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会社概要

会 社 名 ： 株式会社 進 電 SHINDEN CO.,LTD.

所 在 地 ： 福岡市南区那の川１丁目３－３ (〒815-0081)

電話：092(525)1181 FAX：092(525)1185
www.e-shinden.co.jp info@e-shinden.co.jp

設 立 ： 昭和４１年（１９６６年）１２月

資 本 金 ： １，０００万円

代 表 ： 近 藤 義 隆

社 員 数 ： １３名

事業内容： ◎産業用電機電子部品・制御機器・電源機器等の卸販売

事業内容： ◎配線資材・ハンダ作業工具・電子組立工具等の卸販売

事業内容： ◎PCB組立・ケーブルアセンプリ・電子応用機器組立

事業内容： ◎各種検査装置・試験装置・カスタム電源・試験検査冶具等の開発製造

取引銀行： 西日本シティ銀行渡辺通支店、福岡銀行渡辺通支店、十八親和銀行福岡営業部、百十四銀行福岡支店

所属団体： 全国電子部品流通連合会、九州電子流通業協議会、日本配線資材工業会、福岡エレコン交流会

経営理念： 会社構成員の物心両面における幸福を追求し、社会の発展に貢献する。

品質方針： 社内品質マニュアルを構築運用し、継続的改善、向上を図る。

環境方針： 環境問題は人類共通の最重要課題であることを認識し、環境負荷低減のため

継続的改善に努める。

昭和41年(1966年)創業、

特殊電球や電気部品の卸売、はんだ作業の製造ライン構築を祖業とし、令和の現在、産業用FA機器の卸売、特殊品・特注電子機器の製造販売に

より、日本のモノ創りの現場にお役立ちできるよう、歴史を承継して参ります。

おかげさまで創業57周年
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会社沿革 ― Company History since 1966 ―

＜昭和＞
1966.S41年12月10日
福岡市中央区大手門1-5-8に 大庭喜久男 が 有
限会社進電商事（資本金300万円）を設立し、
特殊電球・電気部品・機械工具等の卸販売業を
開業。

1966.S41年12月
東輝電気工業、
光輝電気産業、
東宝照明、内外
電機製作所の代理店
販売を開始。

1967.S42年04月
三菱電機㈱福岡製作所（現、パワーデバイス製
作所）と取引開始し、電動工具・電気ホイスト
・ポンプ向け電気部品の納入開始。

1967.S42年09月
九州松下電器㈱各事業部（現、パナソニックコ
ネクト㈱）と取引開始し、ハンダ作業工具及び
生産技術向け部品の納入開始。

1968.S43年03月
生産向上のため片手でハンダ付けを可能にする
目的で、㈱ハッコー（現、白光㈱）と共同開発
を行い、九州松下電器様の協力を得て、ピスト
ル型片手ハンダゴテ（SA-2型）が誕生。

1968.S43年09月
㈱ハッコーとピストル型
ハンダゴテの九州地区
総代理店契約を締結。

1968.S43年10月
三菱電機㈱の標準
機器特約販売店
契約を締結。

2000.H12年11月
代表取締役に 近藤義隆 が就任。

2002.H14年08月
福岡県より中小企業経営革新計画（新規事業分
野進出）の認定を受ける。

2004.H16年07月
資本金を1,000万円に増資。

2004.H16年09月
株式会社進電 に組織及び社名を変更。

2007.H19年04月
相原電機㈱と代理店契約を締結。

2008.H20年06月
ISO9001:2000、ISO14001:2004 認証取得。

2010.H22年03月
販売管理システムCOMMERCE Ⅱを導入。

2012.H24年06月
産業用太陽光発電システム用変圧器･接続箱･接
続部材のパッケージ販売を開始。

2012.H24年06月
㈱東京理工舎と代理店契約を締結。

2014.H26年12月
学校法人福岡大学と風力発電装置に関する特許
実施許諾契約を締結。

2016.H28年04月
販売管理システムCOMMERCE Ⅲを導入。

＜令和＞
2021.R3年04月
販売管理システムCOMMERCE Ⅳを導入。

1968.S43年10月
日本冷蔵㈱（現、㈱ニチレイ）と取引開始し三
菱電機製大型モータの納入開始。

1970.S45年06月
ハンダゴテのニクロムヒーターの弱点改善のた
め田中電機製作所・京セラへ提案。共同開発に
より長寿命極薄型セラミックヒーターが誕生す
る。田中電機製作所と九州地区総代理店契約を
締結。

