東京都
会員番号

会員名

0413001 ㈱アイコム東京

届出代表者
横山 慎司

〒

住所

161-0032 新宿区中落合３－２４－１４

電話／FAX

平成30年1月1日現在
URL

03-3954-0331 ／
http://www.icomtokyo.co.jp/
03-3954-0333

0413002

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
友不動産浜町ビル８Ｆ

03-5847-0722 ／
http://www.icom.co.jp/
03-5640-0850

0413016

商船三井テクノトレード
青砥 修吾
㈱

104-0031

中央区京橋１－１－１ 八重洲ダイ 03-6367-5410 ／
ビル６Ｆ
03-6367-5519
港区芝浦４－１０－１６ OKIビジネ 03-5445-6754 ／
http://www.oki.com/jp/
スセンター５号館５Ｆ
03-5445-6768

0413019 沖電気工業㈱

鎌上 信也

108-8551

0413020 ㈱カナデン

境 晴繁

105-8687 港区芝大門２－６－１

03-3433-1222 ／ http://www.kanaden.co.jp/in
03-5472-7849
dex.html

0413037 ㈱日立国際電気

新宮 浩一

187-8511 東京都小平市御幸町３２番地

050-3383-3504
／042-322-8353

0413048 三信電気㈱

森田 正則

108-8404 港区芝４－４－１２

03-5484-7285 ／
http://www.sanshin.co.jp/
03-3456-3304

0413051 ㈱芝浦通信

及川 健一

104-0032

0413052 ㈱昭栄通信機

河端 亮

208-0013 武蔵村山市大南３－５０－５

0413055 シンエイ商事㈱

鈴木 隆司

101-0034

0413066 田中電気㈱

田中 良一

101-0021 千代田区外神田１－１５－１３

0413074

富士通テン販売㈱ 通
笹谷 修
信営業部

160-0023

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

中央区八丁堀３－4-10京橋北見ビ 03-3553-8086 ／ http://shibatu.com/musen.ht
ml
ル東館1階
03-3553-8190
042-561-1942 ／
042-561-1955

千代田区神田東紺屋町２６ 東紺 03-3526-2464 ／ http://www.shineishouji.com
ビル４Ｆ
03-3526-2465
/
03-3253-2812 ／ http://www.tanakadenki.co.jp/
03-3526-9413

新宿区西新宿８－１４－２４西新宿 03-5330-6419 ／
ＫＦビル２Ｆ
03-3366-5683

0413077 東京オー・エス・ケー㈱ 坂爪 美奈

166-0003 杉並区高円寺南２－１８－７

03-3313-4543 ／
03-3316-4126

0413078 東京通信機㈱

加古 博昭

170-0011 豊島区池袋本町３－１６－１０

03-3980-2727 ／ http://www.to03-3980-6870
tsu.jp/company/

0413080 ㈱東京特販

亀川 渉

183-0011 府中市白糸台２－５８－２

042-367-2667 ／ http://www.t042-363-8017
tokuhan.co.jp/index.htm
03-6370-7662 ／ http://www.toshiba.co.jp/tcn
/
03-6370-7652

0413084

東芝コンシューママー
安武 浩一
ケティング㈱

101-0021 千代田区外神田１－１－８

0413086

㈱沖電気コミュニケー
有田 篤雄
ションシステムズ

108-0023

港区芝浦４－１０－３沖電気工業
本店２号別館

03-3451-6409 ／
03-3798-7607

0413088 東洋通信機㈱

鈴木 真太郎 113-0033

文京区本郷１－２０－９ コハダビ
ル

03-3812-6516 ／
03-3812-5615

0413095 ㈱中松商会

本橋 英夫

101-0047

東京都千代田区内神田２－１６－ 03-5294-7711 ／
９ ｾﾝﾎﾞｰﾋﾞﾙ3階
03-5294-7716

佐藤 靖浩

207-0021 東大和市立野４－４７４－３

0413100

新潟通信機㈱ 東京
支店

http://www.niigata042-590-7260 ／
t.co.jp/annai/eigyousho/toky
042-590-7262
o.html
文京区本郷３－４－１７浅沼ビル４ 03-3816-4565 ／ http://www.nissin113-0033
Ｆ
03-3813-2095
denshi.co.jp/index.html

