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【表紙の一枚】
「お櫛田さん」の愛称で親しまれている櫛田神社（福岡市博多区）。
博多祗園山笠で広く名を知られていますが、もう一つの名物が、.
この「お多福面」。昭和３６（１９６１）年から、福を招く縁起物
として、節分の前後に設置されています。愛嬌のあるお顔は、高さ.
５．３m、幅5mと、日本一の大きさを誇ります。大きく開いた口
を通って参拝すると、商売繁盛や家内安全の御利益があるそうです。

ごあいさつ......................................................................１
支部活動報告.................................................................２
第７回.組合研修会・交流会報告..............................４
教えて支部長さん～宮崎支部～...............................９
賛助会員さまご紹介.................................................１３
事務局通信　Topics.Q............................................１７
理事会報告..................................................................１９



キュー・ウェーブ　2019   New Year Issue キュー・ウェーブ　2019   New Year Issue1 2

皆さまにおかれまし

ては、幸多き初春を

お迎えのこととお慶

び申し上げます。

旧年中は私ども組合

の事業運営に多大な

るご協力ご支援をた

まわり、厚く感謝を

申し上げます。

さて、昨年を振り返

りますと、日本全体

では猛暑と大きな自

然災害が相次ぎ、各

地に甚大な被害をも

たらしました。

国内経済は安定して

いるものの、海外情

勢は米朝戦争への一

触即発状態から一

転、史上初の米朝首

脳会談へ、ところが今度は米中貿易摩擦と混

迷を極める一年でした。

そして経済の根源をなす働き手・人材不足は、

外国人就労問題にまで発展するほど、日を追

うごとに深刻化しております。

お得意さまにおかれましては、人材確保のた

め、省力化、合理化等、働き方改革に向けて

日夜ご腐心のことと存じます。

さて、５月に新天皇の即位と改元を控え、平

成最後となる今年は、日本が初めて議長国と

なるＧ２０大阪サミット、来年には東京オリ

ンピックと世界的イベントを多く控え、世界

から注目を集める年となりそうです。

我々業界に目を向けますと、住宅着工件数

は、昨年に引き続き微減の予想でありますが、 

「省力化・合理化」「情報化」にともなう設備

投資計画は、緩やかな景気回復にともなって、

上昇傾向にあります。

このようななか、ＩｏＴをはじめ、先進のデ

ジタル技術の活用は、働き手不足や技術・技

能の継承から業務の効率化、コスト削減や現

場の安全確保まで、企業の様々な課題を解決

に導きますし、ＨＥＭＳ・ＢＥＭＳも身近な 

ＩｏＴビジネスの大きな的でありますが、そ

の設備工事を担うのは、私どものお得意さま

である電設業界の皆さまに他なりません。

新技術の推進にあたっては、高度な技術・知

識の習得が重要ですが、昨年来、全日電工連

さまがいち早く掲げた“Ｓｍａｒｔ Ｐｏｗｅｒ

Ｎｅｔｗｏｒｋ”の旗印のもと、「工・製・販」

が一つになり、会員を対象に知見拡充研修会

を開催しています。

私どもは、このような活動を通じ、電設業の

皆さま、メーカーさまとともに引き続き強固

なスクラム体制を組み、市場の活性化を図っ

てまいります。

最後になりましたが、本年が皆さまにとりま

して実り多き年でありますよう祈念申し上げ

ますとともに、引き続きご支援を賜わります

ようお願い申し上げます。

２０１９ 年 １ 月

九州電設資材卸業協同組合

理事長　忍　田　　　勉

謹
賀
新
年

経営・技術研修会

　福岡支部　　経営研修会

と　き：平成３０年１０月１１日（木）　
ところ：パナソニック㈱エコソリューションズ社
参加者：組合員.８２名
テーマ：「決算書を読む！数字が表す会社の健康状態」
　　　　「決算書から会社の将来性をいかに見抜くか！」
講　師：税理士　山嶋.寿人.氏

経理担当者と役員が多く参加。

立場あるものとして、いまさ

ら聞けないテーマだけあり、

真剣に受講されていました。

　北九州支部　　技術研修会

と　き：平成３０年１０月１２日（金）
ところ：北九州パレス
参加者：組合員.３９名
テーマ：価格交渉
講　師：三菱電機㈱ＦＡシステム部　西井.和光.氏

グループディスカッション後、

集約意見を発表。会社の垣根

を越えて、意見を出し合う有

意義な研修となりました。

　熊本支部　　経営研修会

と　き：平成３０年１１月７日（水）
ところ：水前寺共済会館グレーシア
参加者：組合員.２６名
テーマ：これからの電材営業マンが学ぶべき基礎知識
講　師：パナソニックエコソリューションズ創研
　　　　電材営業推進センター長　藤原.恵三.氏

営業の基礎知識、キャリアプ

ラン等熱く語りかけていただ

き、電材営業の原理原則を再

認識すると同時に、生涯学習

の意味を理解できました。

　熊本支部　　技術研修会

と　き：平成３０年１０月１６日（火）
ところ：水前寺共済会館グレーシア
参加者：組合員.３１名
テーマ：今後の住宅市場について
講　師：パナソニック㈱エコソリューションズ社　
　　　　九州市場開発課　吉田.賢広.氏

少子高齢化に伴い、住宅市場

が今後縮小の見通しである事

や、ＺＥＨ／ＩｏＴの推進の

必要性を理解しました。

　佐賀支部　　ＩｏＴスキルアップ研修会（工販合同知見拡充研修）

と　き：平成３０年１０月２４日（水）
ところ：ゆめぷらっと小城
参加者：佐賀県電気工事業工業組合・組合員.２１名
テーマ：.広がるＩｏＴの現状について・ＩｏＴはビジネス

チャンス・ＩｏＴ関連商材で提案力の向上
講　師：パナソニック㈱エコソリューションズ社　
　　　　九州市場開発課　吉田.賢広.氏

佐賀県電工組主催、卸業組合

佐賀支部協賛で知見拡充研修

を開催。ＩｏＴに関して現状

と未来予想、住宅・ビル・工

場導入へのビジネスチャンス、

関連商品の提案力向上について学びました。

July-December 2018
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研修会第一部　工場視察

　１５：００　八幡製鐵所

貸切バスに乗り込み定刻出発

これまでの研修会では、講師をお招きして開催地の文化や

歴史、風土について学んできましたが、今回北九州支部が

企画してくれたのは、産業の街北九州らしく、「新日鐵住

金株式会社　八幡製鐵所工場視察」です。

集合場所のＪＲ小倉駅北口には、早い時間からたくさんの

参加者がお待ちで、通行者が何事かと振り返る事態に。 １４：１５　総勢１０６名、２台の貸切バスに乗り込み、

定刻出発。

八幡製鐵所への資材納入においては、大変厳しい入所規制

があるそうで、車中組合員からの苦労話も聞かれました。

製鐵所に到着。一旦降車し、総合ロビーに集合。

研修会司会の㈱カンサイ 八幡営業所 馬場崎所長が開会を

宣言。忍田理事長から開会のごあいさつのあと、八幡製鐵

所広報担当者による概要説明を受けました。

福利厚生事業

　福岡支部　　研修旅行会

と　き：平成３０年９月１４日（金）・１５日（土）
ところ：武雄・嬉野カントリークラブ
　　　　嬉野温泉.ホテル桜
参加者：組合員.１２名　賛助会員.３５名

１１チームに分かれたチーム戦。

優勝は忍田チーム、準優勝 八尋チーム、三位 灘チーム。

なんと八尋支部長が人生初のホールインワンを達成！

懇親会では、この快挙に出席者一同から祝品が贈られ、

祝福されました。

　宮崎支部　　ボウリング大会

と　き：平成３０年１１月２日（金）
ところ：宮崎会場…エースレーン・都城会場…ハイレーンズ
参加者：組合員.４５名

参加者は馴染みが増え、和気あいあいとした記念行事に

なったようです。ベテランの方々も久々に青春時代に還っ

たようであり、日の浅

い方々は大いなる希望

に包まれた組合行事で

した。継続開催を強く

望む声が多く聞かれま

した。

　鹿児島支部　　組合員・賛助会員交流懇親会

と　き：平成３０年１１月１５日（木）
ところ：ジェイドガーデンパレス
参加者：組合員、賛助会員.５１名

冒頭、佐々木支部長より、来年の第８回組合研修会が、鹿

児島で開催されることが発表されました。

懇親会では、早速研修

内容や観光場所等につ

いて意見交換が活発に

行われ、人数は昨年よ

り少ないながら、盛会

裏に終了しました。

　大分支部　　経営研修会

と　き：平成３０年１０月４日（木）
ところ：㈱デンザイ東亜　会議室
参加者：組合員.５３名
テーマ：第一印象の大切さ
講　師：株式会社トークオフィス
　　　　代表取締役　岩川.義枝.氏　

