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会社概要

事業本部：
　長野県上田市住吉 54-1 上田インタービル 5階
　Tel：026-829-9722　Fax：026-827-6801

東京支店：
　東京都大田区多摩川 1-34-3
　Tel：03-3757-5890　Fax：03-3757-5839

関東事業本部：
　東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティーA棟 28階
　Tel：03-6717-6056　Fax：03-3757-5839
　 
物流センター：
　長野県上田市住吉 54-1 上田インタービル 2階
　Tel：026-829-9722　Fax：026-827-6801

大阪ショールーム（関西支店）：
　大阪府大阪市住之江区南港北 2-1-10
　アジア太平洋トレードセンター 9階
　ATC輸入住宅促進センター内
　Tel：0120-386-384 

技術・工事部門：
　株式会社ARMシステム　埼玉県川口市前川 2-29-1
　Tel：048-423-6831

主要取引銀行：
　三菱UFJ 銀行：蒲田支店
　三井住友銀行：上田支店
　上田信用金庫：神科支店
　共立信用組合：矢口支店

インテリア事業部概要



省エネ・健康・快適
暮らしと社会と環境に貢献します

お届けするのは、安心・安全な空気です

地球温暖化
二酸化炭素の放出に因り地球の温度は過去 10年毎に約 0.2 度上昇しており、

今後その上昇はさらに加速し今世紀には最高で約 4.8 度上昇し海面は最大で

82cm上昇すると予測され、全世界で過去に経験の無い甚大な

自然災害の発生が始まっています。

日本の亜熱帯化
日本もほぼ同じ上昇傾向をたどり、もはや温帯ではなく亜熱帯化し

10年前に猛暑と呼んでいた 30度の暑さも近年では涼しく感じて猛暑の基準は

35度になり、40度を超える亜熱帯となりつつあり

未曾有の自然災害の多発が懸念されます。

我社は人間生活と経済活動に欠かす事の出来ない『冷暖房』を、

効率的な空気循環によって快適さを保ちながら画期的な

省エネ効果をもたらしてくれる【サステイナブル省エネ環境】づくりと、

人々の生活や商業活動の安全・安心に役立つ商品の提供で

暮らしと社会と環境に貢献する事で世界的課題である

『SDGs の目標達成』を理念としています。

SDGs 社会への貢献

自然災害やウイルスとの共生
我々の想像と経験を超えた、気候変動に因り増え続ける自然災害や人間の生命と

社会を脅かす様々な感染症の増大など、自然やウイルスとの共生の必然性が高まり

益々生活環境の多様化が求められる社会となってきています。



シーリングファン

世界4大シーリングファンメーカーの約450機種は色々な目的やデザインや

インテリアのニーズを満たしてくれます。通常の 2.4m の天井高の部屋で

約 9℃もある上下の温度差を無くし、一般住宅だけでなく色々な商用施設や

共用施設における『省エネ・健康・快適』な空間づくりには今や必需品です。

大型シーリングファン
倉庫、体育館、イベントホール、工場、大型娯楽施設などの大空間での空調は

非常に困難で、膨大なエネルギーロスと労働環境や快適性の低下は大きな

環境問題となっています。

130 年以上の世界ナンバー 1の実績・経験・技術が生み出した世界ナンバー 1の

大空間用の『超大型シーリングファン』がハンター社によって販売開始となりました。

シーリングファン

効エネ効果が生み出す省エネ



日本初のステンレススチールグリル等の最新機能満載な
ミストファンは熱中症対策に最適！
殺菌装置付きで子供や高齢者にも衛生的で安心。
学校・介護施設・医療施設・飲食店やイベント会場に
導入が激増しています。

ミストファン
猛暑対策の鍵ミストファン

ビエリモ
シーリングファン ・ ミストファンで大空間除菌 ・消臭

次亜塩素酸

次亜塩素酸は有機物分解スピードが早く、水に還元し環境に優しい次亜塩素酸の成
分です。アルコールより高い除菌・消臭力をほこり、除菌ができる範囲が広く、イ
ンフルエンザや色々な雑菌に対応でき、消臭効果もあります。
肌に優しい弱酸性の次亜塩素酸は、手に触れたり口に入った場合でも手荒れもなく
安心・安全です。



