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１．会社概況（令和 4年 5月 1日現在）  

  

■ 商号  山田機械工業 株式会社  
    
■ 創立  昭和 6 年 5 月  

    
■ 設立  昭和 26 年 7 月  

    
■ 資本金  30,000 千円  

    
■ 決算期  ５月  

    
■ 主要取引銀行  みずほ銀行 帯広支店  北海道銀行 帯広支店  

  帯広信用金庫 本店  
    
■ 売上高  130.6 億円（令和 2 年度 5 月期）  

    
■ 従業員数  215 名（男 150 名・女 65 名）  

    
■ 事業内容  上下水道資材、設備機器の販売、鉄鋼 1 次・2 次製

品、機械工具、土木資材、工業用品  
    
■ 許可を受けて

いる建設業  
土木一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、

電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、 

水道施設工事業、 

 
    
    
    
    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

２．役員（令和 4年 8月 1日現在）  

     

代表取締役会長  山田 理起三  
代表取締役社長  山田 康太  
常務取締役 篠田 博義  
監査役  安倍 敏史  
執行役員  木村 修  
執行役員  小原 祥太  
執行役員  深井 克也  
執行役員  畠山 悟  
執行役員  加藤 博  
執行役員  池田 和希  
執行役員  渡辺 修治  
執行役員  増山 光晴  
執行役員  村上 一由樹  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

３．沿革（令和 4年 5月 1日現在）  

     

      

昭和 6年 5 月 旭川市「山田ポンプ製作所」の帯広支店として、山田

四郎松の長男山田松次が「山田ポンプ工具店」を創業 

昭和11 年  大阪で修行していた山田四郎松の五男山田松男が山田

ポンプ工具店に入社 

昭和15 年 10 月 山田松次が旭川に帰参後、山田松男が独立経営する  

昭和26 年 7 月 「株式会社山田機械ポンプ店」として法人化  

昭和35 年 3 月 「山田機械工業株式会社」に社名変更  

昭和38 年 3 月 本社屋を帯広市西 1 条南 6 丁目に移転  

昭和53 年 5 月 釧路市に営業所開設  

昭和62 年 2 月 第 2 代社長に山田 倫一郎就任  

平成 元年 10 月 釧路営業所が釧路支店に昇格  

平成11 年 3 月 本社屋を帯広市西 24 条南 1 丁目 4-2 に新築移転  

平成12 年 9 月 第 3 代社長に山田 理起三就任  

平成12 年 10 月 札幌市に出張所開設  

平成14 年 5 月 札幌出張所が営業所に昇格  

平成14 年 8 月 札幌営業所が札幌支店に昇格  

平成15 年 3 月 札幌支店新社屋完成 

（札幌市東区東雁来 7 条 2 丁目 8 番 23 号）  

平成19 年 6 月 室蘭市に営業所開設（室蘭市寿町 2 丁目 15-1）  

平成22 年 5 月 西 1 条店舗を帯広市西 7 条南 5 丁目 2 番に移転  

平成24 年 12 月 当社釧路支店と伊藤機械株式会社釧路支店の新社屋並

びに新倉庫完成（釧路市川端町 3-8）  

平成27 年 7 月 室蘭営業所が室蘭支店に昇格室蘭支店新社屋完成 

（室蘭市寿町 3 丁目 18-50）  

平成28 年 11 月 札幌市西区発寒に営業所開設 

（札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-45） 

平成30 年 4 月 虻田郡倶知安町に営業所開設 

（虻田郡倶知安町南 11 条東 1 丁目 24 番）  

平成30 年 9 月 倶知安営業所新社屋完成 

（虻田郡倶知安町南 11 条東 1 丁目 24 番）  

令和 3年 8 月 第 4 代社長に山田 康太就任  
  

  

  

  



４．事業所・関連会社一覧（令和 4年 5月 1日現在）  
  

■ 事業所所在地  

    

      

本社  〒080-2474 帯広市西２４条南１丁目４番地２  

  TEL（0155）38-7700  FAX（0155）38-7707  

      

西７条店舗  〒085-8666 帯広市西７条南５丁目２番  

  TEL（0155）23-1138  FAX（0155）23-1158  

      

釧路支店  〒085-0044 釧路市川端町３番８号  

  TEL（0154）31-1208  FAX（0154）22-8538  

      

札幌支店  〒007-0827 札幌市東区東雁来７条２丁目 8 番２３号  

  TEL（011）789-1670  FAX（011）789-1266  

    

発寒営業所  〒063-0834 札幌市西区発寒１４条１４丁目２番４５号  

   TEL（011）671-8381  FAX（011）671-8382  

    

室蘭支店  〒050-0082 室蘭市寿町 3 丁目１８番５０号  

  TEL（0143）84-4540  FAX（0143）84-4547  

    

倶知安営業所  〒044-0025  虻田郡倶知安町南 11 条東 1 丁目 24 番   

   TEL(0136) 55-6662  FAX : (0136) 55-6663  

      

■ 関連会社      

      

