販売協力
ネットワーク

北海道地区

守谷市

岩手県

札幌市

TEL.029-860-6350

奥州市

東武機器(株) 岩手営業所

北上市

(株)日伝 北上営業所

北海道

TEL.0197-22-6041
アズビルトレーディング(株) 札幌営業所
TEL.011-232-2211

札幌市

(株)アトラン 本社

札幌市

(株)オーテック 北海道支店

札幌市

極東貿易(株) 札幌支店

札幌市

高栄バルブ(株) 本社

札幌市

(株)三雄商会 札幌東営業所

札幌市

日本電技(株) 札幌営業所

札幌市

英和(株) 札幌営業所

苫小牧市

(株)東陽 苫小牧営業所

苫小牧市

高栄バルブ(株) 苫小牧支店

TEL.011-721-1395

TEL.011-785-2121

TEL.011-221-3628

TEL.011-251-4171

TEL.011-784-3391

TEL.011-521-3160

TEL.011-251-4361

TEL.0144-52-1040

TEL.0144-57-1141

FAX.011-704-1919

網走市

旭陽電機(株) 網走営業所

帯広市

(株)オーテック 帯広営業所

帯広市

高栄バルブ(株) 帯広営業所

北見市

旭陽電機(株) 北見支社

釧路市

トーワ計装(株) 本社

釧路市

高栄バルブ(株) 釧路支店

室蘭市

高栄バルブ(株) 室蘭営業所

室蘭市

英和(株) 室蘭営業所

紋別市

旭陽電機(株) 紋別営業所

稚内市

旭陽電機(株) 稚内営業所

TEL.0155-25-9533

TEL.0157-24-6241

TEL.0154-53-1130

TEL.0154-51-4041

TEL.0143-45-6640

TEL.0143-41-0600

TEL.0158-24-4521

TEL.0162-23-3406

仙台市

北日本計装(株) 仙台支店

TEL.022-236-0711

TEL.022-217-1172

TEL.022-762-8066

FAX.0166-24-6514

TEL.0178-20-2311

TEL.0175-72-3594

宇都宮市

タイヘイテクノス(株) 関東事業所

小山市

(株)日伝 小山営業所

小山市

日新明弘テック(株) 小山営業所

小山市

富士和電子(株) 北関東営業所

栃木市

岩瀬産業(株) 栃木機工営業所

TEL.028-661-5616

TEL.028-662-7376

TEL.0285-25-0102

TEL.0285-25-0811

TEL.0285-22-9055

にかほ市

(株)アヅマテクノス 仁賀保営業所

TEL.018-862-6311

TEL.018-865-4561

TEL.0184-36-3211

FAX.018-865-4144

FAX.018-865-4563

TEL.0282-31-0450

山形市

(株)ヤマケンマシナリー

TEL.023-641-8621

TEL.0236-44-1236

日本計測工業(株) いわき営業所

郡山市

アズビルトレーディング(株) 郡山営業所

郡山市

(株)日伝 郡山営業所

郡山市

日本計測工業(株) 郡山営業所

TEL.0246-54-6291

TEL.0246-45-3925

FAX.0155-25-9540

TEL.024-934-8051

FAX.0157-61-1712

TEL.024-935-2550

FAX.0154-51-9311

TEL.024-923-1645

FAX.0154-53-0935

岩瀬産業(株) 太田管材営業所

太田市

岩瀬産業(株) 太田機工営業所

桐生市

岩瀬産業(株) 桐生管材営業所

みどり市

岩瀬産業(株) 桐生機工営業所

高崎市

アズビルトレーディング(株) 高崎営業所

高崎市

岩瀬産業(株) 高崎管材営業所

高崎市

岩瀬産業(株) 高崎機工営業所

高崎市

(株)オキナヤ 高崎営業所

高崎市

(株)日伝 高崎営業所

高崎市

英和(株) 群馬営業所

館林市

岩瀬産業(株) 館林管材営業所

館林市

岩瀬産業(株) 館林機工営業所

TEL.0270-24-5515

TEL.0276-38-0753

FAX.0246-52-1102

TEL.0277-54-4151

FAX.0246-45-3930

TEL.0277-76-1711

FAX.024-934-8063

TEL.027-310-3381

FAX.024-935-2555

TEL.027-344-5222

FAX.024-923-0285

TEL.027-344-2229

TEL.027-353-2414

関東地区

FAX.0158-23-7235

TEL.027-320-8501
アズビルトレーディング(株)

