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会社名 代表者 担当者 〒 所在地 電話 HPアドレス

1 株式会社愛工大興関西支店 支店長 山野 直人 顧　問 釡野 俊之 534-0015 大阪市都島区善源寺町１丁目５番３４号 06-6928-2251 http://ai-taikoh.co.jp/

2 赤阪電気工業株式会社 代表取締役 福井 優 代表取締役 福井 優 546-0011 大阪市東住吉区針中野４丁目７番９号 06-6704-4888

3 石山電設株式会社 代表取締役 石山 宗典 代表取締役 石山 宗典 573-0125 大阪府枚方市津田駅前１丁目１番１０号 072-858-1480 http://www.ishiyama-ee.co.jp/

4 伊藤電気工業株式会社 代表取締役社長 増田 巧 専務取締役 増田 僚太 626-0053 京都府宮津市中津６９３－１ 0772-22-1102

5 大阪工営株式会社 代表取締役 小林 正典 取締役 
大阪営業所所長 井田 利紀 536-0023 大阪市城東区東中浜５丁目９－７ 06-6969-7815

6 岡上興業株式会社 代表取締役 岡上 朗 代表取締役 岡上 朗 671-1155 姫路市広畑区大町１丁目３２番地 079-236-7766 www.okaue.jp

7 株式会社かんでんエンジニアリング 取締役執行役員 阿部 正之

変電工事部長 籾山 清昭
530-6691 大阪市北区中之島６丁目２番２７号 

（中之島センタービル２２階） 06-6448-5741
http://www.kanden-eng.co.jp/

変電工事部工事GM 山根 浩藏
変電工事部技術営業GM 野林 正盛
水力工事部技術営業GM 本田 誠司
電力統括部統括GＭ 板谷 晴弘

8 紀南電設株式会社 代表取締役 東濵 貴史 電力課営業課長 山田 直哉 644-0012 和歌山県御坊市湯川町小松原字瀬崎坪613番地の2 0738-22-8211 https://www.kinandensetsu.co.jp/

9 木村電工株式会社 代表取締役 木村 禎 ゼネラルマネジャー 山中 茂樹 520-0003 大津市あかね町１番３号 077-522-5673 http://www.kimuradenko.co.jp

10 株式会社協信電工 代表取締役 向山 順二 代表取締役 向山 順二 656-0101 兵庫県洲本市納２１１－１ 0799-22-5277 http://www.kyosindenko.co.jp

11 株式会社きんでん 電力本部長補佐 轟木 克彦
電力工事部課長 谷口 達也

531-8550 大阪市北区本庄東２丁目３番４１号
06-6375-6198

http://www.kinden.co.jp/電力工事部安全品質保証 
チームリーダー 鰕原 恵介 06-6375-6308

12 株式会社クスタニ 代表取締役社長 楠谷 匡朗 代表取締役社長 楠谷 匡朗 530-0054 大阪市北区南森町２丁目４番３号 06-6366-0707 http://www.kk-kusutani.com/

13 久世電気工業株式会社 代表取締役社長 久世 純也 代表取締役会長 久世 義房 620-0913 福知山市字牧１３４０番地の５ 0773-33-3762 http://kuse-dk.com/

14 栗原工業株式会社 工務本部本部長 永友 義則 工務本部工務部部長 神田 忍 530-0054 大阪市北区南森町１丁目４番２４号 06-4709-2353 http://www.kurihara.co.jp

15 合同電気工事株式会社 代表取締役 北内 保式 専務取締役 佐々木 眞哉 630-8292 奈良市中御門町２０ 0742-22-4135 http://www.gododenki.com/

16 興陽電気株式会社 代表取締役 井上 宜清 常務取締役 服部 治之 557-0043 大阪市西成区玉出東１丁目１１番６号 06-6653-1001

17 株式会社サンテック大阪支社 執行役員 
関西地区担当 小嶋 雅之 執行役員 

関西地区担当 小嶋 雅之 531-0071 大阪市北区中津１丁目７番８号（中津178ビル） 06-6372-1664 http://www.suntec-sec.jp/

18 株式会社シーテック 取締役上席執行役員 
電力本部長 小出 厚司 電力本部営業部 

総括・設計Ｇ長 高野 万寿雄
455-0024 名古屋市港区大江町３番地の２ 052-613-4437

http://www.ctechcorp.co.jp/
537-0025 大阪市東成区中道３-１５-１６毎日東ビル１階 06-6975-5350

19 昭和電業株式会社 代表取締役社長 杣 俊平 取締役 尾藤 公紀 534-0023 大阪市都島区都島南通り１丁目１４番６号 06-6927-4169 http://www.sd-ht.co.jp

20 住友電設株式会社 執行役員 藤井 裕三 電力本部産業システム部 
変電システム部理事 平澤 修 550-8550 大阪市西区阿波座２丁目１番４号 06-6537-3690 https://www.sem.co.jp/

21 中央電設株式会社 本店長 神原 敏雅 本店工事第二部 
第2工事課主査 伊藤 徳宏 564-0054 吹田市芳野町８番７号 06-6385-0377 http://www.cde.co.jp/

22 株式会社田電工房 代表取締役 木村 敬子 代表取締役 木村 敬子 601-1433 京都市伏見区石田大山町１８番地 075-571-2521

23 長尾電工株式会社 代表取締役 長尾 勝美 営業部長 辻元 義弘 520-2279 大津市黒津１丁目１番４５号 077-546-1364

24 株式会社松野組 代表取締役 松野 誉史 営業部課長 鈴木 康嗣 650-0025 神戸市中央区相生町４丁目５番２号 078-351-0981 http://www.matsunogumi.com

25 萬代電機工業株式会社 代表取締役社長 萬代 実 取締役・営業部部長 濱田 正敏 661-0981 尼崎市猪名寺３丁目５番３４号 06-6423-5560

26 森電設株式会社 代表取締役 鎌田 朝光 専務取締役 鎌田 裕光 577-0015 東大阪市長田１丁目１番２２号 06-7506-9267

27 株式会社安松谷組 代表取締役社長 安松谷 直司 代表取締役社長 安松谷 直司 556-0021 大阪市浪速区幸町１丁目３番１２号 06-4392-8787 http://yasumatsuya-gumi.com/

28 山口電気工業株式会社 代表取締役 山口 敏郎 代表取締役 山口 敏郎 607-8471 京都市山科区北花山大峰町５０番地の２７ 075-594-2225

29 山口電気工事株式会社 代表取締役 山口 寛 代表取締役 山口 寛 660-0064 尼崎市稲葉荘１丁目１３番５号 06-6416-7441 http://yamaguchi-d-k.co.jp/

30 大和電機工業株式会社 代表取締役 芋生 恵宥 代表取締役 芋生 恵宥 636-0247 奈良県磯城郡田原本町阪手６５４－２ 07443-2-4477

事　務　局 会　長 阿部 正之 事務局長 藤井 吉久 531-0074 大阪市北区本庄東２丁目３番３８号 06-6374-0055 https://hatsuhenden.com/
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