東京都千代田区丸ノ内2-
18内外ビル

第一物産株式会社セメント
建材課

　 東京都千代田区丸ノ内1-2
永楽ビル

株式会社第一パッキング
製作所

東京都中央区西八丁堀3-
7

同左
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時期 S22年6月末 S29年5月1日 S35年5月1日 S42年10月1日 S45年1月25日 S49年1月25日 H12年3月1日
第一レース株式会社 大阪府大阪市東区南本町

4-47イトウビル
大栄アスベスト株式会社 東京都千代田区神田神保

町1-1
　

耐火石綿工業所 香川県香川郡香西町 　
耐火被覆板協会 東京都中央区銀座7-12-4

友野本社ビル
大元石綿工業所 兵庫県尼崎市水堂榎木11 同左
大正アスベスト株式会社 　 　 大阪府泉南郡南海町波有

手
大進石綿盤工業株式会社 東京都大田区北糀谷町 同左
ダイスレ工業株式会社 兵庫県加古川市野口北野

字向新田790-1
大成パッキング工業株式
会社

　 　 東京都荒川区尾久町6-
169

東京都荒川区西尾久7-
54-6

株式会社大成 東京都荒川区西尾久7-
54-6

同左

大同化工株式会社 東京都豊島区池袋1-652
麻生ビル

東京都豊島区東池袋1-
35-11

同左

大同石綿株式会社 東京都豊島区西巣鴨3-
大同石綿工業株式会社 愛知県名古屋市中村区野

田町又部8
大日本塗料株式会社技術
本部

大阪府大阪市此花区西野
下之町38

太平工業株式会社釜石支
店

岩手県釜石市中妻町3-9-
25

岩手県釜石市中妻町3-9-
25

太平スレート株式会社 岐阜県岐阜市徹明通1-28 同左 同左 岐阜県岐阜市城東通2-5 同左
大丸機工製作所光工場 　 山口県光市浅江、光駅前
大丸機工株式会社東京支
店

　 東京都千代田区神田神保
町2-21

大丸機工パッキング製作 福井県武生市東元町53
大丸機工パッキング製作
所福井工場

　 福井県南条郡今庄村

太陽アスベスト株式会社 東京都中央区西八丁堀4-
太陽アスベストケミカル株
式会社

東京都中央区西八丁堀4-
5

東京都中央区八丁堀4-7-
5

太陽アスベスト工業株式会
社

東京都中央区新富町3-4 東京都中央区西八丁堀4-
5

太陽スレート株式会社 　 滋賀県東浅井郡虎姫町30
太陽石綿株式会社 　 　

太洋石綿工業株式会社 東京都港区新橋5-14-11 同左 同左
太陽石綿護謨株式会社 　 大阪府大阪市西成区津守

町東4-230
同左 同左 同左 大阪府大阪市西成区津守

1-10-36
太陽石綿電業株式会社 大阪府大阪市西成区津守

町513
　

大和産業株式会社 大阪府大阪市東成区東小
橋1-12-12

大和石綿工業株式会社 大阪府大阪市大正区北泉
尾町2-117

　

タカダ化学品製造株式会
社

大阪府大阪市福島区上福
島南3-31

同左

株式会社高田商会 東京都中央区霊岸島1-6 東京都中央区霊岸島1-16 東京都千代田区丸の内2-
6八重洲ビル

高山石綿工業所 　 　 大阪府大阪市天王寺区小
橋元町114

大阪府大阪市天王寺区味
原町4-5

同左 同左

宝石綿鉱業所 北海道静内郡静内町東静
内

　

宝石綿ゴム工業株式会社 東京都中央区築地6-2-2 東京都新宿区花園町3-7
株式会社田崎ファーム 同左 同左
株式会社タジマ 東京都足立区宮城1-25-1
田代商店 　 　 新潟県新潟市寄居町708 同左 同左
橘工業株式会社 　 　 東京都中央区日本橋茅場

町2-20
同左 同左 同左

竜田工業株式会社 　 　 奈良県生駒郡斑鳩町竜田
1498

同左 同左 同左 奈良県生駒郡斑鳩町竜田
西2-2

合資会社田端石綿工業所 　 東京都北区田端新町1- 同左 同左 東京都荒川区町屋6-10-4
田端石綿工業所 東京都足立区花畑町5148
株式会社旦暮商店 　 　 大阪府大阪市東区平野町

5-39
大阪府中央区瓦町4-4-14
日宝ニュー本町ビル

株式会社旦暮商店東京営
業所

東京都港区東新橋2-11-4
塚田ビル

同左 同左

秩父セメント株式会社 東京都千代田区丸ノ内1-2
日本工業倶楽部

　

