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  株式会社バンダイ通信 

会社紹介 

バンダイ通信は、「全社員は、豊かさと幸福を追求し、エレクトロ通信技術の研鑚

に挑戦すると共に、人類社会の進歩発展に貢献すること。」を経営理念としています。 

この理念の下、電気通信工事や電気工事分野で、進化し続ける多様な要素技術に敏

速に対応しながら、時代が求める社会インフラ設備を提供します。 

業務範囲は、コンサルテーション（調査、設計）から工事、調整、保守管理の全局

面を網羅します。 

 

 

会社概要 

商   号／株式会社バンダイ通信 

設立年月日／昭和４９年６月２０日 

資 本 金／４，０００万円 

代表取締役／生田目 光 

取 引銀 行／大東銀行富田支店 常陽銀行郡山支店 

主要取引先／東北電力株式会社 東北発電工業株式会社 開発電子技術株式会社 

      富士通株式会社 日本無線株式会社 株式会社有電社 

      沖電気工業株式会社 三菱電機株式会社 

      国・地方公共団体  ※順不同、敬称略 

許可・登録／電気通信工事業  国土交通大臣（特-２）第１６７２５号 

      電 気 工 事 業     〃 

土 木 工 事 業  国土交通大臣（般-２）第１６７２５号 

      消防施設工事業     〃 

登録電気工事業者届出（一般・自家用電気工作物） 

無線局登録検査等事業者 東二・第０１１５号 東北総合通信局 

ＩＳＯ９００１ 登録番号：Ｑ１６７５ （本社・仙台支店） 

 

沿  革 

昭和 49 年 6 月  設立 （有）磐梯電気通信工業  

昭和 52 年 9 月  組織変更 磐梯電気通信工業（株）   

平成 4 年 6 月  社名変更 （株）バンダイ通信  

平成 5 年 11月  仙台営業所開設  

平成 14年 11月  いわき出張所開設  

平成 15 年 8 月  ＩＳＯ９００１品質マネジメントシステム認証取得 

平成 20 年 8 月  大宮営業所開設  

平成 27 年 4 月  仙台営業所を仙台支店へ名称変更 
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技術・技能 

以下のような要素技術・技能を有し、これらを組み合わせて、さまざまな応用分野

（業務実績を参照）で、調査、設計、工事、調整、保守管理に対応しています。 

◆ 無線設備 

 多重無線設備、固定無線設備、車載器 

 無線局申請 

◆ 衛星通信設備（IPStar） 

◆ 有線設備（TV 共聴設備） 

◆ LAN（ネットサーバ、モニタ、有線 LAN、無線 LAN） 

◆ 光伝送設備 

◆ テレメータ設備 

◆ 観測設備（水位計、雨量計、震度計、気象計） 

◆ 電源設備 

 通信機用発電機、直流電源装置、UPS、蓄電池、ソーラ 

 避雷設備（SPD 避雷器） 

 制御盤 

◆ 監視システム（CCTV カメラ、通報システム） 

◆ 携帯電話基地局 

◆ 鉄塔、局舎、鋼管柱 

 

取扱商品 

日本無線株式会社 販売代理店 

ＩＰＳＴＡＲ衛星ブロードバンド 販売代理店 

株式会社昭電 製品販売店 

 

太陽光発電事業 

「大槻町春日局」 

自社施工にて土木工事、配管配線、架台組立て、パネル 720枚設置。 

規模 150kw。一般家庭、約 100世帯分の発電量になります。 

  見学希望随時受付いたします。社会科見学等にぜひご活用下さい。 
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業務実績 

