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私たちは、受配電・監視・制御の総合配電制御システムメーカーです。

distribution

当社は、1916(大正5)年4月、東京都芝区（現港区）三田四國町25番
地（現芝5丁目）にて創業いたしました。以来、配電盤類、電磁接触器の
製造に始まり、現在に至るまで一貫して配電盤製造を事業の基軸とし
ております。勝 亦 電 機 製 作 所 には、創 業 者である勝 亦 査 一 の 独 創 性、
モノづくりへ の 探 究 心、新 た なことに 挑 戦 する姿 勢、そしてた ゆまず

control

技 術 力 を 培うというD N A が あります。この D N A は 1 0 0 年 経った 今も
当 社 に受 け継 が れ 、これ からも大 切 に守り続 けてまいります。最 先 端
のハードウエア・ソフトウエア技術と、既存の重要技術の両方に対して
前 向きに 取り組 み 続 ける技 術 者 集 団を目指し、伝 統 の 継 承と新 た な

manufacturer

革新を続けていくことで、社会に貢献してまいる所存です。
今 後とも倍 旧 のご 鞭 撻とお 力 添えを 賜りますよう、心よりお 願 い
申し上げます。

代表取締役 社長
勝亦

1

章浩

PRODUCTS SYSTEM

Switchboard
分電盤
電灯分電盤を初めとし、無停電化のデータ
センターiDC分電盤・放送用分電盤など、
信頼性の高い高機能分電盤や、きめ細
やかな制御を行なうリモコン照明制御
分 電 盤 など、お 客 様 の ニーズ に合わ せ
たシステムを構築できます。

配電盤
受配電盤は安全性・信頼性を
基に、モジュール化されたユ
ニットで構成され、お客様の
ニーズに合わせてシステムを
構築できます。
状態・計測データは、電子化
されたマルチリレー・マルチ
メータにより監視ができます。

Distribution board
配電盤や制御盤、分電盤を通じて、電気の安定供給をサポートしています。

Control console
制御盤
動力制御は、各負荷ごとにモジュ
ール化され、ユニットで構成され
ている為、
メンテナンスがしやすく、
納期の短縮がはかれ、省エネのた
めのインバータ制御、PLCを用い

監視盤（監視システム）

たシーケンス制御やエネルギー
監視も行えます。

当社の監視システムは、お客様の使
用目的に応じたシステム構築が可能
となっています。監視システムとして
は、ビル用中央監視システム・工場
生産管理制御システム・省エネ監視
システム・iDC監視システムなどあら
ゆるシステム構築ができます。

System monitoring
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PRODUCTS LINEUP

