
お問い合わせはこちらまで

ハギワラソリューションズ株式会社

受付時間／月～金 9:00～18:00（祝祭日、夏期年末年始特別休業日を除く）
URL／https://www.hagisol.co.jp

tel 052-223-1301

受付時間／月～金 9:00～12:00、13:00～17:00（祝祭日、夏期年末年始特別休業日を除く）
Email／pc-info@logitec.co.jp

tel 0570-006409
fax  0265-74-1439

ロジテックINAソリューションズ株式会社

受付時間／月～金 9:00～12:00、13:00～18:00（祝祭日、夏期年末年始特別休業日を除く）
URL／https://www.d-clue.com

tel 045-470-0533
fax  045-470-0566

ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社

tel 0120-941-542
［DXアンテナカスタマーセンター］

受付時間／年中無休　9:30～17:00（祝祭日、夏期年末年始特定休業日を除く）
URL／https://www.dxantenna.co.jp

DXアンテナ株式会社

携帯電話・PHS・一部のIP電話で
上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079

受付時間／月～金　9:00～18:00（祝祭日、夏期年末年始特定休業日を除く）
URL／https://www.elecom.co.jp/support/

tel 0120-975-579

エレコム株式会社
［エレコム法人様専用回線］

COMPANY
PROFILE
ELECOM GROUP

エレコムグループのご紹介 （法人のお客様向け）



総合力と専門性を強みとして、
長年にわたり蓄積してきた
製品開発技術と経験を生かし
さまざまな事業領域へ
ソリューションを提供します。
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総合力
Collective Capabilities

Industry Expertise

サプライだけではなく、
幅広いカテゴリで

提案の幅を広げています

専門性
専門知識に特化した

グループ各社のソリューションで
最適な解を提案します

マウスやキーボードだけではなく、
カスタムボード・フラッシュストレー
ジ・カスタムPC・PC周辺機器・ネッ
トワーク製品など、製品・単体への
課題を超えて、システム全体にお
ける課題解決をご提案します。

ソリューションに必要なハード
ウェアをすべて自分たちで設計・
開発することで、医療や防災、教育
現場など専門的な領域のソリュー
ションを提供します。

常にお客様のニーズに合った商

品・サービスを提供するため、年

間2000点以上の新商品を開

発・販売しています。

POINT

01
製品の仕入先の選定は、品質や
コスト、供給体制について厳しい
選定基準を設けてチェックしてい
ます。

POINT

02
全国の営業所と東西2箇所の
物流センターで迅速なサービ
スをご提供しています。

POINT

03
サポートセンターでは約100名の
スタッフが常駐しており、お客様を
徹底サポートいたします。

POINT

04

ELECOM GROUP SYNERGY’S POINT

わたしたちはエレコムグループシナジーで
高品質なワンストップソリューションをご提供します。

01 02

売上1000億円
達成!

おかげさまで7年連続伸長！
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物流インフラ/サポート体制

最新鋭の設備を導入し
市場ニーズに迅速かつ確実に対応する物流システム

自社運営のサポートセンターできめ細やかなサポート。
お客様目線で「安心感と感動」をご提供
エレコムグループは「お客様目線のサポートで安心

感と感動を提供する」をモットーに、自社商品サ

ポートだけでなくお客様が一緒に使用される他社商

品もアドバイス出来る「ワンストップサポート体制」

を構築しています。サポート方法も365日受付の電

話・チャットに加えて、電話と連動させた動画を徹底

活用したWEBサポート「えれさぽ」による24時間

365日のオムニチャネルサポート体制を構築。すべ

て自社運営なのでお客さまのニーズに迅速かつ正

確に対応することが出来ます。また、これらのサポー

トを通じて情報分析を実施し商品開発・製造・販

売・サービスの提供に活かしています。

お客様のご注文にすばやく対応できるように、大阪

と神奈川に物流センターを設け、全国へ製品を

お届けしています。特に2016年に開設した神奈川

物流センターは、従来と比較して約2倍のスピード

で処理が可能なクロスベルトソーターを導入し、

取り扱い可能なアイテム数はもちろん、時間あたり

の出荷能力が格段にUPしました。また、商品を

上部のカメラで認識し、ロボットが自動投入する

ピースソーターシステム(自動仕分け機)を導入する

ことで、省人化と出荷ミスの防止に役立てています。
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家電量販店を販路とするＯＡ家具メーカーとして大阪市都島区に   
 設立（資本金：300万円）パソコンデスクの本格販売を開始

