
代理店・販売店（40社） 北海道・東北（23拠点） 関東（95拠点） 信越・北陸（１６）拠点 東海（58拠点） 近畿（83拠点） 中国（31拠点） 四国（13拠点） 九州・沖縄（47拠点）

鹿児島本社 099-822-0707

霧島営業所 0995-45-9564 

薩摩川内営業所  0996-23-5443 

宮崎出張所  0995-45-9564

熊本営業所 0964-53-9280

愛媛本社 089-972-2451

新居浜営業所 0897-43-2024

五十嵐電機株式会社 大阪本社 06-6562-0881 

大阪本社 06-6462-5221

京都営業所 075-221-7516
電材東北海道営業部 011-209-1781 東京営業所 03-5783-1758 産機名古屋営業所 052-541-1782 電材西近郊1課 06-6532-2701 広島営業所 082-545-5301 九州営業所 092-283-1755 

電材東仙台営業所 022-293-1783 多摩営業所 042-358-2018 電設中部営業部 054-687-1783 産機システム課 06-7669-1788

東横浜営業所 045-474-1788 産機電子1課 06-7669-1789

産機電子2課 06-7669-1790

産機制御課 06-7669-1785

産機V直需課 06-7669-1786

産機京滋営業所 0748-41-3178

産機奈良営業所 0743-23-0178

産機姫路営業所    0792-84-0178

永和電機株式会社 大阪 06-6633-2626

広島本社 084-921-3322

三原支店  0848-63-1181

岡山支店   086-455-3223

東広島営業所  082-493-7444

山陰営業所  0852-60-2280 

仙台営業所 03-6428-7303 本社 03-3435-1221 東海営業所 053-459-3600 

東京支店 03-5741-3500 

熊谷営業所 048-523-8574  

岡山本社 086-465-1500

岡山営業所 086-276-3666

津山営業所  0868-26-6343

仙台営業所 022-299-7561 東京営業所 03-3412-8211 金沢営業所 076-263-6301 名古屋営業所 052-249-3820 本社 06-6643-4671 広島営業所 082-568-1288 福岡営業所 092-581-4991

秋葉原営業所 03-3833-1301 岡崎営業所 0564-66-1233 大阪営業所 06-6327-1133 熊本営業所 096-385-6511 

八王子営業所 0426-56-8413 浜松営業所 053-413-6116 浪速営業所 06-6633-5671

北関東営業所 048-533-3291 沼津営業所 055-924-8841 西宮営業所 0798-22-6191 

つくば営業所 0298-74-5701 京都営業所 075-643-1181

甲府営業所 055-232-7522 姫路営業所  079-281-5515 

東京営業所 03-5715-1141 名古屋営業所 052-857-1210 本社 06-6341-1600

京都営業所 075-223-0211

名古屋支店  052-251-4111 本社  06-6398-3111

南大阪支店  072-369-6111 

東大阪支店  06-6748-4111

阪神支店  06-6498-3031

神戸支店  078-327-4111

京都支店  075-257-1311

本社 077-523-1265  

大津営業所 077-523-1261

守山営業所 077-583-5221

高島営業所 0740-32-1386

水口営業所 0748-62-4151 

八日市営業所 0748-23-6831

永光電機株式会社

代 理 店 ・ 販 売 店 一 覧

電新デジック株式会社

愛建電工株式会社

株式会社五海商会

因幡電機産業株式会社

株式会社オリナス

株式会社サンセイテクノス

滋賀特機株式会社

株式会社栄工社

株式会社江口電機

岡本無線電機株式会社
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代 理 店 ・ 販 売 店 一 覧