0413105 日神電子㈱

杉岡 久紀

0413107 日電通信工業㈱

渡辺 惠市

105-0023 港区芝浦１－１５－１０

0413109 ＭＸモバイリング㈱

島田 恵

135-0061

江東区豊洲３－２－２４ 豊洲フォ 03-5144-5460 ／ http://www.necレシア １５階
03-5144-5459
mobiling.com/

0413112 八重洲無線㈱

山下 謙司

140-0002

東京都品川区東品川2-5-8 天王 03-6711-4055 ／ http://www.vxstd.com/jp/ind
洲パークサイドビル13階
03-6711-4280
ex2.html

0413113 日本無線㈱

高野 克彦

164-8570

東京都中野区中野4-10-1 中野セ 03-6832-0719 ／ http://www.jrc.co.jp/jp/index
ントラルパークイースト
03-6832-0722
.html
東京都港区芝浦４－６－８ 田町
ファーストビル

03-3452-5801 ／
http://www.nichikoinc.co.jp/
03-3452-1626

0413114

モトローラ・ソリューショ
山崎 潤
ンズ㈱

108-0023

03-6722-2480 ／
03-3455-2423

0413118

㈱日立国際八木ソ
リューシヨンズ

久富 裕之

187-8512 東京都小平市回田町３９３番地

0413121 富士通㈱

椿 和之

105-7123

東京都港区東新橋1-5-2 汐留シ 03-6252-2631 ／
http://jp.fujitsu.com/
テイセンター30階
03-6252-2579

0413129 三菱電機㈱

西山 正人

100-8310

千代田区丸の内２－７－３東京ビ
ル１３Ｆ

042-320-5941 ／ http://www.hitachi042-325-3121
kokusai.co.jp/hs/

03-3218-6385 ／ http://www.mitsubishielectri
033218-6455
c.co.jp/index_c.html

中島 芳明

103-0002 中央区日本橋馬喰町１－８－８

03-3527-3881 ／ http://www.mitsuminemusen.
com/com/index.html
03-6206-2118

菱電商事㈱ 東京支
社

中原 俊晴

170-0013 豊島区東池袋３－１５－１５

03-5396-6405 ／
http://www.ryoden.co.jp/
03-5396-7365

0413144 ㈱ジャパンエニックス

星野 信一

140-0004 品川区南品川２－７－１８

03-5715-2351 ／
http：//www.jenix.co.jp/
03-5715-2560

0413130 三峰無線㈱

0413139

東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋 03-6699-7642 ／
http://www.nesic.co.jp/
ﾌｧｰｽﾄﾀﾜｰ
03-6699-7643

0413150 ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 和田 雅夫

112-8560

0413168 ㈱ＮＨＫアイテック

小林 和正

150-0041 渋谷区神南１－４－１

0413169 扶桑電通㈱

藤井 秀樹

104-0045

中央区築地5-4-18汐留イーストサ 03-3544-7211 ／ http://www.fusodentsu.co.jp
/
イドビル
03-3544-7210

