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四国地方本部 会員名簿
都道府県

社名

支店名

代表者名

代表者役職

〒

所在地

ビル名

電話番号

FAX番号

URL

事業内容

愛媛県

㈲天野電話設備商会

天野正彦 代表取締役 791-1102 松山市来住町1395-1

089-975-5555㈹

089-975-6666

愛媛県

㈱イオタオーエーシス
テム

渡邊秀治 代表取締役 790-0922 松山市星岡１丁目28-1

089-958-2360㈹

089-958-2361

http://www.iotaoa.com

愛媛県

エース電子サービス
㈱

089-923-1181㈹

089-923-6677

http://www.iyo.ne.jp/acde 構内交換設備・ネットワーク構築・弱電設備設計・施工・保守、情報通
/
信機器・無線機器等の販売

香川県

㈱エスケイ電業

佐藤佳生 代表取締役 761-0441 高松市由良町560-1

087-848-1579

087-848-1540

http://www.skdengyo.co.jp 電気工事業・電気通信工事業

愛媛県

愛媛通信建設㈱

天野浩司 代表取締役 791-1102 松山市来住町1395-2

089-976-3311㈹

089-976-3333

http://www.ehime-t.com

無線・有線・ＴＶ共聴等電気通信施設の設計・施工、ＯＡ機器販売

香川県

沖電気工業㈱

平野康浩 四国支社長 760-0017 高松市番町1-7-5

087-822-1312㈹

087-822-6886

http://www.oki.co.jp

情報通信機器の製造販売

香川県

㈱カナック

石橋雄二 代表取締役 761-0492 高松市三谷町136

087-889-8111

087-888-1115

http://www.kanac.co.jp/

電気通信設備工事請負、電気通信機器の販売・施工

香川県

㈱カナック・ビジネス・
ソリューション

尾﨑一仁 代表取締役 761-0450 高松市三谷町136

087-813-9003

087-813-9005

情報通信設備、電気通信設備、電気設備及び付帯設備の建設、保守
管理。情報処理業務並びに情報処理機器及びｿﾌﾄｳｪｱの販売、保守

高知県

㈱共同電設

西森晃一 代表取締役 781-8136 高知市一宮西町2丁目7番5号

088-846-0026

088-846-0282

電気通信工事業,とび・土工工事業、電気工事業、消防施設工事業

香川県

㈱協和エクシオ

藤原義典 四国支店長 761-0301 高松市林町148-20

087-865-8005

087-865-8006

http://www.exeo.co.jp

情報通信設備及び電気・環境設備の設計・施工・保守

香川県

協和テクノロジィズ㈱ 香川事業所

揚戸洋支 事業所長

087-802-2141

087-802-2143

http://www.kyotec.co.jp

電気通信機器販売、設備工事、保安工事

香川県

㈱ Ｋ＆Ｎ

鎌田 智

代表取締役 769-1101 三豊市詫間町詫間4894

0875-83-9688

0875-83-9689

香川県

サンテレホン㈱

高松営業所

幸 秀行

高松営業所
760-0064 高松市朝日新町29-16
長

087-822-8001㈹

087-822-3540

http://www.suntel.co.jp

通信機器、ＯＡ機器、ＣＡＴＶ及び工事諸材料の卸販売

愛媛県

サンテレホン㈱

松山担当

幸 秀行

高松営業所
760-0064 高松市朝日新町29-16
長

087-822-8001㈹

087-822-3540

http://www.suntel.co.jp

通信機器、ＯＡ機器、ＣＡＴＶ及び工事諸材料の卸販売

高知県

㈱ＣＡＴＶセンター

髙橋好子 代表取締役 783-0064 南国市宍崎49番2

088-862-2100

088-862-2299

愛媛県

四国通建㈱

阿部 健

0898-32-5555㈹

0898-24-0039

愛媛県

四国電話建設㈱

宮脇誠二 代表取締役 790-0931 松山市西石井1丁目3番22号

089-957-1188㈹

089-958-8811

高知県

四国電話工業㈱

工藤貴史 代表取締役 780-0812 高知市若松町11-21

088-885-5000㈹

088-882-9711

http://www.sdkco.com/

高知県

新進電気販売㈱

浜田展吉 代表取締役 780-8008 高知市潮新町2-16-11

088-832-1212

088-832-1080

http://www.sinsindenki.co.j
電気通信機器・ＯＡ機器・ネットワーク機器等の販売・構築及び工事
p

高知県

㈱シンニチ

百田 豊

088-860-5811㈹

088-860-5814

香川県

㈱瀬戸内コムテック

平賀健太郎 代表取締役 761-0102 高松市新田町甲2483-6

087-841-2957

087-843-1766

高知県

㈱双電社

内山建海 代表取締役 781-5106 高知市介良乙3729-26

088-860-0125

088-860-2234

愛媛県

ダイコー通産㈱

河田 晃

089-923-2288㈹

089-923-3622

http://daiko-tsusan.co.jp

電話機及びにこれに付帯する材料の卸販売

香川県

高松テレホン建設㈱

松川丈介 代表取締役 761-8044 高松市円座町300-3

087-886-5555

087-886-8777

http://www.takatele.co.jp

ＮＴＴ通信工事、ビジネスホン工事、ケーブルＴＶ工事、その他ネット
ワーク工事

麓 譲

四国支社

四国支店

高知支店

代表取締役 791-8013 松山市山越 6-15-16

760-0078 高松市今里町1-9-14

代表取締役 794-0027 今治市南大門町1-1-15

支店長

781-5106 高知市介良字二岩乙3729-27

代表取締役 791-8012 松山市姫原3-6-11

ｶﾅｯｸﾋﾞﾙ別棟2階

電気通信工事、電気工事及びＯＡ機器等の設計・販売・施工・保守
LANﾈｯﾄﾜｰｸ通信設備、各種通信機器・OA機器販売・施工・保守、移
動体通信基地局建設・調整・保守

電気工事、情報システム工事、架線工事

辺地共聴、ＣＡＴＶの設計・施工・保守
http://www.stk.co.jp

電気工事、電気通信工事、一般土木建築工事、情報機器等販売
電気通信工事、ＯＡ・通信機器の販売・設計・施工・保守管理
ＩＴ機器販売、情報通信の設計・工事、電気通信工事業

通信機器、電気機器の販売・工事設計・施工
http://www.setocom.co.jp/

建設業許可業種の設計施工、建築物及び工作物の設計、監理業務
電気工事業、電気通信工事業
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香川県

