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● 当社は常にお客さまの立場にたって、現場主義に徹し、

   お客さまから信頼される｢ベスト・ソリューション・パートナー｣をめざします。

● 当社は企業が社会の一員であることを深く認識し、公正かつ透明な企業行動に

   徹すると共に、真に豊かな社会の実現に寄与する企業をめざします。

● 当社は会社の繁栄を通して、社員の幸福と生き甲斐を感じる企業をめざします。

企業理念

私たちは、日立製作所のグループの一員として、

日立製作所ならびに日立グループ各社製品の販売やサービスをはじめ、

これまで培ってきた技術・ノウハウを生かした

各種設備工事、システムの設計、施工、エンジニアリング・ソリューションなど、

お客さまのニーズに対応した製品やシステムソリューションを提案してまいりました。

日立グループが掲げている｢Inspire the Next｣の精神は、

｢次なる時代に新しい息吹を与え続ける｣ことであり、

日立グループの高い技術、知識を集約した製品の提供を通して、

便利で快適な明日の地域社会の発展に貢献するとともに、

常にお客さまの立場になり、お客さまから信頼される

｢ベスト・ソリューション・パートナー｣をめざして、全社一丸となって取り組んでまいります。

明日の地域社会の発展のために。



ビル
Equipments relates to buildings

あらゆるビルの快適な環境づくりを
トータルシステムで実現。
複雑多岐にわたるビル関連のニーズに、
システムで応えます。
・昇降機設備 ・衛生設備
・空調設備 ・施設用照明設備
・受変電設備 ・防災設備

住まい・生活
Equipments relates to houses

多様化するライフスタイルに
住宅設備とトータルシステムで応え、
より快適な住まいづくりを応援します。
・冷暖房設備 ・ホームエレベーター
・給湯機器 ・ロードヒーティング
・照明機器 ・融雪機

公共
Equipments relates to public

これまで培ってきた
設備工事の技術・ノウハウによって
より快適で便利な
生活環境の向上をめざします。
・上下水道設備　・街路灯、防犯灯LED設備

情報
Equipments relates to information

各種IT機器の販売をはじめ、
基幹システムプラットフォームの構築や、
情報セキュリティソリューションの提供など
お客さまのさまざまな課題を解決します。
・セキュリティーシステム　・産業用PC
・監視カメラ ・UPS
・生体認証システム

エンジニアリング&
保守・サービス
Equipments relates to engineering &  Maintenance

省エネ・環境保全・ITをテーマとした
エンジニアリングソリューションの提案や、
設備を安全・安心にお使いいただくための
サービス、保守サービスを行います。
・冷凍冷蔵設備　・特殊空調設備
・各種メンテナンス&リニューアル
・省エネ診断

産業
Equipments relates to industries

産業の基幹を支える高付加価値製品や
システム、ソリューションを通して、
安全・省エネ・高性能・高効率・多様化に
応える製品をシステムで提供します。

・モーター、制御機器
・受変電設備
・クレーン設備
・マーキングシステム

・IoTシステム
・電動工具
・空気圧縮機設備
・省エネ、監視設備

Business field



Company Profile & History

1962年（昭和37年）

1962年（昭和37年）

1965年（昭和40年）

1966年（昭和41年）

1967年(昭和42年)

1974年（昭和49年）

1月

4月

5月

10月

9月

10月

創業
八洲精機株式会社（日立特約店）の清算
に伴い商品部門を継承し、
日立全額出資特約店、
新日幌機電株式会社として発足
住所 札幌市中央区北3条東2丁目2番地
旭川営業所開設
本社移転
札幌市西区琴似4条1丁目530番地
本社移転
札幌市中央区北3条東11丁目20番地
函館機電株式会社と合併
函館営業所開設
商号変更
新商号 札幌日立商品株式会社

1986年（昭和61年）

1991年（平成3年）

1993年（平成5年）

2001年（平成13年）

2002年(平成14年)

2012年（平成24年）

2016年（平成28年）

4月

1月

4月

10月

4月

1月

2月

北海道日立住宅設備株式会社と合併
商号変更
新商号 北海道日立商品株式会社
千歳営業所開設
商号変更
新商号 株式会社北海道日立
旭川営業所を旭川支店、
函館営業所を函館支店に変更
株式会社日協日立と合併
株式会社日協日立苫小牧営業所、
室蘭営業所を苫小牧支店、
室蘭営業所とする
千歳営業所、室蘭営業所を
苫小牧支店に統合し廃止
創業50周年
本社移転
札幌市東区北5条東5丁目1番地11

沿革概要
株式会社 北海道日立

札幌市東区北5条東5丁目1番地11
TEL：011-722-1221（代表）

1962年（昭和37年）1月17日

24,240万円
（株）日立製作所、日立アプライアンス（株）出資

131名

日立製作所並びに日立製作所の関連会社
等の製造又は販売する下記製品の販売、
修理、据付工事及びこれに附帯する事業を営む。
  1. 電気機械器具
  2. 産業機械器具
  3. 通信並びに電子機械器具
  4. 空調設備機器
  5. 冷凍・冷蔵設備機器
  6. 住宅設備機器
  7. 消防設備機器
  8. 照明並びに家庭用機械器具
  9. 光学並びに医療機械器具
10. 計量・測定器・分析機器、その他一般機械器具
11. 昇降機設備
12. 車輌およびその周辺機器
13. コンピュータのソフトウェア
14. 建築物内内装仕上

商 号

本社所在地

設立年月日

資 本 金

従 業 員 数

事 業 内 容

1. 建設業許可
    北海道知事許可（特）石第02685号
    管工事業  機械器具設置工事業
    電気工事業  内装仕上工事業
    北海道知事許可（般）石第02685号
    電気通信工事業  消防施設工事業
2. その他登録
    特例浄化槽工事業者届出
    冷凍空調施設工事事業所認定登録
    高圧ガス販売事業届
    電気工事業者登録
    第一種フロン類充塡回収業者登録
    冷媒回収事業所認定登録
    毒物劇物一般販売業登録
    管理医療機器等販売業・貸与業許可

1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士
第一種電気工事士
第二種電気工事士
第3種電気主任技術者
甲種消防設備士
乙種消防設備士
浄化槽設備士
一級冷凍空気調和機器施工技能士
二級ボイラー技士
乙種危険物取扱者
丙種危険物取扱者
ガス溶接技能者
玉掛け技能者
第一種衛生管理者
建設業経理士2級
　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年4月現在

許 可・登 録

免許資格者

本社までのアクセス

札幌市東区北5条東5丁目1番地11
TEL：011-722-1221（代表）

① 本社
旭川市永山4条6丁目2番15号
TEL：0166-49-1117（代表）

② 旭川支店
函館市西桔梗町858番地5
TEL：0138-48-6411（代表）

③ 函館支店
苫小牧市双葉町3丁目15番8号
TEL：0144-34-2683（代表）

④ 苫小牧支店

拠点

1

3

2

4

北6東2

北7東1

北6東3 北6東4 北6東5

札幌駅北口
（北海道大学方面）

函館本線

札幌駅

本社

札幌
中央
郵便局

北5東1 北5東2 北5東3 北4東4

ホテルモントレ札幌

北五条手稲通

小樽

千歳
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