
東北機装販売株式会社
名取市植松字錦田１１８－１

TEL （022）395-8808

FAX （022）395-8809
ＵＲＬ ｈｔｔｐｓ://ｔ－ｋｉｓｏ．ｃｏｍ

ｅ－ｍａｉｌ ｉｎｆｏ@ｔ－ｋｉｓｏ．ｃｏｍ



- 1 -

行動指針

一.私たちは住みやすい生活環境創りに凛と提案・提供します

二.私たちは創意工夫できめ細やかなサービスを商品と共に提案します

三.私たちはお客様とのかけがえのない出会いに感謝し共に成長し続けます

経営理念

不をなくし、夢を託せる企業に成長し続けます

１．建築事業

（１）建築工事の設計・施工及び管理

（２）防水工事

２．販売事業

（１）建築資材

（２）接着剤、防水材及び部材

（３）化学品、工業薬品

（４）機械、工具、自動車用品

（５）高圧ガス及び高圧ガスに関連する部材

（６）生ゴミ処理機など 環境機器

その他上記に附帯する事業

（２０２２年１０月０１日現在）

昭和28年 武田信郎が仙南電機自動車商会を創業する

昭和45年 資本金500万円にて東北機装販売株式会社設立

代表取締役に武田信郎 就任

昭和46年 空調部材の販売（ケミカル品・冷媒）

昭和47年 仙南電機自動車商会を吸収合併

昭和48年 一般高圧ガス販売開始

昭和55年 防水材の販売開始

平成 8年 資本金1,000万円に増資

平成10年 資本金1,200万円に増資

平成11年 代表取締役会長に武田信郎 就任

代表取締役社長に大沼正男 就任

平成21年 代表取締役会長 武田信郎 退任

平成26年建築業許可登録 許可(般-26) 第20273号

令和04年 事務所移転

商 号 東北機装販売株式会社

本 社 名取市植松字錦田１１８－１

〒981-1226

設 立 昭和４５年７月２１日（西暦1970年）

資 本 金 1,200万円

取引銀行 七十七銀行長町支店

きらやか銀行仙台長町支店

秋田銀行仙台南支店

従業員数 6名

組 織 営業部

業務部

会社概要

南警察署

東北機装販売

長
町
駅

太
子
堂
駅

長
町
駅

事業内容

沿 革

JR東北本線

所在地

青森

秋田

山形

岩手

宮城

福島

営業エリア
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ＦＲＰ製受水槽 施工例

ＦＲＰ製受水槽内部に施工後

タンクステンコートＰＳ－５００は、特殊なコーテ

ィング剤で、ＦＲＰを改善補修する効果があり、受水

槽・高架水槽・貯水槽の耐用年数を大きく伸ばすこと

ができます。

取替えにかかる費用と比べて大幅なコスト節減を実

現し、機能面においては、優れた遮光性により、受水

槽・高架水槽・貯水槽内の藻の発生を抑え、長期間に

わたって清潔な水の供給が可能となります。

タンクステンコート

施工前 施工後

ＦＲＰ製水槽のリフォーム

イソシアネートと特殊硬化剤の２成分からなるポリウレア

樹脂と、その２成分を混合吐出するスプレー技術をベースと

して開発された、上水用コンクリート構造物等の防食・防水

を施す画期的な瞬間硬化コーティングシステムです。

ＦＲＰ製受水槽の経年劣化による漏水を防止します。

【工事設計・施工・管理】

瞬間硬化コーティング工法

ＴＳＫ工法

ステンレス被膜コーティング

機装が提唱しているタンクステンコートと内部コーティングの併用工法

瞬間コーティング タンクステンコート

宮城県知事 許可（般－２６）第２０２７３号

種別 製造・販売会社 商品名

ポリオレフィン
樹脂塗料

㈱トーチ
タンクステンコート
    ＰＳ－５００

設置後２０数年経過
したＦＲＰ製受水槽

膜厚ｔ=２.０
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ＪＫセライダー工法は、短繊維を混入した硬化後