田中通信工業㈱

西条 仁

愛媛県

中央通信工業㈱

香川県

http://www.tanakatsushin.co.jp/

非常放送・防犯カメラ・ビジネス電話・ナースコール設備などの設計施
工・ホームページ構築他

0877-49-2822㈹

0877-49-2823

片山大吾 代表取締役 790-0951 松山市天山3-9-5

089-941-7399㈹

089-941-7553

通信機器の販売・設計・施工ならびに保守

中央電機工業㈱

日下博史 代表取締役 760-0071 高松市藤塚町1-12-1

087-861-7441㈹

087-834-1979

沖電気特約店、ビルの電話・放送、防災行政無線・光及び伝送路設
備等の販売・施工

高知県

㈱常光電機

氏原信幸 代表取締役 781-5102 高知市大津甲1418-29

088-866-2893

088-866-7809

光ケーブル敷設・撤去、通信工事全般

徳島県

剣通信工業㈱

山本 健

代表取締役 770-8073 徳島市八万町上福万203-1

088-668-3460㈹

088-668-6877

ＣＡＴＶ、無線、ＰＢＸ、ＯＡ機器、防災設備の設計・施工・保守

愛媛県

㈲テクノ通信サービス

岡本 誠

代表取締役 791-1106 松山市今在家4丁目11番24号

089-958-8666

089-958-6411

情報通信設備設計・施工

愛媛県

㈱テルテック四国

小林茂樹 代表取締役 791-8013 松山市山越3-15-15

ＮＴＴ山越北ビル別棟 089-989-5866

089-989-5868

愛媛県

㈲テレコムプランニン
グ愛媛

山内清武 代表取締役 790-0941 松山市和泉南2-9-10

089-969-1220

089-905-0018

徳島県

㈱電信

久保勇仁 代表取締役 771-0137

088-665-6366㈹

088-665-3885

高知県

東高電通㈱

松岡潤吉 代表取締役 780-0814 高知市稲荷町7-13

088-882-2171㈹

088-882-6377

徳島県

東和工業㈱

阿部和英 代表取締役 770-0942 徳島市昭和町4-12

088-622-9151㈹

088-626-5441

http://www.towagroup.jp/

ＩＰ・ＰＢＸ、ネットワーク、電機通信設備の設計・施工・保守、ＦＡＸ・複
合機・ＰＣ等のＯＡ機器販売

香川県

㈱ドコモＣＳ四国

立石真弓 代表取締役 760-0018 高松市天神前９－１

087-832-2112

087-832-2110

http://www.docomo-csshikoku.co.jp/

移動通信の建設・保守及び付帯業務

高知県

土佐通信システム㈱

市村 進

代表取締役 780-0055 高知市江陽町10-24

088-883-0250

088-883-0501

電気・電気通信工事業

愛媛県

ナベックス㈲

渡辺和彦 代表取締役 791-8036 松山市高岡町143-2

089-968-7270

089-968-7271

電気及び電気通信工事業

愛媛県

日興通信㈱

桑野明彦 代表取締役 791-8016 松山市久万ノ台908-2

089-923-3333㈹

089-925-3603

電気通信工事の設計・施工・保守、情報通信機器の販売

高知県

日本通信工業㈱

正岡康男 代表取締役 780-0813 高知市青柳町49番1号

088-880-9640

088-883-5700

香川県

日本電気㈱

087-836-1200㈹

087-836-1222

電気通信機器製造販売

高知県

㈲平田通信

0880-34-8638

0880-34-8639

電気通信工事

愛媛県

㈱フォステクノ四国

愛媛支店

村田利郎 支店長

790-0056 松山市土居田町142

089-941-2212

089-921-2313

http://www.ftshikoku.co.jp

