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OUR VISION 東海商事が目指すもの

F100未来プロジェクト
2035年の創業（Founding）100周年に向けて、

当社では[地球環境]と[グローバル化]をキーワードに、より高い競争力を持ちつつ、

未来の国際社会に貢献できる企業を目指し、[エコアクション21]の継続と

エレクトロニクス関連に注力し信頼と技術で安定的発展を目指します。



ごあいさつ

「お客様の発展を支えること」を至上命題とし、
産業用電機品分野におけるエンジニアリング商社として、
自らも常に最先端を見据えた発展を目指します。

弊社は1935年に国内有力メーカーの代理店として、カスタマーサービスに徹することを理念として創業し、

以来各種産業用電機品の専門商社として活動してまいりました。

創業時には汎用モータやスイッチなどの電機品の販売からスタートし、

現在では産業用ロボットやメカトロニクス製品の販売、さらにはシステム装置製品の設計・製作・販売へと拡大し、

皆様に支えられながら業容の拡大・成長を続けております。

近年、国内はもとより世界の経済・産業構造はめまぐるしいスピードで変化しています。

少子化や人手不足による自動化や省人化などのお客様のニーズも高まっている中、弊社におきましても、

AI・IoTなど先端技術力や提案力の向上を目指し、日々研鑽を続けております。

今後は、2035年の創業100周年に向けて、より高みを目指して社員一丸となって取り組んでまいりますので、

変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

MESSAGE

代表取締役



OUR FIELD 事業領域

従来の商社機能に加え、技術部による設計からメンテナンスまで
技術力に裏付けられた一貫したサポート体制で、エンジニアリング商社として、
ロボット・AI・IoT等を活用した付加価値の
高いトータルソリューションをご提供します。

SI 会社仕入先
メーカー

ソリューションパートナーとの共創

お客様の
課題

効率化

高速化

コスト
削減

高精度

生産性
向上省人化

ご相談

設計・納入・設置
メンテナンス

昭和26年の「東海商事」設立から65年以上に渡り、産業用電機品の専門商社として、各種製造業を中心に、

お客様のニーズに対して最適なソリューションを提供してまいりました。

当社の強みは、単に製品を納入するだけでなく、設計・納入・設置・メンテナンスと、技術力を背景に、製品の

導入に関する全てのサービスを一貫して提供できるところにあります。

今後も技術力に一層の磨きをかけ、仕入先メーカー、そしてお客様から最も信頼されるトータルソリューション

カンパニーを目指します。

仕入れメーカー・SI（システムインテグレーション）会社と連携し、
お客様のニーズに最適なソリューションをご提供します。



OUR FIELD 事業領域

近年注目のIoT・AI活用による
スマートファクトリを実現
主要仕入先である（株）安川電機の新しいソリューションコンセプト

「i3-Mechatronics」のもと、ロボット・サーボモータなどの機器をネットワークに

つなぎIoT化。

稼働状況の「見える化」や、収集・蓄積されたデータのAI解析を活用し、お客様の

製造ラインの生産性向上・高品質化、さらには故障を予知し「止まらないライン」

の実現をお手伝いします。



SOLUTION 東海商事のトータルソリューション

トータルソリューションで
お客様のニーズに
お応えします。

Mechanic Solution
（設備装置関連）

Robotics / Motion & Drive Control Evironment Solution
（FA工場関連） （環境ソリューション）

● 安川電機：ロボット / サーボモータ/ インバータ
● 安川オートメーションドライブ：紙 / フィルム / クレーン産業電機品システム
● 日本電産テクノモータ：産業用モータ ( プレミアム効率 IE3 対応モータ等 )・クイックブレーキモータ
● キーエンス：PLC / 各種センサー機器 / サーボモータ
● オリエンタルモーター：AC 小型モータ / ステッピングモータ / ファンモータ

● 中部オリオン：真空ポンプ / チラー / 空圧システム機器
● 昭和電機：環境機器（ミストコレクター・集塵機） / 
 電動送風機（IE3モータ）
● アピステ：盤用クーラー / 集塵機

● 電気興業：高周波誘導加熱装置
● 日本サーモニクス：トランジスタ式・真空管式高周波発振機
● その他：ロボットシステム / 包装関連機器 / 加工・組立マシン
　　　　　 プレス機 / 成形機 等

● ユーラステクノ：振動発生機・粉砕機
● 東洋ホイスト：ホイスト･クレーン
● マキシンコー：精密遊星減速機 / ジャッキ / 
 ロータリーチェッカー



ABOUT US
■ 会社概要

会社名

本社所在地

電話

FAX

URL

E-mail

代表者名

役員

設立

資本金

発行済株式数

従業員

事業所

取引銀行

事業内容

許可・登録・免許

東海商事株式会社

〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目29番27号

（052）201-3371（代表）

（052）201-3370

http://www.toukaishoji.co.jp

info@toukaishoji.co.jp

代表取締役 宮崎貴久

取締役　営業部長 勝又雅行
取締役　総務財務管理部長 山田篤史

昭和26年3月1日

15,000,000円

246,000株

25名（平成31年3月20日現在）

本社（愛知県名古屋市）・九州オフィス（福岡県北九州市）

三菱UFJ銀行、みずほ銀行、名古屋銀行、北陸銀行、中京銀行、商工中金

1. 電動機その他一般電機器具類の販売
2. 諸機械類及び器具類の加工修理並びに販売
3. 産業ロボット機器等の販売及び設計・製作・施工・並びに保守
4. 環境改善に関する設備機器の販売及び設計・製作・施工・並びに保守
5. 不動産賃貸及び管理
6. 技術サポート業務（技術員派遣等）
7. 前記各号に附帯する一切の事業

