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株式会社大木無線電気

OMD International Group

OMDインターナショナルは
世界へ視野を広げ、知識と技術
経験を生かしてまいります。
ご挨拶
昭和49年1月に｢ミュージックショップ・オオキ｣ か
らスタートした弊社は、その後、一般家庭用電化製品
やパーソナル無線等の取扱いを始め、昭和56年9月に
「有限会社大木無線電気」として法人を設立致しまし
た。現在では電気・通信・空調工事・太陽光発電シス
テム・農業まで業務内容を拡大しております。
人から必要とされ喜ばれることを第一に、船橋芝山

痛快

にしっかりと根を下ろした地域密着型の店でありなが
らも、現在は世界へ視野を広げ、知識と技術、経験を生
かし、ガーナやカンボジアにて社会課題を解決する事
業にも取り組んでおります。 今後も協力者を募りなが

グループビジョン

ら弊社のミッションとしてこの活動を展開させていく所

感動
存です。

先代の他界がきっかけで人生のフィナーレにはどれ

痛快 に、感動 を！

私たちは心が躍る事業を痛快に手掛け感動の輪を広げる。
やがて歩んだ蹄跡は 伝説となる。

だけのストーリーが残せるか、愛する人たちに囲まれ

て、お互いが感謝と感動にあふれた人生の最期を迎え
たいと思うようになりました。また、個人の命が潰えて

も、企業には先人の魂が脈々と生き続けることも気付き
ました。 これまでの考え方や価値観を問い正し、自分
の心が本当に求めているものは、ワクワクしながら取り
組めるミッションに挑み、そして周囲の方々を幸せにす

ることだと確信したのです。

【痛快の定義】

【感動の定義】

愉快でおもしろいこと

正しい道を進むこと

生み出す事業を続けながら、地元船橋や社会に恩返し

驚きがあること

チャレンジすること

できる組織でありたいと考えています。 今後ともご指

人が喜ぶこと

社会課題の解決につながること

利益がでること

幸福感で満たされること

これからも地域の雇用と一人でも多くの方の笑顔を

導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
2017年07月31日
OMD インターナショナルグループ代表
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大木 武士

株式会社大木無線電気

グループ概要

社名

OMD インターナショナルグループ

主幹企業

株式会社大木無線電気（OOKIMUSENDENKI Co.,Ltd.）

グループ会社

OMD C A MBODI A C O.,LT D（
. カンボジア現地法人）
OMDアグリネットサービス株式会社(農地所有適格法人)
FUNABASHI COMPANY LIMITED（ガーナ現地法人）
ELSYS CENTRAIR and CONSULTING株式会社

■ 主幹企業 株式会社大木無線電気事業内容 ■
大木無線電気 代表取締役

大木武士

創業

1974年1月

所在地

〒274-0816 千葉県船橋市芝山4丁目18番1号

アクセス

東葉高速鉄道「飯山満(はさま)駅」より徒歩15分
新京成線「高根木戸駅」より徒歩17分
新京成バス 系統［船23］
「聖人塚(しょうにんづか)」より徒歩2分

TEL

047-465-4186

FAX

047-465-1151

URL

OMDインターナショナル http://www.ooki-musen.com/
大木無線電気 http://www.ooki-musen-denki.com/
OMDアグリネットサービス https://omd-agri.com/
FUNABASHI COMPANY LIMITED https://funabashi-gh.com/

OMD CAMBODIA http://omd.tokyo/

ELSYS CENTRAIR and CONSULTING 株式会社
E-mail

info@ooki-musen.com

資本金

2,000万円

売上高

10億799万円（平成30年度5月決算時）

事業内容

電気／電気通信工事・管工事・空調／換気設備工事等の設計、施工及びメンテナンス
太陽光発電システム・高効率給湯器・蓄電設備等の設計、制作、施工及びメンテナンス
太陽光・風力・地熱・小水力等による発電事業
太陽光・環境エネルギーサービス事業
鳥害防止器具・忌避剤の販売及び施工、鳥害防止のコンサルティング
家庭電化製品の販売及び修理
各種無線機器の販売、施工及び修理
住宅・店舗等の増改築及びリフォーム工事
太陽光発電・電設機器類等の輸入販売
農畜産物の生産加工および販売
セキュリティ関連事業
不動産収益物件の管理
新規海外事業の推進