1971.S46年09月
三菱電機製ポンプ向け凍結防止用電球ソケット
と端子台一体化レセプタクルを考案し量産用に
採用。

1973.S48年12月
業務拡張のため福岡市中央区大濠1丁目9番23号
に移転。

1974.S49年10月
三菱電機製電気ホイスト向けの7極特殊コンセン
トを考案し、採用される。

1986.S61年04月
三菱電機㈱福岡製作所（現、パワーデバイス製
作所）とオンライン取引を開始。

1986.S61年09月
三菱電機㈱へ半導体製造装置向けセンサー・メ
カトロ部品の納入開始。

＜平成＞
1992.H4年03月
業務拡張のため福岡市南区那の川1丁目3番3号に
移転。

1997.H9年04月
EDI（電子商取引）を三菱電機㈱福岡製作所（現
、パワーデバイス製作所）と開始。

創業時事務所(福岡市中央区大手門)

ピストル型片手ハンダゴテ（SA-2型）
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取扱メーカー様

制御機器部品・FA関連部品

IDEC
アペックス
オーエムヒーター
オートニクス
岡崎製作所
オムロン
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ
竹中電子工業
チノー
東洋技研
日本フェンオール
パトライト
パナソニック
富士電機
マルヤス電業
三菱電機
安川電機
山洋電気

操作スイッチ・表示灯・安全機器
減速機
シリコンラバーヒーター
センサー・FA機器
熱電対・測温体・補償導線
FA機器・リレー・センサ各種
タッチパネル・回転灯・UPS
光電子センサー
温度調節器・温度記録計
端子台・トランス
温度調節器・温度記録計
積層信号灯・操作用押ボタン開閉器
センサー・FA機器
FA機器・ブレーカ・制御機器
押釦スイッチ・表示灯
制御機器・シーケンサ・インバータ
モーター・インバータ
ファン・モーター・ACサーボ

電源機器

相原電機
アジア電子工業
アルス
ｱﾛｰｽﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
グローウィル
左尾電機
サンエー電機
GSユアサ
スワロー電機
TDKラムダ
東京理工舎
東光変圧器

高絶縁トランス・耐電トランス
スイッチング電源・DC/DC・DC/AC
スイッチング電源
瞬低保護装置
基盤用小型トランス・ACアダプター
トランス・リアクトル
LED電源・トランス各種
産業用鉛蓄電池
トランス・AVR・UPS
スイッチング電源・ノイズフィルタ
スライダック・AVR・バリタップ
トランス

http://www.tokyorikosha.co.jp/product/voltage_control/slide/rsf.html
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取扱メーカー様

機構部品（筐体・金具類）

河村電器産業
篠原電機
スペーシア
摂津金属工業(ｱｲﾃﾞｱﾙ)
タカチ電機工業
タキゲン製造
内外電機
日東工業

制御盤用ボックス・端子箱
盤用パーツ
組立パイプシステム
アルミケース・ラック各種
アルミケース・プラスチックケース
取手・蝶番・キャスター・金具各種
制御盤用ボックス・端子箱
制御盤用ボックス・端子箱

コネクタ・配線材料

エア・ブラウン
エースサービス
エスケイ工機
エスジー工業
オーム電機
北川工業
サンデン
サンハヤト
三平化学工業
JAPPY
セフティデンキ
ソルトン
ﾀｲｺｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
大同端子製造
泰和電気工業
東和化成
トーコネ
七星科学研究所
日本圧着端子製造
日本アルミット
ネグロス電工
ホッティーポリマー
未来工業
明工社