0413172 ㈱サンエス 東京支店 北村 誠二

113-0022

文京区千駄木３-４６-２ REC千駄 03-3827-6641 ／
木ビル３Ｆ
03-3827-6662

0413176

日本フィールド・エンジ
宮本 史昭
ニアリング㈱

141-0031

品川区西五反田１－１４－８西五
反田ＴＦビル

0413179

菱神電子エンジニアリ
小鍛冶 稔
ング㈱

111-0051

台東区蔵前２－６－４マスダヤビル 03-3863-6356 ／
http://www.ryosin.co.jp/
６Ｆ
03-3863-6358

03-5456-4736 ／
http://nhkitec.com/
03-5456-4740

03-6371-2150 ／
http://www.nfe.co.jp/
03-6371-2206

0413186 中央通信㈱

久保田 大輔 173-0004 板橋区板橋１－３４－７

03-3963-9678 ／
03-3962-9438

0413195 センシン電気㈱

小川 由明

144-0033 大田区東糀谷１－１６－３

03-3741-6451 ／
03-3741-7577

0413197 開発電子技術㈱

村松 清貴

113-8606 文京区白山１－３７－６

03-3816-8234 ／
http://www.kec.co.jp/
03-3816-8240

0413200 ＪＥＳＣＯ ＣＮＳ㈱

川島 清一

164-0011 東京都中野区中央4-3-4

03-6304-8021 ／
03-5341-3031

105-0022 東京都港区芝５－３３－７

03-3454-1043 ／ http://ｗｗｗ.ｓｕｎｔｅｌｅｃｏｍ.ｃ
ｏ.ｊｐ/
03-3454-1173

0413216

㈱サンテレコムジャパ
塩谷 徹
ン

03-5340-7217 ／
03-5340-7218

0413235 ㈱Ｍ・Ｃ

上野山 康彦 164-0001 東京都中野区中野3-49-5

0413245 ㈱エクセリ

吉田 統一

103-0007

中央区日本橋浜町２－３０－１ ＩＫ 03-3662-0551 ／
http://www.exseli.com/top
ビル6階
03-3662-0553

0413247 ㈱システム情報企画

山下 博之

160-0021

新宿区歌舞伎町２－４１－８第２下 03-3209-7123 ／ http://www.system村ビル３Ｆ
03-3209-7124
joho.co.jp/company.html

0413250 ㈱オンザウェイ

野中 元樹

194-0013 町田市原町田５－１４－１８

0413277 ㈱ゼック

太田 剛生

167-0022

杉並区下井草５－１９－１５金子ビ 03-3397-8071 ／
http://www.zeeck.co.jp/
ル２Ｆ
03-3397-8072

0413289

三菱電機システムサー
吉沢 健一
ビス㈱

140-0004

品川区南品川２－３－６ 第7小池 03-6433-0180 ／
http://www.melsc.co.jp/
ビル5階
03-6433-0190

0413293

㈱東京保機エンジニア
武田 國春
リング

123-0865 足立区新田３－１－２０

03-3914-5312 ／
http://www.tokyohoki.co.jp/
03-3914-5307

園田 幸一

225-0013 横浜市青葉区荏田町490-17

045-508-9661 ／ http://ekd.co.jp/outline/outli
045-914-5528
ne.html

0413294 エイコウ電子㈱

0413298

西菱電機㈱ 東京支
社

西井 希伊

105-0012

0413302

㈲ワイエス・コミュニ
ケーション

藤森 勝雄

135-0016 江東区東陽５－２３－６－８０４

0413303 ㈱ケーネス

森重 卓雄

105-0011

港区芝公園2-6-3 芝公園ﾌﾛﾝﾄﾀ
ﾜｰ

0413309 東京システム特機㈱

吉田 光男

102-0072

千代田区飯田橋４－５－１１ パー 03-3239-1039 ／ http://www.systemル飯田橋1F
03-3239-1062
tokki.co.jp/

0413310

東日本電気エンジニア
立石 幸也
リング㈱

港区芝大門1-1-30芝ＮＢＦタワー
12階

042-722-3611 ／
042-722-3612

103-0004 中央区東日本橋２－２６－６

03-5777-3973 ／ http://www.seiryodenki.co.jp
03-3434-8117
/
03-3649-2768 ／
03-3649-2784
03-5425-3931 ／
03-5425-3942