日本の伝統の『和紙』と最先端テクノロジーの『炭素繊維』の
融合によって生まれた、【暖房革命】です。
一般の金属線式暖房による身体に有害な電磁波を生じる事無く身体を
芯から温まる『遠赤外線』による暖房は【省エネ・健康・快適】を
満たす理想の暖房器具です。
一般の床暖房としては勿論、畳・ソフトフローリング・タイルなど
殆どの床材に対応し、さらに壁暖・防災暖房シート・乾燥室・
融雪などの多岐多様な用途と活用が可能です。

和 heat
暖房概念の革命 ・遠赤外線床暖房 「和 heat」

ペットランプ
アマゾン川流域ではペットボトルを含む様々なプラスチックゴミが大量に
投棄され海に流出しています。世界の海が汚染されている問題の社会的意識を
高める目的として、南米コロンビアの伝統編み工芸とペットボトルを融合して
ランプシェードをデザインするという画期的なアイディアから生まれた融合作品。
このコンセプト商品は世界の注目を集め南米のチリそしてアフリカのエチオピア
の伝統編みとの融合に発展し、日本の伝統竹編み工芸を始めその潮流はさらに
メキシコ・ブラジル・サウスアフリカの伝統編みとの融合に広がりを
見せています。

クラフトメイド
1885年の創業以来その独創的なデザインと性能で年商100億円を超える米国の
照明機器トップメーカーが、いよいよ海外市場に進出し待望のクラフトメードの
1000モデル以上の照明ラインナップを日本にお届けします。

照明
空間を明るく彩る 「照明」



ハウスメーカー・電材：
積水ハウス株式会社
セキスイデザインワークス株式会社
旭化成ホームズ株式会社　　三井ホーム株式会社
ダイワハウス工業株式会社　　住友林業株式会社
住友不動産株式会社（新築そっくりさん）
リンダルシーダーホームズ株式会社
ムジハウス株式会社　　スエーデンハウス株式会社
アイフルホームカンパニー　　株式会社東急ホームズ
東急リニューアル株式会社　　トヨタホーム株式会社
株式会社ヤマダホームズ　　セルコホーム株式会社
新明電材株式会社　　日本電設資材株式会社
株式会社太平エンジニアリング
パナソニック電材システム株式会社
パナソニックリビング株式会社
株式会社フジコー　　株式会社たけでん
株式会社デザインアーク　　津田産業株式会社
因幡電機産業株式会社　　株式会社Q-mast
株式会社明光電機

ディベロッパー：
三菱地所株式会社　　東急不動産株式会社
森トラスト株式会社
プロパティエージェント株式会社

建築設計・インテリアデザイン：
株式会社日建設計
株式会社丹青社・株式会社丹青 IDS
株式会社乃村工藝社
A.N.D.（Aoyama Nomura Design）
株式会社スペース　　株式会社三菱地所設計
株式会社観光企画設計社　　株式会社日本設計
株式会社神谷デザイン事務所
株式会社ベイクルーズ　　株式会社東宝映像美術
住商インテリアインターナショナル株式会社
株式会社プラン・ドゥ・シー　　株式会社ゼットン
株式会社リックデザイン
株式会社NTTファシリティーズ
ワイズ・ラボ株式会社　　有限会社ザ ホールデザイン
際コーポレーション株式会社
町田ひろ子アカデミー　　デザインレーベル株式会社
株式会社DRAWERS
有限会社橋本夕紀夫デザインスタジオ

ホテル・娯楽施設・フィットネス施設：
リゾートトラスト（エクシブリゾート）
東急ハーベストクラブ（会員制リゾートホテル）
沖縄リッツカールトン（旧：喜瀬別邸）
ロワジールホテル（沖縄・那覇）
ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド（沖縄・国頭郡）
ヒルトン沖縄瀬底リゾート（沖縄・瀬底　2021 開業）
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄・瀬良垣）
ANAインターコンチネンタル石垣リゾート（沖縄・石垣島）
ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ（大分・別府）
ホテル日航那覇グランドキャッスル（沖縄・那覇）

