
「自然×テクノロジー」で社会課題を解決
• タフなVUCA時代、大人だって疲れている。

大人を癒す場所【カタマリの場】を作りたい！
• 癒された大人が、周りに笑顔を広げる！

多世代が集まれる、楽しめる場所や時間を作りたい！

“新しい癒しのカタチ” コンセプト

自然を感じて
集中力アップ

誰もが楽しめる

仲間とのタマリバに

手軽に気分転換

【カタマリの場】は楽しみ方イロイロ
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• 食べる、遊ぶ、のんびりする！「自然×テクノロジー」軸で癒す、元気に
する、を実現できるサービスを募集します（目標:3サービス以上）

• SDGsに貢献できる、誰もが楽しめる場所、社会課題の解決ができる
場所づくりを目指します。（17のテーマ軸 × 「自然×テクノロジー」）

“新しい癒しのカタチ” キーワード

コンテンツのキーワード 例えば・・・

食 体験 癒し DX
アップサイクル

ブルワリー
代替食品BBQ
自動化酒蔵

メタバースカフェ
ネオ土いじり

体験型スポーツ
ドローン操縦

グランピング
睡眠

AR瞑想
焚火

ワーケーション
VR会議室
無人ストア

親子経験継承

「自然×テクノロジー」「癒しテック」のテーマに合えばOKです！
そして社会課題を解決するリアルの場になれば嬉しいです！

食べて元気に！

土に触れて癒される！

疲れにくい仕事場！

食後の昼寝でリフレッシュ！



不揃い野菜を使った
スムージースタンド

仕事前のエネルギーチャージに
子どもにおいしく野菜を食べて欲しい
そして食品ロス削減に貢献したい！

最新Foodテック活用のメニューや
むかしながらの素朴メニュー
多世代で楽しめるカフェ＆バー

毎日違って
楽しい

AIレシピ
廃棄食材

活用の気まぐれ
サンドイッチ

凍結フードバンク
毎日受け入れ

組立て、飛ばして
ドローンで学習

こどもと考えるSDGs型
新規事業発想塾 など

その他、前頁のキーワードに関わるアイデアを
幅広くお待ちしています！

場所の雰囲気・イメージ

例えば・・・

食でつながる
タマリバ空間

例えば・・・

素材を楽しむ
食べる食育

急速凍結された
おいしいもの集合

地産地消型
ブルワリー

シエスタ※効果
午後も元気

寝具テック
自分にあった

睡眠体験

睡眠時間ごと
温度コントロール

NEW睡眠テック
ソリューション

たった15分でしっかりリフレッシュ
テクノロジー活用で睡眠の質が変わる
疲れた大人に新提案

※シエスタ（siesta）とは、日照時間の長いスペインで生まれた
習慣で、長いお昼休憩のこと

例えば・・・
集中力アップ
音×ワーケーション

焚火、雨やせせらぎなど
音をテーマに新しいワーケーション
屋外スペースをプロデュース

例えば・・・

働きながら
あたまスッキリ

夏でも涼しい
VR焚火

自然の音で
全集中
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株式会社ドーワテクノス
〒806-0004
北九州市八幡西区黒崎城石3番5号
Tel. 093-621-4131    Fax. 093-641-4130

所在地

社名

設立 昭和23年(1948年) 10月26日

経営理念 わが社は常に正しい企業経営をすることにより、顧客と社会に貢献し、
適正な利潤を得て、社員の生活を豊かにしつつ永遠の発展を図る。

主な事業  モノづくりDX推進の支援
 電動機や製造設備のリニューアル
 FA・OA機器およびシステムの販売
 電機品・産業用機器輸出入の支援
 電気・機械・通信・管工事の設計、施工

日本のモノづくりが抱える課題を解決し
豊かな社会、より良い未来のために
これからも新しい挑戦を続けていきます。

小野 裕和
代表取締役 社長

会社概要

SDGsページ企業ページ SIerネットワーク



歴史・沿革
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戦後間もない1948年、石炭鉱業向けの電動機（モータ）のメーカーだった「株式会社安川電機」（旧・株式会社安川電機
製作所）より部品供給の依頼を受け、北九州市（旧・八幡市）の地にドーワテクノスは誕生しました。

