広島県（メーカー会員）
会

員

名

平成２９年４月１２日現在
届出代表者

〒

住

所

電話番号

FAX番号

URL

沖電気工業㈱ 中国支社 鈴木 宣也

730-0017 広島市中区鉄砲町８－１８ 9F

082-221-2232

082-223-1341

http://www.oki.com/jp/

㈱富士通ゼネラル 中四
国情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ営業
部

733-0035 広島市西区南観音5-11-12

082-291-3554

082-294-6885

http://www.fujitsugeneral.com/jp/

734-0022 広島市南区東雲２－７－２１

082-508-0290

082-508-0291

http://www.niigata-t.co.jp/

末廣 英三朗

新潟通信機㈱ 広島営業
重吉
所

勲

日本電気㈱ 中国支社

寺尾 昌彦

730-0013

広島市中区紙屋町２－２－１２
信和広島ビル

082-242-5501

082-242-5516

http://www.nec.co.jp/

日本無線㈱ 中国支店

高柳 亘孝

730-0013 広島市中区八丁堀７－２ ４階

082-224-6401

082-224-5599

http://www.jrc.co.jp/jp/index.ht
ml

富士通㈱ 中国社会ネット
西原 裕治
ワーク営業部

730-0031 広島市中区紙屋町１－２－２２

082-207-0305

082-248-6137

http://jp.fujitsu.com/

富士通テン販売㈱ 法人
テレマティクス営業部

734-0044 広島市南区西霞町２－２５

082-255-2422

082-255-0610

http://www.fujitsu-ten.co.jp/

082-512-1030

082-512-1036

http://www.panasonic.com/jp/c
ompany/pssj

笹谷 修

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
今井 克博
ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱中国社

