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東証プライム移行

日本の「ものづくり」を支え続けて 100 年
私たち明治電機工業は、創立100 周年を迎えました。1920年の創業当初より 日本の「ものづくり」を
強くする ため、製造業を支援する Supporting Industry Company として事業を展開してきました。
製造現場が抱える多種多様な課題と真摯に向き合い、その解決にお客様とともに取り組んできたことが、
今日の明治電機工業の技術・ノウハウに結実しています。中部地区の代表的な製造業との取引により
獲得した高い信頼を活かして、現在では日本全国の幅広い業種のものづくりを支えています。

高度技術であらゆる「ものづくり」の課題を解決
世界に誇る、日本のものづくり。自動車産業をはじめ、多彩な産業分野におけるものづくりの要となる
FA（工場の自動化）を支えるのが私たちの使命です。明治電機工業は、
エンジニアリング機能を持っ
た商社として、時にFA機器商社としてメーカーの製品を販売し、時にメーカーとしてお客様の要望に
自社の技術で応えてきました。時代とともに高度化・多様化する製造現場の課題を解決するために知
恵を絞り、技術力を高めることで、時代が求める新たなソリューションを生み出しています。

日本企業のグローバル 化を支える
近年、日本のものづくりは、海外へとその領域を広げています。明治電機工業は、ものづくりを支え
る企業として積極的に海外拠点の拡充を進め、日本企業の海外展開をサポートしています。現在、海
外ではアメリカ、イギリス、中国、タイに拠点を展開し、グローバルビジネスを推進するお客様のもの
づくりをシームレスにサポートします。
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ごあいさつ

社会の変化に応じた

新たな価値創造・価値提供を目指す

明治電機工業は、電気材料の販売とモーターの修

付加価値の高いソリューションを提供してきました。

理から事業を展開し、時代の変化と共に、商社事業、

明治電機工業は、
このような長年の取り組みによっ

ものづくり事業、海外事業へと拡充し、100年以上の

て信頼を積み重ね、歴史とともに存在感のある地位

いう経営理念のもと、今こそ従業員が一丸となって、

長きにわたり、製造業のものづくりをご支援してまい

を確立することができたのです。

お客様へ、
そして社会へ大きく貢献していくときであ

りました。

そして今また、日本や世界の製造業は、気候変動、

ります。

この100年以上に及ぶ歴史の中で、明治電機工業

災害などへのリスク対応、脱炭素技術などの技術開

すべてのステークホルダーに楽しさを感じてもらい

はお客様の様々なお困りごとに真摯に向き合ってき

発など、100年に一度とまで評されるほどの大規模な

明治電機が大好きです そう言ってもらえる存在を

ました。時には幅広いネットワークを活用して製品を

変革の波に直面しています。

目指す ― そのために私たちは、お客様のお困りごと

調達しお客様のニーズに合わせたシステムを作り上

このような状況において、お客様自身もどのような解

の一歩先を行くソリューションを提供し、社会の変化

げ、時には独自のものづくり機能を発揮して自社製

決策を目指すべきか苦心されており、明治電機工業

に応じた新たな価値創造・価値提供に取り組んでま

品を開発するなど、製品・技術・ノウハウを結集して

が果たすべく役割は一層重大になっています。創業

いります。

以来実践してきた「信頼 ― すべては人から始まる
お客様と共に

従業員と共に

代表取締役社長
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社会と共に」と

Supporting Industry Company

事業
指針

日本の「ものづくり」
を強くする

信頼

お客様と
共に

従業員と
共に

社会と
共に

経営
理念

公正で
健全な
企業活動

従業員
満足度の
向上

経営の
独自性

社会
貢献活動
の推進

経営
指針

自己革新

感謝と
思いやり

チーム
ワークの
発揮

ベストを
尽くす

行動
指針

-

すべては人から始まる

お客様
満足の
追求
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明治電機工業のビジネスモデル

製品の企画から生産まで、
すべての
「ものづくり」
の現場のあらゆる課題を
解決するトータル・ソリューションを提供
づくりをトータルでサポート。
専用機はもちろん、部品から製造ライン、特注品の開発・製造まで、お客様のあら

