
環境にやさしい植物油インキを使用しています。



ISO 14001認証
Certificate No.01100

塚本太輔代表取締役社長



営業品目 ①　高圧受配電盤
②　キュービクル式高圧受電設備
③　分電盤
④　動力制御盤
⑤　コントロールセンター
⑥　中央監視制御盤
⑦　計装制御システム

加入団体

許可事業
取引銀行

認証登録

（一社）石川県設備設計監理協会　（一社）富山県設備設計事務所協会
（一社）日本配電制御システム工業会　（公社）日本電気技術者協会
（一社）公共建築協会登録（関東・北陸・近畿）
・分電盤 第992-00601D02号
・制御盤 第992-00602D05号
・キュービクル式配電盤 第992-00603C97号
（一社）日本電気協会登録
・キュービクル式非常電源専用受電設備　認定番号　共用　第807号
・キュービクル式高圧受電設備　推奨番号　第686号
電気工事業　富山県(一般28. 第9609号)
北陸銀行 福光支店　　富山第一銀行 福光支店
三菱東京UFJ銀行  金沢支店
ISO 14001 UKAS 登録No.01100

電気エネルギーを安全かつ有効に
利用できる製品の生産

コストとパフォーマンスの両立

お客様、お取引先、株主、社員と
しっかり信頼を築く

自然を大切にし環境の向上を目指す

商 号
所 在 地

創 業
資 本 金
代 表 者
従 業 員

日電産業株式会社
〒939-1701　富山県南砺市遊部171-1
TEL : 0763-52-4756　FAX : 0763-52-5836
E-mail : office@nichiden-it.co.jp
URL : http://www.nichiden-it.co.jp
1978年7月1日
22,000,000円
代表取締役社長　塚本　太輔
43名（2017年10月現在）

企業理念

受変電・照明・動力・ファシリティーズ制御。日電産業のテクノロジーにおまかせください。



中央監視盤本社 設計グループ

屋外キュービクル

制御・監視設備

■営業部のご案内 製作協力事業所

■東 京 本 部

■金 沢 本 部

■新富山本部

〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-11-1
　　　　　　　 明王ビル6階
TEL : 03-6709-2330　FAX : 03-5957-0305

〒920-0003　石川県金沢市疋田3-73
TEL : 076-255-3727　FAX : 076-251-0308

〒939-8214　富山県富山市黒崎473-1
TEL : 076-464-3544　FAX : 076-464-3644

株式会社共立電機製作所
〒880-2215　宮崎県宮崎市高岡町高浜1495-55

摂陽明正株式会社
〒791-2111　愛媛県伊予郡砥部町八倉108-1

有限会社ヤマカワ電機産業
〒992-0344　山形県東置賜郡高畠町大字深沼876-2

大垣電機株式会社
〒503-1322　岐阜県養老郡養老町西岩道414

THAI AICHI DENKI CO.,LTD.
204 MOO 2 SOI PREAKASA
PUDTHARAKSA RD., T.TAIBANMAI 
A.MUANGSAMUTPRAKARN
SAMUTPRAKARN 10280 THAILAND.

■本社・工場
所 在 地 〒939-1701　富山県南砺市遊部171-1

TEL : 0763-52-4756　FAX : 0763-52-5836
E-mail : office@nichiden-it.co.jp

東京工場 代行／岩手電業株式会社
〒144-0033　東京都大田区東糀谷5-8-21
TEL : 03-3744-2405　FAX : 03-3742-5098
E-mail : kk-iwate@violin.ocn.ne.jp

本社・工場

●電力・設備工事
北陸電力株式会社
東京電力株式会社
北陸電気工事株式会社
株式会社きんでん
株式会社関電工
株式会社トーエネック
ダイダン株式会社
北陸発電工事株式会社
信越エンジニアリング株式会社
向陽電気工業株式会社
大坪電気株式会社
昭和アステック株式会社
株式会社マルエム商会
東光電気工事株式会社
内藤電機株式会社
三機工業株式会社
三宝電機株式会社
成瀬電気工事株式会社
第一電機工業株式会社
米沢電気工事株式会社
株式会社柿本商会
株式会社開進堂
株式会社新栄電設
笹嶋工業株式会社
ツボ電気工事株式会社
東本電気株式会社
北菱電興株式会社
振興電気株式会社
日工電設株式会社
株式会社三鈴エリー
栗原工業株式会社
株式会社北陸エレテック
シグマ電機株式会社
三和電業株式会社
株式会社北川電機商会
大竹電機株式会社

●電気材料卸売
因幡電機産業株式会社
株式会社日立ハイテクノロジーズ
八洲電機株式会社
株式会社北陸電機商会
株式会社イバデン
菱越電機株式会社
株式会社北陸日立
株式会社電陽社
株式会社静岡日立
日新電機商事株式会社
ミツワ電機株式会社
北村電機産業株式会社
石川電材株式会社
富士電気工業株式会社
株式会社関東日立

●官公庁
防衛省
厚生労働省
農林水産省
国土交通省
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県
富山県
石川県
福井県
富山・石川・福井　県内各市町村

●建設・プラント製造
鹿島建設株式会社
清水建設株式会社
株式会社熊谷組
大成建設株式会社
佐藤工業株式会社
前田建設工業株式会社
株式会社大林組
戸田建設株式会社
株式会社竹中工務店
五洋建設株式会社
株式会社ＩＨＩ
ダイワエンジニアリング株式会社
オルガノ株式会社
佐藤鉄工株式会社
株式会社三陽プラント建設
株式会社日立ビルシステム
株式会社宮本工業所
東芝プラントシステム株式会社
日重建設株式会社
日立造船株式会社
ＩＨＩプラント建設株式会社

●電気機器製造
株式会社日立製作所
株式会社日立産機システム
日新電機株式会社
北陸電機製造株式会社
横河電機株式会社
ジョンソンコントロールズ株式会社
アズビル株式会社
東芝産業機器システム株式会社
大垣電機株式会社
東洋電機株式会社 

●一般製造
日産化学工業株式会社
日本高周波鋼業株式会社
住友電気工業株式会社
株式会社スズキ部品富山
コマツＮＴＣ株式会社
株式会社小松製作所
コマツキャステックス株式会社
協和ファーマケミカル株式会社
セイコーエプソン株式会社
日本海ガス株式会社
第一三共株式会社
大塚製薬株式会社
日本ゼオン株式会社
三菱レイヨン株式会社
株式会社ブリヂストン
ＪＸ金属株式会社
日立化成株式会社
ニチバン株式会社
株式会社広貫堂
東京大学原子力研究所
株式会社ジャパンディスプレイ
日立建機株式会社
社会保険病院　各病院
国立大学法人　各大学
ソフトバンク株式会社
パナソニック株式会社
東芝エレクトロン株式会社
ルネサスエレクトロニクス株式会社
ＪＸＴＧエネルギー株式会社
大阪有機化学工業株式会社
パナソニック株式会社デバイス社
日産自動車株式会社
株式会社東急百貨店
株式会社LIXIL
株式会社丸運
東レ・ダウコーニング株式会社
信越半導体株式会社
日医工株式会社
三協立山アルミ株式会社
参天製薬株式会社
日本電産株式会社
旭硝子株式会社

主要御取引先 及び 御納入先 （順不同）


