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製造部門を持つサービス企業
(MAGOKORO Company) のレベルアップを実践します

年号 沿革

2004 年 平成 16 年
関西IT百撰　最優秀賞受賞

大阪本社工場新工場完成
昭和電機・昭和風力 IS14001認証統合

2003 年 平成 15 年 昭和電機・昭和風力 ISO9001 認証統合

2000 年 平成 12 年 50周年記念式典
昭和風力機械 ISO9001 認証取得

1999 年 平成 11 年 昭和電機 ISO9001 認証取得

1998 年 平成 10 年 名古屋支店新社屋完成

1992 年 平成 4 年 東京都足立区に東京支店新社屋完成

1988 年 昭和 63 年 大阪本社工場に新社屋完成

1983 年 昭和 58 年 東京技術サービスセンター開設 
（両毛出張所現北関東営業所）

1974 年 昭和 49 年 伊賀工場完成昭和風力機械株式会社伊賀工場として操業開始

1969 年 昭和 44 年 大東市新田境町に送風機専用工場完成

1963 年 昭和 38 年 大東市新田北町に大阪本社工場完成

1956 年 昭和 31 年 資本金 100 万円で法人化。昭和電機株式会社とする

1954 年 昭和 29 年 交流電動機等応用機器類製造事業所の免許を受け、送風機、電動工具の本格生産に着手

1950 年 昭和 25 年 大阪市城東区で「昭和電機製作所」として小型電動機の製作販売を開始
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年号 沿革

2019 年 令和元年
平成 31 年

SDG-Marine JAPAN 開設
千代田送風機株式会社との資本提携

SHOWA DENKI MEXICO SA DE CV　開設

2018 年 平成 30 年 SHOWA DENKI(USA),INC. 開設
昭和電機滋賀株式会社開設（DC モータ製造）

2017 年 平成 29 年

本店所在地移転（大阪市城東区から大阪府大東市）
台湾昭和電機・昭和電機韓国　開設

有限会社西川製作所との資本提携
昭和電機札幌株式会社を合併し昭和電機株式会社 

札幌営業所を開設

2016 年 平成 28 年
安全衛生優良企業賞

昭和風力機械株式会社を「昭和電機伊賀株式会社」に 
商号変更をする

2015 年 平成 27 年 東京都千代田区に東京支店新社屋完成
モータ専用工場完成

2012 年 平成 24 年 SHOWA DENKI (THAILAND) CO.,LTD を設立

2010 年 平成 22 年 60 周年記念式典

2008 年 平成 20 年 金沢営業所新社屋完成

2007 年 平成 19 年 経済産業大臣賞「元気なモノ作り中小企業 300 社」

2006 年 平成 18 年 IT 経営促進部門　経済産業大臣賞

社　訓

・創意力(そういりょく)

    新しいカチを提供します
・創唱力(そうしょうりょく)

    新しいコトを提供します
・創造力(そうぞうりょく)

    新しいモノを提供します

３創力の精神
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保 全 関 連

環 境 改 善

送 風 機

健 康リハビリ

物づくりからTOTAL コーディネーターへ
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ベンチレーサ 局所排気設備

■お客さまに最適な設備の設計施工

ちょっとした事
ちょこっとした事
何でもご相談ください！

ちょこっとエンジニアリング
工場の環境改善を求めるお客さまに合わせた

周辺機器と組み合わせたソリューション活動スタート

■お客様の作業環境測定「作業環境測定機関」
昭和電機ではお客様の作業環境を把握するために、作業環境測定機関 
として登録し、公的な報告も昭和電機が全て行えるようになりました。

▲環境測定士資格取得のための社内講習会 ▲作業環境測定装置

■お客様の設備メンテナンス対応

▲ご紹介ブログ

送風機据え付け工事

送風機軸受交換

送風機羽根車交換

検索

製品からサービスへ
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モータの海外規格取得
お客様の海外市場進出にあわせて、モータの各種海外
規格を取得し、短納期で1台から承っています。

■ＤＣモータの製造能力向上
高性能、高品質、少量多品種を求める市場へ
MAGOKORO をお届けします。
DC モータメーカの有限会社西川製作所との資本提携を
行い製造能力向上を図りました。

（現、昭和電機滋賀株式会社）

■ＡＣモータ内製率拡大
モータ巻線工場では、各種モータ巻線を製作。お客様
からの多様な仕様に対応できる高品質な製品を1 台から
短納期でご提供します。
また、内製率を高めるとともに、新商品の開発・設計から
モータ巻線完成までのリードタイムを短縮。最短での
市場投入が可能です。

特注品の短納期対応
当社では、モータの内製化を推進。特注製品の短納期対応
が可能です。
海外規格に対応した製品等の多品種少量の受注に対応で
きるように生産の仕組みや設備の改善を継続しています。

