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コミュニケーションとセキュリティで 一歩先の安心をつくります。

アイホン株式会社　九州支店

 新連載企画　もっと知ってつながろうよ 第二弾　

賛助会員さまご紹介

アイホンは、皆さまの生活の色々な場
所に安心をお届けしております。　
侵入盗や強盗などの危険から避けるセ

キュリティと自在なコミュニケーション
をかなえるアイホンのシステムは、戸
建・集合住宅などの住まいをはじめとし
て、学校、公共施設、商業施設など、人々
が活躍するさまざまな場所や場面で活躍
しています。

また、高齢化の時代といわれる 21世
紀。医療や看護、そして介護は、誰もが
無関心ではいられない身近な問題です。
アイホンは、より質の高いサービスをサ
ポートできるコミュニケーションシステ
ムをご提案。病院や介護施設で看護・介
護がしやすい環境づくりをお手伝いして
います。
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成田�孝紀　九州支店長
九州電設資材卸業協同組合と会員企
業みなさまのお役にたつメーカーで
あるよう努めてまいります。

戸建住宅やマンション、病院や学校、公共施設、レジャー
施設などインターホン・ナースコールにかかわる事は
何でも私たちにご相談下さい。お待ちしております。

わが社のイチオシPR

連載企画として、7 回にわたって組合員の紹介を掲載してまいりましたが、おかげさまで、今年 7 月発行の 
No.8 をもって一巡いたしました。
そこで、“もっと知ってつながろうよ”第二弾として、本号から賛助会員さまのご紹介を、掲載してまいります。
意外と知らないメーカーさまの会社の雰囲気、気になりますね。

インターホン・セキュリティ機器

アイホン㈱
制御機器・変圧器

愛知電機㈱
電設・電子・情報機器・空調システム部材

因幡電機産業㈱
総合電線卸販売商社

㈱イズマサ

LED照明・ランプ・光環境技術

岩崎電気㈱
避雷針設備製造販売・設計・施工

大阪避雷針工業㈱
高圧配電設備・電設資材・計測機器

エナジーサポート㈱
照明器具・LED照明

㈱遠藤照明
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当社は電設資材および制御機器等の卸
販売並びに空調部材等の製造販売を通じ
て「省エネルギー、省資源など地球環境
に配慮し、豊かで快適な社会づくりに貢
献する」ことを経営の基本理念としてお
ります。創業以来「人と人のつながり」
という精神を活力の源泉としてまいりま
した。

熊本営業所は熊本県、鹿児島県、宮崎
県と福岡県大牟田地区を担当させていた
だいております。これからも南九州地区
のお客さまと一体となり「上質な社会」
の実現に向け尽力してまいります。今後
ともより一層のご支援ご愛顧をたまわり
ますようよろしくお願い申し上げます。

愛知電機は 1942 年の創業以来、技術へのこだわりと、
ものづくりへの情熱を伝承し、「積極経営、技術練磨、人
間尊重」の経営基本方針のもと、お客さまとともに成長し
続ける電機メーカーとして研鑽に励んでまいりました。
現在の社会・経済情勢など、当社を取り巻く環境は大き
く変化しております。そのなかにおいても、当社は「確か
な技術で未来をひらく」のスローガンのもと、変圧器や電
力制御機器、小型モーター、電子機器、パワーエレクトロ
ニクス機器から国内外の電力プラントなど、お客さまの期
待や信頼に確かな技術でお応えできる製品・サービスを提
供してまいります。

最高の品質をお客さまに

愛知電機株式会社　九州支社

豊かで快適な社会づくりに貢献してまいります。

因幡電機産業株式会社 電材西日本事業部 九州営業部 熊本営業所

青木�暢之　副支社長
平成 29 年 10 月 1 日より、販売子
会社である愛電商事と合併し、愛知
電機として新たなスタートを切りま
した。製販一体で売上アップ、シェ
ア拡大を目指します。

因幡電機産業株式会社さまは、福岡支部の
組合員であると同時に、賛助会員としても
組合活動にご協力をいただいております。
今回は、賛助会員のお立場でご登場いただ
きました。

わが社のイチオシPR
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昭和 10 年会社創立、昭和 47 年福岡
市に開設し 46年、現在地に移転し 5年
になります。創業以来、電線・ケーブル
のご提供にあたって、「お客さま第一主
義・お客さま満足第一」のスローガンの
もと、九州・沖縄・山口で活動させてい
ただいております。
これまで数多くのお客さまからのご支

援・ご指導、また多大なご愛顧をいただ
き、社員一同成長させていただきながら
今日を迎えており、感謝の言葉しかあり
ません。これからも、どこまでもお客さ
まに満足していただける“人・物・サー
ビス・情報”を的確・スピーディにお届
けしていく事を務めとして、安心して任
せられる会社を目指します。

弊社は福岡営業所を拠点とし、大分、熊本、鹿児島、
宮崎の４ヵ所に事務所を配置し、皆さま方のご要望にお
応えできるよう営業体制を整えております。
また、弊社埼玉工場内に研究開発・設計の各技術部
門を集約した岩崎テクノセンタ－『ＨＩＫＡＲＩＵＭ』
を 10月にオ－プンし、官公庁の道路、トンネル、公園、
体育館、民間工場の防爆関連や高天井等の照明分野と道
路情報板、トンネル非常用設備等の通信分野を中心に開
発、製造、販売を行い「皆さまに必要とされるメーカ－」
を目指して日々営業活動を行っています。
若い営業マンも多く、ご不便をお掛けする場面もあり
ますが、尚一層のご愛顧の程、よろしくお願いいたします。