株式会社チューエツ 東京都中央区銀座2-10-6
株式会社中越アスベスト工
業

福島県八女市柳島

株式会社チューエツ建材
事業部

東京都目黒区上目黒3-7-
11

株式会社中越黒鉛工業所 東京都中央区月島4-11-6 東京都千代田区神田佐久
間町3-5第二桜井ビル

同左

中越テック株式会社 東京都目黒区青葉台1-
12-11

中央工業資材株式会社 東京都千代田区富士見1-
3-1

中央石綿株式会社 　 　 東京都中央区銀座東1-10 同左 東京都中央区銀座1-13-3 同左
中部石綿工業所 埼玉県戸田市氷川町2-5-

11
蝶理株式会社 東京都中央区日本橋堀留

町2-9
同左

蝶理株式会社鉄鋼建材貿
易部建材貿易課

東京都中央区日本橋堀留
町2-9

千代田石綿株式会社 　 東京都中央区銀座東7-7-
千代田パッキング工業株
式会社

東京都千代田区神田東松
下町30

同左

千代田パッキング商会 　 　 東京都千代田区神田東松
下町30

同左

司フェルト商事株式会社 　 　 東京都港区東新橋1-2-
11」三陸ビル

築波工業株式会社 東京都大田区馬込町東 　
ツチダ産業株式会社 兵庫県神戸市葺合区布引

町4-1
兵庫県神戸市兵庫区塚本
通3-12-1

同左

土田石綿工業所 　 　 兵庫県神戸市兵庫区門口
町82

鶴山商会 　 　 東京都中野区鷺の宮5-
206

東京都台東区下谷3-4-1 同左 東京都荒川区西日暮里4-
17-3

帝国アスベスト株式会社 　 大阪府大阪市東住吉区桑
津町2-145

同左 同左 同左 同左

帝国アスベスト工業株式会
社

東京都千代田区神田松永
町24

同左 同左 同左

帝国アスベスト合資会社 　 東京都台東区御徒町2-30
株式会社テクノ日加 東京都墨田区菊川3-2-7
鉄道窯業有限会社 兵庫県城崎郡豊岡町大関

西区6-103-4
　

トーアトミジ株式会社 東京都板橋区東山町51-1
東亜アスベスト工業株式会
社

埼玉県北足立郡蕨町中上
町6-55

同左

東亜岩綿工業所 　 　 東京都台東区浅草雷門1-
東亜岩綿工業株式会社 東京都台東区雷門2-13-1 同左 同左
東亜岩綿工業所 　 　 東京都大田区羽田本町
東亜石綿工業株式会社 東京都板橋区東山町51
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時期 S22年6月末 S29年5月1日 S35年5月1日 S42年10月1日 S45年1月25日 S49年1月25日 H12年3月1日
東海パルプ株式会社研究
開発課

静岡県島田市4379

東京アスベスト株式会社 　 東京都中央区日本橋本町
4-13

東京アスベスト工業株式会
社

東京都北区中十条2-12-
16

東京都板橋区志村2-24-
17

東京都北区上十条2-21-2

株式会社東京コーカ （東京砿化工業から社名変
更）

東京都葛飾区東新小岩7-
6-18

東京砿化工業 　 　 東京都葛飾区上平井町
1105

東京都葛飾区東新小岩7-
6-18

同左 （㈱東京コーカへ）

株式会社東京興業貿易商
会

　 東京都港区芝新橋2-30松
喜ビル

同左 東京都港区芝新橋2-6-7
松喜ビル

東京都港区新橋5-8-9東
興ビル

同左

株式会社東京興業貿易商
会工業材料営業部

東京都港区新橋5-8-9東
興ビル

東京サーベスト工業株式
会社

東京都港区赤坂溜池6

東京スレート株式会社 東京都大田区本蒲田1-12 同左 東京都大田区蒲田1-1-7
東京スレートパイプ同業会 　 東京都中央区銀座7-3朝

日ビル
東京石綿株式会社 東京都中央区日本橋本町

4-13
東京貿易株式会社資材部
原恭一

　 東京都千代田区丸の内2-
10三菱商事ビル

東京保温材株式会社 東京都豊島区椎名町8-
4001

東京都豊島区日出町3-10 同左 東京都豊島区南池袋2-
33-1

同左

東商産業株式会社 神奈川県川崎市渡田新町
2-12

東新株式会社 大阪府大阪市東区北久宝
寺2-40永久ビル

東絶工業 　 　 大阪府大阪市東淀川区三
国本町1-123

同左 同左 大阪府大阪市淀川区三国
本町2-13-26

東都商会 東京都中央区宝町1-3吉
住ビル

東別鉱業株式会社 大阪府大阪市東区平野町
4-48

　

東邦石綿工業株式会社 大阪府泉南郡樽井町2390 　
東豊パッキング製作所 　 　 東京都墨田区太平町2-13 東京都墨田区太平町2-

17-7
同左 同左

東邦物産株式会社機械金
属部

　 東京都中央区日本橋通2-
6丸善ビル

東北アスベスト工業株式会
社

東京都杉並区西荻北3-
33-7

東北化工株式会社横浜工
場

神奈川県横浜市戸塚区金
井町479

同左

東北硅藻土商会 　 宮城県柴田郡大河原町駅 東京都大田区大森8-4091
東北スレート煙突工業所 青森県八戸市廿三日町2 　
株式会社東洋 大阪府河内長野市栄町3-

