
令和５年４月現在

業種：電気通信 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

1 日本リーテック 千代田区

2 電気興業 千代田区

3 ホマレ電池 千代田区

4 ＤＸアンテナ 千代田区

5 田中電気 千代田区

6 都市管理センター 千代田区

7 日信防災 千代田区

8 田中電設工業 千代田区

9 ユーテック 千代田区

10 東光通信メカテック 千代田区

11 東日本通信機器 千代田区

12 ヒロセテクニカル 千代田区

13 メディアクリエイトコミュニケーションズ 千代田区

14 英工電機 千代田区

15 弘電社 中央区

16 富士古河Ｅ＆Ｃ 中央区

17 アステック 中央区

18 シンクレイヤ 中央区

19 川瀬電気工業所 中央区

20 パナソニックコネクト 中央区

21 東テク 中央区

22 栄光システムズ 中央区

23 昱 中央区

24 アイ・ビー・テクノス 中央区

25 産業機電 中央区

26 関電工 港区

27 東京総合エンジニアリング 港区

28 三和電気土木工事 港区

29 千代田エンジニアリング 港区

30 大林組 港区

31 東芝 港区

32 六興電気 港区

33 東京通信電設 港区

34 栗原工業 港区

工事業種競争入札参加登録業者名簿
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業種：電気通信 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

35 日本ファシリオ 港区

36 東陽工業 港区

37 共和工業 港区

38 住友電設 港区

39 オーデオ通信 港区

40 リビングエンジニアリング 港区

41 日比谷総合設備 港区

42 三峰電気 港区

43 スイタ情報システム 港区

44 大東電業 港区

45 パナソニック防災システムズ 港区

46 昭和電線ケーブルシステム 港区

47 富士通 港区

48 アクト 港区

49 綜合エンジニアリング 港区

50 バーチャス 港区

51 ワーク・メイツ 港区

52 シンヨー電器 港区

53 クリマテック 新宿区

54 東邦電気工事 新宿区

55 大東電設 新宿区

56 新菱冷熱工業 新宿区

57 多摩川電気 新宿区

58 愛知時計電機 新宿区

59 東邦通信工業 新宿区

60 三電 新宿区

61 神幸電設 新宿区

62 サン電子 新宿区

63 東洋通信工業 新宿区

64 ニッテレ 新宿区

65 ナックコミュニケーションズ 新宿区

66 ＥＣテクノス 新宿区

67 信和興業 新宿区

68 栄光電気 文京区

69 ヱスワイ電気商会 文京区

70 富士防災設備 文京区

71 受信サービス 文京区
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業種：電気通信 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

72 宝電設工業 文京区

73 昭和通信 文京区

74 三和通信工業 文京区

75 トータルエンジニアリングサービス 文京区

76 日本電設工業 台東区

77 宇田川電気工業所 台東区

78 エー・エス・メディア 台東区

79 東武電設工業 墨田区

80 ダイト 墨田区

81 三伸システムエンジニアリング 墨田区

82 新和電工 江東区

83 ミライト・ワン 江東区

84 ケイ・エヌ・システムプランニング 江東区

85 大日通信工業 江東区

86 日興電気通信 江東区

87 三菱プレシジョン 江東区

88 東光高岳 江東区

89 オーテック 江東区

90 スターテック 江東区

91 振興電気 品川区

92 ホーチキ 品川区

93 マスプロ電工 品川区

94 東芝エレベータ 品川区

95 東陽電気工事 品川区

96 東海エンジニアリング 品川区

97 日本コムシス 品川区

98 三愛電子工業 品川区

99 日本ピービーエックス通信工業 品川区

100 エスティ興業設備 品川区

101 電通工業 品川区

102 アズビル 品川区

103 大崎コンピュータエンヂニアリング 品川区

104 ワイズネット 品川区

105 新東京防災 目黒区

106 横河商事 目黒区

107 国光施設工業 大田区

108 大電工 大田区
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業種：電気通信 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

