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ごあいさつ
　当社は、2022年（令和4年）6月に株式会社設立70周年となりました。

また、2026年（令和8年）4月には創業80周年を迎えます。

　戦後、日本が発展を遂げる中、私共もお客様に支えられ、育てられ、数

多くの工事案件に参画させて頂きました。

　これもひとえに、お取引先様、協力会社様の永きにわたるご支援並びにご

厚情のおかげと深く感謝する次第です。

　長い歴史の中で培われた技術力と施工品質で、『お客様にご満足いただ

ける作品をお届けする』このことを第一に考え、これからもお客様から高い評

価を頂けますよう努力して参ります。

会社沿革
1946年（昭和21年）４月

1952年（昭和27年）６月

1961年（昭和36年）１月

1961年（昭和36年）１月

1973年（昭和48年）９月

1990年（平成2年）  10月

1993年（平成5年）  12月

2003年（平成15年）３月

2005年（平成17年）５月

2012年（平成24年）５月

創業者の増田弘が神奈川県鎌倉市大船において増田電気工業所を創業

増田電気株式会社設立（増田電気工業所より商号変更）

本社を東京都大田区東蒲田に移転

本社移転に伴い前本社を大船支店として開設

千葉県千葉市新宿に千葉営業所を開設

千葉市の都市計画事業に伴い千葉営業所を千葉市幸町に移し千葉支店に改称

大船支店を神奈川支店に改称

千葉支店を千葉県千葉市中央区白旗に移転、現在に至る

本社を東京都大田区西糀谷に移転、現在に至る

神奈川支店を神奈川県鎌倉市大船に移転、現在に至る

増田電気は、

施工品質でお客様のご期待に

お応えする会社です。

お客様にご満足いただける
作品をお届けする

経営理念
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　お客様のご要望に迅速にお応えすることを第一に考え、効率を意識した会社組織を構築しています。
 　一方で、高品質な施工工事をお客様に提供するために独立した「品質管理部門」を設置するなど品質と
安全を心掛け、かつ組織の力が十分発揮できる組織を追求しています。
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（敬称略）

【総合建設業】

【三菱電機様関連企業】

【学校法人】

【設備工事業】

【不動産施設管理法人】

【事業法人 等】

【金融機関】

【公共】

株式会社竹中工務店、新発田建設株式会社、鉄建建設株式会社

三菱電機株式会社鎌倉製作所、三菱電機株式会社情報技術総合研究所、
三菱電機照明株式会社、菱栄テクニカ株式会社、三菱電機ライフサービス株式会社、
三菱電機ビルテクノサービス株式会社

東邦大学、東邦大学付属中学校・高等学校、鎌倉学園、栄光学園、鎌倉女学院、
北鎌倉女子学園

株式会社関電工、株式会社きんでん、株式会社エクシオグループ

株式会社アクシス、麻布不動産株式会社、株式会社巌松堂東京本社、銀座昭興株式会社、
株式会社東急コミュニティー、株式会社東邦キャンパスサービス

スタンレー電気株式会社技術研究所、アボットジャパン合同会社、株式会社タウンニュース社、
東新工業株式会社、富士スチール株式会社、医療法人財団互恵会大船中央病院、
宗教法人報徳二宮神社、常楽寺、鎌倉雪ノ下教会、聖心の布教姉妹会、
社会福祉法人みその聖園子供の家、一般社団法人南湖荘茅ヶ崎太陽の郷

株式会社横浜銀行、株式会社みずほ銀行

東京都、大田区

会社概要
増田電気株式会社

代表取締役　増田源幸

1946年（昭和21年）4月1日

1952年（昭和27年）6月27日

3,010万円

会 社 名

代 表 者

創　　業

設　　立

資 本 金

建 設 業
許 可

横浜銀行大船支店、みずほ銀行蒲田支店、東日本銀行蒲田支店、商工中金渋谷支店、りそな銀行川崎支店

特定建設業（電気工事業）・許可、国土交通大臣（特-3）第249号

日本電設工業協会
東京電業協会・神奈川県電業協会・東京商工会議所・鎌倉商工会議所

加入団体・
組合

取引銀行

33名 * 2022年（令和4年）9月1日現在

19億1,181万円 * 2022年（令和4年）6月期

電気設備工事の設計並びに施工／トータル・リニューアル事業

従 業 員

売 上 高

事業内容

〒144-0034 　東京都大田区西糀谷 3-6-30
TEL：03-5737-7011　FAX：03-5737-0022

所 在 地 本社

〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船4-18-6 宮地ビル2B号室
TEL：0467-46-3116　　FAX：0467-44-7740

