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ヨコタ電設は多くの人たちの協力により長年、電気設備工事に取り組んできました。

 移り変わる時代に合った新しい付加価値を生み出すために知恵を出し一人ひとりが

何かを成し遂げようとする思いを大切にビル、工場、商業施設、公共施設など

お客様に安心・安全・快適な高品質で付加価値の高い 電気設備を構築していきます。



会社概要①

社名 有限会社 ヨコタ電設

代表取締役 江殿　栄治

電気工事業・消防施設工事業

兵庫県知事許可（般―2）第108982号

会社設立 1987年3月　有限会社 ヨコタ電設

〒651-0083　兵庫県 神戸市中央区浜辺通4丁目1番23号

電話：078-221-7607    FAX：078-221-7668

電気設備工事　設計・管理・施工

リニューアル省エネ工事　提案・設計・管理・施工

受変電設備更新・照明LED化・太陽光設備工事

社員数　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（専属技術

担当者含む）
11名 （役員1名、技術担当者3名、事務担当1名、専属技術担当者6名）

監理技術者

1級、2級　電気工事施工管理技士

第一種電気工事士

第二種電気工事士

認定電気工事従事者

消防設備士

施工協力業者 8社　計30名

きんでん技術安全協力会

関西電気工事工業協同組合（関電協）

神戸東労働基準協会

神戸商工会議所
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主要取引銀行

建設業の許可

所在地

事業内容

技術者

加入団体

三井住友銀行 神戸営業部
兵庫県信用組合 三宮支店



会社概要②

求人情報（昇給） 年1回（業績による）

求人情報（賞与） 年2回（業績による）

※当社規定による（技術手当・緊急作業手当他）

工事現場通勤場所により考慮します

休日・・土曜日、日曜日、祝日、その他（週休二日制毎週）

年末年始・夏期休暇あり

6ヵ月経過後の年次有給休暇日数：10日

緊急作業時は土曜日・日曜日作業あり（振替休日取得する）

求人情報（勤務地） 基本阪神間（尼崎～神戸～明石）

求人情報（福利厚生） 社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済
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求人情報（募集職種）

求人情報（内容・応募資格）

求人情報（給与）

求人情報（諸手当）

求人情報（休日休暇）

書類送付先

工事施工管理者・電気工事職 (若干名)

電気設備工事に関する管理業務（施工図作成・打合せ・見積等、現場管理）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電
気設備工事に関する現場技術職（配管・配線・結線等、電工職）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資格者優遇（１,2級

電気工事施工管理技士・1，2種電気工事士他）
普通運転免許(AT限定可)　

※提出書類（履歴書・勤務経歴書）

経験を考慮の上、能力、技術等により決定する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（給料参考：180,000円～500,000円）