日立市

鳥居電業(株) 日立支店

TEL.029-273-8887

FAX.0162-23-2407

日立市

茨城営業所

FAX.029-273-8850

つくば市

英和(株) つくば営業所

神栖市

英和(株) 鹿島営業所

水戸市

(株)日伝 水戸営業所

TEL.0479-46-4731

TEL.029-243-0876

TEL.0276-75-2861

FAX.0294-52-8877

英和(株) 日立営業所
TEL.0294-21-3151

FAX.0178-20-2314

FAX.0175-72-3947

TEL.027-326-5500

茨城県
ひたちなか市

TEL.0276-75-2521

FAX.0270-24-1127

FAX.0270-26-8380

FAX.0276-38-4699

FAX.0276-45-0255

FAX.0277-54-4152

FAX.0277-30-5510

FAX.027-327-2331

FAX.027-344-5223

FAX.027-344-5032

FAX.027-353-2638

FAX.027-327-3214

FAX.027-320-8503

FAX.0276-73-3398

FAX.0276-72-5345

岩瀬産業(株) 前橋管材営業所

前橋市

岩瀬産業(株) 前橋機工営業所

TEL.027-251-7422

FAX.029-861-1882

TEL.027-253-1321

FAX.027-251-7409

FAX.027-253-1326

埼玉県
川口市

FAX.029-243-4038

FAX.0270-24-0633

前橋市
FAX.0294-21-3150

FAX.0479-46-4734

FAX.0282-30-1201

太田市

FAX.0143-44-6244

FAX.0143-41-0610

FAX.0285-22-9057

岩瀬産業(株) 営業本部

TEL.0276-46-1212

いわき市

FAX.0285-25-6260

伊勢崎市

TEL.0270-24-5521

福島県

FAX.0155-24-3734

FAX.0285-25-0844

岩瀬産業(株) 伊勢崎機工営業所

FAX.0236-44-9984

オリックス・エンジニアリング(株) いわき事業部

FAX.028-662-2988

伊勢崎市

FAX.023-641-8625

いわき市

FAX.028-664-0664

岩瀬産業(株) 伊勢崎管材営業所

TEL.0270-24-5511
東武機器(株) 山形営業所

FAX.028-637-7328

伊勢崎市

FAX.0184-36-3213

山形市

FAX.0284-42-7233

群馬県

山形県

TEL.029-861-1880

英和(株) 六ヶ所出張所

アズサイエンス(株) 宇都宮営業所

FAX.022-762-8067

英和(株) 秋田出張所

青森県

上北郡

宇都宮市

TEL.0284-41-8141

FAX.022-217-1186

秋田市

FAX.0166-26-3754

東北地区
北日本計装(株) 本社

英和(株) 宇都宮営業所

FAX.022-284-0926

(株)アヅマテクノス 秋田支店

TEL.0294-52-8686

八戸市

宇都宮市

FAX.022-392-5986

秋田市

FAX.0166-22-2901

FAX.0152-45-1804

岩瀬産業(株) 足利機工営業所

秋田県

FAX.0144-57-1144

(株)京和エンジニアリング 旭川営業所

TEL.0155-24-3728

英和(株) 仙台営業所

FAX.0144-52-5580

旭川市

TEL.0152-43-4561

仙台市

TEL.022-392-5911

FAX.011-251-4446

旭陽電機(株) 本社

TEL.0166-26-3750

(株)日伝 仙台支店

FAX.011-784-3389

旭川市

TEL.0166-26-0111

仙台市

FAX.011-231-9096

(株)オーテック 旭川営業所

足利市

TEL.028-637-7326
東武機器(株) 本社・仙台営業所

FAX.029-860-6351

栃木県

FAX.0197-62-0609

仙台市

FAX.011-271-4240

FAX.011-521-3096

FAX.0197-22-6045

宮城県

FAX.011-785-5211

旭川市

TEL.0166-24-6513

TEL.0197-62-0602

FAX.011-232-2215

アズサイエンス(株) つくば営業所

春日技研電機(株) 本社
TEL.048-255-3055

FAX.048-255-8426

販売協力ネットワークにつきましては、予告なく変更する
ことがありますので予めご了承ください。

11

販売協力ネットワークの最新情報や技術的内容につきまし
ては、弊社支店/営業所までお問い合わせください。

11

川越市

日新明弘テック(株) 北関東営業所
TEL.049-249-5511

熊谷市

岩瀬産業(株) 熊谷管材営業所

熊谷市

岩瀬産業(株) 熊谷機工営業所

熊谷市

(株)オキナヤ 本社

熊谷市

東海エレクトロニクス(株) 熊谷支店

熊谷市

鳥居電業(株) 熊谷営業所

TEL.048-539-1766

TEL.048-539-1777

TEL.048-539-3366

TEL.048-527-1620

TEL.048-525-7201
さいたま市

さいたま市

(株)オキナヤ

さいたま市

(株)日伝

千代田区

鳥居電業(株) 東京支店

豊島区

アズビルトレーディング(株) 東京本店

港区

郵船商事(株) 本社

港区

トーア・システム(株)

八王子市

鳥居電業(株) 西関東支店

TEL.03-3253-7575

TEL.03-5961-2180

FAX.048-539-1166

TEL.03-5408-7121

FAX.048-527-1933

TEL.03-5479-5761

FAX.048-599-2377

FAX.048-600-3934

首都圏営業所

TEL.048-664-4721

(株)山電器 東京支店
TEL.03-3845-5670

TEL.042-662-2251
福生市

FAX.048-651-9659

さいたま市

英和(株)