配電盤

分電盤

キュービクル式受配電盤は、
６６００Ｖで受電するために

分電盤は、主に建物の電気シャフト等に設置され照明

用いる配電盤で、設備容量４０００ｋＶＡ以下で使用する

・コンセント負 荷などの 電 灯 回 路 へ 電 源を供 給する用

装置です。JIS C4620タイプとして屋外・屋内タイプの一

途で使用されています。

般型キュービクル（前背面点検可能タイプ）
と薄型キュー

弊 社の分 電 盤の特 徴は、高 機 能 配 線用遮 断 器を使用

ビクル（前面のみ点検可能タイプ）があります。

しエネルギー監視ができ、多重伝送方式によるリモコン

上記のキュービクルに非常電源専用受電設備として非

照明制御等のシステム構築が可能になります。

常用認定キュービクルの５００ｋVAと３００ｋVAの形式

上 記の消 防 負 荷に電 源を供 給する、１種 耐 熱 分 電 盤

認定を取得しております。

と２種配電盤・分電盤の形式認定を取得しております。

またJEM 1425(高圧閉鎖型スイッチギヤ及びコントロー

またiＤＣ分電盤（ＰＤＵ)は、各分岐MCCB毎に変流器

ルギヤは、断路器、遮断器、計器用変成器、母線、接続

を設け電 流 監 視を行っています。ＰＤＵはバッテリによ

導体および監視制御装置からなる集合体で、電気的に

りバックアップされたＵＰＳ（ 無 停 電 電 源 装 置 ）より給

接地された金属箱内収納され特別高圧の二次変電所で、

電され、サーバなどのＩＴ機器に電源を供給することを目

プラント等の大型工場や大型ビル等に使用されます。

的に使用されます。

製品ラインナップ

配電盤の組立て配線のみでなく、自社工場内で
その板金加工、塗装仕上げを行うことが出来ます。

制御盤

監視システム

メンテナンス
メンテナンスサービス

動力制御盤は、屋外や屋内の機械室に設置された

監視システムは、お客様の設備やエネルギーを総合的

衛生用ポンプ・冷熱源ポンプや空調ファン等などの

に管理し、監視することにより安全で効率の良い運用を

経年劣化による部品交換への対応、省エネ機器への取替えなどのメンテナンスや、故障・事故防止のための定期巡

電動機等の制御の用途で使用されています。

目指します。

回診断など、
お客様の立場に立ったメンテナンスサービスをご提供しています。

弊社のＫＳＣ形制御盤は、負荷毎にモジュール化さ

システムの中枢に汎用ネットワーク機器を採用し、幅広い

れたユニットで構成されているため、メンテナンスが

技術との連携により柔軟なシステムをご提供いたします。

しやすく、納期の短縮がはかれます。

中央監視システム
（BASE シリーズ）
では、PLCと接続する

また省エネのためのインバータ制御、
ＰＬＣを用いた

ことにより、各設備から情報収集を行い、パソコン上で監

シーケンス制御やエネルギー監視も行えます。

視・制御が可能です。

ユニット盤以外には、プラントや工場等の設置スペ
ースに合わせて盤寸法を小型化できる、一枚パネル
に機器を収納した一般盤も製作できます。

盤改修・改造サービスについて
配電盤・制御盤・分電盤の改造・改修サービスも承っております。経年劣化による部品交換への対応、省エネ機器へ
の取替え、
デジタル化による集中管理などのノウハウを提供させて頂きます。板金工場、塗装工場が都内にある為迅
速な対応が可能です。

定期点検検査サービスについて
配電盤・制御盤・分電盤を中心にして、定期的に巡回診断し、故障・事故防止に進んでメーカーが皆さんの設備をお
守りいたします。保守管理業務の省力化にお役に立ちます。
ご契約は設備の大きさ、複雑さ、巡回回数等によってお
見積りさせて頂きます。
また本社東京工場敷地内にメンテナンス専門会社
（株式会社メインテック）
を有しております。

高圧関係の定期精密点検および測定
①保護継電器の動作試験および測定
③機器・配線の絶縁抵抗測定

②接地抵抗測定
（第A・B・C・D種接地）

④遮断器・開閉器の精密点検

⑤シーケンステスト全般

⑥絶縁油の絶縁試験
（濾過・交換も行います） ⑦設備の締付点検・清掃 その他
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SYSTEM LINEUP

FA システム

省エネ支援システム（LCPM）

FAとは、Factory Automationの略。

LCPMとは、Load Current Power Moniterの略。

システム構成の特徴として生産機械、センサ等の機器をフィー

企業が自ら実践した省エネ活動の結果がビジュアル化され、パソ

ルドネットワークにて統合し制御、状態表示をローカルPLCにて

コンでいつでも確認することができるシステムとして誕生しました。

リアルタイムに処理します。
これらのデータは上位SCADシステムへ集約、蓄積され、
トレン
ドグラフ化、帳票出力を行うことにより工場の見える化を供給す
るとともに、最新のＩ
ｏＴ技術との連携により設備不良の予防など
安定した生産設備をサポートします。
PLC（プログラマブルロジックコントローラ）
と呼ばれる制御装
置を中心に構築されたシステムは
・長寿命、高耐久性、処理の信頼性が高い
・機器世代交代によるリニューアルが容易である
・モジュール化された部品の付け替えで多数のフィールドネット
ワークに対応できる
などの強みが有ります。また、近年では高性能化に伴って、従来
組み込み型PCや調節機器で行われていた高度な演算処理も
可能になり、採用の幅が広がっています。

