福岡県
会員番号
1140101

会員名

届出代表者

アイコム㈱ 九州営業
山田 真史
所

〒
815-0082

住所

電話／FAX

平成29年7月1日現在
URL

福岡市南区大楠2-17-29パークサ 092-534-5900 ／
http://www.icom.co.jp
イドビル1Ｆ
092-534-5901

中村 利文

810-0075 福岡市中央区港２ー４ー４

092-781-0373 ／
092-781-0378

秀 文人

810-0001 福岡市中央区天神２ー１３ー７

092-771-9111 ／
http://www.oki.com/jp/
092-781-3823

1140109 ㈱エフ・ティ・シー通信 岩本 太郎

813-0043 福岡市東区名島４ー８ー２６

092-662-2721 ／
http://www.ftctusin.co.jp/
092-662-3020

1140114 ㈱九州日立システムズ 堀田 誠

812-0016

㈱富士通ゼネラル 九
1140119 州情報通信ネットワ－ 田中 勝浩
ク営業部

811-1311 福岡市南区横手１－１２－４５

1140102 伊藤無線㈱

1140104

沖電気工業㈱ 九州
支社

1140120 エクサ通信㈱

1140121

電気興業㈱ 九州支
店

福岡市博多区博多駅南２ー１２ー２ 092-434-9293 ／ http://www.kyushu-hitachidensa.co.jp/
２ 日立電子サービス九州ビル５Ｆ 092-434-9283
092-572-2111 ／
092-572-2116

波左間 眞二 812-0024

福岡市博多区綱場町9-11 セレナ 092-292-8780 ／
http://www.exacom.co.jp
ヴィータ201
092-292-6855

後藤 久登

福岡市早良区百道浜1-7-5 Ｍタ
ワービル10Ｆ

814-0001

092-832-1321 ／ http://www.denkikogyo.co.jp
/
092-832-1336

東芝コンシューママーケティ

1140124 ング㈱ 九州支社 ソリュー 和田 健司

810-0071 福岡市中央区那の津３ー８ー２７

092-713-5311 ／
092-713-5333

ションビジネス部

1140128 ㈱西日本電波研究所

安部 隆一

800-0112 北九州市門司区大字畑１５４８－２

093-481-7127 ／
093-481-7125

1140129 西日本通信特機㈱

矢次 剛

830-0037 久留米市諏訪野町１３ー１５

0942-34-0705 ／
0942-34-4729

1140130 日米電子㈱

湯淺 米男

810-0013 福岡市中央区大宮1-3-10

092-522-3163 ／
http://www.nbdenshi.co.jp/
092-522-4662

1140131 日邦無線電機㈱

山本 洋源

804-0076

1140132 通機サ－ビス㈱

園田 憲太郎 803-0273

北九州市戸畑区銀座２ー６ー１８
ＥＸビル

093-871-5226 ／ http://www.hokuden093-871-0510
g.co.jp/nippo/

北九州市小倉南区長行東３ー３ー 093-451-9200 ／
２４
093-451-9203
092-441-9121 ／
092-474-9592

1140134

八重洲無線㈱ 福岡オ
谷口 哲
フィス

812-0015 福岡市博多区山王1-3-10

1140136

日本無線㈱ 九州支
社

加藤 和広

812-0025

福岡市博多区店屋町１－３１ 東
京生命福岡ビル１０Ｆ

1140138

日本通信工業㈱ 北
九州支店

村山 和幸

802-0023

北九州市小倉北区下富野３－９－ 093-521-6863 ／ http://www.nihon３２ ことぶきハイツ内
093-521-6862
tsushin.co.jp

1140139 ㈱日本電子

梅本 享祐

811-1303 福岡市南区折立町５－５９

092-582-0511 ／
092-592-4600

1140140 ニシム電子工業㈱

小野 丈夫

812-0017 福岡市博多区美野島１－２－1

092-482-4722 ／
http://www.nishimu.co.jp
092-482-2492

1140144 富士通テン販売㈱

笹谷 修

815-0031 福岡市南区清水４－４－３４

092-511-3210 ／
092-511-0610

1140146 フコク電興㈱

中島 健司

812-0015 福岡市博多区山王１－１５－８

092-452-5311 ／
http://www.fukokud.co.jp
092-452-5353

金森 淳

810-0001

福岡市中央区天神２－１２－１ 天 092-721-2150 ／
神ビル
092-732-1352

1140151 ㈲エーテーシステム

寺崎 浅次

815-0033

福岡市南区大橋１－２５ー１６ ド
リーム大橋２Ｆ

㈱日立国際電気 九
州支社

小川 一宏

812-0013

福岡市博多区博多駅東２－１３－ 092-412-7600 ／ http://www.hitachi３４ エコービル３Ｆ
092-412-8838
kokusai.co.jp