建設業許可

電気工事業／千葉県知事許可（特-25）第39936号
管工事業・電気通信工事業／千葉県知事許可（般-23）第39936号

従業員

22名（パート3名）

取引銀行

千葉銀行 船橋北口支店
京葉銀行 船橋支店、 三菱東京UFJ銀行 船橋駅前支店

提携信販会社

株式会社ジャックス
株式会社オリエントコーポレーション
シャープファイナンス株式会社
三菱電機クレジット株式会社
株式会社アプラス

主要取引先

千葉県、船橋市、大手通信建設会社、民間企業・個人等顧客多数
国内家電メーカー各社、太陽光発電プラント国内外メーカー各社

ISO 認証取得

ISO 9001／14001認証取得 登録日：2015年5月21日

▲ISO 9001認証証明書

▲ISO 14001認証証明書
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沿 革

1973 ／ 09

創業者大木常昭が日本ビクター(株)を退社し、独立開業の準備を開始

1974 ／ 01

船橋市習志野町5-2093-2に「ミュージックショップ・オオキ」を開店

1979 ／ 01

船橋市芝山4-18-1に移転、
「習志野オーディオハムセンターオオキ」に改称

1981／ 09

「有限会社大木無線電気」として法人設立

1993 ／12

防衛庁陸上自衛隊習志野駐屯地第316会計隊へ競争参加資格登録

2001／12

電気工事業・管工事業の建設業許可登録（一般）

2007 ／ 09

大木武士が松下電器産業株式会社を退社し、専務取締役に就任

2007 ／12

太陽光発電施工事業に参入

2008 ／ 06

電気通信工事業の建設業許可登録（一般）

2008 ／ 07

環境ビジネスの一環として鳥類被害対策事業に参入

2008 ／ 08

事業拡大に伴い芝山４丁目に資材センター兼車庫を増設

2008 ／12

大木武士が代表取締役に就任

2011／12

住宅用太陽光発電システム施工実績100件を達成

2012 ／ 07

法人格を株式会社に改組、資本金1,000万円に増資。新社屋落成

2013 ／ 02

中国・台湾メーカーとの共同開発によるＰＶ架台の販売開始

2013 ／10

電気工事業の特定建設業の許可登録

2014 ／ 05

カンボジアに現地法人「OOKIMUSEN CAMBODIA Co.,Ltd.」を設立し、海外事業に着手。資本金2,000万円に増資

2014 ／ 08

水素水サーバー、電解水生成装置の販売開始

2014 ／11

ISO9001、14001の運用開始（2015年5月認証取得）

2014 ／12

小型風力発電所を本社内に設置、発電開始（本州初）

2015／ 02
2016／ 04
2016 ／ 05
2017 ／ 05

グループ会社「農地所有適格法人OMDアグリネットサービス(株)」を設立し、千葉県市原市農業用地約300坪へ自社ハウスを建設

プロバスケットボールチーム千葉ジェッツオフィシャルサポーターとなる
FUNABASHI COMPANY LIMITEDの現地農場FUNABASHI PIG FARMの豚舎が完成。養豚事業の本格開始

G-POWERと契約。ガラスコート溶液「G-POWER」の取り扱いを開始。 自社ブランドとして「BO-BO-!COATIONG」を製作販売

2017 ／ 06

大木博士が取締役副社長、大木直美が取締役、大木きぬ江が相談役に就任

2017 ／10

OMDインターナショナルグループとしてグループ展開を行う

2017 ／11
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ガーナに現地法人「FUNABASHI COMPANY LIMITED」を設立

「DEFENDER-X」
「MENTAL-CHECKER」の販売と、防犯設備のコンサルティングを行う「ELSYS CENTRAIR and CONSULTING
株式会社」を設立

