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アクセス

［鉄道］　　
 JR 長野駅（東口）よりタクシー 10 分
　    北陸新幹線　東京駅から 1 時間 20 分
　    中央線　　　名古屋駅から 3 時間

［自動車］
 上信越道  長野 IC より 20 分
 上信越道  須坂長野東 IC より 18 分

TEL 026-221-9565  FAX 026-251-1787
〒381-0034　長野県長野市大字高田 2091 番地

E-Mail︓info@libug.co.jp  URL︓www.libug.co.jp

おやき

工場・設備所有 CAD・開発用ソフトウェア
［CAD ソフト］
制御盤設計専用 CD Unidraf　
電子回路・基板設計 CAD　Altiumu　
2D CAD Vector Works 
3D CAD SolidWorks

［PLC ソフト開発ソフトウェア］
PLC メーカー開発ツール
　三菱電機・オムロン・キーエンス・パナソニック製 PLC 他

［開発ソフトウェア］　
遠隔監視制御ソフト　     Joy Wacther  In Touch
データ収集・処理ソフト　Excel VB  VB.net　Filemaker Pro
C++  Ruby 他

［その他］　
Adbe Illustrator  Photoshop  Indesign 他

［事務所・工場］
事務所 150 ㎡　工場 315 ㎡

［PC］
Windows  34 台　MAC 2 台

北アルプス（長野市郊外から望む後立山連峰）

［設備］
恒温恒湿槽 (-20 ～＋100℃)                    
静電気試験器　                                      
ファストトランジェント / バースト試験機　
デジタルオシロ・マルチメーター他　　      
基板テスター（ファンクション）　             

自動プログラミング装置 PH-M100
自動プログラミング装置 RWT-100
ROM ギャンブラ　         
高温エージング装置　 
レザーマーキング装置　　　　　　　　

PLC制御・ロボット制御・電子制御のプロ集団PLC制御・ロボット制御・電子制御のプロ集団
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戸隠そば 信州りんご

静電気試験器恒温恒湿槽 ファスト T・バースト試験器
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信州信濃の蕎麦よりもあたしゃ貴方の傍がいい

次世代育成・地元貢献 - 職場体験学習・インターンシップ
|SHODENSHA| 匠電舎は次世代育成の一環で「ものづくりの
楽しさ」を学んでもらう場として、地元小学生・中学生・高校生・
高等専修学校生の職場体験学習を積極的に受け入れておりま
す。

また、専門学校・高専・大学生の短期・長期のインターンシッ
プも積極的に受け入れています。

そば そば

長野高専・長野高専専攻科　
奈良高専
平青学園　
豊野高等専修学校
長野工業高校
須坂創成高校

櫻ヶ丘中学
東部中学校
筑北中学校
信州大学付属長野中学校
信州大学付属長野小学校

［受入校］　2017 年～

|SHODENSHA| 匠電舎はいつも貴方の傍でサポートします
しょうでんしゃ そば

善光寺 戸隠奥社参道 戸隠連峰 飯縄山 熊注意

志賀高原 志賀高原 地獄谷野猿公苑 千曲川

野沢菜漬け

［ドライブナビ検索］　　電話番号　026-221-9565

自動プログラミング装置

シーケンサ



代表者メッセージ

事業内容

経営理念

沿革会社概要

シーケンサ

お客様の満足のために、常に誠実に仕事を遂行します
ミスがないように慎重に作業します
チームワークでお互いにチェックします
誠意を持って互いをフォローします

不況に強い会社になるために、会社基盤を強固にします
企業は人なり。 社員教育を推進します
利益を社員に還元します

環境に配慮した 持続可能型社会のために貢献します

省エネ製品を開発しよう
資源を有効利用しよう
省エネを会社だけでなく家庭にも広げよう

■PLC 制御
　・制御盤・監視盤・操作盤の設計・製作
　・制御盤・監視盤・操作盤の移設・改良・改修
　・PLC（シーケンサ）制御ソフト設計 
　・監視制御ソフト設計　Windows 他

　・データ収集・処理ソフト設計　Windows 他

　
■ロボット制御
　・ロボット制御ソフト設計
　・ロボット＋PLC/PC 制御ソフト設計
　・ロボット組込み装置の開発・製造
　・周辺センサー・基板・装置の開発・製造