人と未来を結ぶ電線ケーブル専門商社

株式会社イズマサ　福岡支店

光が照らす、その先を見つめて

岩崎電気株式会社　福岡営業所

青山�誠司　福岡営業所長
福岡営業所は若手社員が多く活気
がある職場です。私は出張が多い
ため、事務所に居るときは出来る
だけ所員とコミュニケーションを
とるようにしています。

古賀�精一郎　福岡支店長
明るく楽しく、嫌な事も積極的に、
がモットーで頑張ってます。

わが社のイチオシPR

わが社のイチオシPR

テクノセンター『ＨＩＫＡＲＩＵＭ』には、最新鋭の分析計測
機器、環境試験装置、試作加工設備を導入

福岡支店一同、いつでも全力 !!
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優秀な工事を安全に提供し雷保護設備をもって社会に奉仕する

大阪避雷針工業株式会社　福岡支店

PAS、PC、LBS ！ 配電機器ならお任せください！

エナジーサポート株式会社　福岡営業所

地球温暖化に伴う気候変動による自然
災害の増加が指摘されるなか、建築物の
高層化が進む現代において、雷から建築
物を保護する重要性が増しています。
弊社は、大阪市に 1950（昭和 25）
年 1月の創業以来、67 年間、雷保護設
備の専門メーカーとして、建築基準法お
よび JIS 規格に基づく雷保護設備の業務

に邁進しています。施工および製造販売
に関しましては、全国 24ヶ所のネット
ワークで、顧客のニーズへのきめ細かい
対応を心がけています。又、他社に先駆
けて施工性の良い独創的な製品をご提供
するため、私たちは日々、製造・研究を
行っております。

梶原�保明　支店長
九州の皆さまに末永くご愛顧たま
わりますようお願い申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。
弊社は、昨年で創業 90周年を迎えま
した。これもひとえに皆さまのお力添え
の賜物と感謝しております。
福岡営業所では九州全域を営業エリア
として事業活動を行っております。

近年では新商品として励磁突入電流抑
制機能付 LBS「エナミック」を発売し、
主力製品である PAS 以外でも皆さまの
お役に立てるように邁進しております。
これからも皆さまから必要とされる配

電機器メーカーであるべく、「安全な製
品」と「丁寧なサービス」を心掛けて顧
客満足度No.1 を目指してまいります。 小川�正恭　福岡営業所長

「明日のエネルギー産業に奉仕する」
エナジーサポートをよろしくお願い
いたします。

わが社のイチオシPR お客さまの雷保護設備に関するさまざまなご相談を
お受けし、ニーズにお応えいたしております。

福岡営業所は所長を含めて 4 名と少人数の営業拠点ですが、抜群の
チームワークを活かしてお客さまの信頼獲得を目指してまいります。
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「光」はどこまで「人」をしあわせにできるだろう。

株式会社遠藤照明　九州支店

２つの投入方式で励磁突入電流を抑制

励磁突入電流抑制機能付 LBS

エナミック

の投入方式での投入方式で励磁突入電流の投入方式で励磁突入電流励磁突入電流

自動投入タイプ 手動投入タイプ
PFS-201TM-RPFS-201TM-RS

省スペース 取替え簡単 作業性アップ

遠藤照明は、2017 年 9月におかげさ
まで 50周年を迎えました。
ここまで来られたのは、ひとえにお客
さまのご愛顧と感謝の念に耐えません。
ＥＮＤＯは、「人と地球にやさしい未
来の光」を実現していくためのキーワー
ドとしてエシカルライティングを提唱。
それを実現するツールとして、照明空間
マネジメントシステム Smart�LEDZ や

数々の新商品（エシカルネットワークソ
リューションズ）を通じ、エネルギーの
最適利用、快適、安らぎ、安全な光環境
のマネジメントを提案します。我々、九
州支店も“人をしあわせにする光”を追
い求め、そして生み出すためにチャレン
ジし続け、光のプロ集団として、皆さま
のお役に立てるよう頑張ります。 安部�禎二九州支店�支店長

九州に帰って来て 5 年経ちます。
九州電設資材卸業協同組合さまの結
束力には驚きました。

わが社のイチオシPR

わが社のイチオシPR

市販営業チームは、日夜お客さまにとって、よりよい
照明空間を提案しています。
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次回ご紹介予定の賛助会員さまは…

•� オーデリック株式会社
•� オリオン商事株式会社
•� カナフレックスコーポレーション株式会社
•� 河村電器産業株式会社
•� 九州三菱電機販売株式会社
•� 株式会社啓電社
•� コイズミ照明株式会社
•� 光昭株式会社

あいうえお順に、7～ 8社さまづつ掲載する予定です。
次回の発行は 7月で、二ヶ月前にはご案内を差し上げますので、
協力のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
※　掲載の順番に関しては、予告なく変更する場合もございます。ご了承ください。




