
支部・区 事業所名 代表者 住所 電話番号
中濃関 田中電気工事㈱ 田中 健司 関市下有知4241番地の1 0575-22-6222
中濃関 第一電力㈱ 森 茂 関市大平町1丁目47番地 0575-22-0730
中濃関 ㈱土屋電気商会 土屋 勤 関市出来町25番地 0575-22-0528
中濃関 ㈱東海電業社 鈴木 明 関市吉田町29番地 0575-22-1215
中濃関 川島電設㈱ 川島 健太 関市西欠ノ下21番地の1 0575-23-0685
中濃関 イチヤナギ電気商会 一柳 久人 関市緑町1丁目6番5号 0575-22-5965
中濃関 関電設 朝日 和政 関市東新町3丁目915番地24 0575-22-7903
中濃関 西出電気商会 西出 鋹昭 関市平賀町4丁目6番地2 0575-24-0828
中濃関 ㈲奥田電気工事 奥田 恵介 関市広見793番地 0575-22-7690
中濃関 ㈲井尻電気 井尻 徳卓 関市西神野924番地5 0575-29-0258
中濃関 ㈱仁電気商会 渡辺 朋仁 関市吉野町8番15号 0575-23-1396
中濃関 ㈲東武電工社 奥田 朋久 関市下之保2987番地 0575-49-2014
中濃関 ㈱増井電気工事 増井 信五 関市東町3丁目3番29号 0575-22-8428
中濃関 片桐電設㈱ 片桐 崇 関市小瀬2736番地1 0575-23-2080
中濃関 福田電設社 福田 利之 関市弥生町1丁目4番33号 0575-22-5484
中濃関 堀電気工事 堀 好晴 関市広見336番地1 0575-22-4615
中濃関 藤野電設 藤野 善彦 関市上之保3278番地 0575-47-2296
中濃関 ㈱フタバ電興社 西村 博己 関市山王通1丁目6番12号 0575-24-3125
中濃関 ㈲横山電業 横山 将己 関市前山町7番3号 0575-23-3299
中濃関 ㈲クマデン 熊﨑 敏典 関市小屋名882番地の5 0575-28-3885
中濃関 ㈱日発電工 加藤 正和 関市山田1062番地の4 0575-28-3313
中濃関 村井電気商会 村井 晃 関市寿町1丁目3番22号 0575-22-4010
中濃関 トラスト電工㈱ 藤川 敬太 加茂郡富加町羽生1488番地1 0574-42-8176
中濃関 石原電気工事㈱ 石原 幸成 関市仲町16番32号 0575-46-9889
中濃関 ㈲小川電気商会 小川 素弘 美濃市曽代498番地の1 0575-33-2007
中濃関 イーテックサービス㈲ 市原 常晴 美濃市⾧瀬4番地の1 0575-31-0565
中濃関 洞戸電気商会 内藤 雅也 関市洞戸市場33番地2 0581-58-2636
中濃関 ㈲ニッシン ⾧屋 浩基 関市板取4297番地 0581-57-2725
中濃関 須原電気商会 服部 和弘 美濃市須原184番地の1 0575-32-2431
中濃関 コンドウデンキ 近藤 善隆 美濃市乙狩1594番地 0575-37-2530
中濃関 村橋電機 村橋 伸幸 美濃市上河和387番地 0575-32-2427
中濃関 高綱電設㈱ 髙綱 邦義 美濃市生櫛742番地1 0575-33-1737

中濃美濃加茂 大野電気工事 大野 正博 美濃加茂市太田町4232番地 0574-25-2465
中濃美濃加茂 弘明電気工業㈱ 渡邉 光則 美濃加茂市本郷町6丁目11番14号 0574-25-2801
中濃美濃加茂 渡辺電業 渡邉 昇  美濃加茂市下米田町西脇234番地の1 0574-25-2943
中濃美濃加茂 小栗電気商会 小栗 聡 美濃加茂市下米田町東栃井133番地の3 0574-26-3586
中濃美濃加茂 ㈱安田電工社 安田 冨士夫 美濃加茂市本郷町1丁目9番59号 0574-26-2329
中濃美濃加茂 清水電設㈱ 清水 剛 美濃加茂市西町1丁目163番地 0574-26-8101
中濃美濃加茂 桂川電気産業㈱ 桂川 生實 美濃加茂市加茂川町2丁目1番2号 0574-26-3225
