北海道
札幌分会

令和4年3月1日

会員番号

会員名

届出代表者

〒

住所

電話／FAX

URL

0201101

アイコム㈱
北海道営業所

平島 吏

006-0063

札幌市中央区南３条西１０丁目１０ 011-206-8820 ／
http://www.icom.co.jp/
０１－５ 福山南三条ビル６階
011-351-7649

0201102

沖電気工業㈱
北海道支社

向井 崇

060-0061

札幌市中央区南１条西８－１－１ク 011-231-9446 ／
http://www.oki.com/jp/
リスタルタワー７階
011-231-9898

0201103

新潟通信機㈱
札幌支店

横田 安亘

062-0053

札幌市豊平区月寒東３条１７－４
－１９

0201105

八重洲無線㈱
札幌オフィス

小島 茂樹

003-0002

札幌市白石区東札幌２条５丁目２ 011-831-2341 ／ http://www.vxstd.com/jp/in
－１ 山忠ビル１階
011-831-8171
dex2.html

0201107

日本無線㈱
北海道支社

藤原 雅明

060-0003

札幌市中央区北３条西７北海道水 011-261-8321 ／
http://www.jrc.co.jp/
産ビル
011-261-3879

0201108

富士通㈱
北海道支社

平 久乗

060-8504

札幌市中央区北２条西４－１札幌 011-210-5178 ／
三井ＪＰビルディング １５Ｆ
011-222-4083

060-0007

札幌市中央区北７条西13-9-1塚
本ビル７号館

札幌市中央区北４条東１丁目２－ 011-233-6111 ／ http://www.hitachi３ 札幌フコク生命ビル9F
011-222-0857
kokusai.co.jp/

㈱富士通ゼネラル

0201109 北海道情報通信ネットワー 八田 昭博
ク営業部

0201112

㈱日立国際電気 東日
西村 耕一
本支社 北海道支店

060-0034

0201114

㈱ＣＳＲ
札幌営業所

武内 公一

060-0004 札幌市中央区北４条西１６丁目１

0201115

ＰＳＣＰ㈱
札幌オフィス

森本 裕之

0201201 ㈲Ｍ．Ｒ．Ｔ．北和

石﨑 祐三
部田 貴徳

060-0004

札幌営業所

0201207

千代田サービス販売
㈱
ＮＥＣネッツエスアイ㈱

060-0042

センター

0201213 橋本電気工事㈱

札幌市中央区大通西４－１ 新大
通ビル

011-232-2334 ／
http://www.nesic.co.jp/
011-232-1130

065-0019 札幌市東区北１９条東１０－３－７

011-741-2331 ／
http://hashimotodenki.co.jp/
011-741-6441

関 政志

060-0034 札幌市中央区北四条東1丁目2-3

011-271-7121 ／ http://www.hitachi011-222-7373
kokusai.co.jp/hs/

東日本支店 北海道営業所

0201217

011-667-8191 ／
011-667-7708

土岐田 昇

㈱ＨＹＳエンジニアリング

0201214 サービス

011-633-8200 ／ http://www.kcsr.co.jp/index.
011-633-9200
html

札幌市中央区北４条西１６－１－１ 011-611-1570 ／
テルウェル札幌第２ビル５階
011-611-1568

玉井 可奈子 063-0062 札幌市西区西町南１－２－１

0201211 北海道支店北海道サービス 川浪 幹彦

011-251-6639 ／ http://www.fujitsu011-251-4762
general.com/jp/

札幌市中央区北一条東１丁目６－
011-207-6661 ／
060-0031 ８
https://www.psc-p.co.jp/
011-207-6662
ＴＯビル２Ｆ
011-879-1808 ／
003-0859 札幌市白石区川北２２６７－６
011-879-1807

クラリオンセールスアンド

0201202 マーケティング㈱

011-859-2134 ／
011-859-2163

㈱北海道日立システム
河田 淳一
ズ

060-0042

札幌市中央区大通西3丁目11番地 011-281-7311 ／ http://www.hokkai-hitachi北洋ビル9F
011-281-7352
systems.co.jp

