


●Being
社会に存在し続ける

世の中のニーズに合わせた、確かな技術と敏速な対応を重視し、
お客様に喜ばれるサービスを

家電工事、家電配送で学んだ接客対応を基本とし、顧客満足をモットーに、

日々、技術とサービスを追及し続け

電気工事、空調設備工事、家電工事、家電配送を行っている会社です。

企業理念



　私は、電気、空調といった生活に必要不可欠な、エネルギー資源および環
境に関わる仕事を通じて、お客様に感謝していただき、その喜びを社員一同
分かち合えることを目指して、この会社を設立いたしました。
　設立後は座右の銘『継続は力なり』を胸に、人材の育成に力を入れ、互いに
成長することで社会に存在し続けていきたいと願っています。
　これから先、目まぐるしく変化する世の中において、柔軟に対応し、知識を
深めることで新たな技術やシステムを取り入れ、お客様に対してより良いサー
ビスを提供していきたいと考えています。

株式会社ＺＥＲＯ
代表取締役社長 阿部 哲也

■会 社 名
■代 表 者
■設　　　立
■資 本 金
■本社所在地

■関 東 支 店

■堺 支 店

■売 上 高

■事 業 内 容

■従 業 員 数
■協 力会 社
■主要取引先

株式会社 ZERO
阿部 哲也
2004年7月
1,000万
〒555-0012
大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目6-12
TEL.06-4808-5011  FAX.06-4808-5021
〒330-0856   
埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目40-1
TEL.048-788-1980  FAX.048-788-1981
〒592-8341
大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-64-103
TEL.072-269-1101  FAX.072-269-1102
8億3千万(2017年4月決算) 
9億5千万(2018年4月決算) 
9億8千万(2019年4月決算) 
各種電気工事全般
各種空調設備全般
家電工事全般
家電配送全般
21名(男子14名 女子7名)
30社余り
株式会社 ヤマダ電機
アイリスオーヤマ 株式会社
アイリス電工 株式会社
株式会社 内田洋行
レカム 株式会社
日本テクノエンジ 株式会社
日栄インテック 株式会社
株式会社 eighth tool
株式会社 ビジョン
株式会社 ジェイトップライン
ヤマト電機株式会社
ビケンテック株式会社
その他20社余り　(順不同)

26歳

28歳

30歳

32歳

家庭用ルームエアコンの工事を覚える
※2年間月15万円の給与で、がむしゃらに覚えた
阿部電設として独立し家電工事全般を請負う
※お金が無かったし、すごくしんどかった
株式会社 メインサービスに入社
量販店関連仕事をする為、量販部部長として就任
※初めて、協力会社と喧嘩した 
※仕事が無くて大変だった
株式会社 メインサービス　大阪支店支店長に就任
支店長と量販部部長兼任
※いろいろ勉強できて楽しかった

33歳

35歳

39歳

51歳

株式会社 メインサービス取締役就任
※仲間が沢山出来た
株式会社 メインサービスZERO 設立
代表取締役に就任
株式会社 ZEROに社名変更して独立
※いろんな人との出会いに感謝
※自社社屋を建てたときは、涙がこぼれた
※このころ現場作業しながら経営はつらかった
現在に至る
※今は人材教育に日々 没頭中

■取引先金融機関

■主要仕入先

■登　　　録
建設業(電気工事・管工事業) 大阪府知事許可(般-28)第145964号
大阪府知事登録電気工事業(第2016-0144号)
一般貨物運送業(近運自貨第312号)
産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-124671号
産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700124671号
産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400124671号
産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100124671号
産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第012001246714号
産業廃棄物収集運搬業 群馬県 第010001246714号
産業廃棄物収集運搬業 兵庫県 第028031246714号
産業廃棄物収集運搬業 奈良県 第029001246714号
産業廃棄物収集運搬業 和歌山県 第030001246714号
古物商 第621140153255号
第一種フロン類充填回収業者登録 (埼玉県知事 第19270081号)
第一種フロン類充填回収業者登録 (大阪府知事 第3876号)
第一種フロン類充填回収業者登録 (兵庫県知事 第281030531号)

みなと銀行 尼崎支店
関西みらい銀行 十三支店
三井住友銀行 歌島橋支店
みずほ銀行 大阪中央支店　(順不同)
株式会社 ヤマダ電機
小川電機 株式会社
アイリス電工 株式会社
株式会社 カパス
岡田電気産業 株式会社　(順不同)

