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大阪建築金物卸商協同組合章
昭和 38 年 3 月 8 日組合章として正式に制定

obsa は、Osaka（ 大 阪 ）、Builders ware（ 建 築 金 物 ）、Sales（ 卸 商 ）、

Association（協同組合）の各単語の頭文字を列記し、obsa の周囲を取り巻く

形状はカギを表現しています。
（オブサ）

　 今月の表紙

　「室内で」
アトリエに散らばっている小道具を組み合わ

せて描いたものです。

　　　　　（帝金株式会社 会長　大塚晴造氏）

組 合ニュース
2021 年 8 月発行／第 235 号
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平素は組合活動に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申

し上げます。

5月27日に開催されました通常総会において理事長を拝

命いたしました。歴史ある組合の重責を担うことになり、大

変身の引き締まる思いでございます。五役をはじめ理事の皆

様と力を合わせ、新理事長として業界の発展のため不退転の

決意で取り組んでまいりたいと存じますので、組合員の皆様

には何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

これまでは安田前理事長のもと副理事長として、展示会や

新規事業を担当してまいりましたが、新型コロナウイルスの

感染拡大の影響により昨年はKENTENが中止となり、また

新規事業の展開も出来なくなり、前理事長には大変ご苦労を

おかけしました。

約一年半にわたる日本と世界を覆うコロナ禍のなか、欧米

ではワクチン接種の進展と共に一部で日常を取り戻しつつあ

りますが、日本はまだ先行き不透明なままです。このような

状況のなか、いまだ手探りの状態ですが、組合員の皆様とと

もに足元を固め地道に事業に取り組んでいきたいと思います。

まずは、安田前理事長が進められてきた以下の組合の運

営方針は引き続き推進してまいります。

①組合員の皆様の経営環境改善のお役に立てる事業の推進

② OBSAの社会的地位の向上

③ OBSAの会勢強化と組合内外の関係性の強化

この３つの方針は基本事項として新役員とともに継続して

取り組みます。

組合事業の具体的なすすめ方としては、組合 5 役をトップ

として以下の４つの委員会で業務を分担してまいります。

①購買事業委員会：購買事業の活性化及びカタログ共同配

　送事業

②展示会・新規事業委員会：業界と会員企業の振興発展に

　資する見本市の開催及び新規事業の企画、実施

③総務委員会：総会、会員情報提供事業及びデジタル事業

④会員交流委員会：福利厚生事業の充実、会員交流及び会

　勢拡大担当

今回新たに、従来の業務に加えて、カタログ共同配送事

業担当、デジタル事業担当、会勢拡大担当の業務を各委員

会で担当して頂くこととしました。各委員会で組合活性化た

めの具体的な企画及び方針を策定していただき、組合員の

皆様のお役に立てる事業を順次すすめてまいります。

まだまだ新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、従

来どおりの事業が出来ない状態ですが、どのような脅威でも

必ず終わりがあります。ワクチンが行きわたることにより、す

べてが元どおりになるとは限りませんが、OBSAにとっても、

金物業界にとっても、新たな一歩を踏み出す時が必ずまいり

ます。現在OBSAにおいても理事会や種々の打合せ会議な

どもオンラインで行うようになるなど、コロナ禍を契機として

社会経済の状況は大きな変化を遂げつつあります。今からア

フターコロナに向け、どのような準備が必要かを皆様ととも

に考え取り組んでいきたいと思います。

因みに、松尾芭蕉の言葉に不易流行という言葉があります、

ビジネスの世界でもよく使われますが、不変的な本質を持ち

ながら新たな変化を取り入れるという意味で使われます。不

易流行をモットーとすることで、総てをガラリと姿を変えるの

でなく、永遠に変わらない物をキープしながら時代とともに

変わりゆくものを斬新に取り入れていこうと思います。

また組合内外の関係強化については、まず金物業界の川

上のメーカー様から川下の工事会社様まで、今まで以上の関

係強化に取り組みます。年に数回の会合だけでなく、工場見

学や勉強会、会報におけるお互いの紹介など、組合員同士の

情報交換の機会をより多く作りたいと思います。

さらに横の連携として特に東京の卸商組合、工業組合との

情報交換、連携を図りたいと思います。お互い顔と顔が見え

る関係を作り、業界の発展に尽くしたいと考えます。

時代の流れに合わせ OBSAも変わっていく必要がありま

す。少しでも組合員の皆様のお役に立てるよう努力を重ねて

まいります。どうか組合活動に倍旧のご協力を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。

不易流行

理事長　中村　裕一
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令和３年５月２７日（木）に、令和２年度の通常総会を開