第一印象を決める要素は視覚５５％、聴

覚３８％、言語７％（メラビアンの法則）

との事。いくら良い事を言っても、身だ

しなみや表情、挨拶や話し方が悪ければ

受け入れてもらえないそうです。受講者

全員興味深く聞き入っていました。

第７回
組合研修会・交流会

北九州
２０１８．１１．９［Ｆｒｉ］･ １０［Ｓａｔ］

各県持ち回りで開催してきた組合研修会・交流会。九州全県制覇の締めくくりは北九州市。
古くから九州と本州を結ぶ交通の要所、大陸との貿易交流の拠点として栄え、戦後は日本の近代化を
支えた基幹産業の一大工業地帯として、その名を全国に轟かせました。
一方、産業の発展の裏で「公害の街」として深刻な環境問題を抱えた北九州市は、その克服の過程で
蓄積された経験やノウハウを環境国際協力に活用し、世界から注目を集めています。
今回は、組合員３７名、賛助会員さま６６名が出席、研鑽と交流を深めました。
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飛幡門をくぐり 一面茶褐色の異空間へ

ヘルメットを手に、再びバスへ乗り込んだ一行は、厳重な

警備が敷かれた「飛幡門（とびはたもん）」をくぐります。

ここから先は写真撮影ＮＧ。

明治３４年の官営製鐵所操業開始以来、優れた鉄鋼製品群

を数多く誕生させ、日本の製造業を支えてきた八幡製鐵所。

人工物のみの、一面茶褐色を帯びた広大な土地は、アニメ

や映画で観る異空間のようです。

東京ドーム約１５０個分の戸畑地区敷地内には、戸畑地区

と八幡地区間の原料輸送のためだけに敷設した専用鉄道

「くろがね線」が通っています。

また、巨大な設備や製品を冷却するための大量の水を供給・

回収・浄化して再利用する処理施設、発生したガスを回収・

配給するパイプライン、自家発電所、変電所など、水やエ

ネルギー関連の施設もたくさんあり、一つの都市と言って

もいいほどです。

「鉄は国家なり」日本産業の心臓部に迫る

最初に向かったのは、１９７２年に操業を開始した戸畑第

４高炉。

内部温度が２，０００度以上にも達する高炉は、炉内の耐

火材の損耗から、約２０年程度の寿命とされていますが、

その間、３６５日２４時間、火を絶やすことなく操業を続

けます。２０１４年３回目の改修を終えたばかりのこの高

炉は、これから十数年間にわたり、同じ火で生産を続ける

ことになります。

ドロドロに溶けた銑鉄（せんてつ）が、高炉の抽出口から

火花を上げて吹き出し、ドーピードカーとよばれる特殊な

運送貨車に流し込まれる様子は、生命力を感じるほど迫力

あるものでした。

工場見学一番の見所、真っ赤な鉄の塊（鋼片）を巨大な

ロールで薄く引き延ばす、圧延（あつえん）作業が、運悪

く機械のメンテナンス中で見学できませんでしたが、建屋

に入った参加者が気になるのは、設置された照明器具等々

の製造メーカー。職業病ですね。

操業中は、鋼片の熱と冷却水の蒸気により、サウナのよう

な過酷な環境になるため、特殊な機器が納入されているよ

うです。

工場内の撮影は一部区間を除き、禁止されているため、そ

の迫力をお伝えできないのが残念ですが、参加者からは、

圧巻のスケールに始終感嘆の声が上がっていました。

【八幡製鐵所　工場見学情報】
見学対象：小学５年生～７５歳まで
人数制限：５～１５０名　バス３台が上限
見学曜日と時間帯：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
１２０分コース　９：３０～、１３：００～
９０分コース　１５：００～
見学予約申込先　
新日鐵住金株式会社.八幡製鐵所
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｎｓｓｍｃ.ｃｏｍ／ｗｏｒｋｓ／ｙａｗａｔａ.

研修会第二部　懇親会

　１７：３０　小倉ステーションホテル

門司港名物「バナナの叩き売り」も登場

北九州支部、興陽電機㈱ 榎並部長の司会により懇親会を開会。

開会のごあいさつに登壇した渡邊北九州支部長は、皆さまに遠路ご参集いた

だきました御礼の後、支部組合員を壇上に招き、紹介されました。

パナソニック㈱エコソリューションズ社 九州電材営業部長 古西 浩之さまに

賛助会員代表のごあいさつをいただき、東芝ライテック㈱ 九州支店長  森戸 

正昭さまの乾杯のご発声で開宴です。

歓談も盛り上がってきた頃、威勢のいい口上とともに登場したのは、門司港

名物「バナナの叩き売り」。支部の粋な計らいに、会場は大いに盛り上がり、

普段は価格に厳しい面々も、驚愕のたたき売り価格を聞いて、バナナを買い

求めに次々とステージへ。いいお土産ができたようです。

しばらくご歓談ののち、第８回 研修会開催地に

決定した、鹿児島支部 佐々木支部長が、二巡目

となる開催に向けた力強い決意を表明。会場から

盛大な拍手が湧き上がりました。

三菱電機住環境システムズ㈱九州支社 営業本部

長 橋本 進さまの熟練の万歳三唱でお開きとなり

ました。

広報担当者がバスに同乗し、製鐵所の歴史や施設の解説をしながら所内
を移動。広い！.でかい！.長い！.そのスケールに始終圧倒されました。

（左）北九州支部組合員の皆さま。早い時期から
ご準備をいただきありがとうございました。

堂々たる司会で会を引き締めた興陽電機㈱
榎並部長

渡邊.貴弘.理事兼北九州支部長

E
V
E
N
T
.R
E
P
O
R
T

パナソニック㈱エコソリューショ
ンズ社.古西九州電材営業部長　 たたき売りの痛烈な口上に、末永副理事長もタジタジです。

左）立石理事兼佐賀支部長　右）忍田理事長

東芝ライテック㈱.森戸.
九州支店長

佐々木理事兼鹿児島支部長

三菱電機住環境システムズ㈱.
橋本九州支社営業本部長
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交流会　観光班

