
100 年の信頼、 

これからも輝く未来を 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                  

     

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめまして！西山電気㈱です 

「電気」と社名につきますが、当社は個人のお宅の電気工事や家電販売ではなく、大学･病院･ 

デパート･ホテルなどのビルの電気工事の施工管理💡や三菱電機の代理店として、受変電設備や 

エレベーターなどの建物に関わる設備機器やＦＡ関連機器の製品・システムを販売している会社

です。個人のお客様と直接接点がないので、社名を聞いたことがないという方も多いと思います

が、 2019 年に創業 100 周年 を迎えた伝統のある会社です。 長年の信頼と実績、高い技術から

受注を賜り、30 年以上黒字・実質無借金経営の安定した会社です。人と人とを繋ぎ、生活に

欠かせない電気に携わる仕事をしてみませんか？ 



Since 1919 

 100 周年を迎えた西山電気。 

「伊達に創業 100 年の会社じゃない」 

と言わせる魅力。 

西山電気の一番の強みは「社員」です。 

社員（時に関連会社様も巻き込み）がともに協力しあわなければ、 

巨大な建築を完成させることはできません。お互いが気持ちよく 

働くことができるように、気遣いあい、励ましあい、助けあう、 

思いやりを持って仲間と接することができないと組織はうまく 

機能しません。社員ひとりひとりの人柄があるからこそ、ここまで 

バトンを繋げることができ、おかげさまで創業 100 周年を迎えま

した。「少数精鋭」を企業理念に掲げている通り、家族のよう に社

員を大切にする会社です。 



5 階 

4 階 

3 階 

商事本部 

三菱電機の代理店の部署です。 

約 70 名が所属。 

社内業務だけでなく、 

各営業担当は客先に行くことも。 

営業事務と連携をとり、受発注業務を行って 

います。 

工事本部 

首都圏を中心に大規模建築の電気設備工事の新

築工事や改修工事を多数請負っています。営業

部、工事管理部、工事部の 3 部署に約 80 名が所

属。内勤の社員もいますが、半分以上が現場に出

ています。新宿伊勢丹、池袋・渋谷の西武百貨店、

東京流通センター等、工事事務所を設け、長年常

駐している現場もあります。 

管理部 

経理課と総務課があります。社長室もこちらの

フロア。応接室・会議室もあるので、学生の方は

説明会や面接でこの階に来ることが多い 

です。 

西山電気はこんな会社です。

西山電気㈱は東京本社（東京都港区）を拠点とし、名古屋支店（愛知

県名古屋市）・神奈川支店（神奈川県相模原市）、営業所（ひたちなか

市・さいたま市・高崎市）があります。 

その他、以下の施設に、工事事務所を設け、長年常駐し、新築改修工

事に速やかに対応できるようにお客様をフォローしています。 

【池袋】西武百貨店 

【新宿】新宿伊勢丹・新宿高野 

【渋谷】西武百貨店 

【平和島】㈱東京流通センター 

【相模原】三菱重工業㈱相模原製作所 

【つくば】高エネルギー加速器研究機構

【海老名】ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱海老名工場

港区白金に西山電気の本社はあります。5 階建ての自社ビルのうち、

1～2 階は広告会社などのテナントが入っており、それ以外を自社で

使っています。それぞれの部署ごとにフロアが分かれています。

東京本社はこんなところです。 

商売繁盛！ 

社内安全！ 商事本部ではボーリング大会、

工事部は暑気払い等、歓送迎会、

忘年会、納会他、毎年親睦を深め

るイベントを開催しています。 

施工管理は基本現場にでていて、左の

写真のような現場事務所や工事現場に

います。月に 1 度、「工事部会」とい

う会議でみんな顔をあわせます。ひと

りでは到底完成させられない大きな仕

事に、一丸となって取り組みます。 

今年、社内フットサルのユニフォームができました！

同好会としてスタートしたフットサルは、三菱電機主

催の大会で優勝、準優勝の実績が認められ、会社から

ユニフォーム代が出ました。最初は個人負担の予定で

発注しようとしていましたが、直前に経理に相談した

ところ、会社で買ってもらえることに！上司・社員同

