
サービスショップ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○高周波工具サービスショップも兼ねています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●高周波工具サービスショップです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆高圧洗浄機のアフターサービスができます。

☆◎ 北海道機器サービス 〒069-0847 北海道江別市大麻ひかり町37-9 TEL：(011)386-6562

北海道電修機工業所 〒001-0028 北海道札幌市北区北28条西13丁目 TEL：(011)716-7222

佐々木電機商会 〒030-0901 青森県青森市港町1-13-13 TEL：(0177)41-0287

多田産業 〒039-1161 青森県八戸市河原木字下谷地37 TEL：(0178)20-1282

（有）弘前ニューマチック 〒036-8245  青森県弘前市大字金属町3-12  TEL：(0172)87-3871
 

（有）菅川電機工業所 〒020-0026 岩手県盛岡市開運橋通り1-7 TEL：(019)622-5461

伊手屋電機（有） 〒027-0021 岩手県宮古市藤原2-9-7 TEL：(0193)62-3721

☆◎ 佐藤電気工業 〒980-0003 宮城県仙台市青葉区小田原6-4-24 TEL：(022)221-1761

ムトー電機修理工場 〒986-0873 宮城県石巻市山下町2-5-1 TEL：(0225)95-4433

☆◎ （株）永井電機 〒981-3111 宮城県仙台市泉区松森字中道80 TEL：(022)373-0092

太田電機 〒973-8409 福島県いわき市内郷御台境町鶴巻75-4 TEL：(0246)27-5085

＜北海道＞

＜青森＞

＜岩手＞

＜宮城＞

＜福島＞

☆◎ （有）町井工研 〒321-0903 栃木県宇都宮市下平出町82-7 TEL：(028)662-8973

◎ 東邦機工（株） 〒322-0026 栃木県鹿沼市茂呂788-5 TEL：(0289)76-5025

☆ 前島工機 〒370-1115 群馬県佐波郡玉村町五料1058-1 TEL：(0270)65-5313

☆◎ 川研電業社 〒332-0024 埼玉県川口市飯原町6-11 TEL：(048)252-7632

☆◎ ツールサービス・タナカ 〒364-0026 埼玉県北本市荒井3-346 TEL：(0485)91-0230

（株）八潮 〒362-0023 埼玉県上尾市原市中3-7-2 TEL：(048)720-7777

◎ （有）神田商会 〒260-0822 千葉県千葉市中央区蘇我3-32-42 TEL：(043)264-7502

☆◎ （株）八潮 〒144-0055 東京都大田区仲六郷2-40-4 TEL：(03)3733-9301

◎ （株）東和 〒136-0072 東京都江東区大島7-42-12 TEL：(03)3684-0521

（有）丸子電機商会 〒146-0092 東京都大田区下丸子2-4-3 TEL：(03)3759-2615

☆● （株）山陽電機製作所 〒140-0004 東京都品川区南品川5-16-24 TEL：(03)3471-0034

大和レジン工業所 〒123-0872 東京都足立区江北7-7-2 TEL：(03)3890-3878

☆ 東洋工具 〒120-0006 東京都足立区谷中3-8-10 TEL：(03)3605-7348

◎ 石原電機商会 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂5-12-19 TEL：(03)3419-5857

（株）シンワ産業 〒124-0021 東京都葛飾区細田5-16 TEL：(03)3673-1334

◎ （有）アイデン 〒144-0032 東京都大田区北糀谷1-5-16 TEL：(03)3744-4675

（有）金子機電 〒202-0014 東京都西東京市富士町4-1-19 TEL：(0424)63-2918

＜栃木＞

＜群馬＞

＜埼玉＞

＜千葉＞

＜東京＞



◎ （有）東海電機工業 〒221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6-28-20 TEL：(045)491-2681

