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中央支店 （1/2）

会社名 代表者名 住所 TEL

⻘葉⼯業 株式会社 山口 政幸 ⼤阪府富⽥林市⼭⼿町1-1 0721-34-8977

株式会社 あさぎり造園 川口 直敏 ⼤阪府堺市美原区⿊⼭845 072-362-5705

有限会社 東電工 東 勲 大阪府東大阪市吉田下島25-52 072-927-2103

安積建設 株式会社 安積 輝義 大阪府枚方市田口4-59-8 072-848-0460

有限会社 大塚電業 中島 強 大阪府交野市私部4-32-9 072-892-2492

有限会社 岡嶋電業舎 岡嶋 敏昭 大阪府東大阪市上四条町10-11 072-981-7251

奥村組土木興業 株式会社 奥村 安正 大阪府大阪市港区三先1-11-18 06-6572-5301

株式会社 協⽴電設 小牟田 敏雄 大阪府交野市郡津3-25-31 090-3266-6250

有限会社 清髙電気工業 清髙 健一 大阪府高槻市大冠町3-23-25 072-661-7149

株式会社 桑原建設 桑原 唯 奈良県⾹芝市鎌⽥669 0745-76-2468

下江電気工事 株式会社 下江 茂樹 兵庫県尼崎市大島3-27-20 06-6416-4968

有限会社 信和電気工事 永元 泰⺠ ⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江5-3-13 204号 06-6458-6210

有限会社 杉本電工 杉本 文子 大阪府大阪市港区波除3-3-3 06-6582-6482

双和設計工事 株式会社 中村 隆一 大阪府大阪市都島区都島南通1-8-1 06-6923-3052

株式会社 大新電気 鶉尾 昌史 大阪府枚方市渚栄町7-6 072-848-2678

中磯電気 上野 恵司 ⼤阪府豊中市上野⻄4-8-41 310号 06-6853-6583

株式会社 中田電業社 中田 一成 ⼤阪府⼤阪市平野区⻑吉川辺3-16-9 06-6703-4544

2022年12月27日現在

《トップへ戻る》

※50音順

次ページ続く

http://www.azumi-kensetsu.co.jp/
https://www.okumuradbk.co.jp/
https://atcompany.jp/kyouritu/
https://www.souwa-sk.com/


中央支店 （2/2）

会社名 代表者名 住所 TEL

有限会社 中納電気 中納 浩一 大阪府寝屋川市打上新町20-5 072-396-9041

⻄⼭電気商会 ⻄⼭ 保 大阪府大阪市千代崎2-22-15 06-6581-2586

⻑⾕川電気⼯業 ⻑⾕川 新一 大阪府枚方市天之川町2-140 072-840-5101

浜田電気工業所 浜田 順一 ⼤阪府⼤阪市東住吉区⻄今川1-5-5 06-6713-0636

兵庫奥栄建設 株式会社 米田 憲二 兵庫県神⼾市灘区岩屋中町1-4-19 078-882-2771

有限会社 Ｆｕｊｉｍｉ 藤原 晴⺒ 大阪府茨木市真砂1-2-47 072-657-8456

株式会社 松永電気工業 堀川 勉 大阪府大阪市東住吉区今川8-12-11 06-6703-2285

松村電気工業 株式会社 舟積 誠司 大阪府四条畷市中野本町25-4 072-877-2605

みらい建設工業 株式会社 大阪支店 相良 宏介 ⼤阪府⼤阪市北区⼤淀南1-4-15 06-6453-6936

美和電気工事 株式会社 岩﨑 国夫 ⼤阪府⼤阪市⻄淀川区千⾈3-7-8 06-6474-1722

有限会社 ヨコヤ電化センター 横谷 武志 大阪府柏原市石川町6-83 072-978-4147

株式会社 ワタベ 渡部 憲一 大阪府大阪市住吉区清水丘1-27-18 06-6673-3061

2022年12月27日現在

《トップへ戻る》

※50音順

https://nakanoudenki.wixsite.com/website
http://www.hyogo-okuei.co.jp/
https://www.mirai-const.co.jp/
https://yokoya-ec.co.jp
https://www.watabe-ee.com/