812-0037

福岡市博多区御供所町１－１ 西 092-271-6700 ／
鉄祇園ビル６Ｆ
092-271-6571

812-0013

福岡市博多区博多駅東2-13-34
エコービル3F

802-0032

北九州市小倉北区赤坂２－１６－ 093-531-4103 ／
４０
093-521-8273

812-0011

福岡市博多区博多駅前２ｰ１９ｰ２ 092-473-5022 ／
７ 九勧リクルート博多ビル７Ｆ
092-473-5113

810-8577

福岡市中央区六本松１－１－１０
ＮＨＫ福岡放送センタービル６Ｆ

1140149

1140157

三菱電機㈱ 九州支
社

ＮＥＣネッツエスアイ㈱
安藤 勝則
九州支店
㈱日立国際八木ソ
1140159 リューションズ 九州支 佐藤 実
店
1140158

1140164 ウチマル

内丸 憲二

1140167 ㈱九州テン 福岡支店 五嶋 弘

1140169

㈱ＮＨＫアイテック 九
横田 昌典
州支社

092-262-2132 ／
http://www.jrc.co.jp
092-262-2161

092-511-5506 ／
092-511-5596

050-3383-3345
／092-412-5939

092-716-9000 ／
http://www.nhkitec.co.jp/
092-716-4008

092-441-1962 ／
092-471-5733

1140170 ㈲テン博多サービス

松崎 秀康

812-0007 福岡市博多区東比恵３－２８－２８

1140175 ㈲中央電子サービス

南里 敏和

811-2205

糟屋郡志免町別府１－９－８ 西ビ 092-935-1980 ／
http://www.cesnet.co.jp/
ル２０１
092-935-1979

1140180 ㈱福岡通信特機

松村 賢治

812-0028

福岡市博多区須崎町１－1５ パー 092-262-9505 ／
ム東天神６０２号
092-262-9506

吉田 和美

807-0806

北九州市八幡西区御開３－２９－ 093-692-2776 ／
http://www.echo-techno.jp
７
093-692-2763

坂口 洋一

812-0893

福岡市博多区那珂４－２３－１ オ 092-477-5425 ／
http://www.itec-fukuoka.jp/
フィスパレア板付Ⅰ-３
092-477-5426

1140185

エコーテクノシステム
㈲

1140187 ㈲アイテック

1140188

㈱沖電気カスタマアド
田村 正光
テック 九州支社

1140190 コスミック通信

1140191

前車 孝

トム通信工業㈱ ＴＯＰ
塩満 正文
社 九州支店

1140192 福岡芝浦電子㈱

瞿曇 義夫

815-0035 福岡市南区向野２－９－２６

092-554-8500 ／
092-554-8530

813-0036 福岡市東区若宮２－３１－３８

092-683-4212 ／
092-683-4162

810-0001

福岡市中央区天神4-4-30 天神
西江ビル2F

815-0033 福岡市南区大橋１－２－１９

092-737-2235 ／ http://www.topsolutions.co.jp
092-737-2236
092-561-2717 ／
092-512-0057

1140196

㈱カンノエンジニアリン
松尾 博次
グ

802-0022

1140198

新潟通信機㈱ 福岡
支店

古島 直之

814-0031 福岡市早良区南庄２－２２－２２

092-852-1127 ／
http://www.niigata-t.co.jp
092-852-1128

1140199

㈱ジャパンエニックス
九州営業所

田中 一憲

812-0042 福岡市博多区豊１－１０－５０

092-432-9077 ／
http://www.jenix.co.jp/
092-432-9033

1140200

エムシーアクセス・サ
岩永 和之
ポート㈱ 西日本支店

810-0001

福岡市中央区天神４－８－２５
ニッコウビル８Ｆ

092-752-4700 ／
http://www.mcaccess.co.jp/
092-752-4701

坂本 竜太

601-8329

京都市南区吉祥院清水町2番地
ウエッジ本社

075-634-8791 ／ http://www.aaa075-634-8793
wedge.co.jp/

㈱サンテレコムジャパ
池田 淳子
ン九州営業所

812-0013

福岡市博多区博多駅東2-5-28
博多偕成ビル1011

092-412-7200 ／
http://www.suntelecom.co.jp
092-412-7201

1140201 ウェッジ㈱

1140202

北九州市小倉北区上富野１－５－ 093-531-2393 ／
２５
093-512-0586

1140203 芝浦アイティー㈱

092-864-2191 ／
092-864-2193

清 克巳

814-0155 福岡市城南区東油山１－２３－２

坪根 正樹

812-0016

福岡市博多区博多駅南４－１８－ 092-418-3257 ／
http://www.westercom.co.jp
２明東ビル４Ｆ
092-418-3256

1140205 ㈱ネクストジャパン

市丸 恒昭

811-2103

福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂38-10

1140207 岸無線サウンド㈱

岸 俊之

812-0853 福岡市博多区東平尾1-3-6-202

092-515-0540 ／
092-515-8720

西日本高速道路ファシ
1140208 リティーズ㈱ 福岡営 黒田 浩之
業所

818-0139 太宰府市宰都1-8-2

092-919-2202 ／
092-919-2209

1140209 ㈱ウエスター

812-0016

1140204

㈱ウエスターコミュニ
ケーションズ

佛坂 保則

福岡市博多区博多駅南4-9-1
ファーストいずみビル2F

092-934-0110 ／
092-934-2515

092-260-8781 ／
092-260-8765