透明となる特殊アクリル樹脂『ＪＫセライダー』

と、 特殊アンカーピンで躯体に緊結し、タイル張

り外壁を面で補強するタイル落下防止工法です。

阪神・淡路大震災クラスの振動にも耐えるばかり

でなくＪＫセライダーの皮膜は防水性に富み、 な

お且つ透明ですのでタイル張りの外壁の風合いを損

なわない画期的工法です。

日本樹脂施工協同組合と組合員による責任施工

で、最長１０年の保証をします。

ＪＫセライダー工法

ネットバリア工法

劣化したモルタル塗り仕上外壁およびタイル張り仕

上外壁等の剥落を防止することを目的とした工法で一

般的に「外壁複合改修構工法」と呼ばれている工法で

す。

新しい壁面は、ポリマーセメントモルタルに立体網目

構造不織布（リプレックスシート）を押さえ込んだネ

ット層の上からステンレス製の特殊なアンカーピン

（ノックスアンカーKNA）を躯体まで打込むことで仕
上材の剥落・落下を防止します。

また同時に耐久性にも優れた新規仕上層を形成するこ

とができ、塗装仕上はもちろん、タイル仕上も可能で

す。

外壁改修補修材
樹脂透明タイルピン固定剥落防止工法

【 組合員専用販売商品 】

（第三者賠償責任保険付）

製造・販売会社 商品名

ＪＫセライダー

ＪＫテラピン

ＪＫラビング

ＪＫコート

日本樹脂施工
協同組合

※日本樹脂施工協同組合員への販売品です。

製造・販売会社 商品名

㈱リノテック ネットバリア工法

※全国エアロ会会員への販売品です。
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ステンレスペイント
【 一般販売商品 】

製造・販売会社 商品名

ステンレスペイントSUS316L

ステンレスペイントSUS304L
ステンレスペイント(有)

驚異の重防食塗料

■用 途

・鋼材に対しての防食塗装を得意としますが、亜鉛メ

ッキ、コンクリート、銅、ステンレスにも直接塗布

することができ、長期間防食から守ります。

・耐塩・耐薬品・耐振動を必要とする鋼材に推奨され

る塗装です。

ステンレスペイントは、ステンレスペイント有限会社が独自開発した塩化ビニリ

デン変性エポキシ樹脂(特許認証)に、ステンレスフレークを混ぜた重防食塗料で

す。格段の防食性を備え、且つ、塗膜は柔らかく密着性に優れているので、振動に

よる剥離もありません。また耐候性にも優れています。

平成２３年日本特許(4814812号)取得

■特徴･性能・実績

〔長期間塗り替え不要〕

積層効果により腐食性ガスや 薬品の侵入を防ぎ

ますので長期間塗替えが不要です。

〔卓越した樹脂性能〕

耐蝕性、耐薬品性、耐衝撃性をはじめ、通常のエ

ポキシ樹脂に比して、透水率は実に約1/10という卓越
した性能を発揮。

〔紫外線を反射し、熱を伝えにくい〕

紫外線による塗膜の劣化を防ぎ、優れた耐侯性を

発揮。熱伝導率の低いステンレスの特性により、内

外の熱放射も防止。

〔環境的耐蝕性〕

財団法人日本塗料検査協会の特別管理産業廃棄物

の埋立処分に係る検査において無毒が証明。

〔上塗り化粧も可能〕

指定色、文字人れ等、上塗り化粧も可能。

※上塗りには、エポキシ系、ポリウレタン系、塩化

ゴム系の塗料をお勧めします。

〔実 績〕

電力施設の各種装置、汚水処理場各種設備、

タンク・プラント、ポンプ、車両、対塩
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製造・販売会社 商品名

