
支部・区 事業所名 代表者 郵便番号 住所 電話番号
飛騨高山 中央電気㈱ 桑田 健幸 506-0807 高山市三福寺町415番地の6 0577-32-1254
飛騨高山 川﨑電気工事㈱ 川﨑 誠 506-0005 高山市七日町2丁目135番地3 0577-32-1632
飛騨高山 高山電気工事㈱ 桑山 智一  506-0001 高山市冬頭町90番地の1 0577-32-1661
飛騨高山 ㈲北村電気工事 北村 和久 506-0021 高山市名田町4丁目10番地 0577-32-2014
飛騨高山 ㈲朝日電気工事商会 永橋 浩幸 509-3325 高山市朝日町万石191 0577-55-3061
飛騨高山 宝興建設㈱電気事業部 上北 一久 506-1313 高山市上宝町在家1538番地 0578-86-2046
飛騨高山 ㈲東田電気商会 東田 健太郎 506-0000 高山市国府町広瀬町1107番地の1 0577-72-2065
飛騨高山 ㈲倉田電気工事商会 倉田 英明 506-0004 高山市桐生町3丁目201番地 0577-32-3382
飛騨高山 ㈱小高電気 小鷹 純一 506-0004 高山市桐生町6丁目19番地 0577-32-5975
飛騨高山 ㈱柳瀬電気 柳瀬 護 506-0802 高山市松之木町2860番地の7 0577-33-1318
飛騨高山 イトウ電気工事 前橋 文雄 506-0825 高山市石浦町5丁目406番地 0577-33-1025
飛騨高山 ㈱平畑電気設備 平畑 賢治 506-0003 高山市本母町133番地 0577-77-9970
飛騨高山 ㈱蜘手電気 蜘手 康介 506-0824 高山市片野町3丁目295番地の2 0577-33-0661
飛騨高山 ㈲山下電気工事 山下 淳彦 509-3505 高山市一之宮町2958番地 0577-53-2700
飛騨高山 ワタナベデンキ 渡辺 忠夫 509-4115 高山市国府町三日町491番地 0577-72-2235
飛騨高山 ㈱中田電気工事 中田 学 506-0054 高山市岡本町2丁目172番地3 0577-32-5155
飛騨高山 ㈲蔵電気 蔵上 雅喜 506-0025 高山市天満町3丁目73番地 0577-32-5415
飛騨高山 ティーピーエス糸藤㈱ 糸藤 泰蔵 506-0035 高山市新宮町1917番地の6 0577-33-6553
飛騨高山 デンキのミゾバタ 溝端 賢治 509-3214 高山市久々野町無数河618番地1 0577-52-2504
飛騨高山 松葉電器 松葉 滋 506-1423 高山市奥飛騨温泉郷栃尾248番地 0578-89-2256
飛騨高山 ㈲ナカムラ電機 中村 宇恒 506-0035 高山市新宮町2524-1番地 0577-33-8049
飛騨高山 トウシン電気 加藤 友裕 506-2123 高山市丹生川町町方520番地16 0577-33-6541
飛騨高山 ㈲松電気工事 松場 訓 506-0807 高山市三福寺町646番地14 0577-33-5311
飛騨高山 ヤマケン電気設備 山下 孝博 506-0825 高山市石浦町6丁目36番地10 0577-34-1834
飛騨高山 ㈱尾田電送 尾田 定之 506-0035 高山市新宮町678番地 0577-32-6325
飛騨高山 山栄電気工事㈲ 山下 一明 509-3325 高山市朝日町万石168番地 0577-55-3447
飛騨高山 飛高電気（株） 松下 直樹 506-0058 高山市山田町1543番地5 0577-34-5576
飛騨高山 ㈱大成電気 岩水 慎治 509-4124 高山市国府町村山486番地 0577-72-4553
飛騨高山 ㈱甚五郎電化センター 今井 弘則 506-0825 高山市石浦町6丁目11番地 0577-34-3855
飛騨高山 ㈲粟原電気 大坪 孝盛 506-0001 高山市冬頭町577番地の1 0577-32-8900
