
【参考資料】

令和３年５月１日現在

都道府県 会員種別 事　業　所　名 都道府県 会員種別 事　業　所　名

株式会社　北信工 株式会社都市交通テクノロジー

株式会社 北栄電気商会 常盤電業株式会社

オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社 春日電設株式会社

株式会社札電工 株式会社アイテック

株式会社ヴァンテック 交通システム電機株式会社

北海電建株式会社 オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

株式会社　キタシン 株式会社リネット

SDエンジニアリング株式会社 株式会社　東　管

明電興業株式会社 株式会社東電機工業所

株式会社電制 日信電子サービス株式会社

有限会社　北翔工業 有限会社荒井電気工業

青森 正会員 株式会社八戸電工 株式会社塩野電設

株式会社アジデン 株式会社カンドー

正会員補 常盤電業株式会社青森営業所 ミナモト通信株式会社関東支社

 準会員 藤林電気株式会社 新光電気株式会社

株式会社サプライ 株式会社 東配工

岩手電工株式会社 シグマトラフィック株式会社

有限会社　渡辺電気 菊水建設株式会社

遠野新高電気株式会社 正会員補 株式会社トラスト東京支店

設楽電気株式会社 イスミ設備設計株式会社

南部電気工事株式会社 明和電機工業株式会社

馬渕川電気株式会社 ヨシモトポール株式会社

小山田電業株式会社 足立電材株式会社

岩舘電気株式会社 日電コム株式会社

松澤電気工事株式会社 大日ネツト株式会社

大館桂工業株式会社 株式会社　桜電社

ヨシトキ電気興業有限会社 株式会社タダノ東京支店

正会員補 常盤電業株式会社秋田営業所 正会員 株式会社　光洋

山形 正会員 有限会社デルタ電気 常盤電業株式会社千葉営業所

仙台日信電子株式会社 矢野電設株式会社千葉営業所

常盤電業株式会社仙台営業所 準会員 イワブチ株式会社

ミナモト通信株式会社北日本支社 ミナモト通信株式会社

株式会社システムテクノ福島 増子電気工事株式会社

株式会社　電工社 千代田電気株式会社

株式会社アンペル 株式会社丸井電設

矢野電設株式会社 株式会社 扶　桑

川崎電信株式会社 信号器材株式会社

株式会社北星電気 柴田電機工業株式会社

株式会社阿部電気設備 株式会社新川電気

前田電気株式会社 有限会社　石田電設

宇田電機株式会社 正会員補 株式会社シンコーワ関東営業所

有限会社サットマン設計事務所 株式会社興電社

信和電工有限会社 株式会社　原電気商工

株式会社三品工業 皆川電機株式会社

三信電工株式会社 交信電気株式会社

株式会社トクシン電気 株式会社東邦コンストラクション

前田電気株式会社栃木営業所 大野電機工業株式会社

常盤電業株式会社栃木営業所 有限会社オフィスカルフール

準会員 有限会社篤電工 株式会社木伏電気工業所

利根電気工事株式会社 石川電気工事株式会社

門倉テクノ株式会社 株式会社　田嶋電気工業所

アイケイ電機株式会社 有限会社トーセイ電工

埼玉ユニオンサービス株式会社 ミナモト通信株式会社中部支社

株式会社　山晃電設 株式会社シンコーワ静岡営業所

快進電業株式会社 株式会社シズデンシステム

協栄シグナル設備株式会社 コーケン電工

ムツミ電気工業株式会社 髙橋電気工業株式会社

有限会社上原電設 東電設工業株式会社

正会員補 常盤電業株式会社埼玉営業所 富士電設株式会社

準会員 株式会社アイチコーポレーション 有限会社岡村産業

正会員

準会員

準会員

群馬 正会員

埼玉

正会員

正会員岩手

正会員
秋田

正会員補宮城

福島 正会員

茨城 正会員

栃木

正会員

正会員補

               一般社団法人 全国交通信号工事技術普及協会会員名簿　　　　　　　　　　　

北海道

正会員