支　　店 神奈川支店

〒260-0841　千葉県千葉市中央区白旗 1-1-4
TEL：043-261-5451　　FAX：043-261-5461

千葉支店

主な取引先

完成工事高推移と工事種別実績

（2022年6月期実績）

会社組織図

東京・千葉担当

神 奈 川 担 当

東京・千葉グループ

神 奈 川 グル ープ

施 工 グ ル ー プ

各プロジェクトグループ
※案件に対応して構成

積算・購買

経理・総務

品 質 管 理
（安全・環境・品質）

営業開発グループ 工事施工グループ 本社管理部門

0

1,500,000

1,800,000

2,000,000

1,200,000

900,000

600,000

300,000

再開発・都市施設 8%

医療・保健施設 7%

空港関連施設 1%

教育・公共施設 8%

文化・娯楽施設 1%

工場・物流施設 67%

住宅施設 8%70期
（2021年）

71期
（2022年）

65期
（2016年）

66期
（2017年）

67期
（2018年）

68期
（2019年）

69期
（2020年）

◆完成工事高推移 ◆工事種別実績

代表取締役
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　増田電気は永い歴史を持つ会社ですが、単に事業の拡大だけを目指して進んできたわけではありません。
　私たちは常にお客様に提供する“施工品質”へのこだわりと、それを支える社員の安全確保、無事故・無災
害を最優先とし、社員の技術力や知識の向上を目指すことを一歩ずつ積み重ねてきました。
　首都圏である東京、神奈川、千葉、埼玉エリアを中心に、様々なフィールドで、多様化・高度化するお客
様のニーズにお応えしています。

お客様のご要望を実現するために、
確かな知識と経験、技術で安心・安全とご満足をご提供いたします。

　目指す姿(経営理念)である「お客様に
ご満足いただける“作品”をお届けする」
を実現するために、私たちは常に“施工
品質”にこだわります。
　お客様のご期待に応えて、求められる
以上の電気設備という作品をお届けする
ことが、より豊かな社会を実現するため
に、増田電気に与えられた使命だと考え
ているからです。
　増田電気が活躍するフィールドは、官
公庁・公共施設、学校・医療機関、事
務所・工場、商業施設などと多岐にわ
たります。そうした屋内・屋外の電気工
事に関する企画・設計・施工・メンテナ
ンスを、歴史に裏付けられた豊富な実績
と高い技術力をもってトータルに手がける
ことで、お客様のご期待にお応えする施
工品質を実現した作品をお届けすること
で、ご信頼を頂けるものと考えます。

　増田電気が追究する “ 施工品質 ” とは、社員の技術力や知識
の向上により、お客様が安全かつ安心してご使用いただける高品
質な設備を提供することにあります。そのためには、社員が安全に、
無事故・無災害で作業することを優先しています。

　全社員参加のもと、毎年安全大会を開催。年度ごとに設定する
安全目標の確認をし、業界での事故状況や事例を紹介するなど、
災害防止の取り組みについて情報の共有化を図っています。また、
毎月安全衛生協議会を開催して、安全意識の向上を計っています。

　社員の安全確保、現場の無事故・無災害は会社として取り組む
最も重要な事項であり、増田電気では専従の担当を配置し、危険
の芽を摘むための定期的な現場パトロールを実施しています。
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“施工品質”へのこだわり

安全への取り組み

条件把握と
要件抽出

お引渡し後の
定期点検、
リニューアル提案

歴史に培われた経験と知
識、最新のCADシステム
による設計技術によって
お客様のニーズを実現す
るプラン作成

確かな技術と資格を持っ
た技術者が、基本設計
に基づいて安全かつ迅
速な施工を遂行

より高度に複雑化した建物において、
安全確保を最優先に機能を最大限
に発揮できる条件の検討や経済的、
効率的な施工実施計画を作成

機能や耐久性、使用
条件、コスト、なども
考慮したうえで最適な
プランをご提案

お客様のご要望を
弊社技術とノウハウで具体化

お客様にご満足いただける“作品” をお届けする

官公庁
公共施設

学校
医療機関

事務所
工場

工事品質

品質管理 ・検査・
環境配慮

社員教育・資格取得支援

無事故・無災害
社員の安全

QCDS

商業施設

電気設備工事

Q （Quality）
品質を維持向上させる
にはどうする？
C （Cost）　
原価を低減させるには
どうする？
D （Delivery）　
納期を守るには
どうする？
S （Safety）
安全を確保するには
どうする？