士の距離が近く、中規模の会社で小回りが利き、柔軟

な対応ができる点が西山電気のいいところです。 



商事本部主要お取引先 ※順不同

関工商事㈱ 

三菱重工業㈱ 

緑屋電気㈱ 

三菱ふそうトラツクバス㈱ 

㈱豊電子工業 

㈱岡本工作機械製作所 

㈱白川電機製作所 

三菱電機ビルテクノサービス㈱ 

清水建設㈱ 

大崎電気システムズ㈱ 

ミツワ電機㈱

三菱重工冷熱㈱ 

三菱化工機㈱ 

因幡電機産業㈱ 

㈱ニコン 

三浦電機㈱ 

北総産業㈱ 

日本電設工業㈱ 

巴工業㈱ 

エレマテック㈱

千代田機工㈱ 

㈱ユアテック 

日昭電気㈱ 

三菱電機ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ 

㈱西原環境 

㈱ミツヤ送風機製作所 

武田薬品工業㈱ 

渡辺パイプ㈱ 

DIC㈱ 

シーティーシー・エスピー㈱

ケイミュー㈱

㈱ＩＨＩエアロスペ－ス

㈱JR 東日本情報システム 

東光電気工事㈱ 

㈱雄電社 



三菱電機の代理店として、三菱電機製品とシステムを法人のお客様にご提案・販売するお仕事をしています。 

扱っている商品は、ビルに設置されている防犯カメラ、エレベーターや空調設備、変圧器、太陽光パネルや

工場の生産ラインに欠かせないシーケンサー、産業用ロボット、インバータ、ＡＣサーボなど多岐に渡りま

す。メーカーである三菱電機とお客様の間に立って、建物の新築・改修工事に関わる機器の販売促進を行う

だけでなく、搬入先に行って立合うのも営業の仕事です。 

◎法人向けの大型機器は、学生の頃触れることのなかった世界。何も知らないところからスタートして、徐々

に自分でも説明できるようになってレベルアップが実感できることが嬉しい。

◎新人の頃は先輩のサポート役ですが、少しずつ自分の担当が任され、自分宛に連絡が来るようになるので、

信頼されることが嬉しいのでやる気が出ます。

◎工事には工期があるので、納期にシビアな世界。大きな案件が終えられた時は達成感があります。

◎工事現場は関係者以外立入禁止なので、搬入の立合いで知らない世界を知れるところがおもしろいです♪

◎「あの建物の太陽光パネル、私が納品したんだよ！」と言える。自分の仕事の成果が見えやすい。

◎メーカーよりもお客様に近いので、代理店ならではのやりがいがおもしろい。

電気の勉強をしていなくても、ＯＪＴや三菱電機の定期研修があるので 

大丈夫です！ 

仕事中だけでなく、社内のコミュニケーションを促進するイベントや部活もある

ので、助け合いながら仕事を進めることのできる人間関係を築ける会社です。 

私たちの生活に欠かせない「電気」に関わる仕事をしてみませんか？ 

三菱電機の代理店・商事本部の営業のお仕事 

商事営業の仕事の魅力を教えてもらいました！ 

営業の 

先輩からの 

コメント



商事の営業を支えるサポートをするのが、営業事務のお仕事です。 

パソコンを使った受発注業務・見積書、請求書の作成・電話対応など、外に出ていくことも多い営業に対して 

営業事務は内勤中心です。同じ部署の営業さんが外出中の時は代わりに相談を受けることもあります。 

営業さん、メーカー、お客様をつなぐ大切なサポートをするお仕事です。 

◎直接の営業担当ではないけれど、「あなたに任せておけば大丈夫だよね」とお客様に言ってもらえるように

なると嬉しいです。

◎急な依頼など、大変な依頼が舞い込むこともありますが、お客様の「ありがとう」「助かったよ」という言葉で

頑張ってよかった！と思います。

◎営業さんとともに長い間頑張っていた案件が終わった時、一緒に喜び合える瞬間は、事務としてアシスト

できて嬉しい気持ちでいっぱいになります。

◎先頭に立って会社を引っ張る仕事ではないですが、会社の土台を支える大事なお仕事だと思います

文系出身の人がほとんどです。 

みんなで教えていくので、電気製品の知識がなくても大丈夫です！ 

産休、育休を取得した先輩も多いので、安心して長く勤められる会社ですよ。 

営業さんのような最前線で活躍する人を支えるサポート役が自分には合って 

いると思う人は、ぜひ応募してみてください✨ 

商事本部の縁の下の力持ち 営業事務のお仕事 

営業事務の仕事の魅力を教えてもらいました！ 

営業事務の 

先輩からの 

コメント



先輩たちのオフの顔 

この他にも、個別に飲み会やスノボに行ったりしています。基本業務外の活動は自由参加です。個々に東京マラソンに出場していたり、スケボーやボルダリングが趣

