
販売店一覧

愛光電気株式会社 本社 神奈川県小田原市西大友205-2 0465-37-2121

小田原北営業所 神奈川県小田原市西大友205-2 0465-38-1300

小田原南営業所 神奈川県小田原市西大友205-2 0465-38-1200

環境事業営業部 神奈川県小田原市西大友205-2 0465-39-3200

厚木営業所 神奈川県厚木市戸室1-6-28 046-222-4738

厚木制御機器営業所 神奈川県厚木市戸室1-6-28 046-222-0555

平塚営業所 神奈川県平塚市四之宮6-14-65 0463-53-1251

藤沢営業所 神奈川県藤沢市大鋸1-1-11 0466-27-1822

藤沢制御機器営業所 神奈川県藤沢市大鋸1-1-11 0466-27-1025

横須賀営業所 神奈川県横須賀市大矢部2-7-5 046-837-3111

横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町9279-70 045-921-5533

交通営業部東京営業所 東京都狛江市岩戸南3-1-22 03-6861-0700

品川営業所 東京都品川区西中延2-1-8 03-5788-3281

特販営業部 東京都世田谷区北沢1-45-42 03-6858-0015

沼津営業所 静岡県沼津市共栄町4-14 0559-22-7272

伊東営業所 静岡県伊東市宮川町2-4-23 0557-37-6131

下田営業所 静岡県下田市西本郷2-20-8 0558-22-9101

五十嵐電機株式会社 東京支店 東京都世田谷区下馬6-12-12 03-3716-6105

因幡電機産業株式会社 管理本部　業務課 東京都港区港南4－1－8　リバージュ品川6F 03-5783-1780

電材カンパニー　首都圏第1営業部 東京都江東区新砂3－4－11　GLP東京Ⅱ4F 03-6862-1788

電材カンパニー　首都圏第2営業部 東京都港区港南4－1－8　リバージュ品川11F 03-5715-1712

南関東営業部　横浜営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-12 日総第12ビル 5F 045-474-1788

北関東営業部　北関東１課 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-2 GINZAYAMATO 3ビル 8F 048-658-1790

北関東営業部　北関東２課 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-2 GINZAYAMATO 3ビル 8F 048-658-1782