制御・画像検査

設備営業

ゆるニーズにお応えします。
提案

コンサルティング

最適コンポーネント提案
システム提案
設備・工法等の情報提供
トレンド情報の提供

エンジニアリング・

SI

環境・生産性向上

ロボット・
メカトロ

解析・分析業務
最適化の提案
テスティング
要件定義

支 援 体 制

お客様の多様なニーズにお応えするため、研究開発から生産・品質管理まで、もの

エンジニアリング
システム構築
設計・製作、品質管理
工程管理、安全管理
保守、メンテナンス

お客様の多様なニーズにお応えするため、生産部材に特化した営業活動を行ってい
ます。
新しい商材のご提案はもちろん、EMS やカスタム品の製造、当社独自のロジスティッ

品質・安全性向上

部材営業

製造支援

クスで、製品設計に関わるあらゆる場面でご支援します。
カスタマイズ

インフォメーション

機械設備

マネジメント

カスタム対応・特機開発
EMS 基板実装
ASSY・UNIT 化・盤製造
プラスティック

最適コンポーネント
商材開発
海外製品
持込み展示会

品質管理体制
EDI・かんばん対応
納期・生産中止管理

電 源
お客様とともに成長する拡張性の高いシステムの実現に向けて、各専門分野の SE が
総合的にご支援します。

製品開発支援

生産性向上、品質向上、省エネを追求した最適なシステムをご提案します。

ソリューション

計測・計装

ソリューション
システム提案
検査・評価
保守・サービス

生産部材

IoT 推進
BCP 対策

ロボット・メカトロ
組立・搬送設備
ロボット自動化設備
ロボット立上・保全支援ツール

システムインテグレーション
生産性向上
品質・安全
環境・省エネ

確かな知識と提案力でものづくりプロセスの変革をお手伝いします。
豊富な納入実績から得たノウハウや技術を核として、制御・計測・情報・メカトロ
の分野における統合システムエンジニアリングを展開し、工場におけるあらゆるニー

実装・溶接
産 業

エンジニアリング

ズにお応えします。
エレクトロニクス
各種検査装置
生産情報指示

メカトロニクス
検査設備
環境試験設備

アドバンス
開発支援
ユニット・ボード開発

グローバル化の中で世界と競合する企業を支えるため、“日本の「ものづくり」を強く

「製造支援」と「製品開発支援 」の両面での高い専門性
明治電機工業は、各営業本部、ソリューション事業本部、エンジニアリング事業本部の
営業・ＳＥ・エンジニア部隊が協働し、ベストチョイスで付加価値の高いトータル・ソ
リューションを提供します。FAコンポーネントの販売のみならず、個別のお客様のご要
望に応じた加工や特注品の開発・製造、さらには製造ライン一式の納品まで、製造現場
のあらゆるニーズにお応えすることが可能です。高度なFAエンジニアリング技術と豊富
な実績・経験をベースとして、幅広い業種の製造業から高い評価をいただいています。
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する” を使命と考え、国内・海外が連携を密にしてお客様の海外生産をサポートして

自動車

います。現地での設備製作、設備立上、設備製作用部材・メンテナンス部品供給など
食品

電機

鉄鋼・
ガラス
電子・
家電

エネルギー

医療
機器

グローバルサポート

グローバルにサポートします。
MRO
最適調達
ロジスティック
不明品調査
正規品供給

在庫・価格管理
在庫対応
為替リスク抑制
海外通貨対応

情報提供・言語対応

VA/CD 提案
アプリケーション提案
多言語対応

エンジニアリング
現地製作
日本品質の追求
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お客様への提供価値

