
支部・区 事業所名 代表者 住所 電話番号
東濃多治見 ㈱林電機商会 林 浩司 多治見市京町一丁目134番地 0572-22-0552
東濃多治見 小境電気工事㈱ 小境 啓介 多治見市錦町3丁目8番地 0572-22-7175
東濃多治見 小池電気工事㈱ 小池 孝治 多治見市本町3丁目135番地 0572-22-5658
東濃多治見 ㈱高電 中島 織衣 多治見市宝町3丁目30番地の2 0572-23-1523
東濃多治見 佐藤電気商会 佐藤 順一 多治見市大畑町1丁目4番地 0572-24-7878
東濃多治見 ㈲共和電工舎 舘 悦子 多治見市山下町30番地 0572-22-1821
東濃多治見 柴田電気商会 柴田 克己 多治見市滝呂町13丁目24番地 0572-22-1993
東濃多治見 森電気工事㈱ 森 陽子 多治見市池田町4丁目37番地 0572-22-3036
東濃多治見 河村電気商会 河村 浩匡 多治見市高根町1丁目69番地の3 0572-27-7444
東濃多治見 ㈱松本電気設備 松本 達 多治見市光ケ丘2丁目29番地 0572-23-5321
東濃多治見 川地電気商会 川地 英治 多治見市美坂町1丁目33番地 0572-22-9686
東濃多治見 林電工㈱ 林  勝 多治見市笠原町2875番地の1 0572-43-4937
東濃多治見 ㈱イイダ電気商会 飯田 稔 多治見市宝町4丁目1番地の2 0572-23-0681
東濃多治見 ㈲藤本電気商会 藤本 隆宏 多治見市白山町3丁目86番地 0572-22-5447
東濃多治見 ㈲山由電機 加藤 ふみえ 多治見市京町2丁目187番地の1 0572-22-7119
東濃多治見 水野電気工事㈱ 水野 文恵 多治見市明和町4丁目5番地の417 0572-27-3839
東濃多治見 中部電気サービス㈱ 坂崎 義規 多治見市宝町8丁目8番1 0572-56-1122
東濃多治見 大豊技電 加藤 好隆 多治見市旭ケ丘10丁目2番地の198 0572-27-6464
東濃多治見 ミズゲン電気 水野 桂太 多治見市笠原町4203番地の1 0572-43-6891
東濃多治見 佐伯電気 佐伯 輝夫 多治見市小名田町5丁目70番地 0572-23-1788
東濃多治見 ヨネミツ電気工事 米満 佑介 多治見市坂上町9丁目38番地の2 0572-22-0884
東濃多治見 ㈲ミヤジマ電設 宮嶋 久司 多治見市姫町6丁目180番地 0572-29-3915
東濃多治見 ㈱フルカワ電工 古川 雄光 多治見市小泉町5丁目154番地 0572-27-2619
東濃多治見 前田電建㈲ 前田 利久 多治見市市之倉町5丁目54番地 0572-22-9541
東濃多治見 ㈱愛和電気工事 柴田 雄一 多治見市平井町4丁目56番地1 0572-27-6229
東濃多治見 ㈲富士電気工事 元村 英之 多治見市市之倉町10丁目198番地1 0572-24-0228
東濃多治見 ㈱ＴＲ-ＴＥＣＨ 平良 辰也 多治見市池田町5丁目314番地2 0572-25-5303
東濃多治見 ㈱トーノーセキュリティ 愛知 直人 多治見市上野町５丁目38番地の１ 0572-24-3535
東濃多治見 ヤマテック㈱ 山中 朋樹 多治見市大畑町西仲根5番地の1 0572-26-8877
東濃多治見 大栄 竹村 友也 多治見市音羽町４丁目38番地 0572-23-7206
東濃多治見 ㈱スリーナイン 西  亮吾 多治見市生田町5丁目75番1 0572-56-9994
東濃土岐 成瀬電気商会 成瀬 文幸 土岐市泉島田町3丁目40番地 0572-55-3516
東濃土岐 奥村電気工事㈱ 奥村 健太郎 土岐市泉町久尻52番地の1 0572-55-3026
東濃土岐 加藤電気㈱ 加藤 大典 土岐市泉町久尻35番地の2 0572-54-3937