東京都板橋区に東京営業所を開設

OAアクセサリとしてフロッピーディスクケース等の販売を開始

名古屋営業所、福岡営業所をそれぞれ開設

入力装置マウスを発売

東京配送センターを開設

入力装置テンキーボードを発売

フロッピーディスクドライブの発売を開始しハードウェアに参入、   
札幌営業所を開設

仙台営業所に仙台配送センターを併設

販売会社として大阪府南河内郡にエレコム販売株式会社を設立

米国にELECOM COMPUTER PRODUCT INC.を設立

通信販売事業を目的として、東京都豊島区に株式会社ホームダイ   
レクト設立

東京･仙台の配送センターを統合して埼玉県草加市に東日本配送   
センターを開設

LANEEDブランドでLAN事業に参入

フロッグデザインのエスリンガー氏デザインによるルナリスシリーズ   
を発売

ルナリスシリーズなど6商品がグッドデザイン賞を受賞

エレコム販売株式会社と合併、資本金を5,140万円に増資し、本   
社を大阪市中央区瓦町に移転

物流業務に特化することにより業務効率を高めることを目的とし   
て、大阪府岸和田市にエレコム物流株式会社を設立

CDケース"CDR-014"のアメリカ版が、アメリカEIA主催のイノ   
ベーション'96のコンピュータ･マルチメディア部門で表彰

埼玉県越谷市に物流センターを開設

CDラック"CDR-017"のアメリカ版がアメリカEIA主催のイノベー   
ション'97のコンピュータ･マルチメディア部門で表彰

無線LAN　エア・ホークシリーズを発売

物流拠点を統合し、東京青海に新物流センターを開設

BCNアワードにおいてマウス部門とUSB部門の2部門を2年連続で受賞

BCNアワードにおいてマウス部門とUSB部門の2部門で3年連続で   
受賞。さらに新設されたキーボード部門でも受賞し3冠達成

ELECOM UK LIMITED（英国）を設立

ELECOM KOREA CO.,LTD（韓国）を設立

BCNアワードにおいてマウス・USB部門4年連続受賞、キーボード   
部門2年連続受賞、スピーカ部門受賞の4冠達成

宜麗客（上海）貿易有限公司（中国）を設立

ELECOM Deutschland GmbH（ドイツ）を設立

ELECOM ITALY s.r.l（イタリア）を設立

ロジテック株式会社の株式7,500株を取得、子会社化

BCNアワードにおいてマウス・USB・キーボード・スピーカ・ゲーム   
コントローラ・テンキーボードの6部門で受賞

第1回Gfk Japan Certifiedにおいてマウス部門で受賞

「PALVO」マウスがドイツ・ハノーバー工業デザイン会主催の   
iFデザインアワードを受賞

BCNアワード2006においてマウス・USB・キーボード・スピーカ・   
ゲームコントローラ・テンキーボードの6部門で受賞

第2回Gfk Japan Certifiedにおいてマウス・アンプ内蔵スピーカ・   
PC用キーボード・USBハブの4部門で受賞

大阪本社においてISO14001（環境マネジメントシステム）認証   
を取得

ELECOM ITALY s.r.lを清算

大阪市西淀川区に西日本物流センターを開設、青海物流センター   
を東日本物流センターに改称

ELECOM EUROPE B.V.（オランダ）を設立

ジャスダック証券取引所に上場

BCNアワード2007においてマウス・USB・キーボード・スピー   
カ・ゲームコントローラ・テンキーボードの6部門で受賞

第3回Gfk Japan Certifiedにおいてマウス・PC用キーボード・  
USBハブの3部門で受賞

ednet AG(後のQuondam PC Merchant GmbH i.L.)の株式  
1,000,000株を取得、子会社化

ELECOM Deutschland GmbH を清算

ELECOM EUROPE B.V. を清算

BCNアワード2008においてマウス・USB・キーボード・スピーカ・   
ゲームコントローラ・テンキーボード・カードリーダ・携帯オーディオ   
アクセサリの8部門で受賞、第4回GfkJapan Certifiedにおいて   
マウス・PC用キーボード・アンプ内蔵スピーカの3部門で受賞

