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株式会社クリモトビジネスアソシエイツ
〒550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号
TEL.（06）6538-7312
［事業内容］各種業務請負業・不動産賃貸及び損害保
険代理業務

三興機鋼株式会社
〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11番21号
栗建ビル別館9F
TEL.（06）6531-3635
［事業内容］鋳鉄管他の販売

クリモトソーワ株式会社
〒306-0206 茨城県古河市丘里10番3号
TEL.（0280）98-1151
［事業内容］廃棄物再生事業

株式会社エフイーシー
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目12番15号
TEL.（03）5501-2055
［事業内容］バルブ等の販売及び輸出入

栗本細野株式会社
〒332-0023 埼玉県川口市飯塚2丁目1番24号
TEL.（048）252-2393
［事業内容］鋳鉄管他の製造・販売

佐藤機材株式会社
〒157-0077 東京都世田谷区鎌田3丁目2番15号
TEL.（03）3708-1171
［事業内容］鋳鉄管他の販売

プランツエコサイクル株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目1番9号
TEL.（03）3436-8020
［事業内容］廃棄物処理装置の製造・販売

クリモトソイルバンク株式会社
〒272-0003 千葉県市川市東浜1丁目2番地2
TEL.（047）318-8880
［事業内容］土地の汚染調査・汚染土壌の処理・処分
［HP］http://www.kurimoto.co.jp/kurimotosoilbank/

栗本エンバイロ株式会社
〒306-0206 茨城県古河市丘里10番3号
TEL.（0280）98-1151
［事業内容］廃棄物の再生事業
［HP］http://www.kurimoto.co.jp/kurimotoenviro/

栗建テクノ株式会社
〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11番1号
TEL.（06）6531-7607
［事業内容］土木建築工事請負

八洲化工機株式会社
〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目1番22号
TEL.（06）6309-6461
［事業内容］各種化学、医薬関連機械の設計・製造・
販売及びメンテナンス
［HP］http://www.yashima-ce.co.jp

北海道管材株式会社
〒007-0870 札幌市東区伏古10条4丁目3番5号
TEL.（011）782-3050
［事業内容］鋳鉄管他の販売

株式会社アルト技研
〒063-0826 札幌市西区発寒6条11丁目1番1号（新道
北口ビル）
TEL.（011）668-8411
［事業内容］建設コンサルタント業

NPKソイルリサーチ株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目15番1号
TEL.（03）5202-5277
［事業内容］土地・土壌及び地下水の汚染調査・分析
及び対策
［HP］http://www.npksoil.co.jp

※ 掲載されている連絡先は2005年12月現在のものです。

クリモトメック株式会社
〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2丁目11番8号
北加賀屋千島ビル
TEL.（06）6686-3240
［事業内容］各種産業機械その他の販売
［HP］http://www.kurimoto.co.jp/kurimotomec/

クリモトファイナンス株式会社
〒550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号
TEL.（06）6538-7723
［事業内容］資金の貸付・事務代行・債権管理

株式会社佐世保メタル
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町50番地の19
TEL.（0956）31-3101
［事業内容］鋳鉄、鉄鋼品、各種鋳物の製造・販売

ヤマトガワ株式会社
〒550-0014 大阪市西区北堀江1丁目12番10号
TEL.（06）6541-5153
［事業内容］鋳鉄管・合成樹脂成形品の販売

栗本コンクリート工業株式会社
〒529-1325 滋賀県愛知郡愛知川町大字東円堂961
TEL.（0749）42-3111
［事業内容］ヒューム管他の製造・販売
［HP］http://www.kurimoto.co.jp/kurimotoconcrete/

ピー・エス・ティ株式会社
〒559-0023 大阪市住之江区泉2丁目1番64号
TEL.（06）6686-6505
［事業内容］鋳鉄管他の工事のコンサルティング
［HP］http://www.kurimoto.co.jp/pst/

栗本物流株式会社
〒592-8332 大阪府堺市石津西町15番地1
TEL.（072）280-7071
［事業内容］鋳鉄管他の運送業務
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栗本建設工業株式会社
〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11番1号
TEL.（06）6531-5802
［事業内容］土木建築総合工事請負他
［HP］http://www.kurimoto-ci.co.jp/

栗鉄工事株式会社
〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2丁目11番8号
北加賀屋千島ビル
TEL.（06）6682-6526
［事業内容］鋼構造物他の工事
［HP］http://www.kurimoto.co.jp/kurimotoce/

