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山田商会は明治39年の創業以来、ガス配管工事を通じて、ガスの普及拡大・保安の向上・災害復

旧に努めてまいりました。そしてその活動分野を水道・電気・空調・通信へ、活動地域を東海三県の

充実を図りながら国内各地や海外へと広げてまいりました。

山田商会の強みは、お客さまの生活を支えようと、長年にわたり多様な社員が試行錯誤を重ねてき

たDNAにあります。我々を取り巻く環境は常に複雑さを増し、お客さまの生活観もますます多様な

ものになっていきます。山田商会は活動分野それぞれの専門性を高め、同時にグループの連携を深め

ることで、お客さまの“新しいあたりまえの生活”を創り、支える存在となることを目指します。

これからも
お客さまの生活とともに

社長挨拶

お客さまに安心していただけるよう、

常に技術を磨き、基本を忠実に守ります

お客さまに満足していただけるよう

約束を守り、誠意をもって接します。

堅実・実直な経営を志すとともに、

常に新分野にチャレンジする勇気を持ちます。

ガス・水道工事を通じて快適な生活環境を提供し、社会に貢献します。

勤勉

誠実

勇気

経営理念

株式会社山田商会 代表取締役社長

山田 豊久



株式会社山田商会

明治39年5月（1906年5月）

名古屋市熱田区桜田町19番21号

山田 豊久

8000万円

646名(グループ全体：821名) （2023年3月現在）

186億円（2023年3月実績）

管工事請負事業 土木一式工事請負事業 上下給排水工事その他設備工事

とび及び土工工事業 道路舗装工事業 水道施設工事業

電気工事業 建築請負業及びこれに関する設計施工管理業務

損害保険代理業 生命保険の募集に関する業務 介護保険法に基づくサービス事業

国土交通大臣許可（特-30）第1946号

土木・とび/土工/電気/管/鋼構造物/ほ装/水道施設

国土交通大臣許可（般-30）第1946号

建築/大工/屋根/タイル・レンガ・ブロック/内装仕上

二級建築士事務所 愛知県知事登録(ろ-3) 第7304号

宅地建物取引業 愛知県知事（1）第24142号

名古屋市 介護保険事業所番号 2370901387

岐阜市 介護保険事業所番号 2170112375

東邦ガス株式会社 東邦ガスネットワーク株式会社 東邦液化ガス株式会社

大垣ガス株式会社 犬山ガス株式会社 上野都市ガス株式会社

津島ガス株式会社 美濃加茂ガス株式会社 岡山ガス株式会社

名古屋市上下水道局 下呂温泉旅館協同組合 三井ホーム株式会社

サーラ住宅株式会社 住友林業株式会社 積水ハウス株式会社

大東建託株式会社 大和ハウス工業株式会社 タマホーム株式会社

トヨタホーム株式会社 東建コーポレーション株式会社 飯田グループホールディングス株式会社

(順不同)

ガス主任技術者(甲種)

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

二級建築士

１級供内管工事士

液化石油ガス設備士

消防設備士(甲種１類)

