
センサータ・テクノロジーズ　販売代理店　お問い合わせ先　一覧表(順不同) 2022年8月改正

販売代理店 本社 住所 拠点名 TEL 拠点 URL 取扱ブランド・主要取扱製品

〒105-6409

東京都港区虎ノ門 1-17-1

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー

東京本社
TEL：03-3504-7111

FAX：03-3504-7123

〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦 2-13-19

瀧定ビル

中部支店
TEL：052-219-1881

FAX：052-219-1866

〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-31

上村ニッセイビル

関西支店
TEL：06-4807-2511

FAX：06-4807-2516

販売代理店 本社 本社住所 担当事業部・地域 TEL 拠点 URL 取扱ブランド・主要取扱製品

丸文 株式会社 東京
〒103-8577

 東京都中央区日本橋大伝馬町8-1

システム営業第1本部　営業

第1部　計測機器課
TEL:03-3639-9881

中部、関西、大宮、立川、郡山、宇都宮、水戸、

北陸、長野、松本、三島、静岡、九州
https://www.marubun.co.jp/corporate/office.html

岡本無線電機株式会社 大阪
〒556-0005

大阪府大阪市浪速区日本橋4-8-4

大阪販売促進部

東京販売促進部

名古屋販売促進部

福岡販売促進部

TEL:06-6327-1461

TEL:03-3833-1303

TEL:052-249-3819

TEL:092-581-4991

仙台、つくば、北関東、東京、秋葉原、八王子、

甲府、金沢、浜松、沼津、名古屋、岡崎、大阪、

浪速、西宮、姫路、京都、広島、福岡、熊本

https://www.okamotonet.co.jp/office/index.html

菱電商事株式会社 東京
〒170-8448

 東京都豊島区東池袋3-15-15

デバイスシステム事業部

FA/施設システム事業部

東日本支社

中日本支社

西日本支社

TEL:03-5396-6121

FAX:03-5396-6641

北海道、茨城、仙台、郡山、いわき、前橋、

宇都宮、西東京、東京、横浜、金沢、静岡、浜松、沼津、

三重、京都、大阪、姫路、広島、福山、高松、愛媛、

今治、徳島、福岡、長崎、熊本、鹿児島

https://www.ryoden.co.jp/network/domestic/

株式会社テクノ大西 大阪
〒541-0047

大阪市中央区淡路町1-4-10

大阪支店

東京支店

名古屋支店

TEL:06-6202-2104

TEL:03-5695-8681

TEL:052-769-1661

大阪、東京、熊谷、名古屋、日立、山口、宇都宮 https://oonishi.co.jp/bases/

進和テック株式会社 東京

〒164-0012

東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー

本社
TEL：03-5352-7200

FAX：03-5352-7230

茨城、千葉、埼玉、横浜、名古屋、

大阪、倉敷、広島、九州、福島
https://www.shinwatec.co.jp/company/offices/

大和無線電機株式会社 東京

〒113-0034

東京都文京区湯島3-13-8

湯島不二ビル 9階

本社
TEL：03-5846-8955

FAX：03-5816-6430
東京、さいたま、関西、中国 https://www.daiwa-musen.com/profile.html

サンワテクノス株式会社 東京

〒104-0031

東京都中央区京橋3-1-1

(東京スクエアガーデン18F)

本社
TEL：03-5202-4011

FAX：03-5202-4054

東京、北関東、東京西、横浜、三河、名古屋、京都、

大阪、福岡、東北、長岡、甲府、長野、沼津、浜松、

三重、北陸、金沢、姫路、広島、四国、北九州、熊本、

大分、長崎

https://www.sunwa.co.jp/about/company/domestic/index.html

小森電機株式会社 東京

〒101-0035

東京都千代田区神田紺屋町7番地

神田システムビル2階

本社
TEL：03-5294-1711

FAX：03-5294-1721
熊谷、長野、松本、新潟 https://www.komorigroup.co.jp/company/index.html

古河産業株式会社 東京

	〒105-8630

東京都港区新橋4-21-3

新橋東急ビル

関西支社 TEL：06-6345-6951 東京、大阪、愛知、福岡、北海道、宮城、栃木 https://www.furusan.co.jp/company/network_domestic.html#tab