ELECOM UK LIMITED を清算

BCNアワード2009においてマウス・USB・キーボード・スピー   
カ・ゲームコントローラ・テンキーボード・携帯オーディオアクセサリ   
の7部門で受賞

第5回Gfk Japan Certifiedにおいてマウス・PC用キーボー   
ド・アンプ内蔵スピーカの3部門で受賞

WEBカメラ、USBハブの2シリーズが、iFデザインアワードを   
受賞

マウス「SCOPE NODE」、ヘッドフォン「XCALGO」、バッグ   
「ORIGAMI」「ZEROSHOCK Premium」の4製品が、ドイツ・   
ハノーバー工業デザイン会主催のiFデザインアワードを受賞

BCNアワード2010においてマウス・USB・キーボード・スピー   
カ・ゲームコントローラ・テンキーボード・携帯オーディオアクセ   
サリ・ＰＣカメラの8部門で受賞

第6回Gfk Japan Certifiedにおいてマウス・PC用キーボー   
ド・アンプ内蔵スピーカの3部門で受賞

ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪   
証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場

ロジテックＩＮＡソリューションズ株式会社を設立

BCNアワード2011においてマウス・USB・キーボード・スピー   
カ・ゲームコントローラ・テンキーボード・携帯オーディオアクセ   
サリ・ＰＣカメラ・カードリーダの9部門で受賞

ハギワラソリューションズ株式会社を設立

エレコムサポート＆サービス株式会社を設立

Elecom India Private Limitedを設立

新宜麗客民台(上海)商貿有限公司を設立

BCNアワード2012において、マウス、USB、キーボード、ゲー   
ムコントローラ、テンキーボード、携帯オーディオアクセサリ、    
カードリーダ、KVM切替器、タブレット端末アクセサリ、ヘッド   
セットの10部門で受賞

ELECOM Europe GmbHを設立

ELECOM SALES HONG KONG LIMITEDを設立

BCNアワード2013において、マウス、USB、ゲームコント    
ローラ、テンキーボード、携帯オーディオアクセサリ、カードリー   
ダ、KVM切替器、タブレット端末アクセサリ、ヘッドセット、USB   
メモリ、PCカメラ、カメラケース・バッグの12部門で受賞

東京証券取引所市場第一部に上場

大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における株式上場を   
廃止

Quondam PC Merchant GmbH i.L.を清算

エレコムサポート＆サービス㈱を清算

日本データシステム株式会社を取得、子会社化

米シーゲート社と国内代理店契約締結

宜麗客（上海）貿易有限公司を清算

エレコムヘルスケア㈱を設立（議決権比率：100％）

エレコムサポート＆サービス㈱を設立（議決権比率：100％）

ELECOM Europe GmbHを清算

株式会社ワークビットの事業を譲受け、大和技術開発センター   
を設置

DXアンテナ株式会社（神戸市兵庫区）の株式11,244,320株を取得、   
子会社化（議決権比率：96％後に100％）

ディー・クルー・テクノロジーズ㈱（新会社）を設立（議決権比率：100％）   
し、旧会社から事業を譲受ける。

ELECOM Group’s

沿革History エレコムグループの特長Quality
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グループ会社はスーパーコンピュータやNAS、産業用・業務用カスタムPC、産