本田技研工業株式会社とガーナ共和国におけるパワープロダクト商材の販売代理店契約を締結

2018 ／06

ガーナ現地法人「Funabashi Co., Ltd.」にて本田技研工業株式会社パワープロダクト製品の販売代理店オープン

2019 ／05

自社第16発電所のOMD長崎系統連系2.8MW 合計35ヶ所 11,792.495kW

株式会社大木無線電気

グループ組織図

株式会社
大木無線電気

・太陽光、風力、バイオガス発電等の設計、施工及び監理
・太陽光、風力、バイオガス発電等による発電事業及び関連機器類の輸出入
・電気 / 電気通信工事・管工事・空調 / 換気設備工事等の設計、請負、施工及び監理
・高効率給湯器 / 蓄電設備等の設計、施工及び監理
・環境エネルギーサービス事業
・住宅・店舗等の増改築及びリフォーム工事
・鳥害防止器具 / 忌避剤の販売、施工並びに鳥害防止のコンサルティング業務
・屋外遊具設置工事
・外国人技術者の雇用及び養成業務
・国内外の異業種企業の経営支援に関する交流会の企画、運営及び商品開発業務
・業務用鮮度保持・熟成冷蔵庫の「蔵番」販売
・ガラスコーティング塗料の施工販売
・不動産賃貸業
・VR（バーチャル・リアリティ）コンテンツ事業

OMD
CAMBODIA
Co.,LTD.

・不動産事業
・太陽光発電設置及び事業推進
・各種電気工事業
・飲食店情報サイトの運営
・各種商品の輸出入業
・WEB マーケティング 、HＰ製作・運営管理・更新

OMD
INTERNATIONAL

・商品パッケージデザイン製作
・遮熱フィルム等の室内装飾材の販売・施工
・ガラスコーティング塗装の施工販売
カンボジア

OMＤ
アグリネット
サービス
株式会社

・現地視察アテンドサービス

・農産物の生産、加工および販売
・農産物の貯蔵および運搬
・新規就農者の人材育成支援
・農業資材の販売、施工
・農業用ハウスの建設、販売

FUNABASHI
COMPANY
LIMITED

・養豚一貫生産販売
・飲食店事業開発と運営
・不動産事業
・太陽光発電設置及び事業推進
・現地市場開拓支援事業

ガーナ共和国

・本田技研工業株式会社製パワープロダクツ商材の代理店販売及びメンテナンス

ELSYS
CENTRAIR and
CONSULTING
株式会社

・メンタルヘルス、リラクゼーションに関するコンサルティング業務

・不審者監視システム及び防犯カメラシステムの設計・販売
・セキュリティ製品の立案・開発・製作・販売・施工及び輸出、輸入
・コンピュータソフトウェア及びその周辺機器・関連機器の販売・設置・仲介及び輸出、輸入
・セキュリティ及びメンタルヘルスに関する組織開発及び事務局運営業務
・英会話学習プログラム、英語教材の企画、販売
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伝説の
プロジェクト
OMDインターナショナルが手がける

伝説とは
伝説とは偉大なことを成し遂げ歴史に名を残そうということではなく、
これまでの価値観を問いただし、自分の壁を越えて挑戦すること。
人生は限られていますが、引き継いだ人間が新たなストーリーをつなげることで企業の伝説は生き続けます。

社会課題解決と経済活動
「OMD伝説プロジェクト」は事業によって社会課題を解決し、
より多くの人を幸せにすることを目指します。
また、その仕組みをビジネスとして循環させるという経済活動も担っています。

心が求めることは何か？
プロジェクトの根幹は自身がワクワクしながら取り組める活動であること。
そして、身近な人を幸せにすること。
家族や社員、友達、その幸せの輪が周囲へと広がること。それによって自分の心が満足し喜びを感じます。

心の豊かさを求めて
人類が長く幸せに暮らすためには自然との共存が必須です。
自然界の大きな循環のなかに、動物としての人間が存在していることを忘れずに、
社会課題解決に向けて文明と自然が共存できるベスト手法を生み出します。
この取り組みは先進的で物質に恵まれた幸せよりも、心の豊かさを追求することにつながります。

小さな会社の大きなチャレンジ
これまで培ってきた知識と経験を生かしながら、私たちの輝ける舞台は世界中にあると考えています。
悪戦苦闘しながらワクワク感いっぱいに挑戦する姿をぜひ見ていただきたい。
そして、町の小さな会社の大きなチャレンジに共鳴を受けた方々が集まり、
各分野のプロフェッショナルが業界や国を越えて参画する、伝説的なプロジェクトへと発展させたいと考えています。
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株式会社大木無線電気

太陽光・バイオガス発電を利用したエネルギー自給自足化

PJ1

進化と共に環境破壊を続けてきた私たち先進国は、
その学びを今後、発展する国のために寄与すべき使命を感じています。
日本における太陽光発電のリーディングカンパニーとしての技術と経験を生かし、
国内におけるエネルギーのベストミックスを模索し、日本のみならず

