
SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION

G L O B A L  N E T W O R K

泉州電業株式会社
昭和24年11月18日（創業:昭和22年1月10日）
〒530-0056　大阪市北区兎我野町2番4号
TEL（06）6384-1101　FAX（06）6337-2936 
2,575百万円
東京証券取引所市場第2部
・各種電線電纜その他電気工事に関する材料の販売
・情報処理システム及び通信システムの開発、販売、
　コンサルティング
・電子制禦機器・装置の製造及び販売
・電気工事業
・空調機器の販売及び据付工事の請負
・家庭用電気製品、事務用機器の販売及び据付工事の請負
・不動産の賃貸業
・発電事業及びその管理・運営ならびに電気の売買に
　関する事業
ISO 9001:2008（JIS Q 9001:2008）
ISO 14001:2004（JIS Q14001:2004）
http://www.senden.co.jp
http://www.sky-senden.com/
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会 社 概 要

FOR
CUSTOMERS

NEEDS

SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION

Lot 3-E,American Road,Bgy,Don Jose,Green fi eld Automotive 
Park, ECOZONE,Sta,Rosa,Laguna,Philippines
TEL +63-49-543-9006   FAX +63-49-543-1976

Company  Outline
Company Name　        SENSHU ELECTRIC CO.,LTD.
Established　　       Nov.18,1949(Founded : Jan.10,1947)
Head Offi ce　　        2-4 Toganocho,Kita-ku,Osaka City Postal Code 530-0056

          TEL.(06)6384-1101 FAX.(06)6337-2936
Paid-up Capital　        ¥2,575Million(US$22Million)
Listed at                   Tokyo Stock Exchange.2 Section
Objectives　　          ・Trading activities in various kinds of cables and wires   
                                    and materials relating to electrical construction work

・Development,trading and consulting of Data Processing 
system and Communication system

・Manufacture and sale of electronic controlled appliances 
and equipments

・Electrical construction work
・Sale of air conditioning appliances and contracting of 

installation work
・Sale of home electrical appliances,office equipments 

and contracting of installation work
・Lease of Real Estate 
・Business of power generation and/or buying and selling 

of electric power
Approved Certifi cation    ISO 9001:2008（JIS Q 9001:2008）
                                   ISO 14001:2004（JIS Q14001:2004）
URL　　　　　         http://www.senden.co.jp
Sales Site　　　　    http://www.sky-senden.com/

天津

上海

バンコク（インター）
アユタヤ（タイランド）

フィリピン

国内16拠点

SENSHU ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.
SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.

上海泉秀国際貿易有限公司
上海泉秀国際貿易有限公司 松江物流センター

上海泉秀国際貿易有限公司 天津分公司

SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION

C O M P A N Y  P R O F I L E

お問合せ先

大阪府吹田市南金田1丁目4番8号
泉州電業株式会社　国際部
TEL 06-6385-9700   FAX 06-6385-0446
U R L　http://www.senden.co.jp
販売サイト　http://www.sky-senden.com/



SEPの概要

ＦＡケーブルを中心とするワイヤーハーネス加工の様々なユーザーニーズに
電線流通業界トップの泉州電業100％子会社であるＳ

セ ッ プ

ＥＰが迅速に対応。
自動車・液晶・半導体製造設備など工場の生産ラインには、
各種機器・機械間を結ぶワイヤーハーネスが必要不可欠です。
ＳＥＰは、ユーザー様の要望・仕様に合わせて
電線及び部品調達から素線加工、組立、検査まで一貫した生産体制を構築しており、
品質管理も万全の体制でユーザーニーズに迅速にお応えいたします。

FOR
CUSTOMERS
NEEDS

We, SEP as 100% subsidairy of SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. 
occupies the top share of cables & wires distribution industry, 
would respond quickly to wide variety of customers needs of 
wire harnesses with a focus on FA cables.
Wire harnesses are very important parts for the connection with each device and machinery for the 
manufacturing lines, Automotive, LCD and Semiconductor equipment etc.
SEP already constructs the consistent product lines from the supply of cables & wires, electric parts 
to the process of cables & wires, assembly and inspection.
SEP also responds quickly to wide variety of customers needs as based on the perfect Quality 
Assurance.

商 号 SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION

設 立 年 月日 2014年10月9日

現地法人住所
Lot 3-E, American Road, Bgy. Don Jose,Green fi eld 
Automotive Park,ECOZONE, Sta. Rosa, Laguna, Philippines
TEL 049-543-9006　FAX 049-543-1976

代 表 者 田原　隆男（泉州電業株式会社　専務取締役）

人 員 30名

事 業 内 容 電線・ケーブルのハーネス加工及び販売

設 備 機 器

●切断機 ●マークチューブ印字機 ●チューブカッター ●シース剥離
機 ●コア剥離機 ●導通・耐圧・絶縁・瞬断検査機●圧着機 ●圧
着検査機 ●アプリケーター ●ハンドツール ●検尺機 ●その他

フィリピン

Trade name SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION

Foundation date 9th. Oct. 2014.

Address
Lot 3-E, American Road, Bgy. Don Jose, Green fi eld
Automotive Park, ECOZONE, Sta.Rosa, Laguna, Philippine
Tel:+63-49-543-9006 Fax:+63-49-543-1976

President Mr. Takao Tahara(Senior Executive Managing Director)

Numbers of employee 30

Description of business Processing and sales of wire harnesses

Equipment

●Cutting machines for cables & wires ●Printing 
machines for mark tube ●Cutter machines for tube 
●Stripper machines for sheath ●Stripper machines for 
core ●Inspection machines for conduction, Withstand 
voltage, Insulation and Short break ●Crimping machines 
●Inspection machines for crimping ●Applicators ●Handy 
tools/etc.

SEP Outlineマニラ

マニラ空港

グリーン・フィールド
・オートモーティブ・パーク
マニラ空港から車で約50分