730-0013

三菱電機㈱ 中国支社

宮本 一敏

730-8657 広島市中区中町７－３２

082-248-5263

082-248-5439

http://www.mitsubishielectric.co.
jp/

アイコム㈱ 広島営業所

守屋 秀翁

733-0842 広島市西区井口３－１－１

082-501-4321

082-501-4301

http://www.icom.co.jp/

八重洲無線㈱ 広島オフィ
宮原 司
ス

730-0003 広島市中区白島九軒町６－７

082-222-5169

082-222-5166

http://www.yaesu.com/jp/index3
.html

㈱日立国際電気 中国支
長瀬
社

732-0052 広島市東区光町1-10-19 4Ｆ

082-262-5931

082-263-1790

http://www.hitachikokusai.co.jp/

倉敷市老松町2-7-4
倉敷ビル 4Ｆ

086-423-7718

086-427-7710

http://www.iwatsu-sales.co.jp/

082-568-2035

082-568-2036

http://www.top-solutions.co.jp/

豊

広島市中区八丁堀５－７
広島KSビル

岩崎通信機㈱ 中四国営
小圷 宗郎
業所

710-0826

トム通信工業㈱ TOP社
中四国支店

732-0805 広島市南区東荒神町3-35

高尾 泰徳

広島県（一般会員）
会

員

名

平成２９年４月１２日現在
届出代表者

〒

住

所

電話番号

FAX番号

URL

㈲岡野無線

岡野 恒雄

733-0013 広島市西区横川新町９－２６

082-231-2511

082-294-9288

松電産業㈱

岡田 民男

733-0002 広島市西区楠木町１－７－７

082-234-5050

082-234-8256

http://www.matuden.jp/index.ht
m

三光産業㈱

三宅 弘敬

730-0051 広島市中区大手町３－３－３

082-245-3139

082-245-3002

http://www.melsanko.co.jp

㈱テンサービス広島

小滝

733-0816 広島市西区己斐大迫３－３９－１７

082-274-1684

082-274-1773

東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱
安武 浩一
中国支社

730-0054 広島市中区南千田東町２-２６

082-542-8205

082-542-8224

広島電子通信㈱

平井 靖雄

733-0007 広島市西区大宮１－４－８

082-230-3325

082-230-3327

日本電波興業㈱

丸山 裕介

734-0011 広島市南区宇品海岸２－１４－３

082-251-2431

082-253-2659

http://www.nihondenpa.co.jp

中国電設工業㈱

川本 冨士夫

730-0052 広島市中区千田町３－１０－５

082-241-0112

082-241-0116

http://www.chusetsu.co.jp/

扶桑電通㈱ 中国支店

仲

732-0814

082-568-6222

082-568-6233

東照通信工業㈱

宮本 典知

734-0021 広島市南区上東雲町２５－８

082-282-1155

082-285-0055

㈱芝通

中尾

730-0856 広島市中区河原町10-5

082-294-6535

082-294-6095

福山ゼネラル通信機販売
渡邉 節男
㈱

721-0963 福山市南手城町３－１９－７

084-931-1746

084-922-8773

㈱日立国際八木ソリュー
ションズ 中国支店

高橋 俊宏

732-0052 広島市東区光町1-10-19

082-262-5932

082-262-5933

広島特機サービス㈱

岡田 幹憲

733-0002 広島市西区楠木町１－７－７

082-233-5601

082-234-8256

082-504-8010

082-504-7704

洋

洋一

博

広島市南区段原南1-3-53
広島イーストビル9階

http://www.shibatsu.co.jp/

http://www.hitachikokusai.co.jp/hs/

ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 中
田川 和清
国支店

730-0051

シンワ無線機販売㈱

内藤 文男

730-0004 広島市中区東白島町１０－１７

082-223-8118

082-223-1557

http://www.shinwa-tec.com/

電気興業㈱ 広島支店

宮内 洋

730-0806 広島市中区西十日市町１０－９

082-294-4611

082-291-4526

http://www.denkikogyo.co.jp/

中国電子機器㈱

熊谷 浩明

733-0033 広島市西区観音本町１－２２－２５

082-294-5963

082-291-3111

http://www.cdk.ne.jp/

三菱電機システムサービ
久冨木 義人
ス㈱ 中四国支社

732-0802 広島市南区大州４－３－２６

082-285-2101

082-890-2377

http://www.melsc.co.jp/

㈱ＮＨＫアイテック 中国支
立川 一彦
社

730-0051

広島市中区大手町２－１１－１０
ＮＨＫ広島放送センタービル１２Ｆ

082-542-4311

082-244-2046

http://nhkitec.com/

㈱ケーネス 中国支店

武良 敏夫

732-0052

広島市東区光町1-10-19
日本生命広島光町ビル

082-261-7098

082-264-6736

シナジ－システム㈱

平野 武志

734-0015 広島市南区字品御幸３－１５－７

082-251-1356

082-251-1752

㈱マリンネットサービス

中野 一晴

730-0005 広島市中区西白島町１３－２７

082-511-3381

082-511-3382

広島日本電池販売㈱

井上 辰二

731-0138 広島市安佐南区祗園２－７－２０

082-874-1156

082-874-9550

イワナカ㈲

中川 佳明

732-0031 広島市東区馬木７－２６０－１

082-847-3881

082-883-0881

㈲プリシード

下西

733-0873 広島市西区古江新町１４－１３

082-273-4113

082-273-4426

三教システム㈲

皿海 誠治

729-0141 尾道市高須町４７９１－１

0848-55-3933

0848-55-3935

広島無線システム

後藤 順朗

738-0001 廿日市市佐方１０４３－６

0829-32-4717

0829-32-0034

㈱西日本電子

長田

733-0032 広島市西区東観音町８ー２１

082-292-8830

082-296-3319

勇

誠

広島市中区大手町４丁目６－１６
山陽ビル１０階

http://www.toshiba.co.jp/tcn/

http://www.synergy-s.com/

㈲オーテック

尾形 広志

732-0066 広島市東区牛田本町2-8-13

082-223-6099

082-223-7818

㈱竹田電機工業所 出島
竹田 光江
営業所

734-0013 広島市南区出島2-11-10

082-254-5481

082-254-5485

㈱メディアテック一心

眞田 奈津基

720-0843 福山市赤坂町赤坂1276

082-899-0035

082-899-0038

http://www.mediatecisshin.co.jp/

㈱立芝

品川 和也

733-0002 広島市西区楠木町2-4-3

082-237-7211

082-230-9059

http://www.tateshiba.co.jp/

㈲ユーコム

斎藤 浩二

738-0002 廿日市市山陽園4-19

0829-31-1924

0829-31-5233

㈱エフ・シー・エス

藤山 正紀

733-0812 広島市西区己斐本町3-1-6

082-273-4171

082-507-6323

http://www.fcs-f.co.jp/

082-504-4871

082-504-4872

http://www.mcaccess.co.jp/

エムシーアクセス・サポー
住井 敏浩
ト㈱ 西日本支店

730-0054

広島市中区小町3-25
三共広島ビル8Ｆ

おおむかい電機

大向 正彦

739-0623 大竹市小方1-26-13

0827-28-2454

0827-28-2455

大成エンジニアリング㈱

中島 多喜男

733-0035 広島市西区南観音3-6-14

082-233-3914

082-233-6167

㈱セイバー

團上 雅夫

730-0843 広島市中区舟入本町12-2

082-299-8922

082-299-8922

㈱ブロードサービス

新宅 幹也

732-0055

広島市東区東蟹屋町7-34 重見ビル
082-962-8720
401

082-962-8720

西日本高速道路ファシリ
ティーズ㈱ 広島営業所

森川 和記

731-0102

広島市安佐南区川内5-25-12
第1ＨＤビル3Ｆ

082-831-1140

082-870-3540

前原通信機サービス

前原 延行

720-0092 福山市山手町5-16-2-201

広島自動車無線㈱

田村 秀治

730-0012

082-502-6621

082-502-6563

三保電機㈱

小松 忠司

733-0001 広島市西区大芝1-24-19

082-509-2341

082-230-9081

広島市中区八丁堀3-6
第2ウエノヤビル8階D号室

http://www.mihodenki.com