東濃土岐 ㈱小栗電気工事 小栗 信夫 土岐市下石町81番地 0572-57-6363
東濃土岐 ㈲泉電業社 宮地 幸治 土岐市泉郷町3丁目12番地 0572-55-3951
東濃土岐 日比野電工 日比野 克巳 土岐市妻木町2073番地の9 0572-57-6051
東濃土岐 ㈲小松電気商会 小松 政德 土岐市下石町1614番地の2 0572-57-7325
東濃土岐 真田電気商会 眞田 盛敏 土岐市肥田浅野朝日町3丁目34番地 0572-54-1791
東濃土岐 佐橋電気商会 佐橋 弘大 土岐市下石町165番地の5 0572-57-7340
東濃土岐 ㈲鵜飼電気工事 鵜飼 明則 土岐市下石町509番地の1の2 0572-57-7689
東濃土岐 ㈱佐口電気商会 佐口 真一 土岐市肥田町肥田2285番地の1 0572-54-5441
東濃土岐 岡部電気㈱ 岡部 高志 土岐市土岐津町土岐口580番地の1 0572-54-5571
東濃土岐 ㈲戸松電気工事 戸松 保文 土岐市下石町1402番地の1 0572-57-7736
東濃土岐 髙峯電気 髙橋 峯義 土岐市土岐津町土岐口1968番地の2 0572-54-5490
東濃土岐 つちや電気工事店 土屋 守正 土岐市肥田町肥田2505番地の1 0572-54-8551
東濃土岐 ヤマゴ電工㈱ 加納 斉 土岐市土岐津町土岐口317番地の1 0572-55-0820
東濃土岐 ㈱大島電氣工事 大島 靖生 土岐市鶴里町柿野2474番地 0572-52-2266
東濃土岐 安藤電気工事 安藤 訓規 土岐市駄知町846番地の3 0572-50-0050
東濃土岐 栄電気商会 髙木 吉三郎 土岐市土岐口南町1丁目20番地の2 0572-55-0335
東濃土岐 マルコデンキ 小木曽 誠 土岐市泉町大富542番地の12 0572-54-8473
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東濃土岐 ニシオ電工 西尾 正彦 土岐市泉町定林寺794番地の1 0572-55-4541
東濃土岐 ㈲伊藤電通 伊藤 雅之 土岐市泉町大富2026番地の70 0572-55-4489
東濃土岐 タカシ電工 水野 孝司 土岐市泉町定林寺602番地 0572-54-3081
東濃土岐 ㈱セルコム 仙石 勇人 土岐市泉東窯町4丁目59番地の6 0572-55-4519
東濃土岐 田川電気商会 田川 昌之 土岐市下石町327番地の5 0572-57-8418
東濃土岐 ユニオン㈱ 廣畑 一馬 土岐市土岐津町土岐口1589番地の1 0572-53-2655
東濃土岐 ㈲江崎電設建設 江崎 哲臣 土岐市土岐口中町1丁目30番地 0572-55-1719
東濃土岐 幸電設㈱ 尾関  鷹 土岐市下石町1568番地の1 0572-57-7405
東濃瑞浪 ㈲橋本電機 橋本 卓也 瑞浪市宮前町1丁目16番地 0572-68-7105
東濃瑞浪 内田電気商会 内田 美好 瑞浪市土岐町2607番地の1 0572-68-5543
東濃瑞浪 瑞光電気商会 成瀬 篤司 瑞浪市北小田町4丁目61番地 0572-68-3916
東濃瑞浪 ㈲大嶽電機商会 髙木 洋和 瑞浪市稲津町小里625番地の1 0572-67-2157
東濃瑞浪 ㈲伊藤電気商会 伊藤 卓哉 瑞浪市陶町水上89番地の8 0572-65-2690
東濃瑞浪 ㈲スエ電気工事 上田 一男 瑞浪市陶町水上167番地の4 0572-65-2320
東濃瑞浪 ㈱啓栄電気 曽我 啓市 瑞浪市土岐町4570番地の3 0572-67-1719
東濃瑞浪 羽柴電気工事㈱ 羽柴 鎮也 瑞浪市陶町大川297番地の1 0572-65-2866
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