南関東営業部　西東京営業所 東京都府中市府中町1-9 京王府中1丁目ビル 8F 042-358-2018

電設カンパニー東日本統括部　 東京都港区港南4-1-8　リバージュ品川１２階 03-5781-1781

大江電機株式会社 神奈川県横浜市南区前里町1-9 045-241-3711

湘南営業所 神奈川県平塚市八千代1－23　平塚Y123ビル　4F 0463-21-1139

相模原営業所 神奈川県相模原市南区上鶴間7－22　東林間セントラルハイツ1F 042-862-0250

横浜北営業所 神奈川県横浜市南区前里町1-9 045-241-9511



大江電機株式会社

横浜南営業所 神奈川県横浜市南区前里町1-9 045-241-9511

御殿場営業所 静岡県裾野市今里539－9 055-965-3081

岡田電気産業株式会社 東京本社 東京都葛飾区東新小岩2-1-9 03-5672-2097

東京東営業所 東京都葛飾区東新小岩2-1-9 03-5672-2091

石岡営業所 茨城県石岡市東大橋3003-3 0299-26-5757

阿見営業所 茨城県稲敷郡阿見町阿見5360 0298-87-3321

鹿島臨海営業所 茨城県神栖市奥野谷8091 0299-90-6911

古河営業所 茨城県古河市関戸2639-1 0280-98-0611

鹿島営業所 茨城県潮来市日の出7-3-1 0299-66-4800

下館営業所 茨城県筑西市蓮沼字西原1535－15 0296-57-7222

下妻営業所 茨城県下妻市大字加養字合沼3765-1 0266-44-9291

高萩営業所 茨城県高萩市下手綱1251 0293-24-1611

つくば営業所 茨城県つくば市春日3-5-56 029-859-0055

土浦営業所 茨城県土浦市虫掛字東3743-2 029-822-3344

取手営業所 茨城県取手市清水字清水33 0297-82-3380

日立営業所 茨城県日立市諏訪町1-8-15 0294-34-2188

勝田営業所 茨城県ひたちなか市高場字庚塚1608-3 0292-72-2231

水戸西営業所 茨城県水戸市河和田町丹下ニノ牧3891-470 029-255-1711

水戸営業所 茨城県水戸市白梅4-2-14 029-224-3125

竜ヶ崎営業所 茨城県竜ヶ崎馴馬町字中曽根2831-2 0297-64-2266

横浜東営業所 神奈川県横浜市港北区樽町1-14-24 045-547-2001

横浜営業所 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2341-7 045-814-9009

上尾営業所 埼玉県上尾市五番町11-1 048-720-1090

春日部営業所 埼玉県春日部市不動院野字掃部1171-1 048-763-2611

川口営業所 埼玉県川口市北原台1－5－7 048-290-4171

さいたま中央営業所 埼玉県さいたま市中央区八王子1-3-2 048-859-7300

川越営業所 埼玉県川越市小ケ谷598－1 048-249-2000

柏営業所 千葉県柏市大青田722－1 04-7135-5522

千葉中央営業所 千葉県千葉市花見川区犢橋町2191-2 043-215-3511

成田営業所 千葉県成田市西三里塚256-21 0476-40-5511

東京北営業所 東京都足立区宮城1-18-15 03-5959-2552

羽田営業所 東京都大田区羽田6-5-6 03-5705-0530

立川営業所 東京都立川市一番町4－48－6 042-520-2020



岡田電気産業株式会社

宇都宮営業所 栃木県宇都宮市西川田町字上原940-1 028-645-9111

宇都宮東営業所 栃木県宇都宮市平出町3655-2 028-660-6061

小山営業所 栃木県小山市城北2-13-2 0285-21-1103

鹿沼営業所 栃木県鹿沼市茂呂字北野2621 0289-63-5511

栃木営業所 栃木県栃木市大森町449-5 0282-31-3331

黒磯営業所 栃木県那須塩原市豊浦南町83-128 0287-73-2662

太田営業所 群馬県太田市熊野町3－4 0276-20-2002

高崎営業所 群馬県高崎市江木町1703－6 0273-21-0125

前橋営業所 群馬県前橋市天川大島町1482 0272-87-3001

株式会社協立エレテック 東京都文京区湯島2-4-3　ソフィアお茶の水407 03-3868-0633

小島電機工業株式会社 本社 東京都北区田端新町2-8-11 03-3894-5151

足立営業所 東京都足立区梅田6-10-10 03-3880-6421

足立北営業所 東京都足立区舎人1-10-20 03-3853-7051

荒川営業所 東京都北区田端新町2-8-4 03-3894-5176

板橋営業所 東京都板橋区東新町2-50-6 03-3973-1811

江戸川営業所 東京都江戸川区松本2-38-6 03-3653-9441

