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歴史と文化と偉人の郷

私の地元、浜松市天竜区は浜松市の北部（北遠）に位置し浜松市域面積の約６割
を占めています。そのうち約９割が山林で日本三大美林の一つである天竜美林として
知られています。その中心部を縦断する天竜川沿いの狭間に浜松市民の４パーセン
トほどが生活しています。
そんなのどかな地域ですが、自然豊かな北遠の山々に囲まれ、古くから歴史と文
化が育まれた地域です。五世紀中頃に築造された光明山古墳は墳丘の斜面を覆う葺
石が基底部から上段墳丘まで高さ６・８メートルにわたり完全な状態で残っている全
国的にも珍しい前方後円墳として国指定史跡になっています。
戦国時代には、二俣城をめぐり今川、武田、徳川の攻防のあった場所で、家康の
嫡男、信康が自刃した場所としても知られています。信康は家臣も手を焼く暴れ者
だったとか、信長が聡明な信康を嫌い切腹させたとか諸説はいろいろ、未だ解けない
歴史の謎でもあります。
のちに至り家康により清瀧寺に信康の霊を祀る廟所が建立されています。ちなみ
に二俣城及び鳥羽山城跡も国指定史跡となっています。
また、この地域は経済、交通の要衝として、山林資源の杉檜の優良林業地として
も発達してきました。信仰の面でも秋葉山への秋葉街道、鳳来寺への三州街道で多
くの人々の行き来がありました。
明治に入ってからは、製茶、生糸、木材等の地域商業活動により第百三十八国立
銀行が開業し、杉檜の人工造林により加工された木材と天竜川奥で産出された鉱石
が天竜川を伝って筏や船で掛塚に運ばれ、掛塚港から海上輸送が行われていました。
その後、東海道本線が開通すると鉄道を中心とした輸送に変わり、浜松と鹿島間
にも軽便鉄道が敷設され、新たな産業として養蚕業も興隆し、繭問屋から三河、信
州に及ぶ繭の出荷地域となりました。これにより人々の生活も豊かになり、経済と
商業の中継地として遊郭、芝居小屋なども繁盛し、産業だけでなく北遠の文化の中
心地として栄えました。戦前には、東海道本線の迂回路として二俣線も開業し、今
日では民営化に伴い天竜浜名湖鉄道となっていますが、旧遠江二俣駅
（現天竜二俣駅）
には転車台、木造扇形車庫など開業当時のまま残され国登録有形文化財となってい
ます。
また、戦後復興を牽引した製造業、とりわけ自動車産業の発展の一躍を担った本
田宗一郎氏が生まれ育った地でもあります。地元の誰しもが自慢する偉人で、幼少
の頃、一刻でも早く昼食が食べたくて、昼時を知らせていた清瀧寺の鐘を自分で勝手
に鳴らした逸話は今でも話題にあがります。晩年の活躍は、言うまでもありません
がオートバイ、自動車、特にＦ１などでの活躍は華々しく、日本人の誰もが知る世
界に誇る偉人です。旧二俣町役場を改装した「本田宗一郎ものづくり伝承館」には
個人の遺品が数多く展示されています。入館料は無料ですので、ぜひお訪ねください。
そして、地元の中心を流れる天竜川は電源開発、用水整備などに利用され、佐久間、
秋葉、船明と続くダムは、我が国有数の電源地帯を形成しています。このダム建設
によって、かつては「暴れ天竜」とまで呼ばれた激流も治められ、流域の人々の生活
を安定させました。
北遠の山々に囲まれた広大な自然の中を怒涛のごとく流れ続けた天竜川が、時代
の変遷とともに人々の関わりを増しつつ、この地域の歴史と文化の発展に大きな影響
を与え続けてきたと言えるでしょう。歴史と文化と偉人の郷、自慢の我が故郷です。
お時間がございましたら、ぜひ、お立ち寄りください。
極めつけは、地元では※月まで宇宙船を使用しなくてもレンタサイクルで行けます。