31
東洋岩綿工業株式会社 北海道札幌市白石町北郷

468
同左

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜
通2-6

　

東洋スレート株式会社 大阪府大阪市城東区放出
町620

同左 同左 同左 同左 大阪府門真市大字門真
694-1

大阪府大阪市城東区放出
西1-2-43

東洋石綿株式会社 大阪府南河内郡長野町大
字長野18

同左 同左 大阪府河内長野市栄町3-
31

同左 同左 （株式会社東洋へ）

東洋石綿工業所 東京都板橋区蓮根町1-15
東洋石綿工業株式会社 北海道札幌市白石町北郷

468
東洋石綿工業所 　 大阪府泉南郡信達町岡中

1165
東洋セメント工業株式会社
小倉工場

福岡県企救郡東谷村大字
市丸

　

東洋バルブ株式会社呉工
業

広島県広島市呉市広町
14900

同左

東洋貿易株式会社 東京都千代田区丸の内2-
2丸ビル364号室

東京都千代田区丸の内3-
10富士製鉄ビルB101号室

東洋リノリューム株式会社 兵庫県伊丹市伊丹558 同左
東和岩綿工業株式会社 東京都杉並区和泉町751 　
東和珪藻土株式会社 　 東京都新宿区新宿4-56大

同ビル
同左

東和石綿理化工業株式会
社

　 東京都千代田区有楽町2-
5輿論会館内

東京都千代田区有楽町2-
9与論会館

東京都千代田区内神田2-
8-2INO社ビル

東京都北区田端新町3-
26-5

同左

常盤工事株式会社 福岡県門司市港町8 　
常盤工品株式会社 　 東京都中央区銀座7-3朝

日ビル
東京都葛飾区堀切町851 東京都葛飾区堀切3-29 同左 東京都葛飾区堀切3-10-

15
常盤スレート工業株式会社 福岡県福岡市吉塚大黒通

2-559
同左

特殊硬管工業所 埼玉県川越市大字野田 　
徳山スレート株式会社 　 山口県富田駅前
特許石綿糸工業株式会社 東京都中央区日本橋横山

町10
　

戸出物産株式会社 大阪府河内市大字稲葉 大阪府河内市稲葉3-13- 同左 大阪府八尾市大字弓削
戸出物産株式会社大阪支
店有機繊維部

　 大阪府大阪市東区淡路町
3-16

図南鉱業株式会社 福岡県福岡市大字竪粕 　
苫小牧コンクリート株式会 北海道苫小牧市東町1 　
巴工業株式会社 東京都中央区日本橋江戸

橋3-2
巴工業株式会社化学品本
部工業材料部第一課

東京都中央区日本橋3-9-
2第二丸善ビル

内外アスベスト株式会社 東京都千代田区神田東松
下町5

同左 東京都千代田区神田東松
下町6

東京都千代田区岩本町2-
4-11

同左 東京都北区東田端1-4-8

内外ゴム石綿株式会社 　 東京都中央区日本橋室町
4-5

内外通商株式会社 東京都中央区銀座2-2 　
ナウカ株式会社 東京都千代田区神田神保

町2-2
有限会社直江パッキング
製作所

東京都品川区東大井4-
15-4

同左

直江パッキング製作所 東京都品川区大崎1-20-
永井清 　 　 東京都中野区西町6
中川産業株式会社 愛知県西春日井郡師勝町

大字高田寺字渡定井38
永田スレート株式会社 東京都北区志茂町2-1337 同左 同左 東京都北区志茂3-4-5 同左
長野紡績株式会社 長野県長野市若里大通西
永松製作所 東京都葛飾区堀切2-12 同左 東京都葛飾区堀切2-25-4
仲谷石綿工業所 　 　 大阪府泉南郡信達町牧野 大阪府泉南郡泉南町信達

牧野524-1
大阪府泉南郡泉南町信達
牧野524-1

仲谷石綿工業株式会社 大阪府泉南郡泉南町信達
牧野524-1

那須野ガーネット工業株式
会社

　 　 大阪府布施市柏田132

株式会社浪速パッキング
商会

　 　 大阪府大阪市北区木幡町
85

同左 同左 同左

南海パッキング工業株式
会社

　 　 大阪府大阪市江戸堀北通
1-28

大阪府大阪市西区江戸堀
1-144

同左 同左

西日本産業株式会社 福岡県八女市大字吉田
西村工業株式会社 　 　 東京都港区芝三田四国町

2-19
東京都港区芝3-22-2 同左 同左

西山英佑 　 　 兵庫県尾崎市水堂榎木11
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時期 S22年6月末 S29年5月1日 S35年5月1日 S42年10月1日 S45年1月25日 S49年1月25日 H12年3月1日
日加アスベスト株式会社 　 東京都千代田区神田小川

町1-10三勢ビル
東京都千代田区神田小川
町3-4三四ビル

同左 東京都千代田区小川町3-
2木村ビル

日工アスベスト株式会社 　 　 広島県尾道市西御所町本
町1-2-22

広島県尾道市西御所町3-
26

広島県尾道市高須町
1281-2

同左

日光化成株式会社 大阪府大阪市北区大淀北
1-6-41

日興社化学工業所 神奈川県横浜市西区北幸
町2-47

　