中濃美濃加茂 藤吉電気 藤吉 三一 美濃加茂市加茂野町鷹之巣904番地3 0574-26-6232
中濃美濃加茂 ㈱福電事業 福井 富力男  美濃加茂市本郷町7丁目879番地の1 0574-27-3101
中濃美濃加茂 ㈱加茂興業 橋本 浩二 美濃加茂市田島町3丁目20番地7 0574-26-6000
中濃美濃加茂 ㈲親和電気 田中 弘 美濃加茂市牧野1826番地の1 0574-27-2390
中濃美濃加茂 東電工 美濃輪 健一  美濃加茂市蜂屋町中蜂屋1498番地2 0574-25-5103
中濃美濃加茂 浩電 飯田 浩人  美濃加茂市下米田町小山67番地の7 0574-28-5284
中濃美濃加茂 ㈲リファインテック 木村 健一  美濃加茂市加茂野町木野876番地の2 0574-28-8710
中濃美濃加茂 アーク電気 森 正克  美濃加茂市加茂野町鷹之巣1534番地 0574-27-3490
中濃美濃加茂 光電設 渡邉 隆光  美濃加茂市下米田町東栃井267番地 0574-28-8817
中濃美濃加茂 ㈱田島電業 田島 賢二 美濃加茂市田島町4丁目8番地2 0574-26-9808
中濃美濃加茂 林電工 林 弘樹 美濃加茂市蜂屋町伊瀬941の5 0574-25-5840
中濃美濃加茂 ㈲日比野電機工業所 日比野 洋司 美濃加茂市牧野2969番地1 0574-26-0527
中濃美濃加茂 ㈲三起電気工業 矢島 智洋 美濃加茂市牧野1954番地3 0574-27-1328

中濃加茂 丸の内電気商会 田原 治明 加茂郡川辺町中川辺1683番地の1 0574-53-2075
中濃加茂 相互電気商会 多田 祐一  加茂郡八百津町伊岐津志2466番地7 0574-43-0317
中濃加茂 七宗電気商会 河合 謙治 加茂郡七宗町神渕9914番地の2 0574-46-1078
中濃加茂 佐伯電気工事㈱ 佐伯 秀明 加茂郡川辺町石神188番地の1 0574-53-2171



中濃加茂 ㈲八百津電設 吉村 由美子 加茂郡八百津町久田見4088番地 0574-45-1147
中濃加茂 ㈲坂祝電気工事 渡辺 竜児 加茂郡坂祝町黒岩400番地の1 0574-25-8588
中濃加茂 昭栄舎電気工事 林 博昭 加茂郡八百津町福地899番地 0574-45-1808
中濃加茂 ㈱伸宝電豊 玉置 真治 加茂郡八百津町八百津3223番地 0574-43-2850
中濃加茂 ㈲北村電設 北村 和重 加茂郡坂祝町酒倉756番地の40 0574-25-7683
中濃加茂 司電気商会 多田 浩司  加茂郡八百津町伊岐津志568番地の6 0574-43-3932
中濃加茂 中部興業㈱ ⾧谷川 嘉彦 加茂郡七宗町上麻生2336番地 0574-48-2121
中濃加茂 ㈱小栗建設 小栗  等 加茂郡川辺町比久見1589番地 0574-53-2220
中濃可児 ㈲亀谷電気商会 亀谷 孝太 可児市下恵土5310番地の2 0574-62-0150
中濃可児 ㈲御嵩電気 佐藤 眞治 可児郡御嵩町御嵩422番地の2 0574-67-0173
中濃可児 ㈲マルハ電気設備 林 伸彦 可児市川合2254番地 0574-62-0284
中濃可児 ㈲宏栄電工 亀谷 英樹 可児市下恵土1丁目5番地 0574-62-0547
中濃可児 和興電気 大野 和美 可児市広見1556番地の1 0574-62-1639
中濃可児 ㈲中濃電工社 渡邉 一弥 可児市川合140番地3 0574-63-6615
中濃可児 ㈲安江電気工事 安江 健一郎 可児市中恵土1840番地 0574-63-4911
中濃可児 ㈱ふじ井電気工事 藤井 辰巳 可児市土田4054番地の4 0574-25-7690
中濃可児 小林電機 小林 鑛二 可児市今渡942番地2 0574-26-7457
中濃可児 ㈲本田電気 本田 一夫 可児市二野1852番地の2 0574-62-3324
中濃可児 奥村電業 奥村 嘉延 可児市広見843番地の2 0574-62-0543
中濃可児 ㈲纐纈電研 纐纈 保夫 可児市下恵土字中島4189番地 0574-61-0232