製造現場でニーズの高い
４つの課題に対しソリューションを提供
競争力強化に貢献します。

環境負荷低減活動に取り組んでいます。

グローバル化に伴い、新興国工場に負けない高い生産性が求められてお

環境・企業・人との調和を考え、地球環境保護活動を通じ、大切な緑豊

り、海外工場においては国内外の生産拠点の効率化・一元管理・生産

かな地球環境を守り、社会から信頼される企業となる様、社員全員が実

の柔軟性を視点に置き、高い設備の稼働率が求められています。

現に向け行動しています。

明治電機工業では、開発段階から製品開発期間の工程短縮を実現させ

また、お客様の環境負荷低減への取り組みに対しては、製品開発段階

るツールや部品をご提案します。生産工程段階では工場の見える化、現

では素材のご提案、開発評価では試験装置のご提案、さらに生産段階

状分析のご提案を行い、お客様と現場課題を共有し、改善やイノベー

では工場での省エネ活動に対して、省エネ・合理化機器のご提案、エネ

ションのヒントとなる情報提供、それを実現させるエンジニアリングをご

ルギーの効率使用のご提案、循環システムの開発協力など、多岐にわ

提案して、お客様の競争力強化に貢献しています。

たって貢献しています。

お客様の信頼と満足を追求します。

安全はすべてに優先します。

明治電機工業の経営理念「信頼」の下、お客様の立場で考え、期待され

すべてにおいて安全を最優先させます。安全に機能し、安心して使用で

る機能発揮に努め、お客様の信頼と満足を追求しています。経営理念の

きる製品やサービスをご提案・ご提供することは明治電機工業の責務で

実践に向け、エンジニアリング事業本部ではISO9001マネジメントシステ

あり、その指針を元にお客様と一体となった取り組みを行っています。

ムを構築し、継続的な改善活動を推進しています。

また、工事に関しては安全・衛生・環境の管理体制を確立し、入口から、

高い品質の製品を継続的にご提供するため、明治電機工業では、独自

リスクアセスメントを行い、災害・事故・環境汚染などを防止し、工事

のメーカー様監査を行っています。また、お客様の品質向上に向け、開

の円滑な推進を行います。お客様の安全な職場環境づくりや、将来思

発段階での性能評価・耐久性評価設備の提供から、生産段階での現状

考を併せ持った新技術を投入し、より安全な設備づくりをご提案します。

把握のためのツール提供や改善活動の実施を担っています。

ソリューション提供の
基本的な流れ
コンサルティング
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テスティング

開発・設計

ソフト開発

製

造

システムアップ

検査・保守サービス
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ビジネスモデルを支える強み

国内外で日本の「ものづくり」を支援する
独自の体制とノウハウを構築
長年にわたり日本を代表する数々の優良企業と信頼関係を育み、取引実績を積み重ね
てきました。そこで培った経験知と信用が私たちの財産であり、大きな強みとなって
います。長い間、築き上げた強固な信頼関係を背景としたノウハウ・経験知 ̶ それ
こそが、明治電機工業の付加価値の高いソリューションの源泉となっています。

お客様の納期厳守に貢献する
1Day デリバリー
「迅速」
「正確」
を物流の基本方針とし、製造現場の製造リー
ドタイムの短縮や調達コストの削減に貢献しています。
その中心的な役割を担うのが名古屋にある物流センター
です。すべての納品物を物流センターに集約し、各地域
の流通センターと連携することで、日本全国のお客様に
注文をいただいた翌日に納品する「1Dayデリバリー」を
実現しています。さらに、物流業務システムを構築し、

信頼の仕入先ネットワーク

業界最大級の規模を誇る技術陣

明治電機工業は、トップクラスのFA総合電機商社として

創業以来、その長い歴史の中で豊富な経験と実績を積む

の高度な機能を有しています。日本を代表する数多く

ことで、あらゆる製造現場の課題・ニーズに応える高度

のFA機器メーカーと強固なパイプを持ち、約2,000社

な技術基盤を構築してきました。その技術力を支えるエ

から多彩な有力商品を供給できる体制を整えています。

ンジニア陣は、開発・設計・製造・SE・SI合わせて業

製造現場へはもちろんのこと、研究開発部門への試

界最大規模を誇る体制を整えています。

カスタマイズに対応可能な
自社工場を保有
各取引先の製造設備に使われる FA 機器を販売するだけ
でなく、それらをシステムアップして取引先のニーズに
応えるエンジニアリング機能を有していることが明治
電機工業の特徴です。エンジニアリング機能をより高
く発揮するため、自社の設計、製造部門が中心となり、
個別のお客様のニーズに応じた加工や特注品の開発・
製造や、汎用品にはない機能と品質を持った独自性の

