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                  御中 
東京消防庁・各指定都市消防本部 
 
 

消 防 庁 予 防 課 
 
 

老朽化消火器の連絡・相談窓口について（情報提供） 
 
 
老朽化消火器の破裂による人身事故防止については、「老朽化消火器の適切

な取扱いに係る周知の徹底について」（平成２１年９月１７日付け 消防予第

３９４号）により、周知徹底をお願いしているところですが、老朽化消火器の

連絡・相談窓口について社団法人日本消火器工業会（http://www.jfema.or.jp/）

より別添のとおり報告がありましたのでお知らせいたします。 
各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、

この旨周知していただきますようお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 

総務省消防庁予防課 

担当：渡辺、加藤 

TEL：03-5253-7523 

FAX：03-5253-7533 

http://www.jfema.or.jp/�
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廃消火器の連絡・相談窓口について（2009年10月現在） 

（社）日本消火器工業会 Tel：03-3866-6258 

 

このたび、消火器の破裂事故を受け、一般家庭ならびに関係団体の方から老朽消火器の取り扱い

に係る相談窓口についての問い合わせが多く、関係者の皆様にご迷惑をおかけしております。つきまし

ては、お手持ちの消火器の製造メーカーをご確認の上、当該メーカーへ直接お問い合わせください。 

  

●マルヤマエクセル株式会社（丸山製作所を含む）

マルヤマエクセル（株）九州営業所 Tel 092-919-1400 福岡県筑紫野市上古賀4-9-1

マルヤマエクセル（株）大阪営業所 Tel 072-634-3741 大阪府茨木市玉島1-20-12

マルヤマエクセル（株）東北営業所 Tel 022-238-2171 宮城県仙台市若林区中倉2-24-10

マルヤマエクセル（株）本社 Tel 03-5600-9821 東京都墨田区緑1-2-10

マルヤマエクセル（株）名古屋営業所 Tel 0568-23-6226 愛知県北名古屋市徳重御宮前8

マルヤマエクセル（株）千葉営業所 Tel 0475-52-8755 千葉県東金市小沼田１５５４－３

●ヤマトプロテック株式会社

ヤマトプロテック（株）さいたま支店 Tel 048-652-1345 埼玉県さいたま市北区宮原町1-68

ヤマトプロテック（株）横浜支店 Tel 045-954-4411 神奈川県横浜市旭区今宿西町426-1

ヤマトプロテック（株）広島支店 Tel 082-237-4625 広島県広島市西区三滝町7-4

ヤマトプロテック（株）札幌支店 Tel 011-780-1700 北海道札幌市東区北27条東19丁目1-1

ヤマトプロテック（株）松山営業所 Tel 089-956-2101 愛媛県松山市来住町1477-1

ヤマトプロテック（株）静岡支店 Tel 054-263-0119 静岡県静岡市駿河区池田231-1

ヤマトプロテック（株）仙台支店 Tel 022-287-9531 宮城県仙台市若林区六丁の目中町6-1

ヤマトプロテック（株）大阪事業所 Tel 06-6976-0701 大阪府大阪市東成区深江北2-1-10

ヤマトプロテック（株）東京本社 Tel 03-3446-7151 東京都港区白金台5-17-2

ヤマトプロテック（株）福岡支店 Tel 092-411-4224 福岡県福岡市博多区那珂5-7-12

ヤマトプロテック（株）名古屋支社 Tel 052-914-2381 愛知県名古屋市北区辻町5-58

ヤマトプロテック南九州（株） Tel 099-263-8765 鹿児島県鹿児島市下荒田3-18-9

ヤマトプロテック尾道（株） Tel 0848-46-1181 広島県尾道市高須町401-20

ヤマトプロテック北陸株式会社 Tel 076-252-3070 石川県金沢市千木1-42

ヤマトプ綜合防災株式会社 Tel 06-6976-7731 大阪府大阪市東成区深江北2-1-10

 お客様相談室 Tel 0120-801-084

 お客様相談室 Tel 0570-080-100

●（株）モリタ防災テック（株式会社モリタ、株式会社モリタユージーを含む） 

（株）モリタ防災テック 本社 Tel 03-5777-5082 東京都港区西新橋3丁目25番31号

（株）モリタ防災テック 松山営業所 Tel 089-941-5949 愛媛県松山市朝生田町7丁目2番24号

（株）モリタ防災テック 仙台支店 Tel 022-238-6465 宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目8番55号

（株）モリタ防災テック 大阪支店 Tel 06-6756-0120 大阪府大阪市生野区小路東5丁目5番20号

（株）モリタ防災テック 富山営業所 Tel 076-432-2606 富山県富山市牛島新町4番10号

（株）モリタ防災テック 福岡支店 Tel 092-451-7672 福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目10番17号

（株）モリタ防災テック 名古屋支店 Tel 052-261-5531 愛知県名古屋市中区栄5丁目1番35号

（株）モリタ防災テック首都圏営業部 Tel 03-5777-5075 東京都港区西新橋3丁目25番31号

（株）北海道モリタ Tel 011-721-4114 北海道札幌市東区苗穂町13丁目2番17号

 ご相談受付専用フリーダイヤル Tel 0120-936-479

●株式会社 初田製作所



（株）初田製作所 本社 Tel 072-856-1298 大阪府枚方市招提田近３丁目５番地

（株）初田製作所 北日本支店 Tel 022-232-4402 宮城県仙台市宮城野区萩野町2丁目17-11

（株）初田製作所 札幌ＭＢ Tel 011-854-3441 北海道札幌市豊平区月寒東三条15丁目7番14号

（株）初田製作所 東京支社 Tel 03-5471-7411 東京都品川区南大井2丁目9番3号

（株）初田製作所 横浜ＭＢ Tel 045-943-4111
神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目3番34号クレール

