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ダイワハウスＤ－ｒｏｏｍ
さいたま市

川口信用金庫 本店
川口市

株式会社スーパーバリュー
関東各所

紀尾井町ＫＫＤビル
東京都 千代田区

「人」を考える会社へ・・・

人と人との繋がりを大事に

常にお客様の立場に立ち

優れた技術と安全を提供していく

そして、安全で安心できるこの社会を

次世代へ受け渡すこと

それが私たちの使命です。

名　　　称 桜田電設 株式会社

設　　　立 1995年1月31日

代　表　者 代表取締役会長　谷口　栄正
代表取締役社長　長江　浩二

建設業許可 埼玉県知事許可　（般－23）　第５２１２５号

社　員　数 17名
一級電気工事施工管理技士　1名 第一種電気工事士　　　　　　　7名
二級電気工事施工管理技士　1名 第二種電気工事士　　　　　　10名

消防設備士　　　　　　　　　　　 2名　　　

事業内容 ・一般電気工事 ・消防設備工事
・自家用電気工作物 ・空調設備工事
・太陽光発電設備

取扱工事 ・ショッピングモール ・学　校 ・店　舗
・新築マンション ・工　場

取 引 先 ・清水建設 株式会社 ・大宮通運 株式会社
・株式会社シミズ･ビルライフケア ・タカラスタンダード株式会社
・鹿島建設株式会社 ・株式会社 スーパーバリュー
・大和ハウス工業株式会社 ・日本貨物鉄道株式会社
・埼玉建興　株式会社 ・株式会社 ジェイ･オー･シー羽生
・株式会社 ユーディケー ・テクノメタル株式会社
・(株)SUBARU　産業機器本部 ・株式会社オカムラ