ホテル日航アリビラ（沖縄・読谷村）
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート（沖縄・国頭郡）
ヒルトン沖縄（沖縄・瀬底）
ザ・ルイガンス・スパリゾート（福岡・海の中道）
グランドハイアット福岡（福岡）
HAMACHO HOTEL TOKYO（東京・中央区）
ホテルパームロイヤルNAHA国際通り（沖縄・那覇）
ホテルフランクス（千葉）ペットランプ
ホテルブエナビスタ（松本）
ホテルヘリテイジ（埼玉・熊谷）
オリエンタルホテル（神戸）
呉竹荘グループ（浜松）
東京ディズニーランド（娯楽施設：千葉浦安）
ユニバーサルスタジオジャパン（USJ・大阪）
セガエンタープライズ（ゲームセンター）
R Body（フィットネス：東京大手町）
Fitness24（フィットネス：札幌）
岩盤温浴リゾート・ココプララ（茨城）
落合楼村上（伊豆）和ヒート

結婚式場・レストラン・店舗：
ウイズ・ザ・スタイル（福岡）
モントンテラス福岡（福岡）
ホテルマリノアリゾート（福岡）
ザ・テンダーハウス（東京・白金台）
東京ガーデンテラス（東京・紀尾井町）
ベル・カシェット（山形）　　舞浜ユーラシア（千葉）
久屋大通庭園フラリエ（名古屋）
ノートルダム（大阪・横浜・下関）
ラピスコライユ（静岡）
アロハテーブル（レストラン：全国）
エッグスシングズ（レストラン：全国）
ホノルルコーヒー（コーヒーショップ：全国）
オリオンビール・沖縄ライカム（沖縄）
ベイフロー・BAYFLOW（アパレル・全国）
トミーバハマ（店舗：東京）
ギルドプライム（店舗：東京）
アシュレイホームストア（店舗ショールーム：神戸・横浜）
テシード（店舗ショールーム：大阪）
ベンジャミンムーア（店舗ショールーム：東京）
株式会社ノバレーゼ（結婚式場：東京）
ファーストウェディング（東京・渋谷）
ザ・タワータヴァン バー＆グリル
　The TOWER TAVERN BAR&GRILL（名古屋）ペットランプ
藤屋御本陣・THE FUJIYAGOHONJIN（結婚式：長野）

その他：
高砂熱学株式会社（ビル管理）　　つたや（店舗）
いなげや（スーパーマーケット）
ダイエー（スーパーマーケット）
イオンモール（ショッピングモール）
花咲徳栄高等学校 駅伝競走部（埼玉・加須）ミストファン
筑波大学（教育機関：筑波）

主要取引・施工先
１．事業内容の概要
シーリングファンの輸入販売　　　　　　　　ミストファンの製造・輸入販売
和ヒート（炭素繊維和紙）暖房製品の販売　　照明器具の輸入販売シーリングファン及び部品・備品の設計・開発

２．取引商品の概要
①ハンター：シーリングファン ②カサブランカ：シーリングファン
③モダンファン：シーリングファン ④ファニメーション：シーリングファン
⑤Cool Mist：ミストファン（自社ブランド） ⑥和ヒート：炭素繊維和紙暖房（自社ブランド）
⑦PETLAMP スタジオ：ペットランプ照明
⑧RHINE ELECTRONIC：シーリングファンコントロール・DCモーター

３．取扱商品の説明
ハンター社　Hunter Fan Company
　本社：7130 Goodlett Farms Pkwy. Suite 400 Memphis, Tennessee USA
製品：世界で最初にシーリングファンを製造し、以来 130 年以上世界のトップブランドとして世界のシーリングファン

