NOGUCHI
Corporate Profile ノグチグループ 会 社 案 内

NOGUCHI は、明治31年以来
住環境に新しい価値を協創することを目指し
活動を続けています。

社外においては「お客様、
メーカー様、弊社」
社内においては「株主・社員・経営陣」が「三位一体」
となって
共存共栄を実現し、
「社会・環境・弊社」の共存共栄を図る。

会社概要

2019年2月現在

ＮＯＧＵＣＨＩ
名称

(株式会社ノグチHD・株式会社NOGUCHI・株式会社NOGUCHI INDUSTRY・ノグチマテリアル株式会社・
環境生活 株式会社 ・株式会社Ripple・Bellwood Home株式会社)

創業年月日

明治31年5月22日

設立年月日

昭和27年1月24日

本店所在地

東京都中央区日本橋本町4丁目8番16号 KDX新日本橋駅前ビル3F

資本金

7,050万円（株主資本28億9,184万円、株主資本比率74.4％）※株式会社 ノグチＨＤの資本金となります。
■株式会社 ＮＯＧＵＣＨＩ
■株式会社 ＮＯＧＵＣＨＩ INDUSTRY
1.自社製品製造・卸事業
└ 建築金物、建築用ビス、エクステリア、ビル建材金物、建具金物、建設副資材等の販売
■ノグチマテリアル 株式会社
2.ビル建材事業
└ 外装・内装工事、外構工事、金属工事、建具工事、バリアフリー工事、耐震改修工事等向け金物・資材製品

事業内容

■環境生活 株式会社
3.通販事業
└ エクステリア製品、ガーデニング資材、住宅設備機器等の販売
■株式会社 Ripple
4.人材派遣・人材紹介事業
└ 建設業・物流業向け人財の派遣・紹介
■Bellwood Home 株式会社
5.戸建住宅向け事業
└ 建築資材卸業・基礎工事業・屋根壁工事業・型枠工事業

役員
従業員数
年商

代表取締役社長
取締役会長
名誉会長

野口茂一
野口經忠
野口寿雄

執行役員ＣＯＯ
執行役員ＣＦＯ

田原直樹
田中裕

110名 （パート除く）※グループ全体
5,173百万円（2016年12月期）
※グループ全体
5,821百万円（2017年12月期）

販売先

1. 自社製品製造・卸事業
全国約2000社の有力金物問屋、建材商社、管材商社、量販店等
2. ビル建材事業
関東・東北地方の約200社の有力現場金物店、工事店等
3. 通販事業
全国の一般ユーザー、法人ユーザー等
4. 戸建住宅向け事業
ハウスメーカー、ビルダー、戸建住宅等

許認可

■一般建設業許可 東京都知事 許可（般一27）第144130号
■ISO9001品質マネジメントシステム JQA-QMA14642
登録範囲：株式会社 NOGUCHI INDUSTRY
商品開発部・購買部・物流部 足利倉庫・物流部 杉戸倉庫・住宅用資材の設計・開発及び製造
■東京都公安委員会 古物商許可証番号 第301041704726号
■労働者派遣事業（派） 13-306980
■職業紹介事業 13-ユ-308094
法律顧問 山越総合法律事務所
会計顧問 仙石公認会計士事務所
労務顧問 和田経営労務研究所

知財顧問 正林国際特許商標事務所

みずほ銀行 日本橋支店
三井住友銀行 日本橋支店
三菱東京UFJ銀行 日本橋支店

伊予銀行 東京支店

取引銀行

ＮＯＧＵＣＨＩ ＩＮＤＵＳＴＲＹ

代表取締役社長：深澤 賢次郎

資本金：10,000,000円

ノグチマテリアル 株式会社

代表取締役社長：横山 茂

資本金：50,000,000円

代表取締役社長：渡邉 陽介

資本金：10,000,000円

代表取締役社長：吉澤 知也

資本金：20,000,000円

代表取締役社長：鈴木 隆仁

資本金：15,000,000円

顧問

株式会社

環境生活 株式会社
株式会社

Ripple

Bellwood Home 株式会社

経営理念・行動指針
経営理念

社外においては「お客様、
メーカー様、弊社」
社内においては
「株主・社員・経営陣」
が
「三位一体」
となって
共存共栄を実現し、
「社会・環境・弊社」
の共存共栄を図る。

