
東洋電装株式会社
桑原 弘明
昭和 48年 12月20日
10,150,000円
制御盤製作及びシステム開発
広島県広島市安佐南区緑井 4丁目22番 25号
東京都品川区東大井 2-2-7 品川テクノビル

社名
代表者
設立
資本金
事業内容
本社所在地
東日本工場
関西営業所

バロ電機工業株式会社をＭ＆Ａ
ISO14001 取得

資本金を460万円に増資。
広島市安佐南区西原9丁目9-13に自社工場を新設。本社も同時移転。
資本金を1,015万円に増資。
(社 ) 公共建築協会の制御盤製造評価の認定を受ける。
現在の場所に本社・自社工場を建設、移転。
ISO9001取得
八木検査場開設
東日本工場開設
関西営業所開設

昭和48年12月

沿革

会社情報

昭和50年06月
昭和54年05月
平成08年03月
平成12年04月
平成15年12月
平成21年06月
平成23年04月
平成25年11月
平成26年10月
平成27年04月
平成28年07月

東洋電装株式会社　本社
〒731-0103
広島県広島市安佐南区緑井4丁目22-25
TEL    082-831-2363(代表)
TEL    082-209-2223(介護事業 )
FAX    082-831-2588
e-mail info-hp@t-denso.com

関西営業所
〒652-0884
神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号神戸市もくづくり工場B棟103号
TEL    078-335-5853
FAX    078-335-5890

広島市西区己斐中に「東洋電装株式会社」を資本金300万円で
設立、操業開始。主に配電盤及び自動制御盤の設計をする。

Company
Profile神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号神戸市ものづくり工場B棟103号

建設業許可(電気通信工事業 )  (般-29)第37165号





社会インフラに最高の技術的イノベーションを

東洋電装は1973年、配電盤及び自動制御盤の設計を主な事業としてスタートし、

広島を中心に約40年、お客様とそして各パートナー企業の皆さまと共に歩んでまいりました。

東洋電装のお客様は高速道路管理会社、鉄道会社、空港管理会社、空調メーカー、など、

様々な交通インフラ、公共ネットワークインフラを支えている企業様です。

私たちの仕事は、お客様のお仕事を電子制御システム/ネットワーク構築の分野から支えることです。

お客様の仕事に必要な製品の開発やソリューション提案をしています。

私たちの作る製品やネットワークが高速道路の安全を保つ人のお手伝いし、

電車がプラットホームから安全に出発するための助けになり、

工場で動く機械をコントロールしています。

高速道路を使う人、電車に乗る人、ビルでエアコンを使う人、

それら全ての人の安全で快適な生活を、技術的な面から一緒に支えてます。

「社会インフラに最高の技術的イノベーションを」をミッションとし、

お客様にとって最高の技術的パートナーであるよう日々精進して参ります。

 今後も、お客様、各パートナー企業の皆さまと共に発展していけるよう

そして、私たちの仕事を通してより安全で快適な社会づくりに貢献できるよう社員一同努めて参ります。



路側情報伝送装置

高速道路用非常電話。

屋外コンセント、

ネットワーク監視機能を

追加した新型非常電話です。

お知らせセンサー

シートを踏むと

離れた場所の携帯受信器に

無線でお知らせが届く

介護用品です。

各種制御盤
モビリティワイヤレス
ソリューション

様々な条件のある場所で

ネットワーク構築ができる

無線アクセスポイントシリーズ。

CSモニタ

手軽に顧客満足度を調査できる

タッチパネル式アンケート装置。

可搬型監視観測装置

雨量や湿度などの気象情報や

カメラで撮影した周辺の状況を

無線で伝送できる、

可搬型の監視観測装置です。

東洋電装は制御盤の設計

製作・改造・PLCソフト・マイコンソフト・

省エネ機器・節電制御盤装置開発まで

幅広く対応します。



桑原弘明
代表取締役

折出大輔
営業リーダー

1968年広島市生まれ。呉工業
高等専門学校卒。三菱電機プラ
ントエンジニアリング勤務を
経て、2008年東洋電装に入社。
2014年代表取締役社長就任。
獅子座のA型。趣味はゴルフと
釣り。座右の銘「今を生きる」。
愛読書「7つの習慣」。特技は
断捨離。好きな食べ物は桃。
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小回りの効く
対応力

ネットワーク
システム

実績と品質

社会インフラの安全をお客様と共に支える

東洋電装のミッションは「技術を通じお客様と共に

安全で快適な生活を支えること」です。

このミッションを支える３つの柱が、

「小回りの効く対応力」

「高い技術力をベースにしたネットワークシステム」

「実績と品質」です。

社長が語る
東洋電装のミッションと強み

最初から最後まで私が担当します。
どの案件も、一人の営業担当が最初から最後まで

責任を持って担当させていただきます。

日本全国どこへでも
全国各地に保守・サポートチームを置いているので

日本全国どこでもきめ細やかな対応が可能です。

エンジニアと直接打ち合わせ
技術的な打ち合わせには営業担当だけでなく

開発や設計エンジニアも同行し、

始終テンポの良い対応を心がけています。

営業リーダーが語る
東洋電装のサービス

大切にしているのはマッチング
です。良いサービスを提供できて
もお客様のニーズとズレがあれ
ば信頼性に欠け、一時的な商談と
なる可能性があります。東洋電装
として求められている事をお聞き
しそれに答える事で継続的な関係
性が生まれ互いに有効的な仕事
ができると考えています。