飛騨高山 ㈲非破壊Ｓテック 佐藤 晶文 506-0059 高山市下林町586番地の1 0577-33-8782
飛騨高山 ㈲キムラ電工 木村 安志 506-0055 高山市上岡本町8丁目283番地 0577-36-0013
飛騨高山 松野電気工事 松野 一浩 506-0055 高山市上岡本町8丁目286番地 0577-34-4813
飛騨高山 ㈲中林電気工事 中林 康弘 506-0004 高山市桐生町5丁目246番地 0577-33-1263
飛騨高山 池田電工 池田 良美 506-0813 高山市塩屋町551番地416 0577-34-2633
飛騨高山 ㈱船渡電気工事 船渡 高太郎 509-3205 高山市久々野町久々野1941番地の3 0577-52-2902
飛騨高山 ㈲三木デンキ商会 三木 亨 509-3505 高山市一之宮町3392番地の3 0577-53-2059
飛騨高山 ㈱トータルサービス 瀧根 大樹 506-0818 高山市江名子町570番地17 0577-34-4884
飛騨高山 山本電設 山本 博之 501-5413 高山市荘川町新渕519-1 05769-2-2133
飛騨高山 ㈱ヒダアイテック 大坪 恒二 506-0052 高山市下岡本町1884番地1 0577-33-0157
飛騨古川 古川電気㈱ 大門 武彦 509-4231 飛騨市古川町新栄町5番6号 0577-73-2721
飛騨古川 サワ電気㈱ 沢 忠人 509-4242 飛騨市古川町増島町11番24号 0577-73-3155
飛騨古川 ㈱ヨシキ 髙越 康夫 509-4213 飛騨市古川町下気多616番の1 0577-73-2629
飛騨古川 ㈲アルプス電機 廣田 真也 509-4225 飛騨市古川町金森町11番地7 0577-73-3630
飛騨古川 坂上建設㈱ 坂上 弘幸 509-4271 飛騨市古川町古川町谷666番地 0577-75-2226
飛騨古川 ゴトウデンキ 後藤 浩嗣 509-4235 飛騨市古川町弐之町8番19号 0577-73-2534
飛騨古川 ㈲廣田電気設備 廣田 耕作 509-4212 飛騨市古川町上気多1231番地 0577-73-4923
飛騨古川 ㈱ＭＩＹＡＪＩＭＡ 宮嶋 昭義 509-4272 飛騨市古川町信包1051番地3 0577-75-1423
飛騨益田 桂川電工㈱ 桂川 卓也 509-2516 下呂市萩原町上村788番地1 0576-52-1317
飛騨益田 下呂電気㈲ 今井 強 509-2202 下呂市森87番地 0576-25-2342
飛騨益田 共栄電気㈱ 金子 剛之 509-2518 下呂市萩原町上呂416番地 0576-54-1337
飛騨益田 藤村電気㈲ 藤村 学 509-3104 下呂市小坂町小坂町651番地6 0576-62-2143
飛騨益田 杉浦電気工事㈱ 杉浦 晃 509-2202 下呂市森2324番地 0576-25-2141



飛騨益田 オカタ電気工事㈲ 日下部 崇 509-2505 下呂市萩原町古関321番地の5 0576-52-3711
飛騨益田 ㈱ムラエネックス 細江 達弘 509-2134 下呂市焼石3377番地2 0576-28-2200
飛騨益田 益電工業 佐藤 建作 509-2506 下呂市萩原町羽根2419番地1 0576-52-3032
飛騨益田 川西電業㈱ 奥田 義一 509-2503 下呂市萩原町西上田1893番地1 0576-25-7711
飛騨益田 ㈲丸豊電工 今井  強 509-2516 下呂市萩原町上村1438番地 0576-52-3406
飛騨益田 馬瀬川電工 小林 由彦 509-2611 下呂市馬瀬堀之内161番地 0576-47-2417
飛騨益田 田上電設 田上 誠 509-2314 下呂市宮地714番地48 0576-26-0133
飛騨益田 福田電工 福田 由喜男 509-3112 下呂市小坂町大洞2237 0576-62-3484