　９：３０　巌流島

語り継がれる決戦の真実とは！？

マリンゲート門司から関門汽船に乗船。

天気は快晴。午前中の清々しい潮風に気分は上々です。

関門海峡を横目にして、わずか１０分の船旅。

第二次世界大戦の頃には、

周辺が日本軍の要塞地帯

となったため、カメラを

向けることさえ禁止され

ており、武蔵の映画が多

数製作されても、島での

撮影は許可されなかった

とか。今ではバーベキューができる施設もあり、行き交う

大型船を眺めながらゆったり過ごすのにおすすめのスポッ

トです。記念撮影はもちろん、武蔵・小次郎像前でパチリ☆。

　１０：２５　松永文庫

往年のスタア☆の圧倒的存在感

下船後、観光エリア西側に位置する旧大連航路上屋へ。

ここには、個人が自身の映画研究のために収集した映画芸

能関連の資料が無料で展

示されています。

昔のスタアには、今のア

イドルとは段違いの存在

感と輝きがありますね。

　１１：３０　出光美術館

「海賊とよばれた男」の生涯をたどる

バスの車窓から、門司港駅～旧門司三井倶楽部～旧門司税

関等、風格あるレンガ造りの歴史的建造物を車窓から見学

しつつ、エリア東側の出光美術館へ。

出光興産の創業者、出光佐三氏のコレクションを展示する

美術館として２０００年に開館。激動の時代を生きた、氏

の生涯を紹介する、出光創業史料室も併設しています。

幾分熱心すぎる職員の方が、その生き様を丁寧に解説して

くださいます。

　１２：３０　門司港レトロ散策

どこか懐かしくも 新しい門司港

門司港の開港は明治２２年。北九州の工業力と結びついて

大陸貿易の基地となり、最盛期には、１ヶ月に２００隻近

い外航客船が入港。国内航路を含めて年間６００万人近い

乗降客がいたといいます。

それから１００年、潮騒やカモメの声は昔のまま、昔なが

らの建物とあたらしい建物が混ざり合った、新しくて懐か

しい門司港は、街歩きに楽しい魅力に溢れています。

街のシンボル門司港駅の鉄道駅舎は、昭和６３年に初の国

の重要文化財に指定。現在改修中の駅舎は、平成３１年度

完成予定。

そぞろ歩いて、お土産を手に帰路につきました。

交流会　ゴルフ班

　８：３０　門司ゴルフ倶楽部

伝統の名門で大苦戦！

絶好のゴルフ日和となった１０日、名門 門司ゴルフ倶楽

部に、１３組５２名が挑みました。

元来ゴルフは「歩きが基本」。歩きながら名門の味をたっ

ぷり楽しむラウンドで、風情はあったのですが…。

この日の結果は、

グロス８０台皆無！

９ ０ 台 が 僅 か ７ 名、

アンダーパーもゼロ

という、かつてない

成績に一同唖然。

名門コースを味わえ

た方は少なかったようです。

そんななか、見事この難コースを制したのは、初出場の 

九州三菱販売㈱ 鬼塚 勇一 機電システム一部長。

成績はグロス９０（ＢＧ）、ＨＣＰ１６．８、ＮＥＴ

７３．２という素晴らしい成績での優勝でした。

準優勝は地元、大洋電材㈱ 一ノ瀬社長、第三位はオーデ

リック㈱ 武田福岡営業所長。

名門ゴルフ場に叩きのめされながらも、思い出多きコース

に、再チャレンジを誓いました。

（鬼塚さま、カメラの不調で表彰式の写真が撮れませんで

した。ゴメンナサイです…事務局）

【門司ゴルフ倶楽部】

「名匠」上田治氏設計の難攻不落の松ヶ江コース。丘陵コース。
機械力に頼らない造形で、戦略性の色濃いコース。
アウトは山裾の自然の地形を活かし、フラットな仕上がり。
各ホールは幅広いのだが、クロスバンカーを配したタイトな設計。
したがって、正確なショットをしないと、スコアをまとめにくい。
インはアウトより多少短いがアンジュレーションがある。
グリーン周りには深くてアゴの高いバンカーが多く、グリーンを
とらえにくい。１８番グリーン手前まで広がる大きな池も手強い。

クラブハウス南棟がアントニン・レーモンド氏設計。
桁行５５ｍ梁間２２ｍを測る鉄筋コンクリート造二階建で、.登録
有形文化財 ( 建造物 )。開放的で水平線を強調した立面とし、内
部は打放しコンクリートの躯体で大空間を確保し、丸太の小屋を
組む。レーモンドスタイルが遺憾なく発揮されたモダニズム建築。

ホール数：１８.／.パー：７２
コースレート：７１．９.／.総ヤード数：６７５０Ｙｄｓ
コース種別：メンバーコース
住所：.北九州市門司区大字吉志１７５
ＴＥＬ.０９３－４８１－０７１１　ＦＡＸ.０９３－４８１－３４９２
練習場：屋内.　　打席数：１０　　
開場日：１９３４年１１月３日

【門司港茶寮　別館】
北九州市門司区東港町２－１７
☎.０９３－３３１－９５９５
営業時間１０：００～２０：００
定休日　無休

道中散々飲んだビールでお腹は膨れていたものの、門司港名物.
焼きカレー（１，０３６円）を皆さまペロリと完食。オススメです。

初参加４名を含む１７名が参加。ベテランが一番はしゃいでいます！　

E
V
E
N
T
.R
E
P
O
R
T

キュー・ウェーブ　2019   New Year Issue 8



キュー・ウェーブ　2019   New Year Issue キュー・ウェーブ　2019   New Year Issue9 10

ー 　支部の構成・歴史についてお教えいただけますか？

米 良　平成７（１９９５）年、宮崎県より承認を受け宮崎

県電設資材卸商協同組合として設立。全国の電材卸業協

同組合としては最後の設立でした。当時組合員は１４人。

弊社先代の米良充次が初代理事長で、私が引き継いだの

は平成１７年です。

　 平成２４年、九州一本化に伴い、発展的に解散し、現在

正会員（県内に本社を置く正会員）３社、準会員（県外

本社出先営業所での登録）２社の構成です。

　 会員が少ないのでできることは限られてきますけど、こ

の組合は会員間の交流がメインですから、まぁ無理のな

い程度に活動しています。若い人が多く参加できるボウ

リング大会なんかは、楽しんでもらっているようです。

　 規模の割に請願件数は日本一かもしれんが（笑）。

　来年から続く大型イベントに期待　

ー 　米良支部長は、平成２２年より、宮崎商工会議所の会
頭（現在３期目）として、県政の中枢でご活躍なさって
います。宮崎の景況はいかがでしょう？

米 良　人口の流出もそれほど顕著にないし、ぼちぼちと

いったところでしょう。

　 来年から２０２０年にかけては、大きなイベントも控え

ていますし。８年後の国体開催に向けた整備も同時に進

行していくわけで、なかなか忙しくはなるでしょうな。

　 

