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0414009 一幸電子工業㈱

安永 平雄

225-0013 横浜市青葉区荏田町１２３１－１

045-911-2629 ／
http://wwｗ.ｉｃｈｉｋｏ-ｅ.ｃｏ.ｊｐ/
045-911-4017

0414036 ㈱光電社

大須賀 洋

231-0037 横浜市中区富士見町３－７

045-251-1575 ／
045-251-1410

0414042 三愛電子工業㈱

寺井 一郎

236-0004 横浜市金沢区福浦２－４－１５

045-783-2211 ／ http://www.sanai.co.jp/densi/
045-783-8219

0414053 ㈱湘南

田中 成幸

250-0004 小田原市浜町４－１－１２

0465-23-0248 ／
0465-22-3465

0414054 松和電子システム㈱

武田 功成

242-0004 大和市鶴間2-11-24

046-274-1700 ／
http://www.syo-wa.co.jp/
046-274-0905

0414062 ㈱富士通ゼネラル

高橋 茂

213-8502 川崎市高津区末長３－３－１７

044-861-7786 ／ http://www.fujitsu044-861-7864
general.com/jp/

大井 孝

221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

045-443-3123 ／
http://www.kenwood.com/
045-443-3127

0414096 ㈲神奈川通信機

中村 直宏

210-0818 川崎市川崎区中瀬３－３－１５

044-277-3888 ／
044-277-1514

0414108 日本電気㈱

小野寺 昌隆 211-8666 川崎市中原区下沼部1753

044-455-8233 ／
http://www.nec.co.jp/
044-455-8218

0414094

㈱JVCケンウッド 事
業部

0413111

日本テクニカル・サー
ビス㈱ 東京支社

松本 雅徳

222-0011 横浜市港北区菊名7-3-16

045-432-1831 ／
http://www.nitteku.co.jp/
045-401-4325

0414125

トム通信工業㈱ ＴＯＰ
高橋 清隆
社

223-0057 横浜市港北区新羽町1244

045-543-3800 ／
045-543-3806
045-784-7041 ／
045-784-7040

0414137 横浜通信機㈱

中込 金吾

236-0003 横浜市金沢区幸浦２－２２－９

0414159 ㈱テレコム

堀越 寛生

224-0051

横浜市都筑区富士見が丘15-6
港北ＮＴビル

0414173 松電通信㈱

馬場 良

223-0053

横浜市港北区綱島西2-6-17 黒川 045-543-4791 ／ http://www.shoden.jp/index2
ビル モールリマーク301号
045-543-4762
.htm

0414188 光音電波㈱

坂井 馨

216-0004 川崎市宮前区鷲沼4-15-13

0414214 ㈱富士通エフサス

山下 修一

211-0012

0414220 ㈲サン無線システム

小川 康完

259-0312 足柄下郡湯河原町吉浜３２１－４

0465-62-4382 ／
0465-62-8843

0414283 ㈱桜田商事

櫻田 敬

254-0052

平塚市平塚２－１７－１９ 櫻田ビ
ル２Ｆ

0463-33-2266 ／
0463-33-7033

上田 康夫

226-8525 横浜市神奈川区守屋町３－１２

0414284

㈱ＪＶＣケンウッド・公
共産業システム

0414305

西菱電機フィールディ
尹 福成
ング㈱

0414320 ㈱アイトーク

231-0806

045-942-2029 ／ http://www.telcom045-942-2144
net.co.jp/

044-853-5500 ／
044-853-5548

神奈川県川崎市中原区中丸子13http://jp.fujitsu.com/group/f
044-874-6342 ／
2 野村不動産武蔵小杉ビル
sas/

045-443-3054 ／
045-443-3135

横浜市西区南幸2-20-5 東伸24ビ 045-328-1317 ／
ル５階
045-328-1388

岩崎 達弥

210-0014 川崎市川崎区貝塚１－１３－３

044-200-9017 ／
044-200-9027

0414325

富士通ネットワークソ
リューションズ㈱

岡平 司

220-8711

神奈川県横浜市西区高島１－１－ 045-752-9778 ／ http://jp.fujitsu.com/group/f
nets/
２ 横浜三井ビルディング
045-228-5018

0414327

三和エンジニアリング
㈱ 神奈川支店

藤元 和吉

252-0233

相模原市中央区鹿沼台２－２３－ 042-786-0158 ／ http://www.sanwa９
042-786-0153
eng.co.jp/

0414331 ㈱テック２１

堀越 武政

224-0051

横浜市都筑区富士見が丘１５－６ 045-944-5963 ／
港北ＮＴビル４Ｆ
045-942-2144

0414332 トム通信工業㈱

星 敏典

223-0057 横浜市港北区新羽町1244番地

045-542-4145 ／
http://www.tomcom.co.jp/
045-414-1050

パナソニックシステムソ
0414341 リューションズジャパン 山口 和洋
㈱

224-8539

神奈川県横浜市都筑区佐江戸町
600

0414347 ㈱ライコム

河野 新市

231-0825

神奈川県横浜市中区本牧間門３６ 045-628-3853 ／
－１３
045-628-3858

0414349 横浜無線㈱

滋野

230-0011 横浜市鶴見区上末吉1-18-15

0414351

㈱アプライドクリエイ
ター

保

原 三浩

210-0006

神奈川県川崎市川崎区砂子1-212

045-938-1538 ／ http://panasonic.co.jp/sn/ps
045-938-3094
n/pssis/info.html

045-584-5277 ／
045-584-5266
044-223-2367 ／
044-223-2368

0414364 ＤＰ－Ｐｌａｎｎｉｎｇ

高田 敏夫

0414366 ㈱エス・エフ・ティー

佐々木 辰郎 242-0018

0413357

スマートウェーブ・テレ
市川 浩司
コミュニケーションズ㈱

221-0013

223-0057

神奈川県横浜市神奈川区新子安
1-2-2 C-203

045-439-0895 ／

神奈川県大和市深見西２－７－１ 046-200-4120 ／
１
046-200-4121
神奈川県横浜市港北区新羽町１２ 045-718-5078 ／
４４
045-718-6758