〒651-0083　兵庫県 神戸市中央区浜辺通4丁目1番23号
電話：078-221-7607    FAX：078-221-7668



工事実績表

工　事　名　称 竣工

（仮称）ロジフロント尼崎Ⅱ新築工事のうち電気設備工事 ※施工中

（仮称）ＴＯＡ宝塚事業場再開発計画電気設備工事 令和2年

三菱重工業（株）　神戸造船所　Ｈ－３変台ロケットタンクドームＩ回路変台増強工事 令和2年

（仮称）三栄源エフ・エフ・アイ（株）神戸ロジ新築工事の内電気設備工事 令和2年

武庫川女子大景観建築学科新校舎（西棟）新築工事の内電気設備工事 令和2年

平成３０年度次世代超高速電子計算機システム向け設備増強工事（電気） 令和2年

ＳＤＬ六甲物流センター　３・４階室温品保管設備工事の内電気設備工事 令和元年

三菱倉庫神戸支店西神配送センター２期建設工事の内電気設備工事 令和元年

ダイエー板宿店活性化計画電気設備工事 令和元年

ＴＯＡ（株）　ナレッジスクエア　ネットワーク工事 令和元年

神戸学院大学ポートアイランド第２キャンパス改修工事 令和元年

芦屋浜センタービル　高圧受電設備更新工事 令和元年

ダイエー神戸学園店活性化に伴う電気工事 令和元年

プライミクス株式会社拡張工場プロジェクト電気設備工事 平成31年

コストコホールセール尼崎倉庫店　空調設備電源工事 平成31年

（仮称）伊予銀行阪神社宅第二にしき寮建替工事のうち電気設備工事 平成31年

エコール・リラ平成３０年度リニューアル工事（本館・南館・北神図書館） 平成31年

プロロジス神戸２　保冷庫拡張工事 平成31年

シスメックス新診断薬拠点工事の内、電気設備工事 平成31年

六甲バター神戸新工場建設工事の内、電気設備工事 平成31年

（仮称）東洋水産㈱　新神戸冷蔵庫新築工事の内電気設備工事 平成31年

三菱重工業（株）　神戸造船所　電装第三工場～第四岸壁・第一ドック・浜出しヤード配線工事 平成30年

ダイヘン六甲事業所別棟新築工事の内電気設備工事 平成30年

（仮称）スーパーマルハチ鹿の子台店新築工事の内電気設備工事 平成30年

大谷鉄工所淡路工場新築工事の内電気設備工事　２次側接続工事 平成30年

（仮称）甲子園商業施設リニューアル計画の内電気設備工事 平成30年

三菱倉庫神戸支店西神配送センター建設の内電気設備工事 平成30年

三菱重工業（株）　神戸造船所　神電装第三工場新設に伴うケーブル新設工事 平成30年

流通科学大学（仮称）国際交流施設新築に伴う電気設備工事 平成30年

大谷鉄工所淡路工場新築工事の内電気設備工事 平成30年

芦屋ベイコート倶楽部新築に伴う電気設備工事 平成30年

甲南女子大学新１０号館（仮称）整備工事の内電気設備工事 平成29年

神戸大学（楠）基幹・環境整備（受変電設備更新等）工事 平成29年

甲南大学ＩＮＦＩＮＩＴＹＣＯＭＯＮＳ建設工事の内電気設備工事 平成29年

井門神戸ビル　自火報・非常放送設備更新工事 平成29年

淡路島野島大川メガソーラー新設８ＭＷ 平成29年

イオンモール三宮店改修に伴う電気設備工事 平成29年

スーパーマルハチ野中北店　Ｃ工事に伴う電気設備工事 平成29年

イオンモール三宮店改修に伴う電気設備工事 平成29年

ＭＲＪシングルコンタースキン一貫生産ラインＳＺ新設建屋電気工事 平成28年

明石駅前南地区第一種市街地再開発事業施設新築電気設備工事 平成28年

プロロジスパーク神戸２　プロジェクト 平成28年

マルハチ舞子店改装電気設備工事 平成28年

（学）関西学院　高等部棟照明更新工事２０１６ 平成28年

東洋水産関西工場新築工事の内電気設備工事 平成28年

マルハチ園田店改装電気設備工事 平成27年

（株）ポオトデリカトオカツ新東灘工場新築電気設備工事 平成27年

マルハチ箕谷店新築に伴う電気設備工事 平成27年

ダイエー三宮駅店　活性化工事のうち電気設備工事 平成27年

（仮称）プライミクス㈱淡路新工場建設プロジェクト工場棟電気設備工事 平成27年

マルハチ鴫野店新築に伴う改造電気設備工事 平成27年

（仮称）円応教新本殿その他建替工事 平成27年

（楠）医学部附属病院低侵襲総合診療棟新営その他電気設備工事 平成27年

工事名称
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工事実績表

工　事　名　称 竣工

神戸学院大学ＰＩキャンパスＤ号館・体育館新築に伴う電気設備工事
平成27年

マルハチ新本部改修電気設備工事
平成27年

（仮称）カムス神戸工場新築電気設備工事
平成27年

（学）関西学院神戸三田キャンパス理工学部学科増設計画に伴う電気設備工事
平成27年

㈱淡路貴船太陽光発電所　太陽光発電所新設工事の内電気工事
平成26年

株式会社トーモク　神戸工場新築工事