宮崎県は一次産業が主たる産業ですけど、食品に関して

は、マンゴー、キャビア、牛・豚・鶏…と、うまいこと

ブランド化が進んでいます。

　 特に宮崎牛の輸出が好調で、昨年７月時点で２７０キロ

だったのが今では年間３００トン。台湾への輸出が急激

に伸びています。１５年連続日本一ですよ。

　 しかし国内では、消費地から遠いからね。交通インフラ

は最重要課題で、私も早くから航空会社立ち上げに関

わったりと随分苦労もしました。東九州道が整備された

ことで、幾分変わったものの、まだ課題は残ります。

　 平成２８年の観光入込客数は１，５３０万４千人。その

うち訪日外国人は１３万９千人。熊本地震の影響で前年

に比べ全体では３．１％減少したものの、外国人は前年

＋３．０％でした。宮崎は「神話の国」。海外の方は神聖

なものへの憧れが強いですから、ここに訴求し、伸ばし

ていきたいところです。

ー 　ＪＲ宮崎駅西口の開発で、人の流れはどう変わります
でしょうか？

米 良　商工会議所会頭として、プロジェクト立ち上げ時か

ら随分と骨を折ってきたから、やっとここまできたとい

う思いです。駅ビル開発の規模としては、鹿児島や大分

には及びませんけどね。ミニＪＲ博多シティのようなイ

メージですかね。

　 駅ビル開発の豊富なノウハウをもつＪＲ九州さんと、地

場インフラを担ってきた宮崎交通さんのタッグによる相

乗効果に期待しています。駅周辺にとどまらず、少し離

れた中心市街地アーケードまでの人の流れをいかに作る

かが、継続的発展の鍵でしょう。

－　来年は全日本商工会議所青年部連合会の全国大会、
２０２０年、国民文化祭が宮崎で開催されるそうですね。

米 良　うちの常務が県商工会議所 青年部連合会会長で誘

致活動に熱心に取り組んでましたけど、ようやく宮崎で

の開催が決定しました。来年３月開催ですから、しばら

くはかかりっきりになるでしょう。

　 国民文化祭は、文化庁の肝いりで昭和６１（１９８６）

年から行われている祭典です。毎年各県が持ち回りで開

催しています。

　 県の歌や演奏、演劇、民俗芸能から料理などの特色あ

る文化に触れ、教養を養うというもので、これまで本

県と同規模の県における開催では、期間中（１ヶ月）

３００万人くらいの動員があったようです。

　 対象が学生さんなんで、さほどの経済効果はないけど、

両イベントとも若者が集まります。若い方の情報発信力

は相当なものですから、宮崎の魅力拡散に期待したいと

ころです。海に山にパワースポット、美味いもん…と、

写真とるには事欠かんでしょう。

組合の方針や業界の最新動向を、組合員の社員の皆さまにも広くお伝えして、いかにして支部の活性化
と結束を図っていくか。各県支部長に、支部の現状と今後のお考えをリレー方式でお伺いしていきます。
シリーズ第３回は、米良副理事長兼宮崎支部長を訪ねました。

２０２０年秋開業のアミュプラザ宮崎　出典：ＪＲ九州・宮崎交通

産学一体の人材育成・地域貢献・イノベーション創出にも注力。

若い方が多く参加する、恒例秋のボウリング大会。

教
え
て
支
部
長
さ
ん
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Best･Shot　- 今日の一枚 -

少し分かりづらいですが、こちらは米良電
機産業本社社屋のエントランスにかかる看
板です。あれ？ 社名が違いますが？とお
尋ねしたところ、昭和４７（１９７２）年
に現在の社名「米良電機産業株式会社」に
変更されたそうですが、創業からの精神を
忘れず保ち続けたいとの思いから、敢えて
当時の社名を掲げているそうです。　　　

　いかなる環境でも耐えられる体力を。

ー 　さて、御社では今年、女性の取締役が３名就任したと
お聞きしました。電気工事組合さまにおいても、人材不
足の解決策の一つとして、女性電気工事士の育成に力を
入れておられますが、電設資材業界における女性の起用
についてどのようにお考えですか？

 米   良　大いに結構。やる気がある者はどんどん起用。

　 うちには営業所長をつとめてるのがひとりいますがね。

その営業所の責任者が役職定年するから、お前やるか？

　 って聞いたらハイ！って言うから。それだけのこと。別

に肉体労働やら配達やら自分ですることはないんだか

ら。二つ返事で引き受けただけあって、なかなかの結果

を出してくれてますよ。

　 女性は細やかな工夫を施すことを怠らない。慣例にとら

われず、小さいことから改善を進めてますよ。

　 あと、起用後は男性が変わったわ。お客さんも社員も。

工事店さんは営業所に足を運んでくれるようになった

し、態度も優しくなったらしい（笑）。

　 男性社員は、負けてたまるか！ と、意識が高まって、

絶対に所長になる！ と日報で宣言してくる社員が何人

もいましたよ。目標とされ、大いに奮闘してもらいたい。

ー 　事業承継についてはいかがでしょう？

米 良　事業継続ならば、自社の頑張り次第だけど、承継と

なるとそうはいかない。固定資産、相続、税金…と、自

社だけでは解決できないことや、判断を間違うととんで

もないことにもなりかねない。公の機関や銀行がフォ

ローしていかなければならない。商工会議所としても、

力を入れて取り組んでますよ。

　 電材卸は戦後設立したところが多いから、ちょうど三代

目に世代交代の時期だから。組合としてももっと働きか

けができるんじゃないかしら。

ー 　いまや電材業界は業種間競争の形相を呈しています
が、我々の業界が今後どのような変化を遂げ、社会的役
割を果たしていくべきでしょうか？

米  良　脅威ですよそりゃあ。しかし、異業種の進出をどう

阻止するかなんてアタフタと対策立てても、土台無理。

明らかに時代が変わった。これまでの商売のやり方では

通用しないでしょう。同業ならば話し合って、落とし所

を見つけ、棲み分けなんてのもできたけど、向こうは対

話なんて持とうともしてないんだから。

　 業界の垣根がなくなった！ と騒いでるが、垣根がない

ならこっちから出ていってもいいわけでしょ？

　 支部長がこれ言っちゃあ元も子もないけど、はっきり申

し上げて、組合としてできることは限りなく少ない。

　 各社の自助努力に尽きる。発想の転換をし、実行せんと

どうしようもない。

　 とはいえ、組合を軽んじているわけではないですよ。しっ

かりと情報は共有し、できうる限りの対策を講じて行き

たいと思っていますよ。

　 私も若かった頃は同業者とバチバチに戦っていたけど、

今はそんなことやってる場合ではないからね。

本日は貴重なお時間をいただきまして、ありがとうござい
ました。

株式会社白陽
代表取締役社長　日高　均 さま

先日（１１月２０日）、支部会および忘年会を開催
しました。その時の米良支部長のごあいさつで、最
近はネット販売業者との競争が激化しているとのこ
とで、それまでの組合員同士の競争ではなく、一丸
となってネット販売業者との競争に対峙しなければ
ならない時代になったとのことでした。
私も賛成ですので、今後の支部長の活躍に期待した
いと思います。

株式会社飯干商事
代表取締役社長　飯干 耕成 さま

本年は、２年毎に実施している社員旅行の年で、
１１月に２班に分かれて３泊４日で台湾・台北に
行ってまいりました。
小さいながらも営業所が４か所に分かれているの
で、この機会に他の営業所のメンバー同士の交流を
図る場として、また田舎ではできないことを体験し、
大いに刺激を受ける場として実施しております。
台湾は何度訪れても食べ物がとても美味しく、３日
間で３０㎞以上歩いたにもかかわらず、体重が増え
てしまいました（泣）。

Hitoshi Hidaka
HAKUYOU Corp.

Kosei　Iiboshi
IIBOSHISYOJI Corp.

■　宮崎支部　構成員

組合員（５社　うち準組合員２社） 
　株式会社飯干商事　　　　株式会社白陽
　米良電機産業株式会社
　［準］株式会社カンサイ　宮崎営業所
　［準］東芝電材マーケティング株式会社　宮崎支店
賛助会員（２９社）

■　おもな年間行事

　２月　情報交換会
　４月　定時総会（支部会）
１０月　ボウリング大会（３拠点開催）
１１月　臨時総会および忘年会
経営研修会・技術研修会　各１回開催

教
え
て
支
部
長
さ
ん

宮崎商工会議所と県が合同で「県事業承継ネットワーク」を設立
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宮﨑　貴浩 
福岡営業所　所長 
お客さまが求められているの
は何か？.を常に考え努めて
まいります。

