大阪府
会員番号
0827001

平成29年10月1日現在
会員名

届出代表者

アイコム㈱ 大阪営業
南部 桂司
所

〒
547-0004

住所

電話／FAX

大阪市平野区加美鞍作１－６－１ 06-6793-0331 ／
http://www.icom.co.jp
９
06-6794-6528

0827005 ㈱池田通信機

池田 頼雄

583-0014 藤井寺市野中５－６－２

072-939-0023 ／
http://www.iketsu.com
072-939-2677

0827007 ㈱ウエダ無線

上田 勝久

556-0005 大阪市浪速区日本橋４－６－１１

06-6633-7688 ／
http://www.uedamusen.co.jp
06-6632-7888

0827010

㈱ＮＨＫアイテック 関
阪井 悦三
西支社

540-0028

大阪市中央区常磐町１－３－８ 中 06-6966-0413 ／
http://www.nhkitec.com
央大通FNﾋﾞﾙ１１F
06-6966-0422

福田 稔

578-0956 東大阪市横枕西９－２９

072-961-7111 ／
http://www.ojt.co.jp
072-964-7555

濱口 令生

541-0051 大阪市中央区備後町２－６－８

06-6260-1815 ／
http://www.oki.com
06-6260-5777

興梠 隆志

580-0015 松原市新堂１－５４７－３

072-337-0146 ／
http://www.katatsu.co.jp
072-336-8213

0827015 ング 情報通信技術部

谷岡 匠

566-0055 摂津市新在家２－２４－１

06-7507-1854 ／
http://www.kanden-eng.co.jp
06-7507-1872

0827018 岸本無線工業㈱

岸本 隆文

536-0016 大阪市城東区蒲生２－７－１０

06-6932-6331 ／
http://www.kishimoto.co.jp
06-6933-2788

0827019 協和テクノロジィズ㈱

須藤 靖浩

530-0016 大阪市北区中崎１－２－２３

06-6363-8811 ／
http://www.kyotec.co.jp
06-6363-8809

0827021 近畿無線工業㈱

小松 愉里子 540-0021 大阪市中央区大手通２－３－９

06-6910-6688 ／
06-6910-6699

0827024 ㈱グローバルメディア

松本 利之

561-0812 豊中市北条町３－２－３５

06-6331-0121 ／
http://www.global-m.co.jp
06-6331-0113

0827026 ケーエム通信機

森中 邦雄

573-0063 枚方市走谷１－４－３

072-844-0008 ／
072-844-0009

0827027 ㈱ケイ・オプティコム

田中 宏

530-6116

0827029 コスモ電子通信㈱

土橋 和美

580-0034 松原市天美西４－１７５－４

0827011 オージェーティー㈱

0827012

沖電気工業㈱ 関西
支社

0827014 ㈲片岡通信機
㈱かんでんエンジニアリ

0827036

㈱サンテレコムジャパ
塩谷 徹
ン

0827040 三和無線㈱

0827041

㈱ジャパンエニックス
関西支店

森本 薫

大阪市北区中之島３－３－２３
中之島ダイビル２４Ｆ

06-7501-8555 ／
http://www.k-opti.com
06-7506-9362
072-335-2230 ／
072-336-9988

550-0002

大阪市西区江戸堀１－３－３ 肥後 06-6443-3325 ／
http://www.suntelecom.co.jp
橋レックスビル6F
06-6443-3326

534-0027

大阪市都島区中野町２－７－１６
谷戸ビル

中井 竜太郎 550-0023 大阪市西区千代崎１－２４－１１

06-6353-0058 ／
http://www.snwm.co.jp
06-6353-3909
06-6583-7700 ／
http://www.jenix.co.jp
06-6583-3400

