本部 特別会員
会員番号

会員名

届出代表者

〒

住所

電話／FAX

令和2年2月1日現在
URL

港区芝浦4-10-16 OKIビジネスセ 03-5445-5030 ／
http://www.oki.com/jp/
ンター5号館
03-3798-4618

0100101 沖電気工業㈱

加藤 幸男

108-8551

0100102 ㈱ＪＶＣケンウッド

村岡 治

226-8525 横浜市緑区白山1-16-2

0100103 八重洲無線㈱

宮崎 能博

140-0002

0100104 日本電気㈱

受川 裕

211-8666 川崎市中原区下沼部1753

0100105 日本無線㈱

加藤 謹司

164-8570

0100106 ㈱日立国際電気

安達 勝

187-8511 小平市御幸町32

050-3383-3504／ http://www.hitachi042-322-8353
kokusai.co.jp/

0100108 ㈱富士通ゼネラル

杉山 正樹

213-8502 川崎市高津区末長3-3-17

044-861-7789 ／ http://www.fujitsu044-861-7864
general.com/jp/

0100109 ㈱デンソーテン

鈴木 眞人

652-8510 神戸市兵庫区御所通1-2-28

078-682-2057 ／
http://www.fujitsu-ten.co.jp/
078-682-2208

0100111 三菱電機㈱

齊藤 譲

100-8310

0100112

モトローラ・ソリューショ
リー・サンドン
ンズ㈱

0100117 アイコム㈱
0100119

小川 伸郎

(一社)全国陸上無線協
桂 靖雄
会
パナソニックシステムソ

0100121 リューションズジャパン㈱ 高嶋 靖彦

045-939-6254 ／ http://www.jvckenwood.co.jp
045-939-7093
/

品川区東品川2-5-8 天王洲パー 03-6711-4123 ／ http://www.vxstd.com/jp/ind
クサイドビル13Ｆ
03-6711-4282
ex2.html
044-455-8233 ／
http://www.nec.co.jp/
044-566-8218

東京都中野区中野4-10-1 中野セ
http://www.jrc.co.jp/jp/index
03-6832-1731 ／
ントラルパークイースト
.html

千代田区丸の内2-7-3 東京ビル
13Ｆ

108-0023 港区芝浦4-6-8 田町ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ

03-3218-6385 ／ http://www.mitsubishielectri
03-3218-6455
c.co.jp/
03-6722-2480 ／ http://www.motorolasolution
0120-688-250
s.com/jp-ja/About

103-0007

中央区日本橋浜町3-42-3 住友不 03-5456-6161 ／
http://www.icom.co.jp/
動産浜町ビル8F
03-5645-6165

101-0054

千代田区神田錦町3-6 山城第3ビ 03-3295-3301 ／
http://www.rmk.or.jp/
ル5階
03-3295-3399

104-0061

中央区銀座8-21-1 汐留浜離宮ビ 03-5148-5469 ／ http://www.panasonic.com/j
ル
03-5148-5128
p/company/pssj

本部 正会員
会員番号

会員名

0100201 岩崎通信機㈱
0100205

西戸 徹

㈱日立情報通信エンジ
岩崎 秀彦
ニアリング

0100206 京セラ㈱
0100209

届出代表者

ＮＥＣプラットフォーム
ズ㈱

〒

住所

168-8501 杉並区久我山1-7-41
220-6112

電話／FAX

令和2年2月1日現在
URL

03-5370-5120 ／
http://www.iwatsu.co.jp/
03-5370-5127

横浜市西区みなとみらい2-3-3ｸｲｰ 070-3621-8193
http://www.hitachi-ite.co.jp/
ﾝｽﾞﾀﾜｰB 12階
／050-3163-5996

谷本 秀夫

224-8502 横浜市都筑区加賀原2-1-1

045-943-6111 ／
http://www.kyocera.co.jp/
045-943-6128

保坂 岳深

213-8511 川崎市高津区北見方2-6-1

044-811-1111 ／ http://www.necplatforms.co.j
044-811-6209
p/index.html

0100211 新潟通信機㈱

梶山 美佐男 950-8580 新潟市中央区上所中3-14-8

025-282-1862 ／
http://www.niigata-t.co.jp/
025-282-1345

0100215 ㈱ナカヨ

谷本 佳己

371-0853 前橋市総社町1-3-2

027-253-1111 ／ http://www.nyc.co.jp/

0100216 信和ユニテック㈱

清水 直人

192-0041 八王子市中野上町2-25-16

0426-21-6888 ／ http://www.shinwa0426-21-6883
unitec.co.jp/

0100222 横河レンタ・リース㈱

金川 裕一

160-0023

0100229 ㈱ＣＳＲ

中澤 矩長

252-0303 相模原市南区相模大野5-33-4

042-703-5150 ／ http://www.kcsr.co.jp/index.
042-767-5300
html

0100231 サクサ㈱

磯野 文久

252-0212 相模原市中央区宮下3-14-15

042-772-0247 ／
http://www.saxa.co.jp/
042-772-8378

東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿 03-5908-1835 ／
https://www.yrl.com/
ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ4Ｆ
03-5908-1875

0100233

ＮＥＣマグナスコミュニ
山内 俊史
ケーションズ㈱

108-0022

港区海岸3-22-23 MSCセンタービ 03-3798-5392 ／
http://www.necmagnus.com/
ル2F
03-3798-7266

0100234

㈱サンテレコムジャパ
塩谷 徹
ン

105-0022

港区海岸2-2-6 プレミア海岸ビル 03-3454-1041 ／ http://www.suntelecom.co.jp
7階
03-3454-1042
/

0100236

三菱電機システムサー
山本 雅之
ビス㈱

661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町8-1-1

06-6495-5861 ／
http://www.melsc.co.jp/
06-6495-5520

0100237 アルインコ㈱

小林 宣夫

541-0043

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

0100238 富士通㈱

田中 達也

105-7123

東京都港区東新橋1-5-2 汐留シ
ティセンター

03-6252-2631 ／
http://jp.fujitsu.com/
03-6252-2579

0100241 トム通信工業㈱

星 敏典

223-0057

神奈川県横浜市港北区新羽町
1244

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

富田 幸政

108-0023

港区芝浦4-6-8住友不動産田町
03-6722-2400 ／ http://www.vertexstandard.c
ファーストビルオフィススペース6階 03-6722-2402
om/jp/company.html

0100114 情報通信振興会

竹内 英俊

170-8480 豊島区駒込2-3-10

03-3940-3951 ／
http://www.dsk.or.jp/
03-3940-4055

0100115 （公財）日本無線協会

伊藤 康典

104-0053 中央区晴海3-3-3 江間忠ビル2F

03-3533-6022 ／
http://www.nichimu.or.jp/
03-3533-6824

0100116 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱

二村 天司

100-8212 千代田区丸の内1-4-5

03-6214-6382 ／ http://www.tr.mufg.jp/

0100245 移動無線センター

河内 正孝

163-1034

0100243

バーテックススタン
ダードＬＭＲ合同会社

東京都西新宿3-7-1 新宿パークタ 03-5323-5501 ／
http://www.mrc.or.jp
ワー34F
03-5323-5502