防湿絶縁コーティング材
コネクタ・フレックスチューブ
配線用アクセサリー
結束バンド・ケーブルアクセサリ
キャップコン・省配線材料
配線用アクセサリー・シールド対策品
配線ダクト
プリント基板関連商品
マークチューブ
配管配線材・安全用品
PL警告ラベル・ビニルチューブ
ロータリーコネクタ・大電流コネクタ
コネクタ各種・端子
圧着端子
継電器・分電盤用銅帯
実装ライン消耗品・制御盤フィルター
同軸コネクタ各種
メタルコンセント・コネクタ各種
圧着端子・基板用コネクタ
はんだ・ソルダーペースト
配管部材・ケーブルラック
ゴム・樹脂押し出し製品・3Dプリンター
電設用配管・プラボックス
配線器具各種
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取扱メーカー様

小型電気部品・電子部品

NKKスイッチズ
LSIクーラー
KOA
サトーパーツ
サンユー工業
昭和抵抗器
SEMITEC
東芝
ニチコン
日本ケミコン
廣杉計器
フジコン

スイッチ各種
ヒートシンク各種
抵抗器各種
端子台・ヒューズホルダー
リードリレー
抵抗器各種
サーミスタ・ダイオード
フォトカプラ・ダイオード・半導体
コンデンサ各種
コンデンサ各種
スペーサ・基板用アクセサリ
端子台各種・タブ端子・ショートバー

ハンダ作業工具・電機組立工具

アポロ精工
エンジニア
日本ゲスコ
白光
ホーザン
マクセルイズミ

はんだ付けロボット
電子機器組立工具
ウエラ製はんだごて
はんだごて・自動はんだ付けシステム
組立工具・静電気対策品
圧着工具・各種油圧式工具

除電・静電気対策商品

アキレス
シシド静電気
DESCO(ﾃﾞｽｺ)
ベッセル

静電袋・帯電防止フィルム
送風型除電装置
静電気対策品・測定器
静電気対策品・
イオンパーツクリーナー

自動はんだ付けロボット

http://www.hakko.com/japan/products/hakko_fm206.html
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取扱メーカー様

電線・ケーブル

オーナンバ
潤工社
大電
富士電線工業
理研電線

一般ケーブル・機器配線ケーブル
基板用ケーブル・機器配線ケーブル
電力通信線・ネットワーク機器
一般ケーブル・機器配線ケーブル
平形エレベータケーブル

情報処理機器

エレコム
キヤノン
サトー
サンワサプライ
データリンク
バッファロー

パソコン・デジタル周辺機器
カメラ・プリンタ
ラベルプリンタ・ハンディターミナル
パソコン・デジタル周辺機器
無線通信
パソコン・デジタル周辺機器

計測器

エー･アンド･デイ
オリンパス
カスタム
日本ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
日置電機
ミツトヨ

デジタルはかり、ワイヤレス温度計
工業用顕微鏡
工業設備測定器・自然環境測定器
レーザーIC開封装置
テスター・現場測定器・レコーダー
精密測定機器

電球・照明器具

岩崎電気
エルパ（朝日電器）
オーム電機
三和サインワークス
東芝ライテック
メトロ電気工業
山田照明

LED照明・施設照明
照明器具・配線器具
照明器具・AVケーブル
看板・サイン・LED製品
LEDランプ・照明器具
小型ランプ・光源ランプ
Zライト・一般照明器具
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主要取引先様（五十音順）