催しました。今年の総会は、新型コロナウイルス感染症拡

大防止の観点から、役員中心に出席を頂き、組合員の皆様

には委任状参加をお願いしました。

総会では、第１号議案から第６号議案まで審議され、原

案通り承認された後、任期満了に伴う役員の改選が行われ

理事１９人、監事２人の新役員が選出されました。その後、

新役員による理事会が開催され、中村理事長、駒谷・水上・

山本副理事長、飯田専務理事、駒尺常務理事、熊谷会計

理事の新 5 役が選出されました。（新役員一覧 6P 参照）

なお、恒例の講演会、懇親会は、今般の情勢に鑑み中止

としました。

１　開催日時　令和３年５月２７日（木）　午後４時から

１　開催場所　シェラトン都ホテル大阪 ３階　春日の間

　　　　　　　大阪市天王寺区上本町６丁目１番 55 号

１　総組合員数　７５人

１　出席者数　６２人（本人出席２１人、委任状出席４１人）

１　議案審議

第１号議案　令和２年度事業報告に関する件

第２号議案　令和２年度決算報告に関する件　

第３号議案　会計監査報告

第４号議案　令和３年度事業計画（案）に関する件

第５号議案　令和３年度収支予算（案）に関する件　

第６号議案　購買事業報告

第 7 号議案　任期満了に伴う役員改選に関する件

令和２年度 通常総会
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皆様方におかれましては、ますますご清栄のこ