平安電器機（株） 〒230-0031 神奈川県横浜市鶴見区平安町2-3-8 TEL：(045)511-3522

（株）東海電機工業 〒252-0822 神奈川県藤沢市葛原598-1 TEL：(0466)49-5070

● （株）北斗 〒239-0836 神奈川県横須賀市内川1-7-37 TEL：(046)833-8833

ミヤザキ電機 〒381-0024 長野県長野市大字南長池461-1 TEL：(026)259-2561

（有）エコー酸電 〒390-0221 長野県松本市里山辺1701-1 TEL：(0263)35-4839

（有）エヌケーサービス 〒390-1701 長野県松本市梓川倭3503 TEL：(0263)78-2608

☆◎○ 駿河機工 〒424-0066 静岡県静岡市清水区七ツ新屋513-1 TEL：(0543)45-2906

● （有）辻電機工業所 〒432-8005 静岡県浜松市神ヶ谷町1964-1 TEL：(053)485-0846

◎ セキシ電機工業所 〒431-3114 静岡県浜松市積志町1685 TEL：(053)434-2901

☆◎○ （有）明石電機工作所 〒461-0033 愛知県名古屋市東区大松町4-24 TEL：(052)935-5786

（株）ファースト社 〒455-0077 愛知県名古屋市港区小割通り2-21 TEL：(052)355-7718

● シンリョウ電機（株） 〒441-0103 愛知県豊川市小坂井町門並2-2 TEL：(05337)8-2757

● （株）栄光電機 〒444-0933 愛知県岡崎市渡町字薬師畔22-9 TEL：(0564)31-1288

● 明石デンキ 〒486-0967 愛知県春日井市味美西本町1749 TEL：(0568)33-7131

● 岡安電機（株） 〒455-0076 愛知県名古屋市港区川間町3-22 TEL：(052)653-1431

☆ エビサワマシーンサービス 〒950-0166 新潟県新潟市江南区旭4-4-28 TEL：(025)382-4163

（株）森山電機製作所 〒930-0814 富山県富山市下富居1-39-13 TEL：(076)433-3788

東仙電機製作所 〒930-0039 富山県富山市東町2-2-4 TEL：(076)421-4210

（株）ダンジョウ 〒930-0177 富山県富山市西二俣87-2 TEL：(076)471-5323

＜長野＞

＜神奈川＞

＜静岡＞

＜愛知＞

＜新潟＞

＜富山＞

（株）ダンジョウ 〒930-0177 富山県富山市西二俣87-2 TEL：(076)471-5323

◎ （有）長田機械工業 〒939-1131 富山県高岡市醍醐1140-2 TEL：(0766)63-3354

☆ （有）サカ井機工 〒920-0059 石川県金沢市示野町西137-2 TEL：(076)268-1988

（株）金津電機製作所 〒920-0861 石川県金沢市三社町7-12 TEL：(076)231-5496

☆◎ （株）吉田電気機械工業所 〒918-8007 福井県福井市足羽3-3305 TEL：(0776)35-2750

◎ （株）東興エンジニア 〒910-0831 福井県福井市若栄町1101 TEL：(0776)53-1506

● （株）城山商会 〒510-0015 三重県四日市市城山町7番15号 TEL：(059)331-6998

☆◎ 宝生電機工業所 〒555-0025 大阪府大阪市西淀川区姫里2-4-5明和ビル1F TEL：(06)6476-5810

（有）渡邊機工 〒538-0058 大阪府大阪市鶴見区鶴見6-11-16 TEL：(06)6911-2252

● （有）コマツ 〒532-0035 大阪府大阪市淀川区三津屋南3-16-15 TEL：(06)6302-3352

（株）中村精機工作所 〒532-0001 大阪府大阪市淀川区18条2-13-28 TEL：(06)6392-4754

● 中山電機工業所 〒555-0043 大阪府大阪市西淀川区大野1-2-1 TEL：(06)6473-5973

● 竹好商会 〒574-0072 大阪府大東市深野4-8-25 TEL：(072)875-6860

● 宏洋商会 〒599-8107 大阪府堺市東区白鷺町1-8-2 TEL：(072)252-3073

● （株）ドーナカンパニー 〒574-0052 大阪府大東市新田北町4-5 TEL：(072)874-2150

（株）成東商会 〒587-0022 大阪府南河内郡美原町平尾2414-5 TEL：(0723)62-4335

◎ 林電機工業所 〒652-0891 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町84-1 TEL：(078)681-0509

＜石川＞

＜福井＞

＜兵庫＞

＜三重＞

＜大阪＞



（株）ハマ電機 〒693-0005 島根県出雲市天神町186-2 TEL：(0853)22-7226

◎ （有）倉電機工 〒712-8052 岡山県倉敷市松江1-24-7 TEL：(0864)55-6743

◎ 丸昌（株）岡山営業所 〒703-8282 岡山県岡山市中区平井6-9-6 TEL：(086)270-4731

◎ （株）GM電機工業所 〒729-0141 広島県尾道市高須町大新5015-2 TEL：(0848)46-1631

● 広東機工 〒734-0037 広島県広島市南区霞2-10-2 TEL：(082)254-1733

（有）坊田機械工業 〒732-0802 広島県広島市南区大州2-7-2 TEL：(082)286-5666

◎ 橘高工業（株） 〒720-0841 広島県福山市津之郷町大字津之郷62-1 TEL：(0849)51-2828

◎ 愛神電機（株） 〒761-8083 香川県高松市三名町739-7 TEL：(0878)66-3411

☆◎ 丸昌（株） 〒761-8076 香川県高松市多肥上町2048-8 TEL：(0878)88-0880

（有）橋本利電業社 〒770-0053 徳島県徳島市南島田町2-68-2 TEL：(0886)31-9203

山一電機 〒790-0941 愛媛県松山市和泉76-4 TEL：(089)957-6552

和田電業（株） 〒798-0031 愛媛県宇和島市栄町港2 TEL：(0895)22-5370

（株）東亜商会 〒792-0004 愛媛県新居浜市北新町2-33 TEL：(0897)37-2534

◎ （有）電久舎 〒836-0052 福岡県大牟田市白金町25 TEL：(0944)56-2800

◎ 神光電機 〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀4-8-15 TEL：(093)561-1170

昭和電機工作所 〒852-8017 長崎県長崎市岩見町565 TEL：(095)862-0984

＜島根＞

＜岡山＞

＜広島＞

＜香川＞

＜徳島＞

＜愛媛＞

＜福岡＞

＜長崎＞
昭和電機工作所 〒852-8017 長崎県長崎市岩見町565 TEL：(095)862-0984

◎ 機電サービス 〒851-2123 長崎県西彼杵郡長与町平木場郷590-1 TEL：(0958)87-2736

（有）西工業所 〒859-3223 長崎県佐世保市広田2-2-9 TEL：(0956)39-1666

ミツワ電機工業（株） 〒870-0951 大分県大分市下郡工業団地700-44 TEL：(097)567-5032

電光社 〒882-0803 宮崎県延岡市大貫町3-1266 TEL：(0982)32-2474

酒匂（サコウ）電機工業所 〒892-0834 鹿児島県鹿児島市南林寺町24-27 TEL：(0992)26-7307

（株）仲松産業 〒900-0012 沖縄県那覇市泊1-2-2 TEL：(098)863-2331

＜沖縄＞

＜大分＞

＜宮崎＞

＜鹿児島＞


