
協賛メーカー様からご推薦いただいた「SDGs貢献いちおし商品」は、会員企業と共に増販を図ることにより、省エネや快適生活の持続などのSDGs項目に貢献してまいります。

      貧困をなくそう 　  飢餓をゼロに  　  すべての人に健康と福祉を  　  質の高い教育をみんなに  　  ジェンダー平等を実現しよう  　  安全な水とトイレを世界中に  　  エネルギーをみんなに。そしてクリーンに  　  働きがいも経済成長も  　  産業と技術革新の基盤を作ろう
　 人や国の不平等をなくそう　　 住み続けられるまちづくりを　　 つくる責任、つかう責任　 　 気候変動に具体的な対策を　　 海の豊かさを守ろう　　 陸の豊かさも守ろう　　 平和と公正をすべての人に　　 パートナーシップで目標を達成しよう

このチラシは環境に配慮した
植物油インキを使用しています

かんたん無線調光シリーズ

スペシャルモデル 高効率モデル 新登場！

■ 大崎電気工業株式会社
デマンドコントロール装置

脱炭素対応の第一歩は”エネルギー管理”から

■ オーデリック株式会社

ためた電気を賢く使う　備え万全いつも安心

■ カワイ電線株式会社

速い・簡単・使いやすい・カワイユニット

■ 共立電気計器株式会社
Bluetooth対応製品（７機種）

絶縁抵抗計、接地抵抗計、照度計など
アプリで測定結果を記録！生産性の向上に！

■ アメリカン電機株式会社

■ コイズミ照明株式会社
太陽光スペクトルLEDシーリング
ブルーライトカットで目にやさしいあかり

■ サン電子株式会社

これからの住宅に情報分電盤はもっと必要に

■ 大光電機株式会社

自然由来の竹・籐・土・紙を使った照明器具

■ テンパール工業株式会社
IoT ブレーカシステム（こねこ）
簡単・安価にブレーカの遠隔監視を実現

■ 東芝キヤリア株式会社

人に、ビルに、やさしい空調システム

■ 東芝ライテック株式会社

省施工とかんたん設定・操作で省エネに！

全日電材連は
ＳＤＧｓに取り組んでいます

■ アイホン株式会社
IPネットワーク対応インターホン

IX（アイエックス）シリーズ

EV・PHEV用普通充電器
エレナージシリーズ

家庭用蓄電システム
ゼロエネルギーコントロールシステム カワイユニットケーブル

情報分電盤

COM-Sシリーズ

ビル用マルチ空調システム
スーパーマルチuシリーズ

かんたん無線調光シリーズ

Scene LED[シーンレッド]

マテリアルセレクトシリーズ
非接触でのコミュニケーションシステム

あ～か行

詳細はこちら

■ 内外電機株式会社
接地棒

クルマ社会から”脱炭素化”に貢献！

■ 東神電気株式会社

感電、漏電、未然に安全、接地の定番「接地棒」

さ～な行

詳細はこちら

LEDioc ANSEEN(レディオック アンシーン)

■ 岩崎電気株式会社
防災照明　LED停電補償装置

災害時の停電に備えるあかり

詳細はこちら

詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら 詳細はこちら

詳細はこちら詳細はこちら

■ 河村電器産業株式会社

電力をシェアして、かしこく充電

スマートEVチャージシステム
wayEV

詳細はこちら

■ DXアンテナ株式会社

再方向調整の手間を省きコスト削減を実現

耐風速アンテナシリーズ
BC453SG

詳細はこちら

■ ダイキン工業株式会社

換気できるエアコン【給気/排気切替方式】

換気機能付きルームエアコン
無給水加湿搭載『うるさらＸ』

詳細はこちら

エレナージ・
タッチリンク

エレナージ・
プラスEタッチ

SDGs貢献いちおし商品
紹介一覧表 ビジネスチャンスをつかもう！

※新たに掲載をご希望の協賛メーカー様は、全日電材連・事務局までご連絡下さい。
※ＱＲコードは各社の事情からご視聴出来なくなる事がございます。全日電材連ＨＰ内「ＳＤＧｓへの取り組みについて」（http://www.jeda.or.jp/sdgs.html）にある「ＳＤＧｓ貢献いちおし商品紹介一覧表」では、更新連絡着次第、最新のデータを掲載致しますので、こちらをご参照下さい。