コンセプト

「お客様と共に」とは

「新しい価値」とは

お客様を大事なお得意様であると同時に、販売パートナーと

全社員の今担っている役割一つ一つが価値として蓄積され、そ

位置づけ、そのパートナーであるお客様からのニーズ、その先

の価値は、お客様に喜ばれた時に、初めて「新しい価値」とな

にあるユーザー、マーケットのニーズを吸収して、共同で価値

ります。

を創造する「協力」+「創造」を実現した『協創』により、

その「新しい価値」を継続してお客様・業界・社会・市場へ

新たな商品・サービスを市場・社会・業界に投入していくこと

提供し続けることが当社の存在意義であり、その実現のため

を目指します。

に、ノグチ社員個々人の価値を高め、

また、お客様は、既存のルートにこだわらず、新規のルートも

「個人の成長が、会社の成長へ繋がり、それにより、お客様に

含みます。また、国内のお客様だけでなく、海外のお客様も

喜ばれ、もって個人の成長に繋がる。」

当社の新規ルート開拓の対象となり、国内外問わず、住環境の

そのようなお客様、社員、会社に良い循環が継続する企業組織

分野において、お客様と共に、新しい価値の創造を図ることを

を目指します。

目指します。

NOGUCHIグループ行動指針

創造適革
新しい商売の形態を創ってゆく

人材を育ててゆくと同時に各自は
自己啓発によって自己の価値を
高めてゆく

変 化して停まることのない 環 境
( 時流 ) に適応してゆくシステム
を築く

社会の事物は激しく変革してゆく
全ての事物を絶えず見直す業務
改革が日常的に必要

業態創造

自己醸造

時流適応

不断革新

親切宣言

お客様へのお約束

親切宣言

つ

な が る 心

One for all! All for one!

～ありがとう 感謝の気持ちを忘れずに～
社員全員！明るく元気に親切に応対致します。

ブランドのご案内

R

匠力
TAKUMIDIKARA

「匠力」
（たくみぢから）は、
「建築用ビス」
「建築用釘」などのファスナー品のブランドです。
高い（施工
性・安定的品質・価格優位性）の 3 つをコンセプトとしており、特に施工性においては、現場の悩
みを解決できるファスナー品を提供しております。

「力王」
（りきおう）は、機能・品質・価格のバランスが良いプロ施工向けの建築向け金物のブラン
ドです。
コストパフォーマンスに優れるだけでなく、高い性能を付加する事で、施工者様・ユーザー
様に多くのメリットをもたらします。
気密性・断熱性に優れた「点検口シリーズ」もこの「力王」ブラ
ンドの一つとなります。

イヒカは、化成品消耗材のブランドです。良品質でユーザー様の作業性向上を実現していきます。
ロゴマークの
「イヒカ」の文字は、3 名の現場施工をしている
「人」
を表しており、その人を化成品を
表現した六角形の化学構造が包み込んでいる様子を表現しています。

「FAPLE」は、「FAmilly PLEasure」
（家族の喜び）という言葉が語源となっているエクステリア製品ブ

FAPLE

ランドです。
この言葉が示す通り、ご家族で喜びを感じて頂ける住居エクステリアの環境作りの為の
高機能製品を弊社から発信し、
ご提供していきます。

「チェリークラウン」は、NOGUCHI で最も伝統のあるブランドです。
日本を代表する「桜」と「王冠」が
モチーフのロゴマークが示しますように、「金物の王様」にふさわしいブランドを目指しております。
また、このマークは当社のロゴマークとしても使用されています。建築金物・建具金物・建築資材・
物干金物・インテリア製品等、豊富な品ぞろえでお客様のニーズにお応えします。

代表者挨拶
お客様と共に住環境に新しい価値を協創する
Co-creating New and Valuable Residential Environment with you
与客户齐心协力共同创造居住环境的全新价值。

