
 合併のご案内  

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます 

さて、この度、小西医療器株式会社と小西共和ホールディング株式会社及び共和医理器株式会社は

10 月１日をもちまして合併し、「小西医療器株式会社」として新たに発足いたします。 

本合併を機に、企業規模および事業ドメインの拡大に加え、経営の効率化等によるシナジー効果の

発揮を通じて、お客様により一層のサービスの向上を図って参ります。 

今後は新体制のもと社員一同、一層の努力を重ね皆様のご期待にお応えいたしたく決意を新たにし

ております。何卒、これまでと変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。 

     敬 具 

 

２０２０年９月吉日 

 

大阪市中央区内淡路町二丁目 1番 5 号 

小西医療器株式会社  

代表取締役会長  小西 賢三 

代表取締役社長  堤田 宏 

大阪市中央区内淡路町二丁目 1番 5 号 

小西共和ホールディング株式会社  

代表取締役      北村 雅温 

広島県福山市明神町二丁目 12番 15号 

共和医理器株式会社  

代表取締役会長  小西 賢三 

代表取締役社長  丸谷 幸一 

 

 

【新会社のご案内】※従来と変更ございません 

 

社名 小西医療器株式会社 

本店所在地 大阪市中央区内淡路町二丁目 1番 5 号 

代表者 代表取締役会長  小西 賢三 

代表取締役社長  堤田 宏 

代表番号 06-6941-1363  

 

  



 

【役員のご案内】 

 

代表取締役会長 小西  賢三 

代表取締役社長 堤田  宏 

常務取締役 営業本部長 林    高広 

常務取締役 管理本部長 北村  雅温 

取締役 営業副本部長 丸谷  幸一 

取締役 ソリューション事業本部長 島田  正司 

取締役 中四国営業部長 増原  啓 

取締役 沖本 浩一 

監査役 細川  賢治 

  

執行役員 本社営業部 統括部長 平野  享 

執行役員 山陰営業部 統括部長 坂本  健司 

執行役員 ｴﾝﾄﾞﾊﾞｽｷｭﾗｰ事業部 統括部長 市田  定栄 

執行役員 管理本部 副本部長 藤原  晃 

 

 

 

 

  



【事業拠点のご案内】 

 

本社 

〒540-0038 大阪市中央区内淡路町 2丁目 1番 5 号 

TEL.06-6941-1363 FAX.06-6944-0198 

 

物流センター 

・大阪物流センター 

〒532-0031 大阪市淀川区加島 4丁目 17番 32号 

TEL.06-4805-7231 FAX.06-4805-7265 

 

・山陽物流センター 

〒721-0961  

広島県福山市明神町二丁目 12番 15号 

TEL.084-932-7311 FAX.084-932-7321 

 

・山陰物流センター 

〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎 2022 番地 8 

TEL.0859-33-6611 FAX.0859-37-5660 

 

SPDセンター 

・近畿 SPDセンター 

〒532-0031 大阪市淀川区加島四丁目 19番 68号 

TEL.06-4805-7281 FAX.06-4805-7285 

 

・山陽 SPDセンター 

〒733-0833 広島市西区商工センター2 丁目 1番 2号 

TEL.082-501-3702 FAX.082-501-3713 

 

・山陰 SPDセンター 

〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎 2022 番地 8 

TEL.0859-33-8080 FAX.0859-37-5550 

 

営業所 

・東京営業所 

〒167-0021 東京都杉並区井草 2丁目 26番 6 号 

TEL.03-5303-7887 FAX.03-5382-2503 

 

・京都営業所 

〒601-8444 京都府京都市南区西九条森本町 8番地 1 

TEL.075-693-9225 FAX.075-693-9237 

 

・大阪営業所 

〒532-0031 大阪市淀川区加島四丁目 19番 68号 

TEL.06-4805-7350 FAX.06-4805-7351 

 

・神戸営業所 

〒652-0852 神戸市兵庫区御崎本町 4丁目 2番 37号 

TEL.078-686-0120 FAX.078-686-0129 



・岡山営業所 

〒700-0975 岡山市北区今 8 丁目 13-13 

TEL.086-246-6311  FAX.086-246-6310 

 

・福山営業所 

〒721-0961 広島県福山市明神町二丁目 12番 15 号  

TEL.084-924-3108 FAX.084-924-3749 

 

・広島営業所 

〒733-0833 広島市西区商工センター二丁目 1番 2号  

TEL.082-501-3702 FAX.082-501-3713 

 

・鳥取営業所 

〒680-0911 鳥取県鳥取市千代水 4 丁目 52番地 

TEL.0857-28-7107 FAX.0857-28-7109 

 

・米子営業所 

〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎 2022 番地 8 

TEL.0859-33-4671 FAX.0859-33-4744 

 

・松江営業所 

〒690-0038 島根県松江市平成町 182番 32 

TEL.0852-25-1590 FAX.0852-27-7116 

 

・出雲営業所 

〒693-0023 島根県出雲市塩冶有原町 5丁目 59番地 

TEL.0853-22-9255 FAX.0853-22-5738 

 

・浜田営業所 

〒697-0006 島根県浜田市下府町 327番地 45 

TEL.0855-24-3533 FAX.0855-22-2846 

 

・松山営業所 

〒791-1115 愛媛県松山市土居町 1118-1  

TEL.089-905-7710  FAX.089-905-7711 

 

・今治営業所 

〒794-0823 愛媛県今治市郷本町一丁目 3 番 58 

TEL.0898-34-3350  FAX.0898-34-3351 

 

出張所 

・東京営業所 栃木出張所 

〒329-0414 栃木県下野市小金井 3009-232-101 

TEL.0285-40-0091 FAX.0285-40-0092 

 

 

 

 

 



 

【物流センター責任者のご案内】 

 

大阪物流センター センター長 藤 慶隆 ※従来と変更ございません 

業務本部 部長 兼任 

山陰物流センター センター長 大井川 幸 ※従来と変更ございません 

山陽物流センター センター長 渡邊 篤 ※新任 

 

 

 

【SPD センター責任者のご案内】  

 

近畿 SPD センター 責任者 金田 雅行 ※従来と変更ございません 

山陰 SPD センター 責任者 小川 篤志 ※従来と変更ございません 

山陽 SPD センター 責任者 小川 篤志 ※山陰 SPDセンター兼任 

 

 

 

【営業所所長のご案内】 

 

東京営業所 所 長 野村 直樹 ※従来と変更ございません 

京都営業所 所 長 岩本 宏朗 ※従来と変更ございません 

大阪営業所 所 長 緒方 健一 ※従来と変更ございません 

神戸営業所 所 長 橋村 一男 ※従来と変更ございません 

岡山営業所 所 長 吉川 和宏 ※新任 

福山営業所 所 長 原田 栄喜 ※新任 

広島営業所 所 長 小阪 勝康 ※新任 

鳥取営業所 所 長 田中 久則 ※従来と変更ございません 

米子営業所 所 長 赤井 孝志 ※従来と変更ございません 

松江営業所 所 長 馬庭 浩之 ※従来と変更ございません 

出雲営業所 所 長 佐藤 晋一 ※従来と変更ございません 

浜田営業所 所 長 山口 賢二 ※従来と変更ございません 

松山営業所 所 長 西上 幸一 ※新任 

今治営業所 所 長 小林 弘幸 ※新任 

 

 

以  上 

 


