


田處 正隆

Kyuhen Co., Inc. was established in 1959 through joint investment by 
Daihen Corporation and Kyushu Electric Power Co., Inc., becoming the 
sole manufacturer of electrical transformers on the island of Kyushu. We 
are grateful to have celebrated our 55th anniversary in 2014. In addition to 
our core business of transformers, we manufacture hot water heaters, 
equipment using applied electronics, and other types of equipment to 
meet the needs of society. Over the decades we have done much more 
than simply respond to customer requests. We take pride in designing 
equipment from the ground up as if we were the customer. At the same 
time our service extends to fully cover equipment maintenance.

　キューヘンは昭和34年、九州で唯一の変圧器メーカーとして、株式会社ダイヘンと九州電

力株式会社との共同出資により設立し、おかげさまで平成26年に創立55周年を迎えること

ができました。コア事業である変圧器とその関連機器をはじめ、給湯器関連機器、エレクトロ

ニクス応用機器など時代のニーズに応えた製品を提供して今日までまいりましたが、単にお

客様の要求にお応えするだけでなく、お客様の視点に立った機器設計からメンテナンスまで

を考慮したサービスを心がけてきました。

　特に、変圧器の診断業務やエンジニアリングなどメーカーの技術力とノウハウを活かした

トータルサポートは、運用面での安心感が増すとお客様にお喜びいただいております。

　持続的な社会を形成するため、地球環境問題の解決は避けては通れない状況となってお

ります。当社もモノづくりを通して積極的に環境問題に関わっていきます。これからも、ヒートポ

ンプ式給湯器「エコキュート」を筆頭に「トップランナー変圧器」など、環境に優しい機器を造っ

てまいります。さらに、今後急速な普及拡大が見込まれるスマートグリッド（次世代送電網）へ

の対応を考慮した新製品・新技術開発にも取り組んでまいります。

　今後、ますます変化の激しい時代になっていく中で、企業理

念である「お客様第一」「変革と創造」のもと、常に挑戦を続け、

社会に信頼され選ばれる企業であり続けるよう、努力を重ねて

まいります。

President and CEO, Masataka Tadokoro
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●電気給湯器（エコキュート・電気温水器）
　Electric water heaters 
　(EcoCute, electric water heaters)
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昭和42年のユノカ丸形電気温水

器を皮切りに、各種電気温水器、

コ・ジェネシステム、そしてエコ

キュートと、大樹が年輪を重ねる

ように着実に発展を続ける

キューヘンのエネルギー熱利用

分野。現在では多彩なオール電

化製品に加えて太陽光発電事業

にも積極的に取り組むなど、給湯

器事業として確かな基盤を築い

ています。

A cylindrical electric water heater was first 
developed by Yunoka in 1967. Like the rings 
of a tree, Kyuhen has made consistent 
progress over the decades in the field of 
thermal energy utilization, developing 
various types of electric water heaters, 
cogeneration systems, and EcoCute water 
heaters. Today we are active in the field of 
photovoltaic power generation in addition to 
manufacturing many kinds of products for 
an all-electric home system. These activities 
are part of a solid foundation that Kyuhen is 
building in the hot-water supply systems 
business.
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変圧器の製造・販売と電気給湯機の販売にて
ISO 9001：2008の認証を取得
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私たち営業部の役割はお客様のニーズと弊社製品を結
び付けることです。営業マンは『会社の顔』であり、お客様
と社内を繋ぐ大事な『架け橋』であることを常に意識し
九州をはじめ、全国のお客様に対してご満足頂ける営
業活動を目指します。また、お客様からの声を真摯に受
け止め、品質向上・製品開発にも反映させてまいります。

電機営業部 中村 展章

分散型対応高圧自動電圧調整

器（SVR）をはじめ、環境関連

の新製品販売を今後進めてま

いります。また給湯器事業では

コールセンターの運営を自社

直営とするなど、さらなるお客

様満足の向上を目指していま

す。

益森 隆一



私たち営業部の役割はお客様のニーズと弊社製品を結
び付けることです。営業マンは『会社の顔』であり、お客様
と社内を繋ぐ大事な『架け橋』であることを常に意識し
九州をはじめ、全国のお客様に対してご満足頂ける営
業活動を目指します。また、お客様からの声を真摯に受
け止め、品質向上・製品開発にも反映させてまいります。

電機営業部 中村 展章

分散型対応高圧自動電圧調整

器（SVR）をはじめ、環境関連

の新製品販売を今後進めてま

いります。また給湯器事業では

コールセンターの運営を自社

直営とするなど、さらなるお客

様満足の向上を目指していま

す。

益森 隆一



ゆのか祭り（会場風景）
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