03-5822-7357 ／
http://www.tems.co.jp/
03-5822-7455

0413312 ㈱国英データサービス 明 正彦

170-0013

豊島区東池袋４－２６－１３ 東栄ビ 03-5979-3351 ／
ル２Ｆ
03-5979-3356

0413318 ㈲ジェイシステム

181-0004

三鷹市新川６－２－１０ 松室ビル 0422-41-4111 ／
２Ｆ
0422-41-8111

浅野 矩男

0413322

㈱沖電気カスタマアド
和泉 幸一
テック

135-0042 江東区木場２－７－２３第１ビル2Ｆ

0413323

㈱コムネット 東京支
店

140-0014

管 喜正

03-5621-3632 ／
http://www.oca.co.jp/corp/
03-5621-3389

品川区大井１－４９－１２ ライオン 03-5743-9050 ／
ズマンション大井２０１
03-5743-9052

村上 伸一

141-0022

品川区東五反田1-20-7 神野商
事第2ビル四階

0413333 山本無線㈱

山本 修右

101-0021

千代田区外神田１－１４－２ラジオ 03-3255-7777 ／
http://www.yamamoto.co.jp/
センター１階
03-3255-7777

0413335 ㈱ネクスト・エス

菅原 二三男 105-0023 港区芝浦１－９－３ Ｏ.Ｄ.Ａﾋﾞﾙ２階

0413338 芝浦ＳＲＣ㈱

星 良弘

192-0355

0413339 富士無線電機㈱

加藤 全博

101-0021 千代田区外神田1-11-2

03-3253-1921 ／
03-3253-8077

0413340 ㈲エス・ティ・エス

白井

167-0052 東京都杉並区南荻窪１－１０－７

03-6761-8035 ／
http://sts-musen.jp
03-6762-1153

0413342 ㈱コムシード

岡本 康之

125-0063 東京都葛飾区白鳥3-19-7

03-6662-5501 ／
03-6662-5502

0413346 東邦産業㈱

石井 保晴

170-0013 東京都豊島区東池袋1-46-13

03-5954-2460 ／
03-5954-2004

森田

261-0011

0413329

0413348

エムシーアクセス・サ
ポート㈱

マイダス・ライフテック
㈲

勉

寛

東京都八王子市堀之内2-13-18102

千葉県千葉市美浜区真砂4-4-9701

03-6455-7460 ／
http://www.mcaccess.co.jp/
03-6455-7465

03-5232-9121 ／
03-5232-9125
042-682-5351 ／
042-682-5352

043-278-3353 ／
03-3699-4851
03-5476-3961 ／
03-5476-3944

0413350 ㈱関電工

阿部 秀人

108-8533 東京都港区芝浦４－８－３３

0413354 ヨシモトポール㈱

由井 克己

100-0006

東京都千代田区有楽町１－１０－ 03-3214-1552 ／
１
03-3212-1751

0413356 ㈱ＳＡＶＥ

本宮 慎也

112-0003

東京都文京区春日１－６－１－１０ 03-3811-7821 ／
２
03-3811-7822

0413358 小松川電機㈱

五味 秀春

132-0031 東京都江戸川区松島１－４３－１０

03-3651-0995 ／
03-3651-2305

0413359 日本アンテナ㈱

瀧澤 豊

116-8561 東京都荒川区西尾久７－４９－８

03-3893-5238 ／
03-3810-7438

0413361 アイシン共聴開発㈱

日高 正人

188-0004 東京都西東京市西原町４－２－３

042-462-3113 ／
042-462-3116

0413363

㈱ミライト・テクノロジー
細川 雅由
ズ 東京支店

0413365 ＮＳ企画 東京事務所 西山 敏

0413367

東芝エルイーソリュー
ション㈱

東京都 管外会員
会員番号
会員名
0426319 ウェッジ㈱ 京都支店

0427355

滝澤 進

届出代表者
坂本 竜太

アルインコ㈱ 東京営
小山 勝弘
業所

0428334 ㈱城山

寺尾 正

135-8113 リック豊洲プライムスクエア９階

03-5843-6228 ／
03-5560-0952

176-0022 東京都練馬区向山２－１２－２１

090-2524-7055
／011-313-0390

東京都江東区豊洲５－６－３６ヒュー

101-0021

〒

東京都千代田区外神田１－１－８ 03-6370-7662 ／
東芝万世橋ビル
03-6370-7652

住所

601-8329 京都市南区吉祥院清水町2

541-0043

電話／FAX

075-494-2385 ／ http://www.aaa075-494-2386
wedge.co.jp/

大阪府大阪市中央区高麗橋４－４ 03-3278-5888 ／
－９
03-3278-5877

671-0219 姫路市飾東町豊国２８９－１

平成30年1月1日現在
URL

079-253-7110 ／
079-251-2011

