【会社概要】
■会社名
新エネルギー流通システム株式会社
（New Energy Distribution System Inc.）
［本社所在地］
〒816-0931 福岡県大野城市筒井4丁目6-14
■事業所
●九州支社
［福岡支店］
〒816-0931 福岡県大野城市筒井4丁目6-14
●西日本支社
［京都支店］
〒612-8429 京都府京都市伏見区竹田西段川原町117
［岡山支店］
〒701-0131 岡山県岡山市北区花尻みどり町4-102
［静岡支店］
〒430-0825 静岡県浜松市南区下江町325-3

Summary & Development

●関東支社
［埼玉支店］
〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀9-13-35
［群馬支店］
〒372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町3524-155
［金沢支店］
〒920-0364 石川県金沢市松島2-126
●東北支社
［仙台支店］
〒984-0030 宮城県仙台市若林区荒井東２丁目3-7
［盛岡支店］
〒020-0811 岩手県盛岡市川目町20-19
2020年移転予定（新住所）
岩手県盛岡市北飯岡二丁目17番2

［青森支店］
〒031-0071 青森県八戸市沼館1-20-6
［秋田支店］
〒010-0942 秋田県秋田市川尻大川町10-24-101
［福島支店］
〒963-0207 福島県郡山市鳴神1-144
■事業内容
オール電化／太陽光発電システム／蓄電池
一般電気工事／管工事
各種リフォーム／空調全般
上記販売・施工・メンテナンス
EV充電スタンドの施工／風力発電システムの施工
カーポート型太陽光発電システムの施工
■役員
代表取締役 村田 佳輝
［資 本 金］
1,000万円
95名
［従業員数］

［実績］
自社販売件数
自社施工件数
メンテナンス実績件数

9,492 件
23,983 件
4,629 件
※２０１9 年１1 月現在

■建設許可
国土交通大臣許可（般２３）第２４３４４号
電気工事業
（般２７）第２４３４４号
建築工事業、管工事業

【会社沿革】
２００８年０３月 住環境ファシリティーズ
（株） 設立
２００８年０３月 仙台市に東北支社開設
２００８年０６月 和光市に関東支社開設
２００９年０１月 盛岡市に盛岡支店開設
２０１０年０１月 郡山市に福島支店開設
２０１０年０６月 関東支社、さいたま市へ移転
２０１２年０４月 「新エネルギー流通システム株式会社」に社名変更
２０１３年０４月 秋田市に秋田支店開設
２０１３年０５月 SSS 営業部開設
２０１３年１１月 太陽光メンテナンス事業部開設
２０１３年１２月 八戸市に青森支店開設
２０１４年０４月 藤岡市に群馬支店開設
２０１５年０６月 岡山市に岡山支店開設
２０１６年０５月 浜松市に静岡支店開設
２０１７年０２月 京都市に関西支社開設
２０１７年０８月 伊勢崎市に群馬支店移転
２０１８年０３月 金沢市に金沢支店開設
２０１９年１１月 大野城市に本社社屋新設
新潟支店開設予定
２０２０年

■資格

パナソニック太陽光発電システム施工認定店
シャープ太陽光発電システム施工認定店
東芝太陽光発電システム施工認定店
京セラ太陽光発電システム施工認定店
LIXIL太陽光発電システム施工認定店
ソーラーフロンティア太陽光発電システム施工認定店
長州産業太陽光発電システム施工認定店
カナディアンソーラー太陽光発電システム施工認定店
三菱電機太陽光発電施工認定店
ハンファQセルズジャパン太陽光発電施工認定店
エクソル太陽光発電施工認定店
京セラ蓄電池施工ＩＤ／スマートスター蓄電池施工ＩＤ
オムロン蓄電池施工ＩＤ／シャープ蓄電池施工ＩＤ
ニチコン蓄電池施工ＩＤ
村田製作所／田淵電機

■主要取引先

三菱電機住環境システムズ株式会社
パナソニックESソーラーエナジー販売株式会社
カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社
ソーラーフロンティア株式会社
長州産業株式会社
長府工産株式会社
ユアサ商事株式会社
株式会社エクソル
株式会社オリエントコーポレーション
株式会社ジャックス
株式会社アプラス
イオンプロダクトファイナンス株式会社
株式会社セディナ
ハンファQセルズジャパン株式会社
株式会社novis
日本エコライフ株式会社

■請負会社

三菱電機住環境システムズ株式会社
パナソニックリビング各社
パナソニックホームズ株式会社
株式会社ケーズホールディングス
株式会社ワンストップサポート
ユアサクオビス株式会社
住環境グリーンライフエコロジー株式会社
アリアード株式会社
ソーラーフロンティア株式会社
ハンファQセルズジャパン株式会社
株式会社屋根技術研究所
住商メタレックス株式会社
双日建材株式会社
ゴウダ株式会社
東京ガス株式会社
クレバリーホーム
アイフルホーム
株式会社桧家ホールディングス
株式会社ジューテック
株式会社動力
北恵株式会社
かんでんEハウス株式会社
TEPCOホームテック株式会社