日興商工株式会社 　 東京都千代田区神田旭町
10

同左 東京都千代田区神田猿楽
町2-15

東京都千代田区猿楽町2-
7-3

同左 東京都北区田端1-30-17

日商株式会社 　 　 東京都千代田区大手町1-
2東京貿易会館

日商岩井株式会社物資第
一部石綿課

東京都中央区江戸橋3-6
岩井ビル

日商岩井株式会社建材部
石綿窯業課

東京都港区赤坂2-4-5

日商岩井株式会社産業資
材部

東京都港区赤坂2-4-5日
商岩井ビル

日信化学工業株式会社 東京都千代田区大手町2-
6-2日本ビル

日新石綿ゴム株式会社 東京都大田区入新田1-20 同左

日清石綿ゴム株式会社 　 東京都品川区北品川1-63
日新ブレーキ販売株式会
社

（日東アスベスト㈱から社
名変更）

東京都港区西新橋3-3-3 東京都港区西新橋3-14-
12

日進防火板工業株式会社 福岡県筑後市溝口1470
日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋横山

町3
同左 同左 同左 同左 東京都中央区日本橋人形

町2-31-11
日精株式会社 東京都港区西新橋1-18-

17明産ビル
同左 同左

日石煙突有限会社 愛知県豊橋市花田町字守
下45-3

愛知県豊橋市花田町字守
下45-1

新田商会 　 　 石川県金沢市森下町30
ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26
日東アスベスト株式会社 東京都中央区京橋1-1 東京都中央区京橋2-3 （日新ブレーキ販売㈱に社

名変更）
日東鉱繊維産業株式会社 大阪府泉南郡東鳥取村字

黒田536
　

日東スレート工業所 愛知県岡崎市若松町字西
荒子1

愛知県岡崎市若松町字西
荒子6

愛知県岡崎市若松町字東
荒子６

愛知県岡崎市若松町字東
荒子6-3

同左

日東スレート工業株式会社 愛知県岡崎市若松町字東
荒子6-3

日東石綿工業株式会社 東京都渋谷区上通リ2-36 東京都板橋区板橋2-447 東京都板橋区大山金井12
日東紡績株式会社東京工
場長　景山達枝

　 東京都江東区深川東雲町
2-3

日本アスベスト株式会社 東京都中央区銀座西6-3 同左 同左 同左 東京都中央区銀座6-6-5 東京都港区芝大門1-1-26 （ニチアス（株）へ）
日本アスベスト株式会社王
寺工場

　 奈良県北葛城郡王寺町
333

日本アルミクロス株式会社 東京都足立区興野町422 同左 同左
日本エタニツトパイプ株式
会社

東京都中央区木挽町5-2 東京都中央区銀座東5-2 同左 同左 東京都中央区銀座5-12-6

日本ガスケット株式会社 大阪府東大阪市加納248
日本岩綿工業株式会社 　 東京都足立区小台町6902 同左 （三星ロックスター株へ社

名変更）
日本機材株式会社 長野県長野市穂保字飯綱

ノ木409-2
日本機材工業株式会社 長野県長野市大字穂保

409-2
（日本機材（株）へ）

日本工材株式会社 東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

　

日本合成ゴム株式会社 東京都中央区京橋1-1ブリ
ヂストンビル

日本更正石綿加工株式会
社

東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

　

日本更正石綿加工株式会
社大阪工場

大阪府泉南郡信達町牧野 　

日本鉱物繊維製品工業協
同組合

東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

　

日本コルク工業株式会社 東京都大田区雪ヶ谷97
日本自動車摩擦材協会 東京都中央区日本橋小網

町19-5
株式会社日本商行 東京都品川区東五反田3-

16-32
東京都品川区東五反田3-
16-31

日本スチールベスト株式会
社

東京都品川区大井鮫洲町
160

東京都品川区東大井1-2-
16

同左 同左

日本スレート株式会社 東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

　

日本石綿株式会社 　 　 福岡県小倉市上富野菊ヶ
丘374

福岡県北九州市小倉区上
富野菊ヶ丘374

同左 福岡県北九州市門司区松
原2-3-8

日本石綿株式会社広島出
張所

広島県広島市南観音町2
丁目

日本石綿株式会社長崎出
張所

長崎県長崎市元船町4丁
目

有限会社日本石綿煙突豊
橋工場

愛知県豊橋市花田町字守
下45-3

（日石煙突有限会社に社
名変更？）

日本石綿工業株式会社 東京都中央区銀座7-3朝
日ビル

　

日本石綿護謨株式会社 愛知県名古屋市昭和区天
池町2-8

同左 同左 愛知県名古屋市昭和区御
器所3-10-27

株式会社日本石綿商行 　 東京都品川区五反田6-
191

同左 東京都品川区東五反田3-
16-32

同左 （（株）日本商行へ）

日本石綿製品工業会 東京都中央区銀座東7-6
銀座石田ビル

東京都中央区銀座7-12-4
友野本社ビル

同左 同左

日本石綿パッキング研究
所

大阪府泉南郡信達町牧野
557

　