ご相談から設計、施工、アフターフォローまでを一貫して提供

ご相談 アフター
フォロー

検討

ご提案

御見積提案
資料作成

詳細設計・
施工計画

施工

安全性 耐久性 機能性

環境性 経済性 デザイン性

ご相談から設計、施工、アフターフォローまで、

頼れる存在であり続けるために
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　私たち増田電気は、国連が提唱する持続可能
な開発目標（SDGs：Sustainable Development 
Goals）の理念に共感し、企業の経済的価値の
追求と社会的課題の解決を両立させることで、個
人の幸せ、企業の幸せ、社会の幸せを実現して
いく姿を目標としています。
　2022年6月には、会社としてだけでなく社員各々
が自らの意志や判断に基づき責任を持って行動で
きる指針を、「社会ニーズの把握」「環境配慮型サー
ビス・製品の提供」「無事故・無災害」「多様な
人材の育成活用と働き方の環境整備」の４つの
テーマでまとめ、「増田電気株式会社 SDGs宣言」
として策定しました。
　創立80周年（2032年）を目標に、持続可能
な社会の実現に向けた積極的な取り組みを行って
まいります。

　施工の品質を高める視点からも、質の高い技術教育を目指し、各年次での研修と、資格取得に取り組む「自
ら学びたい」意欲のある社員への充実のバックアップを行っています。

１級電気工事施工管理技士
２級電気工事施工管理技士
監理技術者
第一種電気工事士
第二種電気工事士
消防設備士：甲種第４類
消防設備士：乙種第７類
酸欠・硫化水素危険作業主任者
酸素欠乏危険作業者
登録電気工事基幹技能者
認定電気工事従事者
危険物取扱者：乙種第４類
衛生管理者
建設業経理士：２級
建設業経理事務士：３級
電気通信設備：デジタル第3種 

9名
2名
9名
20名
9名
6名
2名
16名
2名
7名
6名
6名
1名
1名
1名
3名

8名
5名
3名
5名
1名
6名

1名
1名
4名
2名
1名
1名

1名

13名
2名 
1名
11名
12名
7名
4名
5名
8名

25名
25名

電気通信設備：アナログ第2種

玉掛け技能講習
玉掛け特別教育
足場の組立て等作業主任者
足場の組立て等に係る特別教育
高所作業車運転技能講習
高所作業車運転業務特別教育
石綿取扱作業主任者技能講習
石綿取扱作業従事者特別教育
ガス溶接技能講習

高圧電気取扱業務特別教育
低圧電気取扱業務特別教育

研削砥石取替等の特別教育
アーク溶接特別教育
小型車両系建設機械特別教育
太陽光発電据付技術講習
光ファイバ接続技術講習
移動式クレーン運転技能講習

建設用リフト運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
高圧ケーブル工事技能認定
高圧負荷開閉器施工技術認定
第三種電気主任技術者
特定化学物質等作業主任者　

フルハーネス型安全帯使用作業
特別教育 17名

19名

ロングスパンエレベーター
運転技能講習 1名

職長・安全衛生責任者
特別教育

25名
職長・安全衛生責任者
特別教育
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工事実績人と社会が共に、持続して発展できる社会をめざして