0827044 下條通信機

下條 禎一

546-0011

大阪市東住吉区針中野１－１１－ 06-6797-7127 ／
１５
06-6701-8568

0827047 ㈱新光社

野末 新二

546-0022

大阪市東住吉区住道矢田６－１３ 06-6704-5111 ／
－１４
06-6704-7512

0827048 信和通信機販売㈱

寺沢 伸幸

543-0052 大阪市天王寺区大道２－５－１６

06-6772-5826 ／ http://www.shinwatsushinki.co.jp
06-6772-2923

0827049 ㈲信和ベルシステム

馬場 宏

543-0052 大阪市天王寺区大道２－５－１６

06-6776-6776 ／
06-6776-6566

531-0076 大阪市北区大淀中２－１－１

06-6453-9405 ／
http://www.suita.co.jp
06-6453-9423

564-0063 吹田市江坂町１－１３－４８

06-6337-6501 ／
http://www.yaesu.com/ｊp
06-6337-6508

563-0017 池田市伏尾台４－９－１０

072-752-1193 ／
072-752-1284

0827050 ㈱スイタ情報システム 河村 吉則

0827051

八重洲無線㈱ 大阪オ
井上 弘訓
フィス

0827058 ㈱タイヨー電気

河合 進

0827060 ㈱大日電子

杦本 日出夫 564-0053 吹田市江の木町１２－２７

0827063 ㈱ツヅキデンソー

松岡 秀典

532-0003

大阪市淀川区宮原５－１－３ 新
大阪生島ﾋﾞﾙ7Ｆ

06-6339-6299 ／
http://www.dainichi-el.co.jp
06-6339-6352
06-6396-6627 ／ http://www.tsuzuki06-6396-6744
denso.co.jp

東出 賀晴

583-0991

大阪府南河内郡太子町春日９８－ 0721-98-1317 ／
３６２
0721-98-1373

0827080

日本エレクトロニックシ
眞下 欣哉
ステムズ㈱

532-0011

大阪市淀川区西中島５－５－１５
新大阪セントラルタワー南館11Ｆ

0827083

日本電気㈱ 関西支
社

永井 克紀

540-8551

大阪市中央区城見１－４－２４ ＮＥ 06-6945-3135 ／
http://www.nec.co.jp
Ｃ関西ビル３６Ｆ
06-6945-3029

0827086

日本無線㈱ 関西支
社

田代 浩治

530-0001

大阪市北区梅田３－４－５ 毎日イ 06-6344-1637 ／
http://www.jrc.co.jp
ンテシオ２１階
06-6344-1714

0827088

新潟通信機㈱ 大阪
支店

五十嵐 英伸 534-0001 大阪市都島区毛馬町４－１０－２０

0827075 ㈱トーワ

0827092 ㈱日電商会

0827098

㈱日立国際電気 関
西支社

06-6926-2066 ／
http://www.niigata-t.co.jp
06-6926-2068

澤田 敏文

590-0983

大阪府堺市堺区山本町１－３６－ 072-242-6520 ／
http://www.ndsyokai.co.jp
６
072-242-6561

中原 修

540-0001

大阪市中央区城見２－２－２２ マ 06-6920-6320 ／ http://www.hitachikokusai.co.jp
ルイトOBPビル６Ｆ
06-6920-6418

佐藤 実

540-0001

大阪市中央区城見２－２－２２ マ 06-6947-5931 ／ http://www.hitachikokusai.co.jp/hs
ルイトＯＢＰビル６Ｆ
06-6947-5932

㈱日立国際八木ソリュー

0827099 ションズ 関西支店

06-6886-1133 ／
http://www.nesnet.co.jp/nes
06-6886-1242

㈱富士通ゼネラル 近畿

0827102 情報通信ネットワーク営 浅井 茂樹

580-0004 松原市西野々２－１－４５

072-333-9000 ／
072-333-9966

業部

0827112

三菱電機㈱ 関西支
社通信システム部

佐藤 啓之

530-8206

0827116

㈱ヤマトコミュニケー
ション

川向 真生

536-0008 大阪市城東区関目２－１２－１８

06-6931-8623 ／
06-6939-4199

松谷 義光

577-0826 東大阪市大蓮北３－１１－１１

06-6729-6845 ／
06-6729-6845

0827119 洋光電波㈱

大阪市北区大深4-20 グランフロン 06-6486-4211 ／ http://www.mitsubishielectri
ト大阪タワーＡ
06-6486-4213
c.co.jp

