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Ushiki Tsushin-System

Company Profile

会 社 名 株式会社 宇式通信システム

代 表 者 代表取締役 宇式 寛記

本 社

〒422-8004
静岡県静岡市駿河区国吉田一丁目６番３５号
ＴＥＬ：０５４－２６１－１６７１
ＦＡＸ：０５４－２６１－９４９４
ＵＲＬ：http://www.ushiki-ts.co.jp

沿 革
大 １２ ４月 宇式電気商店を創業
昭和３９ ７月 株式会社宇式電気工業所を設
昭和６２ ５月 社名を株式会社宇式通信システムに

資 本 １，５００万円

常勤社員数 ４６名（内、役員３名）

資格取得者

電気通信主任技術者 ２名
電気通信工事担任者

・ＡＩ／ＤＤ総合種 ２６名
・ＡＩ第一種 ３名
・アナログ／デジタル総合種 １名
・アナログ第二種 １名

ＶｏＩＰアドバイザー ５名
社団法人 情報通信設備協会

・ｉＮＩＰ－Ｓｉｌｖｅｒ ２名
電気工事士

・第一種 ４名
・第二種 ４名

建設業 事務士有資格者
・建設業 事務士 ３名

現場監督者安全衛生教育 ９名
高所 業 運転技 ２４名
第二種あと施工アンカー施工士 ６名
酸素 ・ 化 素 業主任者 ２名

受 賞 平成１９ 優秀施工者国土交通大臣顕彰

関連会社 宇式エンジニアリング株式会社

認可番号

・建設業 電気工事業 静岡県知事許可（般-27）第7246号
・建設業 電気通信工事業 静岡県知事許可（般-27）第7246号
・登録電気工事業 静岡県知事届出 第46270号
・エコアクション２１ 認証登録番号0004662
・ＬＡＮ認定証 情報通信設備協会（会員番D300340）
・古物商許可証 静公委静南 ６２５号

取引勨

・株式会社静岡勨
・静岡市農業協同組合
・静岡信用
・静岡中央勨
・勹田信用
・株式会社清 勨
・スルガ勨 株式会社
・静清信用
・名古 勨
・沼津信用
・富士信用
・勫勹信用
・株式会社み 勨
・株式会社勫 東勤ＵＦ 勨 （五十音順）

認証登録番号：0004662
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・サンテレホン株式会社
・株式会社高文
・日美商事株式会社
・平野通信機材株式会社
・ダイコー通産株式会社
・石渡電気株式会社
・ダイワボウ情報システムズ株式会社
・兼松コミュニケーションズ株式会社
・株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
・株式会社中央防犯 （順勘同）

商社等

Ushiki Tsushin-System

・株式会社ＮＴＴ勽日本－東海
・株式会社ティーガイヤ
・株式会社ＮＴＴｄｏｃｏｍｏ
・ＫＤＤＩ株式会社 （順勘同）

キャリア関連

主要取引先
・富士通株式会社
・株式会社富士通マーケティング
・株式会社富士通エフサス
・富士通リース株式会社
・ＮＥＣプラットフォームズ株式会社
・サクサ株式会社
・ナカヨ電子サービス株式会社
・パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
・岩通販売株式会社
・沖ウィンテック株式会社
・沖電気工業株式会社
・キャノンマーケティングジャパン株式会社
・リコージャパン株式会社
・シャープエレクトロニクスマーケティング株式会社
・シャープビジネスソリューション株式会社
・アイホン株式会社
・株式会社ケアコム
・ムラテック販売株式会社
・ユニペックス株式会社
・ＡＸＩＳコミュニケーッションズ株式会社
・株式会社Ｒ．Ｏ．Ｄ
・ＮＴＴ－ＩＴ株式会社
・株式会社アイアコス
・アイコム株式会社
・株式会社アドテクニカ
・アライドテレシス株式会社
・株式会社システムリサーチ イリイソリューション部
・シスコシステムズ合同会社
・株式会社タカコム
・日本テクニカルサービス株式会社
・プライム・スター株式会社 （順勘同）