夢が広がる電気工事事業

PJ2

世界中で展開するOMDのプロジェクトを支える土台は、これまで続けてきた伝統的な電気工事事業です。
また、付随する建設土木工事等の自社一貫体制、保有する全国の発電所での研究開発にも取り組み、
さらに本物の技術集団をつくるための人材育成を目指します。これからもOMDは、職人としての技術を磨きつつ
町の電気工事屋の枠を超え、世界を舞台にした夢のある電気工事事業を展開します。

次世代循環型農業

PJ3

OMDアグリネットサービス株式会社

（千葉県市原市 農場面積：約70a） パクチー、のこぎりコリアンダー他 栽培
ホームページ https://omd-agri.com

環境事業に取り組む企業として、食の安全や、土壌、水への関心が深まったことがきっかけとなり、
弊社の技術が地球に優しいことを自ら実証しようと、農業という新しい分野でのチャレンジが始まっています。
生産者としてワクワクしながら、派生する新たな事業でも雇用を増やし、
利益を生み、ビジネスとして回していく仕組みで、次世代循環型農業の確立を目指します。
新参者の挑戦が日本の農業を元気にする伝説です。
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BO-BO-！コーティング

PJ4

前代未聞のガラスコーティングの技術力と汎用性の広さに惚れ込むと同時に、
製造元が掲げている「世界雇用創出100万人を目指す」という大義に賛同。
技術屋としてのエビデンスもしっかり確保し、

カンボジア展開

PJ5

弊社社員のカンボジア人のご家族とお会いしたことがきかっけで広がった現地でのビジネス。
日本の確かな技術や商材をカンボジアへ橋渡しするプロジェクトです。
ファミリー同然のビジネスパートナーたちと同じ夢を追いかける喜びを感じながら、
日本企業の成功が難しいとされるカンボジアでの挑戦が新たな伝説になります。

ガーナ展開

PJ6
日本人がまだまだ目を向けていないアフリカ大陸。現地における日本人の存在感、
自動車以外での日本ブランド浸透力の低さに危機感を感じていました。
予想をはるかに超えて魅力的なガーナ共和国とご縁を頂き、日本人が忘れかけている心の豊かさや
人々から湧き出るバイタリティーを頂く一方で、日本の技術力や日本式の素晴らしさをご提供し、
両国の架け橋となることをめざします。
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笑顔あふれ夢のある痛快なプロジェクトを展開し、いつしか野口英世級の伝説に挑戦します。

。

株式会社大木無線電気

不動産事業

PJ7
民間の力で自分たちの町を変えていくという強い意志で、目指すは日本のエントランス＝船橋！
大規模な催事場建設の実現や日本文化の聖地となる日本道場の建設計画など、
地元への恩返しと船橋発展に向けたプロジェクトです。
思いを発信し続けることで、次第に必要な情報や協力者が集まり、船橋で伝説が始まっています。

VRコンテンツ事業

PJ8

近年、TVの特集やインターネットでよく耳にするVR(Virtual Reality:仮想現実)。
VRは主にゴーグルを装着してコンピュータ上で編集、合成したコンテンツを
視聴することにより、あたかもそこにいるかの様な感覚を体験できる技術です。
既存の主体事業である電気・通信・エネルギー事業を礎にし、他社と差別化した技術を
持つ開発会社をパートナーとして迎え入れ、未来の伝説を創り出すべく、
新たな可能性が見込めるメディアコンテンツ事業に乗り出します。

ＯＭＤインターナショナルでは…

既存のプロジェクト発展に協力していただける、
または新たなプロジェクトを立ち上げて
伝説を共に創り上げるパートナーを募集しております。
伝説のプロジェクト詳細についてはホームページをご参照ください。

http://www.ooki-musen.com
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重点営業品目

創エネ／省エネ／畜エネ／環境事業関係

■様々なエネルギーコストの削減を提案しています。
住宅用太陽光発電設備の施工販売／産業用太陽光発電設備のシステム設計、施工販売、メン
テナンス／太陽光発電機器類の販売（モジュール、パワーコンディショナ、野だて架台等）／
太陽光発電設備のメンテナンス／バイオガス発電所の建設／LED照明器具類の販売／省エ