業用SSD・CF・SDメモリといった製品・ソリューションを通じて数々の実績を積

んできましたが、そこにエレコムが軸となって各社の技術力を結集させたことに

よって、ワンストップでより高品質な製品・ソリューションをご提供することができ

るようになりました。たとえば、NASをカスタムPCに組み込むことも可能ですし、

技術力を支えるグループシナジー

グループ各社が培ってきた独自の技術とノウハウを結集し
ワンストップで高品質な製品・ソリューションを提供します

DXアンテナの同軸ケーブルソリューションにディー・クルー・テクノロジーズの

技術を組み合わせれば10ギガクラスの通信も可能。すると、第5世代移動通信

システムを超えた6G・7Gインフラの実現さえ現実的に。各社の技術力を結集さ

せる「グループシナジー」によって、ワンストップでより高品質な製品・ソリュー

ションをご提供することができます。

iPhone用NESTOUTケース・
トレッキングモデル

「iF デザイン
アワード2020」を受賞

To
pi

cs
 0

1

株式会社BCN主催のBCN AWARD 2020※におきまして、「マウス部門」、「携帯

オーディオアクセサリ部門」、「カードリーダ部門」、「タブレット端末アクセサリ部

門」、「USBメモリ部門」、「スマートフォンケース部門」、「モバイルバッテリ・充電器

部門」、「KVM切替器部門」、「スマートフォン保護シート部門」、「USB部門」、「10

キーボード部門」、「ゲームコントローラ部門」 の全12部門で受賞。

昨今、様々なアプリの誕生によりスマートフォンをトレッキングシーン

で活用する機会が増えています。しかし、通常のスマートフォンはアウ

トドア環境で使用するには耐久性に問題があります。

ネストアウト トレッキングケースは装着するだけで、専用ホルダーを使

用した素早い撮影や地図確認、特別な設計により実現した

MIL-STDに準拠する落下耐衝撃性能や手袋でも操作しやすいボタン

等、トレッキングに最適な道具にアップグレードする事が可能。

トレッキングを最大限楽しむことができるようになるケースです。

To
pi

cs
 0

2

BCN AWARD2020
お客様に支持されて、12部門トップシェア獲得

「BCN AWARD
2020」で12冠を達成

マウス部門 携帯オーディオ
アクセサリ部門

タブレット端末
アクセサリ部門

20年
連続

13年
連続

10年
連続

9年
連続

8年
連続カードリーダ部門

スマートフォン
ケース部門

モバイルバッテリ
・充電器部門

KVM切替器部門 スマートフォン
保護シート部門

7年
連続

6年
連続

6年
連続

4年
連続

4年
連続

※「BCN AWARD」は、株式会社BCNが全国の量販店のPOSデータを
日次で収集・集計した「BCNランキング」に基づき、パソコン関連・デジ
タル家電関連製品の年間（1月～12月）販売台数第1位のベンダーを
表彰するものです。

ゲーム
コントローラ部門

4年
連続

2年
連続

ELECOM Group’s
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トピックスTopics エレコムグループのシナジーSynergy

●　iPhone用NESTOUTケース・フェスキャンプモデル
●　Bluetooth® ヘッドホン "bund"
●　メモエリア付きシリコンマウスパッド

●　リストレスト付きマウスパッド&リストレスト"dimp gel"
●　スポーツ＆ビジネスバックパック BUNP
●　TIPS AIR

その他の受賞製品

10キーボード部門

USBメモリ部門

産業用ストレージ／パソコン／
マザーボード

USB部門



各種検査機器を自社工場内に設置。高耐久性や
防塵・防滴性能を備えた製品の試験・検査体制を
自社で構築しています。特殊な環境に対応する製
品をお求めのお客様にも対応することができます。

高耐久／防塵・防滴対応製品の
試験・検査に対応可能な体制

ハードはもちろん、OSやドライバ、ソフトなどをインス
トールし、環境設定まで行った状態で出荷可能で
す。カスタマイズは国内工場で厳重な品質管理を実
施。出荷時には全数検査を行っています。

お客様の用途にフィットする製品が
提供できるキッティングサービス

その他の設備

耐水試験室 耐衝撃波試験室 耐ガス試験室 塩水噴霧試験室 振動落下試験室

 大型電波暗室

EMC電波暗室

中型電波暗室

お客様の用途に応じて最適なパーツ構成プランを
立案。熟練工が1台1台、組み立てから各種設定を
行います。厳重なチェックをしてから梱包までを行う、
セル生産方式を採用しています。

高品質かつ迅速な製品提供に対応する
パーツ構成プランとセル生産方式

エンドユーザーのお客様との長期的な信頼関係を目指し、2011年4月にロジテック株式会社より分社化。「いつでも(I)なんでも(N)あなたのために(A)」をポリシーとして、産業用／

業務用として最適なパフォーマンスを実現する信頼性の高いカスタムPCをご提供します。

ロジテックINAソリューションズ株式会社

1953年、日本のテレビ本放送開始と共に誕生した、受信関連機器、通信関連機器などを製造・販売するメーカーです。創業以来60年以上に渡り培ってきた伝送技術と最新の
デジタル技術を組み合わせることで、「放送と通信」の融合を実現し、セキュリティシステムやワイヤレス通信システムの分野へ進出しています。

DXアンテナ株式会社

国内自社工場(長野県伊那市)に、企画・開発・製造・試験・検査・メンテナンス・サポートサービスを集約。製品の信頼
性を高めるとともに、優れた企画提案と細やかで迅速なサポートを実現しています。

お客様ごとに最適なカスタムPCを
提供する「一貫体制」を確立

長年の経験とノウハウがハギワラソリューションズ
の技術開発力の源。高い技術力が長期に渡る
安定した動作を可能にし、お客様のご要望のお答え
する最適な製品をご提供することができます。

技術開発力
高い信頼性や安定性、耐久性を可能にするため、
すべての製品に対して「信頼性試験」を実施して
います。過酷な条件下で使用することを想定し、
温度試験や振動試験をはじめとするさまざまな試
験を行っています。