技術者資格取得へのバックアップ

株式会社関電工

株式会社 協和エクシオ

株式会社きんでん

株式会社ビィバリュー

株式会社ホタルクス

エクシオグループ株式会社

株式会社ビィバリュー

株式会社ミルスペース

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

菱栄テクニカ株式会社

舞岡フォーム株式会社

みなとみらい２１中央地区２０街区ＭＩＣＥ施設　建設工事

（仮称）新橋一丁目ビル　新築工事

（仮称）豊洲二丁目駅前地区市街地再開発事業

（仮称）アマルフィイ七里ガ浜　新築工事 

住友不動産 芝公園ファーストビル共用部 LED化工事

平和島物流センタ　電源増設工事

（仮称）ヴェルニー公園レストランProject

相模プラザ第 3ビル　エアコン更新工事

アサヒ商事小田原栄町事務所　新築工事

六本木事務所ビル　新築工事

横浜ダイヤビル　OA電源配線工事

舞岡フォーム㈱　変電所更新工事

2020

2019

2020

2020

2020

2022

2022

2022

2022

2022

2021

2022

取引先名称 工事件名　 工事完成年
【再開発・都市施設】

株式会社きんでん

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

鉄建建設株式会社

芹澤木材工業株式会社

メルコエステ－トサ－ビス株式会社

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

三菱電機ビルソリューションズ株式会社

池上長寿園

東邦大学医療センター　新大橋病院新築工事

神奈川衛生研究所　非常照明・誘導灯更新工事

社会福祉法人研水会高根台ホーム　増床改修電気設備工事

湯河原ゆうゆうの里　増改修計画

へるすぴあ　２階栄養指導室他改修工事

社会福祉法人泉正会はなね　建設工事（電気設備）

大船中央病院　非常照明用蓄電池交換工事

特別養護老人ホーム松寿園　空調機更新工事

若葉泉の里　照明器具更新工事

老健施設さかき光陽　空調電源設備工事

川嶋レディースクリニック　空調電源工事

特別養護老人ホーム大森　大規模改修電気設備工事

2018

2020

2016

2015

2021

2015

2020

2021

2019

2019

2022

2022

【医療・保健施設】

株式会社ＪＡＬファシリティーズ

株式会社ＪＡＬファシリティーズ

株式会社関電工

株式会社関電工

株式会社関電工

株式会社関電工

国光施設工業株式会社

株式会社関電工

ＪＡＦＳ車輌整備工場　電気設備更新工事

南オペセン　内装改修工事

東京国際空港第２ターミナル　北側国内線施設建設工事

空港施設㈱　アークビル大規模改修工事

東京国際空港第２ターミナル　北側サテライト建設工事

全日本空輸㈱ 東京新第 1号格納庫中長期修繕計画

ＪＡＬ-ＤＦＳ　原状回復工事

空港施設㈱東側貨物地区　定期点検仮設工事　

2021

2021

2019

2019

2018

2015

2021

2022

【空港関連施設】【空港関連施設】
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工事実績

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

アボットジャパン株式会社

株式会社関電工

株式会社NTTロジスコ

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

三菱電機株式会社鎌倉製作所

三菱電機株式会社鎌倉製作所

三菱電機株式会社情報技術総合研究所

三菱電機株式会社ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ統括事業部

株式会社弘電社

スタンレー電気株式会社技術研究所

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

三菱電機ビルソリューションズ株式会社

菱栄テクニカ株式会社

AGCモノづくり研修センター　宿泊棟厨房他改修工事

オイレス工業㈱藤沢工場　駐車場棟建設工事

㈱ミヤコシ　キュービクル更新工事

空調機電源・バックアップ電源工事

東洋ガラス機械㈱　モールドセンター建設工事

平和島物流センター　照明・ファクトライン電源設備工事

ランドポート浦安　空調電源工事

㈱富士エコー　京葉センター冷凍機入替工事

工場照明更新工事（LED化）

照明器具更新工事

非常灯交換工事

工場非常照明更新工事（LED化）設置工事

三菱電機㈱鎌倉製作所　保安棟新築工事

各棟UPSバッテリー及びファン交換工事

（仮）オイレス工業藤沢事業場８号棟建替計画

芝浦機械相模工場　一部解体に伴う設備インフラ盛替計画Ver.4

アマダ伊勢原ＡＭＴＰ　改修工事

小野薬品工業　空調チラー更新工事

工場電源工事

2021

2020

2020

2017

2020

2020

2019

2018

2018

2021

2021

2021

2020

2021

2021

2022

2022

2022

2021

株式会社関電工

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

鉄建建設株式会社

財団法人報徳福運社

三菱電機ビルソリューションズ株式会社

大井競馬場　ナイター照明 LED化工事

シーアイヴィラ箱根仙石原　地下１階改修電気設備工事

二宮神社報徳会館　空調更新計画

マザー牧場　災害復旧工事

鎌倉文華館　鶴岡ミュージアム耐震改修等工事

熱海後楽園ホテル　新館客室家具廻り電気設備工事

桜ゴルフ倶楽部　避雷設備工事

