
電気設備学会賛助会員リスト
2020年12月11日現在

【あ行】 塩化ビニル管・継手協会

愛知電機㈱ ㈱遠藤照明

アイホン㈱ 遠藤電機㈱

㈱愛洋産業 ㈱大分電設

㈱アクセル徳島 ㈱オーク情報システム

㈱アクセル松山 オーク設備工業㈱

㈱明野設備研究所 大阪コネクター製造㈱

朝日エティック㈱ （一社）大阪電業協会

朝日機器㈱ 大阪避雷針工業㈱

旭電業㈱ 大崎電気工業㈱

㈱アサヒファシリティズ大阪本店 大坪電気㈱

浅海電気㈱ ㈱大林組

㈱梓設計 ㈱大林組東京本社

アズビル㈱ 大林新星和不動産㈱

㈱有明電設 大林ファシリティーズ㈱

㈱安藤・間 ㈱オーム社

㈱石本建築事務所 ＯＫＩクロステック㈱

伊藤組土建㈱ ㈱沖電工

㈱伊藤電機 沖縄電力㈱

因幡電機産業㈱ ㈱奥野設計

㈱因幡電機製作所 音羽印刷㈱

岩崎電気㈱ 音羽電機工業㈱

(一社)インターホン工業会 ㈲Office May

㈱ウエストＯ＆Ｍ 【か行】

内田鍛工㈱ 海光電業㈱

エースライオン㈱ ㈱開進堂

ＡＢＢ㈱ ㈱香川クリエイト

エナジーサポート㈱ 鹿島建設㈱

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 鹿島建設㈱東北支店

ＮＥＣネッツエスアイ㈱ ㈱勝亦電機製作所

㈱エヌエフ回路設計ブロック 川北電気工業㈱

エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス㈱ ㈱川瀬電気工業所

㈱NTTファシリティーズ ㈱かわでん

エヌデック㈱ 河村電器産業㈱

㈱エネゲート 関工商事㈱
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(一財)関西電気保安協会 【さ行】

関西電力送配電㈱ 埼広エンジニヤリング㈱

㈱かんでんエンジニアリング ㈱佐電工

㈱関電工 佐藤工業㈱

関電不動産開発㈱ ㈱佐藤総合計画

(一財)関東電気保安協会 佐鳥電機㈱

㈱北弘電社 ㈱三英社製作所

北電力設備工事㈱ 三栄電気工業㈱

㈱キャデワサービス 三英電業㈱

(一財)九州電気保安協会 三機工業㈱

九州電力送配電㈱ 国立研究開発法人　産業技術総合研究所

㈱九電工 サンケン電気㈱

㈱キューヘン ㈱サンコーシヤ

共同カイテック㈱ ㈱サンテック

共立継器㈱ 三宝電機㈱

㈱協和エクシオ 山洋電気㈱

旭日電気工業㈱ ㈱ＧＳユアサ

㈱キンコー ㈱シーテック

㈱きんでん ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱

㈱きんでんスピネット ㈱ＪＲ東日本建築設計

㈱熊谷組 (一財)四国電気保安協会

熊本大学　大西研究室 四国電設工業㈱

㈱久米設計 四国電力送配電㈱

栗原工業㈱ ㈱指月電機製作所

㈱クリハラント 芝軽粗材㈱

群馬電工㈱ 四変テック㈱

㈱ケアコム 島根電工㈱

(公財)建築技術教育普及センター 清水建設㈱

㈱建築設備設計研究所 ㈱シミズ・ビルライフケア

合成樹脂製可とう電線管工業会 ㈱昭電

㈱高速道路総合技術研究所 昭和アステック㈱

㈱高知クリエイト ㈱昭和設計

㈱弘電社 昭和電線ケーブルシステム㈱

恒和工業㈱ ジョンソンコントロールズ㈱

㈱国分電機 新川電機㈱
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㈱神鋼エンジニアリング＆メンテナンス ㈱ダイヘン