大田営業所 東京都大田区大森北4-4-12 03-5763-6211

北営業所 東京都北区神谷2-38-10 03-3903-1862

品川営業所 東京都品川区二葉4-2-12 03-3784-0351

杉並営業所 東京都杉並区松庵2-15-5 03-3332-1191

墨田営業所 東京都江東区大島2-3-16 03-3636-5841

世田谷営業所 東京都世田谷区弦巻4-34-23 03-3439-6201

中央営業所 東京都中央区日本橋浜町3-16-9 03-3669-3541

豊島営業所 東京都豊島区東池袋3-23-23 03-3984-7491

中野営業所 東京都杉並区高円寺南1-13-7 03-5377-1281

練馬営業所 東京都練馬区中村2-29-5 03-3998-5402

成増営業所 東京都板橋区赤塚4-24-20 03-3938-2411

文京営業所 東京都新宿区市谷台町10-2 03-3354-3371

目黒営業所 東京都目黒区下目黒2-10-10 03-5496-8061

青葉営業所 東京都町田氏小川4-22-2 042-795-0191

立川営業所 東京都昭島市郷地町3-4-9 042-544-7301

八王子営業所 東京都八王子市明神町1-25-8 0426-42-6661



小島電機工業株式会社

東久留米営業所 東京都東久留米市柳窪4-3-21 0424-73-4111

府中営業所 東京都府中市白糸台1-20-12 042-369-5111

町田営業所 東京都町田市根岸2-16-3 042-792-3651

旭営業所 神奈川県横浜市旭区今宿西町248 045-952-5761

麻生営業所 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西5-4-5 044-988-7261

港北営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜1-16-2 045-473-9183

川崎営業所 神奈川県川崎市幸区紺屋町3 044-541-2001

高津営業所 神奈川県川崎市高津区子母口385 044-755-2731

横浜営業所 神奈川県横浜市中区末吉町3-56 045-242-7001

戸塚営業所 神奈川県横浜市戸塚区俣野町1075-1 045-851-1701

浦和営業所 埼玉県さいたま市中央区本町西4-13-16 048-857-3101

春日部営業所 埼玉県春日部市中央3-20-51 048-761-2511

川口北営業所 埼玉県さいたま市南区大谷口2006-6 048-881-3131

久喜営業所 埼玉県久喜市西大輪248-10 048-058-8021

鴻巣営業所 埼玉県鴻巣市宮地4-2-5 048-541-7911

大宮営業所 埼玉県さいたま市北区宮原町4-93-4 048-652-8411

川口営業所 埼玉県戸田市本町2-15-22 048-433-4811

川越営業所 埼玉県川越市山田1816-1 049-225-4040

志木営業所 埼玉県新座市東北1-4-22 048-474-4621

越谷営業所 埼玉県越谷市瓦曽根2-6-34 048-966-8822

所沢営業所 埼玉県所沢市南住吉1-13 042-928-4711

八潮営業所 埼玉県八潮市大字鶴ケ曽根58-2 048-995-0571

市川営業所 千葉県市川市田尻2-3-22 047-370-1591

千葉北営業所 千葉県千葉市稲毛区小深町101-1 043-424-2711

松戸営業所 千葉県松戸市馬橋字岩崎1435-7 047-344-2161

千葉営業所 千葉県千葉市中央区弁天3-6-4 043-254-5721

船橋営業所 千葉県船橋市薬円台1-18-4 047-466-2191

鎌ヶ谷営業所 千葉県鎌ケ谷市西佐津間1-24-28 047-442-3961

斉田電機産業株式会社 東京都港区高輪2-18-6　MEIHO高輪ビル6階 03-5475-1911

南営業所 東京都目黒区柿の木坂2-1-3 03-3723-4111

中央営業所 東京都港区高輪2-18-6　MEIHO高輪ビル6階 03-5475-3525

横浜営業所 神奈川県横浜市港南区港南台3-4-23 045-834-2111

北営業所 東京都板橋区小茂根4-7-5 03-3974-8411



斉田電機産業株式会社

東営業所 東京都足立区加平3-6-9 03-5697-2011

西営業所 東京都八王子市高倉町21-7 042-644-3011

千葉営業所 千葉県千葉市中央区都町1213-1 043-233-7171

情報通信営業所 東京都港区高輪2-18-6　MEIHO高輪ビル6階 03-5475-3525

昭和電機産業株式会社 甲府支社 山梨県甲府市蓬沢町庄の木1021-1 055-224-2161

東京営業所 東京都千代田区神田猿楽町2-7-6　TK猿楽町ビル6F 03-6870-2280

