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おかげさまで 2022 年で設立 10 周年を迎えます！！

若さとバイタリティを求めています！！若さとバイタリティを求めています！！
平均年齢 20 代の若者ばかりの楽しい会社です！！平均年齢 20 代の若者ばかりの楽しい会社です！！

男女共に募集！！男女共に募集！！



どんな会社？？

事業内容

施工事例

設計

経営理念　社是　社訓

代表挨拶



横浜を拠点に、 関東全域の電気工事を主体として、 通信工事 ・ 内装工事全般の

プランニングから施工までも行っております。

ゼネコンの大型案件から小さな飲食店まで、 幅広く工事を請け負っています。

電線を引っ張って照明器具をつけたり、 コンセントをつけたり、 防犯カメラを設置したり、

時には飲食店の古い照明器具を LED に交換したり、 テントを設置したり。

電気工とはなんでもやれちゃう建設業のエキスパートです。

一年目の想定年収 350 〜 400 万

当社早い社員で入社から２年目で現場職長、 おおよそ３年目から

ほとんどの社員を現場職長にしています。

職長になるとボーナスの制度が職長用に切り替わり大体職長一年目が年収 450 万程度、

数年後は個々の能力でかわってしまいますが 500 万〜 900 万くらいになります。

また役職は年俸制に切り替わります。 前年度平均年収は 697 万円でした。

当社の目標としては某最大手サブコンの平均年収を超える事を目標にしています。

当社、 外車好きが多く、 職長２年目〜３年目くらいでベンツや BMW、 Audi 等々

購入している社員が多いです。 若くして仕事を出来るようにしてあげたいので

急ピッチで育成する為、 楽ではありません。 結構きついです。

福利厚生について

社会保険、 厚生年金、 雇用保険、 退職金制度はもちろんの事、

☆仕事に必要な資格に関しては教材から全て会社負担

☆試験合格者報奨金あり

☆仕事で使う道具や制服等は全て会社負担

☆業務用携帯電話支給

☆職長になると専用の現場用 ipad、 ハイエースと工具一式を支給

☆横浜本社、 横須賀支店の近くに住む事を条件に引越し費用の全額負担

☆会社でクルーザーを所有している為船舶免許も会社経費で取れちゃいます

☆提携先の飲食店、 車屋さんでの割引が受けられます

☆会社負担でハイエースのカスタムをよく行なっています

☆今はコロナで出来ませんが会社でご飯を食べに行く時には、

一人○万円の高級店に食事に行ったりしてます。

今はありませんが、 会社所有で別荘の購入も検討中！夏遊ぶ様でジェットの購入も検討中！

平均年齢が 20 代と若く、 仲も良いので社内でツーリングに行ったり、

みんなでクルーザーで釣りに行ったり、 楽しめる会社だと思います。

取引先の増加、 受注案件の増加に伴い若き力が必要です！！

若者同士、 楽しく技術を磨き、 楽しく働きませんか？？

会社インスタ Q R コード

こちらからのご質問等も承ります。
気軽に D M 下さい！
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こんな会社です！！こんな会社です！！

