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矢部孝治 代表取締役

065-0043 札幌市東区苗穂町13-1-23

011-711-1161

011-711-1744

http://www.asakawa-t.co.jp

電気通信設備工事,電気工事の営業・施工・保守

札幌営業所

鈴木正人 所長

064-0825 札幌市中央区北5条西25-4-24

011-611-1711

011-611-1721

http://www.idknet.co.jp

情報通信機器の販売

沖電気工業㈱

北海道支社

桑原那佳 支店長

060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-44

ヒューリック札
011-231-8068
幌ビル

011-231-9898

http://www.oki.com/jp/

電子通信・情報処理・ソフトウエアの製造・販売・工事・保守

北海道

神田通信機㈱

札幌支店

森川幸一 支店長

060-0061

札幌市中央区南2条西11丁目
328-3

011-221-0375

011-221-1622

http://www.kandt.co.jp

電気通信設備工事設計施工･保守､消防施設工事

北海道

北第百通信電気㈱

渡辺敏郎 代表取締役

064-0805 札幌市中央区南5条西22-2-12

011-551-1712

011-551-0142

http://www.kdts.co.jp

情報通信設備に関する販売、設計、工事、保守

北海道

北原通信㈱

北原信行 代表取締役

080-0809 帯広市東9条南14-2

0155-22-2221

0155-26-3187

北海道

㈱光映堂シーエーブイ

宮田昌利 代表取締役

007-0846 札幌市東区北46条東19-1-1

011-789-2020

011-789-2050

http://www.kcav.co.jp

映像､音響､情報機器､コンピュータ(ソフト含む)及び付帯関
連商品の販売､システム設計､施工､保守

北海道

㈱さつでん

早川幸廣 代表取締役

065-0013 札幌市東区北13条東4-1-50

011-722-6111

011-722-6565

http://www.satsuden.co.jp

電気通信設備、電気設備、消防設備、無線設備、放送設
備の設計、施工及び保守

北海道

サンエス電気通信㈱

宮田昌利 代表取締役

084-8686 釧路市星ヶ浦大通1-7-1

0154-51-2946

0154-55-6657

http://www.sanesu.co.jp

電気通信設計･施工､構内交換機器､各種通信機器､ＯＡ機
器の販売

北海道

サンテレホン㈱

熊谷康二 所長

060-0007 札幌市中央区北7条西16丁目

011-611-1400

011-611-1403

http://www.suntel.co.jp

情報通信、音声、ネットワーク機器及び工事材料のＩＣＴ総
合商社

北海道

三立電気㈱

酒井好一 代表取締役

040-0073 函館市宮前町2-7

0138-42-2235

0138-42-2237

電気通信設備工事設計施工及び保守

北海道

新日本通信工業㈱

石林恒二 代表取締役

060-0033 札幌市中央区北3条東3-1-7

011-271-3883

011-271-6393

構内交換機及び付属設備の設計販売･施工･保守

北海道

㈱高文

札幌営業所

大坂浩之 所長

064-0806 札幌市中央区南6条西24-3-30

011-563-0181

011-563-0183

http://www.takabun.co.jp

電気通信施設用材料､交換機､通信機器､通信ケーブル及
ぴ架線金物などの販売､卸

北海道

ダイコー通産㈱

札幌営業所

北岡栄治 所長

007-0861

札幌市東区伏古1条2丁目3番
13号

011-806-0073

011-806-0600

http://www.daiko-tsusan.co.jp

ケーブルテレビ、情報通信用ケーブル、諸材料、諸機材販
売

北海道

㈱つうけんアクティブ

牧野哲也 代表取締役

064-0920

札幌市中央区南20条西１０丁目 つうけん南ビ
011-530-0900
3番5号
ル内

011-530-0904

http://www.tsukenactive.com/

通信設備工事の設計・施工及びメンテナンス、コンピュータ
及び周辺機器・通信機器の販売

北海道

都築電気㈱

川橋啓史 支店長

060-0051

札幌市中央区南1条東1丁目3
番地

パークイース
011-221-1161
ト札幌

011-281-0117

http://www.tsuzuki.co.jp

電気通信設備工事及び保守､通信機器販売

北海道

東洋通工㈱

塚野英吉 代表取締役

080-0025 帯広市西15条南10-１

0155-34-3906

0155-34-6699

http://www.toyotsuko.co.jp

電気通信設備､消防用設備の販売、設計・施工・保守

北海道

㈱日進通工

佐川寿夫 代表取締役

007-0865 札幌市東区伏古5条5-4-15

011-783-9851

011-783-9853

http://www.nissinnet.co.jp

総合通信設備工事

北海道

日本コムシス㈱

北海道支店

北畑雅彦 支店長

060-0004 札幌市中央区北4条西15-1-23

011-205-3800

011-663-7065

http://www.comsys.co.jp

ＩＴ関連システム及び各種情報通信設備の設計・施工・保
守、情報処理関連の設計・施工・保守

北海道

日本電気㈱

北海道支社

本多 仁 支社長

060-0042 札幌市中央区大通西4-1

011-231-0161

011-231-0121

http://jpn.nec.com

ＩＴＳＬ事業、キャリアＮＷ事業、社会インフラ事業、パーソナ
ルＳＬ事業及びこれらに付帯する工事

北海道

㈱ノーザンコムテック

本社

阿部 匠 代表取締役

078-8231 旭川市豊岡1条3丁目3－23

0166－33－9686 0166－33－9721 http://www.north-com.co.jp

電話交換設備施工・保守、ネットワーク･無線通信設備施
工・保守、電気･空調･ビル管理システム事業

北海道

㈲フォーネット通信

谷川 勉 代表取締役

080-0035 帯広市西5条北4-7

0155-20-2070

0155-20-2850

情報通信設備工事･保守

北海道

扶桑電通㈱

札幌イースト
011-281-6311
スクエア

011-281-4262

札幌営業所

北海道支店

北海道支店

池田昌和

執行役員
支店長

060-0031 札幌市中央区北1条東1-6-5

インテリアヤ
マトビル

新大通ビル

電気通信設備､情報ネットワーク設備、電気設備､消防等設
備の設計･工事･保守

http://www.fusodentsu.co.jp/

電気通信設備工事設計施工､通信機器の販売及び修理
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㈱北海道日立システム
ズ

代表取締役取
巽 謙治
060-0042 札幌市中央区大通西3-11
締役社長

北海道

北興通信㈱

池田好孝 代表取締役

北海道

明協通信機㈱

千田和子 代表取締役

ビル名

電話番号

FAX番号

URL

事業内容

011-281-7311

011-281-7352

http://www.hokkaido-hitachi- システム構築・運用･監視･保守事業。ネットワーク事業。情
systems.co.jp/
報通信機器・ソフトウエアの販売と保守

041-0808 函館市桔梗4-4-16

0138-47-7030

0138-47-7033

http://www.hokko.jp

消防用設備・用品、通信設備、電気設備、教育機器等の工
事・保守点検・修理全般

064-0805 札幌市中央区南5条西24-1-39

011-563-0111

011-563-4221

http://www.meikyou.co.jp

構内交換電話設備工事施工･保守

北洋ビル9Ｆ