LED照明交換工事

ネ空調機器類の販売／電気料金削減システムの販売（デマンド監視システム、電子ブレーカー
等）／風力発電設備の施工販売／高圧受変電設備の設計・施工・メンテナンス

■快適な環境づくりを提案しています。
水素水サーバ（家庭用・自販機タイプ用）の販売、メンテナンス／電解水生成装置のシステム
設計・施工・メンテナンス、農業、畜産、食品工場、病院、温浴施設等の衛生対策（除菌、脱臭、

営業
漂白、空気清浄等）提案

■海外貿易及び海外ビジネスマッチングを拡大しています。
太陽光関連商材の設計・販売・施工／カンボジア現地法人（OOKIMUSEN CAMBODIA

Co.Ltd.） と連携した日本製商材の輸出、 電設機器類の市場開拓 ／ ガ ー ナ現地法人

電気通信設備工事（八木沢ダム）

（FUNABASHI COMPANY LIMITED）と連携したエネルギー循環型農業、食品流通の
実現、日本商材の輸出／その他、新たな国とのビジネスマッチング随時拡大

鳥害対策工事忌避剤設置

太陽光発電所設計・施工

事例

高圧設備工事

水素水サーバ設置工事

太陽光発電所メンテナンス

OMDが業界をリードしてきた太陽光発電事業の施工事例
990.0kW 福岡県遠賀郡

990.0kW 茨城県行方市

490.0kW 茨城県笠間市

297.0kW 千葉県千葉市

1,990.0kW 茨城県水戸市

■海外施工事例

39.0kW 福島県南相馬市
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ガーナ共和国（BRII:政府機関）

ガーナ共和国（BRII:政府機関）

20kW

60kW

60.0kW 千葉県市川市:千葉県立現代産業科学館

発電

自社発電所

株式会社大木無線電気

太陽光発電所（第1〜第35発電所） 合計容量11,792.495kW
風力発電所
合計容量3kW

OMD白井「第20発電所」
799.2kW 3794枚 (千葉県白井市)

OMD長崎「第16発電所」
1964.7kW 9183枚（長崎県）

架台
OMD三湯「第15発電所」
700kW 3360枚 (茨城県水戸市)

OMD龍ヶ崎「第５発電所」
990.0kW 茨城県龍ヶ崎市

OMD鯉淵「第10発電所」
580.0kW 茨城県水戸市

OMD千葉「第４発電所」
297.0kW 千葉県千葉市

OMD霞ヶ浦「第６発電所」
618.8kW 茨城県かすみがうら市

ＯＭＤ本社「小型風力発電所」
3.0kW 千葉県船橋市

OMD八街「第８発電所」
880.0kW 千葉県八街市

ＯＭＤ豊後大野「第11発電所」
544.5kW 大分県豊後大野市

架台紹介

追尾式二軸架台9枚
野立て架台（スクリュー杭)

水上フロート架台

一本足架台（H鋼杭）

追尾式一軸架台24枚

メディア情報

©森沢明夫/双葉文庫
©2018「きらきら眼鏡」製作委員会

TV出演
■チバテレビ
ナイツのHIT商品会議室
ビジネスフラッシュ
ビジネス道場 2020年への道程

どぶろっくのもしかして×２
燃える男 中畑清の１・２・３絶好調
■NHK BS-hi

■テレビ朝日
ホワッツ!? となりの外国人

いのちドラマチック ハト ヒトが鍛え上げた能力
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太陽光発電関連事業実績（2019.7 現在）
自社発電所 関東33ヵ所、九州 2 ヵ所
■ 太陽光発電関連機器納品
■ 太陽光発電工事（高圧・低圧・住宅）

グループ拠点

■Japan

株式会社大木無線電気

Japan
Ghana

Cambodia

ELSYS CENTRAIR and CONSULTING CO.,LTD.
OMDアグリネットサービス株式会社

■Cambodia

OOKIMUSEN CAMBODIA CO.,LTD.

■Ghana

FUNABASHI COMPANY LIMITED

OMD International Group
株式会社大木無線電気
〒274-0816
千葉県船橋市芝山4丁目18番1号
TEL：047-465-4186 FAX：047-465-1151

http://ooki-musen.com/

2019.07