名 称

創 業

本 社 所 在 地

代表取締役社長

資 本 金

従 業 員 数

売 上 高

事 業 内 容

許 可 登 録

主 要 取 引 先

資 格 保 持 者 数

会社概要

給水装置工事主任技術者

第二種電気工事士

社会保険労務士

行政書士

宅地建物取引士

中小企業診断士

建設業経理士１級

第一種衛生管理者

2名

58名

8名

83名

13名

5名

97名

274名

6名

83名

121名

2名

1名

10名

2名

6名

64名



1906年、東邦ガスの前身である名古屋瓦斯設立と同時に、初代山田栄之助が神谷工業所に所属し自分の組、山田組を持ったときを創業年としていま

す。その後、山田組、名古屋瓦斯コークス販売所、山田瓦斯商会が合併、1927年に合名会社山田商会が設立されました。1971年に工事部門、及びガ

ス器具部門が分離独立し株式会社山田商会が誕生しました。2016年には、株式会社山田商会ホールディングが設立されその傘下に入りました。

神谷工業所に所属し土木工事に従事

名古屋瓦斯の設備増設工事に従事する

山田組として独立

名古屋コークス販売所設立

山田瓦斯商会設立

東邦ガスの器具販売指定代理店となる

合名会社山田商会設立

東邦ガス、岐阜ガス、岡崎ガス、合同ガスの指定工事会社となる

伊勢湾台風によるガス復旧応援

株式会社山田商会 設立

名古屋市水道局の指名登録工事会社となる

大垣出張所 開設

新川営業所 開設

宮城県沖地震によるガス復旧応援

長久手営業所 開設

本社新社屋竣工

各務原営業所 開設

下呂温泉旅館協同組合の指定工事店となる

豊田営業所 開設

釧路沖地震によるガス復旧応援

阪神大震災によるガス復旧応援

東海豪雨によるガス復旧応援

三重支店開設

日進営業所（現東部事業所）開設（長久手営業所・豊田営業所の統廃合）

山田穎彦社長が会長に就任、清水順二常務 社長に就任

新潟県中越沖地震によるガス復旧応援

新富工業株式会社 子会社化

東三河出張所 開設

東日本大震災によるガス復旧応援

東濃出張所 開設

介護支援事業 開始

熊本地震によるガス復旧応援

株式会社 プロサイトスタッフ 設立

株式会社 山田商会ホールディング 設立

Ｋｅｉ－Ｙオート株式会社 設立

大阪府北部地震によるガス復旧応援

株式会社ニューウェルス 設立

株式会社Ｚ・ＮＡＧ設立

岡山オフィス 開設

ＹＳデザインベトナム有限会社 設立

清水順二社長がホールディング社長に就任、山田豊久副社長 社長に就任

株式会社オーヴァル建築設計事務所 設立

株式会社 同和設備 グループ会社化

有限会社 松本電機 グループ会社化

山田豊久社長がホールディング社長に就任

株式会社 北伸 グループ会社化

岐阜北店 開設

浜松出張所 開設

1906年～30年 創世記

1939年～70年 戦争のつめ跡 ～焼跡からの出発～

1995年～2006年 新時代の到来

2007年～2021年 次の100年へ向けて

沿革
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山田商会では、導管・幹線工事からガス栓・ガス器具まで、ガスに関するすべての工事に対応し、衛生設備もあわせてトータルに活動してい