電気通信設備、情報通信機器、各種ネットワーク機器設、PC、複合機
等ＯＡ機器の設計・施工・保守

高知県

㈱フォステクノ四国

高知支店

大谷光利 支店長

780-8010 高知市桟橋通4-16-42

088-832-2300

088-832-2354

http://www.ndk-ci.co.jp

電気通信設備、ＯＡ機器、ソフトの設計・施工・販売及び保守

徳島県

㈱フォステクノ四国

088-672-5190

088-672-5192

http://ft-shikoku.co.jp

電気通信設備、ＯＡ機器、ソフトの設計・施工・販売及び保守

香川県

扶桑電通㈱

087-835-0557㈹

087-835-0663

http://www.fusodentsu.co.
有・無線通信設備、コンピュータ、ＯＡ機器の販売・施工・保守
jp/

高知県

朝日生命高知ビル8Ｆ 088-873-0706㈹

088-873-0792

http://www.fusodentsu.co.
有・無線通信設備、コンピュータ、ＯＡ機器の販売・施工・保守
jp/

徳島伊予ビル

088-654-7676㈹

088-654-7649

http://www.fusodentsu.co.
有・無線通信設備、コンピュータ、ＯＡ機器の販売・施工・保守
jp/

松山第2電気ビル5階 089-931-8896㈹

089-931-8897

http://www.fusodentsu.co. 電気通信機器、電気機器、情報処理機器販売、設計、施工、保守 電
jp/
気工事、通信工事の設計、施工、管理

087-868-0120

http://www.mrt.mirait.co.jp 電気工事、電気通信工事

四国支社

代表取締役 769-0227 綾歌郡宇多津町3516-1

徳島市川内町平石若宮121番地
1

松尾達宏 四国支社長 760-0008 高松市中野町29-2
平田清久 代表取締役 787-0033

ドコモ四国ビル

高松パークビル

四万十市中村大橋通7丁目1221 八反原Kﾊｲﾂ102号

渡辺 悟

代表取締役 779-0108 板野郡板野町犬伏字東谷6-16

四国支店

山田 均

執行役員支
760-0018 高松市天神前10-1
店長

扶桑電通㈱

高知営業所

秋山治香 所長

徳島県

扶桑電通㈱

徳島営業所

森内耕一

愛媛県

扶桑電通㈱

松山営業所

市原京吾 所長

790-0022 松山市永代町13

香川県

㈱ミライト

四国支店

山地則昭 支店長

761-0301 高松市林町2549-5

780-0870 高知市本町4-2-44

徳島営業所
770-0939 徳島市かちどき橋2-29-1
長

高松天神前ビル

087-868-0355

http://www.teltec.co.jp

電気通信工事業
情報通信設備の販売・工事・保守

http://www.densin.co.jp

無線中継所の設計・施工・保守、ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝの設計・施工・保
守、環境商品、LED照明の開発・製造・販売
通信機器、防災設備、音響設備の販売・工事・保守

http://www.ntk-kochi.jp

電気通信設備、ナースコール設備・WiFi設備・防犯設備、PCセキュリ
ティー設備、設計・施工・販売・保守
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徳島県

㈲山村エンジニアリン
グ

山村孝志 代表取締役 770-8054 徳島市山城西4-22

088-625-0811㈹

088-625-0576

愛媛県

ワンサ㈱

正岡 均

089-911-1202

089-911-1206

代表取締役 791-8025 松山市衣山1-2-12

電気、情報、通信機器の販売・施工・保守
http://www.onesa.net

情報機器・システム開発、セキュリティ機器販売・施工

