
国 純幸社は、企業理念である【品質と信頼】
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実費
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10,000 円/日

1,000,000 円/月
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トータルサポートを行います。
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てない商品は取扱ません。
から取扱企業の商品であっても自信の持

●　主取扱企業

株式会社光波
松下製品

オプトアランジェ株式会社 日本

日本

表示機・部品

ﾌﾙｶﾗｰ表示機
LED照明機器

株式会社浦工

APORO M.&S. CO.,Ltd LED部品

友展股份有限公司 LED部品
VISSEM ELECTRONICS
 CO.,Ltd.
VERITAS Co.,Ltd

韓国製品

ユビキタスデザイン
サイバーテック株式会社
エムシーソリューション

映像機器
システム構築

株式会社シーマ ﾚﾝﾀﾙ・ｼｽﾃﾑ構築

株式会社
有限会社スカイテック

　　　　LED製品の品質・生産管理の構築

200,000 円/月

300,000 円/月

　　●　価格（１年契約単位）契約は１社１契約です。

顧問料（必修）

開発コンサルタント料

金額項目

200,000 円/月営業コンサルタント料

ポリシー
Policy

品質と信頼

● PolicyⅠ

販売（代理店業務）
Sale

LEDを利用した商品の販売
フルカラー表示機を中心としたシステム構築

　　●　製造コンサルタント

企業 商品

コンサルタント

　　●　営業コンサルタント
　　　　営業マンの育成・管理及び販売ルートの構築

　　LED部品製造販売から完成品（表示機）企画・

Consultant
LEDを利用した商品企画・開発・生産・販売

のコンサルタント

　　製造販売に携わったノウハウを基に企画・開発

● PolicyⅡ
純幸社は、部品販売であっても部品特性

　　●　開発コンサルタント
　　　　LEDを使った商品の企画・開発の構築

　　生産・販売までの構築支援を行います。

シチズンＴＩＣ株式会社 野球場システム

イーウェーブ株式会社

を理解し 大限の特性・品質を引き出せる

【品質と信頼】を重視して信頼される企業

よう提案します。

● PolicyⅢ
純幸社は、コンサルタント業務において

受入検査委託

LED部品

になるべく企画・開発・製造・販売まで

成功報酬（上記関わった商品）

出国手当

交通費（月毎精算）

宿泊出張手当 5,000 円/日

製造コンサルタント料 200,000 円/月

上海金陵時威科技

日本セック株式会社 表示機

実費 TECHNOLGY CO.,LTD.

有限公司
中国

ﾌﾙｶﾗｰ表示機
LED照明

表示機

SHANGHAI SANSI

上海全日中電子科技

レンタル

日本
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株式会社

成功報酬（上記関わった商品） 売上２０％

宿泊費（月毎精算） 実費

宿泊費（通訳含２名精算）

顧問料（必修）

技術料（国内）

宿泊費（国内）
宿泊費（海外）（円精算）

技術料（海外）（円精算）
表示機

交通費（通訳含２名精算） 実費
20,000 円/泊

指紋認証ｼｽﾃﾑ

ソウル半導体株式会社

システム構築日本

ﾌﾙｶﾗｰ表示機

中国

中国
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LED部品

企業理念

「信頼される人が作る製品は高品質製品【信頼の輪 Ring of Reliance】」
純幸社は、【信頼の輪 Ring of Reliance】理念から信頼される社員の育成をします。

技術

経験 ポリシー

信頼

【信頼の輪 Ring of Reliance】

【 　 　　　】Quality and Reliance
品質と信頼



事業概要
Ⅰ.コンサルタント事業
　　LEDを利用した商品の企画、開発、生産、販売
　　のコンサルタント
Ⅱ.デジタルディスプレイシステム事業
　　映像放映・配信システム
　　(主にフルカラーLEDビジョン)の構築、販売
Ⅲ.セミコンダクター事業
　　半導体部品（LED）の企画、開発、販売
Ⅳ.オプトサイン事業
　　LED照明機器の企画、開発、販売から看板・建物のライトアップまで広範な

用途に使用できます。

予告なく内容を変更することがあります。

トンネル、高速料金所、広場、グラウンド、公園、ＧＳ、駅/空港等

交通機関、ゴルフ練習場、駐車場、看板/建物のライトアップ等

水銀灯が使用されている場所に適用。

カーテン状ＬＥＤモジュ
ール配列を採用
放熱効率を向上させ

ました。

武蔵野銀行　東大宮支店
Musashino Bank Higashiomiya branch

bank

駅/空港等交通機関、その他水銀灯が使用されている場所の
省エネ照明化に効果を発揮。

●ＦＬシリーズ（水銀灯代替 ＬＥＤ投光器）

ません。
また誘虫性も低く虫が寄って来る程度を大
に低減できます。

工場、倉庫、各種商業施設、ガソリンスタンド、高速料金所、
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LECOLIGHT（レコライト）シリーズ

概要
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省エネ・高品質ＬＥＤ照明

会社概要

率の省エネ化を提
供するLED照明器

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Ageo branch

www.junkosya.co.jp

取引銀行
Correspondent

代表　大西　純
President  Jun Ohnishi
三菱東京UFJ銀行　上尾支店

Representative

公園やグラウンド

省エネ・長寿命のＬＥＤ照明機器LECOLIGHT
を提案致します。

●ＨＢシリーズ（水銀灯代替 ＬＥＤ天井灯）

ＬＥＤの長寿命化を図り

従来水銀灯に比べ
寿命は３倍、省エネ 大７０％以上！

従来水銀灯に高効

照射対象に熱を与え

具です。
ＬＥＤは紫外線、赤外

会社案内

純幸社
JUNKOSYA

www.junkosya.co.jp