和光市

アクトロニクス(株)

本庄市

岩瀬産業(株)

八潮市

春日技研電機(株)

FAX.048-661-7635

さいたま営業所

TEL.048-658-2351

TEL.048-461-6931

TEL.0495-73-4570

TEL.048-995-5900

千葉市

アズビルトレーディング(株)

千葉市

(株)オーテック

千葉市

(株)日伝

千葉市

日本電技(株)

千葉市

英和(株)

船橋市

鳥居電業(株) 船橋営業所

TEL.04-7143-2180

FAX.03-5479-5766

TEL.043-202-0940

FAX.042-553-1448

海老名市

(株)日伝 南関東営業所

川崎市

アクトロニクス(株) 本社

川崎市

トヨオカ電気(株) 本社

相模原市

日新明弘テック(株) 神奈川営業所

大和市

トヨオカ電気(株) 大和営業所

大和市

富士和電子(株) 本社

大和市

英和(株) 神奈川営業所

大和市

アズサイエンス(株) 横浜営業所

横浜市

(株)大電社 横浜営業所

横浜市

(株)日伝 横浜営業所

TEL.046-400-3433

TEL.046-233-5571

TEL.046-234-1300

TEL.044-811-1071

TEL.043-239-6861

TEL.047-423-1271

TEL.046-262-9031

FAX.043-243-0543

千葉営業所

TEL.043-245-4411

TEL.046-263-7760

FAX.043-204-6205

千葉支店

TEL.043-243-0541

TEL.046-263-7655

FAX.043-206-5552

千葉営業所

TEL.043-204-6201

TEL.042-742-3677

FAX.043-221-2415

システム事業部千葉営業所

TEL.046-279-6100

FAX.043-245-4414

TEL.045-680-5171

FAX.047-424-0832

TEL.045-290-1677
横浜市

東京都
(株)日伝 東京支店

江東区

(株)オーテックシステム事業部 東京支店

江東区

アズサイエンス(株) 東京営業所

品川区

英和(株) 東京本社

杉並区

日本計測工業(株)

中央区

東テク(株)

墨田区

日本電技(株) 東京本店

世田谷区

東海エレクトロニクス(株) 東京支店

TEL.03-6838-2610

TEL.03-3699-1325

TEL.03-5843-8155

TEL.03-3493-3541

TEL.03-5624-1005

TEL.03-3704-2586

TEL.025-523-8671

FAX.03-5621-7222

中巨摩郡

FAX.03-3704-2590

FAX.055-226-0310

茅野市

アズビルトレーディング(株) 諏訪営業所

須坂市

(株)オキナヤ 長野営業所

千曲市

アズサイエンス(株) 長野営業所

長野市

富士和電子(株) 長野営業所

松本市

東海エレクトロニクス(株) 松本支店

松本市

アズサイエンス(株) 松本営業所

松本市

(株)日伝 松本営業所

上田市

(株)日伝 上田営業所

TEL.0266-71-1112

TEL.026-248-0371

TEL.026-261-0555

TEL.026-259-9621

FAX.044-344-2409

TEL.0263-31-8611

FAX.042-747-0894

TEL.0263-58-1121

FAX.046-263-7588

TEL.0263-28-0380

FAX.046-262-1055

TEL.0268-29-1930

FAX.045-633-3641

新潟市

アズビルトレーディング(株) 新潟営業所

新潟市

(株)アヅマテクノス 本社

新潟市

(株)日伝 新潟営業所
TEL.025-271-2310
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FAX.026-259-9625

FAX.0263-34-7811

FAX.0263-58-1060

FAX.0263-28-0390

FAX.0268-29-1915

(株)鳥羽 魚津営業所

富山市

(株)鳥羽 ソリューション営業部

富山市

(株)鳥羽 本社営業部

富山市

富山電気ビルデイング(株) 本社

富山市

(株)日伝 富山営業所

富山市

ピー・エフ・オートメーション(株) 本社

富山市

英和(株) 北陸営業所

富山市

(株)東陽 富山営業部

下新川郡

(株)東陽 入善営業所

TEL.0765-24-7771

TEL.076-433-1102

TEL.076-432-4115

FAX.0258-47-1505

長岡営業所

TEL.025-247-8386

FAX.026-261-0666

魚津市

FAX.045-250-0603

アズサイエンス(株)

TEL.025-364-2726

FAX.026-246-0526

富山県

FAX.045-290-1676

長岡市

TEL.0258-47-1850

FAX.0266-82-3671

中部地区

FAX.046-279-6101

長岡支店

TEL.0258-47-1515

FAX.0266-26-3122

FAX.046-262-9037

TEL.076-452-5212

販売協力ネットワークにつきましては、予告なく変更する
ことがありますので予めご了承ください。
販売協力ネットワークの最新情報や技術的内容につきまし
ては、弊社支店/営業所までお問い合わせください。

