株式会社 アイ ・ ム

脱酸素

ＥＶ充電

環境保護

快適性

誠実 さをモットーに 責任感 でやり遂げる
創業 35 年の小さな会社です。

企業規模は小さいですが、 志と真心は大きな会社です。
脱酸素が注目される中、 当社でも環境対策に貢献できないかと考えたのが、 EV 自動車への

EV 充電スポットについて

【充電設備設置工事】 でした。
当初は、 経験も知識もない中でのスタートでしたが、 知識を蓄え、 実績を積み重ね、

電気で走行する EV 自動車にとって、 電気を充電するスポットは必要不可欠です。 電気は誰でも

今では業界内外企業様から信頼をいただき、 パートナー企業と認めていただけるまでになりました。

どこでも使用している為、 身近ななモノですが、 直ぐに利用できるものではなく、 駐車スペース
や充電設備などが必要となります。
EV 自動車の充電ができる設備が整っている場所が、 EV 充電スポットです。
充電器には、 コンセントタイプの普通充電や公共や大型施設などに多い急速充電器の２種類あります。

地球温暖化対策の一助
公共施設の付加価値を上げる
普通充電と急速充電
施設にぴったりな充電器を探す
私たちは、 皆様の様々な目的や課題を、 心を込めて解決いたします。

優れた急速充電性能を魅力的な価格でお届けします
電気自動車 （EV） の本格的な普及に伴い、 さらなるインフラ整備が求められています。
独自の EV 研究開発のノウハウと設備技術を活かすことで、 価値ある価格設定を表現。
さらに、 メンテナンスや修理対応などのアフターサービスも充実しており、
安心してご使用いただくことができます。

JUDEN の特長
01.

02.

03.

簡単に ・ 安全に

小さなサイズと

お客様の充電環境に

急速充電が可能

魅力的な価格を実現

対応した品揃え

車両と充電器本体を通信させて漏電監視

新回路技術を採用し、 最大限活用する

ベース仕様、 標準仕様、 寒冷地仕様と

等を行い、 さらに各種安全装置を採用す

ことで、 シンプルで無駄のない構造とし、

お客様の充電環境やニーズに対応した

ることで、 高い安全性を追求しています。

高品質と低価格を両立しました。

3 タイプの仕様を設定しています。

小さなサイズで小スペースにも設置でき
ます。

電気自動車 の 充電設備設置工事
その前に ご確認ください‼

がご提供しているサービス
公共施設 EV 充電設備設置工事
一般家庭の場合

マンションの場合

集合住宅 EV 充電設備設置工事

1. 現在の電気契約は何アンペア ?

1. 共用部の電力に必要台数分の電気容量余力があるか ?

・ 現在の基本契約を UP する場合が多いです

・ 基本は共用部の電灯回路からの供給となります

戸建住宅 EV 充電設備設置工事

2. 設置予定の充電装置は何 KW 対応 ?

2. 設置にあたり管理組合の同意が必要です

国内外充電機器メーカーの取り扱い
EV 充電設備に関するアドバイス及びご提案

・ 今の契約から 10A 上る事に基本料金は 286 円 UP （東電管内）

3. 幹線サイズのご確認を
・ 適正なサイズで施工しないと工事費用が高額になる恐れがあります

4. 利用時以外の電気の遮断は出来るか ?
・ スイッチや鍵付きケースに収められているかのご確認が必要です

5. 車載の充電器を利用するのか ?

太陽光パネル ・ 蓄電設備など複合的利便性の高い
充電設備の販売 ( 予定 )
非接触による決済機能付き、 自社オリジナル充電機器販売 ( 予定 )

・ 遠方に行かれる方は毎度コンセントから取り外し積込を要します

6. 充電装置のケーブル盗難対策は施されてありますか ?
・ 盗難対策はしっかりと行いましょう

7.EV 車種は決まっていますか ?
・ 各車両により充電ポートの位置が違います

・ 分譲の場合は駐車場利用者、 区分所有者の同意書必要です

3. 設置できる機種に制限があります
・ 台数も JARI 認証等制限がございます

4. 課金装置のご利用と運用について
・ 利用料金は管理組合に補填されます

5. 工事にあたり工事内容を十分に把握してください
・ 外部に露出や埋設配管作業を行う場合もあります

6. 相談はノウハウが蓄積された業者がおすすめです
・ 補助金の申請等は外注依存になり申請に手間を取られます

ご相談は、
当社へお任せ下さい‼

【Juden】
( じゅーでん）

COMPANY PROFILE
会社概要
社名

株式会社アイ・ム

代表者

代表取締役

所在地

〒221-0862 神奈川県横浜市神奈川区三枚町４５１ 1F-A 号

池田 博房

【tel】045-370-6133 【fax】045-370-6144

株式会社アイ ・ ムは、 創業 35 年の工務店です。

設立

2005 年 4 月 1 日

資本金

10,000,000 円

事業内容

・住宅・店舗のリノベーション工事における設計および施工

神奈川県東部を中心に、 皆様の 『ありがとう』 をエネルギーに歩んできました。

・EV 車用の充電スタンド設置

企業規模は大きくありませんが、 「お客様に喜んで欲しい」 という気持ちは大きいです。

・マンション・戸建てリフォーム
・外壁塗り替え

依頼主様の “見えないところ” にもこだわりを持って、＜責任感＞という想いを最重要

・クロス貼り替え

・各種設備工事

理念は 「責任感 ・ 行動力 ・ 気遣い」。

・ホームシアター

・バリアフリー

資格・許可

・造作家具

・シックハウス対策

・防犯設備

・防音対策

・床暖房

神奈川県知事許可（般 -3）第 71079 号

HP

当たり前の事が出来て、 はじめて特異な事も出来るようになる。
脱炭素が注目される中、 当社でも環境対策に貢献できないかと考えたのが、 EV 自動車
への 【充電設備設置工事】 でした。
当社の過去の実績と経験が、 存分に活かされる施工業務です。
当初は、 経験も知識もない中でのスタートでしたが、 スポンジに水を染み込ませる様に
知識を蓄え、 実績を積み重ね、 今では様々な企業様とパートナーになるまでになりました。
これからも EV 事業に関連した必要とされる取り扱いサービスを、 更に増やす予定です。
皆さま、 是非ご期待ください。

株式会社 アイ・ム
代表取締役

・オフィス新築・改装

・キッチン / バス / トイレ等の水回り

に仕事をしてきました。
これらは、 当たり前ではあるが、 当たり前であるが故に、 見落としがちになる。

・店舗新築・改装

池田 博房

【アイ・ム】

【Juden( じゅーでん）
】

https://www.im6133.com/

https://www.im6133.com/juden/