物流品質、業務効率の向上を図っています。

高い自社ブランド製品を開発するなど、一層の差別化

■日本全国に翌日配送

■あらゆるニーズに対応

を図っています。

メーカーから
調達

自社で加工・
開発・製造

験・解析装置などお客様の多様なニーズに応えられる
既製品

圧倒的な商品力と取扱い規模を誇っています。

カスタム品

■ 主な仕入先
オムロン株式会社

株式会社明電舎

横河電機株式会社

日置電機株式会社

日本の「ものづくり」を海外で支援

●既製品の加工

パナソニック株式会社

株式会社高砂製作所

明治電機工業は、お客様のニーズに応じてフレキシブル

●独自ブランド製品の

TDKラムダ株式会社

株式会社アイエイアイ

にネットワークの強化・拡充を図っており、現在、海外

CKD株式会社

株式会社エム・システム技研

オリエンタルモーター株式会社

日東工業株式会社

株式会社デンソーウェーブ

株式会社小野測器

●特注品の開発・製造
物流センター

開発・製造

においては、アメリカ、イギリス、中国、タイに拠点を
展開しています。各拠点が有機的に連携し、お客様の
ニーズにきめ細やかに対応し、海外での工場の立ち上げ
や設備の拡張・新設を強力にサポートします。

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社 他
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ネットワーク

Europe
MEIJI UK LTD.

North America

バーミンガム

MEIJI CORPORATION
イリノイ

天津
名古屋

China
明治電機商業
（上海）
上海
有限公司

ケンタッキー

ミシガン
ウエストバージニア
テネシー

明治電機工業

広州
バンコク

世界各地の拠点が
有機的に連携し、
お客様の海外展開を
強力にサポート

Meiji (Thailand) Co., Ltd.

Southeast Asia
South America
東日本営業部

名古屋北営業所
名電エンジニアリング株式会社
（子会社）
本 社
物流センター
エム・ディーマシナリー株式会社
（子会社）

大阪営業所
西東京営業所

福岡営業所

東京支店

エンジニアリング事業本部
豊田支店

豊橋営業所

四日市営業所

海外拠点

国内拠点
◆本 社
〒453-8580 愛知県名古屋市中村区亀島 2-13-8
（451）
（451）
管理部：TEL. 052
7661 FAX. 052
7659
（451）
（451）
営業部：TEL. 052
7651 FAX. 052
2636
●四日市営業所
〒510-0074 三重県四日市市鵜の森 1-3-23
四日市中央通りビル 4 階
TEL. 059（353）0241 FAX. 059（353）6129
●名古屋北営業所
〒483-8279 愛知県江南市古知野町宮裏 112
（59）
TEL. 0587（59）6331 FAX. 0587
7216
●豊田支店
〒472-0056 愛知県知立市宝 2-10-5
[ 新住所 ]
（2022年8月末移転予定）
〒472-0023 愛知県知立市西町宮腰 45
TEL. 0566（81）9121 FAX. 0566（83）2344
●豊橋営業所
〒440-0881 愛知県豊橋市広小路 3-45-2
豊橋第一生命ビル 1 階
7878
TEL. 0532（53）5050 FAX. 0532（53）
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●東京支店

●エンジニアリング事業本部

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-8-11
メットライフ新横浜ビル 9 階
TEL. 045（476）5601 FAX. 045（476）5611
●西東京営業所
〒192-0081 東京都八王子市横山町 25-6
ザイマックス八王子ビル 6 階
TEL. 042（660）0676 FAX. 042（644）6606
●東日本営業部
〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 1-12-2
泉パークビル 2 階
TEL. 022（771）0460 FAX. 022（771）0461
●大阪営業所
〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-34-15 伸栄第 1 ビル 6 階
TEL. 06（6338）3021 FAX. 06（6386）6766
●福岡営業所
〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王 1-1-32
博多堀池ビル 2 階
TEL. 092（414）9551 FAX. 092（414）9550

〒472-0022 愛知県知立市山屋敷町板張 48-1
TEL. 0566（82）8514 FAX. 0566（82）4700
●物流センター
〒454-0853 愛知県名古屋市中川区玉船町 3-1
TEL. 052（661）6141 FAX. 052（661）5909
■名電エンジニアリング株式会社
〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪鴨田 71
（23）
TEL. 0568
9391 FAX. 0568（23）
8703
■エム・ディーマシナリー株式会社
本社事務所：