ととお慶び申し上げます。

この度、副理事長という身に余る大役を仰せつか

りました山本でございます。微力ではございますが、

中村理事長のご指導を仰ぎながら更なる発展に貢

献出来ますよう邁進してまいる所存でございます。

総務委員会は飯田専務理事、大塚理事、事務

局の方のご尽力で組合のホームページを刷新致し

ました。

これまでのあゆみを活動写真などで振り返り、

改めて諸先輩方が残された歴史と伝統の大きさを

感じております。委員会は新体制でスタートしてお

りますが、組合ニュース発行に際しまして組合員

の方にはご協力を快くお引き受け下さいますこと

心より感謝申し上げます。

皆様と直接お会いすることが難しく、活動が制

約される状況ではありますが、引き続きご支援を

賜りたくよろしくお願い申し上げます。

副理事長

山本有子

皆様方におかれましては、コロナウィルスが猛

威を振るい早１年と数か月過ぎた中、日々工夫、

努力を重ねご清栄のこととお慶び申し上げます。

過日総会におきまして、本年度も引き続き副理

事長としてご推挙いただき、購買事業を担当させ

ていただくこととなりました。

先期はコロナ禍の中、購買委員会として思い描

いていた活動がほぼ実行できず、実績を残すこと

ができませんでした。

しかしながら、コロナ収束の希望を持ち新たな

る準備ができたと思います。今少し時間が必要か

と思いますが収束が見え次第、行動に移していき

たいと考えております。

購買事業を通じて組合運営における大切な財源

を捻出することはもとより、会員の皆様方へのお

役に立つ新しい提案及び既存事業の紹介に再度

注力いたします。

是非とも皆様方には、ご理解、ご協力を賜り、

更なる参画をお願い申し上げます。

副理事長

駒谷昭人

皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお

慶び申し上げます。

この度の役員改選におきまして引き続き副理事長

を拝命致しました株式会社水上の水上宏樹でござ

います。今期から中村新理事長の元で組合活動を

行うこととなり、我々五役をはじめとする理事がし

っかりと理事長を支えて、組合の発展と会員企業

様への貢献をして参りたいと考えております。

私の担当でございます展示会「KENTEN2021」

は 8 月 26 日（木）、27 日（金）に開催予定でご

ざいます。ご出展社様、ご来場者様に実りのある

ものとなるように微力ながら最善を尽くしてまいり

ます。また新規事業についても、コロナ禍の中で

の組合らしい活動を模索して参ります。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。副理事長

水上宏樹

皆様におかれましては、ますますご清栄のこと

とお喜び申し上げます。

また、平素は組合活動にご協力を賜り誠にあり

がとうございます。

このたびの役員改選で専務理事を引き続き務め

させていただくことになりました。

会員交流委員会を担当させていただきます。

この 1 年以上、コロナ禍で組合員や従業員の皆

様が楽しみにされてた行事が中止になり、大変ご

迷惑をおかけしております。

この先状況を見ながら、かつ安全に配慮して、

徐々に行事を再開してまいりたいと思っております

ので、また皆様のご参加をお待ちしております。

今後ともご指導ご協力のほど、よろしくお願いい

たします。

新  役  員　 あ  い  さ  つ

専務理事

飯田隆夫
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謹啓　盛夏の候　貴社ますますのご盛栄のこと

とお慶び申し上げます。

この度の役員改選におきまして、引き続き会計

理事を務めさせていただことになりました株式会

社大成の熊谷でございます。行動制限が求めら

れるコロナ禍の中ですが微力ながらも大阪建築金

物卸商協同組合の発展に尽力してまいりたいと念

願しております。

さて当組合も安田前理事長から中村新理事長に

バトンが手渡され、また新たな発展の節目を迎え

ました。安田前理事長が築かれたところを継承し

つつ、新たな活動を中村新理事長と伴に築き上げ

ていければと考えております。

これからもほんの僅かではございますが皆さま

にお役に立ち喜んでいただけるような事業活動が

創り出せるように努めてまいりますので、今後とも

何卒よろしくお願い申し上げます。

会計理事

熊谷充雄

貴社益 ご々清祥の事とお慶び申し上げます。

この度、昨年に引き続き常務理事に就任させて

頂きました㈱丸喜金属本社の駒尺で御座います。

平素は当組合におきまして格別のご高配を賜り

心よりお礼申し上げます。

皆様のお陰を持ちまして大阪建築金物卸商協同

組合は設立７４周年を迎える事が出来ました。誠

に有難う御座います。

中村理事長様、駒谷副理事長様、水上副理事

長様、山本副理事長様、飯田専務理事様を微力

ながら補佐させて頂き当組合員様のお役に立てま

す様、２０２１年も開催される建築材料総合展示

会「KENTEN 2021」が成功する様、邁進させて

頂く所存で御座いますので何卒宜しくお願い申し

上げます。常務理事

駒尺　雄

役 職 名 氏　　名 会　社　名

理事長 中村裕一 株式会社ハイロジック

副理事長 駒谷昭人 株式会社 駒谷

副理事長 水上宏樹 株式会社 水上

副理事長 山本有子 株式会社山口安製作所

専務理事 飯田隆夫 飯田金物株式会社

常務理事 駒尺　雄 株式会社 丸喜金属本社

会計理事 熊谷充雄 株式会社 大成

役 職 名 氏　　名 会　社　名

理　事 天野建治 アイワ金属株式会社

理　事 大塚晴一郎 帝金株式会社

理　事 川面武志 川喜金物株式会社

理　事 熊本憲仁 株式会社 クマモト

理　事 児玉勝也 児玉株式会社

理　事 清水　修 清水株式会社

理　事 白井　勲 白井金属株式会社

理　事 竹下健吾 ジョー ・ プリンス竹下株式会社

理　事 槌野弘一 株式会社 ツチノ

理　事 松本　將 マツ六株式会社

理　事 水谷孝一 株式会社 ミズタニ

理　事 安田　誠 安田株式会社

監　事 髙橋庸子 大一鋼業株式会社

監　事 野村憲市 株式会社ノムラテック

令和３年５月２７日付（氏名 五十音順）

新  役  員　 一  覧
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弊社は、全国に 3 社しかない ANA 専売店として他社にはない強みを生かして ANA と共に商品造成を
行い時代にあった旅行を提供し続けております。 
企業様への営業を積極的に行い地域密着型の旅行会社として定着させていきます。