相模原営業所 神奈川県相模原市中央区下九沢1080 042-703-8487

新明電材株式会社 本社 埼玉県さいたま市北区吉野2-258-1 048-667-5555

板橋営業所 東京都板橋区高島平9-11-3 03-5921-2951

練馬営業所 東京都練馬区高松6-13-4 03-5910-7951

瑞穂営業所 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原4-1 042-556-3122

立川営業所 東京都立川氏砂川町2-47-8 042-538-0611

足立営業所 東京都足立区西綾瀬1-4-7　プラザEM 03-5888-1271

城東営業所 東京都江戸川区小松川4-37-10 03-5661-9877

府中営業所 東京都府中市押立町3-8-17 042-368-8880

世田谷営業所 東京都世田谷区大原2-16-3 03-5301-0722

八王子営業所 東京都八王子市大和田町1-17-8 042-645-5700

文京営業所 東京都文京区本郷6-7-6 03-5805-0432

東京電設営業所 東京都文京区本郷6-7-6 03-5805-0562

西東京営業所 東京都西東京市田無町6-4-15 042-460-4030

相模原営業所 神奈川県相模原市緑区元橋本町1-3 042-775-5773

横浜営業所 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-28-54 045-580-5571

町田営業所 神奈川県大和市下鶴間45-2 046-278-1521

厚木営業所 神奈川県厚木市岡田3196 046-230-5080

沼津営業所 静岡県沼津市大岡2236-9 055-929-2100

船橋営業所 千葉県船橋市本郷町519-1 047-302-5031

柏営業所 千葉県柏市大室1190-3 047-140-8461

松戸営業所 千葉県松戸市二ツ木1470-1 047-309-3325

千葉営業所 千葉県千葉市中央区千葉港4-2 043-302-5180

大宮営業所 埼玉県さいたま市北区吉野町2-272-8 048-667-6261

さいたま電設営業所 埼玉県さいたま市北区吉野町2-1349-1 048-667-6851

熊谷営業所 埼玉県熊谷市大字柿沼626-3 048-524-1424



新明電材株式会社

川越営業所 埼玉県川越市大字山田1842-5 049-224-8858

川口営業所 埼玉県川口市前上町31-2 048-268-3451

草加営業所 埼玉県草加市北谷1-25-1 048-942-4111

幸手営業所 埼玉県幸手市東2-21-22 048-043-3481

坂戸営業所 埼玉県鶴ヶ島市脚折町5-24-16 049-287-5821

三郷営業所 埼玉県三郷市早稲田3-7-11 048-958-7211

鴻巣営業所 埼玉県鴻巣市人形4-5-19 048-542-0091

春日部営業所 埼玉県春日部市栄町2-125 048-760-1100

東松山営業所 埼玉県東松山市上野本1333 049-322-4511

浦和営業所 埼玉県さいたま市浦和区領家7-7-14 048-825-3651

狭山営業所 埼玉県狭山市狭山17-8 042-900-2511

深谷営業所 埼玉県深谷市宿根1437-2 048-572-3171

富士見営業所 埼玉県富士見市山室2-8-11 049-254-1541

所沢営業所 埼玉県所沢市東所沢和田1-4-5 042-945-5855

秩父営業所 埼玉県秩父市大野原1305-3 049-421-5301

飯能営業所 埼玉県飯能市市川38-5 042-983-4611

越谷営業所 埼玉県越谷市花田2-23-4 048-992-9601

朝霞営業所 埼玉県朝霞市宮戸2-18-1 048-470-5531

前橋営業所 群馬県前橋市西片貝町4-12-19 027-224-3861

桐生営業所 群馬県桐生市広沢町1-2563-11 027-754-8911

高崎営業所 群馬県高崎市浜尻町205-1 027-361-8511

太田営業所 群馬県太田市新井町554 027-645-5571

藤岡営業所 群馬県藤岡市下大塚822-1 027-420-1511

館林営業所 群馬県館林市上赤生田町4140-1 027-670-7511

渋川営業所 群馬県渋川市金井896-1 027-960-6881

伊勢崎営業所 群馬県伊勢崎市連取町1575-1 027-050-7888

群馬電設営業所 群馬県前橋市古市町165-1 027-219-3211

新前橋営業所 群馬県前橋市古市町165-1 027-219-3211

宇都宮西営業所 栃木県宇都宮市鶴田町966-3 028-649-2021

東宇都宮営業所 栃木県宇都宮市鎧山町2043 028-670-0151

矢板営業所 栃木県矢板市鹿島町3-31 028-740-0377

栃木営業所 栃木県栃木市大平町下皆川2021-1 028-245-1461