ます。名古屋市を中心に、東海地区のあらゆるビルのガス工事に携わっています。

大名古屋ビルヂング ミッドランドスクエア JRセントラルタワーズ

愛知県国際展示場

名古屋大学 星が丘テラス

金山南ビルとガス燈

中部国際空港旅客ターミナル

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

（百万円）

施工実績

従業員の年齢構成（2023年）

企業データ

御園座

JRゲートタワー

この10年の売上高の推移

岐阜市役所 新庁舎



道路舗装工事

ガス供給工事は、ガス導管と呼ばれる道路に沿って埋

設されたパイプラインを敷設する工事です。ガスの動脈

網として、都市ガスを家庭や工場、オフィス、学校など

の最終需要家にお届けする役割があり、工事品質につい

ては、なによりも安全性の高さが求められます。

土木工事の基本である、道路舗装工事は、ガス供給工

事の仕上げ工事として行われます。良い舗装工事を行う

ためには、その下にしっかりと締め固まった路盤が必要

であり、さらにその下には、安定して支持力を発揮する

路床が必要不可欠となります。その点を軽んじて施工を

行うと、耐用期間が極めて短い、粗悪な道路を作ってし

まうことになりかねません。当社の舗装工事技術は、幅

広い知識と経験をもとに、高い品質を維持しています。

高圧ガス輸送幹線は、ガス基地から東海地区に都市ガスをお届

けする大動脈です。都市ガスの安定輸送のため、万全の体制と最

新の設備で高圧ガス輸送幹線は維持管理されています。当社の高

圧ガス輸送幹線の敷設工事は、国道や県道などに、大型の重機を

使いながら高度な溶接技術を駆使して行っております。

上下水道導管工事

事業内容

都市ガス供給工事

都市ガス幹線工事

ガスと同様に、人々の快適なくらしに欠かせない水資源の工事も当社

では取り扱っています。人々の暮らしを支える上下水道導管網工事と同

時に、水を建物内に循環させる血管の役割を果たす建物内の給排水衛生

設備なども取り扱っています。給湯、給水、排水など『水』の安全・清

潔を心がけた衛生器具の取付けや衛生配管工事を行う際には、お客様が

使い易い機能・デザインを提案し、あらゆるニーズに応える提案営業を

行っています。



ガス導管工事に対して、屋内配管工事は道路沿線に建てら

れた家屋やマンション、商業ビル施設など、建物内のガス配

管を行います。この工事によってはじめて建物内のキッチン

やお風呂などで都市ガスやプロパンガスが使用できるように

なります。また、ガス給湯器をはじめ、床暖房等の暖房機器

のご利用をお客様に提案し、それに伴うガス配管工事の設計

も行っています。このように当社では、大規模ビルや地下街

から家庭まで、状況に応じた設計・施工を行います。

東邦ガス「リベナス・エネドゥ」として、ガス機器の販売、保守

点検などを行い、快適性・利便性・安全性にこだわった地域のみな

さまの生活サポートを行っております。ガス機器を使うキッチン、

バスルームをはじめ、住まいの全面リフォームから小さなお困りご

とまで、快適性、利便性、安全性にこだわったリフォームプランを

ご提案します。

ガス屋内設備配管工事・ガス住宅設備設計

ガス供給管工事

ガス供給管とは、前面道路に埋設されているガス会社所有のガス本支管から分

岐して、お客様の敷地内に引き込まれるガス管(供給管)のことをいいます。新し

くガスを建物に引き込む工事として道路から敷地内までを掘削し、ガスメーター

までガス管を配管していく高度な技術を要する工事です。また、お客様の敷地内

を掘削することから、他埋設物に対する配慮も必要となります。

2022年7月に誕生した新ブランド「1Day Reform Lab」。

1日で終わるリフォームをコンセプトに、スピード施工と低コスト、

そして分かりやすさでお客様の大切な住まいづくりを応援させてい

ただきます。

ガス設備機器販売・保守点検・リフォーム



愛知県ファミリー・フレンドリー登録企業

名古屋市子育て支援認定企業

チャイルドケア制度

・育児休業期間を子どもが2歳到達年度末になるまでとしています。

・子どもが小学校1年生年度末に達するまで勤務時間の短縮措置を受けることができます。

・所定外労働の免除期間を子どもが小学校に就学するまでとしています。

・育児休業後の短時間就労者に対して子どもが3歳年度末になるまで保育費を支給します。

・子どもが小学校に就学するまで、育児看護の際にサポート休暇を利用できます。

一定の基準を満たす社員が育児等を理由に退職する際に、再雇用登録をしてもらう制度です。中途採用やパート社員、契約

社員などを当社が募集する前に、登録者に声をかけて優先的に雇用します。これによって、経験があり信頼できる元社員を再

雇用することができ、更なる人材活用が図られます。

行政からの認定

社員一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働くだけでなく、家庭や地域生活などにおいても、子育て期・中高年期といった人生の各段

