
②複合機『Ⅾプリントサービス』

③マルチファンクションサーバー『DarWin』

DAIEI DENTSU

モノクロ
0.67円/枚

カラー
4.42円/枚

モノクロ
１.８円

カラー
１８円

デジタルカラー複合機
Taskalfa2553ci

カウント料金無料！！

★カウント料金・・・無料
★メンテナンス料金・・・無料
★安心の24時間受付365日サポート体制

DプリントのDは大栄電通のDです。

カラーコピーは高いというお客様に

是非ご利用いただきたく弊社独自の

Dプリント方式(トナー買取)をご提供いたします!!

更に、キャンペーン特典として

☆ブラックトナー

☆各種カラートナー
をサービスさせていただきます！！

モノクロ
0.67円/枚

カラー
4.42円/枚

モノクロ
１.８円

カラー
１８円

デジタルカラー複合機
Taskalfa2553ci

カウント料金無料！！

★カウント料金・・・無料
★メンテナンス料金・・・無料
★安心の24時間受付365日サポート体制

DプリントのDは大栄電通のDです。

カラーコピーは高いというお客様に

是非ご利用いただきたく弊社独自の

Dプリント方式(トナー買取)をご提供いたします!!

更に、キャンペーン特典として

☆ブラックトナー

☆各種カラートナー
をサービスさせていただきます！！

モノクロ

0.7円/枚

カラー

4.66円/枚

モノクロ

１．８円

カラー
１８円

大栄電通オリジナルサーバー

ニーズに対し柔軟に対応できる！

クラウド対応型ファイルサーバー

DarWin

看板犬
コロちゃん（番犬）
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DAIEI DENTSU

［久留米市本町交差点に設置の街頭看板］



★

DAIEI DENTSU

★

NTT＆大栄電通コラボサービス
(フレッツ光ネクスト隼に大栄電通のサポートをプラスしました!!)

しかも、基本料金は通常￥5,400を

→ずっと割適応で¥4,300!!
更に転用事務手数料¥3,000は無料！

・弊社プロバイダとセットプランにすると、回線とプロバイダで
通常7,250円が6,750円でさらにお得！

（当社指定プロバイダ：Dコネクト＋）
・受付体制は２４時間３６５日ご利用いただけます！

Daiei Smart光には更にお得な特典が！

回線から機器まで
ワン ストップサービス！

Daiei Smart光
保守窓口一本化サービス



■納入事例

①本社

(株)梅の花グループ
・電話交換機システム一式
・複合機システム一式
・インターネットVPN
・店舗カメラシステム一式

(医)医王会 朝倉健生病院
・電話交換機システム一式
・ナースコール設備一式
・カメラシステム一式

久留米医師会・看護専門学校
・電話交換機システム一式
・複合機システム一式

(株)佐賀銀行
・電話交換機システム一式
・監視カメラシステム一式

(株)福岡ソノリク
・電話交換システム一式
・複合機システム一式

久留米市役所
・東合川地区街頭防犯カメラ
・久留米大学駅前街頭防犯カメラ
・コミュニティセンター複合機システム
・企業局上下水道部MCA無線システム
・小中学校電話交換機システム

