
支部・区 事業所名 代表者 住所 電話番号
西濃大垣東部 小野電産業㈱ 小野 史宏 大垣市築捨町4丁目38番地の3 0584-89-1621
西濃大垣東部 林電気商会 林  まゆみ 大垣市川口4丁目933番地の1 0584-89-3598
西濃大垣東部 ㈲大日電気商会 伊藤 英一 安八郡安八町北今ヶ渕458番地の1 0584-64-3266
西濃大垣東部 古沢電工社 古澤 洋二郎 安八郡安八町東結240番地の2 0584-62-6460
西濃大垣東部 ダイモ電産㈱ 大平 晃嗣 大垣市今宿2丁目199番地の1 0584-73-8561
西濃大垣東部 マスダ電気 増田 正博 大垣市上面2丁目51番地 0584-75-3665
西濃大垣東部 犬飼電気 犬飼 直人 大垣市禾森町3丁目2069番地 0584-81-7050
西濃大垣東部 梅村電設 梅村 幸正 安八郡安八町南今ヶ渕26番地 0584-64-4310
西濃大垣東部 三島電設 三島 伸夫 大垣市新田町2丁目65番地2 0584-87-0306
西濃大垣東部 マルサ電気 佐藤 靖夫 大垣市墨俣町大字二ツ木12番地の16 0584-62-7720
西濃大垣西部 渡辺政電気商会 渡邊 孝司 大垣市上笠1丁目74番地 0584-89-3518
西濃大垣西部 田中(啓)電気商会 田中 啓守 大垣市青柳町3丁目182番地 0584-71-7310
西濃大垣西部 ㈱山本電気商会 山本 力 大垣市久徳町585番地 0584-91-4227
西濃大垣西部 ㈲本荘電気商会 本荘 真由美 大垣市静里町196-1 0584-91-3096
西濃大垣西部 ㈲荒川電気商会 片桐   剛 大垣市荒川町271番地の3 0584-91-7831
西濃大垣西部 大健電工 中島 秀夫 大垣市静里町733番地の2 0584-91-2319
西濃大垣西部 西濃機電㈱ 安田 隆夫 大垣市野口3丁目1番地6号 0584-92-4101
西濃大垣西部 ⾧良電業㈱ 小林 知成 大垣市島町146番地の3 0584-91-2115
西濃大垣西部 ㈲坂尾電気商会 坂尾 英樹 大垣市笠木町200番地の1 0584-91-8881
西濃大垣西部 ㈲水野電気商会 水野 司 大垣市福田町361番地の1 0584-92-2708
西濃大垣西部 ㈱北山電工 北山 修 大垣市十六町137番地 0584-91-0535
西濃大垣西部 竹中(重)電気設備 竹中 重雄 大垣市神明1丁目39番地2 0584-71-4045
西濃大垣西部 ㈲岐濃設備 樋口 滋樹 大垣市青柳町1丁目203番地 0584-89-8668
西濃大垣西部 タカハシ電気 髙橋 孝治 大垣市熊野町5丁目158番地 0584-91-9186
西濃大垣西部 今井建築 今井 真瑠 大垣市木戸町250番地7  0584- 78-5464
西濃大垣南部 ㈱稲川電気 稲川 浩一 大垣市南高橋町3丁目100番地 0584-78-3361
西濃大垣南部 ㈱大石電気商会 大石 真規 大垣市高橋町1丁目1番地 0584-78-4698
西濃大垣南部 ㈱ナニワ 松岡 信士 大垣市南頰町4丁目20番地1 0584-78-5438
西濃大垣南部 中山電機商会 中山 雪男 大垣市番組町2丁目26番地 0584-78-2782
西濃大垣南部 ㈱弘光舎 小野 義明 大垣市神田町1丁目1番地 0584-82-1111
西濃大垣南部 朝日電気㈱ 小林 清秀 大垣市若森町1丁目1218番地 0584-78-2236
西濃大垣南部 ㈲共栄電気 近沢 繁彦 大垣市桐ケ崎町45番地 0584-78-5583
西濃大垣南部 ㈲伸栄電工社 髙木 正規 大垣市室町1丁目54番地 0584-81-3611
西濃大垣南部 東和電気㈱ 山崎 富雄 大垣市世安町2丁目117番地の1 0584-78-4211
西濃大垣南部 高木(義)電気商会 髙木 義夫 大垣市郭町4丁目11番地 0584-78-6770
西濃大垣南部 今津電気工事㈱ 今津 正裕 大垣市友江1丁目19番地 0584-89-1139
西濃大垣南部 ㈲丸一電機 堀之内 幸一 大垣市島里1丁目9番地5 0584-89-6252
西濃大垣南部 ㈱ホクエー電工 北倉 晃 大垣市新田町四丁目26番地 0584-87-0585