FAX.025-523-8670

鳥居電業(株) 諏訪サテライトオフィス

FAX.044-811-0214

(株)アヅマテクノス

FAX.03-5624-1028

FAX.025-269-4178

諏訪郡

FAX.046-234-1301

長岡市

FAX.03-5202-2366

FAX.025-257-7006

長野県

新潟県

FAX.03-3317-2775

FAX.025-290-4389

アズサイエンス(株) 甲府営業所
TEL.055-222-5131

FAX.046-233-2774

甲信越地区

FAX.03-3493-3578

FAX.025-287-6861

山梨県

TEL.076-433-1277

FAX.03-3699-5254

本店ＴＡＳ統括部

TEL.03-5202-2361

TEL.025-269-5161

FAX.03-6838-2611

本社

TEL.03-3313-6571

英和(株) 上越営業所

FAX.046-400-3463

鳥居電業(株) 横浜支店
TEL.045-250-0601

台東区

上越市

TEL.025-257-7061

FAX.042-662-3230

鳥居電業(株) 南関東支店

FAX.04-7143-2646
千葉営業所

アズサイエンス(株) 新潟営業所

TEL.0266-28-8051

TEL.044-344-2341
東関東支店

新潟市

TEL.025-290-4387

FAX.03-5408-7171

海老名市

千葉県
鳥居電業(株)

(株)山電器 新潟営業所

FAX.03-5961-2189

アズビルトレーディング(株) 神奈川営業所

FAX.048-995-5677

柏市

新潟市

TEL.025-287-6871

FAX.03-3253-3528

厚木市

FAX.0495-73-4572

埼玉東営業所

英和(株) 新潟営業所

神奈川県

FAX.048-461-8526

本庄機工営業所

新潟市

(株)日伝 西東京営業所
TEL.042-553-1007

FAX.048-658-2355

埼玉営業所

日新明弘テック(株) 新潟営業所

FAX.03-3845-2635

埼玉支店

TEL.048-661-7633

新潟市

FAX.03-3842-3750

台東区

FAX.048-539-1770

北関東支店

日新明弘テック(株) 東京支社
TEL.03-3842-7231

FAX.048-539-1770

アズビルトレーディング(株)
TEL.048-600-3931

台東区

FAX.049-242-8470

TEL.076-436-2888

FAX.0258-47-1851

TEL.076-423-9655

FAX025-364-2734

FAX.025-243-9469

FAX.025-271-9565

TEL076-451-0222

TEL0765-72-2222

FAX.0765-24-9486

FAX.076-433-0249

FAX.076-433-1995

FAX.076-432-4127

FAX.076-452-5202

FAX.076-436-2777

FAX.076-423-9661

FAX.076-451-1272

FAX.0765-72-2274

浜松市

石川県

TEL.053-454-6251

金沢市

英光産業(株)

金沢市

(株)シミズシンテック 本社

石川営業所

金沢市

(株)シミズシンテック

金沢市

(株)鳥羽

金沢市

富山電気ビルデイング(株)

金沢市

(株)日伝

TEL.0761-24-6020

(株)オグマ商会 本社

富士市

(株)特電 富士営業所

富士宮市

(株)オグマ商会 富士宮営業所

御殿場市

(株)オグマ商会

御殿場市

アズサイエンス(株)

TEL.0545-61-8388

FAX.076-263-3353
システムセンター

TEL.076-266-8300

TEL.0545-71-7930

FAX.076-266-8301

金沢営業所

TEL.076-237-0105

TEL.0544-25-6300

TEL.076-233-2700

FAX.076-237-1782
金沢営業所

TEL.0550-78-7880

FAX.076-233-2704

TEL.0550-81-5959

FAX.076-223-2519

本社

福井市

(株)シミズシンテック

TEL.0776-21-1550

TEL.0776-22-1609

TEL.0776-21-4711

(株)東陽 和泉営業部
TEL.0566-92-5790

犬山市

(株)

静岡市

(株)静岡制御

静岡市

太洋電機(株)

静岡市

(株)特電

TEL.054-272-5300

静岡営業所

TEL.054-263-0567

TEL.054-261-5356

(株)東陽 岡崎営業所

岩倉営業所

岡崎市

(株)日伝 岡崎営業所

刈谷市

岡谷機電(株) 刈谷営業所

刈谷市

岡谷鋼機(株) 刈谷支店

刈谷市

(株)東陽 本社

TEL.0587-66-6633

TEL.054-286-1203
静岡市

(株)日伝

静岡市

日新明弘テック(株)

静岡市

日本電技(株)

静岡市

佐竹計器(株)

TEL.054-203-9800
英和(株)