日本石綿紡織株式会社 　 　 長野県長野市三輪本郷町
740

同左 同左

日本石綿理化株式会社 東京都新宿区淀橋530 同左 東京都新宿区西新宿5-5-
日本セメント株式会社 東京都千代田区丸ノ内1-

10-5
　

日本ダッジファイバーズ株
式会社

東京都港区芝西久保明舟
町17発明会館605

日本断熱工業株式会社 兵庫県武庫郡本庄村深江 　
日本特殊機材工業株式会 　 長野県長野市梅枝町918
日本特殊鉄粉株式会社 東京都中央区日本橋小網

町2-8
日本パッキン株式会社 東京都千代田区神田須田

町2-23芝崎ビル
　

日本パッキング工業株式
会社

　 　 東京都港区芝琴平町3 同左 同左 同左

日本パッキング製造株式
会社

愛知県名古屋市昭和区阿
由知通1-22

愛知県名古屋市瑞穂区妙
音通2-3-2

同左

日本ハードボード工業株式
会社

愛知県名古屋市港区汐止
町12

日本ハマライト株式会社 神奈川県横浜市神奈川区
入江町2-162

　

日本バルカー工業株式会
社

東京都中央区日本橋馬喰
町4-1日本油機館

東京都中央区銀座東6-6 東京都千代田区丸の内3-
2三菱東7号館

東京都千代田区丸の内3-
3-1新東京ビル

同左 同左 東京都新宿区西新宿2-1-
1新宿三井ビルディング

日本バルカー工業株式会
社大阪工場

大阪府中河内郡竜華町

日本フエルト株式会社 　 東京都港区芝田村町4 東京都千代田区丸の内2-
18内外ビル

同左 同左 東京都千代田区丸の内2-
2-2内外ビル
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時期 S22年6月末 S29年5月1日 S35年5月1日 S42年10月1日 S45年1月25日 S49年1月25日 H12年3月1日
日本フエルト商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-

4-1丸ビル5階
日本ミネラル化工株式会社 　 東京都練馬区豊玉北6-18 大阪府大阪市西区靱南通

1-11
日本民生社 福岡県福岡市警固新町14 　
日本ビクター工業株式会社 　 　 大阪府茨木市蔵垣内174 同左 同左 同左
日本微粉工業株式会社 　 　 東京都文京区根津宮永町
日本ブレーキ工業株式会
社

東京都八王子市中野上野
4-29-1

日本防火ライト工業株式会
社

大阪府大阪市中央区濃人
橋2-1-30

日本保温保冷工業会 東京都台東区浅草橋1-
10-7友成ビル

日本無機繊維工業株式会
社

東京都中央区銀座3-1 東京都中央区京橋2-8第
一生命分館7階

東京都千代田区神田岩本
町1阿部ビル

同左 同左 同左

日本ライヒホールド化学工
業株式会社

東京都中央区日本橋3-3-
3

日本ラインツ株式会社 東京都千代田区丸の内3-
4新国際ビル

神奈川県大和市深見字砂
原753-1

同左 神奈川県大和市深見西1-
5-2

日本リークレス工業株式会
社

　 　 東京都港区芝田村町3-2 東京都港区西新橋2-33-8 同左 同左 同左

日本冷熱工産株式会社 　 　 大阪府大阪市土佐堀通1-
16

同左 同左 大阪府吹田市豊津町40-
38

根津細巾製織所 東京都台東区竜泉寺1-
22-11

株式会社ノザワ （野沢石綿セメント（株）か
ら）

兵庫県神戸市生田区浪花
町15

同左 同左

株式会社ノザワ東京事務
所

東京都中央区銀座4-11-2
丸正ビル

同左

野澤石綿興業株式会社 兵庫県武庫郡本山村田中
162

　

野沢石綿セメント株式会社 　 兵庫県神戸市生田区西町
36興銀ビル

東京都中央区銀座西7-2
ニューギンザビル

兵庫県神戸市生田区浪花
町15

（（株）ノザワへ）

野沢石綿セメント株式会社
技術部

東京都大田区東六郷4-36

野沢石綿セメント株式会社
東京事務所

東京都中央区銀座東4-1
大正ビル

野中建産株式会社 大阪府大阪市東区高麗橋
4-10島ビル

合資会社羽島商会 　 　 福岡県門司市浜町2-7 福岡県北九州市門司区浜
町12-16

同左 同左

浜崎工業株式会社 　 福岡県門司市錦町2丁目
林石綿商会 岡山県玉野市玉5-8-32
林田保温工業所 　 　 大阪府大阪市東住吉区加

美橘町20
林田保温工業株式会社 大阪府大阪市東住吉区加

美橘町20
同左 同左

原口石綿工業株式会社 　 　 大阪府泉南郡南海町尾崎
町401

原田産業株式会社 大阪府大阪市南区安堂寺
橋通3-9

　 同左 同左

原田産業株式会社 東京都千代田区丸の内1-
6海上ビル新館

パラマウント硝子工業株式
会社

　 東京都中央区槇町3-1日
東紡績ビル

同左

阪神興業株式会社開発課 大阪府大阪市東区道修寺
2-51岩瀬ビル

範田商会東京支店 　 東京都千代田区丸ノ内2-2
丸ビル4階

阪和石綿工業株式会社 　 　 東京都中央区銀座西5-5
秀吉ビル

東京都中央区銀座西6-5
モードセンタービル

東京都中央区銀座6-7-19
モードセンタービル

東京都中央区銀座7-9-17
銀座ヤマトビル

東日本スレート工業株式会
社

東京都中央区木挽町5-2
緑ビル

　