業界を牽引し年間約 250 万台の販売実績をもつ世界最大手のシーリングファンメーカーで世界約 49ヶ国に輸出
する業界ナンバーワン

カサブランカ社　Casablanca Fan Company
　本社：7130 Goodlett Farms Pkwy. Suite 400 Memphis, Tennessee USA
製品：世界で最も高級なシーリングファンとして著名人やセレブに人気の高級ブランドで 2010 年にハンターの傘下と

なり世界中のセレブ御用達として君臨する大手メーカーで、その性能と耐久性に加えて独創的な優雅なデザイン
は究極の高級ブランドシーリングファンとして名実共に世界ナンバーワン

モダンファン社　Modern Fan Company
本社：709 Washington Street Ashland, Oregon USA
製品：社名が表す通りシンプルデザインに究極のデザイン美を追求する『モダンデザイン』の世界的メーカーで、デザ

イン性の高いヨーロッパなどでは特に注目されていて日本の『シンプル・イズ・ザ・ベスト』の感性を揺り動か
すデザインが大人気の世界のモダンデザイン・シーリングファンの覇者

ファニメーション社　Fanimation
本社：10983 Bennett Pkwy Zionsville, Indiana USA
製品：世界で最もユニークなシーリングファンをデザイン・製品化してシーリングファン業界の革命児と称される話題

のメーカーで、他を寄せ付けないその独創的な発想とデザインは、世界的に注目されている商用建築業界デザイ
ナー断トツ人気ナンバーワンのシーリングファンメーカー

ラインエレクトロニック社　Rhine Electronic Co., Ltd.
本社：29 Fengli Road Tan-zi Dist., Taichung, Taiwan
製品：世界のシーリングファンの殆どの大手メーカーにコントロールを供給する業界最大手の台湾のコントロールメー

カーで、加えて独自開発の『DCブラッシュレスモーター』を開発・製造し弊社の日本市場向けDCモーターシー
リングファンの共同開発パートナー

イーピーインダストリー社　EP Industry Co. Ltd.
本社：Zeguo Industrial Zone, Wenling, Taizhou, China
製品：中国国内及び欧米・中近東に絶大なマーケットシェアを持つ中国のミストファンの代表的メーカーで、夏季の高

温多湿な日本の気候に最適な新しい性能と特異性加味した弊社の PB ミストファン【Cool Mist】を共同開発・生
産する優良メーカーで 2020 年東京オリンピック『Cool Mist』プロジェクトの共同開発会社

ペットランプスタジオ社　PETLAMP Studio SL
本社：Vistahermosa 5 28019 Madrid, Spain
製品：世界最大の大河・アマゾンの流域で投棄される膨大な数量のペットボトルの再利用と、南米コロンビアの地域の

伝統編み工芸との融和で生まれた画期的な照明ランプで、その後チリの伝統編み工芸との融和・アフリカのエチ
オピアの伝統編み工芸にも広げて世界的に注目を集めるスペインの照明会社

LZF ランプ社　LZF Lamps
本社：Avenida Reino de Valencia 14 46370 Chiva Valencia Spain
製品：無垢の極薄の突板を特殊加工し、自然木の木目の美しさと木の暖か味を最大限生かし海外製と思えない程日本の

建築に融合する照明で、特に欧米でその名を知られたスペインの照明会社
株式会社ポテンティア　Potentia Company Ltd.
本社：東京都渋谷区道玄坂 1-10-8　渋谷道玄坂東急ビル 1F
製品：日本の伝統和紙に世界最先端の炭素繊維を均一に混入する独創的最新技術によって生まれた厚さ 0.1 ミリの炭素繊

維和紙に電極を通し、『遠赤外線』による健康的な暖房を可能にした画期的な商品を製造販売。弊社商品『和ヒート』
エコシンフォニー株式会社　Ecosymphony Inc.
本社：長野県上田市常田 3-15-1　信州大学繊維学部内 産学官連携支援施設AREC14 号
製品：信州大学繊維学部内の産学官連携支援施設 AREC の研究室で大学の教授と共同研究をして商品を開発し、他企業に

ない研究と実証、現場での確認を総合的に進めている会社。弊社商品『ビエリモ』

事業概要一覧


