
本　店  〒103-0027　東京都墨田区太平4―1―3（オリナスタワー内）
 〔営業第一部〕  仮設1・2・3課  TEL　03（3623）2941　　　FAX　03（3623）2939
   ハウス課 TEL　03（3623）2949　　　FAX　03（3623）2939
   機械課 TEL　03（3623）2954　　　FAX　03（3623）2939
 〔営業第二部〕  機材1・2課  TEL　03（3623）2946　　　FAX　03（3623）2939
   設備仮設課  TEL　03（3623）3050　　　FAX　03（3623）3052

 

  〒270-1402 千葉県白井市平塚2081（白井第二工業団地内）
    TEL　047（497）0691　　　FAX　047（497）0694

  〒340-0807 埼玉県八潮市新町32
    TEL　048（936）7189　　　FAX　048（936）7327

  〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台4026―2
    TEL　046（284）2360　　　FAX　046（284）2363

  　

大阪支店  〒530-0005　大阪府大阪市北区中之島6―2―40（中之島インテス20階）
 〔機材部〕  仮設課  TEL　06（6446）3501　　　FAX　06（6446）3512
   機械課  TEL　06（6446）3502　　　FAX　06（6446）3512
   ハウス課  TEL　06（6446）3507　　　FAX　06（6446）3513

  〒669-1413　 兵庫県三田市下槻瀬字青部758
     TEL　0795（69）0991　　　FAX　0795（69）0998

  
    
  〒587-0042　大阪府堺市美原区木材通3―1―8（（株）竹中工務店西日本機材センター内）
    　TEL　072（363）4021　　　FAX　072（363）4022

名古屋支店  〒460-0008　愛知県名古屋市中区錦2―2―13（名古屋センタ－ビル内）
    TEL　052（201）3821　　　FAX　052（203）0438

  〒496-0924 愛知県愛西市善太新田十割下1―1
    TEL　0567（33）0825　　　FAX　0567（33）0821

広島支店  〒730-0015　広島県広島市中区橋本町10―10（広島インテス）
    TEL　082（222）7511　　　FAX　082（222）7510

  〒729-0419　広島県三原市南方1―3―29
    TEL　0848（60）6423　　　FAX　0848（60）6424

岡山営業所  〒700-0825　岡山県岡山市田町2―1―10（（株）竹中工務店・岡山営業所内）
    TEL　086（225）0741　　　FAX　086（225）0815

九州支店  〒810-0041　福岡県福岡市中央区大名2―8―22（天神偕成ビル内）
    TEL　092（712）2891　　　FAX　092（712）2917

  〒811-3422　福岡県宗像市大字王丸字出口426―9
    TEL　0940（36）7731　　　FAX　0940（36）5645

北海道支店  〒060-0042　北海道札幌市大通西4―1（道銀ビル7F）
    TEL　011（223）6261　　　FAX　011（223）6262

東北支店  〒980-0803　宮城県仙台市青葉区国分町3―4―33（仙台定禅寺ビル6F）
    TEL　022（714）6381　　　FAX　022（714）6382

  〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1―5―28
    TEL　022（782）5565　　　FAX　022（238）7977

〔三田管理センター〕

〔美原管理センター〕

〔佐古木管理センター〕

〔本郷管理センター〕

〔宗像管理センター〕

〔宮城野管理センター〕

〔白井管理センター〕

〔八潮管理センター〕
　

〔厚木管理センター〕
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