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0304001

日本電気㈱ 東北支
社

大見 一弘

980-6025

仙台市青葉区中央４－６－１住友 022-267-8737 ／
http://www.nec.co.jp/
生命仙台中央ビル２５Ｆ
022-267-8713

0304002

沖電気工業㈱ 東北
支社

橋本 達也

980-0811

仙台市青葉区一番町3-1-1 仙台
ファーストタワー15Ｆ

岩井 章

983-0852

仙台市宮城野区榴岡３丁目4-18タ 022-256-2291 ／
http://www.fujitsu-ten.co.jp/
カノボル第２２ビル５Ｆ
022-256-2320

0304004 富士通テン販売㈱

022-225-6609 ／
http://www.oki.com/jp/
022-225-4694

0304005

日本無線㈱ 東北支
社

大村 基晴

983-0852

仙台市宮城野区榴岡３丁目４－１ 022-781-6171 ／
http://www.jrc.co.jp/
アゼリラヒルズ１６階
022-299-6261

0304006

㈱日立国際電気 東
北支社

加藤 正美

980-6003

仙台市青葉区中央４－６－１ＳＳ３ 022-723-1802 ／ http://www.hitachikokusai.co.jp/
０ ３Ｆ
022-723-1811

0304007

三菱電機㈱ 東北支
社

荒木 久嗣

980-0013

仙台市青葉区花京院１－１－２０
花京院スクエア

0304008

八重洲無線㈱ 仙台オ
宮地 徹
フィス

982-0012 仙台市太白区長町南３－８－８

0304009

トム通信工業㈱ TOP
佐藤 克尚
社 東北支店

980-0014

022-216-4626 ／ http://www.mitsubishielectri
c.co.jp/ 5/9 住所変更
022-216-4657
022-308-3466 ／ http://www.vxstd.com/jp/ind
ex2.html
022-308-4533

仙台市青葉区本町3-1-17 やまふ 022-713-7782 ／ http://www.topsolutions.co.jp/
くビル2Ｆ
022-713-7783

㈱富士通ゼネラル 東北

0304010 情報通信ネットワーク営 矢澤 秀昭

983-0034 仙台市宮城野区扇町３－５－５

022-239-5171 ／ http://www.fujitsu022-239-5105
general.com/jp/

業部

0304011

新潟通信機㈱ 仙台
支店

森 年照

0304012 ㈱カナデン 東北支店 高谷 直樹

0304013

扶桑電通㈱ 東北支
店

983-0025

仙台市宮城野区福田町南１－２－ 022-387-1051 ／
http://www.niigata-t.co.jp/
３２
022-387-1053

980-0812 仙台市青葉区片平１－２－３５
仙台市青葉区一番町2-1-2ＮＯＦ
仙台青葉通りビル2Ｆ

022-266-3118 ／
http://www.kanaden.co.jp/
022-262-3803
022-225-0055 ／ http://www.fusodentsu.co.jp
022-225-6784
/