▲横型レーシングマシン

米国UL 欧州CE

中国GB 韓国 KS

設計環境
図面や設計・生産情報はデジタル化

ミーティング風景
情報共有と共育を実施

製造用設備
溶接ロボットによる製造省力化

ファイバーレーザ加工機
2018 年導入

送風機 ミストコレクタ

送風機 51,835台

ミストコレクタ 6,312台

監視機器 91台

健康リハビリ機器 1,263台

本社工場の製造実績（2018年）

特注品
52％

特注品
36％

標準品
48％

標準品
64％

国際規格へ
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（韓国）

SHOWA DENKI（THAILAND）CO.,LTD.（タイ）

（台湾） （アメリカ）

SHOWA DENKI（Mexico）CO.,LTD.
（メキシコ）

MADE IN JAPANから
MADE WITH JAPAN へ

国内営業と海外営業のコラボレーション

/

showadenki

/

MAGOKORO

世界へ
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SDG-Marine JAPAN
SDG-Mar ine JAPANでは琵琶湖の湖面に面した立地
を生かしたバスボート販売の拠点として活動しています。
アメリカで製造されたCHARGER,VEXUS,BASSCATという
3ブランドのボートを輸入し、一般顧客向けのショールーム
としての役割や、各ディーラー様とのコミュニケーションを
図り国内販売を円滑にしていく役割を担っております。
また、実際に輸入されてきたボートを販売できるまでの
組み立て作業(Rigging)や中古ボートの手直し作業、販売後
のアフターメンテナンスまでを受けられる体制を整えて 
おります。

新しいマーケットへ
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バスフィッシング協賛

World Bass Society  PRO-TEAM TOURNAMENT 

赤間　清 榎戸　育寛（昭和電機社員）

湖畔清掃活動

ゴミ袋の協賛

社会へ

全日本ロードレース
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子ども手当の見直し支給
金額 30,000 円 /1 人 

* 上限 22 歳まで

休日の増加
113 日 → 120 日

週末時短勤務
毎週金曜日の終了時間を 

30 分繰り上げ

がん保険加入
会社で全社員のがん保険に加入

時間単位有休
1 時間単位で有休を取得

定年延長
現在 60 歳から 65 歳に延長

■昭和電機株式会社
〒574-0052 大阪府大東市新田北町1番25号
電　話： 072（871）1061（代）
創　業： 1950年6月29日
資本金： 8,850万円
社員数： 225名（2018年7月1日現在）

■昭和電機滋賀株式会社
〒520-1217 滋賀県高島市安曇川町田中951
電 話： 0740（32）3666
創 業：2005年8月12日
資本金：300万円
社員数：11名（2018年7月1日現在）

■SHOWADENKI(THAILAND)CO.,LTD.
No1/46 Soi2 Grande De 
Ville, Soi Supapong 1
(Soi SriNakarin 42), SriNakarin 
Road Nongbon,
Pravet Bangkok, Thailand 10250
電　 話： +66（2330）8798
創　 業：2012年11月
資本金：THB400万
社員数：8名（2019年7月1日現在）

■台湾昭和電機有限公司 
SHOWA DENKI(TAIWAN) CO.,LTD.

台灣台中市北屯區遼陽四街82號
電 話： +886（42241）3005
創 業：2017年11月10日
資本金：TWD 250万
社員数：3名（2018年7月1日現在）

■SHOWA DENKI MEXICO S.A. DE C.V.
Avenida Rio Segura 161-D-Oficina 
2, Parque Tecnoindustrial 
Castro del Rio,Irapuato,
Guanajuato, México C.P.36810
創　 業：2019年3月20日
資本金：MXN170万

■昭和電機伊賀株式会社
〒519-1412 三重県伊賀市下柘植5030
電　話： 0595（45）2721
創　業： 1974年12月17日
資本金： 2,400万円
社員数： 80名（2018年7月1日現在）

■千代田送風機株式会社
〒574-0052 大阪府大東市新田北町4番14号
電　 話： 0740（32）3666
創　 業：1965年10月18日
資本金：5,000万円
社員数：15名（2019年7月1日現在）

■昭和電機韓国株式会社 
SHOWA DENKI(KOREA) CO.,LTD.

忠清南道天安市西北区白石公団1路10
天安未来エースハイテクシティーA棟 第710号
電 話：  +82（41906）5710
創 業：2017年11月1日
資本金：KRW 1億
社員数：3名（2018年7月1日現在）

■SHOWA DENKI(USA),INC.
1650 Olympic Dr.,Turlock, CA 95380
創　 業：2018年12月25日
資本金：USD45万

［ 工場資格・許認可 ］
ISO9001　認証取得　(1999年）
ISO14001　認証取得　（2004年）
防爆構造電気機械器具検定合格
建設業大臣許可
医療機器製造業許可

［ 加盟団体 ］
一般社団法人　日本電機工業会（JEMA)
一般社団法人　日本工作器工業会（JMAA)
独立行政法人　日本貿易興機構（JETRO）

働き方づくりへ
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大阪本社工場(昭和電機）

伊賀工場(昭和電機伊賀）

滋賀工場(昭和電機滋賀）

かつらぎ工場(昭和電機）

千代田送風機

工場紹介



■お問い合わせ先
昭和電機株式会社　経営管理部
〒574-0052　大阪府大東市新田北町 1番 25 号　電話 072-871-1061　ＦＡＸ 072-870-8629
E-mail　kuriyama@showadenki .co. jp