0201218 荒田通信㈱

荒田 皇

065-0017

札幌市東区北１７条東１８－４－１ 011-781-9879 ／
http://www.aratsu.co.jp/
３
011-780-2061

0201219 ＳＯＣパートナーズ㈱

戸田 江正

003-0012

札幌市白石区中央２条６－１－３８ 011-862-5500 ／
http://soc-p.co.jp/
ＳＯＣ白石ビル
011-862-5445

0201221 ㈱つうけん

大村 佳久

060-0004

札幌市中央区北４条西１５－１－２ 011-788-7811 ／
http://www.tsuken.co.jp/
３
011-788-7813

0201222 ㈲特機サービス

田口 陽平

007-0810

札幌市東区東苗穂１０条１－１－２ 011-792-3636 ／
０
011-792-3611

0201224 ㈱サツム通信

齊藤 紀仁

007-0828 札幌市東区東雁来８条４-８-３

011-299-2201 ／
011-299-2255

0201225 ㈱札幌通信システム

折笠 潔

001-0908 札幌市北区新琴似８条５－１－１

011-763-7787 ／
011-763-7786

0201228 綜合通信㈱

山田 秀毅

003-0021

田中 春美

063-0832 札幌市西区発寒１２条２－８－２３

0201230

大昭通信機サービス
㈱

0201232

エクシオ・エンジニアリ
田宮 孝志
ング北海道㈱

0201234 北東通信㈱

大鷹 雅弘

札幌市豊平区平岸１条３－２－３３
062-0933 協和エクシオ北海道支店ビル ４
階
札幌市北区新琴似12条12丁目3001-0912
20

パナソニックシステムソ

0201235 リューションズジャパン㈱東 岩田 一宏
日本社 北海道サポート部

0201236

北海道映像通信サー
ビス㈱

上田 和司

札幌市白石区中央２条６丁目７－ 011-887-0757 ／
http://tcc-sogo.net/
１
011-887-0767

062-0020

011-665-8770 ／ http://www.daishotsushin.co.
011-665-9505
jp/
011-811-9441 ／
https://exeoeng-h.com/
011-823-6006
011-788-3830 ／ http://www.hokutou011-769-5510
tsushin.com

札幌市豊平区月寒中央通１１－７ 011-853-7863 ／ http://panasonic.co.jp/sn/ps
－４０
011-853-6913
sj/

003-0021 札幌市白石区栄通１０－７－１０

011-852-3151 ／
011-852-3244

鈴木 邦明

006-0034 札幌市手稲区稲穂４条２－１２－２

011-681-2224 ／
011-699-2313

伊藤 貴博

003-0832 札幌市白石区北郷２条２－４－３

011-873-2335 ／
011-873-2340

0201240 ㈱中島電気

福井 豊司

047-0031 小樽市色内２－１４－１２

0134-23-6141 ／
0134-32-0570

0201241 北海道信和機器㈱

羽川 亮

001-0029

0201243 北海電気工事㈱

吉本浩昌

003-8531 札幌市白石区菊水２条１－８－２１

0201244 ㈲ジェック

稲毛 保則

002-8027

0201245 ピコセル㈱

野瀬 佳代子 003-0852 札幌市白石区川北２条１－４－１０

0201237 明光電機㈱
0201238

0201246

㈱四葉エレクトリック
ファーム

北海道テクニカルシス
菅原 正行
テムエンジニア㈱

札幌市北区北２９条西１１丁目４－ 011-738-5525 ／ http://hokkaido１ フロンティア２９１１ ２Ｆ
011-738-5526
shinwa.com/
011-811-9411 ／ http://www.hokkaidenki.co.jp
011-811-9416
/