セメダイン㈱ ＥＰシリーズ

コニシ㈱ コニシボンド

アイカ工業㈱ ジョリシール

アサヒボンド工業㈱ アサヒボンド

日本シーカ㈱ エバーボンド

外壁改修補修材
注入剤

駆体防水材
コンクリートは時を経るにつれひび割れが発生し、その

隙間から劣化因子が侵入することで、徐々に耐久性が損な

われていきます。この劣化因子の侵入を抑制し、長寿命化

に貢献するのがRCガードです。コンクリートの表面にRCガ
ードを含浸させると、コンクリート内部の水酸化カルシウ

ムと結合しC-S-H系の結晶を形成。コンクリートの水密性、
気密性を大幅に向上ます。この働きにより、コンクリート

の劣化要因である水、炭酸ガス、塩化物イオン等の侵入を

抑制できます。また、経年後に再施工する場合や改修の場

合でも、再度含浸させるだけでその効果を発揮します。

●工期の短縮が可能複数の塗り重ねの必要がなく、短期間

で作業が完了します。

●環境に配慮した安全な製品無機質の水溶液ですので毒性

がなく、自然環境に悪影響を与える心配がありません。

種別 製造・販売会社 商品名

ＡＢＣ商会㈱ ＲＣガード

日本駆体処理㈱ ＲＣガーデックス
 けい酸塩系表面含浸材 ㈱エイムス インナープロテクト

日本シーカ㈱ アクアストップ

モメンティブ・パフォーマンス トスバリア

昭和電工建材㈱ セレシットＤＳ

保土谷ﾊﾞﾝﾃﾞｯｸｽ建材㈱ バンデックス

大関化学工業㈱ パラテックス

大日化成㈱ ビックサン

宇部興産㈱ アクアシャッター

撥水剤

ケイ酸質系

ポリマーセメン
ト系防水

浸透性塗布防水

○リペラークは、高強度炭素繊維を一方向に引き揃え微量の樹

脂を含浸させた作業性の良いコンクリート補修・補強材料であ

り、エポキシ樹脂「エポサームレジン」を含浸、接着するだけ

の簡単施工により、工事の簡便化、工期の短縮を実現します。

○アラミド繊維は高強度、軽量、しなやかといった特徴をもち

1960年代に開発され、タイヤの補強材、防弾チョッキなど、さ
まざまな産業で用いられてきています。このアラミド繊維をコ

ンクリート構造物などの補強材として活用したのがファイベッ

クス株式会社です。

耐震補強用シート
【 一般販売商品 】

種別 製造・販売会社 商品名

三菱樹脂㈱ リペラーク

日本ファイベックス㈱ アラミドシート
コンクリート補強用繊維
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コンクリート防食・ライニング材
種別 製造・販売会社 商品名

