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0723001

アイコム㈱
名古屋営業所

八木 功二

460-0003

名古屋市中区錦１－４－２５ 伏見 052-253-5673 ／
http://www.icom.co.jp/
ITビル5F
052-253-5674

0723003

㈲イーサポート
栄営業所

鎌田 祐司

460-0008

名古屋市中区栄1-16-16ﾁｻﾝﾏﾝｼｮ 052-218-3886 ／
ﾝ栄３０３
052-232-9825

恒川 純次

453-0041 名古屋市中村区本陣通４－４８

0723004 朝日電気工業㈱

052-471-3261 ／
http://www.asahi-elc.co.jp/
052-471-3295

0723007

㈱ＮＨＫアイテック
中部支社

中 尚

461-0001

名古屋市東区泉1-12-35 1091ビ 052-957-3761 ／
http://www.nhkitec.com
ル５Ｆ
052-957-3767

0723009

沖電気工業㈱
中部支社

宮内 健一

460-0003

名古屋市中区錦1-11-20大永ビル 052-201-7001 ／
http://www.oki.com/jp/
６Ｆ
052-231-0109

0723010 奥田電気工業㈱

山口 正裕

460-0012

名古屋市中区千代田２－２１－１８ 052-747-6000 ／ http://www.okudadenki.co.jp/
シンクレイヤ株式会社 １Ｆ
052-238-5458

0723011 音羽電子システム㈱

清水 博之

441-8077 豊橋市神野新田ラノ割２７－３

0532-32-4523 ／
http://www7.ocn.ne.jp/~ods/
0532-32-6292

0723012 オプトロン㈱

藤井 洋一

455-0037 名古屋市港区名港２－９－１０

052-653-5858 ／
052-652-0690

0723013 尾張通信工業㈱

篠原 明

465-0053 名古屋市名東区極楽４－１４０２

052-701-0690 ／ http://www13.ocn.ne.jp/~ow
052-701-0637
ari/

0723019 松栄電子工業㈱

平松 義朗

451-0082 名古屋市西区大金町１－３２

052-531-5660 ／ http://www.shoeidenshi.co.jp/
052-531-4112

0723020 昭和電子㈱

長尾 善弘

451-0053 名古屋市西区枇杷島５－２５－１４

052-523-2010 ／
052-523-2050

古屋 将文

465-0025 名古屋市名東区上社4-197

052-702-8521 ／ http://www.yaesu.com/jp/bu
052-702-8590
siness_index/index.html

柴田 勝利

441-8151 豊橋市曙町字若松３６－２

0532-46-1378 ／ http://www.chubutsushin.co
0532-46-1403
m/

491-0143 一宮市浅井町大野字前田19

0586-85-5273 ／
0586-85-7885

0723023

八重洲無線㈱
名古屋オフィス

0723026 中部通信機器販売㈱
0723027

中部電子エンジニアリ
山田 照男
ング㈱

名古屋市西区庄内通1-48-2第３Ｙ 052-532-6811 ／
Ｍビル２Ｆ
052-532-6822

0723028 中部電子工業㈱

片岡 盛男

451-0016

0723029 中部電子システム㈱

木全 行憲

466-0059 名古屋市昭和区福江３－３－５

052-882-3491 ／
http://www.cds-net.co.jp/
052-871-1544

0723031 中部無線機㈱

笠井 石夫

470-0128 日進市浅田平子3-102-3

052-848-7085 ／ http://www.mb.ccnw.ne.jp/c
052-848-7095
wc/

杉浦 雅紀

444-0837 岡崎市柱５－５－７・１０２

0564-51-1368 ／
0564-51-2568

0723037 ㈱ＴＴＫ

藤田 義明

461-0005 名古屋市東区東桜２－１５－７

052-931-8811 ／
http://www.ttk.co.jp/
052-931-7535

0723042 東菱電子㈱

篭橋 美久

460-0017 名古屋市中区松原１－１４－６

052-322-3941 ／
http://www.tobishi.co.jp/
052-339-1128

0723045 名古屋通信工業㈱

清水 源治

453-0801 名古屋市中村区太閣１－２－１３

052-452-4195 ／
052-451-2459

清水 良一

456-0031 名古屋市熱田区神宮４－３－３６

052-678-1771 ／
http://www.meielec.co.jp/
052-682-8710

櫻井 淳

452-0822 名古屋市西区中小田井５－２０

052-509-1191 ／
http://www.niigata-t.co.jp/
052-509-1193

0723051 日本電子機器販売㈱

髙橋 広壽

466-0841 名古屋市昭和区広路本町４－２３

052-853-3551 ／
052-841-2511

日本無線㈱
中部支社

髙柳 亘孝

460-0002

名古屋市中区丸の内３－２１－２５ 052-959-5901 ／ http://www.jrc.co.jp/jp/index
清風ビル３F
052-959-5908
.html