有限会社アーク電機 三共電気株式会社 株式会社ノリタケカンパニーリミテド

ARIE 山陽電子工業株式会社 株式会社博多通信

今宿産業株式会社 JRCS株式会社 株式会社橋本商会

SECエレベーター株式会社 株式会社JR西日本新幹線テクノス 株式会社羽野製作所

株式会社MHIパワーコントロールシステムズ JCM電子有限会社 不二精機株式会社

株式会社大島造船所 昭和機器工業株式会社 平和電機株式会社

岡住工業株式会社 株式会社昭和電気研究所 宝永電機株式会社

株式会社オートシステム 新生電子株式会社 株式会社ホンダロック

カネカ食品株式会社 株式会社シンファクトリー マーキュリーアシェンソーレ株式会社

株式会社釜揚げ牧のうどん 株式会社正興電機製作所 株式会社松本電子工業

株式会社カンノ製作所 誠新産業株式会社 株式会社マルタカ電器

北九制御システム株式会社 株式会社精電社 三菱電機株式会社 長崎製作所

株式会社九産電機製作所 株式会社西部エレベーターサービス 三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所

九州船舶電器株式会社 西部電機株式会社 三菱電機ＦＡ産業機器株式会社

株式会社九州テン セブン産業株式会社 三菱電機トレーディング株式会社

株式会社キューピクル 株式会社高野商店 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社

九州リオン株式会社 武井電機工業株式会社 三菱長崎機工株式会社

九電テクノシステムズ株式会社 有限会社中央電機製作所 株式会社明和製作所

株式会社キューヘン テラル多久株式会社 メルコセミコンダクタエンジニアリング株式会社

株式会社共立電機製作所 天洋電気株式会社 メルコパワーデバイス株式会社

熊本テクノ株式会社 東洋電機工業株式会社 メルコパワーセミコンダクタチップ株式会社

玄菱エレクトロニクス株式会社 株式会社東洋トラスト特機 株式会社森野

幸和電機株式会社 ナサ工業株式会社 安川オートメーション・ドライブ株式会社

有限会社コーディックス 株式会社南星機械 安川マニュファクチャリング株式会社

株式会社古賀電機製作所 西日本オートメーション株式会社 ユニオン電機有限会社

五誠機械産業株式会社 西日本ラジオ株式会社 有限会社ライフ下関製作所

株式会社五島エレベーター 日本ハム株式会社 有限会社菱光産業

株式会社坂本電機製作所 株式会社日本理工医学研究所 株式会社レムテック 他合計約300社
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主要仕入先様（五十音順）

相原電機株式会社 サンハヤト株式会社 株式会社トーコネ

朝日電器株式会社（ELPA） 三平化学工業株式会社 東和化成株式会社

アジア電子工業株式会社 サンワサプライ株式会社 株式会社トネ製作所

アポロ精工株式会社 ＪＣＭ電子有限会社 富久無線電機株式会社

因幡電機産業株式会社 シシド静電気株式会社 株式会社名取製作所

宇野株式会社 篠原電機株式会社 南進機工株式会社

株式会社宇野澤組鐵工所 島津電業株式会社 西日本ラジオ株式会社

エア・ブラウン株式会社 島田鉱産株式会社 日化商事株式会社

株式会社エスケイ工機 昭和抵抗器株式会社 日本ゲスコ株式会社

SKソリューション株式会社 菅原電気株式会社 日本サイエンティフィック株式会社

江藤酸素株式会社 スペーシア株式会社 株式会社日本電化工業所

ＬＳＩクーラー株式会社 スワロー電機株式会社 株式会社ネオフレックス

エレコム株式会社 誠新産業株式会社 白光株式会社

株式会社大塚商会 泉州電業株式会社 株式会社八光電機

大牟田電子工業株式会社 株式会社ソルトン 日置電機株式会社

株式会社オーム電機 大電商事株式会社 株式会社廣杉計器

株式会社カナデン 大同端子製造株式会社 フジコン株式会社

北川工業株式会社 大隆工業株式会社 富士電機テクニカ株式会社

九州昭和株式会社 泰和電気工業会社 宝永電機株式会社

九州三菱電機販売株式会社 ダイワボウ情報システム株式会社 ホッティーポリマー株式会社

協和電機株式会社 高砂電機工業株式会社 株式会社マルタカ電器

株式会社グローウィル タキゲン製造株式会社 マルヤス電業株式会社

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 竹中電子工業株式会社 未来工業株式会社

有限会社コスミック データリンク株式会社 株式会社ミロク

株式会社左尾電機 東京トロン株式会社 モモハラ電機部品株式会社

株式会社サトー 株式会社東京理工舎 リズム株式会社

有限会社三幸パッキング製作所 有限会社東光変圧器 菱電商事株式会社

株式会社サンデン 東洋技研株式会社 ユニオン光学株式会社 他合計約200社
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ビジネスフィールド（卸売・製造・特注品開発製造）