クリモト・トレーディング株式会社
〒592-8332 大阪府堺市石津西町15番地1
TEL.（072）280-7058
［事業内容］鋳鉄管他の原材料の調達

栗本バルブエンジニアリング株式会社
〒559-0021 大阪市住之江区柴谷2丁目8番45号
TEL.（06）6686-3141
［事業内容］バルブ等の据付・修理工事・保守

クリモト・メンテナンス株式会社
〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11番1号
TEL.（06）6538-8527
［事業内容］プラント機械等の維持管理
［HP］http://www.kurimoto.co.jp/kurimoto-maintenance/

栗本商事株式会社
〒590-0907 大阪府堺市緑町4丁目152番地
TEL.（072）232-9511
［事業内容］鋳鉄管・軽量鋼管その他の販売
［HP］http://www.kurimoto.co.jp/kurimototrading/

栗本化成工業株式会社
〒550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号
TEL.（06）6538-7701
［事業内容］ポリコンFRP管、合成樹脂成型品の製造・
販売
［HP］http://www.kurimoto.co.jp/kurimotoplastics/

住吉工場
〒559-0021 大阪市住之江区柴谷2丁目8番45号

TEL.（06）6686-3111

古河工場
〒306-0206 茨城県古河市丘里10番6号

TEL.（0280）97-1301

大阪臨海工場
〒590-0977 大阪府堺市大浜西町2番地の2

TEL.（072）238-9991

関東物流センター
〒272-0003 千葉県市川市東浜1丁目2番地2

TEL.（047）320-6661

南港製品センター
〒559-0032 大阪市住之江区南港南1丁目1番153号

TEL.（06）6613-0909

交野工場
〒576-0054 大阪府交野市幾野5丁目13番1号

TEL.（072）891-1671

加賀屋工場
〒559-0023 大阪市住之江区泉2丁目1番64号

TEL.（06）6686-1010

堺工場
〒592-8332 大阪府堺市石津西町14番地1

TEL.（072）241-0225

本社
〒550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号

TEL.（06）6538-7731

FAX.（06）6538-7750

フィリピン支店
11th Floor, 6788 Ayala Avenue, Oledan Square,

Makati City, Philippines

TEL.＋63-2-886-7191

上海事務所
中国　上海市興義路8号　萬都中心908室

TEL.＋86-21-5208-0511

大将作工業股？有限公司
台湾　台中市西屯區文心路3段241号8楼之2

TEL.＋886-4-2291-1433

ヨーロッパ事務所
Berliner Allee 40 40212 Dusseldorf, Germany

TEL.＋49-211-550-46411

東京支社
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目1番9号

TEL.（03）3436-8001

FAX.（03）3436-8024

北海道支店
〒060-0002 札幌市中央区北二条西4丁目2

札幌三井ビル別館

TEL.（011）281-3301

FAX.（011）271-7850

東北支店
〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目12番30号

太陽生命仙台駅北ビル

TEL.（022）227-1872

FAX.（022）227-8417

中国支店
〒730-0013 広島市中区八丁堀16番11号

日本生命広島第2ビル

TEL.（082）227-5605

FAX.（082）227-5056

九州支店
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南

1丁目3番地11号　博多南ビル

TEL.（092）451-6622

FAX.（092）471-7696

営業所…茨城・横浜・和歌山・山口・四国・長崎・沖縄

出張所…青森

その他工場…知多工場、岡山工場、札幌工場、仙台

工場、若宮工場

北関東支店
〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町

1丁目7番5号　ソニックシティビル20階
※2005年11月30日閉鎖

名古屋支店
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目27番2号

日本生命笹島ビル

TEL.（052）551-6930

FAX.（052）551-6940

クリモトについて クリモトのネットワーク
広がりつつあるクリモトのネットワーク。
世界中の人が健康に過ごせる環境をつくるため、
当社の挑戦は続きます。

栗光股?有限公司
台湾　台北縣淡水鎮民生里民權路1-3號

TEL.＋886-2-8809-7771

大将作工業股　有限公司 

連結子会社

非連結子会社

関連会社

江蘇栗新環保設備科技有限公司
中国　江蘇省常熟市虞山鎮莫城管理区

TEL.＋86-512-5249-2651
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