古河営業所 茨城県古河市常盤町16-23 028-031-3933

下館営業所 茨城県筑西市小川1529-2 029-626-7511



新明電材株式会社

龍ヶ崎営業所 茨城県龍ヶ崎市出し山町77-1 029-761-1335

常総営業所 茨城県常総市水海道森下町4303-2 029-730-7580

水戸営業所 茨城県水戸市平須町1379-1 029-241-5544

神栖営業所 茨城県神栖市神栖4-5-38 029-995-5561

日立営業所 茨城県日立市大みか町3-7-15 029-425-5421

土浦営業所 茨城県土浦市上高津745 029-835-2371

石岡営業所 茨城県石岡市東光台3-8-7 029-928-5171

ひたちなか営業所 茨城県ひたちなか市田彦1016-130 029-354-5601

北茨城出張所 茨城県北茨城市磯原町豊田1-97 029-330-6601

甲府営業所 山梨県甲府市国母5-4-22 055-230-2215

富士吉田営業所 山梨県富士吉田市上吉田東2-1-18 055-521-5533

杉本電機産業株式会社 総務課 神奈川県川崎市川崎区南町16-1　朝日生命川崎ビル7F 044-211-4745

厚木営業所 神奈川県厚木市金田1051-1 0462-24-6881

川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区渡田向町6-5 044-211-7951

産機システム営業所 神奈川県川崎市川崎区渡田向町6-5 044-211-6521

中原営業所 神奈川県川崎市高津区明津141 044-755-6671

宮前営業所 神奈川県川崎市宮前区馬絹1-1-45 044-855-6321

多摩営業所 神奈川県川崎市宮前区水沢3-1-19 044-977-6461

相模原営業所 神奈川県相模原市中央区矢部2-30-7 042-753-1731

茅ヶ崎営業所 神奈川県茅ケ崎市矢畑995 0467-87-1121

平塚営業所 神奈川県平塚市馬入本町4-15 0463-22-7381

藤沢営業所 神奈川県藤沢市羽島5-5-43 0466-34-4731

大和町田営業所 東京都町田市南町田4-27-17 042-788-7550

港北営業所 横浜市都筑区池辺町3900 045-929-5311

港南営業所 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-3-3 045-836-3121

横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区松本町5-39-1 045-323-2561

大船渡塚営業所 神奈川県横浜市戸塚区小省町1221-1 045-852-0811

足立営業所 東京都足立区扇3-25-8 03-5838-1755

大田営業所 東京都大田区大森西7-2-4 03-5493-5151

杉並営業所 東京都杉並区井草5-1-5 03-5303-4611

立川営業所 東京都立川市高松町1-17-26 042-548-0851

練馬営業所 東京都練馬区高松2-27-21 03-5971-8755

八王子営業所 東京都八王子市大和田町7-21-15 0426-46-3733



杉本電機産業株式会社

江戸川営業所 東京都江戸川区南葛西5-6-6 03-5667-8240

板橋営業所 東京都板橋区高島平9-14-2 03-5921-0600

東大和営業所 東京都東大和市中央1-15-4 042-590-1173

調布・府中営業所 東京都府中市紅葉丘1-12-13 042-352-6741

東京南営業所 東京都港区芝浦4-3-4　田町きよたビル4F 03-5418-6381

甲府営業所 山梨県甲府市中小河原1-11-11 0555-41-1661

富士吉田営業所 山梨県富士吉田市吉田1224-1 0555-23-6677

川口営業所 埼玉県川口市末広1-26-8 048-227-0200

川越営業所 埼玉県川越市岸町3-8-4 049-238-3011

松戸営業所 千葉県松戸市竹ヶ花西町311-11 047-308-2877

船橋営業所 千葉県船橋市山野町46 047-495-0050

千葉営業所 千葉県千葉市中央区浜野町112-1 043-268-1011

静岡富士営業所 静岡県富士市日乃出町88 0545-55-5080

スズデン株式会社 東京都文京区湯島2-2-2 03-5689-8046

土浦営業所 茨城県土浦市桜町4-3-20　大樹生命土浦ビル2F 029-822-2161

日立営業所 茨城県日立市東金沢町1-20-18 0294-36-0023

厚木営業所 神奈川県厚木市恩名1-6-59　OMビル2F 046-225-6811

横浜ＦＡ営業所 神奈川県横浜市中区相生町6-113　オーク桜木町ビル6Ｆ 045-263-6821