新しい未来技術で社会に貢献します。

株式会社三桂製作所　福岡営業所
弊社は、１９４９年の設立以来、プリカ

チューブを始めとする電線保護管と、その

付属品製造販売を主体に、独自の事業を展

開しております。

工事において必要不可欠な電線管やケーブ

ル保護管は、決して目立つ事のない製品で

すが、常に高品質製品を提供し、電線保護

管の総合メーカーとしてリーディングカン

パニーの地位を確立し、高い評価をいただ

いております。

近年は、環境に適応した製品の強化に加え、

神戸に物流拠点を増設し、更なるスピー

ディー化を実現しております。

福岡営業所は、少人数ですが、沖縄を

含む九州一円を担当し、皆さまのニー

ズにお応えできるように、感謝の気

持ちで努めてまいります。今後とも

ご愛顧たまわりますようお願い申し

上げます。

電線管 ･ フレキシブルコンジット

株式会社三桂製作所

電器配線器具製造

神保電器株式会社

電線総合商社

泉州電業株式会社

電設資材「専門＆総合」商社

島津電業株式会社

電設資材販売

株式会社ＳＴＥＰ

電設・建設、通信・制御用資材

誠新産業株式会社

テレビ受信システム

サン電子株式会社

斉藤　寛二
福岡営業所　所長 
笑顔を忘れず、皆さまに寄り
添う営業で頑張ります！

　いつもありがとうの気持ちでお迎えします！

　所員一同、お客さまのご要望に全力で応えてまいります！

　 　皆さまとのコミュニケーションを大切にします。

いつでもどこでもより良い商品と情報をお届けします！

島津電業株式会社　福岡営業所
昭和２１年の創業以来、数多くの専門・専

業メーカーとの太いパイプラインを築き、

住宅、オフィスビル、工場をはじめとした

様々な構造物の多様なニーズにお応えして

おります。

電設資材の広いフィールドをきめ細かく網

羅できるＥＣＯ、省エネ、機能性、安全性、

耐久性に優れた商品ラインアップし、専門・

専業メーカーとの太いパイプラインから得

られる様々な情報を『得ネタ最前戦』とい

う独自の営業ツールにてご提供。

地域の特性に合わせ、多品種少量に

も対応できる幅広い在庫ラインアッ

プで、これからもエレクトロニクス

全般にわたり、社会に貢献してまい

ります。

情報通信システムのベストパートナー。

サン電子株式会社　福岡営業所
当社は１９７０年の創業以来、“強い探究

心と、高い技術力で応える”を企業理念に

掲げて、テレビ受信システムの生産、普及

活動に力を注いでまいりました。

近年、情報通信文化の著しい発展により、

企業を取り巻く環境が大きく変化しつつあ

るなか、当社は日本国内に設けた自社工

場での高品質な機器製造から販売、施工、 

アフターメンテナンスまでの徹底したトー

タルサポートを貫いております。

今後も情報通信システムの最先端であり続

けるため、豊富な実績と弛まぬ研鑽で築き

上げた技術力を駆使し、快適なホームデジ

タルネットワークの構築に誠心誠意努めて

まいりますので、これからも一層のご愛顧

を賜わりますよう、お願い申し上げます。

大舘　慶介 
福岡営業所　所長
当社はお客さまとの相互信頼
を大切にし、共存共栄を目指
し業務に取り組んでおります。

賛
助
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ま
ご
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LED 照明対応 2 線式逆位相制御調光器
The Reverse Phase Dimmer Control for LED-lighting

URL : http://www.jimbodenki.co.jp/

本　　社　 : 千葉県夷隅郡大多喜町森宮 438 番地 1
福岡営業所 : 福岡市南区清水 4 丁目 13-3 コスモコート A　TEL092(408)7724

・札幌営業所　　　・首都圏北営業所　　　・名古屋営業所
・仙台営業所　　　・首都圏南営業所　　　・大阪営業所

１　スムーズな調光 Smooth.Dimming

２　静　穏 Tranquility

３　省電力 Power-saving

　電設資材の販売を通じて地域社会の発展に貢献していきます。

　地域社会へ貢献できるよう社員一同取り組んでまいります。

豊かな社会を創造する、アメニティな『配線器具』を目指して。

神保電器株式会社　福岡営業所
弊社は、１９１８年創業、１００周年を迎

える事が出来ました。これもひとえに皆さ

まのご支援の賜物と感謝しております。

九州一円を福岡営業所でカバーしており、

各県に担当者がいますので、ご用命があれ

ばすぐにお伺いいたします。

住宅だけでなく、施設等やテナントでも多

くのご採用をいただけるよう、新商品の開

発を進めており、春先にはご紹介できるか

と思います。

新元号を迎える事ですし、所員一同新たな

気持ちで、創業者の『世の中の為になるも

のをつくる』をモットーに皆さまのお役に

立てるよう日々営業活動してまいります。

顧客満足度 Ｎｏ . １を目指して。

株式会社ＳＴＥＰ　本社／福岡営業所
当社は、九州営業部（福岡、熊本、鹿児島）

を主に、東京、大阪、広島、高松にも営業

拠点を配置しております。

２０１０年に、株式会社トモモリより業務

を引継ぎ、九州地区のお得意さまにご満足

いただける対応を心がけ、日々向上に努力

してまいりました。

社員の商品知識も高く、ご注文、お見積り

の折は迅速に対応できるスタッフを配置し

ておりますので、ご安心してお電話、ＦＡ

Ｘをお掛けください。お待ちしております。

社員一同、業界発展に寄与いたしたく、な

にとぞ皆さまのご指導の程よろしくお願い

いたします。

“電線のことなら泉州に聞け”全国で活躍するエキスパート集団。

泉州電業株式会社　福岡支店
業界髄一の商品流通システムとして、非常に高い評価をいただいている、当社の

『ジャスト・イン・タイムシステム』。

このシステムは、ネットワーク化した在庫管理・受発注システムをベースに、北

海道から沖縄までを全国１６カ所の営業拠点でカバーしています。

電線はもちろんの事、電設資材、電線アッセンブル加工等あらゆる分野で豊富な

知識を持っています。電線、電設資材の事等、お気軽にお声かけ下さい。

より良い品に、まごころそえて。

誠新産業株式会社 電設事業部 電材営業部 電材グループ

弊社は、電気エネルギーに関わる資材をは

じめ、その関連事業において数多くのお客

さまとお取引を行い、お取引先さまに誠心

誠意奉仕に努める事を信条とし、豊かな暮

らしに貢献する事を目標として事業展開し

ている総合商社です。

関連会社の誠新物流株式会社には、常時約

９００品目の在庫商品をラインアップして

おり、日々変化するお客さまのニーズに素

早く的確にお応えすべく取り組んでおりま

す。今後も電設・建設および通信・制御用

資材、機器工具等の販売に加え、環境・省

エネ・エコ製品を積極的に取扱い、地域社

会の発展、未来に向けて常に貢献できる総

合商社を目指してまいりますので、何卒よ

ろしくお願い申し上げます。

深田　喜代人 
福岡支店　支店長 
九州電設資材卸業協同組合の皆
さまに、末永くご愛願たまわり
ますようお願い申し上げます

松波　雅之　
代表取締役 
「挑戦をする」をモットーに九
州の活力向上を担う企業を目
指しております。

佐伯　富明 
電設事業部　電材営業部長 
お客さまに信頼され選ばれ続
ける企業を目指します。

岡山　聡 
福岡営業所　所長 
福岡に戻って５年、九州の人と
気候の温かさに感謝です。
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第３回 電気工事技能競技全国大会開催