製品試験

さまざまな業界のニーズにお応えするために、そして製品のクオリティをより高いレベルへと進化させていくために、EMC電波暗室
や大型電波暗室、各種試験室などの設備を充実させ、研究開発力を総合的に高めています。この研究開発体制を構築したこと
で、より複雑な使用環境に対応した製品を、よりスムーズに、より早く、より的確に開発することが可能です。

次代のニーズに対応するための
研究・開発体制

長時間の安定動作が求められる産業機器。
ファームウェアを自社開発することで、製品の信頼
性を高めるだけではなく、ご要望に応じたカスタマ
イズや障害発生時の早期解決を可能にしました。

ファームウェア開発

経験とノウハウに裏付けされた出荷検査と品質管
理体制で高い品質を確保。製品出荷前のバーン
イン試験の実施は、初期不良率低減に大きく貢献
しています。

品質へのこだわり

自社のメモリストレージ製品とパソコンやマザー
ボードをセット提案。お客様での評価工数を削減し、
障害発生時の原因切り分けの工数削減にもつな
がります。

セット提案
お客様を技術的にサポートするFAE「営業技術」
がお客様の製品開発段階からの技術サポートを
行っています。予想外のトラブルが発生したとし
ても、細やかで迅速なサポートで早期解決につとめ
ます。

安心の技術サポート体制

産業機器向けフラッシュストレージメーカーの草分けとして20年以上の実績。これまで蓄積したノウハウを元にお客様のシステムの長期安定稼動をサポートいたします。2018年
より、産業機器向けの組込み用コンピュータやマザーボード、IoTゲートウェイをラインナップ。フラッシュストレージ製品との組み合わせ提案によるインダストリアルソリューション
の提案の幅が大きく拡がっています。

ハギワラソリューションズ株式会社

ELECOM Group’s

エレコムグループ4社紹介Company

ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社

さまざまな分野で求められる「センシングネットワークシステム」を開発するソリューションベンダーです。「感じて（センサー）、処理して（制御、アルゴリズム）、つなぐ（通信）」をキーワード

に、開発から量産までをワンストップで行っています。近年は産官学との連携を強化しています。

見守りソリューション
動線管理ソリューション
スマートエネルギー・
センシングソリューション

SP02センター
口腔センシング

光超音波装置
小型血流監視用超音波装置
聴診器型超音波装置

その他事業・技術

車載分野

超音波分野 センシングネットワーク分野

ヘルスケアサービス

半導体

無線通信

感じて
処理して
つなぐ

医療半導体
気象レーダ用半導体
高周波雑音測定プローブ用LSI
MEMS重力センサー用LSI

4G用アンテナ用PAモジュール
BLEモジュール

スピーカ・エレベータ関連
超消費電力化、エナジーハーベスト

レーザー測距センサー
MEMS制御用IC
ジャイロ用IC
フュージョンセンサモジュール
（ロケータ）
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会社概要 社名

本社

設立

資本金

事業内容

エレコム株式会社

〒541-8765
大阪市中央区伏見町4-1-1 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

1986年5月

19億75百万円

パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売

グループ会社

ELECOM KOREA CO., LTD.
本社 韓国・ソウル

設立 2003年7月

ELECOM（HONG KONG）LIMITED
本社 中国・香港

設立 2000年5月

ELECOM SALES HONGKONG LIMITED
本社 中国・香港

設立 2012年5月 

ロジテック株式会社

本社 東京都千代田区

設立 1992年4月

資本金 200百万円

事業内容 パソコン及びデジタル機器関連製品
の開発・製造・販売

新宜麗客（上海）商貿有限公司
本社 中国・上海

設立 2011年12月

ELECOM SINGAPORE PTE.LTD.
本社 シンガポール

設立 2011年3月 

DXアンテナ株式会社
本社 兵庫県神戸市 

設立 1956年9月

資本金 360百万円

事業内容 各種アンテナ及びテレビ受信関連
機器等の製造販売 

ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社
本社 神奈川県横浜市

設立 2003年6月

資本金 70百万円

事業内容 最先端アナログデザインサービスとソリューションの提供、
最適なプラットフォームとシステムソリューションの提供、
高性能アナログ、RFアナログ回路の研究開発、
アナログ技術、ファームウェア技術を融合した
プラットフォーム製品の開発と提供