※こん
。名前の由来は諸説ありますが、
 なびっくりスポットもあります。正式名称は「浜松市天竜区月」
南北朝騒乱の時代、楠木正成に仕えた源氏の一族、鈴木左京之進が北朝に敗れ、一二人の家子郎党を連
れて落ちのびた際、それでもなお「楠木正成の心の清らかさこそ、中空にかかる月のようである。私た
ちの心のよりどころを地名に残そう」として村の名を「月」とつけた、とされています。天竜浜名湖鉄
道の中心駅「天竜二俣駅」付近から国道１５２号線を北へ５キロほど進んだところに「月まであと３㎞」
、
なんとも不思議な看板が目に入ります。
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理事随想
「もう一つの道」


理事

小笠原幹人

昨年から理事になりました小笠原です。
よろしくお願いします。さて、2009年正月、
「東海道」と唐突に思い立ち、２月に日本
橋をスタート、週末の11日間で三条大橋に
到着し、『新幹線で行った二つの修学旅行
先が「一つの道」の上にある事実』を自分
の足で確認しながら思った。

掛川城（掛川市）

あまり「変化」しない光景がある一方、
「ムカシ」の人が作った掛川城（掛川宿）
や関所（新居宿）を「史跡」に、海と山が
競る薩埵峠（由比宿）や日本初の有料トン
ネル宇津ノ谷峠（丸子宿）を「旧道」に、
「人」
は「変化」させてきた。
東海道を歩き、もう一つ知ったのは、
「ム
カシ」と「イマ」の「変化」は、技術革
新や社会のニーズ等の要因や条件はあれ、
「人」が「時代」という「もう一つの道」

源兵衛川（三島市）

水の恵み源兵衛川（三島宿）
振り返ると見えた雄大な富士山（蒲原宿）
満開だった川越桜並木（島田宿）
光映える浜名湖（舞阪宿）
等々…。

の中で起こすということ。
それは俯瞰してみれば、猛スピードの技
術革新、劇的に変化する社会という「イマ」
と「ミライ」の関係にも当てはまるのだろ
う。だから、時代の中で世界の誰かが起こ
すさまざまな「変化」を、「もう一つの道」
の上を自由に歩く「旅人」として、楽しむ
自分でありたいと思う。
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試験、講習会
６．受講予定者数

オンライン定期講習の方向性等


⃝ 2020年度はテスト的な導入として少人数制
で実施することとする。

2020年10月23日現在

⃝ 2021年度より各方式とも月平均200人（年
間4,800人）を見込んで受講申込みを受け

１．オンライン講習の採用システム（2種類の方

付ける。

式を採用）
（1）定時受講方式（＝Web会議方式）：㈱AIoT

出典 ： 全
 日電工連「オンライン講習の方向性について」

クラウド社のLink Biz（リンクビズ）

から抜粋

（2）随時受講方式（＝ストリーミング方式）
：サ
イバー大学のCloud Campus（クラウドキャ
ンパス）
２．オンライン講習の種類ごとの受講内容
（1）定時受講方式（Web会議方式）
⃝ 日 時が指定されての１日講習（３科目×２

第一種電気工事士定期講習



時間）

今後のコロナ禍の拡大状況によっては、中止、
延期となる場合があります。その場合は（一財）
電気工事技術講習センターのホームページでお知
らせします。

静岡県電気工事工業組合

電話：054-288-1250

⃝ 講義ビデオを視聴（テキストを事前に郵送）
⃝ 修了考査（確認テスト）を実施しない
（2）随時受講方式（ストリーミング方式）
⃝ ２ 週間以内に分割して都合の良い日時に受
講することが可能（３科目×２時間（各科
目とも40分×３コマ）
⃝ 講義ビデオを視聴（テキストを事前に郵送）
⃝ 修 了考査（確認テスト）を実施する（１科
目に付き５～10問程度（５分程度）で、科
目ごとに８割以上の正解をもって修了）
３．申込受付方法
（一財）電気工事技術講習センターのホームペー
ジよりインターネット申込で受付
４．オンライン講習で準備するもの
⃝パ
 ソコンまたはタブレットPCまたはスマー
トフォン
⃝W
 ebカメラまたはパソコン・タブレットPC
等に内蔵のカメラ ※本人確認用
⃝ インターネット環境（有線または無線）
５．受講料
⃝ ９千円（非課税）※集合講習の受講料と同額
⃝ オンライン講習の受講料は当面９千円とし、
接続不良等で完了できなかった受講者は、
追加費用なく再度、オンライン受講あるい
は集合講習への振替ができる。また、集合
講習に申し込んでいるが、未受講である者
は、オンライン講習への振替が追加費用な
くできる。