札幌市北区篠路７条６丁目１３－１ 011-773-2210 ／
０－３０２
011-773-4058
011-871-4350 ／
011-871-4357

066-0015 千歳市青葉町７－９－１５

0123-22-8822 ／
0123-22-7925
0134-25-8455 ／
0134-33-7427

0201247 極東産業交易㈱

池田 和繁

047-0032 小樽市稲穂５－１９－３

0201248 北菱テクニカル㈱

大野 秀男

060-0063

札幌市中央区南３条西６－３－２
６０７号

0201249 ㈱つうけんアクティブ

増田 修一

064-0920

札幌市中央区南２０条西１０丁目３ 011-596-9755 ／
－５
011-530-0904

0201250 ㈲オーティエス

沖津 光大

064-0919

札幌市中央区南１９条西12－１－ 011-792-7301 ／
19
011-792-7302

0201251 ウェッジ㈱札幌支店

秋田 正人

060-0001

札幌市東区北6条東3-3-1 ＬＣ北
六条館

011-299-1715 ／
011-299-1716

佐藤 克尚

980-0014

仙台市青葉区本町３丁目１番１７
号 やまふくビル２階

0120-106-325 ／
https://www.tomcom.co.jp/
025-250-1071

トム通信工業㈱スマート

0201252 ウェーブ・テレコミュニケー
ションズ社北海道・東北支店

011-223-5281 ／
011-223-5282

0201253

デジタル通信カンパ
ニー

木村 俊博

062-0023

札幌市豊平区月寒西3条10丁目2- 011-827-1123 ／
20-1102
011-827-1123

0201254

㈱ジャパンエニックス
札幌営業所

河端 龍平

065-0043

札幌市東区北８条東３丁目１－１
宮村ビル

0201255 北海道支店通信ビジネス部 酒井 浩一

064-0921

札幌市豊平区平岸１条３丁目２－ 011-596-6510 ／
３３
011-596-6504

福重 光秀

060-0004

札幌市中央区北四条西１５丁目１ 011-205-3820 ／
－２３
011-633-7066

0201257 ㈱パステック

小林 靖幸

004-0012 札幌市厚別区もみじ台南6丁目5-4

011-898-5455 ／
011-898-5456

0201258 北海道無線㈱

渡邊 榮二

006-0034 札幌市手稲区稲穂４条２丁目12-2

011-681-2224 ／
011-699-2313

0220261 ㈱通電技術

楠美 宗城

003-0029

㈱協和エクシオ
門システム営業部

0201256

日本コムシス㈱
北海道支店

011-733-6120 ／
http://www.jenix.co.jp
011-733-6115

札幌市白石区平和通２丁目北１１- 011-863-0921 ／
２０
011-863-0935

旭川分会
会員番号

会員名

〒

住所

電話／FAX

田中 稔

078-8345 旭川市東光５条２－１－１１

0166-33-9989 ／
0166-33-9979

0201302 ㈲旭川通信特機

天野 彰

070-0059 旭川市忠和４条６丁目１－１１

0166-73-5761 ／
0166-73-5762

0201303 ㈱アサヒテック

髙橋 伸一

070-0032

0201304 ㈱旭無線

白鳥 貴己

078-8212 旭川市２条通２１右１０

0166-33-1010 ／
0166-31-7177

0201305 シグナス商事㈱

横田 健司

070-0032 旭川市２条通１１右３

0166-26-0261 ／
0166-22-1599

0201307 北信電子㈱

森下 泰行

070-0026 旭川市東６条９丁目１－１４

0166-85-6697 ／
0166-85-6698

0201308 北海電子工業㈱

大江 清

070-0055 旭川市５条西７－１－２０

0166-23-4075 ／
0166-23-4053

0201309 川崎通信建設㈲

川﨑 慎二

073-0015 滝川市朝日町東３－１５－２４

0125-22-0660 ／
0125-22-0499

0201310 ㈲佐々木無線

佐々木 敏雄 098-4110 天塩郡豊富町大通4

0201315 ㈲アサヒ通信機

吉尾 悟志

0201301

㈱旭川ゼネラル通信
工業

届出代表者

令和4年3月1日
URL

旭川市２条通９丁目３７３－１東栄 0166-25-3678 ／
http://www.asahitec.net/
ビル
0166-25-3680

078-8232 旭川市豊岡２条７丁目７－１７

0162-82-2169 ／
0162-82-2818
0166-33-0744 ／
0166-33-0765

北見分会
会員番号

会員名

届出代表者

〒

住所

電話／FAX

0201402 ㈲道東信和

榛澤 睦

090-0017 北見市高砂町５－１

0157-25-7507 ／
0157-25-7507

0201404 ㈱カリヤ

刈谷 栄一

099-6403 紋別郡湧別町緑町１０９

01586-5-2323 ／
01586-5-2402

0201405 山本電子工業㈱

山本 昌廣

093-0035 網走市駒場南７－５－１１

0152-44-5141 ／
0152-44-5853

0201406 ㈲網走無線

山内 孝

093-0210 北見市常呂町字常呂８－２

0152-54-1157 ／
0152-54-1154

0201407 ㈱アイベス

今泉 松一

090-0806 北見市南町１丁目４－７

0157-24-3686 ／
0157-24-3686

令和4年3月1日
URL

十勝帯広分会
会員番号

会員名

〒