光工業株式会社 　 東京都中央区日本橋通3-
8春陽堂ビル

光スレート株式会社 香川県高松市香西本町
751-51

日立化成工業株式会社 東京都港区芝浦4-9-25芝
浦スクエアビル

日立化成工業株式会社桜
川工場

茨城県日立市東多賀町1-
1-1

同左

合資会社日之出印石綿煙
突製造所

神奈川県横浜市西区浅間
町4-304

　

日の出石綿商工 　 　 大阪府北区天満橋筋3-38 同左 大阪府大阪市北区空心町
1-37

同左

日ノ出貿易株式会社 東京都中央区宝町2-5兼
松商工ビル

平田パッキン工業株式会 大阪府豊中市原田南1-4-
福田産業株式会社 　 福岡県小倉市西魚町1
福富産業社 富山県高岡市中川六区

782-1
同左 富山県高岡市城東1-2-1 同左

冨士化工株式会社 　 　 東京都千代田区丸の内1-
2東京貿易会館

富士黒鉛精煉廠　古津晃 　 大阪府布施市荒川2-46
富士スレート株式会社 東京都杉並区天沼1-29 同左 東京都杉並区阿佐谷南3-

51-10
同左 同左

冨士スレート工業株式会社 東京都杉並区天沼1-29

株式会社富士製作所 東京都大田区本蒲田1-10 東京都大田区蒲田1-4-14 東京都港区新橋2-16-1
ニュー新橋ビル

富士石綿工業株式会社 　 　 東京都足立区保木間町
2236

東京都足立区保木間2-1-
23

同左

富士石綿工業株式会社 　 　 東京都板橋区小豆沢町2-
22

富士不燃建材工業株式会 静岡県富士市久沢145-1
冨士ブレーキ工業株式会
社

東京都板橋区小豆沢2-
35-6

埼玉県浦和市大字田島字
櫃沼1948

埼玉県浦和市田島8-19-1

藤本石綿工業所 　 東京都豊島区巣鴨7-1661
藤本石綿紡績株式会社 東京都文京区本郷1-3
布施アスベスト工業株式会
社

大阪市東大阪市高井田中
1-29

同左 同左

扶桑石綿株式会社 東京都中央区銀座7-3 　
二葉石綿工業株式会社 　 　 兵庫県西宮市鳴尾町南甲

子園2-75
兵庫県西宮市津門稲荷町
13-10

同左 同左

不動石綿工業株式会社 　 　 東京都板橋区志村町1-1-
フネンカ工業株式会社 東京都港区赤坂2-10-14

第二信和ビル
芙蓉石綿工業株式会社 　 　 大阪府泉南郡西鳥取村大

字波有手
大阪府泉南郡南海町鳥取
1027

同左 同左

古川貿易株式会社 東京都港区西新橋1-8-8
中銀虎ノ門ビル

同左 東京都港区西新橋1-24-
16第二岡名ビル

東京都港区西新橋2-4-1
森山ビル

文化貿易株式会社 （文化貿易商社から社名変
更）

東京都目黒区下目黒3-
567

東京都千代田区丸の内2-
6八重洲ビル

文化貿易商社 東京都目黒区下目黒3-
567

（文化貿易株式会社に社
名変更）

平和アスベスト株式会社 東京都新宿区若葉1-5-15
平和石綿工業株式会社 長野県長野市川中島町御

厨1944-1
同左 同左

豊栄商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-
2丸ビル5階

同左
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時期 S22年6月末 S29年5月1日 S35年5月1日 S42年10月1日 S45年1月25日 S49年1月25日 H12年3月1日
報国工業株式会社 大阪府堺市北長尾町1-26 大阪府大阪市西区大宝寺

町西之町13
豊州珪藻土株式会社野上
工場

大分県玖珠郡九重町大字
右田

北華セメント工業合資会社 北海道札幌市雁来町144 同左
株式会社北信商会 富山県富山市問屋町2-3-
北陸断熱工業株式会社 　 　 富山県高岡市東下関中道

164
富山県高岡市東上関八丁
道通437

同左

保熱板製造株式会社 兵庫県神戸市長田区菅原
通1-3

　