〒542-0012 
大阪市中央区谷町 9 丁目 3 番 7 号

中央谷町ビル 10 階
TEL：06-6761-1845

担当：堀

代表取締役 社長 

山 下 和 郎 
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ＫＥＮＴＥＮ特集

◆ K E N T E N 2 0 2 1 の ご 案 内 ◆ 　

コロナ禍で会期を延期しました「KENTEN 2021」が、8 月 26 日（木）・27 日（金）にいよいよ開幕します。

さて、新型コロナウイルスが私たちの生活にもたらした影響は大きく、建築、建材の業界にも大きな爪痕を残しました。

先行きは不透明な状態にありますが、業界の新たな課題や乗り越えるべき課題も明らかになりました。また、ライフス

タイルが一気に変化し、在宅ワークに適した住宅づくりや抗菌・抗ウイルス対策、オフィスの環境整備、建築・建設現

場の人手不足の解消、安全を確保する作業効率改善などの課題解決の場を志向し、「ライフスタイル２．０の提案」をキ

ーワードとして KENTEN を開催します。組合員の皆様はもちろん、お得意様、仕入先様など多くの方が来場され、業

界の皆様のお役に立てる場としてご活用ください。

開催概要

 経済産業省、国土交通省、農林水産省、環境省、大阪府、京都府、兵庫県、大阪市、東大阪市、京都市、神戸市、
（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部、大阪商工会議所、（一社）日本建築学会 近畿支部、（一社）大阪建設業協会、（一社）日本建設業連合会 関西支部、
（一社）日本建築構造技術者協会 関西支部、（公社）日本建築積算協会 関西支部、（一社）建築設備技術者協会 近畿支部、（一社）大阪電業協会、
（一社）大阪空気調和衛生工業協会、（一社）大阪府設備設計事務所協会、（一社）関西建築構造設計事務所協会、大阪建築金物工業協同組合　他（順不同・予定）

後　援：

名　称： 建築材料・住宅設備総合展　KENTEN2021
主　催： （一社）日本建築材料協会、日本経済新聞社、テレビ大阪（順不同）
共　催： 大阪建築金物卸商協同組合

会　期： 8月26日(木)・27日(金)　10：00～17：00
会　場： インテックス大阪6号館B （〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）

2021

建
展

建築材料・住宅設備総合展

入場無料・事前来場登録制
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ＫＥＮＴＥＮ特集
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SPECIAL  C ONFERENCE

～The Power of Woman 輝く建築女子～
トークセッション 2021

13:00～14:30 tecture×建材＝「新しい仕事様式」（仮題）13:00～14:00

㈱丹青社 デザインセンター 西日本エリアデザイン局　クリエイティブディレクター　高辻 純哉氏
㈱丹青社 企画開発センター 事業開発統括部 開発２部 部長　野本 康仁氏
㈱川島織物セルコン 法人営業本部東京営業開発部 部長　岩永 貴博 氏
㈱JDN 取締役　山崎 泰氏

㈱丹青社 企画開発センター事業開発統括部長 B-OWNDエグゼクティブディレクター吉田 清一郎氏 
㈱丹青社 デザインセンター 西日本エリアデザイン局 チーフデザインディレクター林野 友紀氏

tecture㈱代表取締役　山根 脩平氏
日本建築仕上学会 女性ネットワークの会 主査／㈱フジタ　熊野 康子氏
㈱マツミ　原 里恵氏　　　芦森工業㈱　桂嶋 恵都氏　　　ベクセス㈱　池田 あい氏
ロックペイント㈱　前沢 知里氏　　　㈲クレアールソシオ　宮原 悦子氏

業界の枠を超えた環境配慮型の空間づくり
～SDGs実現に向けたデザイン業界とメーカーの取り組み　Q&A

11:00～12:00 空間デザイン×アート新時代の関係性
～地域手工芸から最先端デジタル活用まで　Q&A

11:00～12:00

当組合員 出展社
アイワ金 属㈱、㈱エイト、㈱クマモト、児 玉㈱、㈱ 駒谷、

ジョー・プリンス竹下㈱、㈱ノムラテック、㈱ハイロジック、

㈱フジテック・ジャパン、マツ六㈱、㈱丸喜金属本社、㈱水上、

㈱ミズタニ、安田㈱、川喜金物㈱（オンライン出展）

当組合関連 出展社
アルフィン㈱、㈱川口技研、㈱シロクマ、㈱ダイケン、チーム東大阪、

ナ カ 工 業 ㈱ 、㈱ ニ シ ム ラ 、㈱ ニ ッ サ チ ェイン 、㈱ 光 、

㈱水本機械製作所

住まいの屋根換気壁通気研究会が
取りまとめた「住まいの耐久性大百
科事典」の意義や活用方法などを
紹介します。
また、木造住宅の品質向上に資する
有用な人材育成と確保を目的とす
る「住宅外皮マイスター資格制度」
設立にあたり、その試験要綱を発表
します。