静岡営業所

沼津市

アクトロニクス(株) 沼津営業所

沼津市

東海エレクトロニクス(株) 沼津支店

沼津市

(株)特電 本社

沼津市

(株)静岡制御 沼津営業所

沼津市

(株)オグマ商会 沼津営業所

TEL.054-652-3281

TEL.055-963-1698

TEL.055-923-7134

TEL.055-929-2122

TEL.055-991-5581

TEL.055-924-9000

TEL.053-465-8777
浜松市

高松電機(株) 本社

浜松市

（株)電興社 本社

浜松市

(株)日伝 浜松営業所

TEL.053-461-3400

TEL.053-441-5444

TEL.053-463-7611

知多市

(株)南尾計装

豊田市

岡谷機電(株) 豊田営業所

TEL.0568-75-2851

TEL.0568-73-8021

TEL.0565-25-7611

額田郡

(株)東陽 三ヶ根営業所

TEL.0569-24-7822

FAX.0562-33-1140

豊橋市

中部電機(株) 本社

豊橋市

(株)東陽 豊橋営業所

豊橋市

(株)日伝 豊橋営業所

名古屋市

アズビルトレーディング(株)

TEL.0565-35-1829

TEL.0532-69-3268

TEL.0532-63-5311

TEL.0532-33-1211

TEL.0532-33-0600

TEL.052-380-5558
名古屋市

FAX.053-465-8781

津市

東海エレクトロニクス(株) 津支店

津市

日新明弘テック(株) 三重営業所

四日市市

高砂電気商事(株) 四日市営業所

四日市市

英和(株) 四日市営業所

TEL.059-368-2101

TEL.059-226-0515

TEL.059-238-5500

TEL.059-354-3971

TEL.0593-52-5161

FAX.059-368-2105

FAX.059-225-0976

FAX.059-238-5510

FAX.059-354-4599

FAX.0593-53-7230

岐阜県
(株)常磐電機

本社

TEL.058-389-4111

FAX.058-383-2354

近畿地区

名古屋支店

英和(株) 京滋営業所

彦根市

日新明弘テック(株)

東近江市

(株)日伝

TEL.077-553-4561

TEL.077-554-3164

(株)日伝

FAX.052-882-1335

FAX.077-552-6330

FAX.0749-27-4861

FAX.0748-25-2507

京都府
京都市

関西計装(株) 営業本部
TEL.075-631-0001
(株)大電社

FAX.075-631-0071

京滋支店

TEL.075-343-4071

FAX.075-351-8716

京都市

(株)日伝 京都営業所

久世郡

京都EIC(株)

京都市

日本電技(株) 京都営業所

TEL.075-601-3030

FAX.075-601-2626

本社

TEL.0774-41-5150

FAX.052-262-2049

名古屋支店

FAX.077-553-1132

八日市営業所

TEL.0748-25-2505

FAX.052-837-1070
本社

FAX.0748-33-9276

滋賀営業所

TEL.0749-27-4860

京都市

名古屋市

TEL.052-882-1333

栗東市

FAX.052-583-8495

東海エレクトロニクス(株)
TEL.052-261-3211

(株)日伝 滋賀営業所

FAX.052-380-7974

名古屋市

滋賀営業所

栗東市

FAX.0532-33-1177

FAX.0532-33-0620

関西計装(株)

TEL.0748-33-6771

FAX.0532-63-1081

高砂電気商事(株) 本社
TEL.052-837-1300

滋賀県

FAX.0532-66-0081

名古屋市

FAX.053-442-0331

FAX.0564-56-1910

(株)日伝 鈴鹿営業所

FAX.0565-35-1840

岡谷機電(株) 本社
TEL.052-586-2254

FAX.053-461-6962

FAX.0566-43-3911

鈴鹿市

近江八幡市

(株)静岡制御 豊橋営業所

FAX.055-924-8900

FAX.0569-24-7818

三重県

FAX.0565-25-7615

豊橋市

FAX.055-991-5585

TEL.0564-56-1900

FAX.0568-75-2274

岡谷鋼機(株) 豊田支店

FAX.055-929-6220

FAX.052-331-9011

知多営業所

FAX.0568-75-2853

豊田市

FAX.055-923-7127

FAX.052-652-6981

知多営業所

TEL.0562-33-4651

FAX.055-962-2496

FAX.053-464-0609

(株)東陽 碧南営業所

FAX.0566-23-3572

(株)日伝 小牧営業所

FAX.054-652-3282

(株)静岡制御 浜松支店

碧南市

FAX.0566-24-6567

小牧市

FAX.054-203-9810

静岡市

(株)東陽

FAX.0564-24-4403

東海エレクトロニクス(株) 小牧支店

FAX.054-238-0166

本社

TEL.052-339-5515

FAX.0564-25-2222

小牧市

FAX.052-852-7518

名古屋支店

半田市

FAX.0587-66-6070

FAX.0566-21-4817

FAX.052-937-7949

本社

TEL.052-651-9271

各務原市

TEL.0566-23-1040

FAX.054-284-2990

静岡支店

TEL.054-238-1711

TEL.0566-21-3222

FAX.054-284-8440

静岡営業所

TEL.054-284-2110

TEL.0566-24-6571

FAX.054-286-8368

静岡支店

TEL.054-284-5161

TEL.0564-23-0131

FAX.054-261-5352

静岡支店

日本電技(株)