伊藤機械 ㈱  〒099-1587 北見市豊地１７番１  

北見本店  TEL（0157）57-6700  FAX（0157）57-6660  

      

   釧路支店  〒085-004 釧路市川端町３番８号  

  TEL（0154）32-0005  FAX（0154）23-3151  

      

リペア空調 ㈱  〒080-0847 帯広市公園東町１丁目３番１９  

       TEL（0155）20-7101  FAX（0155）20-7102  
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５．主要営業品目（令和 4年 5月 1日現在）  

 

大分類 小分類 細分類 

水道資材 

水道本管・農水本管 

ダクタイル鋳鉄管、高密度ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管、 

弁類、異形管、橋梁添架管、不断水分岐管、緊急貯水槽、 

伸縮可撓管 

給水資材 
ポリエチレンパイプ、サドル分水栓、ポリ用冷間継手、水抜栓、

FRPBOX、水道メーター器 

水道施設 
ナイロンコート管、開閉台、フロート弁、発電機、滅菌器、 

減圧装置、流量計、洗砂機、計装機器、上蓋加工品 

管材設備 

衛生機器 

トイレ、洗面化粧台、ユニットバス、システムキッチン、シャワ

ー、水栓金具、受水槽、風呂釜、洗濯機パン、給湯機器、阻集器、

製缶類 

空調機器・暖房機器 

エアコン、冷風機、換気機器、熱源機器、エアハン、ファンコン、

空気清浄機、冷却塔、加湿器、除湿器、冷温水発生器、冷却塔、 

熱交換器、パネルヒーター、電気ヒーター、FF ストーブ 

配管資材 

鋼管、ライニング鋼管、ステンレス管、銅管、硬質塩化ビニル管、

架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、三層管、耐火二層管、 

ボイド管、バルブ、減圧弁、流量計、塩ビ継手、溶接継手、 

捻込継手、冷媒管継手、ワンタッチ継手、伸縮可撓継手、 

フランジ類、パッキン類、保温筒、保湿保冷断熱材、ゴムホース、

ビニールホース、配管支持金具 

消火施設 
消火栓ポンプ、排煙装置、消火栓、消火栓ボックス、消防ポンプ、

布ホース 

鉄鋼 
鉄鋼一次製品 

形鋼、鋼板、条鋼、鋼管、特殊鋼、 

非鉄金属(ステンレス、銅、アルミ等) 