その他多数セミナーを実施予定
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湯呑みと時計
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代表取締役

清成 伸太郎
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コロナ禍も１年以上が過ぎ、皆様いかがお過ごしでしょうか？

当社は昨年１月より当組合に入会させていただいたのです

が、直後、コロナ禍に突入してしまい、普段の拠点を福岡にし

ていますのも相俟って、なかなか皆さまとのご交流の機会がな

く、寂しい想いを抱き過ごしております。

まだまだ面識がない諸先輩方も多いので、早くコロナ禍が落

ち着き、皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。

さて、「入会してすぐだからこそ趣味道楽を！」と村上大先輩

よりの指名でしたので、心のまま執筆させていただきます。

キーワードは『セラミック』。

セラミックは狭義では陶磁器ですが、広義として窯業製品な

ので、私は陶器も陶磁器も引括めてセラミックと呼んでいます。

陶器にとどまらず航空宇宙関連の部品、時計のマテリアル、

トイレ、バス、住宅の壁、床などなど、私達の生活のありとあ

らゆるところにセラミックが使われています。

私は陶芸をやっているのですが、きっかけはいくつかあります。

まずは非常に浅はかですが、映画ゴーストで、恋人同士の二人

が陶器の轆轤を廻すシーンを見て燃えました。（ほんと浅はか

です…）

次に、日本では約１万２０００年前の土器が発見されている

そうです。世界でも最も古いと言われる日本の陶器を使う文化

や日本人そのものに心が打たれました。

最後は日本陶磁器の最古と言われる有田焼、その有田にあ

る香蘭社（国内外の百貨店でも高級食器としてよく見かけます。）

さん、九州最古の企業法人で、１８７８年パリ万国博覧会にて

金賞を受賞されました。万国博覧会での金賞は、アジアでも日

本企業でも初の偉業です。維新後すぐ、１００年以上も前にで

す。香蘭社の社長さんが父の親友と

いうこともあり、直接そのお話を聞

かせてもらい、心に突き刺さり、そ

して気づいたら程なく陶芸を始めて

いました。

今では、各地の窯元で陶器を製作

しています。

写真右は、信楽にて作製した漆黒の

ビアグラス。真ん中は、お気に入りで、毎

日使う萩にて作製した萩ピンクの湯呑みで

す。

写真左は余談で、ベニスにて作製しま

したベネチアングラスです。

「思いつきの発想を自由に表現する」言葉では簡単ですが発

想や創造性は、基本を身につけ、幅広い知識や文化的な素養

が備わってこそ、技法だけではなく、文化を学び、「わび、さび」

や「渋い」といった日本人独特の美意識を理解して初めて生ま

れると教わりました。

そのことを思いながら製作すると、心が踊ると同時に癒され

る私の趣味です。

ちなみに映画ゴーストの再現は、娘としかできてません…

世の中、良くできてます。

さて、もうひとつ首記にある時計ですが、ブランド品、無名品、

アンティーク、最新時計、クォーツ時計なんでも問わず、集め

るのが私の道楽です。

その中でも「セラミック時計」を２つ紹介します。

最近の素材と思っておられる方も多いと思いますが、時計素

材としては、１９８６年にラドー社より量産化されています。そ

れまでは工業用素材の延長として扱われてきたセラミック。転

機となったのは２０００年に CHANEL から発売された「J １２」

です。貴金属のような美しく艶やかな漆黒のブラック、高硬度

による耐傷性、軽量、アレルギーフリーなど、ファッションを代

表する CHANEL が採用したことで、最新技術の高級素材として

注目され、時計各社が採用し、一般的な素材として認知され

てきてます。

世界初、ケースにもベルトにも全身セラミックを使用したコ

ンセプト、最初に出し挑戦した「J１２」に心奪われ、ローンで

購入してしまいました（写真左）。

写真右の時計ですが、同じくセラミックの時計です。パッと見、

G-SHOCK の時計… とても高級素材には見えません。

時計のセラミックは、主にレアアースのジルコニウムが使用さ

