■AIDA LINK株式会社
●本社
〒870-0038
大分県大分市西春日町1-60
電話番号

097-537-0123

FAX番号 097-537-4567
●大分営業所
〒870-0844
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●九州中央営業所
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福岡県大野城市大城4-16-27
電話番号

092-503-1110

FAX番号 092-503-1117

事業所一覧

Company Profile
会社概要

AIDA LINK co.,ltd
ICTエンジニア部
充実の技術保守サポート体制
技術保守の三本柱「通信機器」「ネットワーク機器」「ドキュメント機器」全ての分野を１人で対応できる
プロ集団です。１人のスタッフが１分野の保守業務しかできないイメージをもたれていると思いますが、
私どもは違います。
電話・FAX・コピー・プリンター・インターネット・LAN・監視カメラ
工事の事ならオールマイティー、何でも私どものスタッフにご相談下さい。

我社は、会社設立25周年を機にコーポレート・シンボルを全面的に見直しました。
㈱第一電話システムは永年親しんだ会社名でありましたが、四半世紀を経過し、
これからの未来を見据え、当社のあるべき姿を改めて見つめ直したうえで、我々の
想いや未来への願いを十分に反映したもの、共感・共鳴を大いに感じることができる
ものということで、新社名を『ＡＩＤＡ ＬＩＮＫ(アイダ リンク) 株式会社』に
決定致しました。
特定の商材にとらわれず、大切なことは物を売るという行為ではなく、お客様と笑顔の
橋渡しをするという意識、利益はそこから生まれてくるという考え方。ＡＩＤＡ ＬＩＮＫ
(アイダ リンク)は「人と人」「商品とお客様」「笑顔と笑顔」の間をつなぎます。

365日フル活動でお客様をサポート致します！！

あなたと笑顔のあいだをつなぐ ＡＩＤＡ(アイダ) ＬＩＮＫ(リンク)㈱ この新しい
コーポレート・シンボルのもと、皆さんにさらに喜んでいただける会社作りを行って
まいります。

代表取締役 秋吉 稔喜

経営理念
我々は お客様とその時々にある最新のサービスや機器や情報の懸け橋となりお客様の喜びが社員の幸せを創造し
共に笑顔を分かち合える企業を目指すことが社業の継続と社員の成長につながることを信じ『笑顔の種をまく』
ことを基本理念とします。

オフィスのビジネスホンや複合機、LANの新設工事、移設工事、通信配線工事、保守サービス等、何でも
ご相談ください。事務所開設、移転、レイアウト変更に伴う工事はすべて第一電話システムにお任せくだ
さい。
また、ビジネスを強化・支援するソリューションをご提案いたします。オフィスの安全と業務の効率化を
図り、効果的な仕事を実現するためのさまざまな機器を取り扱っております。
技術保守事業部はお客様が安心して御利用頂けるように多くのスタッフが巡回しております。

３６５日フル活動でお客様をサポート致します！！

そのために我々は
常にフレッシュで柔軟な発想を持ち続け『現実化されない思想は無価値である』事を指針とし自らの手で成長の
機会を創造し変化させます。仕事を通じて『利他の心』を持てるよう努力し己を磨き感動ある豊かな人生を築き
上げるために常に前向きな気持ちで行動します。

企業概要

沿革

会社名

AIDA LINK株式会社

1966年

電話加入権及び債権の取引業を営む為創業

所在地

大分県大分市西春日1-60

1967年

有限会社第一電話店に組織変更

・本社/auショップ(大分市西春日)

1981年

OAシステム販売事業開始

・大分営業所(大分市古国府)

1983年

技術保守事業開始

・九州中央営業所(福岡県大野城市)

1988年

レンタル事業開始(九電工様からの要望で)

拠点

TEL

097-537-0123

1990年

株式会社第一電話システムに組織変更

FAX

097-537-4567

1991年

移動体事業開始(セルラー)

創業設立

創業:昭和41年2月

1992年

MCA無線機事業開始(パナソニック販売店全国一位の実績)

設立:平成2年６月

1993年

本社ビル建設(西春日)