九州ブロック選出 髙選手が女子の部最優秀賞の快挙！

と　き：平成３０年１１月３０日（金）
ところ：東京　両国国技館

全日電工連が主催する「第３回　電気工事技能競技全国大

会」が１１月３０日（金）、東京・両国国技館にて開催され、

全国の９ブロックから選抜された電気工事士の精鋭が互い

の技術を競い合いました。

出場選手は、一般の部３０人、女性の部５人、高校生の部

９人の計４４人。九州ブロックからは、一般の部に４名、

女性の部１名、高校生の部１名の精鋭が出場です。

第２回大会では、九州勢が大活躍。一般の部で、佐賀県　

小柳剛之氏（株式会社電興社）が金賞・経済産業大臣賞を

獲得したとあって、九州各地から駆けつけた応援団の声援

には熱が入ります。

競技課題は、ＬＥＤ照明、ＬＡＮケー

ブル、ＥＶコンセントなど最先端の機

器が幅広く取

り入れられて

おり、高い知

識と技術が要

求されます。

多くの観客が見つめるなか、選手たちはこれまで培ってき

た技術を遺憾なく披露。素晴らしい手際で課題をこなす機

敏な動きは、カメラで拾うのが難しいほどです。

そんななか、女性の部１５０分の持ち時間を優に残し、一

番にフィニッシュを決めたのは、髙奈津美（熊本 九州電

設）選手。会場からは歓声と

拍手が沸き起こりました。

複雑な課題ながら、殆どの選

手が時間内に作業を終了。完

成作品が披露されたのち、厳

正な審査へと移ります。

時間的な優劣はさほどなく、仕上がりのわずかな差が勝敗

を分けるとあって、その審査員の目は、選手に負けないほ

どの気迫。今後出場を目指そうかという皆さまは、この様

子に武者震いされたのではないでしょうか。

運命のジャッジが終わり、表彰式へ。

会場前方に陣取った九州各県

の工事組合理事長さまが固唾

をのんで見守るなか、上位入

賞選手が発表されました。

受賞者は次の通り。（敬称略）

【一般の部】▽金賞＝小嶋一彦（新潟 本間電機工業）▽

銀賞＝渡辺嚴裕（北海道 拓北電業）、佐々木隼（岩手 日

興電気）▽銅賞＝上樂久雄（北海道 稲井電機）、曵地道弘

（福島 サン電工）、安部良（石川 安部電気工事）

【女性の部】▽最優秀賞＝髙奈津美（熊本 九州電設）

【高校生の部】▽最優秀賞＝新橋翼（茨城 玉造工業高校）

一般の部は、北海道・東北ブロック

が受賞総なめでしたが、女性の部で

は、九州ブロックから出場の髙選手

が、栄誉ある国土交通大臣賞・最優

秀賞に輝きました。

全日本電設資材卸業協同組合連合会 

忍田会長の乾杯で始まった交流会では、出場選手の努力

と、技術を称え合い、早くも次回開催への期待の声が聞か

れました。

選手の皆さま、感動をありがとうございました。

目指せ“頂点（てっぺん）”燃やせ熱き魂 競え極限の技！

当組合はこれからも、大会を全力で応援してまいります。

九州の景気は良くなる？

人手不足に働き方改革でどう変わる？
景気動向は営業マンが最も気になるところ。

少々データは古くなりますが、昨年９月の内閣

府調査の現状と先行きは右表の通りです。

人手不足に働き方改革、賃金・物価上昇等々の

対策が急がれるなか、中小企業の実態は肌身で

感じるほど景気がいいとはいえませんが、目を

大きく見開いて世の中の動向を見ておくことも

大事ですね。

全日電材連のサイトでは、「お役立ち情報」を

随時公開中です。ぜひご活用ください。

半年間のおもな行事予定　２０１９．１－６

支部会、実務者会については各支部からのご案内にてご確認ください。

支部名 開催日 行事名 開催場所

本 部

１月３１日（木） 第５回　全九州電気工事業協会懇談会 八仙閣

１月３１日（木） 第３８回　理事会（平成３０年度第６回） 八仙閣

４月１８日（木） 第３９回　理事会（平成３１年度第１回） 那覇市内

５月１４日（火） 第４０回　理事会（平成３１年度第２回） オリエンタルホテル福岡

５月１４日（火） 第７回　総会・懇親会 オリエンタルホテル福岡

福 岡 支 部

１月２２日（火） 新年賀詞交換会（実務者合同） グランドハイアット福岡

２月１３日（水） 技術研修会（福岡県工組合同） 福岡国際会議場

６月　８日（土） ボウリング大会・懇親会 博多スターレーン・ホテルクリオコート博多

北九州支部
１月１７日（木） 賀詞交歓会 ホテルクラウンパレス小倉

２月 経営研修会 未定

佐 賀 支 部

２月　８日（金） 経営研修会・懇親会 ガーデンテラス佐賀 ホテル＆マリトピア

３月 ３団体ゴルフコンペ フジカントリークラブ

３月 ボウリング大会 未定

長 崎 支 部
２月　２日（土） 経営研修会・技術研修会 長崎卸団地センター 会議室

３月 幹部研修および懇親会 未定

熊 本 支 部 １月２２日（火） 年始交歓会 ホテルメルパルク熊本

大 分 支 部
２月　５日（火） 技術研修会 ㈱デンザイ東亜 会議室

３月 支部親睦会 未定

宮 崎 支 部
２月　２日（土） 経営研修会・技術研修会 ホテルニューウェルシティ宮崎

２月 情報交歓会 宮崎観光ホテル

鹿児島支部
２月　２日（土） 経営研修会・技術研修会 ポリテクセンター鹿児島

３月 鹿児島支部会 未定

九州における９月の現状判断ＤＩは前月比４．５ポイント上昇の５０．６、先行き判断ＤＩは前
月比１．４ポイント上昇の５３．９となり、景気は引き続き緩やかな回復基調にあると見られる。
なお、全国の調査結果の評価としては「緩やかな回復基調が続いている。先行きについては、
コストの上昇、通商問題の動向等に対する懸念もある一方、災害からの復旧への期待がみられ
る」となっている。

良くなっている
２．２％

良くなる
１．７％

悪くなっている
３．３％

悪くなる
２．２％

変わらない
５５．８％

変わらない
５４．１％

やや良く
なっている
２１．５％

やや良く
なる

２９．３％

やや悪く
なっている
１７．１％

やや悪く
なる

１２．７％
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第３６回（平成３０年度 第４回）理事会

と　き：.平成３０年９月１１日（火）
　　　　１６：００～１７：４５
ところ：ステーションホテル小倉
出席者：理事７名（欠席：佐々木理事）
　　　　沖縄県電設資材卸業協同組合　金城理事長

【議事の要点】

１．第６回 通常総会後の諸処理（税金等）報告の件

　 役員改選に伴う登記は福岡法務局にて完了。平成３０年

度納税額２８４，１００円、消費税は課税仕入が課税売

上を上回り、７７７，２３９円の還付。

２． 平成３０年度 全日電材連理事会および各委員会 

第１回委員会報告の件

　詳細は全日電材連ホームページ参照。

３．働き方改革、配送費問題に関する取組の件

　 働き方改革…現在までの経緯を確認。働き方改革関連法

案の２０１９年４月施行を控え各社改善策の検討を。

　 配送費問題…全日電工連幹部との懇談会において全日電

材連より提唱したい。

４．若手経営者の会進捗状況の件

　九州は第６回より２名の新会員を加え１１名が参加。

５． 平成３０年度 各支部事業計画、経営・技術研修会　　

進捗状況の件

　全支部ほぼ計画通り進捗

６．第７回 組合研修会（北九州）の運営に関する件

　 前回並み予算で承認、今回は新日鐵住金㈱八幡製鐵所の

見学とし、福岡県中央会の補助金を活用する。

７．その他 

（１）全日電材連 グループ共済制度 契約推進の件

　現在加入は１４社。７月２５日付けで勧誘文書発信

（２）第３７回理事会日程について

　 １１月９日（金）１２：００～　ステーションホテル小

倉にて開催。

（３）全九州電気工事業協会懇親会の日程について

　 例年１月下旬に開催。１月２９日（全日理事会）を避け

調整する。

（４）第３８回 理事会日程について

　（３）項にあわせて開催する。

（５）第７回 通常総会日程について

　 平成３１年５月１４日（火）１６：００～　オリエンタ

ルホテル福岡博多ステーションにて開催。

第３７回（平成３０年度 第５回）理事会

と　き：平成３０年１１月９日（金）　
　　　　１２：００～１４：００
ところ：ステーションホテル小倉
出席者：理事７名（欠席：米良副理事長）

　

