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EX 建材

門・フェンスまわり 車庫まわり 庭まわり

○お問い合わせは

https://alumi.st-grp.co.jp/

●このカタログの記載内容･表示価格は2021年2月現在のものです。
●表示価格には消費税､搬入費､組み立て費､取り付け費､工事費は含まれておりません。
●仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

カタログNo.

X.21.00−000
STX0000A

2021年2月発行

〒９３３-８６１０ 富山県高岡市早川７０
エクステリア事業部 TEL（0766）20-2261

業務用

全国サービスネットワーク みなさまのご要望と信頼にお応えします。お気軽にご相談ください。

■東 北 支 店……………… TEL（022）238-8372
〒984-0002宮城県仙台市若林区卸町東1-7-26

盛岡営業所………………… TEL（019）632-2371
郡山営業所………………… TEL（024）973-6085

北海道・東北

関　　　東
■関東エクステリア建材支店… TEL（03）5909-4690
〒160-0023東京都新宿区西新宿6-24-1〈西新宿三井ビル16F〉

■茨城支店（つくば営業所）… TEL（029）856-5285
〒305-0821茨城県つくば市春日4-1-9〈つくば矢口ビル2F〉

■宇 都 宮 支 店……………… TEL（028）639-0621
〒320-0838栃木県宇都宮市吉野1-1-1

■群 馬 支 店……………… TEL（027）235-4323
〒371-0031群馬県前橋市下小出町3-25-5

■埼 玉 支 店……………… TEL（048）865-3840
〒338-0835埼玉県さいたま市桜区道場1-5-6

■千 葉 支 店……………… TEL（043）296-3194
〒261-8501千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
 〈幕張テクノガーデンB棟20F〉

■横 浜 支 店……………… TEL（045）682-0351
〒220-6111神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3
 〈クイーンズタワーB11F〉

■北 海 道 支 店……………… TEL（011）867-6066
〒003-0030北海道札幌市白石区流通センター4-4-58

信越・北陸
■新 潟 支 店……………… TEL（025）287-3522
〒950-0932新潟県新潟市中央区長潟3-16-1

■北 陸 支 店……………… TEL（076）291-7658
〒921-8015石川県金沢市東力2-149-1

福井営業所………………… TEL（0776）50-2540

■長 野 支 店……………… TEL（026）252-6650
〒380-0803長野県長野市三輪1-7-10

松本営業所………………… TEL（0263）25-5454

■富 山 支 店……………… TEL（076）492-0088
〒930-0982富山県富山市荒川3-2-6

東　　　海

■東海エクステリア建材支店… TEL（0561）64-2567
〒480-1114愛知県長久手市長配3-606

四日市営業所……………… TEL（059）333-3535

■静 岡 支 店……………… TEL（054）203-5660
〒422-8065静岡県静岡市駿河区宮本町9-35

沼津営業所………………… TEL（055）964-0200
浜松営業所………………… TEL（053）441-6165

関　　　西
■関西エクステリア建材支店… TEL（06）6916-0230
〒571-0048大阪府門真市新橋町15-9〈2Ｆ〉

■神 戸 支 店……………… TEL（078）332-2099
〒650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通6〈建隆ビル4Ｆ〉

■京 都 支 店……………… TEL（075）212-2515
〒604-8161京都府京都市中京区烏丸通三条下ル
 〈大同生命京都ビル5F〉

中国・四国
■中 国 支 店……………… TEL（082）292-0666
〒733-0035広島県広島市西区南観音5-2-25〈2Ｆ〉

岡山営業所………………… TEL（086）243-7342
山口営業所………………… TEL（083）902-1009

■四 国 支 店……………… TEL（087）864-3141
〒761-0301香川県高松市林町2551-10〈2Ｆ〉

松山営業所………………… TEL（089）922-3768

九　　　州
■九 州 支 店……………… TEL（092）475-5341
〒812-0042福岡県福岡市博多区豊2-4-6

鹿児島営業所……………… TEL（099）258-6244
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2022 年3月発行

2022年3月現在

STX1593A
C.22.03C.22.03--320320https://alumi.st-grp.co.jp/

●このカタログの記載内容･表示価格は2021年0月現在のものです。
●表示価格には消費税､搬入費､組み立て費､取り付け費､工事費は含まれておりません。
●仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

カタログNo.