階に応じて多様な生き方を選び実現できる職場環境でありたいと考えています。

ジョブリターン制度

ダイバーシティにおける山田商会の考え『社員とその家族の人生を支える』

あいち女性輝きカンパニー認定企業

「多様な社員が集まる組織は新しい発想が生まれやすい」

山田商会は変化する社会のニーズに応えるため、各々の価値観や考えを尊重し、個性や能力を最大限発揮できる職場風土を醸

成します。

「女性の職域拡大」

男女雇用機会均等法の観点から、従来女性の少なかった建設業の営業において女性職員を登用し、計画的な女性の採用拡大を

進めています。

※法定を上回る当社の独自規定

ワークライフバランス

くるみん取得

社員寮「ドミトリー沢下」 / 企業内託児所「ぷれこ」開設

遠方からの就職者や技能実習生のために社員寮

「ドミトリー沢下」を2018年に新設しました。その

中に企業内託児所「ぷれこ」を併設しました。育児

と仕事の両立を図る従業員が、安心して働くことの

できるように、福利厚生を通じて社員の働きやすい

環境づくりをサポートします。

社員寮「ドミトリー沢下」 託児所「ぷれこ」

― 働く人とその家族の人生を支える ―

健康経営優良法人2023名古屋市ワーク・ライフ・バランス推進企業
2023



非常事態が発生して広範囲でガス供給停止になった場合、被害地域のガス事業者だけでなく、全国各地のガス事業者による復旧応援隊も加わ

りできるだけ早い復旧を目指して活動をしています。当社も東海地方のみではなく、過去に全国各地で発生した大地震の際は、東邦ガス復旧応

援隊の一員として復旧支援活動に参加しました。

阪神･淡路大震災

平成7年1月17日、淡路島北部を震源とした、マグニチュード7.2の都市直下型地震「阪

神・淡路大地震」が神戸市を中心に壊滅的な被害をもたらしました。当社からは268名が復

旧工事に従事し、延人数は7,300名近くにも達しました。

東日本大震災

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、ガス復旧の応援に延べ1539名を派遣しま

した。東邦ガスとともに仙台復旧対策隊(仙台ガス局)の一員として、3月24日早朝から15時

間をかけて陸路現地入りをいたしました。雪の降る日も多く、寒さ厳しい中での作業でした

が、派遣されたメンバーは誰もがガスマンの責務を胸に、一日も早い復旧に向け、全力を挙

げて取り組みました。

新潟県中越沖地震

平成19年7月16日新潟県中越地方沖を震源地とするマグニチュード6.8の地震が

発生。ガス復旧の応援に延べ244名を派遣しました。

宮城県沖地震

昭和53年6月12日宮城県沖を震源地とする最大震度5マグニチュード7.4の地震が発生。

ガス復旧の応援に延べ1,080名を派遣しました。

釧路沖地震

平成5年1月15日北海道釧路市南方沖を震源地とするマグニチュード7.5の地震が

発生。ガス復旧の応援に延べ155名を派遣しました。

熊本地震

平成28年4月14日午後9時26分熊本県熊本地方を震源地とする最大震度7マグニチュード

6.5の地震が発生。ガス復旧の応援に延べ346名を派遣しました。当社は本管部隊1組、漏洩

修理部隊1組、供内管部隊7組の復旧応援隊を組織し、熊本市内のガス復旧工事を担当しまし

た。導管損傷も少なかったことや、応援隊に携わった方々の懸命な取り組みのおかげで、復

旧作業は順調に進み、4月末にはすべての作業を完了させ、全員無事に名古屋へ帰ることが出

来ました。

災害復旧 ― ライフラインを守る使命と実績 ―

大阪府北部地震

平成30年6月18日午前7時58分大阪府北部を震源地とする最大震度6マグニチュード6.1の

地震が発生。ガス復旧の応援に延べ316名を派遣しました。地震が起きた翌日の6月19日には

現地入りしガス復旧作業を行いました。当社は本管部隊19名、漏洩修理部隊8名、供内管部

隊14名、内管組27名、開栓班1名の復旧応援隊を組織し、茨木地区のガス復旧工事を担当し

ました。導管損傷も少なかったことや、応援隊に携わった方々の懸命な取り組みのおかげで、

25日には全員名古屋に帰ってきました。

東海豪雨

平成12年9月11日に愛知県西部を中心に記録的な集中豪雨が発生。ガス復旧の

応援に延べ1,400名を派遣しました。



岐阜支店

岐阜導管事業所

大垣事業所

各務原営業所

一宮事業所

日進事業所

東三河営業センター
四日市営業センター

本社

南部事業所

本社

岐阜支店

四日市営業センター

南部事業所

日進事業所

岐阜導管事業所

一宮事業所

東三河営業センター

大垣事業所

各務原営業所

本社・リベナスエネドゥ名古屋店 名古屋市熱田区桜田町19-21

南部事業所 名古屋市港区新川町2-1-4

一宮事業所 一宮市北小渕字北浦1

日進事業所 日進市赤池町箕ノ手2-525

東三河営業センター 豊川市三蔵子町橋本16-1

岐阜支店・リベナスエネドゥ岐阜店 岐阜市加納愛宕町38

岐阜導管事業所 岐阜市六条大溝3-6-15

各務原営業所 各務原市鵜沼各務原町7-5-1

大垣事業所 大垣市小野4-15

岐阜北店・リベナスエネドゥ岐阜北店 岐阜市則武東3丁目2-1

四日市営業センター 四日市市大字塩浜110

浜松出張所 静岡県浜松市中区早出町1204-7

岡山オフィス 岡山県岡山市北区奥田１丁目10-10

・株式会社ヤマショー (コークス販売業･不動産管理業)

・株式会社プロサイトスタッフ(人材派遣業)

・Kei-Yオート株式会社(車両管理業)

・株式会社ニューウェルス(土木工事業･警備業)

・株式会社Z･NAG(電気工事業)

・株式会社オーヴァル建築設計事務所(建築･設計及び施工･工事監理業)

・株式会社同和設備(給排水,空調,換気設備工事の設計･施工)

・有限会社松本電機(電気工事業)

・株式会社北伸(給排水衛生設備設計･施工)

・ YSデザインベトナム有限会社(建築設備設計業･建設業)

事業所

関連会社

事業所

岡山オフィス

名古屋市熱田区桜田町19-21

名古屋市熱田区桜田町19-21

名古屋市瑞穂区二野町603 

名古屋市熱田区桜田町19-21

名古屋市熱田区桜田町19-21

名古屋市熱田区桜田町19-21

名古屋市名東区本郷3丁目80番地の2

名古屋市天白区保呂町205

静岡県浜松市中区早出町1204-7

ベトナムハノイ市

株式会社山田商会ホールディング

岐阜北店

岐阜北店



2023年、創業117年を迎える山田商会は、

これからも、ガス・水道などの、ライフラ

インの工事を通じて地域の発展と快適な生

活を支えてまいります。

社員一人ひとりが、仕事とともに成長し、

お客様の満足を喜びとする。それがわれわ

れの使命であると私たち山田商会グループ

は信じます。

ライフラインを支えて117年

さらに未来へ ― For Tomorrow ― 



〒456-0004 名古屋市熱田区桜田町19-21
TEL 052-871-9811（代） FAX 052-871-9869
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