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空調冷凍機器・装置の販売及び設計・施工

ダイキンＨＶＡＣソリューション九州株式会社

各種アンテナ及びテレビ受信関連機器

ＤＸアンテナ株式会社

配線用遮断器、漏電遮断器、住宅用分電盤の製造・販売

テンパール工業株式会社

照明器具専業メーカー

大光電機株式会社

金属製電線管附属品メーカー

電成興業株式会社

業務用エアコン、産業用の熱源機の設計、販売、製造

東芝キヤリア株式会社

圧着端子・接続子の専門メーカー 

大同端子製造株式会社

世界No．1の製品と技術を九州の皆さまへ！

ダイキンＨＶＡＣソリューション九州株式会社
当社は、九州７県、福岡・佐賀・長崎・

熊本・大分・宮崎・鹿児島の皆さまへ、

空調機を通じて“快適な空間づくり”

のお手伝いをしている会社です。

ご家庭用から店舗・オフィス・工場等

の業務用用途まで、専門メーカーなら

ではの商品をご提供させていただき

ます。

機器の販売だけではなく、設計・施工・

メンテナンスと空調システム全般にわ

たる技術力でお客さまのご要望にお応

えしてまいりますので、何卒よろしく

お願い申し上げます。

寺島 正嗣
取締役社長
本年は、会社創立 60周年
の記念の年。「原点回帰」
をスローガンに皆さまのお
役にたてるメーカーを目指
します。

PR19061（19.03.005）SW・HP・AD

質感で溶け込む、ファブリックホワイト

光で表情を変える、

ツイルゴールド
軽やかな質感の、

ラインホワイト

空間を引き締める、

ブラックウッド
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人とあかりの調和を考える。

大光電機株式会社　福岡支店
照明専業メーカーとして、今年で設立７２期

目となりますが、弊社で大切にしているのは、

社是「三笑三栄」です。

社員・株主・取引先（お客さま・仕入先さま）

の共存共栄を希求し合わせて広く社会に貢献

する。それを実現させるために、２つの経営

理念があります。

一、商業施設・住宅の「あかり」「環境」事

業を通じて三笑三栄を実現する。

二、「競（成果主義）・和」の思想行動を

持って三笑三栄を実現する。

我々は、照明事業を通じて、お客さまに真に

「信頼・評価」して頂いて三笑三栄の実現を

目指してまいります。

日本は少子高齢化で業界全体が伸びない時代

となっていますが、今年５月１日をもって元

号が「令和」となりましたので、気持ちを新

たに、真にお役に立てる企業を目指して、商

品・サービスの向上に努めてまいります。

電気・エネルギー・信頼を繋ぐ、国内圧着端子メーカーです。

大同端子製造株式会社　鳥取営業所
弊社は、１９６２年に創業し、以来電線の端

末処理具である圧着端子の製造一筋でまいり

ました。

ＪＩＳ規格に準拠した製品を中心に、お客さ

まのご要望にお応えしてバリエーションを増

やし、また業界のニッチなご要望、例えば短

納期対応、小ロット対応、特注品製作対応で

代理店さま、ユーザーさまにご評価頂いてい

るものと自負しております。

昨今では価格競争はもとより、品質、サービ

ス、規格、環境対策と、お客さまのニーズが

多様化しております。

一方ではクリーンエネルギーとしての電気の

用途も増加しており、弊社はお客さまのニー

ズと、世界的な電気需要に圧着端子のご提供

で貢献してまいる所存です。

今後とも一層のご愛顧の程、お願い申し上げ

ます。

浮池 秀一
執行役員
皆さまに信頼され、「お役
に立てる企業」を目指して
精進してまいります。

松浦　隆
代表取締役社長
ニッチなご要望にもお応え
します。大同端子製造㈱を
ご愛顧の程、よろしくお願
い申し上げます。

〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金2-15-52 TEL(092)531-3165/FAX(0 92)522-7462　営業時間:AM10:00～PM5:00
休館日:土日祝、振替休日、年末年始、夏期休暇 　※完全予約制：お電話にて事前予約をお願いします
福岡市中央区白金 2-15-52 TEL(092)531-3165/FAX(092)522-7462 営業時間 :AM10:00-PM5:00
休館日 : 土日祝､ 振替休日､ 年末年始､ 夏期休暇  ※完全予約制 : お電話にて事前予約をお願いします

鳥取からご縁あって九州へ。
九州の皆さまに愛される企
業を目指し、私達が精一杯
ご対応いたします。
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新時代の情報伝送システム企業へ。