FAX.0568-69-2231

岡崎市

FAX.054-263-6654

本社

FAX.0566-92-5665

協和電機

FAX.054-272-5302

本社

安城支店

名古屋事業所

TEL.0564-25-1111
アズビルトレーディング(株)

名古屋市

TEL.052-852-7511

FAX.0566-72-5810

岩倉市

静岡県

浜松市

日本制禦機器(株)

TEL.0568-69-2240

FAX.0776-27-2755

静岡市

(株)センサスヤマモト

TEL.0566-43-3888

安城市

FAX.0776-22-1606

福井営業所

名古屋市

FAX.052-725-2571

名古屋営業所

TEL.052-935-8461

FAX.0550-81-5960

東海エレクトロニクス(株)

FAX.0776-21-1445
福井支店

協和電機(株) 本社

FAX.0550-78-7288

安城市

TEL.0566-79-0066
英光産業(株)

名古屋市

愛知県

福井県
福井市

英和(株)

FAX.0544-25-6311

御殿場営業所

名古屋営業所

名古屋市

FAX.0545-71-9192

御殿場営業所

日新明弘テック(株)

TEL.052-725-2570

FAX.0545-61-2430

北陸営業所

TEL.076-233-2641

(株)鳥羽

名古屋市
FAX.053-454-9064

富士市

FAX.0761-24-6025

TEL.076-223-2221

福井市

日本電技(株) 浜松支店

TEL.075-813-3434

FAX.0774-46-3553

FAX.075-813-3435

販売協力ネットワークにつきましては、予告なく変更する
ことがありますので予めご了承ください。
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神戸市

大阪府

神戸営業所

TEL.078-393-2356

大阪市

アズビルトレーディング(株)

大阪市

旭産業(株)

大阪市

(株)エネゲート

TEL.06-7668-0022

大阪支店

極東貿易(株)

大阪市

(株)大電社

大阪市

千代田興産(株)

大阪市

東テク(株)

大阪市

(株)日伝

大阪市

(株)日伝

大阪市

日本電技(株)

大阪市

英和(株)

姫路市

新生電機(株)

姫路市

(株)日伝

TEL.079-297-5351
姫路市

本社
FAX.06-6643-4161

TEL.079-298-1124

FAX.06-6444-9630

大阪支店TA

TEL.06-6203-9126

システム部

TEL.06-7637-7010

FAX.06-4807-7653

(株)アメフレック

和歌山市

英和(株)

和歌山出張所

TEL.073-472-2261

TEL.06-6447-0744

(株)大電社

堺市

(株)日伝

吹田市

日新明弘テック(株)

吹田市

(株)山電器

吹田市

東海エレクトロニクス(株)

高槻市

日本制禦機器(株)

TEL.072-229-5300

TEL.0742-63-0252

広島市

日新明弘テック(株)

広島市

郵船商事(株)

広島市

英和(株)

TEL.082-537-1140

FAX.072-229-5757

FAX.0742-63-0254

中国地区

TEL.06-6338-7291

TEL.06-6310-6115

TEL.082-264-5691

日本電技(株)

米子市

日本電技(株)

山口県

TEL.06-7637-7010

米子市

(株)大機エンジニアリング

TEL.072-948-4265

TEL.0859-27-3581

近畿営業部

加古川市

アズビルトレーディング(株)

兵庫営業所

FAX.0859-27-3584

岡山市

(株)江口電機

岡山市

新生電機(株)

岡山市

(株)日伝

岡山市

日本電技(株)

TEL.086-241-8698

アズビルトレーディング(株)

神戸市

郵船商事(株)

神戸市

エステック(株)

神戸市

(株)大電社

神戸市

(株)日伝

神戸市

日新明弘テック(株)

神戸市

(株)山電器

神戸営業所

TEL.078-392-3591

TEL.078-923-6630

TEL.078-382-8151

倉敷市

英和(株)

倉敷市

(株)江口電機

倉敷市

新生電機(株)

津山市

(株)江口電機

FAX.086-241-8522

FAX.078-575-1115

神戸営業所

TEL.078-351-3961

TEL.078-351-0561

FAX.078-351-3960

新生電機(株)

阿南出張所

鳴門市

ティーメックス(株)

FAX.0884-23-5699

本社

TEL.0885-35-0150

FAX.0885-35-0170

徳島営業所

TEL.088-611-5788

FAX.088-611-5790

徳島営業所

TEL.088-685-5118

FAX.088-685-5113

善通寺市

新生電機(株)

観音寺市

(株)アメフレック

坂出出張所

高松市

コウノハイテック(株)

高松市

新生電機(株)

高松市

ティーメックス(株)

高松市

ティーメックス(株)

高松市

(株)日伝

TEL.087-881-7111

FAX.086-445-1065

福山市

トヨオカ電気(株)

TEL.084-941-9991

FAX.084-941-9131

福山支店

TEL.084-945-6665

FAX.084-945-6668

FAX.087-881-7711

高松支店

TEL.087-888-4155

FAX.0868-26-6319

福山営業所

FAX.0875-25-0813
本社

FAX.087-888-5363

本社

TEL.087-851-1057
新生電機(株)