インバーター
三相誘導電動機
小形制御弁式鉛蓄電池
各種バッテリー
三相トルクモータ
自動給油機
コントロールタイマー
光電センサー
サーモスタット
タッチパネル
電磁接触器
継電器
漏電ブレーカー
光電スイッチ
各種換気扇
LEDランプ、各種蛍光灯
同軸ケ－ブル

エレベーター等保守部品電動ホイスト内臓基板

ＥＶ充電器構成部品

表示パネル
AC/DCコンバータ
高周波インバータ
昇圧トランス
筐体・コネクタ・ケーブル

監視制御装置構成部品

映画『Fukushima50』
https://www.fukushima50.jp/

集合表示灯

ドライブ基板

電源基板
CPU基板

特注品開発製造

◎各種エージング装置
◎表示管検査装置
◎空間線量率測定装置
◎サイレン鳴呼監視装置
◎ホトマル用高圧電源
◎各種高電圧出力アンプ
◎各種インターフェイス装置
◎光伝送実験装置
◎開閉器等自動検査装置
◎60chコンデンサリーク電流検査装置
◎モニタリングポストデーター伝送装置
◎ホトセンサー用多チャンネルアンプ
◎基準電圧・電流発生装置
◎ＳＣＲ方式整流器電源
◎インバータ・コンバータ装置
◎学生用電子回路実験・実習装置

九州大学向モーター
ベンチ及び制御盤



11

ビジネスフィールド（ＦＡ産業機器､電子計測器の延命修理・中古品販売）

PLC/ シーケンサ サーボモータ パソコン/ワークステーション ボードPC

計測器

トランス・コイル

LCD/CRT 
ディスプレイ

パネルコンピュータ

ポンプ電源

アクチュエーター

サーボアンプ

システム組込品のため機器単体での新品交換ができない、既にメーカーサポート終了

しているが、まだ現役で使える、設備投資予算の都合上修理で延命したい等のご要望

にお応えします。

②中古品販売

生産終了となったサーボアンプ

･サーボモータ･シーケンサなど

未使用品や中古品･整備メンテ

ナンスをしたリファービッシュ

品、現行販売品まで幅広く取扱

っております。

①設備投資効率化、経費削減

お客様の大切な電子機器・電子

設備・電子測定器を国内、海外

メーカー問わず、延命受託修理

を承ります。修理できるものは

修理して延命を！

③延命修理

FA機器・産業機器の生産終了品

・メーカーサポート終了品の修

理を承ります。

●修理完遂率９５％以上

●９０日間無償保証

●修理実績累計５千台超

④当社独自のネットワーク

国内外のFA産業機器などで使用

されるアイテムを取り揃える協

力会社、独自のネットワークに

より、世界中のマーケットから

ご希望の製品をお探しする事が

可能です。

汎用電子計測器の延命修理ー計測器機能診断＋延命修理＋校正（証明書付）ー

信号発生器
(44-326/162)

インピーダンス
LCR メーター
(54-460/172)

スペクトラムアナライザー
(32-1,300/243)

ネットワークアナライザー
S パラメータテストセット

(20-1,062/180)

オシロスコープ
(20-700/117)

・VOLT メーター
・パワーメーター
・マルチメーター
・レコーダー

・アンプ
・キャブレーター
・周波数カウンター
・シンセサイザー その他



〒815-0081 福岡市南区那の川１丁目３－３

電話:092(525)1181  FAX:092(525)1185

https://www.e-shinden.co.jp

info@e-shinden.co.jp