【議事の要点】

１．第７回 組合研修会事前確認の件

　 組合員３６名、賛助会員６７名、事務局２名の合計

１０５名参加を確認（前回比、組合員△１名、賛助会員

△８名）。

２．全日電材連 平成３０年度第２回常任理事会および

　　各委員会報告の件

　詳細は全日電材連ホームページ参照。

３．スマートパワー運動【スキルアップ研修会】

　 全日電工連より各県工組へ合同開催の指示が出されてい

る。各地の温度差があるが、各支部は県工組とのコンタ

クトをとって遂行のこと。

４．「特別および時間外配送費」有料化の取組の件

　 全日電工連幹部との懇談会において特異なケースは有償

とさせていただく旨の要請を提唱。メーカーの協力を得

ながら取り組んでいく。

５．「若手経営者の会」研修会の進捗状況

　全国９３名、九州１２名となった。計画通りに進捗。

６．技術研修会・経営研修会の進捗状況

　各支部順調に開催中。全支部開催のこと。

７．全九電協との懇談会の件

　 平成３１年１月３１日（木）１６：３０～福岡市内にて

開催。先方確認済。

８．その他

（１）第３８回 理事会日程について

　平成３１年１月３１日（木）１４：００～　八仙閣

（２）第３９回 理事会日程

　 平成３１年４月１８日（木）１４：００～　那覇市（九

州ブロック懇談会）

（３）第３６回 理事会以降の慶弔・異動等について

　今後、事務局にて取りまとめ報告する。

（４）高濃度ＰＣＢ使用安定器の早期処理について

　 経産省・環境省からの徹底周知依頼の通達あり。機会あ

るごとに周知願う。

ピンポンはアイホン

アイホン株式会社
九州支店支店長　池戸　弘至

〒 812-0016　福岡市博多区博多駅南 4-19-24
TEL（092）473-1111 ／ FAX（092）473-8844

http://www.aiphone.co.jp

確かな技術で未来をひらく

愛知電機株式会社 九州支社　
支社長　迫田　浩一

〒 810-0013　福岡市中央区大宮 2-1-32
TEL（092）531-2365 ／ FAX（092）531-2573

http://www.aichidenki.jp

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
支店長　古賀　精一郎

〒 812-0051　福岡市東区箱崎ふ頭 5-8-26
TEL（092）641-6500 ／ FAX（092）641-6510

http://www.izumasa.co.jp

電設・電子・情報機器販売および空調システム部材の製造・販売

因幡電機産業株式会社　電材西日本事業部 九州営業部
九州営業部長　藤井　雅仁

〒 812-0026　福岡市博多区上川端町 12-20 ふくぎん博多ビル 9F
TEL（092）283-1781 ／ FAX（092）262-1798

http://www.inaba.co.jp

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
国内営業本部部長 福岡営業所長　荻野　功

〒 812-0017　福岡市博多区美野島 1-2-8　NT ビル 6F
TEL（092）413-8701 ／ FAX（092）413-8691

http://www.iwasaki.co.jp

最新の照明技術とデザインをご提案します。
オーデリック株式会社

九州沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー　大部　洋一
〒 811-1251　福岡県那珂川市松木 4-7-20

TEL（092）951-5580 ／ FAX（092）953-4724
http://www.odelic.co.jp

情報通信システムのベストパートナー

サン電子株式会社
代表取締役社長　篠田　英二

〒 815-0031　福岡市南区清水 3-20-27
TEL（092）512-6781 ／ FAX（092）512-6681

http://www.sun-ele.co.jp

避雷設備製造販売・設計・施工

大阪避雷針工業株式会社
福岡支店 支店長　梶原　保明

〒 812-0011　福岡市博多区博多駅前 4-25-11
TEL（092）472-2561 ／ FAX（092）474-9781

http://www.ohklps.com

電気と人と環境のよりよい関係のために

河村電器産業株式会社
九州支店 支店長　甲賀　義美

〒 815-0081　福岡市南区那の川 1-12-24 シンワ第二ビル 3F
TEL（092）534-6110 ／ FAX（092）534-6157

http://www.kawamura.co.jp 

Connect To The Next　～次世代につなぐ～

九州三菱電機販売株式会社
取締役社長　中村　佳嗣

〒 810-0071　福岡市中央区那の津 4-4-25
TEL（092）712-2121 ／ FAX（092）712-6110

http://www.kmel.co.jp

昭和 33 年創立
株式会社啓電社

代表取締役　大隈　大作
〒 815-0082　福岡市南区大楠 2-10-33

TEL（092）534-3571 ／ FAX（092）534-3577

＿違う発想がある

コイズミ照明株式会社
九州営業部部長　赤松　長太朗

〒 812-0011　福岡市博多区博多駅前 3-26-29 九勧博多ビル 2F
TEL（092）436-2121 ／ FAX（092）436-7218

http://www.koizumi-lt.co.jp

各種電線から IT ソリューションまで 70 年以上の実績を誇る

光昭株式会社　第 4 電線事業部 福岡営業部
福岡営業部長　本島　拓也

〒 812-0062　福岡市東区松島 1-47-4
TEL（092）626-5558 ／ FAX（092）626-5613

http://www.koshow.jp

電設資材・電装部品製造販売
株式会社三桂製作所

代表取締役社長　池田　　隆
福岡営業所 所長　斉藤　寛二

〒 815-0082　福岡市南区大楠 1-8-18
TEL（092）522-8310 ／ FAX（092）522-8307

http://www.sankei-ss.co.jp 

電設資材総合卸商社
島津電業株式会社

代表取締役　島津　敏明
福岡営業所 所長　宮﨑　貴浩

〒 816-0912　福岡県大野城市御笠川 3-15-11
TEL（092）504-2145 ／ FAX（092）503-6207

http://www.shimazu-ele.co.jp

11 月 11 日は配線器具の日
神保電器株式会社

代表取締役社長　村上　浩一
〒 815-0031　福岡市南区清水 4-13-3 コスモコート A

TEL（092）408-7724 ／ FAX（092）408-5524
http://www.jimbodenki.co.jp

謹んで新春のお慶びを申し上げます

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます



A Better Life, A Better World. 

