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先駆者としての新たな挑戦
人の生命、社会の安全を守るためになくてはならない
HASEGAWAの地絡継電器、検電器、検相器、計測器。
ますます複雑化するエレクトロニクス時代にあって、
その重要性は加速度的に増しています。
特高圧用から低圧用まで、交流から直流まで、各電力会社をはじめ、
鉄道会社、製造会社のFA工場から各家庭にいたるまで、
当社の製品は、電気環境の安全づくりに大きな役割を果たしています。

高い技術力と誠心誠意の対応で｢電気の安全｣に貢献。
センシング技術を駆使し、さらなる飛躍を目指します。

代表取締役社長

Yojiro  Yoshida

　当社は、大正14年の創業以来、地絡継電器、

検電器、検相器など電気環境の安全づくりに

重要な製品の開発・生産に邁進してまいりました。

おかげさまで、検電器の分野におきましてはトップ

メーカーとしての地位を築くことができ、また、継電器

でも交流から直流まで独自の研究と技術により、

オンリーワン製品を開発し、高い評価を頂いて

います。これらはひとえに“現場主義”を徹底させ

た結果であり、「真実は現場にあり」を合言葉に

全社一丸となってお客様のご要望に誠心誠意

お応えする、そのような姿勢を持つことこそが、

「電気の安全」についてのトータル・コンサルティ

ング・カンパニーとして成長できた理由だと考えて

います。

　また、近年は日本だけでなく海外市場でも注目を

集めており、特に東南アジアでは「HASEGAWA」

ブランドは安全と信頼の証として認めて頂いて

います。当社のお客様である電気、ガス、水道、

鉄道、通信など、暮らしを支える多くのインフラ関連

企業様に貢献できることを誇りとし、これからは

さらにセンシング技術を駆使し大きく躍進していき

たいと考えています。私どもHASEGAWAは、

「電気事故のない社会」を作り上げることこそが、

当社の社会的な使命であると考え、たゆまぬ

努力を続けてまいる所存です。これからもご支援、

ご指導を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
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ひとつひとつが電気環境の安全づくりに活躍。
変電所や発電所で
電気環境の安全をしっかりガード。

各家庭から工場、ビル街まで安心ライフを
守ります。

継電器も、モノレールの安全運行を
支えるひとつです。

各種工場で活躍するHASEGAWAの製品。

検電器・検相器は、電気機器の点検などの
必需品です。

電気工事の作業者に欠かせない検電器。 電気環境の安全を守るHASEGAWAの検相器。

光ファイバーケーブルの布設工事にも
貢献しています。

電気機器の工事・修理・点検業務では、小さなミスが大きな災害につな
がることがあります。HASEGAWAは創業以来90年以上にわたり、
電気の現場における「電気の安全性の確立」を目指し、数多くの製品
開発とお客様サポートを行うことで、人命や財産を災害から守ってきました。
また、製品の開発以上に品質管理にも全力投入。厳しいチェックの目を
加えることで、品質の向上を図っています。
人命に関わる重要な製品づくりに携わっている責任感と使命感が、多くの
お客様から賛同を頂き、HASEGAWAが活躍するフィールドは、今や多岐に
わたっています。
高度なエレクトロニクス時代、ICT時代を迎え、これからも電気の安全と、
電気によって支えられる豊かな暮らしのために、HASEGAWAは活躍の
場を、ますます広げていきます。

電気環境を支える長谷川電機工業











電力・産業用機器や太陽光発電関連機器の保護、保守に欠かせない
継電器、検電器などを軸にグループ会社と共に電力供給の安定・安全に
貢献します。

グループ会社と共に電力の
安定供給のお手伝いをしています。

株式会社セラオン
セラミックスデバイス製品の製造・販売

NIPエンジニアリング株式会社
避雷設備（避雷針）の製造・販売・設計・施工，雷害対策のコンサルティング、太陽光
発電システムのメンテナンス等、雷対策をトータルにご提供。

音羽電機工業株式会社
耐雷素子、国内初の直撃雷用SPD、電源用SPD、耐雷トランスなど雷のトータル
ソリューションをご提供。

地質環境テック株式会社
「地質調査及び水質調査」「接地設計・接地抵抗低減工事及びコンサルティング」
「外部・内部雷保護対策の計画・設計及びコンサルティング」

株式会社メネオン
電気設備の保守管理、電気工事

韓国音羽電機株式会社
各種避雷器製品の販売、その他電気機器。デバイスの販売。

OTOWA
GROUP

音羽電機工業
株式会社

長谷川電機工業
株式会社

NIP
エンジニアリング
株式会社
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大正14年7月
昭和46年9月20日
4,160万円（授権資本6,400万円）
代表取締役会長　吉田 修
代表取締役社長　吉田 洋二郎

〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江5丁目8番17号
TEL.06-6429-6144　FAX.06-6429-0016
JR☎（071）3710　FAX.（071）3710
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目9番４号
日幸小津ビル4階
TEL.03-3662-2715　FAX.03-3662-2716
〒464-0074 名古屋市千種区仲田2丁目15番8号 
NTビル11階
TEL.052-386-8318　FAX.052-386-8317
〒980-0014 仙台市青葉区本町2-5-1 オーク仙台ビル7階

TEL.022-265-9378　FAX.022-713-6392
〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江５丁目６番２０号

各電力会社・電力会社関連企業・各電気保安協会・各電気工事会社・JR
各社および私鉄・NTT・電材商社・その他

1981年
1983年
1986年
1988年
1989年
1990年
1993年
1993年
1994年
1995年
1996年
1996年
1999年
1999年
2000年
2001年
2003年
2005年
2007年
2007年
2010年
2013年
2013年
2014年

「HSシリーズ」 電設工業展で受賞

「HPシリーズ」 電設工業展で受賞

「検電器HT-600型」 グッドデザイン賞・Ｇマークに選定

「検電器HSS-6型」 電設工業展で受賞　

「検電器HT-610型」 グッドデザイン賞・Gマークに選定

「検相器HPI-A6型」 電設工業展で受賞

「活線接近警報器HX-6型」 電設工業展で受賞

「検電器HSTシリーズ」 グッドデザイン賞・Gマークに選定

「瞬間地絡方向継電器VG-UI2T型」 電設工業展で受賞

「ワイヤレス検電、検相器の研究開発」 澁澤賞受賞

「ωＣ測定式地絡継電装置の開発」 オーム技術賞受賞

「検電器HT-610α型」 グッドデザイン賞・中小企業庁長官特別賞受賞

「リードレス検相器の開発」 澁澤賞受賞

「継電器RRG-1B型」 電設工業展で受賞

「リードレス検相器」電設工業展で受賞

「伸縮型検電器の開発」 澁澤賞受賞

「高低圧用検電器HSE-7T型」電設工業展で受賞

「ωC測定式地絡保護継電器RRG-3型」 澁澤賞受賞

中小企業庁「元気なモノ作り中小企業300社」選定

「検電器HT-610α型」 グッドデザイン・ロングライフデザイン賞受賞

阪神南リーディングテクノロジー企業に認定

「非接触交流電圧検出器の開発」 鉄道電気技術賞受賞

「非接触交流電圧検出器HXR型」 電設工業展で受賞

「優良申告法人表敬状」 尼崎税務署より授与

会社概要 会社のあゆみ

創 業
設 立
資 本 金
代 表 者

本 社

東 京 支 店

名古屋営業所

仙台営業所

総合試験室

【所在地】

低圧用検電器・高圧用検電器・特別高圧用検電器
直流検電器・その他検電に関する補助機器
低圧用検相器・高圧用検相器・特別高圧用検相器
母線継電器・地絡方向継電器・地絡過電圧継電器・高
圧地絡継電器・漏電継電器・直流地絡継電器・その他
零相変流器
低圧用接地変圧器・高圧用接地変圧器
リークモニタ・ωC測定器など
アースフック棒、放電棒
作業灯・ヘルメットライトなど
地絡継電システム・計測システムなどのコンサルタント業務。
顧客との共同開発の研究・設計・製作。

検 電 器

検 相 器
継 電 器

変 流 器
接地変圧器
計測器関連
接 地 工 具
L E D 関 連
そ の 他

【事業内容】

【主要納入先】

三菱東京UFJ銀行尼崎駅前支店
りそな銀行堂島支店
三井住友銀行梅田支店

【取引銀行】

渋澤賞

日本電設工業協会 各賞

グッドデザイン
中小企業庁長官特別賞

オーム技術賞

中小企業庁 元気なモノ作り中小企業300社

【受賞歴】

1925年

1942年

1949年
1971年

1975年
1986年
1995年
1996年
1997年
1999年
2001年
2003年
2008年
2011年
2013年
2014年
2015年
2017年
2018年

長谷川利彦商会 大阪市で創業

リレー、ヒューズ、検電器を輸入販売

大阪市東淀川区に移転。母線継電器など地絡保護継電器、

検電器の開発・製造を開始。

長谷川電機(株)に改組

長谷川電機工業(株)に商号変更　

吉田亀太郎 代表取締役社長に就任

「音響発光式検電器HS-7型」を販売開始

吉田修 代表取締役社長に就任

「当社の阪神大震災」を発行

「HT-610α型低圧検電器」を販売開始

「ωＣ測定式地絡リレーRRG-1型」を販売開始

低圧検電器HT-600シリーズ販売100万本達成

ISO 9001認証取得

ISO 14001認証取得

本社工場を尼崎市潮江に移転

技術誌「ωC Ryを知りたい」を発行

仙台営業所を開設

松岡樹生 代表取締役社長に就任

韓国展示会初出展（以降、海外展示会に積極展開）

本社・工場を新社屋に移転

吉田洋二郎 代表取締役社長に就任

【社歴】
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