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お客様の課題に
のソリューション
Takebishi’s solution to customers’ problems

幅広い製品群でお客様の
ニーズにお応え致します。
We will meet the needs of customers
with a wide range of product groups.

Industrial equipment
and Systems

Semiconductors
and Devices

Social
Infrastructure

Information and
Communications
equipment

効率的で迅速な情報処理。
ビジネスに欠かせないＩＴシス
テムを構築します。

産業の基盤を成す製品群。
生産現場の自動化、省力化
を実現します。

ワールドワイドな取扱製品、
お客様の多様なニーズに
お応えします。

電力、公共から医療、環境
まで、人にも地球にも優しい
空間づくりをお手伝いします。

Product groups that form
the foundation of the industry.
We will automate production
sites and save labor.

With a global product range
we will meet the diverse needs
of customers.

From electricity and public
works to medicine and
the environment, we will help to
create spaces that are friendly to
people and the earth.

Efficient and rapid information
processing. We will build
IT systems that are essential to
business.

最適化の追求
モノづくりの現場を支える
コンポーネント＆装置システム
Pursuit of optimization. Components and equipment systems that support manufacturing sites.
現場に即したＦＡを提案。
お客様の課題を解決いたします。
Proposing FA in line with work sites. We will solve our customers’ problems.

Semiconductors
and Devices

Social
Infrastructure

Industrial equipment and Systems

Industrial equipment
and Systems

Information and
Communications
equipment

センサ、
オムロン機器

Sensers,Omron’s Equipment

コントローラ

駆動機器

配電制御

回転機器

オムロン機器

産業機

Controllers

Drive Controls

Electricity Distribution Controls

Rotational Equipment

Omron’s Equipment

Industrial Equipment

デバイスゲートウェイ

OPCサーバー

DeviceGateway
Deveroped by TAKEBISHI

OPC Server
Deveroped by TAKEBISHI

小さな部品に∞の可能性
組合せで 夢 が広がります
Infinite possibilities of small parts. In combination, they will spread dreams.
高品質から低コストまで、
お客様の多様なニーズにお応えいたします。
From high quality to low cost, we will meet the diverse needs of our customers.

Semiconductors
and Devices

Social
Infrastructure

Semiconductors and Devices

Industrial equipment
and Systems

Information and
Communications
equipment

Microcomputers, Memories, ASICs, ICs, Optical/high-frequency Devices,
Power devices, Transistors, Semiconductor products,
Development Tools, Microcomputer/software Design, etc.

マイコン、
メモリ、ASIC、
各種IC、光・高周波素子、
パワーデバイス、
トランジスタ、
開発ツール、
マイコン・ソフトウェア設計、
他

Liquid clystal modules,Electronic Paper, Organic electro-luminescense,
Other Display Devices, Touch-panels, Industrial Controller, CPU Boards,
Storages, Power Supply Units, Printers, Thermal Heads, Contact Iimage
Sensors,Communication Modules, etc.

液晶モジュール、
電子ペーパー、
有機EL、
他表示デバイス、
タッチパネル、
産業用コントローラー、
CPUボード、
ストレージ、
電源、
プリンター、
サーマルヘッド、
密着イメージセンサ、通信モジュール、
他

液晶モジュール

電子ペーパー

CPUボード

ストレージ

通信モジュール

Liquid crystal module

Electronic Paper

CPU Boards

Strages

Communication Modules

マイコンのソフト開発・ハード設計

キーワードは 環境・省エネ 、安心・信頼
快適空間をプロデュース
The keywords are "the environment and energy conservation," and "safety and reliability."
Producing comfortable spaces
設計から施工まで、省エネをプラスした快適な環境づくりをご提案いたします。
From design to construction, we propose the creation of a comfortable environment that also saves energy.

Industrial equipment
and Systems

Semiconductors
and Devices

Social
Infrastructure

Information and
Communications
equipment

放射線装置

工業用非破壊検査システム

high-energy X-ray application for nondestructive testing

発電機

省エネ製品

エスカレーター ／エレベーター

Generator

Enegy‐Saving Products

Escalators/Elevator

施設照明
Facility lighting

手のひらから広がるネットワーク
ICTで社内を最適化！
Network that extends from the palm of your hand. Optimize ICT in-house!
機器の販売からシステム設計・開発、
メンテナンスまで。
システムをトータルコーディネートいたします。
From sales of equipment to design, development and maintenance of systems. We offer total coordination of systems.