１月19日（火）、於：サーラシティ浜松
主催：（一財）電気工事技術講習センター

系統現象・保護協調講習会



12月18日（金） 10：00～17：00
主催 :（一社）日本電気協会中部支部
高圧受電設備の設計、施工、保守管理に携わる
電気技術者の皆様にとって、さまざまな系統現象
や短絡・地絡故障時の保護協調等は必須の知識で
す。電気系統で発生する各種現象、故障の様相、
保護協調の取り方や故障計算、整定上の留意事項
等について理解することが実務上不可欠です。
１．日時：2020年12月18日
（金）10：00～17：00
２．会場：電気文化会館５階イベントホール
（名古屋市中区栄2-2-5 TEL:052-204-1133）
３．募 集定員：65名（定員になり次第締め切り。
定員超過後のお申込みにはお断りの連絡あり。）
詳細は、
http://www.chubudenkikyokai.com/seminar/
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受賞者紹介
〇 令和2年度消防設備関係功労者等に係
る消防庁長官表彰（公表：令和2年10月
９日、表彰：11月6日 明治記念館）
【消防設備保守関係功労者表彰】
岩堀英治

岩堀電設㈱

代表取締役会長 （南榛原支部）

委員会報告（2020年度下期）

６月19日（金）
６月30日（火）
７月６日（月）
７月20日（月）
７月30日（木）
７月30日（木）
８月５日（水）
８月６日（木）
８月７日（金）
８月26日（水）
８月28日（金）
９月25日（金）
９月25日（金）
９月30日（水）
10月５日（月）
10月27日（火）
10月30日（金）

三役会
【 第５回 】
１．日 時：令和２年10月23日（金）10：00
２．場 所：静岡電気会館
３．出席者：７名
４．議 題：
（１）総務委員会への青年部会からの意見についての協議
（２）女性部会設立にむけての今後の流れ
◦今年度中の女性部会の立上げは、コロナ禍の関係もあ
り、難しい状況にある
◦最短で、2021年度の総代会後の2021年６月での女性部
会の立上げというスケジュールを承認
◦まずは県工組として女性部会を立ち上げて、女性部会
が活動を進めるなかで、各支部内での女性部員も充実
していく
◦青年部会も積極的に関与していく。準備段階から青年
部の役員も参加する
◦年内に女性部会立ち上げに向けたチラシ作成。年明け
の１月に女性部会立上メンバーとして核となる女性を
交え準備会を立ち上げる

県工組日記（2020年度）
４月６日（月）
４月17日（金）
４月22日（水）
４月28日（火）
５月12日（火）
５月20日（水）
５月27日（水）
５月29日（金）
６月８日（月）
６月18日（木）

第１回三役会（書面審議）
監査（書面監査）
理事会（書面審議）
各支部向け文書等定期発送
上期委託作業安全推進会議（書面）
ボルテージ５月号発行
総代会、理事会（静岡電気会館／一部書面）
各支部向け文書等定期発送
中部連正副会長会（愛知電気会館）
【理事長】
全 日電工連第100回通常総会（東京プリンス
ホテル）【理事長】