■電子制御
　・基板・電子機器の開発設計・試作・量産
　・回路設計・アートワーク設計・試作・量産
　・ファームウェア設計 C/Ruby・Android 他

　・信頼性試験・環境試験 温度・ノイズ他　

■ROM 書込みサービス
　・ CPU・FPGA プログラム書き込み　
　・Flash メモリコピー 

1984 年

1996 年
1999 年
2001 年
2002 年
2003 年
2004 年
2005 年
2008 年
2009 年

2012 年
2016 年

2017 年

2018 年

2019 年

2020 年

6 月 22 日創業　資本金 500 万円
PLC 制御盤の設計・製造業務を開始
資本金 1000 万円に増資
資本金 2000 万円に増資
3D CAD ソフト SolidWorks　導入
回路・基板設計 CAD ソフト Protel  導入
カスタマイズ基板の設計・製造業務開始
組込みファームウェア設計業務開始
データ収集・処理システム設計業務開始
資本金 3000 万円に増資
遠隔監視制御システム設計業務開始
回路・基板設計 CAD ソフト　Altiumu 導入
ROM 書き込みサービス業務開始
Linux OS 搭載制御への進出
H27 補正ものづくり補助金（第 2720110542 号）
  「PLC ソフト変換機能を有する次世代型コントローラの開発」
恒温槽・ノイズ試験機（パルス・静電気）導入
PLC-Linix OS 搭載制御装置の開発
排気ガス環境処理装置の制御装置分野への進出
自動プログラミング装置 PH-M100 導入
ロボット製品の制御装置分野への進出
ロボット制御プログラミング教育開始
スカラロボット Epson Robot T3-401S 導入
自動プログラミング装置 RWT-100 の開発
COVID-19（新型コロナウィルス感染症）問題
RWT-100 QFN/DFN/SON- 極小 CPU・IC 対応

商号
英語商号
本店・工場
TEL
FAX
URL
設立
資本金
代表取締役
従業員数
売上高

取引銀行

主な取引先

株式会社 匠電舎（しょうでんしゃ）
SHODENSHA Co.,Ltd.
〒382-0034 長野市大字高田 2091 番地
026-221-9565 
026-251-1787
www.libug.co.jp
1984 年 6 月 22 日（昭和 59 年）
3000 万円 
代表取締役　轟　修平
27 名　（2020 年 5 月現在）
3 億 1 千万円（2020 年 5 月決算）
2 億 8 千万円（2019 年 5 月決算）
3 億１千万円  （2018 年 5 月決算）
2 億 9 千万円（2017 年 5 月決算）

八十二銀行　長池支店
長野信用金庫　長池支店
大陽日酸・太陽日産グループ各社（CSE 他）

（株）英田エンジニアリング　 
日本ドライケミカル（株）　IHI 運搬機（株）

|SHODENSHA| 匠電舎はいつも貴方の傍でサポートします

CP_ 内 _A3_K_202009

PLC 制御・ロボット制御・電子制御の融合と相乗効果で飛翔する

|SHODENDHA| 匠電舎 は制御盤・監視盤などの PLC 制御事業を母体に、電子制御、ロボッ
ト制御を融合して制御事業を拡大してきました。今後、PLC 制御事業の更なる拡大、ロボッ
ト制御事業では制御ソフトと共に周辺センサー・機器やロボット組込み装置の開発、電子制
御事業においては新技術・新商品開発を推進して計画です。
PLC 制御・ロボット制御・電子制御の融合と相乗効果により、次世代制御に対応する設計・試作・
量産並びにソフトウエア開発までトータルサポートするエンジニアリング企業として未来に
向けて飛翔します。                                                         

|SHODENSHA| 匠電舎
しょうでんしゃ

［ PLC 制御 ］

［ ロボット制御 ］

社内教育 - 制御プログラミング教育

［ ロボット制御 ］

［ 電子制御 ］

［ ROM 書込みサービス ］

|SHONDENSHA| 匠電舎では OJT とは別に社内教育とし
て PLC 制御、ロボット制御、ファームウェアプログラミ
ング教育を行っています。

［ PLC 制御 ］

 代表取締役　轟 修平

フュージョン シナジー
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シーケンサ

［事務所・工場］
  事務所  150 ㎡　
  工   場  315 ㎡

［ ファームウェア ］
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SHODENSHA 匠電舎はいつも貴方の傍でサポートします
そば