(医)八女発心会 姫野病院
・電話交換機システム一式
・カメラ連動ナースコール設備一式
・複合機システム一式

(医)立山歯科グループ
・カメラシステム一式
・電話設備一式
・インフォメーションディスプレイ

(医)雪の聖母会 聖マリア病院
・複合機システム一式
・カメラシステム一式

アイリスオーヤマ(株)鳥栖工場
・電話交換機システム一式

(株)東洋空機製作所
・電話交換機システム一式
・複合機システム一式

佐賀地方検察庁
・電話交換機システム一式

(株)ニシキ
・電話交換機システム一式

(株)丸信
・電話交換機システム一式
・複合機システム一式

(医)如水会 今村病院
・電話交換機システム一式
・ナースコール設備一式
・複合機システム一式
・監視カメラシステム一式

(医)コニュノテ風と虹 のぞえ総合診療病院
・電話交換機システム一式
・カメラシステム一式

九州セキスイハイム工業(株)
・電話交換機システム一式
・カメラシステム一式

キリングループロジスティックス(株)
九州支社
・電話交換機システム一式

ハイネスホテル・ホテルニュープラザ久留米
・電話交換機システム一式
・全館無線LAN一式

佐賀県立美術館
・カメラシステム一式

(株)ヨコオ
・電話交換機システム一式
・工場内放送設備一式

社会福祉法人創生会グループ
・電話交換機システム一式
・ナースコール設備一式

(株)アビタシオングループ
・電話交換機システム一式
・ナースコール設備一式

(株)エスアイホールディングス
・サーバー・ネットワーク一式
・複合機システム一式

(株)リファレンス
・電話交換機システム一式
・サーバー・ネットワーク一式
・複合機システム一式

(株)福岡ニット
・電話交換機システム一式

(株)ホープ
・複合機システム一式
・LED照明設備一式

(株)ホンダカーズ福岡
・電話交換機システム一式

第一精工(株)（九州地区）
・監視カメラシステム一式
・電話交換機システム一式

オーパーツ(株)
・電話交換機システム一式
・複合機システム一式
・テレビ会議システム一式
・サーバー・ネットワーク一式

(株)九食
・電話交換機システム一式
・放送設備

(医)春成会 樋口病院
・電話交換機システム一式
・監視カメラシステム一式
・複合機システム一式

(医)同仁会 乙金病院
・ナースコール設備一式
・サーバーネットワーク一式

(医)親和会 共立病院
・電話交換機システム一式

(医)誠和会 牟田病院
・電話交換機システム一式

(株)HOWA九州
・電話交換機システム一式
・LED照明設備一式
・監視カメラシステム一式
・放送設備

②福岡支店

DAIEI DENTSU

順不同・敬称略



代表者プロフィール

信条：予定調和を崩す
好きな言葉：挑戦

趣味：マラソン（鳥栖工業陸上部出身）
ＡＫＢ４８・英会話

癒されるもの：家族のコロちゃんとネコちゃん

大栄電通の商品は「業績向上への貢献」です

いつもお世話になりありがとうございます。
おかげさまで弊社は2022年8月に44期を
迎えることが出来ました。
これも偏にお客様・お取引先様・地域社会
の皆様のおかげです。

弊社が目指すあるべき姿は、お客様が認識
しておられる顕在化した業務課題と、お客
様がまだ認識されていない潜在的な業務課
題を見える化して、先進のIT技術とコンサ
ルティング力で課題解決を行い業績向上へ
の貢献を行うことです。

DAIEI DENTSU

代表取締役 大森康一郎

大栄電通をパートナーに選んで良かったと言って頂けるよう
努力を続けて参ります。今後共よろしくお願い致します。



■会社概要

・商 号 大栄電通株式会社
・本社所在地 〒830-0027

福岡県久留米市長門石2丁目2-23
電話 0942-35-2100 FAX 0942-32-2200

・支 店 福岡・鳥栖・佐賀・熊本
・資 本 金 1,200万円
・代 表 者 大森康一郎
・創 業 1979年8月
・年 商 11億7800万円
・従 業 員 数 67名

■事業内容

①情報通信事業(貢献高構成比77％)
電話設備、みまもりコールＤ、ナースコール
LANネットワーク構築、デジタル複合機、監視カメラ

②ＩＴソリューション事業(貢献高構成比15％)
サーバー、ＰＣ、ネットワーク保守、セキュリティ、ＵＴＭ
業務ソフト、医療事務ソフト、介護請求ソフト

③施設営繕事業(貢献高構成比8％)
ＬＥＤ照明、空調機器、オフィスリニューアル一式、発電機
キュービクル販売・修理、看板製作等

DAIEI DENTSU

■業績の推移 ※携帯電話販売部門を除く

平成27年
平成28年
平成29年
平成30年
令和元年
令和2年
令和3年

売上高

8億4900万円
8億7200万円
9億9700万円
9億4200万円
11億8100万円
10億9200万円
11億7800万円

年度 社員数

37名
41名
48名
53名
60名
67名
67名

3,767万円
3,015万円
5,910万円
7,971万円
11,267万円
8,325万円
7,088万円

経常利益



DAIEI DENTSU

創業当時

現在

■沿革

1979年 佐賀県鳥栖市真木町に有限会社大栄テレホンサービス創業
初代社長に大森康次就任

1988年 社長交代、現代表大森康一郎就任(当時20才)
1996年 複合機のコピーサービス部門設立・モバイル通信事業開始
2002年 大栄電通株式会社に組織変更

株式会社久留米テレホンサービスを吸収合併
2007年 本社を久留米市長門石へ移転
2009年 グアムへ社員旅行
2010年 ハワイへ社員旅行
2011年 オーストラリアへ社員旅行

久留米市本町に大型看板を設置
2012年 ロサンゼルスへ社員旅行
2013年 創業35周年感謝の会をお客様無料招待で行う
2014年 多機能ナースコール「みまもりコールＤ」開発・販売開始
2016年 ハワイへ社員旅行
2017年 グアムへ社員旅行

サガン鳥栖・みらいふ福岡ＳＵＮＳのスポンサーとなる
2018年 株式会社ワイビーエムを吸収合併
2019年 モバイル通信事業から撤退
2020年 ハワイへ社員旅行(1月)
2021年 CSS部門を事業譲渡

ITソリューション事業・ネットワーク事業に
経営資源を投入する体制を作る

単位：万円
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