弊社は明治31年5月（西暦1898年）創業以来、一貫して社外に
おいては、お得意様・メーカー様・弊社が、社内においては社員・
株主・経営者が三位一体となって共存共栄を図ることを経営理念として、
その実現のために誠意、創意、努力をもって励み、今日まで事業を
発展してまいりました。これもひとえに、多くのお客様のご愛顧の賜物
と、改めて深く感謝を申し上げます。

現在、住宅向けプロ専門ルートにおいて自社製品製造・卸事業を、
ビル・マンション・商業施設・公共施設等の工事ルートに向けて
ビル建材事業を、ユーザーに向けて通販事業を、建設業・物流業
向けに人財派遣紹介事業を、全国の木造住宅へ戸建住宅向け事業の

代表取締役社長

野口 茂一

5つの事業を軸に展開をしております。

当社は、お客様を大事なお得意様であると同時に、販売パートナーと位置づけ、そのパートナーである
お客様からのニーズ、その先にあるユーザー様のニーズやマーケットのニーズを吸収して、お客様と協同で
価値を創造する『協創』（協力+創造）により、住環境の分野において、お客様と共に新しい価値の創造を
図ることを目指します。

昨日よりも今日、今日よりも明日と、お客様とともに成長していける企業であり続けるためにノグチグルー
プ社員一丸となって日々精進努力して参ります。今後ともより一層のご指導・ご佃撻を賜りますよう、何卒
よろしくお願い申し上げます。

ノグチグループ
株式会社ノグチHD
株式会社NOGUCHI
株式会社NOGUCHI INDUSTRY
ノグチマテリアル株式会社
環境生活株式会社
株式会社Ripple
Bellwood home株式会社

代表
野口茂一

事業拠点

株式会社ノグチHD

株式会社
NOGUCHI INDUSTRY

2019年2月現在

【総務部】
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16
KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL：03-3278-7560 FAX：03-3278-7561

【情報システム部】
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16
KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL：03-3278-7563 FAX：03-3278-7561

【人事部】
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16
KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL：03-3278-7562 FAX：03-3278-7561

【工事監理部】
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16
KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL：03-6262-7498 FAX：03-6262-7499

【営業部 越谷営業所】
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-1-5
TEL：048-940-6025
FAX：048-940-6004

【営業部 東京営業所】
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16
KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL：03-3278-7565 FAX：03-3278-7566

【営業部 仙台営業所】
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3-4-11
TEL：022-232-1085 FAX：022-236-3345

【営業部 中部営業所】
〒440-0851 愛知県豊橋市前田南町1-1-1
タワーレジデンスHADA202
TEL：0532-39-9027 FAX：0532-39-9028

【営業部 大阪営業所】
〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北1-4-1
クリエイション・コア東大阪 南館1F 2114号室
TEL：06-6785-7981 FAX：06-6785-7982

【越谷営業所 事務センター】
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-1-5
TEL：048-940-6003
FAX：048-940-6004

【物流部 杉戸倉庫】
〒345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地1304-6
TEL：0480-53-8390 FAX：0480-53-8391

【物流部 足利倉庫】
〒326-0333 栃木県足利市問屋町1753-11
TEL：0284-22-3074 FAX：0284-73-2371

【物流部 仙台倉庫】
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3-4-11
TEL：022-232-1085 FAX：022-290-9079

【購買部】
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-1-5
TEL：048-940-3009 FAX：048-971-8635

【購買部 貿易チーム】
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-1-5
TEL：048-940-3009 FAX：048-971-8635

【商品開発部】
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-1-5
TEL：048-961-2220 FAX：048-971-8635

【マーケティング部】
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-1-5
TEL：048-971-8634 FAX：048-971-8635

ノグチマテリアル株式会社

環境生活 株式会社

株式会社 Ripple

Bellwood Home 株式会社

【営業本部】
〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-15
桜第一ビル805号
TEL：045-321-6221 FAX：045-321-6222

【管理本部】
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16
KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL：03-3278-7560 FAX：03-3278-7561

【東京営業所】
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16
KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL：03-3278-7570 FAX：03-3278-7571

【横浜営業所】
〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-15
桜第一ビル801号
TEL：045-321-6221 FAX：045-321-6222