FAX.0877-63-2870

四国営業所

TEL.0875-25-0812

広島県
福山市

FAX.0877-46-4052

西部営業所

TEL.0877-63-0600

FAX.086-465-1600

津山営業所

ティーメックス(株)

TEL.0877-45-3056

FAX.086-470-5751

水島営業所

TEL.0868-26-6343

香川県
坂出市

本社

TEL.086-446-0911

FAX.078-351-3960

神戸営業所

徳島市

FAX.086-244-3575

神戸営業所

TEL.078-575-1110

(株)サイバネ

FAX.086-264-8182

岡山営業所

TEL.086-465-1500

FAX.078-382-8152

小松島市

FAX.086-276-3661

岡山支店

TEL.086-470-5750

FAX.078-923-6640

兵庫営業所

ティーメックス(株)

岡山営業所

TEL.086-244-2555

FAX.078-392-3594

本社

FAX.0834-21-7729

徳島県

FAX.086-246-4028

本社

TEL.086-241-5041

FAX.078-371-1585

関西支店

岡山営業所

岡山営業所

TEL.086-276-3666

FAX.079-456-1585

FAX.0834-63-1415

徳山営業所

四国地区

FAX.0859-34-0345

アズビルトレーディング(株)

FAX.06-6438-8118

神戸市

TEL.078-341-3581

英和(株)

FAX.0827-22-5848

南陽営業所

TEL.0884-23-5698

TEL.086-263-2135
(株)アメフレック

岩国事業所

FAX.0857-24-9590

岡山市

FAX.072-948-4267

尼崎市

TEL.079-456-1581

周南市

岡山県

兵庫県
TEL.06-6438-8191

日本計測工業(株)

米子営業所

TEL.0859-34-7773

FAX.06-7637-7121

阪奈営業所

日本計測工業(株)

周南市

阿南市

東大阪営業所

FAX.082-262-7377

鳥取営業所

TEL.0857-24-9589

FAX.06-6310-6085

FAX.072-661-4065

FAX.082-264-5600

広島営業所

TEL.0834-63-1410

本社

TEL.072-661-4071

FAX.082-241-5805

広島支店

TEL.0834-21-2495

鳥取市

FAX.06-6338-7290
大阪支店

FAX.082-277-0793

広島営業所

TEL.082-241-5801

鳥取県

FAX.06-6338-5322

本社

FAX.082-537-1142

広島営業所

TEL.0827-22-0955

FAX.072-244-8803

本社

TEL.06-6338-5311

(株)山電器

(株)日伝

奈良営業所

堺営業所

八尾市

広島市

FAX.082-246-0529

広島営業所

TEL.082-262-7410
日本電技(株)

南大阪支店

TEL.072-241-1061

(株)日伝

新生電機(株)

FAX.06-6539-4836

堺市

本社

広島市

岩国市

TEL.06-6539-4801

(株)光機商会

広島支店

FAX.082-263-7227

TEL.082-243-1256

奈良県

FAX.06-6447-5400

FAX.084-933-0250

TEL.082-568-6181

FAX.073-476-5012

大阪本社

東大阪市

TEL.084-930-6780

FAX.073-472-1947

和歌山出張所

TEL.073-476-5010

奈良市

大阪支店

アズビルトレーディング(株)

FAX.079-296-0241

北大阪営業所

TEL.06-4807-7651

広島市

FAX.084-946-6339

福山営業所

TEL.082-277-4050

和歌山市

FAX.06-7637-7110

福山出張所

TEL.084-946-6337

和歌山県

FAX.06-6209-7025

大阪支店

(株)山電器

広島市

大阪支店

TEL.06-6225-1290

福山市

FAX.0792-96-4598

常盤電機(株)

FAX.084-981-3258

英和(株)

FAX.079-292-3394

姫路営業所

TEL.0792-94-6429
姫路市

TEL.06-6632-6111

英和(株)

福山営業所

福山市

FAX.079-235-6675

姫路営業所

(株)日伝

TEL.084-981-3255

FAX.078-262-6120

姫路営業所

TEL.079-235-6601

FAX.06-6208-3129

福山市
FAX.078-393-2357

神戸営業所

TEL.078-262-6121

FAX.06-6458-9347

大阪支店

TEL.06-6208-3125

日本電技(株)

FAX.06-6365-7113

本社

TEL.06-6458-7936

神戸市

FAX.06-7668-0027

本社

TEL.06-6362-7922

大阪市

英和(株)

FAX.087-821-4034

高松支店

TEL.087-851-1051

FAX.087-822-9689

四国営業所

TEL.087-815-1310

FAX.087-815-1305
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高松市

(株)山電器 高松営業所
TEL.087-869-7233

高松市

日新明弘テック(株) 高松営業所

高松市

英和(株) 高松営業所

TEL.087-814-8575

TEL.087-831-3371

福岡市

竹中電業(株) 本社

福岡市

(株)日伝

福岡市

(株)山電器

福岡市

英和(株)