振興電気㈱ 高砂熱学工業㈱

新生テクノス㈱ ㈱竹中工務店

㈱シンデン ㈱竹中工務店大阪本店

㈱新藤社 ㈱立基

神保電器㈱ ㈱ＴＡＫイーヴァック

㈱新陽社 中央電気工事㈱

新菱冷熱工業㈱ 中央電設㈱

㈱伸和総合設計 (一財)中国電気保安協会

住電機器システム㈱ 中国電力ネットワーク㈱

住友電気工業㈱ 中電技術コンサルタント㈱

住友電設㈱ ㈱中電工

㈱正興電機製作所 中部精機㈱

セイコーソリューションズ㈱ 学校法人中部大学

誠新産業㈱ (一財)中部電気保安協会

宗教法人　生長の家 中部電力㈱

セイリツ工業㈱ 中立電機㈱

星和電機㈱ 千代田システムテクノロジーズ㈱

㈱設備計画 ㈱Ｔ・Ｓ・Ｇ

㈱錢高組 Dーパワーシステムズ㈱

(一社)全九州電気工事業協会 テクニカルアースシステム㈱

全国金属製電線管附属品工業組合 ㈱ＴＥＲＡＤＡ

全日本電気工事業工業組合連合会 (一財)電気安全環境研究所

㈱総合設備計画 ㈱電気ビル

㈱総合設備コンサルタント 電成興業㈱

㈱蒼設備設計 ㈱電設広告

【た行】 （一社）電線総合技術センター

㈱第一テクノ （一社）電池工業会

Ｄaigasエナジー㈱ （一社）電動車両用電力供給システム協議会

㈱大建設計 テンパール工業㈱

大成建設㈱ ㈱電力サポート中国

大成設備㈱ (一財)電力中央研究所

ダイダン㈱ ㈱土井製作所

㈱大電 東急建設㈱

太平電気㈱ ㈱東京エネシス
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東京ガス㈱ 【な行】

（公社）東京電気管理技術者協会 内外電機㈱

（一社）東京電業協会 ㈱長沼電業社

東京電力エナジーパートナー㈱ 那須電機鉄工㈱

東京電力パワーグリッド㈱ 成田国際空港㈱

東京避雷針工業㈱ 南海ビルサービス㈱

東北電化工業㈱ ㈱南電工

㈱東光高岳 西鉄電設工業㈱

㈱東光高岳 西日本電気システム㈱

東光電気工事㈱ ㈱西原衛生工業所

東芝ＩＴコントロールシステム㈱ 西松建設㈱

東芝インフラシステムズ㈱ 西山電気㈱

東芝プラントシステム㈱ 日動電工㈱

東芝ライテック㈱ ㈱ニチフ端子工業

東神電気㈱ ㈱日建設計

東拓工業㈱ ㈱日建設計東京

東電設計㈱ ㈱日建設計名古屋

東電同窓電気㈱ 日昭電気㈱

㈱東畑建築事務所 日新電機㈱

東邦ガス㈱ 日信防災㈱

東邦電気工業㈱ ニッタン㈱

(一財)東北電気保安協会 日東工業㈱

東北電力ネットワーク㈱ ＮＩＰエンジニアリング㈱

東北物産㈱ 日本高圧電気㈱

東洋エンジニアリング㈱ 日本鉄道電気設計㈱

東洋建設㈱ 日本電設工業㈱

東陽工業㈱ 日本リーテック㈱

東洋電機㈱ 日本ガイシ㈱

東洋熱工業㈱ （一社）日本火災報知機工業会

東和電機工業㈱ （一社）日本計装工業会

㈱トーエネック 日本原燃㈱

㈱戸上電機製作所 日本工営㈱

（独）都市再生機構 （一社）日本照明工業会

戸田建設㈱ ㈱日本設計

栃木県電気工事㈱ 日本地工㈱
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日本テクノ㈱ 東日本電気エンジニアリング㈱

日本電機㈱ 東日本旅客鉄道㈱東京電気システム開発工事事務所

日本電技㈱ 光商工㈱

（一社）日本電気協会 ㈱日立製作所

一般社団法人日本電機工業会 ㈱日立パワーソリューションズ

日本電算設備㈱ 日比谷総合設備㈱

（一社）日本電設工業協会 ㈱フジクラ・ダイヤケーブル

（一社）日本電設工業協会四国支部 富士興業㈱

（一社）日本電線工業会 ㈱フジタ

（一社）日本内燃力発電設備協会 富士通㈱

（一社）日本配線システム工業会 富士電機㈱

（一社）日本配電制御システム工業会 富士電機機器制御㈱

日本ピーマック㈱ 冨士電線㈱

日本ファシリオ㈱ 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱

（一社）日本雷保護システム工業会 ㈱フランクリン・ジャパン

（一社）日本冷凍空調工業会 古川電気工業㈱

㈱ニュージェック ㈱ベイテクノ

ネグロス電工㈱ ㈱平和電興

㈱ネットアルファ ㈱HEXEL　Works

㈱ネットカムシステムズ ヘラマンタイトン㈱

ネットワンシステムズ㈱ ホ－チキ㈱

能美防災㈱ ホーチキ㈱東北支社

野里電気工業㈱ ㈱ほくつう

野村不動産㈱ 北陸計器工業㈱

【は行】 北陸電気工事㈱

パシフィックコンサルタンツ㈱ 北陸電気工事組合連合会

長谷川電機工業㈱ (一財)北陸電気保安協会

㈱長谷工コーポレーション 北陸電力送配電㈱

パナソニックLSエンジニアリング㈱ 北海電気工事㈱

パナソニック防災システムズ㈱ 北海道電気工事業工業組合

パナソニック㈱ライフソリューションズ社 (一財)北海道電気保安協会

ハピネスデンキ㈱ （一社）北海道電業協会

パンドウイット・コーポレーション日本支社 北海道電力ネットワーク㈱

P&Dジャパン㈱ 【ま行】

日置電機㈱ 前田建設工業㈱
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マクセルイズミ㈱ 【ら行】

マサル工業㈱ 国立研究開発法人　理化学研究所

㈱松田平田設計 六協電気工事㈱

㈱松村電機製作所 【わ行】

丸一鋼管㈱ ㈱ＹＥ・ＤＩＧＩＴＡＬ

マルティス－プ㈱ ワゴジャパン㈱

丸茂電機㈱

三國機械工業㈱

三井不動産ＴＧスマートエナジー㈱

㈱三菱地所設計

三菱電機㈱

三菱電機照明㈱

三菱電機ビルテクノサービス㈱

南電機㈱

宮地電機㈱

未来工業㈱

㈱ミライト

㈱村田電機製作所

明工産業㈱

㈱明工社

名伸電機㈱

㈱明電舎

森ビル㈱

【や行】

矢崎エナジーシステム㈱

㈱安井建築設計事務所

八千代電設工業㈱

㈱山下設計

山手エンジニヤリング㈱

ヤマハサウンドシステム㈱

ヤンマーエネルギーシステム㈱

ユアサＭ＆Ｂ㈱

㈱ユアテック

裕幸計装㈱

㈱雄電社
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