資本金

3,000万円

1997年

「携安コール」事業開始

代表者

秋吉

2001年

VoIP事業開始

従業員数

46人（パート含む）

2002年

デジタル複合機事業開始(後にただおき君のレンタル事業へ)

・ITソリューション営業部

2003年

動態監視システム事業開始

・ダイイチレンタリース

2007年

インターネットセキュリティー機器販売事業開始

・auショップ

大分春日

2009年

ウォーターサーバーレンタル事業開始

・ダスキンヘルスレント

2012年

商品管理センター古国府へ移転・拡大

大分南ステーション

事業部

稔喜

2012年

ダスキン介護福祉用品貸与・販売事業開始

・ICTエンジニア部

2013年

九州中央営業所

・商品管理部

2014年

AIDA LINK株式会社に社名変更

・総務経理部
・営業支援室

福岡県大野城市へ移転拡充

私たちに

お任せください!!!

auショップ 大分春日

社会貢献

「買う時」も「買った後」も真心を込めて！

『ダスキンヘルスレント大分南ステーション』として、介護用品福祉

「買う時」も「買った後」も「買わない時も…」真心を込めて、ご対応させていただきます!!
au携帯、auひかり、WI-Fiルーター、WALLETカード＆クレカと、携帯はもちろんモバイル通信機器から
クレジットカードまで取り扱っております。携帯の操作方法が分からない時は、親切・丁寧に対応させてい
ただきます。

用具のレンタル・販売の事業を行っております。

法人ケータイなら、なんでもご相談下さい！
「見直しをすると安くなると思うけど･･･。」「請求書を見てもわからない･･･。」
というお客様。お任せ下さい。携帯電話の料金はとても複雑。定期的に利用状況を請求をもとに分析する
ことで、最も適したサービスとプランをご案内し、ランニングコストを下げることができます。
携帯電話の利用頻度は、時期や経年で大きく変わため、定期的に見直すことで削減するこができます。

会社設立２５周年に当たりまして、地域社会の皆さまへ感謝の思いを
込め僅かにでも貢献出来る記念事業をと考えまして公益財団法人大分
県芸術文化スポーツ振興財団を通して、２０１５年春

大分市寿町に

オープンした「大分県立美術館」愛称OPAM（オーパム）に車椅子１
０台を寄贈させていただきました。
我々中小企業にとりまして、地域社会は存立基盤であり、これからも
サービスの提供や雇用の拡大など事業を通じて、出来る限り社会的責
任を果たしてまいりたいと思います。

会社の特長
■ 「変化に柔軟に対応する」会社
変化を受け入れ、新しい時代に挑戦する勇気こそ、企業発展の原動力である～寝ても覚めても新たな試みの深化～
弛まぬ企業変革を継続的に実行！！
■ 「価値」を創り出す会社＝価格競争に巻き込まれない
・お客様が真に求めるもの、他社や従来品にないサービスや技術を創造・提供する→価格決定権を持つ
・サービスを提供する人の専門性や対応力に価値を感じていただく
■ 「教育力」のある会社

ダスキンヘルスレント 大分南ステーション
ご利用になる方のより快適で心地よい生活をサポート
福祉用具・住宅改修は「できない」を「できる」にします。
ご利用になる方、介助する方すべてが快適で心地よい生活ができるようにサポート致します。

ダスキンヘルスレントの特長
①数ある商品の中からご利用者様の身体状況にあったものを選定させていただきます。
②介護の事なら何でもご相談下さい。無料でアドバイス致します。
③スピーディーな対応。ご依頼の翌日にはご利用いただけるので、急に必要になった時でも安心。

経営者と従業員が共に学び合い高め合う「学習型企業」を目指す
■ 「風通しのよい」会社
平均年齢３１歳、若い社員が多く、上司部下関係なく、自由に意見がぶつけられる風土
■

公平・公正な人事考課

「社員がどのくらい（具体的に）業績・成果・成長を実現したら、どのような処遇をするのか」見える化

お客様の声から生まれたオリジナルサービス
決して安くはないコピー・ＦＡＸ複合機本体は、大手メーカーとの競合になれば、どうしても価格的に不利。
そこでお客様の声を実現させようと社内で話し合い、複合機本体を無料でレンタルして、搬入設置費とコピー枚
数に応じた料金でビジネスが成り立たないかと試算をしました。
これで始まったのが

