
会社概要

お客様のニーズに細やかにお応えしながら、

安全・安心・快適に電気設備に取り組んで参ります。
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★光で人を幸せに・・・

豊かになったこの時代＂灯り＂のありがたみを感じながら、

＂光＂により人々に幸せを感じてもらえるものを創りたい

お客様を取り巻く環境動向を把握し、

インフラ設備を守る最良のパートナーであり続ける私たち協進デザインテックは、

企業と企業の繋がりだけでなく『人と人との繋がりを大切に』を掲げ、



会社概要①

社名 有限会社　協進デザインテック

代表取締役 山﨑　幸一

電気工事業・消防施設工事業

兵庫県知事許可（般—30）第114192号

創業 1989年4月　協進電気

会社設立 2003年1月　有限会社　協進デザインテック

〒651-0078　兵庫県神戸市中央区八雲通3丁目2-11

TEL 078-231-1170     FAX 078-231-1172

電気設備工事　設計・管理・施工

照明イルミネーションデザイン　企画・提案・設計・管理・施工

家庭用電気製品の販売・修理

社員数 18名(非常勤役員2名含む)

監理技術者　3名

1級電気工事施工管理技士　3名

第一種電気工事士　10名

第二種電気工事士　6名

認定電気工事従事者　4名

消防設備士(甲4)　2名

消防設備士(乙7)　2名

直営協力業者 4社　計17名

三井住友銀行（三宮支店）

神戸信用金庫（春日野支店）

きんでん技術安全協力会

関西電気工事工業協同組合（関電協）

神戸東労働基準協会
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主要取引銀行

建設業の許可

所在地

事業内容

技術者数

加入団体



会社概要②

電気設備工事に関する施工計画、施工図作成、積算、安全、品質等の管理

電気設備工事に関する現場での配管、配線、器具取付等の電工技術職

学歴、前職は不問、初心者には免許取得支援も行います

トライアル雇用併用あり

45歳までの方（若年層の長期キャリア形成を図るため）

月給　180,000円～500,000円

基本給は能力、経験、技術等を考慮して決定します

求人情報（昇給） 年1回

求人情報（賞与） 年2回

※当社規定有り

技能手当・運転手当・家族手当

休日・・土曜日、日曜日、祝日、その他（週休二日制毎週）

年末年始・夏期休暇あり

6ヵ月経過後の年次有給休暇日数：10日

緊急作業時は土曜日・日曜日作業あり（振替休日取得する）

求人情報（勤務時間） 8：00～17：00

求人情報（勤務地） 基本、阪神間・尼崎～明石（三宮郊外が多い）

各種社会保険あり(雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金)

資格取得支援（費用全額会社負担）

退職金制度

歓迎会や忘年会、バーベキュー、社員旅行など
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求人情報（仕事内容）

求人情報（応募資格）

求人情報（給与）

求人情報（諸手当）

求人情報（休日休暇）

求人情報（福利厚生）



工事実績表

工　事　名　称 会社 竣工

（仮称）神戸新港文化施設棟新築工事 法人会社 ※施工中

ロジフロント尼崎Ⅱ　電気設備工事 法人会社 ※施工中

(株)三井E＆SﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞTPE事業本部神戸ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ新築電気工事 法人会社 ※施工中