会社概要

施工紹介

一般電気工事

私たち桜田電設では1995年の創業以来、生活環境の豊かさを

提供していくために、技術向上に努めてまいりました。お客様の

立場に立ち、優れた技術と安全をご提案し、環境への取り組みが

できる人材を育てることが、会社の成長につながっていると思っ

ております。常日頃より、情報に耳を傾け、広い視点で物事をとら

えることが大切です。

「人」を大切に、「人と人との繋がり」を大切に。そして、社員一人

一人がお客様の環境にあったサービスを提供し続けていくことを

お約束いたします。

ごあいさつ

技術を着実に積み上げ、技術者としてお客様にお答えする。そ

の礎となっているのが、社員教育及び技術向上への挑戦です。

常に時代の流れを読み、的確にお客様のニーズにお応えする

ためには、問題解決をする過程で技術、サービス、コストなど、お

客様へのメリットあるご提案をしていくことが大切です。

一人一人がその責任、役割を確実に実践していく。そうした取り

組みを一つ一つ積み重ねることで、「安心・安全・信頼」を確かな

ものにして参りたいと思います。

長江 浩二

谷口 榮正

代表取締役会長

代表取締役社長

人々の生活の中で欠かせない、電気。
私たちの生活環境にとって必要不可欠な電気設備を、

確かな技術力と機動力を発揮し
多機能化するオフィスビルや官公庁施設をはじめ、

多彩な領域で提供しています。

最先端の建築設備や高度な情報通信機能に対応したオフィスビルをはじめ

官公庁施設や教育・文化・研究施設、工場などあらゆる電気設備の

設備の設計・施工を手がけています。

幅広い領域をカバーする高度な施工技術と技術情報の集約によって、

お客様の多様なニーズに即応できる技術提案サービスを行い、

当社の一翼を担う部門として各方面から高い評価を得ています。

消防設備工事は、消防法に基づく定期点検で確認された消火設備の不具合事項の修繕

及び、建物の用途変更等に伴う消火設備の移設・増設・改設を行う改修工事と

新規建物などに消火設備を設置する新設工事や、

各種設備の調査から設計・施工までの業務を行っております。

事務所・施設等の冷暖房設備や換気設備の新規取付、さらには既存機器の

老朽化による交換・改修工事など、幅広い空調設備工事のニーズに応えています。

特に省エネや省スペース、地球環境に配慮した

空調設備工事については高い信頼性を得ています。

太陽光発電とは、太陽光の日射を電気エネルギーに変換し電気を生み出す発電技術です。

太陽電池（太陽光パネル）を用い、直流の電気を発生させ、パワーコンディショナーを経由して

住宅などに電気を供給します。陸屋根設置、野立て設置、折板屋根設置とお客様の

設置環境に合わせた最適な施工で、安心・安全に太陽光モジュールを設置します。

クリーンエネルギーの活用として太陽光発電設備の計画から設置、配線工事、

メンテナンスをトータルで設計・施工の業務を行っております。

消防設備工事

空調設備工事

太陽光発電設備工事



工事部2課

横井 諒太
2017年入社

工事部1課

池田 愛美
2017年入社

工事部1課

手塚 勇斗
2019年入社

私は高校で電気科を専攻しており、
高校で学んだことを生かしたいと考え、電気工事士になりました。
まずは一人前の職人として認めてもらえるよう、
日々努力を重ねております。
そのためには、資格取得などを積極的に行い、
また一社会人としての自覚を持ち、
マナーやルールを守れる人間になれるようになりたいと思います。

電気工事士とは、やりがいや達成感をとても感じることの
できる職業だと思います。
このやりがい、達成感は電気工事士をしなければ
実感できないものなのではないでしょうか。
最初は経験が浅く、上司に頼まれた仕事がうまく出来ず
悔しい思いをしたことが多々ありました。
ですが現場が収まり照明が点いたとき、
そして取引先のお客様に喜んでいただけた時、
この仕事をして本当に良かったと感じられます。
この瞬間があるから大変な仕事も乗り越えられるのです。
電気工事士は大変ですが、それ以上のものを得られる職業だと、
入社し実感しました。

細かい作業がとても好きで
図面を書くことにとても興味のあった私は
将来設計のほうに進みたいと考え、
積算部門を備えている弊社に入社致しました。
まずは3年間、現場作業で経験を積んでおります。
いつかはお客様が喜んでいただけるような設計ができるよう、
沢山のことを学び、一生懸命取り組んでいきたいです。

事業環境の変化に柔軟に対応し、新たな成長を遂げるため、
独自の人事制度を設けています。
全社員のビジョン共有と一人ひとりの高い主体性を重視。
個人の創造力やチームワークを最大限に生かす、
やりがい・いきがいを追求しています。

きり拓く強さ

やり

遂げる
強さ

人を

想う
強さ

1・1・2面接
仕事や自己啓発、将来の計画、私生活面などについて、
年２回、上司と１対1で本音で話し合う制度。
今後の課題や進むべき方向性を確認しあいます。

目標チャレンジ制度
方針や事業計画にそって個人の目標を設定し
面接時に上司と方向合わせをします。
会社と個人の目標の統合と達成を目指す制度です。

その他講習会
社員のスキル向上とキャリアアップ支援の一環として
・職長・安全衛生責任者教育講習
・高所作業車運転技能講習
・玉掛技能講習
などの講習会費用を負担しております。

キャリア開発制度
仕事や能力開発についての希望を申告する制度。
教育訓練・資格取得などを計画。個性を生かした
人材育成をすすめます。

資格取得支援
会社が規定する重点資格及び奨励資格の取得にかかる
費用を支給している他、合格記念品の支給などもしています。

取得にかかる費用支給
・受験料
・講習会費用

合格記念品が支給される資格
・１級電気工事施工管理技士
・第１種電気工事士
・消防設備士

現場実習

現場係員

能力・技術の習得

現場主任 工事部門

積算実習

ＰＣ入力・積算
積算部門

現場係員

ＣＡＤ実習

現場副代理人

ＣＡＤ設計
幹部候補

採用実績（学校）
城西大学、亜細亜大学、芝浦工業大学
日本工学院専門学校、埼玉県立中央高等技術専門学校
浦和工業高等学校、川越工業高等学校、川口工業高等学校、鴻巣高等学校

埼玉版
ウーマノミクスプロジェクト働く女性応援団

登録

埼玉県 多様な働き方実践企業
ゴールド認定企業

埼玉県では、仕事と子育て等の両立を支援するため、短時間勤務やフレックスタイムなど
多様な働き方を実施することで、女性が生き生きと働き続けられる環境づくりを行っております。

人材育成プログラム

人材開発トータルシステム

多様な働き方

社員紹介
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