【仙台営業所】
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目9-6
フージャース仙台本町ビル6F
TEL：022-724-7489 FAX：022-724-7490

【茨城営業所】
〒315-0033 茨城県石岡市東光台4-14-27
ジャンラフィネ101号
TEL：0299-28-1950 FAX：0299-28-1951

【千葉営業所】
〒273-0002 千葉県船橋市東船橋3-33-3
ストーンフィールドビル203号
TEL：047-411-8866 FAX：047-411-8867

【埼玉営業所】
〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-4
サクラビル202号
TEL：048-767-4137 FAX：048-767-4138

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16
KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL：03-3278-7575 FAX：03-3278-7580
https://www.ec-life.co.jp/

【越谷倉庫】
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-1-5
TEL：048-988-8072 FAX：048-988-9983

〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-5 銀座NFビル2階
TEL：03-6264-7167 FAX：03-6264-7168
http://www.ripple.jp/

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田2-17-13 早稲田ビル2-D
TEL：048-951-3598 FAX：048-951-2963
http://www.bellwood-home.com/

組織

2019年2月現在

株式会社ノグチHD

総務部

（総務・経理等管理部門）

人事部

（人事部門）

情報システム部
工事監理部

株式会社 NOGUCHI INDUSTRY

（情報システム部門）

（工事監理部門）

営業部

(自社製品製造・卸事業)

越谷営業所
東京営業所
仙台営業所
中部営業所
大阪営業所
越谷事務センター
物流部 （物流部門）
杉戸倉庫
仙台倉庫
足利倉庫
商品開発部（商品開発・品質管理部門）
購買部 （購買部門）
マーケティング部

ノグチマテリアル 株式会社

管理本部

(ビル建材事業)

営業本部
東京営業所
横浜営業所
仙台営業所
茨城営業所
千葉営業所
埼玉営業所

環境生活 株式会社
(Eコマース事業)

株式会社Ripple
(人材派遣業・人材紹介業・業務請負業)

Bellwood Home 株式会社
(戸建住宅向け事業)

越谷倉庫

貿易チーム

沿革
明治31年（1898年）

2019年2月現在

初代野口茂助が東京日本橋において、建築用金物並びに土建鉱山鉄道用各種機械工具金物雑貨製業卸業を
野口茂助商店と称して開業

昭和11年（1936年）

合名会社に組織変更し、合名会社野口茂助商店と称して2代目野口甚太郎が事業を承継し、

▲

代表取締役に就任
昭和初期の社屋

昭和27年（1952年）

3代目野口寿雄が株式会社に組織変更、野口金物株式会社と称し、代表取締役に就任

昭和33年（1958年）

下請、建築金物メーカー約30社を糾合し野口王冠会を組織し、取締役社長野口寿雄が会長に就任

昭和40年（1965年）

▲

9月、東京都中央区日本橋本町4の4旧社屋跡にクラウンビルを建設

昭和43年（1968年）

10月、宮城県仙台市卸商センターに仙台支店(現在の仙台営業所)を開設

▲

昭和44年（1969年）

旧本社

現在の仙台営業所

社名を株式会社ノグチへ変更

昭和45年（1970年）

2月、神奈川県横浜市に横浜支店を開設

▲

東京都文京区千石4丁目27番地に第二クラウンビルを建築、量販部門を拡張
旧横浜支店

昭和47年（1972年）

11月、(株)ウッドペッカーを設立
2月、栃木県足利市問屋団地に足利支店(現在の北関東営業所)を開設

▲

昭和48年（1973年）

旧北関東営業所

昭和60年（1985年）

埼玉県越谷市流通団地にDIYコミュニケーションセンターを開設

平成元年（1989年）

足利支店の敷地を拡張

平成 3年（1991年）

4月、取締役社長野口寿雄が取締役会長へ就任し、後任に野口經忠が取締役社長に就任

平成 6年（1994年）

8月、取締役社長に伊藤昭三が就任

平成10年（1998年）

創業100周年

平成15年（2003年）

5月、 Eコマース店舗「環境生活」を開店し、CM事業部を新設

平成21年（2009年）

3月、代表取締役社長に野口茂一が就任
7月、ビル建材事業部を新設

平成22年（2010年）

▲

2月、DIYコミュニケーションセンターを廃止し、商品部を新設

現在の商品開発部/購買部/越谷倉庫

平成23年（2011年）

7月、 横浜市神奈川区西神奈川にビル建材事業部 横浜本部、日本橋本社ビルに建材事業部 東京営業所を設置
10月、新規事業において、東京都 石原都知事より経営革新計画の承認を得る