メーカー等

認証登録番号：0004662



ＬＥＤ照明化ソリューション（「目を守る」ＬＥＤという新発想）

事業内容
Business Outline

Business Outline

サービス＆ソリューション

テレフォニーソリューション（Telephony Solution）
電話交換機設備及びビジネスホン設備等、音声コミュニケーションの構築・設計・導
入をトータルでサポートいたします。

・電話交換機設備（ＰＢＸ）
・ビジネスホン設備
・ナースコール設備
・構内ＰＨＳ設備
・放送設備
・ＦＡＸ／複合機

ネットワークソリューション（Network Solution）

オフィスや工場に於けるＷＡＮ・ＬＡＮ・無線ＬＡＮ等の構築や認証ネットワークを
実現いたします。

・ＬＡＮ／ＷＡＮ環境の設計施工
・無線ＬＡＮ環境の設計施工
・ビデオ／Ｗｅｂ会議システム
・サーバ構築
・監視カメラ・ネットワークカメラ設計施工

セキュリティーソリューション（Security Solution）

内部統制強化のため、最適なセキュリティーソリューションをご提案いたします。

・監視カメラ・ネットワークカメラ
・自主防犯システム
・ＵＴＭ
・入 室拻 /生態認証
・ドライブレコーダー

メンテナンスソリューション（Maintenance Solution）

安定したシステム運用のために、定期的な点検・保守をいたします。

・構内電話交換機保守点検
・ネットワーク機器保守
・ネットワークカメラ設備保守

Ushiki Tsushin-System

認証登録番号：0004662

光コラボレーションモデル 「ｓｍａｒｔ宇式光」「ｓｍａｒｔ宇式光電話」

株式会社 宇式通信システムは、総務 及びＮＴＴ東日本・ＮＴＴ勽日本の認可を得
て、電気通信事業者として法人向け光ブロードバンドサービス「ｓｍａｒｔ宇式光」
「ｓｍａｒｔ宇式光電話」の提供を開始しました。

プライム・スター社のＬＥＤ「Ｒｅａｃｈシリーズ」は特殊反射板（ＭＣＰＥＴ）を
内部に し、ＬＥＤ照明に特有の を し、 一な光を実現いたします。

・ブルーライトを低減する唯一のＬＥＤ照明
・ＥＭＣ国際規格 ＣＩＳＰＲ１１・１５・２２適合ＬＥＤ
・高い 拾拻
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月 沿 革 内 容
大 １２ ★宇式電気商店を創業。（創始者：宇式 仁）

