高 信 頼のトランス、
電 源 技 術で

暮らしの安 全や 利 便 性 を 追 求
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トランスと電源の
スペシャリスト
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中で医療など他の分野でも取り込んで
いきたいと考えています。
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需要拡大が見込まれる
LED 電源分野

加えるのではなくて、もともとあるも

2000 年～

のを融合させて新しいものを生み出す

01 年、「ユニバーサル型サージノイズ
フィルター変圧器」にて京都中小企業
優秀技術賞受賞。
02 年 〜10 年、 同 志 社 大 学 等と産 学
連携を図るとともに、アナログ技術集
団として、8 年連続で経済産業省等の
研究開発助成金事業の採択を受ける。
02 年、ISO14001 認証取得。京都の
躍進企業「ベンチャーの都」の 103 社
に掲載される。
03 年、「挑戦する京都の個性派企業」
70 社に掲載される。
04 年、LED 電源を開発し、他社に先
駆けて屋外用照明分野へ進出。
09 年、京都府経営革新計画承認企業
の認証を受ける。
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20 年くらいかけてすべての電灯が交
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住宅に採用されました。現在に至る住

換されていくと同時に、メンテナンス

宅設備分野での製品開発は創業時の開
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材料を活かす設計力

だけでなく技 術 用 途を確 実に広げ 続
けている。そんな 技 術 革 新を可 能に
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発成果から続くものです。最近は集合
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ても、大手と競合する分野ではなく、

で、各地に集合住宅がどんどん建って

幅 広い事 業 分 野で用いられ、シェア

かげです。この内視鏡装置の小型化に

1970 年～
71 年、資本金 500 万円にて、サンエー
電機株式会社として改組。電源､ 資
源､ 光源をキーワードに電源事業の
持続的発展を遂げるとともに、その
役割をはたす事を使命とし事業展開
はかる。
75 年、現在地（京都市南区久世）に
て、新社屋竣工。

また、医療機器分野への電源供給も

創 業 以 来の信 念のもと、 徹 底した軽

開 発が 求められる中、 同 社の技 術は

さらに、検査の所要時間も 3 分の 1

1969 年～
69 年、京都市南区唐橋に前進のサン
エー電研を電気機器製造業として創
立｡ トランスブザー の発表により
住宅関連分野へ進出。

わが社のものづくりは、大手電気メ

当時は高度経済成長のまっただ中

普及にともなってますます高度な技術

らせることが大切です。

ょう。そのとき、わが社の技術を応用

「 他 社にはないものをつくる」という

医 療 機 器 技 術 の 進 展 や LED 照 明 の

には、材料がやりたいことを自由にや

Corporate
History

P ro f i l e
牧野 稔（まきのみのる）社長
1964 年（昭和 39）京都市生まれ。関西
大学工学部電子工学科卒業後、医療機器
メーカーを経て 1991 年（平成 3）サン
エー電機株式会社（京都市）に入社。技
術部門 8 年、営業部門 7 年の実務経験を
経て、2006 年（平成 18）代表取締役に
就任。電子技術産業協会、日本配線シス
テム工業会の専門委員を務める。

1980 年～
85 年、 増 資 に よ り 現 在 の 資 本 金
70,000 千円とする。
87 年、半導体製造装置用高濃度オゾ
ン発生器用電源開発に成功。

1990 年～
91 年、舞鶴工場を新設｡
92 年、ネオンインバーターの発表に
より、照明の分野へ進出
96 年、空気清浄器の開発により、環
境関連の分野に導入される。
97 年、舞鶴工場にクリーンルームを
設置する。高圧トランスの開発により
電位治療器等、医療分野に進出。
98 年、ISO9001 認証取得。
99 年、蓄電池設備資格認定工場取得。

2010 年～
10 年、LED 道路灯､ トンネル灯､ 街路
灯等にLED電源が幅広く採用される。
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サンエー電機株式会社
世界初・日本初

暮らしの中の安心・安全をサポートする

ナンバーワン性能

トップシェア

技術等概要

高効率・高力率、高電圧、低ノイズ、
樹脂モールドの技術を用いた各種電源

高効率、高電圧、低ノイズを基幹技術とし、長年培った電源
基板ユニットを樹脂モールドする製造技術を用いて、
「屋外
用 LED 照明」
「高電圧応用医療機器用電源」
「工業用高電圧

高信頼性電源の
独自の開発技術

応用電源」などの電源機器をさまざまな分野に供給し続けて

道路灯・トンネル灯用LED電源
設置場所によって変化する気象条件や日照条件等にも、個別カスタマイズに
よって対応可能な LED 照明用電源を他社に先駆けて独自開発。より暮らし
に密接した安心・安全をサポートします。