昭和電工建材㈱ ショウゼット

アイカ工業㈱ ダイナミックレンジ

アサヒボンド工業㈱ アサボンコート

エポキシライニング材

止水材
昭和電工建材㈱ ショウワ止水

エレホン・化成工業㈱ エレホン＃３００

住友大阪セメント㈱ ライオン止水

東邦化学工業㈱ ハイセルＯＨ

止水材

ショウワ止水 ライオン止水エレホン＃３００

種別 製造・販売会社 商品名

大日化成㈱ ウォータースエーバー

ＡＤＥＫＡ アデカウルトラシール

止水ロープ (有)シーケー ゲルフィットロープ

セパレーター用止水材 (有)シーケー ゲルカプセル

止水板

セメント系防水材
種別 製造・販売会社 商品名

㈱デンカ デンカプレタスコン

宇部興産㈱ Ｕ－グラウト
無収縮グラウト材

アデカウルトラシール

ゲルフィットロープ

ビル建築工事・土木工事などにおいて、コンクリ

ートを打ち継ぐ場合、コンクリート硬化時の収縮な

どの原因により微細な間隙が発生し、特に地下部分

では、その間隙からの水の浸入が避けられません。

これをシャットアウトするのが、止水材です。

止水材成形品

ウォータースエーバー

グラウト材とは、コンクリー

トの空隙目地やひび割れなど

の、細かい隙間をふさぐ役割に

用いられる流動性のあるモルタ

ルです。

ライニング材とは、構造体、素材の表面または裏

面に塗布して保護層を形成する材料です。主に金属

防食やクラック防止のために使用します。同様の機

能としてコーティングがありますが、ライニングは

比較的厚く、0.3㎜以上の層で被覆するもので、肉
盛りとも呼ぶ場合があります。

《 一般販売商品 》
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防水材

塗膜防水とは、液状の樹脂・合成ゴムなどを

ハケやヘラ、ローラーなどで下地に塗布する

か、あるいは吹付機により施工して成膜・硬化

させ、シームレスな防水層を形成する工法で

す。

種別 製造・販売会社 商品名

横浜ゴム㈱ アーバンルーフ

ＡＧＣポリマー建材㈱ サラセーヌ

東洋ゴム化工品㈱ トーヨーソフラン

保土谷ﾊﾞﾝﾃﾞｯｸｽ建材㈱ ＨＣｴｺﾌﾟﾙｰﾌ

三井化学産資㈱ サンシラール

大関化学工業㈱ パラテックス

大日化成㈱ ビックサン

宇部興産㈱ アクアシャッター

改質アスファルト系 ㈱イーテック ハルエースコート

ウレタン系

ポリマーセメント系

種別 製造・販売会社 商品名

東洋ゴム化工品㈱ トーヨーシートエキストラ

アサヒゴム㈱ アサヒルーフィング

アーキヤマデ㈱ リベットルーフ

ダイヤプラスフイルム㈱ ダイヤフォルテ

長尺塩ビシート アーキヤマデ㈱ コリドール

ゴムシート

塩ビシート

アーバンルーフ

種別 製造・販売会社 商品名

静岡瀝青工業㈱ アスファルト

昭石化工㈱ アスファルト

日新工業㈱ アスファルト

熱アス

改質アスファルト
種別 製造・販売会社 商品名

静岡瀝青工業㈱ ポリテックス

日新工業㈱ メルタン

昭石化工㈱ ラピネス

宇部興産㈱ メルトーチ

トーチ工法

メルトーチ

塗膜防水材

シート防水材

アスファルト防水材

改質アスファルト防水材

ＦＲＰ防水材
種別 製造・販売会社 商品名

東洋ゴム化工品㈱ ケミルーフ

アイカ工業㈱ ジョリエース

双和化学産業株 ポリエーフ

三井化学産資㈱ リマスター

ＦＲＰ

《 一般販売商品 》
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塗床材
種別 製造・販売会社 商品名

東洋ゴム化工品㈱ ソフランフロアー

アイカ工業㈱ ジョリエース

ＡＢＣ商会㈱ カラートップＵ

ＡＧＣポリマー建材㈱ サラセーヌ

ＡＢＣ商会㈱ ケミクリートＥ

アイカ工業㈱ ジョリエース

ＡＧＣポリマー建材㈱ サラセーヌＥ

ＡＢＣ商会㈱ ケミクリートＭ

アイカ工業㈱ ジョリエース

無機系 ＡＢＣ商会㈱ カラークリート・フェロコン

ウレタン

エポキシ

ＭＭＡ

カラートップＵ

ケミクリートＥ

下地コンクリートを保護し美装性を

上げる役割を果たす床材です。

シーリング材
種別 製造・販売会社 商品名

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(合) トスシール

信越化学工業㈱ シーラント

ダウ・東レ（株） シーラント

ポリサル セメダイン㈱ ポスシール

変成シリコン サンスター技研㈱ ペンギンシール

ウレタン シーカ・ハマタイト販売（株） ハマタイト

アクリル・他 コニシ㈱ ボンドシール
オート化学工業㈱ オートンシーラー

シリコン

各種カートリッジタイプ

サンスターセメダイン コニシ

各種プライマー 各種トナー 各種遅延剤
・促進剤

《 一般販売商品 》

シーカ・ハマタイト販売（株）
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副資材
種別 製造・販売会社 商品名