堀製機船具株式会社 　 　 兵庫県神戸市兵庫区西出
町667

マークスライン株式会社 　 　 東京都千代田区内幸町富
国ビル

マークスライン・リミテッド日
本支社

東京都千代田区丸の内1-
10パレスビル

マクドナルド商会 　 東京都千代田区丸の内中
12号館5号

東京都千代田区丸の内仲
13号館5号

東京都千代田区大手町2-
8日本ビル515号

同左

松岡福太郎 　 秋田県南秋田郡北浦町出
口野

秋田県男鹿市北浦町出口
野

松尾商店 大阪府大阪市西区靱本町
3-60シヅカビル

同左

松下外装建材株式会社 栃木県足利市羽刈町781-
松下電工株式会社 大阪府門真市門真1048
松下電工株式会社建材事
業部開発課

大阪府門真市門真1048 同左

松本石綿紡織所 大阪府貝塚市新井 　
松山工業株式会社 東京都中央区宝町2-7 同左
松山石綿工業株式会社 大阪府泉南郡信達町牧野

408
同左 同左

丸善石綿株式会社 　 　 東京都台東区三ノ輪町134
丸紅株式会社建設資材部
住宅資材課

東京都千代田区大手町1-
4-2

丸紅飯田株式会社資材部
建材課

大阪府大阪市東区本町3-
3

丸紅飯田株式会社資材部
建材二課

東京都千代田区神田須田
町1-23-2

東京都千代区大手町1-4-
2

丸紅飯田株式会社窯業製
品課

東京都千代田区神田須田
町1-23-2

万年スレート株式会社 大阪府大阪市西成区千本
通7-11

同左 同左 同左 同左 同左

株式会社万年パイプ 広島県広島市大洲町6- 同左 同左 同左 広島県広島市大洲4-3-17 同左
三益産業株式会社東京出
張所

東京都千代田区神田鍛冶
町2-18野田ビル

株式会社ミエスレート 三重県四日市市生桑町
美甲石綿商会 　 　 愛知県名古屋市昭和区阿

由知通1-22
三井金属工業株式会社図
書室

東京都中央区日本橋室町
2-1-1

同左

三井東圧化学株式会社 北海道砂川市豊沼町1
三井物産株式会社 東京都中央区日本橋室町

2-1
　

三井物産株式会社建材課 東京都港区芝田村町1-2
三井物産株式会社雑貨課 東京都港区芝田村町1-2
三井物産株式会社物資部
鉱工品課

東京都港区西新橋1-2-9 同左 同左

三井木材工業株式会社 東京都港区西新橋1-5-11
三菱商事株式会社 　 　 東京都千代田区丸の内2-

10

三菱商事株式会社資材部
窯業課

東京都千代田区丸の内2-
20

東京都千代田区丸の内2-
3-1

三菱商事株式会社窯業資
材部窯業第二課

東京都千代田区丸の内2-
6-3

三菱商事株式会社建材開
発部原料グループ

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-
33-8サウスゲート新宿ビル

三菱セメント株式会社関連
事業部

東京都千代田区丸の内1-
4-1

同左 同左

三菱セメント建材株式会社 東京都港区高輪4-24-44
三菱マテリアル建材株式
会社

東京都新宿区新宿2-3-10
新宿御苑ビル

ミツワ石綿工業株式会社 　 　 東京都中央区日本橋久松
町22

同左 同左 同左

南石綿工業株式会社 　 　 大阪府泉南区東鳥取村右
田575

三星工業株式会社東京出
張所

東京都千代田区丸ノ内仲
12号-2

　

三星産業株式会社 東京都千代田区小川町3-
28三東ビル

三星スレート株式会社 福岡県朝倉郡朝倉町石成
154

三星セメント株式会社 東京都足立区南宮城町 　
三星ロックスター株式会社 （日本岩綿工業㈱から社名

変更）
東京都足立区小台町6902 東京都足立区小台1-11-8

三松工業株式会社 　 　 東京都中央区宝町2-7
三村商店 東京都豊島区高田南町3-

735
同左 同左

宮城珪藻土株式会社 　 宮城県刈田郡白石町堂場
前45

宮城県白石市堂前町45 宮城県白石市堂場前45 同左 同左

宮城珪藻土株式会社大阪
出張所

大阪府大阪市都島区南通
4-21

宮城石綿工業所 宮城県遠田郡不動堂村素
山70

　

株式会社宮島商店 岐阜県美濃市港町 同左 同左
三泰石綿工業株式会社 埼玉県北足立郡与野町上

落合684
東京都中央区銀座東7-2 東京都中央区銀座東7-2-

2
宮寺石綿理化工業株式会
社

東京都品川区南品川5-24 同左 同左 東京都品川区南品川5-3-
10

同左 同左

三山砿業株式会社 東京都練馬区大泉学園町
455-1

三山石綿礦業株式会社 東京都葛飾区東立石3-
26-8

明星工業株式会社 　 　 大阪府大阪市西区土佐堀
1-18

同左 同左

明星工業株式会社 大阪府堺市浜寺石津町中
一丁533

明星断熱工業株式会社 大阪府堺市浜寺石津町1-
1533

三善株式会社 東京都豊島区南長崎3-
30-6

三善アスベスト株式会社 　 　 東京都豊島区長崎1-24 東京都豊島区要町1-19 同左 同左
三善石綿工業株式会社 東京都豊島区南長崎3-

30-6
三善工業株式会社 　 　 東京都豊島区長崎4-1 東京都豊島区南長崎3-

30-6
（三善（株）へ）

三好石綿工業株式会社 　 東京都中央区銀座東4-4 東京都港区高輪南町30 東京都港区芝高輪4-24- 同左
村樫建材興業株式会社 　 東京都墨田区業平橋1-7 同左 同左 （村樫スレート工業㈱へ社