ＤＸアンテナ株式会社　福岡支店
ＤＸアンテナは１９５３年の創業以来、放送

受信関連機器専門メーカーとして時代のニー

ズにあった製品の開発に取り組み社会貢献を

果たしてまいりました。２０１７年にはエレ

コムグループの一員となり、これまでに６０

年以上にわたり培ってきた高度な放送技術に

エレコムグループの豊富な製品群と通信技術

を融合させることにより、「放送＋通信＝情

報」の情報伝送システム企業として、お客さ

まのお困りごとをワンストップのソリュー

ションでお応えします。これからも事業領域

の拡大を目指し、新たな領域へこれまで以上

に積極的に挑戦し、時代の変化にいち早く対

応できる企業として歩き続けてまいります。

ともしびとともに７０年。技術と信頼でインフラ整備を支えます。

電成興業株式会社　福岡営業所
人の暮らしを支える電気設備はライフ

ラインの重要な柱です。弊社は、その

一翼を担う金属製電線管附属品等の配

管資材を世に送り続けてまいりまし

た。特に近年は配管資材そのものも、

強度・耐久・美観・施工性等が求めら

れ、品種の多様化が更に進んでおりま

す。そうした状況下で、素材の加工か

ら表面処理に至るまで、一貫した内製

化に裏打ちされた品質管理と納期短縮

を追求してまいりました。その結果、

今後ますます多様化する皆さまのご要

望に的確にお応えできるものと確信を

いたしております。

これからも限りある資源の有効活用と

快適なインフラ整備のお役に立つ事を

通じて社会に貢献し、ユーザーの皆さ

まとともに歩んでまいります。

遠藤　渉
福岡支店　支店長
６月に埼玉より福岡に赴任
しました。九州の皆さまに
貢献できるよう精いっぱい
頑張ります。

横尾　勝
福岡営業所　所長
小さなことからコツコツと
皆さまにご信頼いただける
よう頑張ります。

高速同軸線モデム（親機）

ECG12M1
高速同軸線モデム（子機）

ECG12T1 有線

※実際の速度は環境に依存します。

5GHz帯通信に対応した、新世代規格11ac

高速無線LAN通信
ECG12W1S 有線・無線

既設のテレビ共聴設備で快適な高速インターネットを実現!

無線LAN付高速同軸線モデム(子機)

新発売
ECGシリーズ

G.ｈｎ準拠

2つの製品を
組合わせた優れ物!

無線アクセス
ポイント

同軸線モデム
(子機)

最大
通信速度
1Gbps
(理論値)※1

※実際の速度は環境に依存します。※実際の速度は環境に依存します。

5GHz帯通信に対応した、新世代規格11ac

高速無線LAN通信
ECG12W1S

受信＋通信で地域社会に貢献いたします。

電路材の専門メーカーとして、信頼と実績を
積み重ねて行きたいと思います。
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電気と暮らしを安全につなぎ続ける事を約束します。

テンパール工業株式会社　福岡支店
弊社は１９５１年創業以来、「電気と安全」

をキーワードにお客さまとともに歩み続けて

まいりました。

安全ブレーカの基礎となったテンパールス

イッチの開発・販売から始まり、現在では住

宅用分電盤、電設盤、計測器、産業機器等ま

で開発・販売しております。どれも「電気と

安全」をベースとした考えから開発した商品

です。「電気と安全」を元に発売した商品と

して、地震発生時の通電火災から家屋を守る、

グラグラガードを昨年発売いたしました。地

震発生時に負荷機器への電源を遮断する事が

できる商品となっております。今後も電気と

皆さまのくらしを安全につなぎ続ける為に努

力してまいりますので変わらぬご愛顧をよろ

しくお願いいたします。

高効率ヒートポンプシステムで新たな未来を提案します。

東芝キヤリア株式会社　九州支社 法人営業第１担当
当社は九州全域に、店舗・オフィス用『カス

タムエアコン』をはじめ、工場・倉庫など大

空間の環境改善に適した、『設備用パッケー

ジエアコン』、省エネ大賞を受賞した、スポッ

ト・ゾーン空調『ＦＬＥＸＡＩＲ』、空冷Ｈ

Ｐ式熱源機『ユニバーサルスマートＸ』ま

で、さまざまな使用用途に合わせた空調・高

効率ＨＰシステムを提案し、現場の「お困り

ごと」を解決してまいります。その結果、施

主さま、工事店さま、当会会員さま、そして

我々メーカー、その仕

事に関わった全ての会

社さまがビジネスとな

るよう、活動しており

ます。

「お困りごと」がござ

いましたら当社営業担

当へご相談下さい。

力丸 誠司
福岡支店　支店長
ブレーカのパイオニアとし
て九州各地の皆さまへ電気
の安心安全をご提案してま
いります。

新井 浩二
部長
１年間でー１０ｋｇのダイ
エットに成功するも、人か
らは「老けた」と…。

店舗・オフィス用カスタムエアコン
スーパーパワーエコゴールドNEW

タフでコンパクト
になって新登場

東芝キヤリア株式会社　https://www.toshiba-carrier.co.jp 東芝ラグビー部
リーチマイケル選手

P40～P56 形 P63～P80 形 P112～P160 形

R32 冷媒採用（P40～P160 形）

福岡支店一同、皆さまのお役立ちのために頑張っております。

平均年齢は若干高めではありますが、長年培っ
てきた経験知を活かし皆さま方の「お困りごと」
の解決に全力で対応してまいります。