中濃可児 つげ電気工事 柘植 和行 可児市清水ケ丘4丁目78番地 0574-62-7549
中濃可児 ハセテック工業㈱ ⾧谷川 髙志 可児市土田5540番地1 0574-66-8260
中濃郡上 ㈲東海電工社 高垣 和博 郡上市八幡町島谷1308番地 0575-65-2208
中濃郡上 ㈲オゼキ電機 尾関 孝 郡上市美並町上田257番地の1 0575-79-2047
中濃郡上 ㈱郡上電気 青木 輝道 郡上市八幡町小野3丁目8番地27 0575-65-2378
中濃郡上 曽我電気商会 曽我 正樹 郡上市白鳥町白鳥132番地7 0575-82-2195
中濃郡上 共立電機㈱ 和田 一男 郡上市八幡町城南町237番地 0575-65-2269
中濃郡上 ㈱美濃電工社 中村 竜一 郡上市八幡町西乙原259番地1 0575-63-2253
中濃郡上 ㈲白鳥電気 澤原 和博  郡上市白鳥町向小駄良771番地の10 0575-82-2855
中濃郡上 ㈲ノーヒデンキ 山本 哲也 郡上市大和町剣321番地1 0575-88-2058
中濃郡上 サンテック㈱ 畑中 謙吾 郡上市白鳥町白鳥1056番地1 0575-82-3022
中濃郡上 ㈲日之出電気 鈴木 司 郡上市八幡町島谷942番地7 0575-65-2713
中濃郡上 池戸電気商会 池戸 祐芳 郡上市和良町沢998番地7 0575-77-2210
中濃郡上 大鷲電気 山下 敏樹 郡上市高鷲町大鷲675番地2 0575-72-5058
中濃郡上 ㈱ＮＴ-ＥＬＬＥＸＳ 猪島 紀章 郡上市白鳥町大島561番地1 0575-82-3632
中濃郡上 吉田電気工事 吉田 充彦 郡上市大和町河辺301番地 0575-88-3671
中濃郡上 大和電設 大野 孝嘉 郡上市和良町土京319番地の1 0575-77-2198
中濃郡上 小駄良電工㈲ 水上 成樹 郡上市八幡町中坪1-7-11 0575-67-1585
中濃郡上 ㈱稲葉電工 稲葉 靖仁 郡上市大和町万場2774番地3 0575-88-2509
中濃郡上 ㈲山本電工 山本  誠 郡上市白鳥町為真837番地 0575-82-3076
中濃郡上 (同）奥美濃電気設備 和田 裕 郡上市八幡町城南町237番地 0575-65-2269
中濃金山 ㈲細江電気商会 細江 敏史  加茂郡白川町上佐見小野南2135番地 0574-76-2011
中濃金山 伊東電設㈱ 榊間 正道 加茂郡白川町河岐805番地の10 0574-72-1126
中濃金山 ㈲三戸電気 三戸 信次 加茂郡白川町黒川1566番地 0574-77-1665
中濃金山 ㈲伸光電氣工事 安江 昭仁 加茂郡東白川村神土2116番地 0574-78-2168
中濃金山 ㈲黒川電気商会 藤井 大輔 加茂郡白川町黒川1802番地の8 0574-77-1729
中濃金山 ㈲髙木電工 髙木 繁雄 下呂市金山町金山3143番地の3 0576-32-3030
中濃金山 ㈲金山電設 笹俣 洋一 下呂市金山町中切2144番地2 0576-32-3043
中濃金山 ニワデン 丹羽 重喜 中津川市加子母1021番地の1 0573-79-2285
中濃金山 ㈲ナガオ電気工事 辻井 伸二 加茂郡富加町羽生1784番地1 0574-54-3995
中濃金山 矢島電気 矢嶋 聡 下呂市金山町金山2482番地3 0576-32-3230
中濃金山 交友電気 纐纈 友輝 加茂郡白川町黒川2810番地3 町営住宅黒川団地4号 0574-77-2020
中濃ラ連 ㈱稲葉電機産業 稲葉 美勇喜 関市本町1丁目21番地 0575-22-0178
中濃ラ連 サンライズ家電こがね 西村 敬二 関市小屋名145番地 0575-28-2852
中濃ラ連 家電サポートまつおか 松井 睦夫 美濃市小倉17番地の1 0575-37-2717
中濃ラ連 ㈲サンセイデンキ 山越 晴雄 郡上市白鳥町為真159番地の1 0575-82-3053
中濃ラ連 八幡ムセン 中島 和男 郡上市八幡町新栄町1467番地 0575-65-2415