ハギワラソリューションズ株式会社
本社 愛知県名古屋市

設立 2011年7月

資本金 50百万円

事業内容 産業機器向けストレージ、パソコン、マザー
ボードの製造・販売、製造装置等に関する
危機管理サービスの提供

販売チャネル網

全国に支店・営業所のネットワークを構築し、地域密着でお客様のニーズに対応しています。

エレコムのビジネスモデルの起点は、多様化するお客様のニーズにあります。

まずは営業担当者が丁寧にお客様へのヒアリングを行い、新たなニーズを発見。

社内にフィードバックし、年間2000点を超える新商品開発に活かされます。

そして商品化が決まったものは国内外の生産提携工場へ依頼し、生産・調達します。

完成した商品は国内2箇所の物流センターに集約し、各販売ルートを通じて

お客様の元にお届けします。このビジネスモデルの好循環により、

多くのノウハウが蓄積され、さらに質の高いビジネスモデルへと昇華していきます。

そしてまた新しいビジネスチャンスが広がっていきます。

国内２箇所の
物流センター国内外生産提携工場 

お客様

通販ルート

特販ルート
・ホームセンター
・EC等

・カタログ
・WEB等

法人ルート

量販ルート

・代理店等

・家電量販店等

地域密着で高いパフォーマンスを誇る
国内販売ネットワーク

Domestic

国内ネットワークNetwork

ロジテックＩＮＡソリューションズ株式会社
本社 長野県伊那市

設立 2010年4月

資本金 100百万円

事業内容 パソコンの開発・製造・販売、パソコン関
連製品の保守・修理・データ復旧サービス
の提供

新潟
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三拠点を統合・移転し、BtoB向けショールームを設置 大阪グランフロントに体験型ショップを開設

工場・店舗・オフィス向けなどの各種ソリューション・
製品を一堂に展示

機能性とデザイン性に富んだ数多くの
最新製品をラインナップ

体験型展示

弊社は「エレコム 東京支社」と「エレコム 東京テクニカルセンター」

（エレコム・ロジテック・ハギワラソリューションズ）、「DXアンテナ 

東京営業部・技術第２部」三拠点の統合・社屋移転を行い、2018年

11月19日より順次稼働を開始。移転に伴って、新拠点1階には

法人向け（BtoB向け）製品・ソリューションのショールームを設置

しています。

お客さまのライフスタイルをより楽しく便利で快適にするために、

最新の技術のご紹介や、お客さまにとって最適な製品はどれなの

かをご提案させていただくエレコムブランドの情報発信拠点です。

ショールームでは、企業や工場、駅、病院、店舗などで使われるエ

レコムグループのさまざまなソリューション事例をご紹介していま

す。ディー・クルー・テクノロジーズのコーナーでは、工場の作業員

が転倒するなどの異常行動時に、加速度センサーなどで検知（見

える化）する工場向けIoTインフラシステム「作業員 見守りシステ

ム」をご提案しています。他にもロジテックの堅牢タブレットの事

例紹介や、ハギワラソリューションズのIoTゲートウェイ、DXアンテ

ナノの既存同軸ケーブルを使った通信ネットワークのご提案な

ど、さまざまな業界のビジネス/公共シーンで活用できるソリュー

ションをご用意しています。弊社はこれからも新たなソリューション

をお客様にご提案し続けます。

エレコム株式会社
東京支社
千代田区九段北四丁目1番28
九段ファーストプレイス
1～4階

ショールーム

工場や店舗、施設、オフィスなどの記録、防犯用途向けカメラソリュー
ション／教育向けソリューション／4K8Kソリューション／防災ソリュー
ション／PCソリューション／拡張現実AR販促サービス／未来の製品を
支えるセンサー技術

EXAMPLE SOLUTION

ACCESS

画像ご支給下さい画像ご支給下さい

ELECOM DESIGN SHOP

大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 
ナレッジキャピタル2階　
営業時間10:00-21:00
定休日なし

ACCESS

解像度低

イヤホンやバッグ、ケース等エレ

コムの様々な製品を実際にお手

にとってご体験いただけます。

店内すべての製品
を体験できます。

日本だけでなく国際的に権威のあ

るデザイン賞も受賞した数々の製

品を一度ご覧ください。

国内外で認められている
数々のデザイン製品が
あります。

年間約3,000種類もの新製品か

ら厳選した、楽しく便利で快適な

製品をご提案いたします。

アイデアとスピード。
新製品が
続々登場します。

便利で快適な製品の追求の為に、

さまざまな大学や企業等とのコラボ

から新しい製品も生まれています。

大学や企業とのコラボ
製品の開発にも
取り組んでいます。




