【認定講習】 申込書配布先一覧
地区

全日電工連 組合名

郵便番号

平成29年9月01日 作成
所 在 地

電話番号

北海道 北海道電気工事業工業組合

060-0041 札幌市中央区大通東３－２ 北海道電気会館３階

011-261-0420

東北

青森県電気工事業工業組合

030-0802 青森市本町２－９－１７ 青森県中小企業会館３階

017-773-1935

岩手県電気工事業工業組合

020-0051 盛岡市下太田榊４８－４４ 岩手電気工事会館２階

019-656-3255

宮城県電気工事工業組合

984-0074 仙台市若林区東七番丁１５７－１

022-221-2676

秋田県電気工事工業組合

010-0918 秋田市泉南１－１－１８

018-824-1587

山形県電気工事工業組合

990-0025 山形市あこや町１－５－８

023-633-0161

福島県電気工事工業組合

960-8252 福島市御山字稲荷田３１－２

024-535-0477

新潟県電気工事工業組合

951-8068 新潟市中央区上大川前通６番町１２０３

025-229-1587

茨城県電気工事業工業組合

310-0045 水戸市新原１－２－７

029-252-3133

栃木県電気工事業工業組合

320-0056 宇都宮市戸祭４－１４－３１

028-622-1931

群馬県電気工事工業組合

371-0855 前橋市問屋町１－８－４

027-251-5016

埼玉県電気工事工業組合

331-0813 さいたま市北区植竹町１－８２０－６

048-663-0242

千葉県電気工事工業組合

260-0005 千葉市中央区道場南１－９－１５

043-224-6086

東京都電気工事工業組合

104-0045 中央区築地３－４－１３ 電気工事会館

03-3542-7301

神奈川県電気工事工業組合

231-0034 横浜市中区三吉町４－１

045-251-4671

山梨県電気工事工業組合

400-0851 甲府市住吉１－１－１１

055-222-5711

長野県電気工事業工業組合

380-0815 長野市大字鶴賀田町２０８８

026-232-4675

岐阜県電気工事業工業組合

500-8814 岐阜市今川町２－２６－３ 電気会館４階

058-263-2207

静岡県電気工事工業組合

422-8056 静岡市駿河区津島町１２－２７

054-288-1250

愛知県電気工事業工業組合

461-0005 名古屋市東区東桜１－２－１４ 愛知電気会館２階

052-971-7151

三重県電気工事業工業組合

514-0821 津市垂水字焼尾２６１２－９３

059-226-4862

富山県電気工事工業組合

930-0835 富山市上冨居１－７－１２

076-471-7551

石川県電気工事工業組合

921-8062 金沢市新保本４－６５－２２

076-269-7880

福井県電気工事工業組合

910-0855 福井市西方１－１４－８

0776-22-2903

滋賀県電気工事工業組合

525-0041 草津市青地町２９９－１

077-562-2069

京都府電気工事工業組合

601-8021 京都市南区東九条宇賀辺町８

075-672-4311

大阪府電気工事工業組合

531-0074 大阪市北区本庄東２－３－３８ 大阪府電気工事技術会館３階

06-6371-6147

兵庫県電気工事工業組合

652-0852 神戸市兵庫区御崎本町２－９－７ 兵庫県電気工事技術会館

078-671-3903

奈良県電気工事工業組合

630-8124 奈良市三条桧町２９－３

0742-33-4340

和歌山県電気工事工業組合

640-8145 和歌山市岡山丁３６

073-424-3292

関東

中部

北陸

近畿

地区
中国

四国

九州

沖縄
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鳥取県電気工事業工業組合

680-0804 鳥取市田島６４８ タナカビル１階

0857-24-9213

島根県電気工事工業組合

690-0884 松江市南田町１２５－４５

0852-21-7433

岡山県電気工事工業組合

700-0942 岡山市南区豊成１－９－９－３

086-261-0900

広島県電気工事工業組合

730-0051 広島市中区大手町５－１５－５

082-241-1731

山口県電気工事工業組合

753-0074 山口市中央２－４－５ 山口中企ビル３階

083-921-0885

徳島県電気工事業工業組合

770-0942 徳島市昭和町３－３５－２ 労働福祉会館別館３階

088-622-7377

香川県電気工事業工業組合

761-8083 高松市三名町字東原３０－７

087-816-1433

愛媛県電気工事工業組合

790-0003 松山市三番町４－７－７ 愛媛汽船松山ビル５階

089-931-3011

高知県電気工事業工業組合

780-8031 高知市大原町８７－８

088-832-7822

福岡県電気工事業工業組合

810-0011 福岡市中央区高砂１－１８－１４ 電気工事会館１階

092-523-7747

佐賀県電気工事業工業組合

849-0925 佐賀市八丁畷町１１－８

0952-31-2030

長崎県電気工事業工業組合

852-8016 長崎市宝栄町２３－２３

095-862-1975

熊本県電気工事業工業組合

862-0951 熊本市中央区上水前寺２－１６－１６

096-382-2171

大分県電気工事業工業組合

870-0943 大分市大字片島４４０－２ 大分電気工事会館２階

097-568-2146

宮崎県電気工事業工業組合

880-0843 宮崎市下原町２５６

0985-24-7388

鹿児島県電気工事業工業組合

890-0062 鹿児島市与次郎１－３－１１ 鹿児島電設会館２階

099-255-5507

沖縄県電気工事業工業組合

900-0024 那覇市古波蔵４－１２－７ 那覇電協会館

098-855-5230

日本電気協会 支部名

郵便番号

所 在 地

電話番号

（一社）日本電気協会 北海道支部

060-0041 札幌市中央区大通東３－２ 北海道電気会館４階

011-221-2759

（一社）日本電気協会 東北支部

980-0021 仙台市青葉区中央２－９－１０ セントレ東北８階

022-222-5577

（一社）日本電気協会 関東支部

100-0006 千代田区有楽町１－７－１ 有楽町電気ビル北館４階

03-3213-1759

（一社）日本電気協会 中部支部

461-8570 名古屋市東区東桜２－１３－３０ ＮＴＰプラザ東新町９階

052-934-7216

（一社）日本電気協会 北陸支部

930-0858 富山市牛島町１３－１５ 百川ビル５階

076-442-1733

（一社）日本電気協会 関西支部

530-0004 大阪市北区堂島浜２－１－２５ 中央電気倶楽部４階

06-6341-5096

（一社）日本電気協会 中国支部

730-0041 広島市中区小町４－３３ 中電ビル２号館４階

082-245-3473

（一社）日本電気協会 四国支部

760-0033 高松市丸の内２－５ ヨンデンビル本館４階

087-822-6161

（一社）日本電気協会 九州支部

810-0004 福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 電気ビル北館１０階

092-714-2054

（一社）日本電気協会 沖縄支部

900-0029 那覇市旭町１１４－４ おきでん那覇ビル６階

098-862-0654

105-0004 東京都港区新橋４－７－２

03-3435-0897

一般財団法人 電気工事技術講習センター

６東洋海事ビル４階