西濃大垣南部 ㈱トクデン 上田 宗輝 大垣市新田町五丁目13番地2 0584-89-7640
西濃大垣北部 髙田電気商会 髙田 慶司 大垣市津村町3丁目575番地3 0584-81-1814
西濃大垣北部 岡安電気㈱ 岡安 浩一 大垣市楽田町3丁目66番地 0584-74-7377
西濃大垣北部 明明電業㈱ 清水 秀夫 大垣市三塚町761番地の1 0584-81-7270
西濃大垣北部 宮川電気商会 宮川 渡支男  安八郡神戸町大字神戸521番地の1 0584-27-2336
西濃大垣北部 ㈲いろは電気 竹中 孝司 大垣市林町7丁目828番地の6 0584-81-4066
西濃大垣北部 ㈲神戸稲川電気商会 稲川 万規臣  安八郡神戸町大字神戸327番地の1 0584-27-2406
西濃大垣北部 ㈱エム・デンキ 松岡 大輔 大垣市三津屋町4丁目1471番地1 090-1475-6953
西濃大垣北部 ㈲ウノムセン 宇野 幸治  安八郡神戸町大字新屋敷514番地の2 0584-27-2626
西濃大垣北部 光陽電気㈱ 森 茂隆  安八郡神戸町大字西保612番地の2 0584-27-8670
西濃大垣北部 ㈱ Ｓ.Ｉ.Ｍエレック 坪井 善幸  安八郡神戸町大字神戸1279番地の3 0584-27-9891
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西濃大垣北部 丸杉電気設備 杉岡 幹雄  安八郡神戸町大字神戸801番地の2 0584-27-5470
西濃大垣北部 ㈲オーケー電気工業 岡安 邦広 大垣市三津屋町四丁目3番地1 0584-82-1292
西濃大垣北部 ウスイ電設 臼井 弘一 大垣市八島町2552番地1 0584-78-2796
西濃大垣北部 かしの住宅設備 菓子野福大郎 大垣市中川町1丁目14番地3 0584-78-5932

西濃揖斐 浜田電気㈱ 濱田 靖明 揖斐郡池田町青柳113番地の10 0585-45-2128
西濃揖斐 ㈱松岡電気商会 松岡 正也 揖斐郡揖斐川町三輪369番地の6 0585-22-0078
西濃揖斐 末永電気㈱ 末永 英司 揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原116番地3 0585-22-2148
西濃揖斐 髙田新電気商会 髙田 秀徳 揖斐郡揖斐川町三輪433番地3 0585-22-1025
西濃揖斐 小岩電気工事㈱ 小岩 秀雄 揖斐郡揖斐川町上野1563番地 0585-22-1400
西濃揖斐 明光電気商会 山岸 靖一 揖斐郡揖斐川町三輪787番地 0585-22-2055
西濃揖斐 ㈲牧村電機 牧村 光広 揖斐郡大野町大野1154番地の1 0585-32-2627
西濃揖斐 馬渕電工社 馬渕 健司 揖斐郡大野町黒野1938番地 0585-32-4393
西濃揖斐 ㈲粕川電気 藤原 正壮 揖斐郡揖斐川町脛永920番地50 0585-23-1030
西濃揖斐 ㈱光正電気商会 高木 和也  揖斐郡揖斐川町谷汲名礼1795番地1 0585-55-2966
西濃揖斐 松田電気 松田 信二 揖斐郡池田町本郷471番地の1 0585-45-7763
西濃揖斐 ㈱ファミリースポットマブチ 馬渕 真悟 揖斐郡大野町黒野1839番地1 0585-32-1263
西濃揖斐 ㈱中部サクシード 重綱 貴子 揖斐郡池田町八幡2054番地 0585-45-0928
西濃揖斐 合同会社ｈ・ｙ 細野 裕二 揖斐郡池田町池野540番地24 058-338-5489
西濃不破 川村電気商会 川村 景一 不破郡垂井町平尾243番地の1 0584-22-1437
西濃不破 タイガー電気㈱ 伊藤 博和 不破郡垂井町栗原1265番地の15 0584-34-3688
西濃不破 石川設電㈱ 石川 時久 不破郡垂井町綾戸545番地 0584-22-3111
西濃不破 イトー電気 伊藤 君代 不破郡垂井町地蔵2丁目63番地 0584-23-1350
西濃不破 ㈱ハシモト電気 橋本 安司 不破郡垂井町東神田2丁目88番地 0584-22-2928
西濃不破 ㈲津野電気 津野 英紀 不破郡垂井町表佐887番地の1 0584-22-1451