古物商許可（愛知県公安委員会 第541161906300号）
エコアクション21（認証番号0008646）

■ 沿革

■ 組織図

昭和 10年 3月

昭和 20年 11月

昭和 26年 3月

昭和 27年 3月

昭和 33年 10月

昭和 36年 10月

昭和 44年 6月

昭和 45年 11月

昭和 47年 11月

昭和 50年 6月

昭和 56年 4月

平成 14年 3月

平成 14年 9月

平成 18年 3月

平成 20年 4月

平成 21年 6月

平成 24年 9月

平成 30年 4月

令和 元年 8月

令和 元年 8月

名古屋市中川区八熊通りの「箕浦商店」名にて（株）安川電機製作所、松下電器産業（株）の代理店として設立

名古屋市中川区八熊通り1丁目7番地に、（株）安川電機製作所サービスステーションとして再発足

名古屋市中村区堀内町2丁目33番地に東海商事株式会社を設立
（株）安川電機製作所ならびに松下電器産業（株）の代理店となる

名古屋市中区大須1丁目7番地14号に移転

東洋ホイスト（株）の代理店となりホイスト・クレーンの販売を開始する

名古屋市中区大須1丁目7番14号に鉄筋コンクリート造3階建てビル新築

名古屋市中区栄1丁目29番27号に鉄筋コンクリート造6階建て事務所、倉庫及び賃貸用ビルを新築移転

営業拡大のため各部発足（営業1課・2課）体制とする

名古屋市中区栄1丁目3008番に駐車場用地を購入

代表取締役社長に宮崎唯志が就任し、新体制としてスタート

特販課を新設しシステム製品の拡販と電機工事および試運転調整メンテナンスサービス機能の充実を図る

安川電機URSセールスエンジニア認定試験資格取得

資本金1500万円に増資

営業及び管理体制の改変を行う（営業部にロボット課を新設し3課体制とし管理部も3部門に強化する）

営業体制を1課・2課・ロボット課・内勤課の4体制とする

宮崎唯志が取締役会長に就任し、後任に宮崎貴久が代表取締役に就任する

エコアクション21の認証を受けて、登録番号0008646を取得

営業体制をロボット部・システム部・メカトロ部とする。技術部を発足。

古物商許可（愛知県公安委員会 第541161906300号）取得

九州オフィス開設

株主総会 取締役会 代表取締役 営業統括部 システム部

監査役 ロボット部

メカトロ部

業務部

技術部

環境管理責任者 環境管理事務局

EA21推進委員会

総務財務管理部



ABOUT US

株式会社安川電機

安川オートメーション・ドライブ株式会社

株式会社ベスタクト・ソリューションズ

安川エンジニアリング株式会社

株式会社安川ロジステック

モートマンエンジニアリング株式会社

BMテック株式会社

日本電産テクノモータ株式会社

オリエンタルモーター株式会社

ユーラステクノ株式会社

東洋ホイスト株式会社

株式会社キーエンス

日本サーモニクス株式会社

中部オリオン株式会社

昭和電機株式会社

株式会社アピステ

オーム電機株式会社

SEW-オイロドライブ・ジャパン株式会社

株式会社コスモ計器

株式会社ニッセイ

シグマー技研株式会社

株式会社マキシンコー

三木プーリ株式会社

洲崎鋳工株式会社

株式会社コントロールシステム社

ifm efector株式会社

青木精密工業株式会社

株式会社藤井精密回転機製作所

電気興業株式会社

五味電気計器株式会社

株式会社タック技研工業

片貝工業株式会社

株式会社スリーエス

株式会社戸苅工業

アスカ株式会社

株式会社柴田電機製作所

エヌシーオートメーション株式会社

株式会社ジーネット

株式会社セキテック

サンナイス株式会社

シュマルツ株式会社

桑原電工株式会社

他 国内約100社

（順不同・敬称略・令和元年8月現在）

■ 主な仕入先



ACCESS アクセス

ファミリーマート

■ 本社
〒460-0008

名古屋市中区栄1丁目29番27号東海商事ビル

TEL 052-201-3371 FAX 052-201-3370
Google Map

浅野1

国際会議場入口小倉駅（新幹線口）

小倉駅前
郵便局

リーガロイヤル
ホテル

小倉記念病院

KMMビル

あるあるCity アパホテル

タ
コ
マ
通
り

小倉駅

新幹線口

■ 九州オフィス
〒802-0001

福岡県北九州市小倉北区浅野一丁目8-4 武田ビル402

TEL 093-482-2320 FAX 093-482-2321
Google Map

2019.10


