
会 員 名 簿 （令和 2 年 4 月 1 日現在）     一般社団法人 香川県電気工事業協会 

 高松地区 27 社 

会 社 名 代表者氏名 〒 所  在  地 ℡087 fax087 

 浅海電気㈱高松営業所  杉本 聖和 760-0026  高松市磨屋町5-9  プラタ59ビル 821-8051 823-3320 

㈱エスケイ電業  佐藤 佳生 761-0441  高松市由良町560-1 848-1579 848-1540 

 ㈱ＭＥ電工  南 世津男 761-0301  高松市林町298-1 868-1025 868-1079 

㈱香川クリエイト  桒原 良二 761-8032  高松市鶴市町1417番地2 861-1455 861-1453 

㈱勝見電気工業 勝見  明 761-8002  高松市生島町602番地3 881-5593 882-9639 

 ㈱カナック  石橋 雄二 761-0492  高松市三谷町136番地 888-3123 888-2008 

 木太電設㈱  宮脇 雅臣 761-0443  高松市川島東町1353－5 848-3828 848-3822 

㈱協和エクシオ四国支店  藤原 義典 761-0301  高松市林町148－20 865-8005 865-8006 

 ㈱きんでん四国支社  伊﨑 幸治 760-0066  高松市福岡町3丁目4番8号 851-3518 821-2740 

 栗原工業㈱四国支店  小尻 雅明 760-0055  高松市観光通2丁目5番16号 863-5760 863-0688 

 三喜工事㈱  菊井 雄二 761-8033  高松市飯田町656番地１ 842-5678 802-1166 

 三協設備工業㈱  新名 淳一 761-0445  高松市西植田町701－1 840-4456 840-4457 

 讃州電気工事㈱  佐藤 隆男 761-8085  高松市寺井町239-1 886-5151 885-2852 

 三信電気水道㈱  松原 秀樹 760-0007  高松市中央町15番20-21号 831-1751 831-1754 

 ㈱サンテック高松営業所  一丁畑 聡 760-0066  高松市福岡町2丁目22-32 851-1289 822-7230 

 サンワコムシス 
エンジニアリング㈱ 

四国支店 
石渡 正道 761-0101  高松市春日町1349-2 844-8880 844-8881 

 三和電業㈱  山地 真人 761-8073  高松市太田下町2580番地3 865-8585 866-9210 

 四国通建㈱高松支店   藤田 一司 760-0014  高松市昭和町1丁目1-26 861-2323 861-7011 

 四国電設工業㈱  上池  裕 760-0013  高松市扇町1丁目1番48号 822-6218 822-6226 

 四国メインテナンス㈱  松本   寿 761-8078  高松市仏生山町甲381番地 889-1588 889-1597 

 新生テクノス㈱四国支社  渡邉 展司 761-0301  高松市林町2537番地3号 804-3317 804-3314 

㈱田所電気  植村 謙二 761-0312  高松市東山崎町196-9 847-6037 847-6061 

 大一電気工業㈱  長瀬 裕亮 760-0067  高松市松福町2丁目4番6 851-1178 851-3621 

ダイダン㈱四国支店  天野 康博 760-0032  高松市本町6番17号 811-2301 811-2302 

 大よし電機工業㈱  小田 英晃 761-8075  高松市多肥下町1516番地14号 865-4626 865-4699 

 ㈱中央電設  山下 豊生 761-8071  高松市伏石町2173番地16 866-1100 866-1114 

 ㈱中電工高松営業所  大林 永典 760-0007  高松市中央町17番25号三弘ビル 831-0277 831-1418 



高松地区 11 社 

会 社 名 代表者氏名 〒 所  在  地 ℡087 fax087 

東光電気工事㈱ 
     四国営業所 

 立石 光弘 760-0066  高松市福岡町3丁目27番21号 822-1384 822-9831 

徳寿工業㈱  坂谷 英志郎 760-0066  高松市福岡町2丁目5番10号 851-9151 822-8547 

 日本電設工業㈱四国支店  前原 広之 760-0032  高松市本町7番17号  851-4185 821-0417 

 日本リーテック株式会社
    四国営業所 

 北岡 幹生 760-0020  高松市錦町1丁目6番7号 851-2649 851-3374 

 二ッ橋電気工業㈱  千田 良範 761-8071  高松市伏石町1383番地32 865-1771 865-6742 

 松井電機㈱  黒川 二三男 760-0068  高松市松島町3-18-13 833-7777 833-2389 

 ㈱ミライト四国支店  山地 則昭  761-0301  高松市林町2549番地５ 868-1166 868-1263 

 ㈱山口電機    山口 隆之 761-0113  高松市屋島西町2492-29 843-6151 841-1550 

 山崎電機㈱   山﨑 俊博 761-8044  高松市円座町545-1 885-1155 886-3257 

 四電エンジニアリング㈱ 
          高松支店  

 松本  弘 769-0101  高松市国分寺町新居1502-1 874-8060 874-6766 

 ㈱四電工香川支店      小川  弘 760-8588  高松市西宝町1丁目8番24号 836-0111 836-0119 

 
坂出地区 4 社 

会 社 名 代表者氏名 〒 所  在  地 ℡0877 fax0877 

 栄進電業㈱  正﨑 秀則 762-0053  坂出市西大浜北3丁目4-31 46-4349 46-6186 

 開成工業㈱  西本 光宏 769-0201  綾歌郡宇多津町浜一番丁1番地 49-2211 49-2213 

 ㈱総合ハイテック  中井 康司 762-0012  坂出市林田町4285ｰ147 57-3332 47-1336 

 中條電機水道㈱  奈良 章司 762-0011  坂出市江尻町1259-10 46-4261 46-3542 

 
丸亀地区 3 社 

会 社 名 代表者氏名 〒 所  在  地 ℡0877 fax0877 

 三和電気工業㈱  河﨑 正子 763-0084  丸亀市飯野町東二甲154番地１ 24-5225 24-5226 

 昭和電機㈱  齋藤 芳紀 765-0003  善通寺市善通寺町五丁目2番9号 62-2535 63-1269 