京都支店

会社名 代表者名 住所 TEL

安積建設 株式会社 安積 輝義 大阪府枚方市田口4-59-8 072-848-0460

有限会社 岩鼻電工 木村 泰崇 京都府⼋幡市⼋幡双栗60-5 075-983-2419

株式会社 ウェスコム ⼩⻄ 一範 京都府京都市山科区椥辻平田町100 075-502-4141

有限会社 北村電気 北村 敬之 京都府京都市北区上賀茂豊⽥町25 075-722-0226

京和電気商会 有限会社 加島 孝一 京都府船井郡京丹波町本庄⽯原13-1 0771-84-0090

株式会社 サイシン総合作業 齋藤 隆太 京都府京都市⻄京区⼤原野北春⽇町1064 075-331-0854

株式会社 坂井工務店 坂井 次雄 京都府京都市南区上鳥羽清井町74-2 075-691-2976

株式会社 佐々木電工 佐々木 和彦 京都府京都市⻄京区御陵峰ヶ堂町1-13-4 075-333-0291

曾根電工 株式会社 曾根 雄介 京都府福知山市字牧1339-4 0773-33-3515

有限会社 大京電設 別所 春彦 滋賀県草津市⻘地町842-8 077-562-0148

株式会社 たかでん 高橋 史郎 京都府⻑岡京市今⾥⾙川11-2 075-954-6977

藤英電気工事 株式会社 前田 一昭 京都府京都市伏⾒区⽵⽥⻄段川原町145 075-643-2213

株式会社 東洋電設 山本 茂生 京都府向⽇市寺⼾町⼭縄⼿2-95 075-935-3254

光工業 株式会社 喜多川 光世 京都府京都市伏⾒区⽵⽥中島町5 075-641-5361

二川電設 株式会社 二川 道明 京都府京都市伏⾒区⽻束師古川町277-1 075-921-4904

明清建設工業 株式会社 本間 太郎 京都府京都市南区上⿃⽻尻切町4 075-681-7561

株式会社 安田電工 上間 久史 京都府京都市上京区山名町818-1-503 075-468-7989

湯浅電設 株式会社 湯浅 英司 京都府宇治市宇治蛇塚25-6 0774-20-3414

2022年12月27日現在

《トップへ戻る》

※50音順

http://www.azumi-kensetsu.co.jp/
https://sakai-koumuten.com/
https://www.sonedenko.com/
https://www.touei-elec.com/
https://hikari-group.co.jp/


神⼾⽀店

会社名 代表者名 住所 TEL

株式会社 秋本組 秋本 賢 兵庫県尼崎市南武庫之荘11-2-1 06-6438-2478

東電工 東 由則 兵庫県加古郡稲美町国安1132-8 090-5069-8506

有限会社 五十川電工 五十川 裕晃 兵庫県⻄宮市染殿町3-10 0798-34-8713

有限会社 一壯 ⽊⼾ 久子 兵庫県加古川市平岡町中野786-1 079-437-6938

有限会社 誠和電工 榎 博 兵庫県神⼾市灘区⽔道筋5-3-7 202号 078-802-0281

有限会社 全淡電気商会 高町 昌宏 兵庫県洲本市桑間327 0799-23-2422

有限会社 徳永電工 徳永 正彦 兵庫県神⼾市⻑⽥区宮川町9-2-9 078-612-3955

中谷電気工事 株式会社 中谷 憲司 ⼤阪府⼤阪市⻄淀川区佃5-4-31 06-6478-5125

有限会社 浜野電工 濱野 浩幸 兵庫県神⼾市⻄区伊川⾕町有瀬1507-1 078-202-2436

有限会社 富士電気工事 柿本 俊宏 兵庫県神⼾市⻑⽥区梅ケ⾹町1-15-4 078-681-6044

有限会社 馬渡電工 馬渡 均 兵庫県明石市新明町8-31 078-936-9021

株式会社 淀水電気工事商会 藤本 久昭 ⼤阪府⼤阪市⻄淀川区姫⾥1-5-29 06-6472-4231

2022年12月27日現在

《トップへ戻る》

※50音順

http://www.akimotogumi.co.jp
https://isogawadenkou.com/
https://nakaden-co.jimdofree.com/


姫路⽀店

会社名 代表者名 住所 TEL

石井電設工事 株式会社 石井 克彦 兵庫県加東市大門375-3 0795-42-5032

有限会社 一壯 ⽊⼾ 久子 兵庫県加古川市平岡町中野786-1 079-437-6938

株式会社 エムティシー 宗利 俊男 兵庫県姫路市書写2421-1 079-267-3333

有限会社 済木電気 済木 兼一 兵庫県美方郡新温泉町湯1676-7 0796-92-1130

有限会社 斎藤造園 齋藤 太一 兵庫県豊岡市城崎町今津584 0796-32-3077

⼭陽神⼾建設 株式会社 山口 陽 兵庫県神⼾市北区桂⽊3-26-18 0794-68-5777

菅原土木 株式会社 菅原 常善 兵庫県姫路市下⼿野6-3-14 079-297-5100

株式会社 ダイワ技研 大野 和成 兵庫県⻄宮市上甲⼦園1-1-22 0798-42-3550

友田建設 株式会社 友田 匡則 兵庫県豊岡市大磯町4-5 0796-22-5388

兵庫奥栄建設 株式会社 米田 憲二 兵庫県神⼾市灘区岩屋中町1-4-19 078-882-2771

株式会社 平野組 平野 勝也 兵庫県姫路市広畑区蒲⽥5-1715 079-239-4804

有限会社 藤岡工業 藤岡 寿久 兵庫県宍粟市山崎町市場201 0790-62-2045

株式会社 ホソノテック 細野 公利 兵庫県姫路市林⽥町六九⾕966-1 079-261-2137

有限会社 森元電設 森元 達也 兵庫県加古川市加古川町⻄河原50-1 079-423-4200

2022年12月27日現在

《トップへ戻る》

※50音順

https://sanyokobe.com
https://www.daiwagiken.net/
http://www.tomoda-kk.co.jp/
http://www.hyogo-okuei.co.jp/
http://www.hiranogumi.jp/
https://fujioka365net.com/
https://hosonotec.co.jp/