糟屋郡

(株)東陽

FAX.087-869-7234

TEL.092-541-2079

FAX.087-869-7234

TEL.092-411-0791

FAX.087-861-9250

今治出張所

TEL.0898-47-0661
四国中央市

(株)オサキ

四国中央市

ティーメックス(株)

FAX.0898-47-0662

FAX.0896-58-3324

川之江営業所

TEL.0896-58-4320

TEL.092-629-6117

新生電機(株)

新居浜市

ティーメックス(株) 新居浜出張所

松山営業所

新居浜市

愛建電工(株) 新居浜営業所

TEL.089-966-1600

TEL.0897-33-1051

TEL.0897-43-2024

フジサワテクノス(株) 本社
TEL.089-905-7001

ティーメックス(株) 松山営業所

松山市

愛建電工(株) 本社

松山市

(株)山電器 松山営業所

八幡浜市

ティーメックス(株)

TEL.089-972-0174

TEL.089-972-2451

TEL.089-958-5051

TEL.0894-24-4030

アズビルトレーディング(株) 鳥栖営業所

郵船商事(株) 長崎営業所

長崎市

竹中電業(株) 長崎営業所

長崎市

英和(株) 長崎出張所

TEL.095-864-7010

TEL.095-845-7941

TEL.095-862-8461

高知市

(株)オサキ

高知市

ティーメックス(株)

本社

TEL.088-822-9354

TEL.088-833-0171

FAX.095-862-8446

竹中電業(株) 熊本営業所

熊本市

(株)東陽 熊本営業所

熊本市

(株)日伝 熊本営業所

熊本市

英和(株) 熊本営業所

TEL.096-367-9475

FAX.088-822-9857

本社

FAX.095-845-7907

熊本市

FAX.0894-24-4131

TEL.096-368-3666
不二電気工芸(株)

FAX.095-864-7016

熊本県

高知県
高知市

FAX.0942-84-4305

長崎市

FAX.089-971-7967

FAX.089-957-8729

FAX.097-546-4906

長崎県

FAX.089-972-0181

八幡浜出張所

FAX.097-553-5961

大分営業所

TEL.0942-84-4331

FAX.089-905-7311

松山市

英和(株)

佐賀県
鳥栖市

FAX.0897-32-3988

大分営業所

TEL.097-546-4932

FAX.0897-43-2025

松山市

新生電機(株)

TEL.097-553-5962
大分市

FAX.0897-33-6463

英和(株) 新居浜出張所
TEL.0897-32-9722

大分市

FAX.089-966-1601

新居浜市

TEL.096-331-6511

FAX.088-833-0177

TEL.096-349-8814

FAX.096-367-3325

FAX.096-368-3669

FAX.096-331-6517

FAX.096-349-8817

高知出張所

TEL.088-884-7200

FAX.088-884-7201

宮崎県
日南市

西南電気(株) 日南営業所

延岡市

西南電気(株)

TEL.0987-22-4979

九州地区

FAX.0987-22-4999

本社

TEL.0982-33-6266

福岡県

FAX.0982-33-5000

鹿児島県
アズビルトレーディング(株)
TEL.093-285-3751

九州支店

新生電機(株)

北九州営業所

北九州市

(株)ドーワテクノス 本社

TEL.093-951-0681

TEL.093-642-4131

北九州市

郵船商事(株)

久留米市

鳥居電業(株)

西南電気(株)

鹿児島営業所

TEL.099-266-6690
鹿児島市

竹中電業(株)

鹿児島市

(株)フジヤマ 本社

FAX.093-951-0685

TEL.099-261-3331
薩摩川内市

FAX.099-812-1136
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FAX.099-261-8283

桑原商事(株) 川内営業所
TEL.0996-20-2587

FAX.093-873-1811

FAX.099-266-6710

鹿児島営業所

TEL.099-812-1135

FAX.093-642-4112

(株)日伝 北九州営業所
TEL.093-873-1800

鹿児島市

FAX.093-285-3750

北九州市

FAX.0996-20-2602

北九州営業所

TEL.093-331-7381

FAX.093-331-7383

九州営業所

TEL.0942-40-8331
福岡市

FAX.092-629-6143

大分県

FAX.0896-58-1309

東温市

北九州市

FAX.092-474-4815

福岡営業所

川之江支店

TEL.0896-58-3322

北九州市

FAX.092-521-5430

福岡営業所

TEL.092-474-2788
(株)山電器

FAX.092-473-1286

福岡営業所

TEL.092-521-5431

愛媛県
今治市

FAX.092-511-4740

九州支店

FAX.0942-40-8330

沖縄県
宜野湾市

ヤシマ工業(株)

中部営業所

TEL.098-892-0300

FAX.098-892-0115

桑原商事(株) 本社
TEL.092-561-8485

（2014年8月1日現在）

FAX.092-552-4014
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