社用車のハイエースを社用車のハイエースを

カスタムしてみたり…カスタムしてみたり…

みんなの歳が近いならではの仲の良さ！！

みんなでツーリングに行ってみたり！

外車好きの多い会社です！！

Bentley、 ベンツ、

BMW、 Audi 等乗っています！



v

仕事も本気、 遊びも本気！！仕事も本気、 遊びも本気！！

仕事は大変なものです。

どうせ大変なら楽しく仕事が出来る会社で働きませんか？？

会社でご飯に行く時は美味しいお店を厳選！！

普段頑張ってる分、 美味しいものを食べないと！！

協力業者さんも呼んで一緒に食事やゴルフなども！！

会社所有の船！！

みんなで釣りしたり

船上 BBQ をしたり！！

福利厚生で

船舶免許とれます！！



事業内容

主体となる電気工事

私たちが生活していく上で、 必需品となるその一 つが電気です。

電気工事を通じて世の中に貢献していくこと、 環境を守る為にできること、 安全な生活を

送る為に確実な施工をすること、 これらを当社の責務と考えております。

ゼネコン工事は勿論のこと、 環境に配慮した蛍光灯から LED への切り替えによる

環境負荷の低減や省エネ対策、 卓越した技術者により様々な電気工事を実現しております。

工場 ・ 病院 ・ 学校 ・ オフィスビル ・ 研究所 ・ 商業施設 ・ マンション等の新築工事、 及び改修工事に対応

照明器具の LED 化 ・ コンセント増設工事 ・ 受変竃設備の更新などにも対応



通信工事

今の世の中を私たちが生活していく上でもう一つ必需品となるのが、 インターネット環境。

また、 安全に暮らす為に必要な防犯カメラ等のセキュリティ。

LAN 工事やカメラ工事等を通じて、 お客様に安心安全な生活、

またより良い環境での生活の助けになれるよう、

卓越した技術者による誠実な施工により様々な通信工事を実現しております。

LAN 工事 ・ 電話工事 ・ スピーカー工事 ・ AV 機器工事 ・

カメラ工事 ・ 光ケー ブル融着工事などにも対応

当社は元々電気工事主体の会社です。

電気工事で得たノウハウを活かし、 照明プランを最大限に活かした

内装プランニング及び設計を可能にしています。

例えば、 照明器具の照らし方、 角度や照明器具の形状、 電球の明るさ等で

多彩な空間演出を可能にします。

何かを一つ変えることにより、 その演出は大きく変わります。

また発想一つで面白い演出を可能にしています。

お客様の要望に合わせた演出を創造してご提案させていただきます。

飲食店 ・ オフィス ・ 個人住宅 ・ 販売店などにおける照明プランの提案 ・

店舗プランニング ・ 店舗設計 ・ 空間設計 ・ 内装工事の施工などにも対応

内装工事



神奈川県横浜市　某自動車設備工場 ： 電気工事施工

神奈川県横浜市　某研究所 ： 電気工事施工

施施

工工

事 事 

例例



神奈川県藤沢市　某生産工場 ： 電気工事施工

東京都台東区　某ホテル ： 電気工事施工

施施

工工

事 事 

例例



東京都調布市　某スタジアム ： 低圧幹線更新工事

東京都調布市　某珈琲店 ： 電気工事施工

施施

工工

事 事 

例例



東京都世田谷区　某レストラン ： 電気工事施工

神奈川県横浜市　某銀行 ： 電気工事施工

施施

工工

事 事 

例例



東京世田谷区　某レストラン ： 電気工事施工

東京都渋谷区　某飲食店 ： 電気工事、 通信工事、 内装工事施工

施施

工工

事 事 

例例



3D パース作成、 電灯盤図や回路図などの作成

設設

計計





代表挨拶

建築業界は深刻な高齢化に悩まされています。

若者の建築業界離れが加速する中、 技術を磨き、 手に職をつけるという

素晴らしさをどう伝えていくか。 若者の雇用を考え、 未来に繋げて行く事。

当社はこのような中でも社員の平均年齢が 20 代と、この業界では非常に珍しく、

日本の未来に繋がる企業で在り続けられるよう日々奮闘しております。

また、 職業柄、 技術面が重視されますが、

社員のそのほとんどが１０代からこの仕事に就き、 技術を磨いています。

世の中にとってただ若者が多いから必要とされる企業ではなく、

若いからこそ常に技術を高め、 優れた将来性の高い企業を

目指して日々、 精進しております。

日本の発展、 日本の未来に貢献出来る様に、 次の世代への架橋となれるよう

世の中に明かりを灯す仕事。 未来に明かりを灯せる企業へ。

代表取締役社長　　　長澤　駿

PassionPassion
熱い情熱で

果敢に挑みます

PrecisionPrecision

日々、精進し

進化して行きます

正確で確かな仕事を行います

ProgressiveProgressive

未来 明かり 灯す企業へに を



会社概要

本社所在地

横須賀営業所

設立

代表取締役社長

従業員数

建設業許可

資本金

神奈川県横浜市都筑区早渕 3‑10‑21

神奈川県横須賀市衣笠町 45‑6

平成 25年4月8日

長澤　駿

16 名 (2021年4月1 日現在）

神奈川県知事　般 ‑ 30　第 79321 号

電気工事

通信工事

内装工事

建柱工事   / 外構工事

受変電設備工事

内線工事   / 仮設工事

プランニング

設計       / 施工

ＬＡＮ工事 / ＡＰ工事

電話工事   / スピーカー工事

ＡＶ機器工事（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ/ﾓﾆﾀｰ）

カメラ工事

セキュリティ工事

プランニング

設計       / 施工

照明プランの提案

店舗プランニング

店舗設計

空間設計   / 施工

1000 万円

本社所在地

営業品目

ｺｰﾄﾞ

１. 電気工事業

２.電気通信工事業

３.内装仕上工事業

４.消防施設工事業

６.資材・機器の販売

５.建築工事業及び土木工事業

建築に関する７.
ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ・設計及び請負

８.広告ﾃﾞｻﾞｲﾝの企画・提案及び作成

10. 労働者派遣事業

９. ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成・管理

飲食店の経営

12. 

11. 

前各号に付帯関連する一切の事業

事業目的

アクセス
【電車の場合】
グリーンライン東山田駅 徒歩 10 分
【お車の場合】
第三京浜 都筑インター出口
港北ニュータウン方向 3 分