奈良⽀店

会社名 代表者名 住所 TEL

株式会社 荒井電設 荒井 尚幸 京都府⽊津川市州⾒台1-27-2 090-3284-8926

株式会社 イワモト土木 岩本 成烈 ⼤阪府⼤阪市住吉区遠⾥⼩野6-16-13 06-6608-1502

遠藤電気商会 遠藤 亮 奈良県橿原市飯⾼町331-6 090-7764-6990

⼤⻄造園⼟⽊ ⼤⻄ 健心 奈良県橿原市地⻩町214-11 0744-24-5948

木口班 木口 弘 奈良県桜井市初瀬1471 090-2117-9416

株式会社 桐山工務店 桐山 雅貴 奈良県天理市勾⽥町415 0743-62-1795

小泉建設 株式会社 小泉 美智子 奈良県吉野郡⼤淀町岩壺258 0747-52-7733

有限会社 ⼩⾕整林 小谷 重次 奈良県吉野郡⼤淀町⼤字桧垣本1010-436 080-2475-8509

株式会社 ⽥合林業 田合 豪 奈良県宇陀郡曽爾村⻑野943 080-1464-4435

有限会社 ⻄川電気⼯事 ⻄川 隆史 ⼤阪府東⼤阪市横⼩路町2-1-16 090-1441-6060

野迫川村森林組合 雪谷 明良 奈良県吉野郡野迫川村⼤字北股36 0747-37-2002

株式会社 藤岡電設 藤岡 渡 奈良県磯城郡⽥原本町⻄⽵⽥180-2 080-1496-3805

株式会社 北和電設 松本 貴仁 奈良県奈良市柏⽊町150-4 0742-35-0123

株式会社 森土建 森 佳之 奈良県⼤和⾼⽥市市場485-2 090-3276-0657

2022年12月27日現在

《トップへ戻る》

※50音順

https://iwamotodoboku.co.jp/
https://r.goope.jp/endodenki
http://www.hokuwadensetsu.jp/company/


和歌山支店

会社名 代表者名 住所 TEL

株式会社 板谷組 板谷 浩伸 和歌山県和歌山市杭ノ瀬132-1 073-474-1825

岩尾 眞 岩尾 眞 和歌山県和歌山市伊太祈曽27-5 073-478-0360

エム建設 株式会社 藤山 誉文 和歌山県岩出市高塚231-7 0736-61-5325

紀宝電設 株式会社 谷上 榮一 和歌山県和歌山市岩橋624-2 073-472-3589

有限会社 五味班 佐々木 和美 和歌⼭県⽥辺市上万呂131-15 0739-25-1627

株式会社 堂本組 堂本 大地 和歌山県田辺市天神﨑3-21 0739-24-6760

中出組 中出 雄士 和歌山県海草郡紀美野町大角293-1 073-495-2694

有限会社 中弘 中井 基弘 和歌山県紀の川市粉河622-11 0736-73-6100

初島電設 株式会社 竹村 克治 和歌山県和歌山市内原772-1 073-446-4488

光電気 中谷 光一 和歌山県和歌山市有本169-8 073-474-4620

株式会社 道電工 道窪 唯志 三重県南牟婁郡御浜町志原972-1 05979-9-1500

ミヤイ電設 株式会社 宮井 政実 和歌⼭県和歌⼭市⻄浜897-16 073-444-2568

目野電気商会 目野 照男 和歌⼭県和歌⼭市⽑⾒1040-9 073-489-4330

有限会社 安田電設 安田 輝明 和歌⼭県⽥辺市中万呂782-39 0739-22-7289

佑建設 株式会社 石垣 芳郎 三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖446-1 0735-21-1510

2022年12月27日現在

《トップへ戻る》

※50音順

https://doumotogumi.co.jp/
https://hatsuden4488.co.jp/


滋賀支店

会社名 代表者名 住所 TEL

太田建設 株式会社 太田 永周 滋賀県大津市際川4-12-40 077-578-1397

有限会社 大橋電工 大橋 政善 滋賀県東近江市南清水町440-3 0749-45-1548

株式会社 ジンジ 松本 智子 滋賀県⼤津市仰⽊の⾥5-15-1 077-571-1448

株式会社 大進庭石 三田 勝也 京都府⼋幡市⼋幡⼥郎花68 075-983-2788

村岡通信建設 株式会社 村岡 篤 滋賀県草津市矢橋町2075-1 077-562-7455

柚電気 株式会社 柚 政治 滋賀県栗東市下⼾⼭1083-2 077-554-2929

2022年12月27日現在

《トップへ戻る》

※50音順

http://www.ota-co.jp/
https://www.jinji-ecopark.com/
http://www.muraoka-tk.com/corporate.html