2020.11
中部連総会理事会（書面審議）
各支部向け文書等定期発送
第２回三役会（書面審議）
ボルテージ７月号発行
組合員実態調査（～10/7（水））
各支部向け文書等定期発送
第１回技術・広報委員会（書面審査）
第１回事業委員会（書面審査）
第１回総務委員会（書面審査）
第３回三役会
各支部向け文書等定期発送
ボルテージ９月号発行
組合員実態調査票工組集約
各支部向け文書等定期発送
組合員実態調査票工組発送
定期講習（6/18順延分）サーラシティ浜松
各支部向け文書等定期発送

予

定（11月以降）

11月10日（火）
中間会計検査
11月18日（水）
認定講習（サーラシティ浜松）
（P）11月20日（金） ボルテージ11月号発行
（P）11月27日（金） 各支部向け文書等定期発送
12月９日（水）
第３回理事会（クーポール会館）
（P）12月24日（木） 各支部向け文書等定期発送
12月29日（火）
事務局仕事納め
１月６日（水）
事務局仕事始め
１月８日（金）
ボルテージ１月号発行
１月８日（金）
新年回り
１月19日（火）
定期講習（サーラシティ浜松）
（P）１月29日（金） 各支部向け文書等定期発送
（P）２月
全日合同会議（沖縄）
（P）２月中旬
女性部会設立準備会
（P）２月26日（金） 各支部向け文書等定期発送
（P）３月中下旬
総務、事業、技術広報委員会
女性部会設立準備会
（P）３月22日（月） ボルテージ３月号発行
（P）３月30日（火） 各支部向け文書等定期発送

組合員異動（2020年度下期）
●

変

更

●

脱

退

【 代表者 】
㈲坂口電気工業
代表取締役 坂口大介
【浜松】
北区引佐町井伊谷565-8／053（542）0381

大井電気工業所／大川井貞昭 【静岡20201031】
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いまなぜ、女性活躍推進が求められているか
～ 経営者、管理者、そして現場に求められているもの～
電気工事業界においても現場で活躍する女性技術者がみられるようになってきています。
女性の感性ならではの細やかな作業、お客様に与える印象の良さなど、これまで以上に女
性活躍が望まれています。
そこで、実際に私たちの業界で働く女性電気工事従事者と意見を交わし、女性がさらに活
躍できる環境を整備してゆきたい。
それにより、いま頑張っている女性の元気力を電気工事業界に浸透させることで業界の活
性化の起爆剤とし、女性の入職者が増える環境を創り出し、ひいては電気工事業界全体のイ
メージアップにもつなげていきたいと考えています。
（2019.1.25(金)ワークショップ「電気工事業における女性活躍推進」から）

あれから、１年。静岡県工組は、女性活躍推進ネットワーク
の強化に向けて、いま再びのスタートを切ります。
SDGs 国際目標（抄）
目標1 貧困

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。

目標4

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確
保し、生涯学習の機会を促進する。

教育

SDGｓ 国際目標 ／ 施策 マトリクス

〇
〇

ジェンダー平等を達成し、すべての

〇

目標5 ジェンダー 女性及び女児の能力強化を行う。
目標7 エネルギー

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近
代的エネルギーへのアクセスを確保する。

〇

〇

包摂的かつ持続可能な経済成長及

目標8

経済成長 びすべての人々の完全かつ生産的
な雇用と働きがいのある人間らしい
と雇用

〇

〇

雇用を促進する。

〇

インフラ、産業化、 強靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化

目標9 イノベーション

目標11 持続可能な都市
持続可能な生産と

目標12 消費

目標13 気候変動
目標17 実施手段

の促進及びイノベーションの推進を図る。
包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な
都市及び人間居住を実現する。

〇

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を
講じる。
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロー
バル・パートナーシップを活性化する。

県工組としての取組（案）

〇

〇
〇

持続可能な生産消費形態を確保する。

〇
電気工事
を通じた社
会インフラ
の整備で、
幸福度、
経済成長
率の向上
を目指す。

技能向
上、スキル
アップを常
に追求す
る。

女性も
男性も
共に活
躍でき
る業界、
職場、
現場を
構築す
る。

100％再生
可能エネ
ルギーの
普及、供
給を進め
る。

地域の
方々が安
心安全に
生活し続
けるのが
当たり前に
なるエネル
ギーインフ
ラを構築
する。

地域の防
災に迅速
かつ誠実
に対応す
る。

多国間、
多様な組
織、異業
種間で
パートナー
シップを結
ぶ。
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全日電工連2021年度 福利厚生制度の加入者募集中
各保険制度の説明動画を公開中です。それぞれの URL、QR
コードから閲覧することができます。
各制度の内容確認、他保険との比較にご利用いただき、ぜひ