平成24年（2012年）

7月、 ビル建材事業部の工事施工力を強化するため、「建設業許可」を取得
8月、 国際規格「ISO9001品質マネジメントシステム」を取得
11月、業務本部を新設

平成25年（2013年）

3月、 特需部を新設
4月、 ビル建材事業部 「仙台営業所」を新設
情報システム部を新設
6月、 ビル建材事業部「茨城営業所」を新設
12月、東京投資育成株式会社への第三者割当増資を行い、資本金を7,050万円へ増資

平成26年（2014年）

4月、 特需部を埼玉県越谷市越ヶ谷へ移転
9月、 人事部を新設
11月、 経営管理部を新設

平成27年（2015年）

1月、 企画部を新設
8月、 持株会社制に移行し、株式会社NOGUCHI、株式会社ノグチを新設会社と分社化し、持株会社を
株式会社ノグチHDへ社名変更
11月、 ビル建材事業部「千葉営業所」を新設

平成28年（2016年）

3月、 野口經忠が株式会社ノグチＨＤ・株式会社NOGUCHI・株式会社ノグチの取締役に就任
4月、 特需部を特需事業部へ変更
5月、 特需事業部「越谷営業所」
「東京営業所」
「仙台営業所」
「横浜営業所」
「北関東営業所」を新設
6月、 特需事業部「大阪営業所」
を新設
木造住宅の建築金物積算に特化した「積算室」
を新設
7月、 人財紹介派遣会社「株式会社Ripple」
を新設
11月、 邸別納品サービスを行う
「邸別営業部」
を新設

平成29年（2017年）

1月、 エクステリア商材の材工サービスを提供する
「リサイクル建材部」を新設
2月、 本社を現在の本社所在地(日本橋本町4-8-16)へ移転
3月、 特需事業部内に「商社流通部」
を新設
8月、 邸別営業部とリサイクル建材部を合併し
「邸別事業部」を新設

平成30年（2018年）

1月、 工事監理部を新設
5月、 Bellwood Home株式会社との資本提携を経て邸別事業継承を行う
6月、 商社流通部、量販部を新設
7月、 株式会社ノグチHDの100%子会社「ノグチマテリアル株式会社」
を新設
ノグチマテリアル株式会社「埼玉営業所」を開設
8月、 株式会社ノグチHDの100%子会社「株式会社 NOGUCHI INDUSTRY」を新設
11月、 株式会社ノグチHDの100%子会社「環境生活株式会社」を新設

主要仕入先メーカー

2019年2月現在

(株)中部コーポレーション

(株)フロンテア

(株)ツヅキ

フクビ化学工業(株)

帝金(株)

(株)フジカケ

(株)三栄水栓製作所

(株)テラダ

(株)ふじわら

(株)愛神照明

(株)サンカ

(株)寺田金属製作所

ホーコス(株)

アイメタル(株)

サンキン(株)

(株)テラモト

ホクセイ(株)

アサヒ金属(株)

三協フロンテア(株)

デンカ(株)

浅野金属工業(株)

三甲(株)

東京都葛飾福祉工場

(株)アサヒペン

サンコーテクノ(株)

(株)トーシンコーポレーション

松本機工(株)

(株)アシスト

(株)サンレール

トーソー(株)

(株)丸三タカギ

アトラスark(株)

(株)サンポール

トーソーサービス(株)

(株)満点商会

(株)アマテイ

三洋工業(株)

トーヨー消火器工業(株)

ミヅシマ工業(株)

荒川技研工業(株)

Gテリア株式会社

(株)徳永

(株)水本機械製作所

イースタン工業(株)

シシクアドクライス(株)

凸版印刷(株)

(株)三槌

(株)伊藤製作所

シネジック(株)