［順不同］

最高のサービスと最高のサポートを

ごあいさつ

【 技 術 】

急速な IT 化・機械化が進んでいる近年ですが、オール電化・太
陽光発電・リフォームなどの「施工」や、職人や従業員などの「人

日本のエネルギー事情が大きく変わりつつある現在において、

Engineering

財育成」はどんなに IT 化が進んでも人の手でおこなうものです。
人の手でおこなうため、一人一人の技術や意識の違いで結果は

省エネルギー化や環境問題の観点から注目を浴びる太陽光発電システムや蓄電池は

全て異なります。
古来より日本人には「おもてなし」という文化が有ります。

今後も更なる成長を期待されている分野でございます。

現在、多くの販売店や施工店が多く抱える問題に技術だけでは

私どもは、
これまでの様々な条件下で培った施工技術と顧客対応力を軸とした

なく、
「設置すればいい」
「完工すればいい」という「おもてなし」
の心や指導が欠けているためのクレームを聞きます。

社員教育の徹底、
安全対策の強化などに真剣に取り組み、
試行錯誤を重ね

新エネルギー流通システムは、施主様や取引先様を含めた

私どもにしかデキナイ包括的な技術サービスの提供を目指してきました。

お客様満足度を…

その品質と経験、
数々の実績をもとに、
より多くの方々へ我々のノウハウを

●精神満足＝対応・気配り・会話・礼儀礼節
なる「施工」「育成」「販売」など、各々の状況・ニーズに合わ
せてお手伝いさせて頂きたいと願います。

目指しております。
技術サービスを中心としながらも、企業様ごとの課題に合わせたプログラムで

新エネルギー流通システム株式会社

Our Service

Our Vison

人財の育成・販売支援など、
幅広い成長戦略のご提案を行って参ります。

Training

【 サービス 】

【 人材育成 】

の２つを柱とし、お客様＝従業員＝会社、全てが Win-Win と

お伝えしサポートしていく事によって、今後の日本経済を活性化させていくことを

ご対応させて頂きますので、
スムーズ且つ迅速な事業拡大
（急成長）
へのお手伝いや

Service

●商品満足＝施工技術・マニュアル・スピード。

技術

環境エネルギー商材の普及を「施工を商品」として社会を支える企業を目指
しております。満足度の高い施工品質、メンテナンス、緊急対応に取り組ん

でおります。太陽光発電・蓄電池・オール電化・風力発電・ZEH・HEMS 等、
全ての施工、メンテナンス、緊急対応を全国一律対応いたします。

Engineering

一つ一つの現場を丁寧に、長く安全・安心に使えるサービスをご提供いたし

サービス

自社での施工により､工事技術・工事品質だけではなく､お客様対応力によっ

ます。

て、お客様の満足度を上げ、他社との差別化やクレームの撲滅､優良なサー
ビスを提供して参りました｡

今後､大幅な拡大が見込まれます､太陽光メンテナンス事業部体制も整ってお
り､販売店様､お客様のニーズに合わせたサービスを実現していきます｡

S er v ice

上記にもあります、商品満足と精神満足の 2 つを柱として､今までにない、
より心強いサービス体制をご提供します｡

【企業理念】

新エネルギ ー 流 通 シ ス テ ム を 拡 げ
『いい 仕 事 』 を ひ ろ げ る
『販売・施工・メンテナンス』の事業サービスを複合的に組み合わせた
独自の流通システムやサービスの開発・提供に取り組み、
いつでも、どこでも誰もが公平に「安全・安心」で
「快適・便利」に暮らせる社会の実現をめざします。

人材育成

他社には無い管理方法や人材育成方法、各種マニュアル作成により、組織力
の強化や、早期人材育成に取り組んで参りました｡又､職人としての技術のみ

ならず､お客様対応や､社会人としての「心」も含めた､早期育成システムを

確立し､強みにする事により､お客様〜経営者〜従業員の高い満足度 + 利益
獲得の効率化を高める事に成功してきました｡今までの実績を踏まえ､シーム

Training

レスな対応が可能な更なる強い体制を構築していきましょう｡

【ビジョン】

●

2020年開設予定

関東支社［金沢支店］
●

西日本支社［岡山支店］
西日本支社
［広島支店］

●

●

東北支社［福島支店］

●

関東支社
［群馬支店］

●
●

●

●

九州支社
［福岡支店］

●

東北支社［盛岡支店］
東北支社［仙台支店］

●

西日本支社［京都支店］

Ga t he r pe opl e

私達はホームエネルギー産業のコア企業を目指しています。

東北支社［青森支店］

●

関東支社
［新潟支店］

人が集 う 会 社 を 創 る
企業理念を実現させる為に最も必要な事は、
人（同じ方向に向かう人）が集う、理想企業の創造である。
その為に、経営者意識を養い、発揮する人材を増やし、
社会から必要とされるコア企業をめざします。

●

東北支社
［秋田支店］

関東支社［埼玉支店］

●

関西支社［静岡支店］