全日電工連 2021年度 福利厚生制度

当厚生制度の御利用拡大をお願いします。

各保険制度説明動画 URLおよびQRコード一覧

詳しくは「全日電工連」2020.11.1 第 619 号５頁をご覧く
ださい。


（県工組事務局）

第三者損害賠償制度

組立保険制度

業務災害補償制度

https://bit.ly/3od8Hra

https://bit.ly/3ojxsSH

https://bit.ly/3jgS4aq

第三者損害賠償制度

組立保険制度

業務災害補償制度

生活総合保険制度

グループ共済制度

取引信用保険制度

https://bit.ly/35mTOd2

https://bit.ly/2T9uKRg

https://bit.ly/34hZfe5

生活総合保険制度

グループ共済制度

取引信用保険制度

Voltage

2020.11



組合員の皆様をサポートする
保険ラインナップ

（ただいま、2021年度募集中）

2020年11月１日「全日電工連第619号」から抜粋

電気工事で生じるさまざまなトラブルに、
業務のリスクから「会社経営」を守る。
（1）第三者損害賠償制度
〇

第三者への損害賠償

〇

全日電工連ならではのスケールメリット

日常生活におけるさまざまなリスクから「従
業員の生活」を守ります。
〇 個人賠償責任補償（他人への損害賠償に
備える）
所得補償（休業中の生活費をサポート）

〇 介護補償（介護にかかる初期費用をカバー）
〇 がん補償（がん治療にかかる出費への備
えに）
３．グループ共済制度

改定

業務上、業務外を問わず24時間保障。
病気、災害いずれの場合も死亡保険金のお支
払いをします。

（2）組立保険制度
〇

工事物件、資材への保険

〇

包括プランは手続きも簡単

〇 「経営者おすすめコース（最高3000万
円）」の加入年齢を70歳まで引き上げ
〇 71歳から80歳は最高2000万円まで継続
加入できます

改定

〇

従業員への労災補償

〇

従業員、下請負人コースを改定

〇 12プランから３プランにシンプルに
なります

２．生活総合保険制度

〇

１．認定損害保険制度

（3）業務災害補償制度

vol.256（6）

４．取引信用保険制度

新制度

組合員の貸倒れ「リスク」に備える。
〇

無審査、シンプル、簡単手続き

〇

画期的な保険制度がスタート

浜

松

ＴＥＬ ： ０５３-４２１-４４１１

ＦＡＸ ： ０５３-４２１-４４１８

S E 課

ＴＥＬ ： ０５４-２５４-１８６３

ＦＡＸ ： ０５４-２５５-４１４２

Voltage

（7）vol.256

2020.11

共に未来を創る

株式会社
本

社

すみや電器

〒420-0018

静岡市葵区土太夫町１０番地

ＴＥＬ ： ０５４-２５４-１７５１ ＦＡＸ ： ０５４-２５２-３６３２
ＵＲＬ： http://www.sumiya-d.co.jp

営 業 所
沼

津

ＴＥＬ ： ０５５-９２８-６４７０

ＦＡＸ ： ０５５-９２８-６４７６

富

士

ＴＥＬ ： ０５４５-６２-４６６２

ＦＡＸ ： ０５４５-６２-４６６３

清

水

ＴＥＬ ： ０５４-３４８-１６００

ＦＡＸ ： ０５４-３４８-１６０５

静

岡

ＴＥＬ ： ０５４-２５４-２４２１

ＦＡＸ ： ０５４-２５４-３５０５

静岡南

ＴＥＬ ： ０５４-２８１-５２８５

ＦＡＸ ： ０５４-２８５-５１９９

焼

津

ＴＥＬ ： ０５４-６２９-５１６１

ＦＡＸ ： ０５４-６２８-２５８０

菊

川

ＴＥＬ ： ０５３７-２８-８８８８

ＦＡＸ ： ０５３７-６４-３３８８

浜

松

ＴＥＬ ： ０５３-４２１-４４１１

ＦＡＸ ： ０５３-４２１-４４１８

S E 課

ＴＥＬ ： ０５４-２５４-１８６３

ＦＡＸ ： ０５４-２５５-４１４２

��

〒���������
〒���������

静岡県浜松市南区卸本町��������
静岡県浜松市南区卸本町��������

����������������������������������
����������������������������������
�������������������������
�������������������������
■本社営業部�
■本社営業部� ■浜松東�
■浜松東� ■浜松北�
■浜松北� ■磐田�
■磐田� ■袋井�
■袋井� ■掛川�
■掛川� ■浜岡�
■浜岡� ■吉田�
■吉田� ■静岡�
■静岡� ■豊橋�
■豊橋� ■SOLAE
■SOLAE
■株式会社DKDテクノコーポレーション
■株式会社DKDテクノコーポレーション
■電器堂興業株式会社�
■電器堂興業株式会社�

Voltage

2020.11

vol.256（8）

アイホン(株) 静岡営業所

〒420-0852

静岡市葵区紺屋町 11-7
櫻井・第一共同ビル７Ｆ

054-266-4110

岩崎電気(株) 静岡営業所

〒422-8076

静岡市駿河区八幡 5-8-24

054-287-2771

エナジーサポート(株)
電材営業部名古屋営業所

〒484-8505

犬山市字上小針１

0568-67-9811

(株)遠藤照明 静岡営業所

〒420-0851

オーデリック(株) 静岡営業所

〒422-8034

(株)オノマシン 静岡営業所

〒422-8037

静岡市駿河区下島 344-2

054-236-5230

河村電器産業(株) 静岡営業所

〒420-0858

静岡市葵区伝馬町 11-3 迦葉館５Ｆ

054-205-6021

コイズミ照明(株)中部営業部浜松営業所

〒430-0926

光昭(株) 神奈川営業部

〒222-0033

(株)三金 富士営業所

〒419-0201

富士市厚原 772-4

0570-076-028

(株)三桂製作所 本社営業本部

〒146-8585

大田区下丸子 4-21-1

03-3758-2226

静岡日立(株) 機器営業部

〒422-8007

静岡市駿河区聖一色 84-1

054-264-7177

ダイキン HVAC ソリューション東海(株)
静岡支店

〒422-8036

静岡市駿河区敷地 1-12-7

054-236-5301

大光電機(株) 静岡営業所

〒422-8056

静岡市駿河区津島町 13-3

054-283-1811

ＤＸアンテナ(株) 静岡営業所

〒420-0851

ＴＯＡ(株) 静岡営業所

〒420-0857

テンパール工業(株) 静岡営業所

〒422-8035

静岡市駿河区宮竹 1-14-3

054-237-5255

東芝ライテック(株) 静岡営業所

〒422-8061

静岡市駿河区森下町 1-35
静岡ＭＹタワー13Ｆ

054-654-7733

(株)戸上電機製作所 営業本部中部オフィス

〒456-0033

名古屋市熱田区花表町 21-2

052-871-6471

内外電機(株) 静岡営業所

〒422-8041

静岡市駿河区中田 3-1-9 光ビル４Ｆ

054-282-8210

日動電工(株) 東日本営業部 中部営業部

〒463-0021

名古屋市守山区大森 2-101-1

052-768-1711

日東工業(株) 静岡営業所

〒420-0851

静岡市葵区黒金町 61-5
中西ビル３Ｆ西

054-280-7005

日本アンテナ(株) 静岡営業所

〒422-8076

静岡市駿河区八幡 2-12-15

054-283-2870

ネグロス電工(株) 静岡営業所

〒422-8027

静岡市駿河区豊田 2-4-35

054-280-4610

パナソニック(株)ライフソリューションズ社
静岡電材営業所

〒420-0817

静岡市葵区東静岡 1-2-14

054-261-8618

富士電線販売(株) 営業統括部第二営業部

〒582-0001

柏原市本郷 5-5-48

072-971-8831

マスプロ電工(株) 静岡営業所

〒422-8041

静岡市駿河区中田 2-1-6
村上石田街道ビル 502

054-283-2220

〒509-5312

土岐市鶴里町柿野広畑 2322-3

0572-52-0080