味、海外旅行大好き！という活発な人もいれば、ゲームやアニメ、映画鑑賞等、家でまったり過ごすのが好き、休日はマッサージに行ったり家族でのんびり過ごすの

が好きという人までいろいろなキャラクターが集まっています。会社も働き方改革を推進し、有休消化、代休消化等、社員のオフ時間の充実を応援しています。 

西山電気では、社員旅行、部活・同好会他社員同士の交流などにより、社員同士の結束を強めること、余暇時間の充実により社

員のリフレッシュの機会を設けています。 

野球部は夏に行われる電設健保主催の 

大会の出場をメインに活動しています。 

大会で優勝してトロフィーget! 

お子さんの「パパがんばって～」の応援にみんな和みながら試合。 

女子も参加しています。 

隔月くらいのペースで練習。 

フットサル以外にもバドミントンの日も設け、

部署も関係なく、いろんな人が参加できるようにしています。 

5年に 1度社員旅行にご招待✨ 

前回は会津若松に行きました！ 



最近のトピックス 

西山勉社長が実行委員長を務めた JECA FAIR 2018 が開催されました。 

大阪で行われた展示会、JECA FAIR 2018(第 66 回電設工業展)実行委員長を西山電気㈱取締役社長西山勉が務めまし

た(西山社長は現在日本電設工業協会常任理事、東京電業協会副会長です)。JECA FAIR 2018 の HP には 2017 紹介動

画に、西山社長のインタビューが紹介されています。ぜひ「JECA FAIR 2018」で検索してみてください！ 

第四回機器 GM 杯ミニサッカー大会が開催されました。 

三菱電機機器代理店対抗のミニサッカー大会にフットサル同好会が参加しました。例年は 2 月に開催されますが、悪

天候のため延期になり 6 月に開催されました。リーグ戦は 2 戦 2 勝。順位決定戦は惜しくも敗れましたが 3 位入賞を

果たしました。 



大妻女子大学 、 神奈川大学 、 川村学園女子大学 、 関東学院大学 、 杏林大学 、 工学院大学 、 

国学院大学 、 国士舘大学 、 駒澤大学 、聖学院大学 、 聖心女子大学 、 成城大学 、 聖徳大学 、 

専修大学 、 創価大学 、 高千穂大学 、 大東文化大学 、 千葉商科大学 、 中央大学 、 帝京大学 、 

東海大学 、 東京経済大学 、 東京国際大学 、東京理科大学 、 東洋大学 、 日本大学 、 日本工業大学 、 

法政大学 、 明海大学 、 明治学院大学 、 明星大学 、 立正大学 、 流通経済大学 、東京家政大学 、 

二松学舎大学  他 

※商事本部の出身大学です。

4月上旬

•社内研修（社内各部門から説明等）・社外マ

ナー講習

4月中旬
•取扱商品に関する研修

5月
•配属先でのＯＪＴ

3年

•提案力強化セミナーなど、徐々にひとりで仕

事を任される。

5年目

•定期的に研修をしつつ、ひとりで仕事をまわ

すようになる。

10年目

•部署を牽引する仕事を任されるようになる。

役職ごとのセミナー等も受講するようになる。

入社後はまず営業、営業事務共通で電気製品に関する基礎知識と主要な取

り扱い製品についての研修を行います。学生の時点で電気の勉強をしていな

くても大丈夫です。約 1 か月の商品に関する研修後、配属部署で先輩の仕事

のサポートから始まるＯＪＴが始まります。いきなりひとりで仕事を任すの

ではなく、徐々に仕事に慣れてから、少しずつ担当を任されます。 

営業は、全体の入社後には 3 年次提案力強化のセミナーや定期的な研修な

どで、サポートいたします。この他に部署によっては、三菱電機の工場研修

や三菱電機システムサービスなどの協力会社への出向もあります。メーカー

の仕事の研修機会もあるので、自社に戻ってきた時に営業として活躍の幅を

広げられる人材育成にも注力しています。 

営業事務の場合は入社後の研修以外に、営業事務独自の社員研修もあり、

定期的にスキルアップできるよう取り組んでいます。担当部署によっては、

より製品を理解するために営業事務向けの工場見学研修もあります。 

また西山電気では、仕事に関わる資格を取得推進しています。対象の資格

取得者には毎月手当を支給しております。 

入社後のキャリア例 

学部学科不問！様々な大学出身の先輩が活躍している会社です。 
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