 中央電業㈱  水早 和博 763-0083  丸亀市土器町北1丁目44 22-8338 24-6482 

 
観音寺地区 1 社 

会 社 名 代表者氏名 〒 所  在  地 ℡0875 fax0875 

 ㈱久保電機  久保   正 768-0060  観音寺市観音寺町甲2645番地 25-2340 23-2786 

 
小豆地区 1 社 

会 社 名 代表者氏名 〒 所  在  地 ℡0879 fax0879 

 田中電気工事㈱  田中 真一郎 761-4426  小豆郡小豆島町馬木甲852-1 82-0997 82-5107 



                        
賛 助 会 員 名 簿 （令和 2 年 4 月 1 日現在） 

                                                         一般社団法人 香川県電気工事業協会   №1 

会 社 名 代表者氏名 〒 所  在  地 ℡087 fax087 

 アイティエフ㈱  児玉 登雄 761-8031  高松市郷東町1-17 882-8833 882-6711 

 アイホン㈱高松営業所   坂口 雅彦 761-0301  高松市林町2529－2 802-7120 802-7107 

 ㈱アークシステムズ  宮浦   豊 761-8073  高松市太田下町1749-3 867-2220 867-3660 

 一光電機㈱  池田   晃 761-1402  高松市香南町由佐2082 879-8666 879-8680 

 岩崎電気㈱四国営業所   真木  聡 760-0078  高松市今里町2丁目11-6 861-8309 835-2643 

 オーデリック㈱ 
     高松営業所 

 平見 與友 760-0078  高松市今里町7番16 864-3453 864-3454 

 ㈱かわでん高松営業所  來嶋 孝和 760-0021  高松市西の丸町6-12 
 ハーバービュー2階201 813-1681 813-1682 

 河村電器産業㈱ 
          高松営業所 

 吉田 哲彦 760-0053  高松市田町11-5 
             セントラル田町ビル8Ｆ 

831-7011 835-2571 

 香東電機㈱  石原 一司 761-0102  高松市新田町甲300 841-9115 841-9110 

 四国機器㈱  木村 公信 760-0055  高松市観光通2-2-15 836-0202 836-0201 

 四国ノーミ㈱  古川 義典 761-8075  高松市多肥下町1516番地1 813-5602 813-8755 

 四変テック㈱  真鍋 秀一 764-0012  仲多度郡多度津町桜川 
         2丁目1番97号 

0877 
33-1212 

0877 
33-2629 

 伸興電線㈱  尾﨑   勝 769-2101  さぬき市志度1298番地12 894-3151 894-3809 

 泉州電業㈱高松支店  蝶   功二 760-0064  高松市朝日新町33番6号 826-3333 826-3666 

 テンパール工業㈱ 
      高松支店 

水谷 隆治 760-0066  高松市福岡町2丁目24番3号 821-5575 821-2162 

 東芝ライテック㈱ 
      四国営業所 

 中野 一登 794-8510  愛媛県今治市旭町5－2－1 0898 
34-5010 

0898 
34-5017 

 中西電機㈱  中西   章 761-8063  高松市花ノ宮町1丁目9-25 862-2121 861-6136 

 ナンリツ㈱   宮本 正信 761-8057  高松市田村町89番地1 868-7100 868-6100 

 西日本放送サービス㈱  中村 卓朗 761-8051  高松市西春日町大畑1737-1 867-6677 867-1147 

 日電工業㈱  平田 健一 760-0017  高松市番町2-10-1  822-4141 822-1333 

 ニッタン㈱  高松支店  佐伯 宅美  761-8064  高松市上之町1-15-6 867-3881 867-3882 

 日東工業㈱高松営業所  川邉 良寿 761-8021  高松市鬼無町是竹90番地の1 881-3651 881-3653 

 ネグロス電工㈱ 
      高松営業所   谷口 淳一 760-0065   高松市朝日町6丁目2-30 823-4702 823-4712 

ハマダヤ電機㈱  鎌田 多紀  760-0074  高松市桜町1丁目3番-1 831-1768 835-3667 

パナソニック㈱ 
ライフソリューションズ
社 四国電材営業所 

 吉田 貴城 761-0113  高松市屋島西町字百石1960 841-3231 843-0718 

 
 



 

賛 助 会 員 名 簿 
                                                              一般社団法人 香川県電気工事業協会   №2 

会 社 名 代表者氏名 〒 所  在  地 ℡087 fax087 

 ホーチキ㈱関西支店 
四国支社 

 吉田  昇 760-0080  高松市木太町3区1981-4 835-1502 837-3640 

 三菱電機住環境ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 
中四国支社香川支店 

 福原 義治 761-1705  高松市香川町川東下717-1 879-1138 879-1160 

 宮地電機㈱ 
電材住建営業部高松支店 

 西内 久貴 760-0080  高松市木太町4区2380番地 833-8181 833-2025 

 未来工業㈱高松営業所  久保 秀高 761-8013  高松市香西東町311-1 882-2040 882-2023 

 ユタカ電材㈱  松本 壽一 761-8058  高松市勅使町181番地1 802-8802 802-8803 

                                                                                                   
 
                                                                                      合計 30 社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