X.21.00−000
STX0000A

2021年0月発行

〒９３３-８６１０ 富山県高岡市早川７０
エクステリア事業部 TEL（0766）20-2264

本カタログは環境に配慮するため、植物油インキを使用しています。

業務用

全国サービスネットワーク みなさまのご要望と信頼にお応えします。お気軽にご相談ください。

■東北支店 TEL（022）238-8372
〒984-0002宮城県仙台市若林区卸町東1-7-26

盛岡営業所 TEL（019）632-2371
郡山営業所 TEL（024）973-6085

北　海　道

関　　　東
■関東エクステリア建材支店 TEL（03）6908-6374
〒164-8503東京都中野区中央1-38-1〈住友中野坂上ビル18F〉

●つくば事業所 TEL（029）856-5285
〒305-0821茨城県つくば市春日4-1-9〈つくば矢口ビル2F〉

●宇都宮事業所 TEL（028）639-0621
〒320-0838栃木県宇都宮市吉野1-1-1

●群馬事業所 TEL（027）235-4323
〒371-0031群馬県前橋市下小出町3-25-5

●埼玉事業所 TEL（048）865-3840
〒338-0835埼玉県さいたま市桜区道場1-5-6

●千葉事業所 TEL（043）296-3194
〒261-8501千葉県千葉市美浜区中瀬1-3

〈幕張テクノガーデンB棟20F〉

●横浜事業所 TEL（045）682-0351
〒220-6111神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3

〈クイーンズタワーB11F〉

■北海道支店 TEL（011）867-6066
〒003-0030北海道札幌市白石区流通センター4-4-58

北　信　越
■北信越支店 TEL（076）492-0088
〒930-0982富山県富山市荒川3-2-6

●北陸事業所 TEL（076）291-7658
〒921-8015石川県金沢市東力2-149-1

福井営業所 TEL（0776）50-2540

●長野事業所 TEL（026）252-6650
〒380-0803長野県長野市三輪1-7-10

松本営業所 TEL（0263）25-5454

●新潟事業所 TEL（025）287-3522
〒950-0932新潟県新潟市中央区長潟3-16-1

東　　　海
■東海エクステリア建材支店 TEL（0561）64-2567
〒480-1114愛知県長久手市長配3-606

四日市営業所 TEL（059）333-3535

●静岡事業所 TEL（054）203-5660
〒422-8065静岡県静岡市駿河区宮本町9-35

浜松営業所 TEL（053）441-6165
沼津営業所 TEL（055）964-0200

関　　　西
■関西エクステリア建材支店 TEL（06）6916-0230
〒571-0048大阪府門真市新橋町15-9〈2Ｆ〉

●神戸事業所 TEL（078）332-2099
〒650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通6〈建隆ビル4Ｆ〉

●京都事業所 TEL（075）212-2515
〒604-8161京都府京都市中京区烏丸通三条下ル

〈大同生命京都ビル5F〉

中　四　国
■中四国支店 TEL（082）292-0666
〒733-0035広島県広島市西区南観音5-2-25〈2Ｆ〉

岡山営業所 TEL（086）243-7342
山口営業所 TEL（083）902-1009

●四国事業所 TEL（087）864-3141
〒761-0301香川県高松市林町2551-10〈2Ｆ〉

松山営業所 TEL（089）922-3768

九　　　州
■九州支店 TEL（092）475-5341
〒812-0042福岡県福岡市博多区豊2-4-6

鹿児島営業所 TEL（099）258-6244

2021年6月現在

東　　　北

○お問い合わせは

2022年 3月現在
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