名変更）
村樫スレート工業株式会社 （村樫建材工業㈱から社名

変更）
東京都墨田区業平橋1-
20-10

同左

村松石綿工業株式会社 　 　 東京都中央区日本橋箱崎
町4-4

東京都中央区日本橋箱崎
町43-10
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時期 S22年6月末 S29年5月1日 S35年5月1日 S42年10月1日 S45年1月25日 S49年1月25日 H12年3月1日
村本商事株式会社 福岡県北九州市門司区西

海岸1-4-20
村山商店 東京都豊島区駒込6-588
明興産業株式会社 東京都足立区竹ノ塚2-20-

12
明和産業株式会社 東京都千代田区丸の内2-

6八重洲ビル
明和産業株式会社大阪支
店

大阪府大阪市東区淡路町
2-8

メタル・トレーダース・イン
コーポレッド

東京都千代田区丸の内1-
2-2住友ビル

本橋工業所 兵庫県城崎郡豊岡町永楽
145

同左

森実商事株式会社 愛媛県新居浜市中須賀町
1-4-9

森本保温材株式会社 岡山県玉野市宇野642 同左
八尾アスベスト工業株式会
社

　 大阪府八尾市亀井261 大阪府八尾市南亀井町2-
3-62

同左 同左

弥栄工業株式会社 　 千代田区神田鍛治町2-18
安岡亀吉 福岡県飯塚市新飯塚駅通

り

安岡保温工業株式会社 大阪府大阪市東成区深江
東2丁目

大阪府大阪市東区高麗橋
1-5

同左 同左 同左 同左

安本東根 大阪府和泉市旭町16 同左
山川産業株式会社大阪営
業所

兵庫県尼崎市大浜町1-52

山城石綿工業株式会社 　 大阪府大阪市天王寺区上
綿屋町18

山田石綿工業株式会社 　 大阪府大阪市浪花区新川
3-605

同左 同左 同左 同左 大阪府大阪市浪速区本町
3-7-17

山田パルプ工業有限会社 宮城県仙台市中田町悪土 同左
大和商会株式会社 東京都目黒区清水町304 東京都目黒区目黒本町4-

14-21
やまとスレート株式会社 東京都中央区日本橋室町

3-1不動ビル
　

大和スレート株式会社 香川県高松市天神前1-21
大和微粉工業所 奈良県北葛城郡王寺町畠

田九丁目
山部石綿株式会社 東京都千代田区丸ノ内1-

2-1
東京都文京区真砂町15-2 同左 東京都文京区本郷2-16-

10三興ビル
同左 東京都文京区本郷1-28-

23弓町秩父ビル
山部石綿株式会社 　 北海道空知郡山部村
山本石綿パッキング株式
会社

大阪府八尾市南木の本1-
3

同左

湯浅貿易株式会社 東京都中央区京橋1-1服
部ビル

同左

ユオカ石綿工業所 　 　 大阪府大阪市西淀川区柏
里2-10-32

株式会社陽和商会 福岡県北九州市小倉区西
本町1

同左 福岡県北九州市小倉区賢
町2-2-3

横浜スレート工業株式会社 群馬県邑楽郡千代田村大
字中森320

同左 同左

吉川アスベスト株式会社 　 　 大阪府大阪市西区阿波橋
通4-12

吉川アスベスト工業株式会
社

大阪府大阪市阿波座上通
4-7

同左 同左

芳美工業株式会社 広島県広島市南観音町 　
ラサ商事株式会社 東京都中央区日本橋茅場

町1-12郵船茅場町ビル
利昌工業株式会社 兵庫県尼崎市上阪部森前

733
　

笠工業所 福岡県北九州市八幡区築
地町24

菱産スレート株式会社 　 　 兵庫県西宮市今津西浜町
14

兵庫県西宮市今津西浜2-
54

同左

ロックウール工業会 東京都中央区京橋1-5 東京都中央区京橋2-13-6
都栄会ビル

株式会社若土 東京都千代田区内神田3-
15-5

若林製作所 東京都墨田区吾嬬町東3-
26

和久産業 東京都江東区深川高橋3-
21

和光産業有限会社 　 　 東京都港区芝新橋6-16 東京都港区新橋6-14-7 同左 同左
渡辺石綿工業株式会社 　 大阪府泉北郡和泉町伯太

316
東京都千代田区神田須田
町1-17

大阪府和泉市伯太町316 同左 同左

渡辺石綿工業株式会社東
京出張所

　 東京都港区芝南佐久間町
1-23

東京都千代田区神田須田
町1-17

同左 同左
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