北関東営業所 群馬県前橋市南町1-13-14　けやきヒルズ南町1F 027-212-2055

大宮営業所 埼玉県さいたま市大宮区宮原町3-306-6　杉ビル5　3F 03-6910-6853

千葉FA営業所 千葉県千葉市中央区新町18-10　千葉第一生命ビル3F 03-6910-6871

足立電材営業所 東京都足立区島根3-7-9　Maison　NOBU101 03-6910-6865

立川電材営業所 東京都国分寺市北町1-10-1 042-401-0620

東京営業所 東京都港区芝浦3－4－1　グランパークタワー13F 03-6910-6851

中央電材営業所 東京都港区芝浦3－4－1　グランパークタワー13F 03-6910-6865

特販営業所 東京都港区芝浦3－4－1　グランパークタワー13F 03-6910-6863

広域顧客営業所 東京都港区芝浦3－4－1　グランパークタワー13F 03-6910-6853

甲府営業所 山梨県甲府市国母8-26-7 055-226-4511

株式会社扇港電機 関東電材営業部 千葉県千葉市花見川区作新台4-13-12 043-257-4262

旭営業所 千葉県旭市二の966-6 0479-63-7691

北総営業所 千葉県印旛郡酒々井町飯積2-2-1 043-496-2661

銚子営業所 千葉県銚子市前宿町484 0479-23-3434



株式会社扇港電機

鹿島営業所 茨城健神栖市柳川2092-236 0479-46-4577

特販営業所 東京都港区東新橋2-12-7　住友東新橋ビル2号館6F 03-6402-5040

千葉中央営業所 千葉県千葉市中央区末広4-21-5 043-209-6701

千葉西営業所 千葉県千葉市花見川区作新台4-13-12 043-257-4700

東都営業所 千葉県船橋市藤原3-36-45 047-429-7800

電設営業部　東京営業所 東京都港区東新橋2-12-7　住友東新橋ビル2号館6F 03-5777-6551

田中商事株式会社 東京営業所 東京都品川区南大井3-2-2 03-3765-0251

川崎営業所 神奈川県川崎市川崎区大島上町23-2 044-366-8811

川崎北営業所 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷1-13 044-870-7721

相模原営業所 神奈川県相模原市磯辺1921-3 046-256-8150

横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区松見町3-1-2 045-432-1171

横浜南営業所 神奈川県横浜市港南区港南台9-12-10 045-833-7511

京浜営業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町3667 045-931-3955

所沢営業所 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東9-8 049-274-3501

川口営業所 埼玉県川口市南前川2-22-10 048-268-8611

川越営業所 埼玉県川越市六軒町2-9 049-225-7900

熊谷営業所 埼玉県熊谷市銀座5-7-11 048-599-2081

越谷営業所 埼玉県越谷市蒲生3-7-37 048-988-2811

大宮営業所 埼玉県さいたま市北区吉野町1-423-1 048-667-1161

沼津営業所 静岡県沼津市大岡438-3 055-962-1485

富士営業所 静岡県富士市錦町1-1-7 0545-52-5270

千葉営業所 千葉県千葉市中央区末広2-1-9 043-208-1311

船橋営業所 千葉県船橋市日の出1-18-2 047-420-0771

松戸営業所 千葉県松戸市千駄堀1802-1 047-312-1711

埼京営業所 東京都足立区六木3-11-12 03-5697-3530

城東営業所 東京都葛飾区東新小岩5-3-4 03-3696-7921

王子営業所 東京都北区堀船3-42-5 03-5959-3241

江東営業所 東京都江東区扇橋3-9-2 03-5665-1651

渋谷営業所 東京都渋谷区富ヶ谷2-18-3 03-5452-3151

城西営業所 東京都杉並区和泉4-47-27 03-3317-1401

城南営業所 東京都世田谷区千歳台2-28-7 03-5490-7801

城北営業所 東京都練馬区氷川台3-10-13 03-5920-3061

八王子営業所 東京都八王子市田町3-5 0426-27-3611



田中商事株式会社

町田営業所 東京都町田市小山町635-1 024-798-7281

多摩営業所 東京都三鷹市大沢6-9-13 0422-32-7611

宇都宮営業所 栃木県宇都宮市平松本町757-7 028-651-5481

テルヤ電機株式会社 東京都世田谷区用賀4-5-11 03-3707-1211