平成26年

尼崎沖フェニックス太陽光発電設備構築工事
平成26年

学校法人関西学院　１２５周年記念講堂新築に伴う電気設備工事
平成26年

ダイエー六甲道店活性化に伴う電気設備工事
平成26年

モザイクリニューアルの内電気設備工事
平成26年

神戸市立医療センター西市民病院電気設備改修工事
平成26年

日油（株）　化粧品原料設備増強工事（ＡＪ棟・ＨＢ棟増築）電気設備工事
平成26年

聖隷淡路病院新築工事の内電気設備工事
平成26年

スーパーマルハチウッディタウン店新築工事電気設備工事
平成25年

ホンダオートオークション関西会場　第２立体駐車場新築工事
平成25年

関西学院高等部　防災改修に伴う電気設備工事
平成25年

カツヤマキカイ神戸プロジェクト新築工事
平成25年

山陽マルナカ西宮店ＬＥＤ照明器具導入工事
平成25年

本山リハビリテーション病院新築電気設備工事
平成25年

神戸徳洲会病院　増床に伴う電気設備工事
平成25年

明石医療センター増改築工事の内電気設備工事
平成25年

モザイクガーデン商業施設電気設備工事
平成25年

神戸掖済会病院改修工事の内電気設備工事
平成25年

（仮称）神戸低侵襲がん医療センター新築電気設備工事
平成25年

吉備国際大学　南あわじ志知キャンパス増改築電気設備工事　
平成25年

若宮病院西神南移転計画の内電気設備工事
平成25年

伊藤園関西茶業本社工場移転新築電気設備工事
平成24年

市立芦屋病院改築工事（電気設備工事）
平成24年

川崎重工業（株）神戸工場　機械ビジネスセンター新製造事務所建設電気工事
平成24年

（仮称）三井倉庫神戸西倉庫新築電気設備工事
平成24年

日本製粉甲南工場Ｃミル建設電気設備工事
平成24年

（仮称）上組ポートアイランド総合物流センター・一般棟建設に伴う電気工事
平成24年

（仮称）京都銀行尼崎北支店及び寮新築電気設備工事
平成24年

フォレスト垂水レジデンス新築工事の内電気設備工事
平成24年

神戸海岸特養ケアセンター新築電気設備工事
平成24年

（仮称）ＱＴＥＣ神戸試験センター改修工事の内電気設備工事
平成24年

（仮称）神戸Ｔチャペル新築工事の内電気設備工事
平成24年

コニカミノルタ伊丹サイト　厨房他改修電気設備工事
平成23年

武庫川学院臨床心理センター新築工事の内電気設備工事
平成23年

スカイマーク（株）神戸空港格納庫新築工事の内電気設備工事
平成23年

（仮称）株式会社西宮高速運輸事務所棟新築工事の内電気工事
平成23年

川崎重工業（株）神戸工場新総合事務所建設工事の内電気設備工事
平成23年

マルハチ鷹取店改修工事
平成23年

神戸新交通㈱（仮称）新中央市民病院前業務ビル新築工事
平成23年

吉野石膏神戸研修センター電気設備工事
平成22年

スーパーマルハチ藤原台店新築電気設備工事
平成22年

イマジニアリング㈱研究棟建設工事の内電気設備工事
平成22年

（仮称）イオン伊丹西ＳＣ新築電気設備工事
平成22年

スーパーマルハチ名谷駅前店　電気設備改修工事
平成22年

神戸ポートピアホテル　ＫＤＤＩ中継所新周波数工事
平成22年

兵機海運新倉庫・本社建設工事
平成22年

平成２０年度神戸港ＰＩ（第２期）地区岸壁舗装等工事の内電気設備工事
平成22年

（仮称）聖和山川記念館新築電気設備工事
平成21年
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工事名称



用　　途 種　　類 番　　号 備　　考

法人番号 法人 6-1400-0201-6405

電気工事業 兵庫県知事 (般-2)　第108982号 ※2021年2月20日更新

消防施設工事業 兵庫県知事 (般-2)　第108982号 ※2021年2月20日更新

電気工事業登録 一般・自家用 兵庫県知事  第620013号　

健康保険　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　（事業所整理記号・事業所

番号）
協会けんぽ　03ヨイト　61710

厚生年金　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　（事業所整理記号・事業所

番号）
協会けんぽ　03ヨイト　61710

雇用保険　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（労働保険番号）

28301934402－119

労災保険　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（労働保険番号）

28101934406－066

各 種 届 出 関 連 会 社 番 号

建設業許可

保険区分

©2020　ヨコタ電設