あらゆるエネルギー使用量を監視
・電力（電圧、電流、電力量）
・水道
・ガス など
大規模な監視網の構築に対応
・複数階、複数棟に渡っての監視が可能
・30000点の監視が可能

集計したデータの多彩な表示
・フロア図
・一覧表形式
・トレンドグラフ
集計データの出力機能
・日報・月報・年報機能（Excel形式）
・CSV形式

Web経由でのインターネットブラウザ監視
・多人数、多拠点での遠隔監視
・ご使用中のパソコンで監視可能
少ない初期投資での運用開始
・既存のLANケーブルネットワークの利用可能
・伝送式電力計測ユニットの利用
・分割型ＣＴにより、既設装置への
センサ取り付け容易

システムラインナップ

ビルの中央監視システム等のシステムインテグレーション製品や、
データセンター向け電流監視システムなど積極的に取り組んでおります。

ビルエネルギー管理システム（BEMS）

iDC 監視システム

BEMSとは、Building and Energy Management Systemの略。

iDCとは、Factory Automationの略。

ビルの電気設備、空調設備などの監視と制御、最適なエネルギ

近年のインターネットの普及と発展・低価格化に伴いネットワーク

ー管理を行い、様々なセンサーを取り込んだ制御装置と組み合

化されたサーバー設置を行うための基地局として誕生しました。

わせたシステムです。建物内を安全で快適な状態に保ち、省エ

高速回線を介する事により自社内で管理していたサーバーを社

ネを促進した管理業務を実現できるようになります。

外のiDCに設置する事が可能になり、電源や空調設備への投資
の必要が無くなると共に、運用管理をアウトソーシングできる様に

・信頼性の高い汎用ハードウェアの採用により高いコストパフ
ォーマンスを実現。
・複数のディスプレイを設置して、ディスプレイ毎に監視方式を
変更することが可能。また、ディスプレイの設置場所によって
用途を限定して使用することも可能。
・パラメータ設定機能により、監視ポイントの名称変更、追加が
容易。
・システムを停止することなく、監視ポイントの追加、変更が可能。

なりました。
iDCの発展と共に近年はクラウドサービスの普及が進み事業者が
提供するサービスをユーザーが簡単に受け取れる様になっています。
しかし一方のリスクとして電源や空調等のトラブルが万が一発生し
た場合、サーバーの機能停止によりサービスの停止が起こりえます。
弊社iDC監視システムはそういった電源のトラブルを未然に防ぐ
事を目的とし、常時サーバーへの提供電源の監視を行う事を目的
としたシステム提供をしています。

・データ処理部と信号入出力部にそれぞれの用途に適した高速
ネットワークの採用により、高速応答を実現。
・サーバ機とは別のパソコンを設置し、WEB上で監視が可能。
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RECRUIT / OUTLINE