109 エクシオテック 大田区

110 三田電気工業 大田区

111 消防設備工業 大田区

112 大雄電設工業 世田谷区

113 共同通信電設 世田谷区

114 東急コミュニティー 世田谷区

115 八重洲電業社 世田谷区

116 通信設備 世田谷区

117 テクニカコム 世田谷区

118 日本テクニカル・サービス 世田谷区

119 東邦電気工業 渋谷区

120 誠光無線工業 渋谷区

121 協和エクシオ 渋谷区

122 三栄電気工業 渋谷区

123 東照工業 渋谷区

124 ＮＨＫテクノロジーズ 渋谷区

125 綜合警備保障 渋谷区

126 共栄音響 渋谷区

127 日本電話サービス 渋谷区

128 千代田電興 渋谷区

129 大和ＥＳ 渋谷区

130 ジョンソンコントロールズ 渋谷区

131 森電機工業 中野区

132 加藤電設 中野区

133 大国屋電機工業 杉並区

134 サンワコムシスエンジニアリング 杉並区

135 三栄電気設備 杉並区

136 中央理化工業 豊島区

137 保坂通信工業 豊島区

138 藤倉電気工業 豊島区

139 ＴＳＰ 豊島区

140 和信電機 北区

141 情報通信システム 北区

142 加藤電気工業所 北区

143 ワーデン 北区

144 東恵工業 北区

145 日本ドライケミカル 北区
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業種：電気通信 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

146 エイワンエンジニアリング 北区

147 日電 荒川区

148 日本アンテナ 荒川区

149 タカデン 荒川区

150 三菱電機ビルソリューションズ 荒川区

151 志幸技研工業 荒川区

152 エヌデック 荒川区

153 川北電工 荒川区

154 渡部電設 板橋区

155 東方電設工業 板橋区

156 新分電気商会 板橋区

157 東進電機 板橋区

158 寺門電工 板橋区

159 高崎電設 板橋区

160 スズデン 板橋区

161 利研ジャパン 板橋区

162 高栄電気 板橋区

163 光栄電設 板橋区

164 東電設 板橋区

165 電工社 板橋区

166 小松電気工事 練馬区

167 朝日電気工事 練馬区

168 丸電 練馬区

169 ミリオンテック 足立区

170 西川電気工事 足立区

171 トーテック 足立区

172 足立通信工業 足立区

173 アキラ電設 足立区

174 雄光電気 足立区

175 光和エンジニアリング 足立区

176 ツーピース 足立区

177 トーエーシステム 足立区

178 大塚建築設備 足立区

179 デジタル通信システム 足立区

180 美鷹 足立区

181 足立建物サービス 足立区

182 プログレス 足立区
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業種：電気通信 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

183 東京アンテナ工事 葛飾区

184 ＯＣＥＡＮ　ＳＹＳＴＥＭ　ＴＥＣ 葛飾区

185 水越電工社 江戸川区

186 サンエイ工業 江戸川区

187 生田電機設備商会 江戸川区

188 桐井電設工業 江戸川区

189 レンツ・アンド・ゼスト 江戸川区

190 成川電設商会 江戸川区

191 リネット 江戸川区

192 ムラウチネットワーク 八王子市

193 新栄電設 八王子市

194 ミナカミ 八王子市

195 エーデン 八王子市

196 日本タスクス 八王子市

197 武蔵野通信 八王子市

198 ガリレオ 八王子市

199 ネットワークサービス 立川市

200 トータルネットサービス 立川市

201 藤野設備 武蔵野市

202 東京電工 三鷹市

203 日本無線 三鷹市

204 新栄電気工事 三鷹市

205 プラス電気 三鷹市

206 協立防災工業 青梅市

207 葉月商会 調布市

208 柿生電設 町田市

209 中央消防機器 町田市

210 ＮＡＲＡＢＡ 町田市

211 営電 町田市

212 堀内電機 小平市

213 ＨＹＳエンジニアリングサービス 小平市

214 藤和通信工業 日野市

215 大和通信機 国分寺市

216 永和電設 西東京市

217 アイシン共聴開発 西東京市

218 バンガードエンジニアリング 東大和市

219 宇都宮電気商会 清瀬市
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業種：電気通信 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

220 ニコウ技研 武蔵村山市

221 ケイディエス 武蔵村山市

222 日本電力サービス 多摩市

223 セイショウ 羽村市

224 共聴アンテナ設備 その他

225 電波技術協会 その他
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