鉄鋼二・三次製品 線材、ワイヤーロープ、金網、鋲螺関係 
  



大分類 小分類 細分類 

土木資材 

道路部門 

伸縮装置、落橋防止装置、ゴム支承、高欄、 

ガードレール及防護柵、雪崩予防柵、防雪柵、 

高密度ポリエチレン管、テールアルメ、多数アンカー、 

補強土壁、法面資材、グレーチング、道路標識 

河川部門 

鋼管杭、鋼矢板、タイロット、Ｈ形鋼、鋼製水路、異径棒鋼、 

敷鉄板、オートゲート、鋳鉄管、連結線、吸出防止材、 

カゴマット、河川ブロック、情報管路 FEP 

治山部門 

鋼製堰堤、流木止め鋼製スリット、法面緑化資材、コルゲート、 

ライナープレート、グリーンウォール、カゴ枠、 

残存型枠デコメッシュ、杭丸太 

港湾部門 

防舷材、防舷材兼用タラップ、樹脂鋼製車止め、コーナー金物、 

係船柱、係船環、スベリ材、大型網カゴ、織物シート、 

ケミカルアンカー 

農業部門 
農業用暗渠排水管、灌漑配水管路資材、営農用水施設資材、 

フラップゲート、各種逆止弁、ヤシマット、ヤシシート各種 

下水部門 

下水道管路更生管、下水道用塩化ビニール管、 

下水用ポリエチレン管、下水道用鋳鉄管、鋼管、 

強化プラスチック複合管、鉄筋コンクリート管、浸透トレンチ管 

公園部門 

公園施設、遊具、モニュメント、木造製品、緑化資材、自然石、 

ロードヒーティング、フェンス、立入防止柵、 

インターロックング、防草シート 

仮設部門 

足場、単管、クランプ、砂、セメント、アスファルト補修材、 

含浸材、耐候性土のう、袋型根固袋、凍上防止シート、断熱材、 

ロードライト、圧着玉掛けワイヤー 

工事部門 

各種橋梁補修修繕工事、フェンス・立入防止柵工事、緑化工事、 

杭打ち工事、推進工事、クラック補修工事、アンカー工事、 

金属金物工事 

機械部門 

除雪機、芝刈機、チェンソー、薪割機、ランマー、プレート、 

バイブレーター、振動ローラ、削岩機、発電機、ポータブル電源、

災害備蓄用資材 
  



大分類 小分類 細分類 

機械 

鍛圧機械 
パワープレス、ブレーキプレス、ポンチングマシン、 

シャーリングマシン 

工作機械・油圧機械 
旋盤、セーパー、ボール盤、フライス盤、研磨盤、鋸盤、 

油圧プレス、レーザー加工機 

空圧用品 
コンプレッサー、空圧機器、流体継手・チューブ、 

工業用フィルター 

溶接用品 溶接機、溶接棒、溶接用ワイヤー、溶接関連用品 

荷役機器 
ホイスト、クレーン、レバーブロック、チェーンブロック、 

吊クランプ、スリング、荷締機、ウィンチ、ジャッキ 

物流用品 
物流棚、作業台、ツールワゴン、コンテナ、パレット、運搬台車、

リフター、ハンドパレットトラック 

伝導用品 
シャフト、ベアリング、ピローブロック、プーリー、Ｖベルト、 

シリンダー、ベルトコンベアー、ローラーコンベアー 

原動機 
空冷エンジン、水冷エンジン、モートル、ギヤードモートル、 

発電機 

工具 

電動・油圧・空圧工具 
小型加工機械・電熱器具、電動工具、油圧工具、空圧工具、 

ドライバービット、切断用品、研削用品 

手作業工具 
レンチ、スパナ、ドライバー、プライヤー、ハサミ、カッター、

鋸、クランプ、バイス、配管用工具 

測定・計測用品 測定工具、撮影機器、測量用品、計測機器 

金物・建築資材 
ねじ、ボルト、ナット、ファスニングツール、キャスター、 

建築金物、建築資材 

工事用品 
土木作業・大工用品、塗装・内装用品、発電機、ポンプ、 

コードリール、作業灯、はしご、脚立 

各種雑材・消耗品 
各種テープ、接着剤、補修材、グリス、スプレー、梱包用品、 

保護具、安全用品、清掃用品、労働衛生用品 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



６．主な取扱メーカー・取引先 （令和 4年 5月 1日現在） 
  
  
■主な取扱メーカー  
  

   

愛知時計電機㈱  ㈱コロナ  東芝キャリア㈱  ブリジストン加工ジャパン㈱ 

㈱アカギ  ＳＡＮＥＩ㈱  東京製網㈱  古河電気工業㈱  
旭イノベックス㈱  三相電機㈱  東洋バルヴ㈱  ㈱ベン  
㈱アサヒ特販  サンポット㈱  東洋フィッティング㈱  ㈱ベンカン  
旭有機材工業㈱  サンライズ産商㈱  ＴＯＴＯ㈱  ホーコス㈱  
アロン化成㈱  ＪＦＥ建材㈱  ㈱十川ゴム  ㈱ホクエイ  
因幡電機産業㈱  JFE 条鋼㈱  中山三星建材㈱  北海道スイコー  
㈱インターセントラル  ＪＦＥスチール㈱  ㈱ニコテック  北海道水道機材㈱  
㈱ＮＪＴ銅管販売  ＪＦＥホールディングス㈱  日栄インテック(株)  前澤化成工業㈱  
㈱荏原製作所  下田エコテック㈱  日鉄建材㈱  前澤給装工業㈱  
ＦＭバルブ製作所  ジャニス工業㈱  日鉄ステンレス㈱  前澤工業㈱  
王子製鉄㈱  ショーボンドカップリング㈱   日鐵溶接工業㈱  前田工繊㈱  
大阪製鐵㈱  昭和電工建材㈱  日本シーズ線㈱  ㈱前田鉄工所  
㈱オンダ製作所  新晃工業㈱  日本製鉄㈱  ㈱マキタ  
㈱カクダイ  シンワ測定㈱  日本治金工業㈱  丸一鋼管㈱  
ｶﾅﾌﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱  ㈱スリーボンド  日本ホイスト㈱  三井金属エンジニアリング㈱ 

㈱川本製作所  西邦工業㈱  ネグロス電工㈱  三菱電機㈱  
㈱北川鉄工所  積水アクアシステム㈱  ネポン㈱  ミヤコ㈱  
㈱キッツ  積水化学工業㈱  ㈱ノーリツ  ㈱ミヤナガ  
共英製鋼(株)  綜合器材㈱  バクマ工業㈱  ㈱ミヤワキ  
協成  ダイキン工業㈱  ㈱長谷川鋳工所  未来工業㈱  
協立エアテック㈱  大成機工㈱  パナソニック㈱  ㈱メルコエアテック  
空研工業㈱  ダイドレ㈱  ㈱パロマ  森永エンジニアリング㈱  
㈱クボタ  タカラスタンダード㈱  ピーエス㈱  山本計器製造㈱  
㈱栗本鐵工所  タキロンシーアイ㈱  ㈱光合金製作所  ㈱ＵＡＣＪ  
栗山興産㈱  ㈱竹村製作所  日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ ユニット㈱  
㈱クロダイト  ㈱多久製作所  日立工機㈱  ㈱ヨシタケ  
㈱ＫＶＫ  ㈱築地製作所  日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調㈱  ㈱ＬＩＸＩＬ  
小岩金網㈱  ㈱鶴見製作所  フジクリーン工業㈱  ㈱りけん  
㈱工技研究所  デンカ㈱  富士電機機器制御㈱  ㈱リケン  
㈱神戸製鋼所  東京製鐵㈱  フネンアクロス㈱  理研興業㈱  
コスモ工機㈱        
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