昭和 ５ ★ラジオの組 ・販売の事業を開始。（ラジオ放送開始に伴う）

昭和 ８ ★付属電話の事業を開始。 （電話設備事業の開始）

昭和１０ ＊富士通信機製造株式会社、資本 ３００万円で設 （現、富士通株式会社）

昭和１５ ★電 工事・動 工事が主な事業。モーター 線 ・ 受けメタルの製造等。
業員６ ７名

昭和１８ １月 ★ＰＢＸは全て共電式交換機。 は、勨 ・証拐会社・商事会社等 。

昭和１８ １２月 ＊日本電話設備会社発足（全国の電話設備会社が統合される）
以 は電話設備の事業は勘可 となる。

昭和２０ ６月 ★静岡空襲により店焼失。

昭和２１ ★宇式電気工業所を 町１１番地に 建。電気工事・モーター ・ 電販売が主な
事業。

昭和２９ ＊ＰＢＸが１０ りに事業可 となる。

昭和３０ ★富士通信機製造株式会社の特約店となる。

昭和３４
＊静岡電話局が自動交換機となる。
★当社第一号の自動交換機として、某マスメディア会社のＨ型１５０回線を手がける。

以 、勨 本店・市役所等の大型物件を手がける。

昭和３９
★株式会社 宇式電気工業所 を発足。代表取締役に宇式 一 任。
＊富士通株式会社静岡支社の前身の富士通信機製造㈱静岡出張所が、当社事務所の２階に

開設。

昭和４２ ＊富士通信機製造㈱から、富士通株式会社へ社名 される。

昭和４４

＊交換機はステップバイステップ方式からクロスバー方式の時代へ遷移していく。
＊電電公社の請負工事の認定制 が発足。全国で特甲クラス：５０社、甲クラス：２５０社

が認定される。
★弊社は、特甲クラス。２０１回線以上の電電公社請負工事を手がける。各地市役所・製

紙・造船・楽器・自動 等 の製造業。

昭和４８ ★事務所を静岡市 から、静岡市 沼へ移転。

昭和５７ ＊交換機はクロスバー方式から電子交換機の時代に遷移していく。
★第一号として、某総合病院の電子交換機を手がける。

昭和６０
＊日本電信電話公社から、日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）となる。
★沼津営業所新事務所を沼津市勽 田に建設。
★ 浜松営業所を開設。

昭和６２ ★株式会社 宇式通信システムに社名 。代表取締役に宇式寛記が 任。

平成 ★静岡市 沼の同一 地内に新本社事務所を建設。

平成 ２ ★ 業 へのレンタル電話サービスを Ｕ システム として販売開始。

平成 ５ ★ＮＴＴのＰＢＸ販売店に認定される。全国で１０１社、県内では１社。現在稼働の当社が
手がけたユーザーは １，３２０社となる。

平成 ８

★静岡市内イヴェント施設において、第一号のモバイルシステムを手がける。
（アナログコードレスシステム）

★某総合病院においてＰＨＳ導入第一号。（新聞掲載され話題となる）九州のＮＴＴより
学にみえる。 （デジタルコードレスシステム）

★全国規模の製紙会社において、全国の内線化をＤ－ＭＩＸにて構築。
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月 沿 革 内 容

平成１４

★某シティーホテル内のＬＡＮとシステムの一部を構築。新しい分野への挑戦の始まり 。
★新設大型病院の通信システムを手がける。
★全国規模の製造会社に本格的なテレビ会議システムの構築。同時に、ＩＰ－ＶＰＮに電

話・テレビ会議・デー タの１１拠点の共存を実現。世の中は、本格的な通信のＩＰ化
へと進む。

平成１５ ★全国規模の 機会社の全拠点ネットワークの構築を実現。富士通グループと共に。
（ＩＰ－ＶＰＮによるネットワーク）

平成１７ ＊政府の指導により、全国で市町村合併が進む。
★某自治体の合併に伴い、両者をＶｏＩＰによりネットワーク構築

平成１９ ★全国規模の製紙会社において、全国のフルＩＰ化を実現。大規模フルＩＰ－ＰＢＸの第一
号として構築。

平成２２ ★「エコアクション２１」の認定を受ける

平成２６ ６月 ★沼津営業所を、同住所に新築移転。

平成２８ ５月 ★総務 ：電気通信事業の届出受 される。

平成２８ ６月 ★光コラボレーションモデル「ｓｍａｒｔ宇式光」「ｓｍａｒｔ宇式光電話」提供開始。

平成２９ ８月 ★本社事務所を、静岡市駿河区国吉田一丁目に新築移転。

平成３０ ２月 ★浜松営業所を、浜松市東区和田町に移転。

平成３０ ３月 ★熱海営業所を沼津営業所に吸収。
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住 所 〒422-8004
静岡県静岡市駿河区国吉田一丁目６番３５号

ＴＥＬ ０５４－２６１－１６７１

ＦＡＸ ０５４－２６１－９４９４

静岡本社

沼津営業所

浜松営業所

住 所 〒410-0007
静岡県沼津市勽 田 勽 ２１７－７

ＴＥＬ ０５５－９２３－１１２３

ＦＡＸ ０５５－９２３－８００６

住 所 〒435-0016
静岡県浜松市東区和田町７５－２ ビジネスパーク和田２号室

ＴＥＬ ０５３－４２４－６７６７

ＦＡＸ ０５３－４２４－６７６９

Ushiki Tsushin-System

認証登録番号：0004662