得意分野商品の
提案営業で
得意分野商品の
提案営業で

R5.3.22（4）

詳細はこちら
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Bamboo

フランジインレットシリーズ
非常時給電や移動車両・施設の受電、充電口に

IP44
未使用時



停電時、搭載バッテリーで最大２０時間点灯

な～は行 は～や行
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詳細はこちら

■ （一社）日本照明工業会
Ｌｉｇｈｔｉｎｇ ５．０

Society 5.0に対応する次世代照明

速い！カンタン！技あり！
ハヤテクシリーズ 

ワイヤータイプ垂直配線支持部材街路灯・マンションリニューアル商品
「カエルミナ」＆「ＱＱポール」

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

CVF

■ 日動電工株式会社
リード端子かしめタイプB14KA
誰でも素早く確実に打ち込むだけの簡単施工

■ 日東工業株式会社
日東工業EV充電設備シリーズ
電気自動車の充電をもっと便利に、快適に

■ ネグロス電工株式会社

女性の電気工事士を後押しするカンタン施工

■ パナソニック株式会社

ポールを生かしてカエルミナ、基礎を生かしてQQポール

■ 富士電線工業株式会社

サイズダウンで年間40ｔ以上銅量削減‼

■ ヘラマンタイトン株式会社
ガルバロック

植物由来原料の環境に優しいインシュロック

■ マスプロ電工株式会社
モニター＆ワイヤレスHDカメラセット
今日からできるわが家のセキュリティー

■ 三菱電機株式会社
ダクト用換気扇

使用プラスチックの約70％が自己循環リサイクル材

■ 未来工業株式会社

ミラックラダー
コンパクトな荷姿で輸送運搬の省力化

詳細はこちら 詳細はこちら

詳細はこちら

時刻情報輻射器内蔵テレビ端子
WTUE7

■ 日本アンテナ株式会社

地デジから正確な時刻情報を送るテレビ端子

アドバンスシリーズ
非接触スイッチ

配線ダクト用器具シリーズ
イージーアップ配線ダクト

手をかざすだけで触らずに照明器具をＯＮ／ＯＦＦ

■ パナソニック株式会社■ パナソニック株式会社

■ パナソニック株式会社

豊富なダクト器具との組合せで多様な空間を実現

どこでもライフバッテリー
e-block（イーブロック）

電気を持ち運びシェアできる次世代バッテリー

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら詳細はこちら

■ 矢崎エナジーシステム株式会社
アースイン６００Ｖ－ＣＶ

接地用線心の導体サイズダウン＆被覆材使用量の削減

詳細はこちら

防災用ＬＥＤシーリング

ＨｏｔａｌｕＸ　ＡＩＤ

■ 株式会社ホタルクス

詳細はこちら

■ 三菱電機照明株式会社
ＬＥＤ高天井用ベースライト
ＧＴシリーズ

高効率・軽量で施工性にも配慮

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

全日電材連は
ＳＤＧｓに取り組んでいます

SDGs貢献いちおし商品
紹介一覧表 ビジネスチャンスをつかもう！得意分野商品の

提案営業で
得意分野商品の
提案営業で
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詳細はこちら

警告音

ニューノーマル時代の
オフィス空間づくりを
お手伝いAfter

Before

取り換えて
簡単

アップデート！

詳細はこちら
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【全日電材連・SDGs独自ロゴ】

「Mission of wholesale」
（ミッション・オブ・ホールセール）

左側の▷：電材メーカーの「D」、
右側の◁：電気工事業の「D」を向かい合わせ、
限りなく広がる電気の可能性（無限∞）と
パートナーとの繋がりを表しています。

Mission・・・使命
wholesale・・・卸業

詳細はこちら

“Lighting5.0”とは、従来のあかるさを得るためだけの照明ではなく、
「健康」「安全」「快適」「便利」な高付加価値な照明です。
「人を中心とした、さまざまなモノやコトとつながる、 
Society5.0（ソサエティ5.0）の社会に対応する次世代照明」を
JLMAでは“Lighting5.0”と定義します。