〒454-0996 名古屋市中川区伏屋 2-1617
TEL. 052（355）6581 FAX. 052（355）6582
工

場：

〒454-0974 名古屋市中川区島井町 510
TEL. 052（432）7146 FAX. 052（432）7145

MEIJI CORPORATION
◆CHICAGO
（H.Q.）
［イリノイ］
150 Pierce Road Suite 550 Itasca, IL 60143
TEL. +1-847-364-9333 FAX. +1-847-364-1140
● BATTLE CREEK［ミシガン］
4055 W Dickman Rd. Springfield, MI 49037
TEL. +1-269-963-3737 FAX. +1-269-963-4262
● KNOXVILLE［テネシー］
1740 Triangle Park Drive Ste101 Maryville, TN 37801
TEL. +1-865-982-7886 FAX. +1-865-982-7993
● LEXINGTON［ケンタッキー］
116 Venture Court, Suite 1 Lexington, KY 40511
TEL. +1-859-381-8686 FAX. +1-859-225-9720
● POCA［ウエストバージニア］
165 Main St. Unit3 Poca, WV 25159
TEL. +1-304-586-7160 FAX. +1-304-586-7161
U.S. Sales Offices
●North Carolinas ● Central TN ● Indiana
● Georgia

●Texas

MEIJI UK LTD.
◆BIRMINGHAM
26 Bartley Green Business Centre Kettleswood Drive,
Woodgate Birmingham, B32 3DB United Kingdom
TEL. +44-(0)1214-219330 FAX. +44-(0)1214-220475
Representative Office（駐在員事務所）
● Budapest［ハンガリー］
Meiji (Thailand) Co., Ltd.
◆Bangkok
1550 Thanapoom Tower, 17th Floor, New Petchburi Road,
Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
TEL. +66-(0)2652-7600
FAX. +66-(0)2652-7601

明治電機商業（上海）
有限公司
Meiji Electric Industries (Shanghai) Co., Ltd.
◆上海（Shanghai）
上海市徐匯区漕溪路 222号航天大厦南楼 602, 603 室
Room 602, 603 Hangtian South Building, No.222, Caoxi
Road, Xuhui District, Shanghai 200233
TEL. +86-(0)21-3469-1388 FAX. +86-(0)21-3469-1399
分公司

● 天津
（Tianjin）

天津市南開区濱水西道時代奥城 商業広場C7南楼-704
Room 704 of Shidaiaocheng Business District C7 South
Building Binshui Xi Road, Nankai District, Tianjin 300381
TEL. +86-(0)22-5959-3719 FAX. +86-(0)22-5859-1760
● 広州
（Guangzhou）
広州市海珠区新港東路1068号 中洲中心北塔 2104室
Room 2104 North Tower, No.1068, Xin Gang East Road,
Haizhu District, Guangzhou 510335
TEL. +86-(0)20-8562-0114 FAX. +86-(0)20-8564-8294
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地球環境保護のための取り組み

環境宣言
明治電機工業株式会社は、経営理念である
『信頼 すべては人から始まる：
お客様と共に 従業員と共に 社会と共に』
に則し、環境保護活動に取り組み
ます。

環境方針
1

環境法規制・要求事項の順守
環境法規制、地域条例及びその他の要求事項を順守すると共に、
自主基
準を定め、環境負荷の低減、環境汚染の予防に努めます。

2

環境保護活動の推進
当社における 事業活動 において環境への影響を考慮し、
すべてのステー
クホルダーへ有用な環境情報の提供をするなど、環境保護に努めます。

3

継続的な改善
環 境 保 護 活 動を推 進するために 環 境目標を設 定し、マネジメントレ
ビュー、内部環境監査を通じて定期的に評価、見直しを行い、環境マネ
ジメントシステムの継続的改善を図ります。

4

環境方針の周知
この方針は、環境教育、社内広報活動、社内イントラネット等を通じて
全社員及び当社のために働く全ての人に周知徹底を図ります。

5

環境方針の公開
環境方針、環境に対する取り組みは、当社ホームページ、広報活動なら
びに適切な機会を通じて一般の人にも開示します。

2002 年 3 月に本社、2011年 3月にエンジ
ニアリング事業本部がISO14001 認証を取得
し、環境方針に基づいた活動を行っています。
また、当社は、名古屋市より 2002 年 11月
に「エコ事業所」として認定されました。
JQA-EM2180
本社
エンジニアリング事業本部

13

名古屋市
エコ事業所認定証