系列会社
株式会社大崎板金工業所

キュービクル、配電盤、制御盤、分電盤鈑金加工、レーザー加工、精密板金加工
TEL.03-3447-1476 FAX.03-3447-1460

株式会社

メインテック

株式会社

イデアテック

http://www.oosakibankin.co.jp

配電盤類の保守、メンテナンス
TEL.03-3447-2319 FAX.03-3447-2350

http://www.maintec.co.jp

システム開発、省エネ監視システム LCPM、ビル監視システム BASE-4000、
データセンター監視システム iDC

主要取引金融機関
銀行・金融機関

りそな銀行五反田支店
城南信用金庫本店

会社案内

みずほ銀行五反田支店

日本政策金融公庫大森支店

三菱東京 UFJ 銀行品川駅前支店

スルガ銀行本店

会社概要
■社
■創

名

株式会社

業

1916年（大正5年）4月26日

沿革

勝亦電機製作所

■代表者

代表取締役社長 勝亦 章浩

1916年/ 大正5年

■資本金

3,500万円

1933年/ 昭和8年

■事業内容

配電盤・制御盤・分電盤・監視盤とそれらへの組み込みソフトの受注から

1945年/ 昭和20年 4月 戦災により全建物消失のため静岡県原町に移転

設計・製造・現地調整・据付工事・現地改造工事及び保守点検

1946年/ 昭和21年 6月 沼津市に工場を建設移転し、資本金100万円に増額

■従業員数

110名（本社：66名

1951年/ 昭和26年

■本社及び東京工場

〒140-8702 東京都品川区北品川4丁目10番9号

1959年/ 昭和34年 5月 本社を東京に移し、資本金を500万円に増額

Tel 03-3443-1241 Fax 03-3443-1240

1961年/ 昭和36年 2月 東京工場敷地内に第二工場棟を新築

■沼津工場

東京都品川区北品川に東京工場設立

4月 東京工場に板金工場を新設

Tel 0559-63-4003 Fax 0559-63-2993

6月 資本金を900万円に増資

電気工事業

■ＪＳＩＡ優良工場認定
■ISO9001：2008

国土交通大臣許可（般-27）第7837号

1962年/ 昭和37年 6月 資本金を1,350万円に増資

認定番号：JSIA-3205-1

1966年/ 昭和41年 5月 オートグラフィックを電設工業展に出品、東京都知事賞を受賞

登録番号：RB-Q15011

6月 資本金を3,500万円に増資

（一社）
日本電機工業会（ＪＥＭＡ）（一社）
日本配電制御システム工業会（ＪＳＩＡ）

■加盟団体

SK式電磁接触器で当社初の特許を取得

〒410-0022 静岡県沼津市大岡1734番地

■一般建設業

■許可・免許・登録

沼津：44名） 2017年4月1日現在

4月 故元会長勝亦査一が配電盤並びに付属機械器具の制作を目的として、勝亦電機製作所を東京都芝区（現港区）
三田四国町に創設

10月 東京工場敷地内の事務所棟に3階を増築し設計室として使用開始、同敷地内に北品川寮を新築

東京配電盤工業協同組合 （一社）
日本電設工業協会 （一社）東京電業協会
（一社）建設電気技術協会

1969年/ 昭和44年

東京商工会議所 （一社）東京経営者協会

コントロールセンターの簡易型としてユニット方式制御盤「SBB」を開発

昭和44年 10月 板金加工部門を独立させ、株式会社大崎板金工業所を設立
1971年/ 昭和46年 12月 沼津第二工場を増築、第一工場を統合して沼津工場とする

■MAP

1972年/ 昭和47年 11月 納入した製品のメンテナンスを担当する関連会社として株式会社メインテックを創設
1976年/ 昭和51年 4月 自社開発の部品発注処理システムKOCS-Iを運用開始
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沼津城ラクーン
よしもと劇場

線

東海道・山陽新幹線、横須賀線

1982年/ 昭和57年
沼津工場

沼津平町郵便局
ドン・キホーテ
沼津店
414

東海道

山手

本線

道
東海

1988年/ 昭和63年

OEM方式による日本専売公社向けシーケンサー「JTSTSC」の販売開始
システム開発などを担う関連会社として株式会社イデアテックを創設
日本配電制御システム工業会 耐熱形分電盤形式認定取得（5種類）

沼津駅南口

本社・
東京工場
公園

通り

プラサ ヴェルデ

JR沼津駅

ゲートシティ
大崎

山手

場

沼津城（三枚橋城）跡

380

静岡県
沼津警察署

狩野川

ローソン

1997年/ 平成9年

日本電気協会 キュービクル式非常電源専用受電設備形式認定取得（2種類）

1999年/ 平成11年

日本配電制御システム工業会 優良工場認定取得

2006年/ 平成18年

ISO9001 品質マネジメントシステム審査登録

2007年/ 平成19年 9月 東京工場敷地内の板金工場棟を新板金工場棟に更新、新型複合機を導入
2012年/ 平成24年 5月 勝亦隆が取締役会長に、勝亦章浩が代表取締役社長に就任
2016年/ 平成28年 4月 創立100周年記念式典を東京・有楽町の帝国ホテルにて開催
4月 新型制御盤KSCを開発
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