Semiconductors
and Devices

Social
Infrastructure

Information and
Communications
equipment

情報システム

オープンシステム、
コンサルティング、
システム設計・ソフト開発、
PC・ＰＣサーバー、
各種映像情報機器、
ネットワーク構築、
保守、
他

通信システム

ソリューションサーバー

ファイルアーク

Solutions Servers

FileArk

TAKEBISHI Developed Complete Sales
Management System[TECSAS]

映像情報機器

ネットワークカメラ

Picture information
appliance

Network Camera

Information
System
Communication
System

セキュリティシステム、
PBX、
携帯電話、
他

ファイルサーバー

Open System,Consulting,System Design,Software
Development,PCs and PC Servers,Picture information appliance,
Construction and Maintenance of a Network,etc
Security System,Private Branch Exchange ,Cellular Phones,etc

Information and Communications equipment

Industrial equipment
and Systems

幅広いシーンで活躍！
進化を続ける たけびしオリジナル
Active in a wide range of fields!
"Takebishi originals" continue to evolve.
技術×商社だからできること。足りない Piece を創出します。
Things we can do because we are a technological trading company.
We will create any missing piece.

オリジナル製品

オリジナル

"TAKEBISHI" Original Product

パートナー商品
Partner Product

IoT対応データアクセスユニット
IoT Data Access Unit

デバイスゲートウェイ
DeviceGateway

生産管理システム

Production Control System

OPCサーバ

データ入力業務の効率化ツール
Data Imput Work Efficiency Tool

ファイルアーク
FileArk

業務システム

Business Operation System

販売管理パッケージ
「TECSAS」

オリジナル
"TAKEBISHI" Original Product

三菱電機製品

Mitsubishi Electric
Product

Creating a bright future by connecting people and technology with confidence.

New Impression & Amazement from Our Valuable Solution.

ISAMU OGURA

伝統と革新が調和する町 京都。
ここで育った技術商社 たけびし だからこそ、
できることがあるはずです。
私たちはこれからも、
時代と共に変わり続けるお客様のご要望に真摯に耳を傾け、
知恵を絞り、
工夫を凝らして新しい未来を創造してまいります。
Kyoto, the ancient capital that balances tradition and innovation.
TAKEBISHI grew here as technology trading company. That’s why we could.
We will continue to listen in earnest to customers’ requests that change with the era.
We will to think carefully and use our ingenuity to create a new tomorrow.
当社は1926年の創業以来、
京都・滋賀地区を主力地盤に、
三菱電機製品を
中心とした産業用電機・電子機器を取扱う技術商社として、
多くのお客様に
支えられながら今日の経営基盤を築いてまいりました。
現在では営業拠点を7支店・1営業所、
関係会社7社
（国内3社・海外4社）
へ
と拡大し、
主力の三菱電機製品と多くのパートナー製品に加え、
当社独自の
技術力を活かしたオリジナル製品の開発を進めながら、お客様の多様な
ニーズにお応えしてまいりました。
たけびし は、
産業機器、
半導体・デバイス、
社会インフラ、
情報通信という
社会のあらゆるシーンにおいて、
お客様の満足と感動を提供し続ける トー
タルソリューション技術商社 として、
時代の最先端で挑戦を続けてまいり
ます。
京都発 最強の技術商社 を目指し、
これからも皆様と共に歩んでまいる所
存です。
今後ともご愛顧の程よろしくお願い致します。

Since its founding in 1926, TAKEBISHI has established a management
foundation, supported by its many customers, as a technical trading
company dealing in industrial elec tric machiner y and elec tronic
equipment, mainly Mitsubishi Electric products based in Kyoto and
Shiga
prefectures.
The company currently has expanded to seven branches and one sales
office, as well as seven affiliates (three domestic and four overseas). In
addition to its flagship Mitsubishi Electric products and a number of
partner products, the company promotes the development of original
products by taking advantage of its proprietary technology. TAKEBISHI
has responded to the diverse needs of its customers.
TAKEBISHI will continue to impress and amaze its customers as “a
technological trading company that provides total solutions ”, in fields
su c h a s ind u s t r i al e quipment , s emi c ond u c t or d ev i c e s , s o c i al
infrastructure, and information and communications, and the company
will continue to take on challenges at the leading edge of the era.
TAKEBISHI is determined to keep moving ahead together with its
stakeholders as it aspires to be “the leading technology trading company
from Kyoto”.
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