〒422-8058

静岡市駿河区中原 913

054-283-6141

未来工業(株) 静岡営業所

〒422-8035

静岡市駿河区宮竹 2-23-9

054-236-1505

矢崎エナジーシステム(株) 静岡支店

〒422-8072

静岡市駿河区小黒 3-8-15

054-283-1152

〒422-8067

静岡市駿河区南町 14-1
水の森ビル 11Ｆ

054-286-2211

(株)ＭＡＲＵＷＡ ＳＨＯＭＥＩ
名古屋営業所
三菱電機住環境システムズ(株)
中部支社静岡支店

菱電商事(株)
静岡支社 FA システム部第一課

静岡市葵区黒金町 59-7
ニッセイ静岡駅前ビル４Ｆ
静岡市駿河区高松 2-13-37
マイメジャー高松 101

浜松市中区砂山町 351-1
サニービル２Ｆ
横浜市港北区新横浜 2-12-12
新横浜ＩＫビル６Ｆ

静岡市葵区黒金町 11-7
大樹生命静岡駅前ビル 11Ｆ
静岡市葵区御幸町 11-10
第一生命静岡鉄道ビル６Ｆ

054-255-1307
054-237-1211

053-451-7722
045-470-2141

054-252-8670
054-251-5350

Voltage
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無線通信なので調光信号線が不要で省施工。

【技術情報コーナー】

関わりのある企業様の
プレスリリースから
通信信頼性の高い独自の新無線通信方式
「WiLIA」採用
照明制御による快適空間演出を実現する
「WiLIA無線調光シリーズ」

専用タブレットによる多彩な演出運用が、可能で、
中規模オフィス、商業施設、工場、倉庫などの非住宅
市場全般のリニューアルにおすすめです。
近年、オフィスでは働き方改革への対応として、フ
リーアドレス化やレイアウト変更、商業施設では魅力
ある店舗づくりのための改装などが実施されています。
施工現場においては、電気工事士の不足により、省
施工ニーズが高まっています。
「WiLIA無線調光シリーズ」は、そのような社会ト

～ 中規模オフィス、商業施設、工場、倉庫などの

リニューアルにおすすめ ～

レンドに対応しています。



＜特長＞

パナソニック株式会社
品

名

WiLIA 無線調光シリーズ マルチマ
ネジャー Ex システム

マルチマネジャー Ex、LS/ 無線信号
変換インターフェース、設定操作用
システム構成
タブレット Ex、WiLIA 専用照明器
具（ベース照明、ダウンライトなど）

１．2.4GHz帯よりも通信信頼性が高い920MHz帯
を採用し、多回路個別制御に適した独自の無線通
信プロトコル
２．簡単に操作できる専用タブレットで、施工後のレ
イアウト変更にもフレキシブルに対応
３．オフィス、商業施設、工場、倉庫にお奨めの専用
照明器具が充実

パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社
は、照明制御による快適空間演出を実現する「WiLIA
（ウィリア）無線調光シリーズ」を販売しています。



（県工組事務局）

＜中部電力パワーグリッド㈱静岡支社からのお知らせ＞

電気工事店の皆さま、こんなことでお困りではないですか…？？
現場に行かなくても
付近の状態を知りたい…

現場の番地が未決定で
ナビが使えない…

そんなお困りごとに“電柱”がお応えします！！

お近くの営業所（コミュニティサポーター）までお気軽にご連絡ください！！