ソリューション営業所 東京都世田谷区用賀4－10－3　世田谷ビジネススクエア　ヒルズⅡ　5F 03-6411-7921

相模原営業所 神奈川県相模原市中央区富士見6-6-1 042-758-5101

平塚営業所 神奈川県平塚市幸区19-2 0463-21-5151

神奈川西営業所 神奈川県大和市桜森3-10-9　フローリッシュ桜森第1　1F 046-260-7111

かわさき営業所 神奈川県横浜市鶴見区矢向4-31-8 045-573-4611

横浜営業所 神奈川県横浜市緑区中山1-10-28　中山ガーデンハウス104 045-938-8511

川越営業所 埼玉県川越市新宿町6-3-6 0492-41-7911

春日部営業所 埼玉県春日部市谷原3-1-8　プレジデント谷原1F 048-739-7711

城東営業所 東京都葛飾区亀有4-31-16　コラボアーリ1F 03-5650-3111

多摩営業所 東京都八王子市兵衛2-36　A棟内 042-638-8211

流通営業所 東京都八王子市兵衛2-36　A棟内 042-683-4211

蒲田営業所 東京都大田区東糀谷5-12-7-1010 03-5735-7071

世田谷営業所 東京都世田谷区松原3-41-20 03-6379-1041

東芝電材マーケティング株式会社 関東支店　埼玉営業所 埼玉県さいたま市見沼区春岡1-14-7 048-684-1048

特販営業所 埼玉県さいたま市見沼区春岡1-14-7 048-680-1053

関東支店　神奈川営業所 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4-14-11 044-328-7791

北関東支店　大泉営業所 群馬県邑楽郡大泉町朝日5-26-19 027-663-1011

川越営業所 埼玉県川越市岸町2-23-4 0492-42-2743

千葉支店　木更津営業所 千葉県木更津市請西2-1-12 0438-37-6114

千葉支店　佐原営業所 千葉県佐原市佐原口2028-63 0478-55-8141

千葉支店　千葉営業所 千葉県千葉市中央区都町5-23-45 043-214-6288

千葉支店　東金営業所 千葉県東金市求名114-1 0475-58-0511

千葉支店　船橋営業所 千葉県船橋市本郷町670 047-318-1111

西東京営業所 東京都府中市美好町1-7-4 042-362-3001

北関東支店　宇都宮営業所 栃木県宇都宮市簗瀬3-11-11 028-634-3261

北関東支店　佐野営業所 栃木県佐野市高萩町494-2 0283-23-3363



東和電材株式会社 大宮営業所 埼玉県北足立郡伊奈町栄4-177 048-722-5691

川越営業所 埼玉県川越市神明町65-3 049-223-2666

浦和営業所 埼玉県さいたま市南区文蔵1-9-7 048-863-4811

行田営業所 埼玉県行田市門井町1-3-18 048-553-1306

所沢営業所 埼玉県所沢市中富南4-27-4 04-2943-4211

川口営業所 埼玉県川口市赤井4-12-1 048-280-5822

株式会社トベ 千葉営業所 千葉県千葉市花見川区幕張町1-7780-2 043-273-6405

首都圏電設営業所 千葉県千葉市花見川区幕張町1-7780-2 043-273-6405

石岡営業所 茨城県石岡市石岡1-15-2 0299-27-6600

水戸営業所 茨城県ひたちなか市高場2566-15 029-354-6610

横浜営業所 神奈川県横浜市泉区岡津町2382-1 045-810-1777

ニシムラ株式会社 東京営業部　東京1課 東京都大田区東六郷1-28-13 03-5714-0811

東京南営業部　東京2課 東京都大田区東六郷1-28-13 03-5714-0811

東京電設営業所 東京都大田区東六郷1-28-13 03-5714-0811

日産電業株式会社 茨城県小美玉市堅倉1638-5 0299-48-0001

石岡営業所 茨城県石岡市東石岡4-4-51 0299-26-0111

つくば営業所 茨城健つくば市稲荷前30-2 029-869-8124

水戸営業所 茨城県笠原町1263 029-243-5661

鹿嶋営業所 茨城県鹿嶋市宮中90-9 0299-82-1846

土浦営業所 茨城県土浦市中村南4-5-32 029-842-8211

日立営業所 茨城県日立市桜川町1-3-3 0294-34-4111

群馬営業所 群馬県太田市吉沢718-3 0276-37-2355

千葉営業所 千葉県匝瑳市八日市場市ホー270－1 0479-73-0111

栃木営業所 栃木県小山市横倉新田362-15 0285-27-2886

株式会社日本電商 特販営業部　東京 東京都荒川区荒川4-38-6 03-5615-2590

特販営業部　京浜 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎6-12　豊島恵風ビル303 045-576-3080