髙橋 秀仁

980-0811

0304015 丹野 忠夫

丹野 忠夫

984-0052 仙台市若林区連坊2－9－26－1号

0304016 日東通信㈱

高橋 進太郎 981-0912 仙台市青葉区堤町３－１－１５

022-273-9211 ／
http://www.nittocom.co.jp/
022-273-9218

0304017 東通インテグレート㈱

佐藤 博美

984-8651 仙台市若林区卸町２－１１－５

022-232-4491 ／
022-232-4477

富樫 昌弘

983-0034 仙台市宮城野区扇町７－２－４０

022-259-1646 ／ http://www.toshiba.co.jp/tcn
022-259-1645
/

0304019 東北特機サービス㈱

山口 清喜

984-0042 仙台市若林区大和町２－１－１０

022-284-0354 ／
022-239-4395

0304020 大野電装㈱

大野 晃

981-0502

0304021 ㈱古川電子サービス

木村 俊吉

989-6224 大崎市古川小泉字泉４２

0229-22-2303 ／
0229-23-1764

0304022 マルタク㈱

黒澤 拓司

988-0053 気仙沼市田中前２－１－７

0226-22-0023 ／
0226-22-0042

0304023 ㈱及川無線

及川 伸太郎 986-0861 石巻市蛇田字境塚１１－２

0225-95-8869 ／
0225-95-8071

0304025 通研電気工業㈱

佐久間 直勝 981-3206 仙台市泉区明通３－９

022-377-2800 ／
http://www.2ken.co.jp/
022-377-9217

022-295-8525 ／
022-295-8525

東芝コンシューママーケ

0304018 ティング㈱ 東北支社ソ
リューションビジネス部

東松島市大曲字堰の内南３０－３ 0225-95-1161 ／
９大野電子開発㈱気付
0225-95-6376

0304026 ションズ 東北支店

千葉 修

980-6003

仙台市青葉区中央４－６－１住友 022-217-0672 ／ http://www.hs生命仙台中央ビル３Ｆ
022-227-5062
web.jp/index.html

0304027 ㈱宮城通信機

斉藤 勉

982-0003

仙台市太白区郡山字南中河原北
８９－１

022-249-2771 ／
022-304-5025

0304029 ㈲宮城電子サービス

若山 昭

982-0003

仙台市太白区郡山字南下河原向
１－１８

022-304-5821 ／
022-746-2681

0304030 ㈱仙台電子センター

牧野 英三

984-0015 仙台市若林区卸町５－３－６

0304031 ㈱日本無線電業社

高橋 徳子

988-0037

気仙沼市松崎萱１３３晴海ガーデ
ン１－５

0226-22-1250 ／
0226-22-7225

983-0851

仙台市宮城野区榴ケ岡１０４－９
名取ビル富弥１Ｆ

022-298-6211 ／
http://www.icom.co.jp/
022-298-6210

㈱日立国際八木ソリュー

0304032

アイコム㈱ 仙台営業
平島 吏
所

0304033 コムサービス㈱

若山 満

980-0013 仙台市青葉区花京院１－４－５

022-239-0031 ／ http://www18.ocn.ne.jp/~five
022-235-1592
9/

022-223-1663 ／
022-262-7940

0304035

㈱ＮＨＫアイテック 東
船迫 浩二
北支社

980-0811

仙台市青葉区一番町１－１－３１
山口ビル４F

022-261-0746 ／
http://nhkitec.com/
022-261-0756

0304037 北都通信機㈱

小野寺 勝昭 987-1103 石巻市北村字前山６１－４

0225-24-6570 ／
0225-24-6580

0304038 ㈱ワカバ電機

片倉 兵衛

985-0854 多賀城市新田字北２７５－７

022-368-1111 ／
022-368-4189

0304040 東北エレクトロ通信㈱ 菊地 洋子

986-0869 石巻市あけぼの北１－１－８

0225-93-6629 ／
0225-93-9541

0304041 ㈱デジタス

菊池 安博

984-0002 仙台市若林区卸町東２－３－２７

022-706-1515 ／
http://www.digitas.jp/
022-706-1517

0304043 ムライ情報通信㈱

村上 孝之

983-0012 仙台市宮城野区出花２－３－１

022-254-0222 ／
022-254-0226

東北移動無線サービ
福士 茂
ス㈱
エムシーアクセス・サ
0304046 ポート㈱ 東日本支店 後藤 恒彦
仙台オフィス
0304045

0304049 ㈱テレコム 東北支店 阿部 浩次

0304050

㈱ジャパンエニックス
仙台営業所

宮城県 管外会員
会員番号
会員名
0304048 ウェッジ㈱

結城 毅

届出代表者
坂本 竜太

986-0855

石巻市大街道東４丁目２－１１ ク 0225-95-0666 ／
レンビル２号館１Ｆ
0225-21-5089

980-0014

仙台市青葉区本町３－１－１７ や 022-217-7871 ／
http://www.mcaccess.co.jp/
まふくビル5F
022-217-7870

981-3133

仙台市泉区泉中央３－１８－４ オ 022-344-7189 ／
フィス２１泉３Ｆ
022-375-6631

984-0063 仙台市若林区石名坂５７－３

〒

住所

601-8329 京都市南区吉祥院清水町２

022-722-0026 ／
http://www.jenix.co.jp/
022-722-0027

電話／FAX

平成29年10月1日現在
URL

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

