長野県
会員番号

会員名

届出代表者

〒

住所

電話／FAX

0513108

㈱日立国際電気 長
野営業所

大木 敬弘

390-0815 松本市深志１－２－１１

0263-33-7488 ／
0263-32-2091

0520203

㈲エム・エス通信シス
テム

上原 郁夫

381-2206 長野市青木島町綱島２６６－１

026-283-1640 ／
026-219-4102

0520205

沖電気工業㈱ 長野
支店

崎野 一

380-0823

長野市南千歳１－１２－７
新正和ビル４Ｆ

026-226-7833 ／
026-226-7080

0520207 昭和通信特機㈱

渡辺 孝一

388-8011

長野市篠ノ井布施五明４２５－２
五明ハイツ

026-261-1500 ／
026-261-1501

0520212 滝沢無線㈱

滝沢 正幸

380-0934 長野市中御所町４－１－１

026-228-4000 ／
026-228-1910

0520214 ㈱電波コール

岩佐 陽三

381-2213 長野市広田６０

026-285-3193 ／
026-283-0574

0520216 長野通信サービス

小林 和良

381-0024 長野市大字南長池７６１－６

026-263-8064 ／
026-263-8064
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0520221

長野日本無線㈱ 信
越支店

大塚 理

381-2288 長野市稲里町１１６３

026-285-1167 ／
026-285-1031

0520222

長野三菱電機機器販
売㈱

折井 義尚

390-0863 松本市白板１－７－５

0263-32-6204 ／
0263-37-0430

0520225 ㈱日本電気通信工業

丸山 重信

381-0016 長野市大字南堀４９５－１

026-243-5010 ／
026-243-6675

0520230 富士通㈱ 長野支社

渡邊 浩美

380-0813

0520235 上田日本無線㈱

葦澤 久佐男 386-8608 上田市踏入２－１０－１９

0268-26-2123 ／
0268-26-2079

0520236 ㈱三友情報システム

吉田 源次郎 386-1211 上田市リサーチパーク８１３－１３

0268-37-1525 ／
http://www.san-you.co.jp/
0268-37-1522

0520237 ㈲ストロングムセン

小林 勉

399-8205 安曇野市豊科８３８

0263-88-6340 ／
0263-50-6239

0520243 サスナカ通信工業㈱

上條 和貴

399-0033 松本市大字笹賀７６００－６

0263-86-2720 ／
0263-86-1456

0520251 ㈲日本通信システム

佐々木 廣美 390-0867 松本市蟻ヶ崎台１１－１３

070-3339-3322
／0263-87-7082

0520259 松本通信特機㈱

大槻 知弘

390-0814 松本市本庄２－１－２３

0263-34-1040 ／
0263-35-8178

0520261 ㈲山崎無線サービス

山崎 一郎

399-0734 塩尻市大門４－９－１４

0263-54-2260 ／
0263-52-1974

0520263 丸登電業㈱

小口 智之

394-0035 岡谷市天竜町３－９－１

0266-23-4833 ／
http://www.maruto.co.jp/
0266-22-1565

0520266 ㈱トーツーネット

木下 国秋

392-0015 諏訪市中洲４８７５

0266-54-1255 ／
0266-54-1425

0520267 伊那電装㈱

宮下 哲一

396-0015 伊那市中央４７４７－７

0265-78-3547 ／
0265-73-4153

0520269 ㈲キャリアウェーブ

酒井 秀康

399-4301 上伊那郡宮田村１７６９－５

0265-85-0366 ／
0265-85-0360

若林 文男

381-2288 長野市稲里町下氷鉋1163

026-285-1326 ／
026-285-1038

0520271

長野日本無線サービ
ス㈱

長野市鶴賀緑町1415
ンタービル8Ｆ

大通りセ

026-462-2220 ／
026-235-6572
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0513101

アイコム㈱ 東京営業
井上 康晴
所

103-0007

中央区日本橋浜町３－４２－３ 住 03-5847-0722 ／
友不動産浜町ビル８Ｆ
03-5640-0850

0513114

八重洲無線㈱ 東京オ
阿部 政行
フィス

140-0002

品川区東品川２－５－８天王洲
パークサイドビル１３Ｆ

日本無線㈱ 通信機
中野区中野４－１０－１中野セント
高橋 修一
164-8570
器営業部
ラルパークイースト
㈱富士通ゼネラル 情
213-8502 川崎市高津区末長３－３－１７
0514109 報通信ネットワーク営 斎藤 悦郎
業部
トム通信工業㈱ ＴＯＰ
0515338
千葉 日出夫 223-0057 横浜市港北区新羽町１２４４番地
社 関東支店
0513118

0523117 名鉄ＥＩエンジニア㈱

清水 良一

456-0031 名古屋市熱田区神宮４－３－３６

03-6711-4055 ／
03-6832-0992 ／
03-6832-1841
044-861-7786 ／
044-861-7864
045-543-3800 ／
052-678-1771 ／
052-682-8710
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