0827120

菱神電子エンジニアリ
大阪市淀川区西中島３－５－９ 西 06-6390-0970 ／
峯嶋 満寿雄 532-0011
http://www.ryosin.co.jp
ング㈱ 関西支店
中島ＮＴビル
06-6390-7822

0827123

ワイアンドエムシステ
ム㈱

中道 美孝

593-8307 堺市西区平岡町２６８－３０

0827124 電通サービス㈱

畑中 邦夫

530-0005

0827125 信和メディア

大家 健一郎 564-0032 吹田市内本町２－５－１６

大阪市北区中之島２－２－２ 大
阪中之島ビル 10Ｆ

072-274-3518 ／
072-271-8081
06-6223-8101 ／
06-6223-8120
06-4860-3211 ／
06-4860-3212

パナソニックシステムソ

532-0003 大阪市淀川区宮原１－２－３３

06-6396-2403 ／ http://www.panasonic.co.jp/
06-6396-2405
sn/pssj/company

神薗 ゆか

570-0002 守口市佐太中町２－７－４

06-6905-6060 ／
06-6905-1641

0827132 リューションズジャパン㈱ 宮澤 俊樹
関西社

0827134 ㈱パナ・サポート

0827136

エムシーアクセス・サ
ポート㈱

村上 伸一

541-0056

大阪市中央区久太郎町－６－５
ＭＩＴエクシードビル６Ｆ

0827138

田中電気㈱ 西日本
支店

小村 光次

541-0056

大阪市中央区久太郎町１－９－５ 06-4705-9730 ／ http://www.tanakaＳＤ堺筋本町ビル７Ｆ
06-6264-0921
denki.co.jp

0827139 ㈱コムプランニング

塩谷 一

556-0025 大阪市浪速区浪速東1-2-3

0827140 アルインコ㈱

小山 勝弘

541-0043

0827142 ミナミ通信

南 良昭

594-0013 和泉市鶴山台４－２０－６

0827144 ㈱関西テレコム

竹原 昌弘

541-0046

大阪市中央区平野町４－７－８ ア 06-6222-8606 ／
ベニュー淀屋橋６階
06-6222-8607

0827145 協栄電設工業㈱

児玉 文明

550-0004

大阪府大阪市西区靭本町２－３－ 06-6441-5788 ／
２ なにわ筋本町ＭＩＤビル５Ｆ
06-6441-5791

トム通信工業㈱ ＴＯＰ
福本 栄二
社関西支店

532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島１－９ 06-6307-3725 ／
－２０
06-6307-3726

0827146

大阪府 管外会員
会員番号
会員名

届出代表者

567-0034 大阪府茨木市中穂積３－１４－１６

〒

06-6562-7890 ／
http://www.complanning.net
06-6562-7891

大阪市中央区高麗橋４－４－９ 淀 06-7636-2363 ／
http://www.alinco.co.jp
屋橋ダイビル11F
06-6208-3803

西日本高速道路ファシリ

0827147 ティーズ㈱ 大阪営業所 國方 章博

06-6484-5158 ／
http://www.mcaccess.co.jp
06-6484-5152

住所

0725-58-6801 ／
0725-58-6803

072-631-1211 ／
072-622-1636

電話／FAX

平成29年10月1日現在
URL

0823077 ㈱メイエレック

清水 良一

456-0031 名古屋市熱田区神宮４－３－３６

052-506-5174 ／
http://www.meielec.co.jp
052-682-8710

0836066 ㈱テレパス四国

石川 明美

770-0872 徳島市北沖洲２－９－２７

088-678-6466 ／
http://www.telepas.co.jp
088-678-6433