(株)トップ

(株)ミヤナガ

伊藤鉄工(株)

(株)シブタニ

(株)稲葉製作所

(株)シマブン

あ行

さ行

アート技研工業(株)

(株)サヌキ

アイエム(株)

な行

ま行

ムラテックＫＤＳ(株)
(株)メイワ

井上商事(株)

下田エコテック(株)

ナカ工業(株)

モリ工業(株)

宇佐美工業(株)

城東テクノ(株)

(株)ナカオ

森田アルミ工業(株)

(有)エアウイン

ジョー・プリンス竹下(株)

(株)長野三洋化成

森村金属(株)

(株)エービーシー商会

(株)シルファー

(株)ナスタ

(株)NBCハイネット

(株)シロクマ

(株)ナンシン

や行

信越ポリマー(株)

南榮工業(株)

安田(株)

(株)新協和

ニチアス(株)

(株)ヤスダインテリアサプライ

スガツネ工業(株)

(株)ニチベイ

山喜産業(株)

(株)ガードロック

スリーナイン島野(株)

日興産業(株)

山崎産業(株)

(株)カイダーベースボード工業

セイキ販売(株)

(株)ニッサチェーン

(株)山口安製作所

家研販売(株)

西邦工業(株)

日成ビルド工業(株)

(株)ヤマソーコーポレーション

(株)カナイ

積水マテリアルソリューションズ(株)

(株)日中製作所

(株)ヤマヒロ

(株)カネシン

セメダイン(株)

日東電工(株)

(株)ユニオン

カネソウ(株)

(株)創建

日本アイ・エス・ケー(株)

(株)ユニソン

日本板硝子環境アメニティ(株)

(株)ユニット

(株)日本パーツセンター

ユニバーサル工業(株)

(株)オガワ

か行

川喜金物(株)
(株)川口技研

た行

(株)カワグレ

第一機材販売(株)

日本ＦＲＰ(株)

(株)ヨコヅナ

河淳(株)

(株)ダイクレ

日本電興(株)

吉川化成(株)

久米工業(株)

(株)ダイケン

日本ドアチェック製造(株)

(株)吉田製油所

(株)栗山百造

大建工業(株)

日本ハートビル工業(株)

淀川建材工業(株)

(株)グリーンポット

(株)大佐

(株)日本ピット

(株)淀川製鋼所

(株)グリーンライフ

(株)ダイマツ

(株)ニムラ

栗本商事(株)

(株)タイルメント

呉工業(株)

(株)タカギ

は行

ら行
株式会社LIXIL

(株)クワザワ

(株)タカショー

白水興業(株)

理研軽金属工業(株)

ケイ・ジー・ワイ工業(株)

タカノ(株)

ハッピー金属工業(株)

(株)リッチェル

ケージーパルテック(株)

タキヤ(株)

長谷川工業(株)

(株)菱晃

KYテクノロジー(株)

(株)田窪工業所

ハンディテクノ(株)

リョービ販売(株)

(株)研創

(株)タケヒロ産業

ハンマーキャスター(株)

リンタツ(株)

(株)共和(アルフィン)

田島メタルワーク(株)

BXテンパル(株)

(株)ロイヤル

光洋化学(株)

立川ブラインド工業(株)

(株)ピカ・コーポレイション

(株)晃和

(株)タツミ

(株)光

(株)ゴール

(株)タナカ

(株)日中製作所

(株)コクサイ

(株)タニタハウジングウェア

(株)福彫

コニシ(株)

大和建工材(株)

福西鋳物(株)

わ行
ワイエム工業(株)
他約600社

SINCE 1898

NOGUCHI
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16
KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL：03-3278-7560 FAX：03-3278-7561
URL
Facebook
ノグチ総合カタログ

www.e-noguchi.co.jp
www.facebook.com/noguchi.corp
www.e-noguchi-catalog.com

ノグチ総合カタログ

検索

商品点 数 3 万以上！ 見やすく・探しやすい !
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登録範囲：株式会社 NOGUCHI INDUSTRY
商品開発部・購買部・物流部 足利倉庫
・物流部 杉戸倉庫
住宅用資材の設計・開発及び製造
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