◆河川 

樋門樋管水位観測設備設置工事 

河川管理施設遠隔化工事 

津波観測施設設置工事 

光伝送設備設置工事 

水管理情報表示設備工事 

◆ダム 

避雷設備工事 

放流警報設備工事 

防災情報ネットワーク・水位計設置工事 

光伝送設備設置工事 

空中線柱設置工事 

◆道路 

道路情報表示板 

雨雪量計等観測・監視設備工事 

遠方監視制御設備 

無線通信設備設置工事 

◆空港 

地震計設置工事 

◆消防 

救急無線デジタル化基本及び実施設計 

救急無線デジタル化設置工事 

無線電話装置更新 

◆電話 

携帯電話基地局工事 

電話交換機設備 

◆公立学校 

防災無線設備工事 

ガス漏れ警報電気設備工事 

LAN 設備設置工事 

電波障害通信工事 

◆自治体 

防災行政無線設置工事 

地上デジタル放送対応受信設備改修工事 

住宅火災報知機設置工事 

電波障害用共聴設備改修工事 

 

 

※抜粋（業務実績は下請工事を含みます。） 
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資 格 者 

監理技術者(電気)          ・・・ 5名 

監理技術者(通信)          ・・・ 16名 

１級電気通信工事施工管理技士    ・・・ 7名 

２級電気通信工事施工管理技士    ・・・ 1名 

１級電気工事施工管理技士      ・・・ 5名 

２級電気工事施工管理技士      ・・・ 4名 

２級土木施工管理技士        ・・・ 3名 

第一種電気工事士          ・・・ 10名 

第二種電気工事士          ・・・ 16名 

認定電気工事従事者         ・・・ 10名 

第３種電気主任技術者        ・・・ 2名 

工事担任者 AI・DD総合種       ・・・  4名 

工事担任者 DD 第一種         ・・・  1名 

工事担任者 AI 第一種         ・・・  1名 

工事担任者ｱﾅﾛｸﾞ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ総合種    ・・・ 2名 

工事担任者アナログ第一種      ・・・ 2名 

工事担任者アナログ第二種      ・・・ 2名 

工事担任者アナログ第三種      ・・・ 1名 

電気通信主任技術者(伝送交換)    ・・・  2名 

第一級陸上無線技術士        ・・・ 2名 

第一級陸上特殊無線技士       ・・・ 11名 

第１級 CATV技術者          ・・・  1名 

第２級 CATV技術者          ・・・  1名 

第１種消防設備点検資格者      ・・・ 2名 

第２種消防設備点検資格者      ・・・ 2名 

消防設備士 甲種３類        ・・・ 1名 

消防設備士 甲種４類        ・・・ 3名 

消防設備士 乙種４類        ・・・ 5名 

消防設備士 乙種６類        ・・・ 2名 

危険物取扱者 乙種４類       ・・・ 4名 

あと施工ｱﾝｶｰ技術管理士           ・・・ 2名 

第１種あと施工ｱﾝｶｰ施工士      ・・・ 4名 

第２種あと施工ｱﾝｶｰ施工士      ・・・ 5名 

測量士補              ・・・ 1名 

防災士               ・・・ 1名 

蓄電池設備整備資格者        ・・・ 1名 

※R3.5現在 
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営業拠点 

■本 社 

 ＴＥＬ ０２４－９２３－４６６１ ／ ＦＡＸ ０２４－９２３－４６６０ 

〒963-8047 福島県郡山市富田東 2丁目 82番地 

■仙 台 支 店 

 ＴＥＬ ０２２－２１１－６５５５ ／ ＦＡＸ ０２２－２１１－８９８５ 

 〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通 1丁目 3番 33号 早坂ﾋﾞﾙ 201号室 

■大 宮営 業 所 

 ＴＥＬ ０４８－６６８－０９１２ ／ ＦＡＸ ０４８－６６８－０９１３ 

 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町 3丁目 135番地 3 細野ﾋﾞﾙ 201号室 

■いわき出張所 

 ＴＥＬ ０２４６－２９－１２１７ ／ ＦＡＸ ０２４６－４６－１８６６ 

 〒971-8132 福島県いわき市鹿島町下矢田字十王前 1番地の 1 

 

 

http://www.btk.co.jp/ 

mail:info@btk.co.jp 

 

http://www.btk.co.jp/