近江八幡営業所 0748-32-6366 

彦根営業所 0749-23-1261

⾧浜営業所 0749-63-1882 

株式会社進電 本社 092-525-1181

本社  03-3571-4881 名古屋支店  052-981-2201 大阪支店  06-6452-1251 九州支店  093-583-9381 

東京支店 03-3446-3841 神戸営業所  078-361-6661 福岡営業所  092-483-3852 

本社  059-353-1711 

四日市営業所   059-351-1101

桑名営業所  0594-22-7211 

鈴鹿営業所  059-382-3481

伊賀営業所  0595-23-4303

津営業所  059-228-0181

松阪営業所  0598-28-8610

伊勢営業所  0596-24-5044

創ネット株式会社 本社 092-281-4052 

本社  096-300-1010  

ヒラタ営業所  096-275-5422

札幌営業所  011-785-7411 東京営業所  03-5732-0661 本社 052-204-2811 岡山営業所  086-244-5581

名古屋営業所  052-794-3511 広島営業所  082-243-4721

株式会社テクノスモトキ 本社 088-623-2157 

関東営業部  03-3865-5439 名古屋営業所  052-483-6301 営業本部  06-6644-0117

東京営業所  03-3865-5440 京滋営業所  077-552-6265 

東京三洋オートメ株式会社 本社 03-6802-6751

本社 055-929-2122

静岡支店  054-286-1203

富士営業所 0545-71-7930

厚木営業所 0463-72-7552

札幌支店 011-789-3711 水戸支店 029-295-0431 岡谷支店  0266-22-2511  静岡支店  054-266-3111 彦根支店 0749-21-2233  米子支店 0859-38-2601 高松支店 0877-45-8277 福岡支店 092-433-6640  

八戸支店 0178-71-2331 鹿島支店  0299-91-0711 上田支店  0268-21-2581 浜松支店  053-463-2831  竜王支店 0748-58-5231 岡山支店 086-264-1275  徳島支店 088-641-6522 小倉支店 093-932-2112

仙台支店 022-232-3121 宇都宮支店 028-613-3441 富山支店  076-451-7811  沼津支店  055-925-1941 京都支店 075-342-2161 広島支店 082-208-4155 松山支店 089-917-6205  ⾧崎支店 095-845-6301

秋田支店 018-888-0311 伊勢崎支店 0270-40-5281 金沢支店  076-264-2660 名古屋支店  052-698-1231 大阪支店  06-6889-3151 福山支店 084-954-2351 熊本支店 096-359-7911 

郡山支店 024-959-1560 大宮支店  048-626-2500 福井支店  0776-30-2881 岡崎支店  0564-72-3461 南大阪支店  072-226-5600  宇部支店 0836-45-3066 大分支店 097-528-7477

千葉支店  0436-40-2251 新潟支店  0256-32-8823 小牧支店  0587-52-5011 東大阪支店  06-6747-8881 周南支店 0834-33-8181 鹿児島支店 099-267-6145 

松戸支店  047-308-8401  新潟北支店  025-279-3223  豊橋支店  0532-34-6181 姫路支店  079-287-4611 沖縄支店 098-871-1691 

城南支店  03-3752-2281 刈谷支店  0566-62-9331 神戸支店  078-304-7546

板橋支店  03-5914-2911 名城支店  052-698-7431 明石支店  078-939-3081

八王子支店  042-649-3421 四日市支店  059-354-0545

東京支店  03-5425-7121 津支店  056-221-6151 

厚木支店  0463-90-3341 岐阜支店  058-267-6381

川崎支店 044-280-1081

東北営業所 022-295-6191 東京支店 047-431-4131 新潟営業所 0258-31-4112 名古屋営業所 052-365-2121  大阪営業所 06-6105-0324 水島営業所 086-448-0221  四国営業所 0897-37-3451 本社  093-621-4131

千葉支店 043-215-7843 滋賀営業所 077-584-4125  広島営業所 082-264-8180 福岡営業部 092-473-4136 

君津営業所 0439-52-2972 熊本営業所 096-340-8661

西関東営業所 04-2938-6960   白河事務所 0248-21-0681 

鹿島営業所 0299-85-1626

大阪営業所 06-6105-0324 

京神営業所  079-559-1817

滋賀営業所  077-584-4125

日成電気産業株式会社 本社  092-404-7740

東京営業所  03-5615-2428 名古屋営業所  0568-86-3235  本社  06-6452-0305 

株式会社ドーワテクノス

株式会社特電

中愛株式会社

東亜無線電機株式会社

トラスコ中山株式会社

ニッコー電機株式会社

菅原電気株式会社

株式会社扇港電機

タイヘイテクノス株式会社
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代 理 店 ・ 販 売 店 一 覧