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
九州電材営業部 営業部長　古西　浩之

〒 810-8530　福岡市中央区薬院 3-1-24
TEL（092）523-1031 ／ FAX（092）523-9501

http://panasonic.co.jp/es/

C&P「つなぐ」と「まもる」

冨士端子工業株式会社
代表取締役社長　本郷　辰也

〒 550-0005　大阪府大阪市西区西本町 3-1-44
TEL（06）4391-2770 ／ FAX（06）4391-2660

http://www.fujiterminal.co.jp

キャブタイヤーケーブル製造のパイオニア

株式会社三ッ星
九州営業所所長　三宅　将一

〒 815-0081　福岡市南区那の川 1-9-19
TEL（092）526-2615 ／ FAX（092）526-2781

http://www.kk-mitsuboshi.co.jp

空気の専門家　ダイキン

ダイキン HVAC ソリューション九州株式会社
取締役社長　寺島　正嗣

〒 812-0004　福岡市博多区榎田 1-10-21
TEL（092）475-6204 ／ FAX（092）474-6351

http://www.daikin.co.jp/aircon/

よりよい品に真心をそえて
誠新産業株式会社

代表取締役社長　森﨑　芳廣
〒 810-0022　福岡市中央区薬院 2-19-28

TEL（092）711-1662 ／ FAX（092）711-7405
http://www.sei-shin.jp

電線・ケーブルの総合商社

泉州電業株式会社　福岡支店
福岡支店支店長　深田　喜代人

〒 812-0041　福岡市博多区吉塚 4-7-18
TEL（092）611-3121 ／ FAX（092）611-2999

http://www.senden.co.jp

Fujiden…Cable&Wire

株式会社フジデン 九州支店
九州支店長　古川　和久

〒 812-0066　福岡市東区二又瀬 13-9
TEL（092）611-5764 ／ FAX（092）622-4281

http://www.fden.co.jp

未来を照らす、あかり創り

DAIKO 大光電機株式会社
福岡支店 支店長　藤原　三喜雄

〒 810-0012　福岡市中央区白金 2-15-52
TEL（092）531-3164 ／ FAX（092）531-3168

http://www.lighting-daiko.co.jp

国産圧着端子・圧着スリーブの専門メーカー

大同端子製造株式会社
代表取締役社長　松浦　隆

〒 689-1121　鳥取県鳥取市南栄町 15-3
TEL（0857）53-1212 ／ FAX（0857）53-4678

http://www.daido-tanshi.jp

道楽会会員募集中 !!
株式会社マーベル 西日本統括営業グループ

グループ長　田村　昌人
〒 812-0006　福岡市博多区上牟田 1-8-17

TEL（092）289-1600 ／ FAX（092）289-1677
http://www.dourakukai.com

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

九州電設資材卸業協同組合
理 事 長　忍　田　　勉

副理事長　末永　　稔
理　　事　木村　寿宏
理　　事　渡邊　貴弘
理　　事　片倉　慎一

副理事長　米良　充典
理　　事　立石　泰彦
理　　事　佐々木　薫
組 合 員 一 同

情報伝送システム企業へ
DX アンテナ株式会社

代表取締役社長　長代　輝彦
〒 652-0807　兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 2-15

TEL（078）682-0001 ／ FAX（078）651-9527
http://www.dxantenna.co.jp

あらゆるインフラに対応する配線資材の専門メーカー

マサル工業株式会社
代表取締役社長　椎名　吉夫　

〒 170-0013　東京都豊島区東池袋 1-24-1
TEL（03）3984-6111 ／ FAX（03）3984-7085

http://www.masarukk.co.jp

人の命を感電から守り、家屋を電気火災から守るテンパール工業

テンパール工業株式会社
福岡支店長　力丸　誠司

〒 812-0016　福岡市博多区博多駅南 5-10-2
TEL（092）441-4420 ／ FAX（092）441-7131

http://www.tempearl.co.jp

２０１９

「トラスコならある。」豊富な品揃えと在庫がお客様の取扱商品の拡大に貢献します。

トラスコ中山株式会社
福岡支店長　金岡　克盛

〒 812-0895　福岡市博多区竹下 2-4-14
TEL（092）433-6640 ／ FAX（092）433-6650

http://www.trusco.co.jp

電波で未来を考える

マスプロ電工株式会社
代表取締役社長　端山　佳誠

〒 470-0194　愛知県日進市浅田町上納 80
TEL（052）802-2222 ／ FAX（052）802-2200

http://www.maspro.co.jp

Heat Pump Solution Company

東芝キヤリア株式会社　九州支社
九州支社長　上林　弘

〒 810-0072　福岡市中央区長浜 2-4-1 東芝福岡ビル 3F
TEL（092）735-3471 ／ FAX（092）735-3481

http://www.toshiba-carrier.co.jp

Leading Innovation

東芝ライテック株式会社　九州支店
営業統括部 九州支店 支店長　森戸　正昭

〒 810-0072　福岡市中央区長浜 2-4-1 東芝福岡ビル 4F
TEL（092）735-3453 ／ FAX（092）735-3446

http://www.tlt.co.jp

架線金物メーカーのパイオニア

東神電気株式会社　西日本支店
執行役員西日本支店長　中武　敏男
〒 814-0003　福岡市早良区城西 2-9-11

TEL（092）851-1124 ／ FAX（092）852-1283
http://www.tec-web.co.jp

角型 TAC レックス・TAC レックス・メタルパワー

東拓工業株式会社　九州営業所
西日本営業部　部長　古園井　章

〒 812-0016　福岡市博多区博多駅南 1-3-1 日本生命博多南ビル 8F
TEL（092）431-6139 ／ FAX（092）474-0259

http://www.totaku.co.jp

三菱電機県下総代理店

丸岩電機株式会社
代表取締役社長　眞島　愃一

〒 891-0123　鹿児島県鹿児島市卸本町 7-17
TEL（099）260-2408 ／ FAX（099）260-1294

http://www.maruiwa.co.jp

Changes for the Better

三菱電機住環境システムズ株式会社
取締役 九州支社長　野口　昭治

〒 812-0007　福岡市博多区東比恵 3-9-15 Esteem 福岡
TEL（092）476-7100 ／ FAX（092）476-7200
http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/le/

クラインペンチ、業界最安値

株式会社トリスタン
代表取締役　曽根田　諭

〒 814-0104　福岡市城南区別府 3-12-9
TEL（092）851-5708 ／ FAX（092）851-5792

http://www.k-tristan.jp

社会を、地球を、未来を豊かに。

株式会社戸上電機製作所
代表取締役社長　戸上　信一

〒 840-0802　佐賀県佐賀市大財北町 1-1
TEL（0952）24-4111 ／ FAX（0952）26-4594

http://www.togami-elec.co.jp

安全・安定・省エネルギー・環境保全をキーワードに
暮らしに、産業に欠かせない電気エネルギーの有効活用を支え続けます。

内外電機株式会社　九州支店
支店長　伊藤　和弥

〒 815-0037　福岡市南区玉川町 5-28
TEL（092）552-7060 ／ FAX（092）552-7200

http://www.naigai-e.co.jp

発電見張り番・電気設備資材・給排水
ガス設備資材・OA フロアの製造販売

未来工業株式会社
取締役社長　山田　雅裕

〒 503-0295　大垣市外・輪之内町
TEL（0584）68-0001 ／ FAX（0584）69-3900

http://www.mirai.co.jp

電力用配電機材および、住宅用電設資材の製造販売
日動電工株式会社 九州営業部
九州営業部部長　山田　善久

〒 812-0041　福岡市博多区吉塚 3-18-23
TEL（092）622-1333 ／ FAX（092）622-1300

http://www.nd-ele.co.jp

CONNECT!　～電気と情報をつなぐ～

日東工業株式会社
取締役社長 COO　佐々木　拓郎
〒 480-1189　愛知県長久手市蟹原 2201

TEL（0561）62-3111 ㈹
http://www.nito.co.jp

培った技術と実績で安心・安全をご提供します

ネグロス電工株式会社
代表取締役社長　菅谷　三樹生

〒 136-0071　東京都江東区亀戸 2-40-1
TEL（03）5628-7111 ／ FAX（03）5628-7131

http://www.negurosu.co.jp

プルボックス・ダクト・架台等　各種板金加工品
八州電工株式会社

代表取締役　山本　義継
（北九州営業所）〒 800-0115　北九州市門司区新門司 3-66

TEL（093）481-3531 ／ FAX（050）3548-9966
http://www.yashimadenko.co.jp

圧着端子・圧着スリーブ・差込コネクタ

株式会社ニチフ
代表取締役社長　森　良夫

〒 538-0053　大阪府大阪市鶴見区鶴見 1-3-58
TEL（06）6911-1411 ／ FAX（06）6911-6822

http://www.nichifu.co.jp

「やさしい未来」にひろがる電線
矢崎エナジーシステム株式会社

福岡支店長兼九州電線部長　藤田　雅紀
〒 812-0042　福岡市博多区豊 1-10-68

TEL（092）411-4832 ／ FAX（092）472-1096
http://www.yazaki-group.com

端末処理材・接続材関連アクセサリー総合卸

博光電機株式会社
代表取締役　須藤　誠

〒 812-0006　福岡市博多区上牟田 1-5-25
TEL（092）441-0235 ／ FAX（092）474-4559

http://www.hakko-denki.com

電設資材の総合商社

株式会社 STEP
代表取締役　松波　雅之

〒 812-0893　福岡市博多区那珂 5-8-28
TEL（092）474-6521 ／ FAX（092）474-6530

http://step-ep.jp
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