電設健保おんじゅく保養所　浴室移設・その他修繕工事

報徳博物館　高圧ケーブル及び高圧機器更新工事

舞浜アンフィシアター　空調設備更新工事

2019

2021

2020

2019

2019

2019

2020

2019

2022

2022

【文化・娯楽施設】

取引先名称 工事件名 工事完成年取引先名称 工事件名 工事完成年
学校法人東邦大学

学校法人鎌倉女学院

学校法人鎌倉女学院

常楽寺

鎌倉市

鎌倉市

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

東京消防庁

大田区

大田区

鉄建建設株式会社

学校法人鎌倉女学院

学校法人東邦大学

株式会社増岡組

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

株式会社安藤・間

芝工業株式会社

大田区

大田区調布地域福祉課

東邦大学付属中学校・高等学校

馬淵建設株式会社

学生食堂 LED照明器具更新工事

校内照明器具増締点検工事

校内照明 LED更新工事

増改築工事

鎌倉市立小・中学校　タブレット充電用電源配線工事

深沢行政センター　受変電設備等修繕工事

千葉市立稲毛高等学校　特別教室等空調機新設工事

芝消防署ほか　電灯設備改修工事

大田区立大森第七中学校　校舎改築工事（Ⅰ期）

大田区立大森第四小学校　校舎外 電気設備工事

東京自治会館　別館等改修工事（電気設備）

校内照明器具点検作業　

スポーツアリーナ　高天井 LED照明設置工事

みずほ銀行支店　分電盤更新工事

三菱ＵＦＪ銀行支店　現状回復工事

東邦大学習志野キャンパス 正門他整備工事

みずほ銀行新横浜支店　分電盤更新工事

東邦中学・高等学校　ロスナイ電源配線工事

大田区立大森第四小学校　校舎改築電気設備工事（Ⅱ期）

大田区調布地域庁舎　燃料小出層補修工事

照明器具 LED化工事

鎌倉女学院　夏季改修電気工事

2019

2020

2019

2019

2021

2020

2019

2021

2021

2019

2021

2021

2022

2021

2022

2022

2022

2021

2021

2021

2022

2021

【教育・公共施設】 【工場・物流施設】

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

メルコエステ－トサ－ビス株式会社

東京都住宅供給公社

株式会社クルーズ

サンパセオ新柏管理組合

鎌倉ロジュマン管理組合

メルコエステ－トサ－ビス株式会社

東京都

ＱＵＯＮ南麻布　３期新築工事

（仮称）上大岡東共同住宅　新築工事

ＱＵＯＮ南麻布　アネックス新築工事

青山パークタワー　共用部空調設備改修工事

アルビス前原他 5団地　インターホン修繕その他工事

カサヴェール湘南　アゼリア共用部照明 LED化工事

トミンタワー多摩川二丁目ほか１団地　共用灯改修工事

ライオンズマンション鎌倉大船　共用部照明 LED化工事

E棟インターホン設備配線補修

鎌倉ロジュマン　共用灯 LED化工事

カサジュールイースト　非常照明更新工事

都営住宅（江東区東砂二丁目第２）電気設備工事

2020

2018

2018

2020

2017

2020

2016

2020

2021

2020

2022

2022

【住宅施設】
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工事実績
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オイレス工業㈱藤沢工場　駐車場棟建設工事
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（仮）オイレス工業藤沢事業場８号棟建替計画

芝浦機械相模工場　一部解体に伴う設備インフラ盛替計画Ver.4

アマダ伊勢原ＡＭＴＰ　改修工事
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【文化・娯楽施設】
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学生食堂 LED照明器具更新工事

校内照明器具増締点検工事

校内照明 LED更新工事

増改築工事

鎌倉市立小・中学校　タブレット充電用電源配線工事

深沢行政センター　受変電設備等修繕工事

千葉市立稲毛高等学校　特別教室等空調機新設工事

芝消防署ほか　電灯設備改修工事

大田区立大森第七中学校　校舎改築工事（Ⅰ期）

大田区立大森第四小学校　校舎外 電気設備工事

東京自治会館　別館等改修工事（電気設備）

校内照明器具点検作業　

スポーツアリーナ　高天井 LED照明設置工事

みずほ銀行支店　分電盤更新工事

三菱ＵＦＪ銀行支店　現状回復工事

東邦大学習志野キャンパス 正門他整備工事

みずほ銀行新横浜支店　分電盤更新工事

東邦中学・高等学校　ロスナイ電源配線工事

大田区立大森第四小学校　校舎改築電気設備工事（Ⅱ期）
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（仮称）上大岡東共同住宅　新築工事

ＱＵＯＮ南麻布　アネックス新築工事

青山パークタワー　共用部空調設備改修工事

アルビス前原他 5団地　インターホン修繕その他工事

カサヴェール湘南　アゼリア共用部照明 LED化工事

トミンタワー多摩川二丁目ほか１団地　共用灯改修工事
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【住宅施設】
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