ホテルモントレ神戸建替工事 法人会社 令和2年

日本ピラー工業増強工事(２期、３期) 法人会社 令和2年

有馬グランドホテル耐震改修工事 法人会社 令和1年

シスメックス新診断薬拠点新築工事 法人会社 平成31年

ダイヘン六甲事業所別棟新築工事 法人会社 平成30年

竹中工務店神戸東FMCイノベーションスペース整備工事 法人会社 平成30年

（仮称）三田第２ビル新築工事(二期工事) 法人会社 平成30年

甲子園商業施設リニューアル計画工事 法人会社 平成30年

（仮称）三田第２ビル新築工事(一期工事) 法人会社 平成30年

（仮称）建隆 磯上オフィスビル新築工事 法人会社 平成30年

エクシブ六甲サンクチュアリ・ヴィラ建設工事 法人会社 平成30年

甲南大学岡本キャンパス建設工事（KONAN  INFINITY  COMMONS） 法人会社 平成29年

ユーラス淡路ソーラーパーク建設工事（太陽光発電設備） 法人会社 平成29年

六甲アイランド物流センター新築電気設備工事工事 法人会社 平成28年

森本倉庫㈱三宮ビル北館建替電気設備工事（Ｐ＆Ｇ他Ｃ工事含む） 法人会社 平成28年

川崎重工業㈱神戸本社　川崎重工業㈱神戸工場　実習棟建設工事の内　電気工事 法人会社 平成27年

川崎重工業㈱神戸本社　川崎重工業㈱神戸工場　開閉所建設工事の内　電気工事 法人会社 平成27年

神戸電鉄栄太陽光発電設備工事 法人会社 平成27年

さくら三神ビル空調改修に伴う電気設備工事 法人会社 平成27年

竹中大工道具館新築工事 法人会社 平成26年

川崎重工業明石工場総合事務所建設工事(データセンター棟) 法人会社 平成26年

神鉄太陽光発電設備建設工事 法人会社 平成25年

学校法人六甲学院本館棟建設工事の内電気設備工事 法人会社 平成25年

川崎重工業健康保険組合　六甲山健康推進センター建設工事の内電気設備工事 法人会社 平成24年

白鶴酒造　魚崎浜工場新築工事の内電気設備工事 法人会社 平成24年

（仮称）エクシブ有馬離宮新築工事 法人会社 平成23年

神戸商工貿易センタービル空調設備改修に伴う電気設備工事 法人会社 平成22年

（仮称）スクウェア・ワン関西ビルディング新築電気設備工事（昭和病院） 法人会社 平成21年

（仮称）キリンガーデンシティ新築工事（あまがさきキューズモール） 法人会社 平成21年

関西電子工業尼崎ビル新築電気設備工事 法人会社 平成21年

（仮称）阪急西宮ＳＣ新築電気設備工事（阪急西宮ガーデンズ） 法人会社 平成20年

阪神甲子園球場リニューアル（1塁側内野1.2階）電気設備工事 法人会社 平成20年

音羽電機試験センター（仮称）新築電気設備工事 法人会社 平成20年

阪神御影駅前開発計画（商業棟）電気設備工事（御影クラッセ） 法人会社 平成20年

ダイヘン新摂津事業所新設電気設備工事 法人会社 平成19年

京都銀行六甲道支店新設工事 法人会社 平成19年

日本生命三宮駅前ビル電気設備工事改修工事 法人会社 平成19年

神戸海星病院改築・介護付有料老人ホーム新築工事 法人会社 平成18年

神戸商工貿易センタービルESCO事業の内電気設備工事 法人会社 平成17年

レクサスHAT神戸店新築電気設備工事 法人会社 平成16年

USS神戸オークション会場新築電気設備工事 法人会社 平成16年

カトリック神戸中央教会新築電気設備工事 法人会社 平成16年

阿含宗神戸道場新築電気設備工事 法人会社 平成16年

さくら三宮ビル新築電気設備工事（セレモニーホール三宮） 法人会社 平成15年

阪神淡路大震災メモリアル１期新築電気設備工事（人と防災未来センター） 個人会社 平成14年

神鋼パンテック本社ビル新築電気設備工事 個人会社 平成12年

神戸ハーバーフラッツ2期電気設備工事（6番館施工） 個人会社 平成12年

神戸ハーバーフラッツ１期電気設備工事（1・3番館・共用駐車場・外構施工） 個人会社 平成11年

クリエイト神戸ビル新築工事（2階ランプミュージアム工事・4階OMP工事） 個人会社 平成10年

日本ビルヂング新築電気設備工事 個人会社 平成9年

兵庫県警察本部庁舎新築電気設備工事 個人会社 平成8年

全国信用金庫連合会関西事務センター新築電気設備工事 個人会社 平成6年

さくら三神ビル新築電気設備工事 個人会社 平成5年

東芝関西システムセンター新築電気設備工事 個人会社 平成4年

鐘紡記念病院新築電気設備工事 個人会社 平成3年
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工事名称



用　　途 種　　類 番　　号 備　　考

法人番号 法人 1-1400-02-022779

電気工事業 兵庫県知事 (般-30)　第114192号 ※2018年9月22日更新

消防施設工事業 兵庫県知事 (般-30)　第114192号 ※2018年9月22日更新

電気工事業登録 一般・自家用 兵庫県知事  第150043号　

神戸市入札資格 電気一般・消防施設・電気専門 12026

健康保険
（事業所整理記号・事業所番号）

協会けんぽ　03キスホ　69008

厚生年金
（事業所整理記号・事業所番号）

協会けんぽ　03キスホ　69008

雇用保険
（労働保険番号）

28302615259－000

労災保険
（労働保険番号）

28101047319－000

各 種 届 出 関 連 会 社 番 号

建設業許可

保険区分
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