小俣 勇二

460-0003

名古屋市中区錦3-20-27 御幸ビ 052-219-5260 ／ http://www.hitachiル10Ｆ
052-219-5261
kokusai.co.jp/hys/

京地 利行

460-0003

名古屋市中区錦3-20-27 御幸ビ 052-223-2770 ／ http://www.hitachiル10Ｆ
052-223-2701
kokusai.co.jp/

0723035

東海信和システム
（名）

名鉄ＥＩエンジニア㈱

0723046 電気設備通信部 設備
工事課 第3グループ

0723047

0723052

新潟通信機㈱
名古屋営業所

㈱ＨＹＳエンジニアリング

0723056 サービス
中部支店

0723057

㈱日立国際電気
中日本支社
㈱富士通ゼネラル

0723059 中部情報通信ネットワー 高橋 茂

465-0028 名古屋市名東区猪高台１－１３１５

ク営業部

0723062

扶桑電通㈱
中部支店

長縄 朋哉

460-0003

052-775-2361 ／ http://www.fujitsu052-776-9212
general.com/jp/

名古屋市中区錦2-2-13名古屋ｾﾝ 052-222-1721 ／ http://www.fusodentsu.co.jp
ﾀｰﾋﾞﾙ本館７Ｆ
052-222-1720
/

0723063

トム通信工業㈱
ＴＯＰ社 中部支店

日紫喜 克己 460-0002

名古屋市中区丸の内２－１８－１４ 052-220-3782 ／ http://www.topsolutions.co.jp/
名古屋ＫＳ－１ビル９Ｆ
052-220-3783

0723064

三菱電機㈱
中部支社

中竹 春美

450-6423

名古屋市中村区名駅3-28-12 大 052-565-3372 ／ http://www.mitsubishielectri
c.co.jp/
名古屋ビルヂング
052-587-1096

0723066 名豊電装㈱

松浦 恒男

481-0035 北名古屋市宇福寺天神８３

0568-22-1015 ／
0568-22-8339

455-0011 名古屋市港区千年３－１－３２

052-659-1218 ／
http://www.toenec.co.jp/
052-659-1239
052-789-1330 ／
http://www.jenix.co.jp/
052-789-1340

㈱トーエネック

0723070 中部本部情報通信部保 西村 公宏
守グループ

0723071

㈱ジャパンエニックス
名古屋営業所

藤本 建二

464-0801 名古屋市千種区星ヶ丘2-70

0723072

エムシーアクセス・サポート㈱
西日本支店 名古屋オフィス

富田 和邦

460-0002

名古屋市中区丸の内1-2-28 吉
村ビル3階

古賀 司郎

461-0005

愛知県名古屋市東区東桜1-14-11 052-959-3278 ／ http://panasonic.co.jp/avc/p
sn/ssj/
DPスクエア東桜
052-959-3241

大竹 丈夫

468-0058

愛知県名古屋市天白区植田西2110-1

西村 吉博

460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内1-10- 052-212-0541 ／
https://www.alinco.co.jp/
19 サンエイビル4階
052-212-0542

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ

0723076 ｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
中部社

0723077 ㈱ベータテック
アルインコ㈱

0723078 電子事業部 名古屋支
店

愛知県 管外会員
会員番号
会員名
0726073 ウェッジ㈱

届出代表者
秋田 正人

〒

住所

601-8329 京都市南区吉祥院清水町2

052-202-6190 ／ http://www.mcaccess.co.jp/i
ndex.html
052-202-6191

052-809-0202 ／
http://www.b-tec.jp/
052-809-0206

電話／FAX

平成31年1月1日現在
URL

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