せせらぎ1Ｆ

（株）初田製作所 埼玉ＭＢ Tel 048-853-8311 埼玉県さいたま市中央区新中里3-11-7

（株）初田製作所 千葉ＭＢ Tel 047-452-1657
千葉県習志野市津田沼4丁目10番地15号グランドヴィ

ラアサヒ1Ｆ

（株）初田製作所 新潟ＭＢ Tel 025-285-6961 新潟県新潟市中央区上所上2丁目12-13

（株）初田製作所 中部支店 Tel 052-262-2581 愛知県名古屋市中区新栄2丁目28番13号

（株）初田製作所 静岡ＭＢ Tel 054-281-4149 静岡県静岡市駿河区曲金7丁目2番20号

（株）初田製作所 富山ＭＢ Tel 076-421-0958 富山県富山市大泉東町1丁目4番10号

（株）初田製作所 関西支社 Tel 06-6473-4870 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目5番47号

（株）初田製作所 京都ＭＢ Tel 075-681-2092 京都府京都市南区上鳥羽塔の本町32番地2

（株）初田製作所 神戸ＭＢ Tel 078-646-2601 兵庫県神戸市長田区神楽町2-2-20第2丸鹿ビル

（株）初田製作所 中四国支店 Tel 082-232-4484 広島県広島市西区上天満町1-4

（株）初田製作所 高松ＭＢ Tel 087-882-3553 香川県高松市香西北町55-11マリッチ雅101号

（株）初田製作所 九州支店 Tel 092-281-6287 福岡県福岡市博多区須崎町5番4号

 お客様相談室 Tel 0120-822-041

●宮田工業株式会社

宮田工業（株）本社 お客様相談室 Tel 0467-85-1210 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1

宮田工業（株）札幌営業所 Tel 011-231-6668 北海道札幌市中央区北1条西7-1 広井ビル3F

宮田工業（株）静岡営業所 Tel 054-238-1061 静岡県静岡市駿河区高松2-5-10

宮田工業（株）仙台営業所 Tel 022-238-4771 宮城県仙台市宮城野区萩野町4-4-35

宮田工業（株）大阪営業所 Tel 06-6339-1128 大阪府吹田市垂水町3-34-10

宮田工業（株）中国営業所 Tel 082-276-5136 広島県広島市西区井口5-7-26

宮田工業（株）東京営業所 Tel 03-3494-5821 東京都品川区西五反田7-22-17 TOC ビル6F

宮田工業（株）福岡営業所 Tel 092-641-0048 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-3-20

宮田工業（株）北関東営業所 Tel 048-813-3600 埼玉県さいたま市浦和区本太5-29-17

宮田工業（株）本社 神奈川営業所 Tel 0467-85-1229 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1

宮田工業（株）名古屋営業所 Tel 0561-62-9241 愛知県愛知郡長久手町熊田1211番地

●三津浜工業（株） Tel 03-3733-7411 東京都大田区東蒲田2-19-12

●日進工業（株） Tel 03-3834-1055 東京都台東区台東4-29-13

●日本ドライケミカル株式会社

日本ドライケミカル（株）商品事業本部 Tel 03-5767-3560 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル3F

日本ドライケミカル（株）金沢営業所 Tel 076-260-0631 石川県金沢市彦三町2-9-25

日本ドライケミカル（株）九州支店 Tel 092-451-0201 福岡県福岡市博多区東比恵1-2-30

日本ドライケミカル（株）広島営業所 Tel 082-293-7870 広島県広島市西区中広町2-5-3 中広マンション1階

日本ドライケミカル（株）札幌支店 Tel 011-823-6770 北海道札幌市豊平区豊平3条1-1-51 高木ビル

日本ドライケミカル（株）商品東京支店 Tel 03-5767-3565 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル3F

日本ドライケミカル（株）新潟営業所 Tel 025-286-6116 新潟県新潟市中央区山二ツ4-2-21

日本ドライケミカル（株）静岡営業所 Tel 054-238-5444 静岡県静岡市駿河区宮竹2-3-43

日本ドライケミカル（株）千葉営業所 Tel 043-246-1356
千葉県千葉市中央区中央港1-13-1 千葉県ガス石油

会館

日本ドライケミカル（株）大阪支店 Tel 06-6310-9600 大阪府吹田市垂水町3-15-31

日本ドライケミカル（株）東北支店 Tel 022-224-1061 宮城県仙台市青葉区本町2-5-1 オーク仙台ビル

日本ドライケミカル（株）北関東営業所 Tel 048-647-0571 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-319 みづほビル

日本ドライケミカル（株）名古屋支店 Tel 052-684-1821
愛知県名古屋市熱田区新尾頭2-2-32 勢州館金山ビ

ル



日本ドライケミカル（株）水戸出張所 Tel 0299-23-1245 茨城県石岡市若松3-3-27
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