れます。理論上ダイヤモンドに次ぐ硬度です。J１２やダイヤモ

ンドのように磨いて艶を出すのは比較的簡単なのですが、マッ

トな仕上げとなると硬いのでそうはいきません。ブラックマジ

ックと言われる最新技術にて、マイクロブラストしたマット仕上

げは、ステンに変わるトレンド素材のチタンより定価が５０万も

上がります。またまたそのコンセプト、チャレンジ、

拘りに心奪われ、ローンで購入です…

人の想い、挑戦、拘り、飽くなき探求、それ

を肌で感じる私の道楽です。

人間は１万年以上前から色々な想いでセラミ

ックを作り、使い、今日に至るまで、セラミッ

クを進化させてきました。人間は改めて素

晴らしい！と、使うたびに思い起こします。

＊次回はジョー・プリンス竹下㈱の　

竹下社長です。お楽しみに。
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湯呑みと時計

㈱カワノ
代表取締役

清成 伸太郎

最小フラップ金具
Free space
フリースペース
新登場

ショールームでぜひご確認ください。大阪ショールーム 大阪市西区靱本町1-10-24 TEL:06-6446-5300

（ 安全運転講習会の開催 / 安全運転診断 etc… ）

・リース料削減・ガソリン代削減・高速道路代削減・リースと購入の比較
・レンタカー代削減・駐車場代削減・任意保険料削減・車種別コスト比較 etc…

・車両毎/拠点毎に、専用ソフトで自動コスト管理(自動車リース付帯 無料ソフト)
　※例：ガソリン代/高速道路代ご利用実績の、ソフトへの自動反映
・ソリューションサービスによる車両業務をアウトソーシング

リース取扱車種：トヨタ /レクサス /日産 /ホンダ /スバル /三菱 /マツダ /スズキ /ダイハツ /日野 /いすゞ /ＵＤトラック /フォークリフト /輸入車（一部取扱）/etc…

〒541-0043
大阪市中央区高麗橋４丁目７－３
TEL ０６－６２２１－００７７
FAX ０６－６２２１－００７０

● 事故の削減

● 車両コスト管理の自動化、効率化

● 車両コストの削減

企 業 ニーズ に 応じた 、様 々 な ご 提 案 をご 用 意

統括担当　林　剛史

自動車リース＆レンタカーなら！
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　当組合では、組合員の皆様の利便性の促進と経費の節減などに貢献できるよう、当組合の購買事業

承認企業と提携し、次の事項に重点的に取り組んでおります。

お問合わせ・お申込みは、大阪建築金物卸商協同組合事務局  TEL 06-6245-3187 までお願いいたします。



購買事業のご案内
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■ 行  事
１ 建築材料・住宅設備総合展「ＫＥＮＴＥＮ２０２１」

	 令和３年	８月２６日㈭～２７日㈮	

	 於：インテックス大阪６号館Ｂ

２ 大阪建築金物商工業者新年互礼会（建築金物三団体共催）

	 令和４年	１月６日㈭　午前１１時から	

	 於：シェラトン都ホテル大阪

■ 表 彰
・ 大阪府商工関係者表彰受賞者
	 令和３年２月１５日㈫

	 団体役員表彰　川面武志　理事

	 　　　　　　　竹下健吾　理事

・ 大阪卸商連合会表彰受賞者 
	 令和３年２月２２日㈫

	 優良事業所表彰　株式会社	ビドー

	 団体役員表彰　天野建治　理事

	 　　　　　　　白井　勲　理事

■ 組 合 員 の 動 き
◆ 退会

　株式会社ノグチHD（令和 3年 3月）

■ お 知 ら せ
・ Obsa ホームページ (URL：https://obsa.jp) がリニューアルされ

ました。会員専用頁も充実させましたので是非ご活用ください。

・ 組合事務局の夏季休業日は令和３年8月10日㈫～13日㈮です。

（代表者、本社所在地の変更等があったときは、組合事務所まで

お届けいただきますようお願いします。）



大 阪 建 築 金 物 卸 商 協 同 組 合

〒542-0082 大阪市中央区島之内１丁目21番22号(共通ビル)
TEL (06)6245-3187　FAX (06)6245-6408 

URL https://obsa.jp/   E-mail office@obsa.jp