戦後復興を急ぐ産業界において、戦時中に酷使した設備の復旧は急務でした。しかし当時は新品の電気機器の入手が困難
で、既存の機器を使用するしかありません。このような状況の中、当社へ電動機修理の依頼が入るようになり、1950年には大型
電動機の巻替・改造修理を請け負うようになりました。また、1951年には炭鉱の防爆改造工事が始まり、当社も多くの工事を
手がけました。これが現在の電動機修理工事事業の始まりです。

その後、1963年には安川電機の正規販売代理店となり、事業も商社として大手鉄鋼・化学会社との直接取引を行うものに発
展。ニーズに応える為、様々なメーカーの製品を取扱い、提供し、お客様の工場の近くに営業拠点を展開していきました。
そして現在、北は宮城、南は熊本に及ぷ18の国内事業所と、国外にはロシアとタイ王国に現地法人を置くまでに成長しました。

このように、私たちドーワテクノスは、電動機の部品供給・改造修理から、自社直営工場の設立、そして商社という歴史を経て
参りました。この歴史が、現場密着営業の礎となり、「お客様の現場に赴き、現場の声を聴く」という当社の営業スタイルとして、70
年を超える社歴の中で脈々と受け継がれているのです。



営業拠点：国内18拠点 / 海外2拠点
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〒806-0004
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石3-5
九州支店（北九州営業部）

営業第1グループ
Tel. 093-621-4131 Fax. 093-641-4130
営業第2グループ
Tel. 093-642-4131 Fax. 093-642-4112
FAシステム部

Tel. 093-621-4134 Fax. 093-621-4158
環境システム営業部

Tel. 093-621-4110 Fax. 093-621-4111
管理部・監査室

Tel. 093-621-4132 Fax. 093-641-4156
海外事業部・事業開発部・営業企画部・社長室

Tel. 093-621-4136 Fax. 093-621-4168

本社

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4丁目2-16 楠和日本橋ビル5階
Tel. 03-3279-4131 Fax. 03-3279-4156

東京支店

〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2丁目15番11号 IMI千葉富士見ビル4階
Tel. 043-215-7843 Fax. 043-215-7846

千葉支店

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー13階
Tel. 06-6889-3151 Fax. 06-6889-3150

大阪支店

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-31 第5岡部ビル5F
Tel. 092-473-4136 Fax. 092-473-4139

九州支店（福岡営業部）

〒980-8485
宮城県仙台市青葉区中央一丁目2 番3号 仙台マークワン19 階
Tel. 022-208-9330 Fax. 022-208-9390

東北営業所

〒940-0066
新潟県長岡市東坂之上町2丁目1番地1 ファース長岡ビル10階
Tel. 0258-31-4112 Fax. 0258-31-4113

新潟営業所

〒314-0015
茨城県鹿嶋市泉川1473-8 斉丸泉川ビルB号室
Tel. 0299-85-1626 Fax. 0299-84-4510

鹿島営業所

〒299-1144
千葉県君津市東坂田1丁目5-18 新昭和第5ビル 501号
Tel. 0439-52-2972 Fax. 0439-54-6201

君津営業所

〒359-1131
埼玉県所沢市大字久米602-3 KS所沢ビル2階
Tel. 04-2936-6962 Fax. 04-2936-6963

西関東営業所

〒454-0877
愛知県名古屋市中川区八田町2301番地 山清ビル3B号室
Tel. 052-365-2121 Fax. 052-365-2129

名古屋営業所

〒640-8063
和歌山県和歌山市西釘貫丁2-53 プレミール石川1F
Tel. 073-425-3061 Fax. 073-425-3062

和歌山営業所

〒710-0055
岡山県倉敷市阿知1丁目5番17号 マルカンビル3階
Tel. 086-436-7806 Fax. 086-436-7807

岡山営業所

〒792-0812
愛媛県新居浜市坂井町二丁目4番23号 マルニビル1階
Tel. 0897-37-3451 Fax. 0897-37-3493

四国営業所

〒732-0805
広島県広島市南区東荒神町3-35 広島オフィスセンター6F
Tel. 082-264-8180 Fax. 082-264-7433

広島営業所

〒756-0837
山口県山陽小野田市平成町4番8号 若山ビル
Tel. 0836-82-2310 Fax. 0836-82-2311

山口営業所

〒860-0016
熊本県熊本市中央区山崎町66-7 熊本中央ビル2F
Tel. 096-245-6410 Fax. 096-245-6412

熊本営業所

〒961-8052
福島県西白河郡西郷村道南東10 メゾンエスポワール202
Tel. 0248-21-0681 Fax. 0248-21-0682

白河事務所

Russian Federation, Sverdlovsk region, 620075, 
Ekaterinburg city, Malysheva str 51, 4th floor, off 
4/05
Tel.＋7 343 926 41 31