西濃不破 ㈲恒栄電気 髙橋 勤 不破郡垂井町地蔵1丁目2番地 0584-22-1518
西濃不破 中川電設㈱ 中川 時男  不破郡関ヶ原町大字関ヶ原2267番地の1 0584-43-1285
西濃不破 ㈲峰電工 河村 豊 不破郡垂井町綾戸157番地の1 0584-23-3072
西濃不破 ㈲上田電気商会 上田 真司 不破郡不破郡垂井町1906番地 0584-22-1539
西濃不破 ㈲生駒電気 生駒 弘  不破郡関ヶ原町大字関ヶ原2643番地 0584-43-0612
西濃不破 磯元電工 磯元 初雄  不破郡関ヶ原町大字関ヶ原3145番地の3 0584-43-1336
西濃海津 ㈱小寺電気商会 小寺 崇  安八郡輪之内町下大博新田211番地 0584-69-2597
西濃海津 いとデン㈱ 伊藤 光弘 海津市平田町今尾1582番地1 0584-51-4937
西濃海津 ㈱小野電気商会 小野 倉可 海津市平田町今尾1826番地の1 0584-66-2373
西濃海津 ㈲牧野電気 牧野 秀樹 海津市南濃町奥条287番地1 0584-55-0577
西濃海津 ㈱古川電気 古川 善信 海津市海津町西小島208番地 0584-53-1556
西濃海津 ㈲ジンノデンキ 神野 賢治 海津市南濃町安江1114番地 0584-56-1059
西濃海津 佐藤電設 佐藤 隆幸 海津市南濃町志津529番地13 0584-57-2229
西濃海津 中村電気商会 中村 孝 海津市平田町土倉3番地1 0584-66-3201
西濃海津 東名電機エンジニアリング 田中 耕太郎  安八郡輪之内町中郷新田1777番地の1 0584-69-3729
西濃海津 サカイ住設 伊関 学 海津市南濃町境2533番地 0584-56-2020
西濃海津 デンキの春日 春日 一秀 海津市南濃町松山465番地の4 0584-56-2921
西濃海津 明和電気 伊藤 和明 海津市平田町西島906番地2 0584-66-3578
西濃養老 ㈱古川電機商会 古川 晃成 養老郡養老町押越688番地の2 0584-32-0255
西濃養老 興盛電機製作所 田島 教孝 養老郡養老町高田902番地の2 0584-32-0212
西濃養老 日晧電気㈱ 水野 貴雄 養老郡養老町高田1439番地1 0584-32-0209
西濃養老 ⾧沢電機商会 ⾧沢 文康 養老郡養老町室原676番地 0584-32-3124
西濃養老 近澤電気㈱ 近澤 正勝 養老郡養老町飯ノ木741番地の2 0584-32-2817
西濃養老 ㈲他田電気 他田 敏美 養老郡養老町大坪162番地 0584-32-9179
西濃養老 誠電気 川地 好和 養老郡養老町室原1012番地の2 0584-32-3069
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西濃養老 原田電気店 原田 盛將 養老郡養老町瑞穂477番地 0584-37-2226
西濃養老 後藤電気商会 後藤 貞春 大垣市上石津町一之瀬522番地 0584-46-3076
西濃養老 ㈲神明電気 伊藤 進一 養老郡養老町押越1番地74 0584-34-1307
西濃養老 マルカワ電気㈲ 川地 政行 養老郡養老町室原539番地 0584-34-1911
西濃養老 ㈱早崎電気 早崎 正夫 養老郡養老町直江477番地の1 0584-34-1843
西濃養老 岩瀬電気 岩瀬 良雄 大垣市上石津町三ツ里466番地1 0584-45-2128
西濃養老 一川電気㈱ 川口 智之 養老郡養老町上之郷461番地3 0584-35-1315
西濃養老 日比電気商会 日比 良造 養老郡養老町石畑1607番地31 0584-32-0500
西濃養老 田中電気工事店 田中 晴人 養老郡養老町下笠2030番地 0584-35-1655
西濃養老 養老電機商会 菱田 浩行 養老郡養老町大巻1639番地 0584-37-2490
西濃養老 近藤電気商会 近藤 義美 養老郡養老町大野117番地 0584-35-2608
西濃養老 ㈱ニシワキデンキ 西脇 祐司 養老郡養老町小倉452番地46 0584-32-4460
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