います。特にハードな気象条件下での利用が主となる道路灯

LED 電源 TEP シリーズ

やトンネル灯などの公共の屋外用 LED 照明用電源分野では

近年、急激な天候の変化による落雷被害が増加しています。落雷に

トップシェアを維持しています。

よる街路灯の故障が道路の安全を脅かす中、不測の事態でも点灯の

【特徴 1】

維持が可能な LED 電源です。また、設置エリアの気象条件に合わ

【特徴 2】

高信頼性の屋外 LED 照明用電源

高電圧応用医療機器用電源

せて調光を行うなどのカスタマイズが可能です。

独自のワンコンバータ技術を用いて実現した他に類のな

IEC60601 に対応した高効率・低ノイズ

用途

特徴

い高効率・高力率の電源を、樹脂モールドした高信頼性

の電源開発技術を用いた医療機器用電源

道路灯・トンネル灯・街路灯・橋梁灯

屋外用フルモールド仕様

な LED 電源で、高速道路の LED 道路灯や LED トンネル

です。高電

公共鉄道のホームの照明・表示灯

高効率・高力率

灯などの公共の照明に広く使用され、省エネに貢献して

圧放電ラン

います。独自の樹脂モールド製造技術のため、高湿度・

プ点灯技術

高温や低温が繰り返される劣悪な環境にも長期間耐える

も同時に搭

LED 電源を実現しています。

載。

ここに
注目

背景

独自性

今後の事業展開

高電圧の重要要素技術である、真空注
型による樹脂モールド技術は、1990 年
代の空気清浄器用高圧電源の生産によ
り培 わ れました。IEC60601 対 応 の 医
療機器用電源は 1980 年代から開発を
始め、低ノイズ・高効率である電流共
振電源を早くから採用し、各種医療機
器に供給していました。1980 年代から
大型の工業用オゾン発生装置用電源の
開 発 を始 め、1990 年 代 に は 大 型 の 放
電ランプ用電源を生産しています。屋
外 用 LED 電 源 は、2006 年 か らワンコ
ンバータの回路設計技術と樹脂モール
ドの製造技術を使った製品の供給を開
始しています。

電子部品を多数搭載した電源に樹脂で
モールドを行う技術は 1980 年代後半に
は確立していました。また、樹脂モール
ドされたプリント基板の半田部に、屋外
の温度環境と電源の内部発熱のサイクル
に起因する樹脂の収縮により加わるスト
レスで発生するクラック問題。この問題
に対してわが社では①独自の樹脂を使
用②クラックに強い構造設計技術③自
動充填機を使用して安定した品質の確
保等の方法で解決しています。共振回路
に代表されるソフトスイッチング技術、
高電圧インバータ技術、ワンコンバータ
技術などの回路設計技術と評価技術に、
各種安全規格への対応や前記の樹脂モ
ールド技術を組み合わせて商品を開発す
る独自の設計技術を保有しています。

屋外用 LED 電源事業に関して、LED を
使用した道路灯・トンネル灯・橋梁灯
・街路灯などに使用される屋外仕様の
LED 照明用電源に的を絞って開発、製
造を継続していきます。また、電源にマ
イコンを搭載して高機能化した商品展
開を考えるとともに、公共の屋外用電
源に関して今後もトップシェアを維持し
ていきます。
OEM 電源事業については、特に電源
に桁外れの低ノイズを要求される分野
の特殊診断装置などの医療機器用電源
の開発を行っていくとともに、大型放電
ランプ、大型オゾン発生器用電源を独
自の回路設計技術によって、商品開発
を続けていく予定です。

会社概要・基本情報（2012 年 11 月現在）
所在地

U R L
T E L
F A X
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〒 601 -8205
京都府京都市南区久世殿城町 295

http://www.sun-eh.co.jp/
075 -933 -2411
075 -933 -2436

投光器・公園灯

耐雷性能

コモンモード 15KV

定電流
機種

TEP1- シリーズ 出力 40W クラス 350mA121V など／
入力 AC100-240V
TEP2- シリーズ 出力 90W クラス 700mA130V など／
入力 AC100-240V
TEP4- シリーズ 出力 175W クラス 700mA250V など／
入力 AC200-240V
今後の機種展開
初期照度補正機能 / 段調光機能 / 入力 AC200V-265V
外部よりプログラム変更可能のαシリーズを発売します。

〔設置事例〕

LED 電源 ELP シリーズ
マンションや商業施設をはじめとする民間向けの屋外用の

LED 電源です。立地条件やイメージに合わせて現地で調

用途

光のカスタマイズが可能で、暮らしを豊かに彩る演出に役

屋外看板照明・庭園灯・エクステリア照明

立ちます。

駅構内看板照明
特徴
屋外用フルモールド仕様
高効率・高力率
定電流
機種

ELP05- シリーズ 出力 20W クラス 350mA60V など／
入力 AC100-240V
ELP1- シリーズ 出力 40W クラス 350mA121V など／
入力 AC100-240V
ELP2- シリーズ 出力 90W クラス 700mA130V など／
入力 AC100-240V

業務概要
105 名
7000 万円
設
立 1971 年
代表者名 代表取締役社長 牧野 稔

室内照明・マンション通路灯

従業員数

ノイズフィルタートランス、高周波高圧トラ

資 本 金

ンス、光源機器用電源、照明機器用電源、

今後の機種展開

医療機器用電源の製造販売。

ローコストを狙ったβシリーズを発売します。

〔設置事例〕
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