DHOWA TECHNOS Rus LLC（ロシア現地法人）

タイをはじめとしたアジア諸国の企業を対象に、コンポーネント
FA機器の販売、オーダーメイドFA装置の設計製作、ロボット
システム構築、プラント向け設備更新を行っております。

Head Office (Bangkok)
34 Soi BangnaTrad 34, Debaratna Road, Bangna
Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260.
Tel. +66-(0)2-541-5410 Fax. +66-(0)2-541-
5413
Branch Office (Chonburi)

8/4 Moo 10, Nongkham Sub-District, Sriracha 
District, Chonburi 20110 Thailand.
Tel. +66-(0)33-096-600 Fax. +66-(0)2-694-
1050

DHOWA TECHNOS (THAILAND) Co., Ltd.,
（タイ現地法人）



注力事業



凍結ラボ OPEN
凍結テスト実施中！

(詳細コチラ)

https://www.dhowa-technos.co.jp/business/product/zero03.html
https://www.dhowa-technos.co.jp/news/000113.php

新規事業：社会課題解決型事業 食材凍結サービス
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特長はその凍結スピード
新しい凍結技術※ を搭載した凍結機「ZERO-03」は、従来
機に比べ熱交換効率を大幅に改善。最大-40℃にまで冷却さ
れた凍結液が食材をスピーディーに凍結。
このスピードが凍結時の細胞ダメージの抑制を実現し、これまで
凍結させることが難しかった食材をはじめ、調理した献立をそのま
まダイレクトに凍結させることも可能にしました。

※グローバル特許取得済み

業務用 超高速凍結機 「ZERO-03」

PLAN 01
新鮮なうちに凍結した食材は、解凍※しても鮮度はそのま
ま。凍結技術を活用することで、フードバリューチェーン（生
産・加工・流通・消費）を効率化し、「食品ロス」の削減
を目指します。
※適切な温度帯での解凍により品質劣化を抑制できます

PLAN 02
作ったメニューをそのまま凍結し、食べたい時に温めて提
供。例えば給食などの計画生産・簡単提供により運営
コストを削減、人手不足の解消など、働き方改革に貢
献します。



われわれドーワテクノスとSDGsの繋がりを考えた時に、一番に思い浮かぶのは当社の経営理念※ でした。
顧客と社会への貢献、また社員含めステークホルダーの幸福無しに会社の発展はない、と掲げています。
私たちは創業より、この経営理念を単に言葉として覚えるだけでなく、常に自然な形で胸に留め、具現化しながら様々な事業に取り組んできました。

SDGsは今までも、そしてこれからも、当社の事業活動の中の一つの大きな軸であることは間違いありません。
SDGsが掲げる理念の一つ「誰一人取り残さない-Leave No One Behind -」の実現を目標に、社会・世界との繋がりを認識しながら
課題解決に取り組み、社会貢献価値創造に邁進していくことを約束します。

※ 経営理念
わが社は常に正しい企業経営をすることにより、顧客と社会に貢献し、適正な利潤を得て、社員の生活を豊かにしつつ永遠の発展を図る

サステナブル経営実現へ 事業を通じた社会課題解決企業活動
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大切にしてきた想いを、これからも社会へ

SDGsページ



CHECK

世界最大の産業見本市「ハノーバーメッセ 2021」(4月)で
行われた『第14回 日独経済フォーラム』に登壇。EVOソフトウェアの
紹介や、中小企業の視点でデジタル変革の成功のポイントについて議
論を行いました。

 日独経済フォーラム(ハノーバメッセ2021 )  RRI国際シンポジウム  DX関連イベント（北九州市/JETRO主催）

広報活動

https://www.dhowa-technos.co.jp/news/000115.php



日本全国の子どもたちに演劇の感動を届けるプロジェクト「こころの劇場」
子どもたちの心に、”生命の大切さ” ”思いやる心” “ 信じあう喜び” など、
生きていく上で大事なことを、舞台を通じて語り掛けたい―

一般財団法人舞台芸術センターと劇団四季の活動をドーワテクノスは応援しています。

「こころの劇場」を応援しています
2019年～ (2020/2021年はコロナにより講演中止)

CSR活動
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