福西電機株式会社 首都圏電材営業所 東京都品川区東品川4-12-1　品川シーサイドサウスタワー8F 03-6836-2925

首都圏電設営業所 東京都品川区東品川4-12-1　品川シーサイドサウスタワー8F 03-6386-2501



藤井産業株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地41-3 028-662-7350

石岡営業所 茨城県石岡市旭台3-10-18 0299-26-7401

古河営業所 茨城県古河市女沼880-5 0280-92-8801

下妻営業所 茨城県下妻市羽子67-1 0296-30-5061

水海道営業所 茨城県常総市新井木町821 0297-23-5551

下館営業所 茨城県筑西市二木成998-1 0296-25-3535

つくば支店 茨城県土浦市卸町2-8-8 029-843-3422

日立支店 茨城県日立市久慈町6-7-15 0294-29-1661

水戸支店 茨城県水戸市小吹町1112-3 029-305-5051

竜ヶ崎営業所 茨城県竜ケ崎市出し山町142-1 0297-63-7871

太田支店 群馬県太田市東矢島町1420-1 0276-30-3101

前橋支店 群馬県前橋市西片貝町5-28-10 027-224-7551

久喜営業所 埼玉県久喜市河原井町19 0480-26-7330

さいたま支店 埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎973 048-689-2680

越谷営業所 埼玉県越谷市東越谷6-16-2 048-960-7891

埼玉西営業所 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1316-1 049-256-8091

入間営業所 埼玉県入間市扇台5-6-7 142-935-3935

本庄営業所 埼玉県児玉郡神川町大字植竹642-1 0495-71-5361

熊谷営業所 埼玉県熊谷市問屋町3-4-18 048-577-6681

柏営業所 千葉県柏市高田1113-1 04-7141-5571

東京支店 東京都千代田区内神田1-2-10 03-5282-3050

足利営業所 栃木県足利市問屋町1177-16 0284-72-5111

電設営業部 栃木県宇都宮市平出工業団地41-3 028-662-7350

電材部 栃木県宇都宮市平出工業団地41-3 028-662-7010

大田原営業所 栃木県大田原市本町1-2705-58 0287-20-3020

小山支店 栃木県小山市雨ヶ谷750-1 0285-27-3525

電材西営業所 栃木県鹿沼市栃木流通センター46 0289-76-0866

佐野営業所 栃木県佐野市大橋町3232-10 0283-22-9311

栃木営業所 栃木県栃木市大町25-25 0282-23-6211

黒磯営業所 栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛原1088-144 0287-63-5561

西那須野営業所 栃木県那須塩原市下永田1-1012-20 0287-47-4321

松原電機株式会社 東京都千代田区外神田5-4-13 03-3831-5365

埼玉営業所 埼玉県さいたま市岩槻区加倉4-6-12 048-758-2491



ミツワ電機株式会社 東京都中央区東日本橋2-26-3 03-6852-8211

東京第一営業所 東京都中央区東日本橋2-26-3 03-6852-8211

八王子営業所 東京都八王子市石川町2951-6 0426-31-5550

横浜営業所 神奈川県横浜市神奈川区反町1-6 045-321-4121

埼玉営業所 埼玉県さいたま市北区吉野町2-219-6 048-665-1111

千葉営業所 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-13-14 043-245-1765

茨城営業部　つくば営業所 茨城県つくば市東光台5-11-2 029-848-3171

茨城営業部　下館営業所 茨城県筑西市甲929 0296-24-2148

福島・栃木営業部　黒磯営業所 栃木県那須塩原市上大塚新田37-1 0287-64-2491

沼津営業所 静岡県駿車郡長泉町本宿622-1 055-980-6446

富士営業所 静岡県富士市厚原495-1 0545-72-6776

明治電機工業株式会社 東京支店 神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11　メットライフ新横浜ビル9F 045-476-5601

西東京営業所 東京都八王子市横山町25-6　ザイマックス八王子ビル6F 042-660-6676

株式会社シズデンシステム 静岡県駿河区曲金5-17-5 054-280-3333

東部支店 静岡県沼津市松長626-8 055-920-7177