Company Profile会社概要

代表の原点（25年間）

ご挨拶



沿　革

1998年 6月 （平成10年）
　株式会社 メインサービス量販部 新部署設立
　株式会社 ジャスコの家電工事
　家電配送等のセンター業務を行う

2001年 2月 （平成13年）
　大阪府羽曳野市に新地事務所開設

　株式会社 ヤマダ電機の家電工事、家電配送、
　センター業務を請け負う

2004年 7月 （平成16年）
　株式会社 メインサービスZERO設立

2005年 6月 （平成17年）
　上新電機株式会社の家電工事業務及び
　家電配送請け負う

2007年 11月 （平成19年）
　グループ本社新社屋建設 移転

2009年 1月 （平成20年）
　株式会社 ZEROに社名変更

2009年 2月 （平成21年）
　大阪府堺市に新支店 堺支店を開設

2010年 12月 （平成22年）
株式会社 ZERO　本社新社屋建設 移転

2011年 6月 （平成23年）
　アイリスHTソリューション株式会社と共に
　LED事業を始める

2014年 3月 （平成26年）
　株式会社 ZERO　福岡営業所を開設
　業務用空調機及び電気設備事を始める

2015年 12月 （平成27年）
　埼玉県さいたま市大宮区に関東支店を開設

2019年 4月 （平成31年）
　関東支店　事務所増築

現在に至る



各事業所の紹介

お仕事の流れ 【設備業務フロー】

本社外観

本社外観事務所

本社資材倉庫

堺支店外観

堺支店事務所

堺支店社有車駐車場

関東支店外観

関東支店事務所

関東支店資材倉庫

見積り・仕事の依頼がありましたら
まずはmailや電話、FAXで
ご相談・お問合せください。

建物の設備状況をヒアリングします。 現地に弊社社員が伺い
設備等の状況を確認します。

見積額、ベースプランにご納得
いただければご契約となります。

お問合せ

ご契約（工事お申し込み）

ヒアリング 現地調査

施工、点検、修理等の
作業を行います。

工事内容の報告書を
作成、提出します。

着工 完了

工事内容からベースプランを提案。
算出した見積額をご提示します。

プランのご提出

【POINT】 
訪問日前日、ご確認の為作業内容、当社
担当者、担当者連絡先を事前に、ご担当
者様にご連絡させて頂いております。

訪問日当日、現地到着作業開始連絡と
退出時の完了連絡を、各ご担当者様に
ご連絡させていただいております。



各事業内容の紹介

電気工事
電線・ケーブルの配線や配管、ボックスの
設置、機器・設備や照明 ( L E D )の設置を
行います。これらを施工図という図面に
従って正確に工事していきます。正確な施
工を行うため、施工図をきちんと読み、ま
た現場で施工図どおりの正確な位置を出
し、スピ―ディーかつ、迅速に対応いたしま
す。一般住宅などでは第二種電気工事士、
ビルなど高圧電気設備の施工をする場所
では、第一種電気工事士（低圧部分では、
認定電気工事従事者でも可能）が対応し
工事の最前線で活躍いたします。

空調工事
空調設備一式の取りつけや増築・
移設・撤去などを伴う工事を行い
ます。空調機器設置本体はもちろ
んのこと、冷媒配管工事、ドレン排
水管工事など建物のすみずみま
で空気を送り届けるダクト工事
や、室外機の取りつけ工事。(家庭
用・業務用パッケージエアコン・大
型ビルマルチ等)【POINT】 弊社社員が監督業務施工を含め対応させていただきます。

【POINT】 弊社社員が監督業務施工を含め対応させていただきます。



家電工事
お客様のあらゆるニーズにお応えするため、エアコン、ＡＶ機

器、洗濯乾燥機や食器洗い乾燥機、インターホン、各種アンテ

ナ工事などの家電製品全般の移設・設置工事をお取り扱いし

ております。

設計・提案
建物の設計資料（図面・仕様書等）を基に、お客様のご意向に沿っ

て電気設備の設置場所を決めます。予算面と照らし合わせながら、

照明機器の場合には種類と数量を、空調設備・給換気設備機器の

場合では受変電設備の容量等を決定していきます。

改修工事、機器入替え工事については、省エネ、コスト削減等の面

からご提案させていただきます。

家電配送・設置
「テレビ・冷蔵庫・洗濯機・マッサージチェア」等の家電製品を

ご指定日時にお届けし、開梱から設置、動作確認まで責任を

持って対応いたします。設置後は、梱包資材およびリサイクル

品の回収も行います。

LED・空調器機販売
弊社では調色・調光にも対応した各種メーカーのLED製品を

販売しております。LED電球や照明は、従来の白熱電球と比べ

て省エネ性能が高く、長寿命といった特性を持っています。ま

た、家庭用ルームエアコンから店舗・オフィス用エアコン、ビル・

ホテル用冷暖機器、産業用スポットエアコン、地域冷暖房向け

の大型冷暖機器まで、空調機器も幅広く扱っております。

各事業内容の紹介

【POINT】
自社所有トラック数台有 日々協力会社を含め25台稼働 年々増車

【POINT】
家電工事から初めて20年以上の実績



zero5011.co. jp

株式会社 ZERO
■本社
〒555-0012
大阪市西淀川区御幣島5-6-12
TEL.06-4808-5011　FAX.06-4808-5021

■堺支店
〒592-8341
堺市西区浜寺船尾町東4-64-103
TEL.072-269-1101　FAX.072-269-1102

■関東支店
〒330-0856
さいたま市大宮区三橋1丁目40-1
TEL.048-788-1980　FAX.048-788-1981

各種電気工事 空調設備工事 各種家電工事全般