住所

電話／FAX

令和4年3月1日
URL

江良 勇一

080-2469 帯広市西１９条南３－４９－１０

0155-33-4312 ／
0155-33-7400

0201502 ㈱キロコ電気

前原 謙慈

080-0053 帯広市新町西９丁目２番地

0155-33-3448 ／
0155-33-3239

0201503 ㈲柴田無線

柴田 良司

080-0804 帯広市東４条南１５－１－３

0155-21-6329 ／
0155-21-6330

0201505 千代田デンソー㈱

横川 真和

080-0028 帯広市西１８条南１－２－４０

0155-36-1616 ／ http://www.chiyoda0155-36-1717
denso.com/

0201507 ㈲十勝電器

加藤 博之

080-0026 帯広市西１６条南６－３３－１６

0155-66-5607 ／
0155-66-5608

0201509 船田無線㈱

中川 和治

089-2614 広尾郡広尾町西４条６－２－３

01558-2-2748 ／
01558-2-4798

0201510 ㈲阿部通信システム

阿部 康治

080-2472 帯広市西２２条南４－３３－６

0155-36-9060 ／
0155-36-9077

0201512 ㈲テーユー電気

竹内 秀幸

080-0046 帯広市西１６条北２－２８－９

0155-35-5593 ／
0155-35-5831

0201513 旭電機㈲

笠原 弘稔

089-2601 広尾郡広尾町東１条５－２

01558-2-3262 ／
01558-2-4740

0201514 バステック田中

田中 俊彦

080-2476 帯広市自由が丘５丁目１０－６

0155-36-3310 ／
0155-36-3310

0201501

帯広信和通信機販売
㈱

届出代表者

釧根分会
会員番号

会員名

届出代表者

〒

住所

電話／FAX

令和4年3月1日
URL

0201602 ㈱ナイネンキ

川合 利幸

085-0024 釧路市浜町１－２８

0154-25-5986 ／
0154-24-5377

0201603 サンエス電気通信㈱

宮田 昌利

084-8686 釧路市星ヶ浦大通１－７－１

0154-51-2946 ／
http://www.sanesu.co.jp/
0154-51-4136

0201605 北洋無線㈱

本多 一雄

085-0026 釧路市寿３－４－２６

0154-22-8181 ／
0154-25-1489

0201606 ㈱サナップ

赤田 新一

087-0024 根室市宝林町５－１５

0153-24-1212 ／
0153-24-1214

0201607 根室無線電機㈱

佐藤 文彦

087-0054 根室市海岸町１－６

0153-23-5221 ／
0153-23-3460

0201608 浜中無線㈱

小川 日出男 088-1551

0201609 テラオカ電通

寺岡 正

084-0923 釧路市鶴野東４－２－１４

0154-51-8886 ／
0154-51-8885

山本 貴範

084-0907 釧路市鳥取北６丁目１２－１２

0154-65-8626 ／
0154-65-8627

0201612 ㈲イノマタ通信

猪俣 利之

085-0058 釧路市愛国東１丁目２０番２号

0154-36-7155 ／
0154-36-7156

0201613 ㈲厚岸無線

小島 広美

088-1118 厚岸郡厚岸町若竹4-106

0153-52-0707 ／
0153-52-1010

0201611

山本電子工業㈱
釧路支店

厚岸郡浜中町霧多布西１条２－６ 0153-62-2171 ／
９
0153-62-3232

日胆分会
会員番号

会員名

届出代表者

〒

住所

電話／FAX

日高郡新ひだか町静内木場町２－ 0146-42-4141 ／
２－５
0146-42-9988

0201701 ㈱伊藤通信電設

向井 悟実

056-0025

0201703 久米電機

久米 康夫

059-1264 苫小牧市宮前町３－５－１３

0144-61-2277 ／
0144-61-2974

0201704 苫小牧無線㈱

佐藤 猛雄

053-0012 苫小牧市汐見町１－３－５

0144-36-1356 ／
0144-36-0555

0201706 室蘭信和通信機㈱

門脇 宏幸

050-0074 室蘭市中島町４－５－５

0143-44-3147 ／
0143-43-0889

0201708 高山通信機

高山 孝一

059-0032 登別市新生町４－１９－１９

0143-86-3437 ／
0143-86-3437
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0138-32-4111 ／
0138-32-4142

0201801 函館三協通信㈱

佐々木 栄市 041-0853 函館市中道１－１４－１

0201803 ㈱船田無線電機商会

舟田 昌史

040-0076 函館市浅野町１－６

0138-42-0131 ／
0138-42-7234

0201804 若月電機㈱

若月 静江

049-0161 北斗市飯生２－８－５

0138-73-0491 ／
0138-73-3071

0201806 若月テクノ㈱

若月 光男

049-0154 北斗市添山１０１番地２８

0138-74-2111 ／ http://www.wakatsuki0138-74-2112
techno.co.jp/

0201807 函館バス商会㈱

森 健二

041-0812 函館市昭和3丁目35-18

0138-83-1513 ／
0138-83-2278

0201808 エステックサービス

佐藤 広明

049-0101 北斗市追分１丁目１－１７

0138-49-8914 ／
0138-49-8914