設置工事、ネットワーク構築専門の
エンジニアがいます。

設計担当者が
最後まで責任を持って
対応します。

製造・検査

設計チームが作成した図面をもとに、

製作を行います。製作した製品は、防水

検査、耐電圧検査などの条件に沿った

試験を行い、品質に問題ないことを

確認して出荷されます。

開発・設計

開発・設計エンジニアが直接お客様と

やり取りをしながら仕事を進めます。

エンジニアが直接現地に足を運ぶことも

あります。そうすることでよりスムーズ

かつ正確な対応ができるのです。
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路側情報電装装置
ERICE

災害・防災対策室システム

サービスエリア
満空表示システム

プラント

ビル向け受配電設備
グラフィックパネル

ポール一体型制御盤

特殊制御盤

公共

空調 電源

高速道路 鉄道

工場 病院一般的な形状から、

特殊な形状のものまで

製作しています。

制御盤事業

空調・プラント・公共など

各分野対応の制御盤。

創業から40年の

制御盤製作の実績があります。

特殊な形も
対応可能

創業40年
実績あり

一貫対応で
スマート

広範囲でも
つながる

屋外環境に
強い

IoT化の
お手伝い

インフラ
ネットワーク事業

社会インフラ用無線LANに

屋外環境に特化した製品を

組み合わせることで、

独自のネットワークを

完結させることができます。
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介護福祉
システム事業

医療・介護福祉の現場において

従事者の負担軽減を目的とした

製品やシステムを

開発・提案・提供していきます。

掲載されている製品は2018年4月現在のものであり、最新の情報については

弊社webサイトを参照下さい。

お問い合わせについては下記までご連絡下さい。

http://www.t-denso.com

東洋電装株式会社 本社

〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井4丁目 22- 25
TEL 082-831-2363(代表)
FAX 082-831-2588
e-mail:info-hp@t-denso.com

【導入実績】
・小規模多機能型居宅介護　ケアホーム匠様（広島県）
・介護付高齢者住宅　和笑衣様 (栃木県 )
・特別養護老人ホーム　明水の里様 (栃木県 )
・特別養護老人ホーム　船橋愛弘園様 (千葉県 )

自社開発商品シートセンサー「ふむくる」

1 システム開発・提案
私たちはお客様にピッタリなシステムを
オーダーメイドで開発・提案いたします。

2 工事
現地でお客様のご要望に沿う形で
システム構築を行います。

3

機器の故障や不具合への対応まで、
トータルにサポートいたします。

保守

経営分析ツール

電子カルテシステム各種センサー類

ナースコール

介護施設
見守りシステム

勤怠管理ソフト

介護記録ソフト



東洋電装株式会社
桑原 弘明
昭和 48年 12月20日
10,150,000円
制御盤製作及びシステム開発
広島県広島市安佐南区緑井 4丁目22番 25号
東京都品川区東大井 2-2-7 品川テクノビル

社名
代表者
設立
資本金
事業内容
本社所在地
東日本工場
関西営業所

バロ電機工業株式会社をＭ＆Ａ
ISO14001 取得（本社取得）

資本金を460万円に増資。
広島市安佐南区西原9丁目9-13に自社工場を新設。本社も同時移転。
資本金を1,015万円に増資。
(社 ) 公共建築協会の制御盤製造評価の認定を受ける。
現在の場所に本社・自社工場を建設、移転。
ISO9001取得（本社取得）
八木検査場開設
東日本工場開設
関西営業所開設

昭和48年12月

沿革

会社情報

昭和50年06月
昭和54年05月
平成08年03月
平成12年04月
平成15年12月
平成21年06月
平成23年04月
平成25年11月
平成26年10月
平成27年04月
平成28年07月

東洋電装株式会社　本社
〒731-0103
広島県広島市安佐南区緑井4丁目22-25
TEL    082-831-2363(代表)
TEL    082-209-2223(介護事業 )
FAX    082-831-2588
e-mail info-hp@t-denso.com

関西営業所
〒652-0884
神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号神戸市もくづくり工場B棟103号
TEL    078-335-5853
FAX    078-335-5890

広島市西区己斐中に「東洋電装株式会社」を資本金300万円で
設立、操業開始。主に配電盤及び自動制御盤の設計をする。

神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号神戸市ものづくり工場B棟103号

建設業許可(電気通信工事業 )  (般-29)第37165号（本社工場のみ）