東京ＦＡ営業所 03-5615-2589 中央営業所  06-6458-5101 

大阪FA営業所   06-4302-3345

西営業所  06-6581-8071

尼崎営業所  06-6482-2221 

阪神営業所 06-4865-3751

東営業所  06-6964-0222

307営業所   072-859-5307

泉州営業所 072-296-0225

南FA営業所 072-299-5351  

南営業所  06-4302-3341

本社/彦根支店  0749-23-2311

栗東支店  077-552-3651

⾧浜支店  0749-63-2711

甲賀支店  0748-63-7371

北海道支社 011-261-7231 本社 03-5435-7111 北陸支社 076-441-1231 中部支社 052-746-1000 関西支社 06-7166-7300 中国支社 082-247-4231 四国支社 082-246-9683 九州支社 092-262-7800 

東北支社 022-225-5351   東関東支店 043-266-7622 金沢支店 076-291-8830 豊田支店 0566-83-9915 沖縄支社 098-862-8625

北関東支店 048-834-3121

東北営業所 022-716-6440 本社 03-5847-8070 静岡営業所 054-255-7628 関西支店 06-7166-7350 中国営業所 082-237-6994 四国営業所 087-823-3110 九州支店 092-289-9400

中部支店 052-746-3015 神戸支店 078-991-2155

本社 076-451-1117

金沢営業所  076-240-3636

グループ本社 03-5805-7050 

東京営業所 03-6403-4511

VONA

八洲産業株式会社 東京支店  03-5822-1860 本社 092-521-0761 

東京営業所  03-5577-4846 本社 076-240-3822

富山営業所  076-421-5161

福井営業所  0776-53-0210

本社  086-243-3844  高松支店  087-807-1212 大分営業所 0979-85-0701 

岡山支店  086-243-3511 松山営業所  089-924-6166 北九州営業所  093-644-3030

津山営業所  0868-24-4500

水島営業所  086-450-4050 

広島支店  082-232-7285

山口営業所  083-972-2240 

福山営業所  084-931-5751

株式会社マルタカ電器 本社 0586-75-5151 広島営業所  082-225-7300 福岡営業所 092-472-8511

札幌営業所  011-631-0341 本社 03-3765-5211 静岡営業所 054-202-0600 大阪営業所  06-6306-6281 福岡営業所 092-588-7701

釧路営業所  0154-23-1611 東京営業所 03-3765-0251 沼津営業所 055-962-1485 大阪南営業所  06-6760-7911 熊本営業所 096-312-2151

函館営業所  0138-40-0800 多摩営業所 0422-32-7611   豊橋営業所 0532-31-5101 神戸営業所 078-846-3050 小倉営業所 093-512-3521

札幌東営業所  011-816-1271 城西営業所 03-3317-1401 名古屋営業所 052-362-5551 

仙台営業所  022-284-4421 八王子営業所  042-627-3611 浜松営業所 053-460-9500

郡山営業所  024-945-1570 城南営業所  03-5490-7801

八戸営業所  0178-44-4551 渋谷営業所  03-5452-3151    

町田営業所  042-798-7281

城東営業所  03-3696-7921

埼京営業所  03-5697-3530

城北営業所  03-5920-3061  

王子営業所  03-5959-3241

江東営業所  03-5665-1651

大宮営業所  048-667-1161 

所沢営業所  049-274-3501

山崎電機株式会社

ライト電業株式会社

田中商事株式会社

北陸制御機器株式会社

富士電機テクニカ株式会社

富士電機株式会社

株式会社ミスミ

株式会社日本電商

東田電機産業株式会社

3/4
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代 理 店 ・ 販 売 店 一 覧

川口営業所  048-268-8611

川越営業所  049-225-7900

越谷営業所  048-988-2811

宇都宮営業所  028-651-5481

熊谷営業所  048-599-2081

船橋営業所  047-420-0771

千葉営業所  043-208-1311

横浜営業所  045-432-1171 

松戸営業所  047-312-1711

京浜営業所  045-931-3955

横浜南営業所  045-833-7511

相模原営業所  046-256-8150

川崎営業所  044-366-8811

川崎北営業所  044-870-7721

本社 054-254-1751

静岡営業所 054-254-2421

沼津営業所 055-928-6470

富士営業所 0545-62-4662

清水営業所 054-348-1600

静岡南営業所 054-281-5285

焼津営業所 054-629-5161

島田営業所 0547-35-6622

浜松営業所 053-421-4411

本社 092-541-2079 

⾧崎営業所  095-845-7941

熊本営業所  096-367-3325

鹿児島営業所  099-812-1135

東洋電機株式会社 059－353－3281 東洋電機株式会社

竹中電業株式会社

株式会社すみや電器
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