東和電機株式会社 東京
〒103-0002

東京都中央区日本橋馬喰町2-7-8
本社

TEL：03-3663-3211

FAX：03-3663-3248
東京、長野、茨城、大阪 http://www.i-towa.co.jp/company.html

福西電機株式会社 大阪
〒530-8484

大阪市北区与力町7-5
産機システム営業所

TEL：06-6881-3654

FAX：06-6881-3749
大阪、兵庫、東京、滋賀、和歌山、福岡、愛知、 https://www.fukunishi.com/corporate/access/

ブリヂストンKBG株式会社 大阪

〒541-0051

大阪市中央区備後町2-5-8

綿業会館 新館4階・5階

本社
TEL 06-6220-0310

FAX 06-6220-0325
東京、大阪 http://www.bskbg.co.jp/company/other.shtml

コーンズ テクノロジー株式会社 東京

〒105-0014

東京都港区芝3-5-1

コーンズハウス

本社
Tel. 03-5427-7550

Fax. 03-5427-7570
東京、大阪、愛知 https://www.cornestech.co.jp/tech/office/

株式会社GVテクノロジーズ 東京

〒167-0043

東京都杉並区上荻2-37-11

上荻ハイテック

本社 03-5311-3663 東京 https://www.gvtjp.com/company.html

	株式会社コムクラフト 東京
〒167-0034

東京都杉並区桃井1-2-4
本社

TEL:03-3395-5553

FAX:03-3395-5666
東京、大阪 https://www.comcraft.co.jp/corporation/aboutcomcraft.html Cynergy3

	サンシン電気株式会社 東京
〒176-0022

東京都練馬区向山4-1-5
本社

TEL：03-5987-5511

FAX：03-5987-5512
東京、大阪、愛知、福岡 https://www.sanshin-ele.com/sanshin/company.html AIRPAX

株式会社菱和 大阪
〒553-0003	

大阪市福島区福島6-13-14

浜松営業部

車載機器営業部
TEL：053-450-3160

大阪、横浜、浜松、名古屋、広島、九州、東京、岡崎、

北陸、奈良、四国、岡崎、三田
https://www.ryowa.co.jp/company/company07.html Sensata

＊お問い合わせについては各代理店の担当へお電話をお願い致します。

Sensata

取扱製品：スマートIoTセンサー、

サーモスタット、スターター、

モータープロテクター、

圧力センサー、圧力スイッチ

Cynergy3

取扱製品：高電圧リードリレー、

高周波・RFリードリレー、

無線・有線センサー、レベルセンサー

BEI sensors

取扱製品：エンコーダー、位置センサー

BEI KIMCO

取扱製品：ホール素子センサー、

ボイスコイルアクチュエーター

GIGAVAC

取扱製品：高電圧コンタクター、

ヒューズ、リードリレー、高電圧リレー

CRYDOM

取扱製品：ソリッドステートリレー

AIRPAX

取扱製品：電源保護部品、

サーキットブレーカー、ヒューズ

※各販売代理店の注力分野がそれぞれ異なることから、

製品・お問い合わせ内容により、

担当代理店が変更となる場合があります。

　■■■ 自動車（乗用車）向け ■■■　車載用センサー、高電圧ヒューズ、コンタクター

　■■■ 産業用途向け ■■■　センサー、リレー、ヒューズ、コンタクター、その他電源・回路・モーター保護製品

	株式会社日立ハイテク 東京 左記の通り

Sensata

取扱製品：車載用圧力センサー、

温度センサー、荷重センサー、

圧力＋温度一体型センサー

GIGAVAC

取扱い製品：車載用高電圧ヒューズ、

コンタクター
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