正会員準会員

新潟 正会員

静岡

正会員

正会員補

準会員

千葉 正会員補

東京

神奈川



都道府県 会員種別 事　業　所　名 都道府県 会員種別 事　業　所　名

富山 正会員 交通企画株式会社 紀南電設株式会社

株式会社北越ティーテック 中谷電気工事株式会社

北陸電設株式会社 竹内電設株式会社

株式会社　大地電業所 正会員補 共栄電業株式会社和歌山営業所

上村電建株式会社 株式会社シンテック

竹内電気工事株式会社 株式会社瀬戸内電業社

清水電興株式会社 平和電気株式会社

大和電建株式会社 山陽エースライン工業株式会社

ススキ電機株式会社 三恭電設株式会社

株式会社　愛岐通信 株式会社島村電工社

アース・クリエイト有限会社 株式会社電気工営

正会員補 株式会社シンコーワ岐阜営業所 株式会社片山電機工業所

株式会社中野電業 大亜工業株式会社

ティーピーエス糸藤株式会社 シグナル電子株式会社

アプロ通信株式会社 準会員 伸和工業有限会社

株式会社シンコーワ 西日本電業株式会社

名鉄ＥＩエンジニア株式会社 有限会社北野電気産業

東海信号株式会社 株式会社　鶴谷秀電社

大岳電気工業株式会社 正会員補 ミナモト通信株式会社中国支社

株式会社Mizunodenki Industry Corporation 信号電材株式会社

マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザー株式
会社名古屋営業部

上内電気株式会社

有限会社 久米電設工業 大菱電気工業株式会社

有限会社ケイアンドケイ 株式会社三恵電業

株式会社アサヒ電設 共新電設工業株式会社

株式会社日本総合施設 トノカワ電業株式会社

中部日信電子株式会社 株式会社ダイニチ

株式会社シンコーワ三重営業所 有限会社　田上電気土木

株式会社シンコーワ津営業所 正会員補 ミナモト通信株式会社九州支社

アマナエレン株式会社 長崎電業株式会社

オカダ 長崎電建工業株式会社

株式会社さんでん 長崎電気株式会社

伊吹電業株式会社 泰明電機株式会社

川一電機株式会社 株式会社昭電社

株式会社セイコーエレクトリック 不二電気工業株式会社

株式会社デューイテクニカル 株式会社ゼクシオ

五島電気建設株式会社 準会員 株式会社球磨電設

共栄トラスト株式会社 大分 正会員 株式会社久大電設

株式会社コトネットエンジニアリング 旭進興業株式会社

株式会社ＲＥＶＩＶＥ 株式会社三電工

準会員 株式会社ハタ電気工事 江平電気株式会社

共栄電業株式会社 株式会社九南

内田電設株式会社 沖縄 正会員補 常盤電業株式会社沖縄営業所

株式会社コアテクノ

小松電気工業株式会社

有限会社デカデン 正会員 155 公開　１５０社　非公開　５社

株式会社SAITO 準会員 47 公開 　　４６社 　非公開 １社

阪和電設株式会社 計 202
洸陽電気工事株式会社

松宮電気工業株式会社 正会員補 27 正会員補は、正会員の支社、支店等で、

株式会社 トラスト 地区委員会の活動に正会員の代理として参加

ミナモト通信株式会社関西支社

日信電子サービス株式会社西日本支社

五島電気建設株式会社大阪営業所

株式会社Ｔ－ＲＩＳＥ

因幡電機産業株式会社

株式会社中央設備コンサルタント

有限会社アイテック

兵庫 正会員補 共栄電業株式会社神戸営業所

株式会社　町田電気

株式会社　五　伸

正会員補 共栄電業株式会社奈良支店

宮崎

正会員

準会員

滋賀 正会員

熊本
正会員

広島
正会員

正会員

福岡 正会員

山口

岐阜

正会員

準会員

愛知

正会員

準会員

石川

正会員

準会員

福井 正会員

正会員

正会員補

長崎

正会員

準会員

奈良

京都
正会員

大阪

正会員

正会員補

準会員

正会員

和歌山
正会員

岡山 正会員

三重