脱気装置 ㈱山装 ダモ脱気筒

莱麗㈱ 孫悟空ドレン

㈱イワタ ＦＲＰドレン

㈱アルテック アルドレックス

のり付きバッカー

小丸棒、のり付きバッカー

仕上バッカー 各 社

㈱山本製作所 ＹＣＧ，らくらくＭＢ，らくらく５５０Ｂ

㈱菅野製作所 ＫＳガン

ミキスタ工業㈱ ミキスタ

日本ソセー工業㈱ ハードミキサー

用具・工具 各 社 刷毛・ローラー・安全衛生用品

ド レ ン

バックアップ材

コーキングガン

混 練 器

ハイランド㈱

ダモ脱気筒

アルドレックス

孫悟空ドレン

ＦＲＰドレン

のり付きバッカー
小丸棒 らくらくガン

混練器
刷毛

・ローラー

テープ
種別 製造・販売会社 商品名

マスキングテープ カモ井加工紙㈱ ３３０３NEO、GS-21、他

ニチバン㈱ Ｎｏ2541、Ｎｏ2563、他

スリーエムジャパン㈱ Scotch 

一般機械・工具全般

㈱マキタ 松下電工㈱ リョービ販売㈱ ピカコーポレーション

ボッシュ㈱ ㈱ミヤナガ 日立工機㈱ 長谷川工業㈱

仕上バッカー

《 一般販売商品 》

製造・販売会社
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モルタルポンプ
製造・販売会社

㈱友定建機

アングル
種別 製造・販売会社 商品名

㈱タイセイ タイセイアングル

白水興産㈱ ハクスイアングル

アーキヤマデ㈱ ＹＫ押え金物

アルミアングル

笠木
種別 製造・販売会社 商品名

㈱タイセイ ガードコーピング

白水興産㈱ ハクスイアークライン

アーキヤマデ㈱ ＹＫアルミ笠木

アルミ笠木・水切り

成形目地材
種別 製造・販売会社 商品名

㈱タイセイ エキスパンタイ

白水興産㈱ アイラインタイト

アーキヤマデ㈱ クラクタイト

伸縮目地

発泡材
種別 製造・販売会社 商品名

ポリスチレンフォーム カネライトフォーム

土間用/防湿・断熱材 ドマライト

型枠兼用断熱材 Ｋスラブ

耐水型高発泡浮床材 ＰＳブロック

発泡スチロール土木工法 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法

㈱カネカ

生ゴミ処理機
製造・販売会社 商品名

㈱テックコーポレーション マジックバイオくん

自然に生息する微生物の働きを利用

した食品資源リサイクル機器。

生ゴミに含まれる有機物を水蒸気と炭

酸ガスなどに分解し、数時間で生ゴミ

を大幅に減容。毎日発生する大量の生

ゴミも、効率よく処理できます。

運転前にタッチパネルで稼働モードを

選ぶだけの簡単操作、日常的なメンテ

ナンスである残渣（ざんさ）の取り出

し頻度の少なさなど、余計な手間がか

かりません。

《 一般販売商品 》
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高圧ガス・冷媒ガス
種別 製造・販売会社 商品名

旭硝子㈱ Ｒ２２、Ｒ４１０Ａ

冷媒ガス ハネウエルジャパン㈱ Ｒ４０４Ａ、Ｒ４０７Ｃ
（フロンガ

ス）
ダイキン工業㈱ Ｒ３２、他

三井・デュポン フロロケミカル㈱

酸素、窒素

高圧ガス アセチレン、

炭酸ガス、他

 冷媒ガス ㈱鈴木商館

  破壊 ㈱環境総研

空調関連資材

空調部材
種別 製造・販売会社 商品名

因幡電工 被覆銅管

オーケー器材㈱ オーケースカイ

㈱シーピーシー クーラーパイプ

因幡電工 クーラーキャッチャー

オーケー器材㈱ スカイキーパー

フソー化成㈱ ライトロック

エアーフィルター ㈱アクシー フィレドン

銅管

エアコン据付台

Ｒ２２

空調用水処理材
種別 製造・販売会社 商品名

ショウブライン ＰＲスーパー・レギュラー

ショウブライン ＰＥスーパー・レギュラー

ナイブライン Ｚ１

ナイブライン ＮＦＰ

㈱ソルベックス ソルブ５５

旭硝子㈱ アサヒクリーン

ショーワ株 アルミフィンクリーナー

横浜油脂工業㈱ シルバーＮ

ショーワ株

日曹商事㈱

不凍液（ブライン）

配管洗浄剤

フィン・フィルター系洗浄
剤

アルミフィン
クリーナー

空調関連資材工具
種別 製造・販売会社 商品名

㈱イチネン TASCO

アサダ㈱

㈱エスコ

㈱ＦＵＳＯ

空調工具 空調工具 各種

サイトグラス付
ゲージマニホールド

フルオロカーボン
回収装置

ガス溶接
溶断セット

《 一般販売商品 》

ＡｌｂｅｅＣｏｏｌ窒素



東北機装販売株式会社
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