｢コピー機本体０円レンタル｣
「ただおき君」です。

部門別 事業紹介
顔を売り、人を買ってもらうのが私たちの仕事です!!
ITソリューション営業部
■機器

●デジタルビジネスホン ●デジタル電話交換機
●デジタルシステムコードレス ●中古OA機器販売
●ナースコール ●ネットワークカメラ
●防犯カメラ ●テレビ会議システム
●コピー複合機 ●業務用無線 ●トランシーバー

■システムサービス

●コピー機０円レンタル『ただおき君』
●ナースコール･PHS連動システム『ホスピてる』
●緊急通報及び安否確認機能付『ヘルパーコール』
●新古防犯カメラ特価サービス
●ハイビジョン遠隔テレビ会議システム『リアル』
●送迎バス位置情報システム『バスどこ』
●車両位置動態管理システム『モバロケ』
●映像管理システム『みえちゃうねっと』
●お支払い負担額実質０円エアコン『ZEROCON』

ITソリューション営業部
販売からコンサルティングまでフルサポートいたします。
どんな業種でも、ビジネスのライフラインとなるのが通信環境。私たちIT
ソリューション営業部は通信環境のコンサルティング、通信機器の販売からアフター
ケアに至るまでフルサポートで対応致します。取り扱ってrいる商品は私たち自身が
実際に使用して「絶対にいい！」と実感した商品ばかり。その感動をおすそわけし、
お客様のビジネスに「アイデア」や「効率」をご提案することが使命だと考えています。

様々なオリジナル商品で、お客様のニーズにお応えいたします。
搬入費とカウンター料のみご負担いただく、コピー機（フルカラー・モノクロ）０円レンタル
「新ただおき君」など、当社ではお客様に満足していただける商品、お客様が必要としている
サービスを積極的にご提案しております。常にお客様の立場になり、独自のアイデアでお客様に
貢献いたします。

工事の事ならオールマイティー、メンテナンス
･保守･調査もお任せ!!

ＩＣＴエンジニア部
●電話設備工事
●LAN配線工事
●ナースコール設備工事
●防犯カメラ工事
●各種情報通信機器設置工事
●ドキュメント機器設置/メンテナンス
●回線関連及び機器設置現地調査代行
●AV機器設置工事
いつでもお客様を笑顔でお迎えし、
親切丁寧かつ迅速に対応します。

auショップ

コピー機からOA機器、通信機器のレンタルを
ご提案!!

0ダイイチレンタリース

●コピー複合機(カラー･モノクロ)
●プロッター(カラー･モノクロ)
●ビジネスホン
●防犯カメラ/ネットワークカメラ
●パソコン ●放送設備/トランシーバー
●電子黒板 ●携帯電話
※その他各種OA通信機器をレンタル
致しております。

ダイイチレンタリース

取扱商品一覧

コピー機・FAX・プリンタ、建築現場事務所やイベント・セミナー会場へのOA機器レンタルのことなら
おまかせ下さい。モノクロコピー機、カラーコピー機、ファクシミリ、複合機、パソコン、プリンタ、
プロッタなど、各種取り揃えております。

大判プリンタ（プロッタ）

ネットワークカメラ

電子黒板

トランシーバー

ワイヤレスアンプ

笑顔と真心をお貸出し!!

ダスキンヘルスレント
大分南ステーション

FAX

ビジネスホン

パソコン

プリンター

携帯電話

ご注文から搬入の流れ

大分春日

●料金シュミレーションサービス
●携帯電話端末 訪問修理対応サービス
●法人携帯 新規導入サポート
●法人携帯 機種変更サポート

カラー複合機

●福祉用具販売
●住宅改修

●福祉用具レンタル

１

受付

２ 納入準備 ３ 機器積込み ４

運搬

５ 現場事務所到着 ６

設置場所の確認

納入準備から取扱い説明まで、
すべて弊社にお任せください。

７

機器搬入

８ 設置作業 ９

配線接続

10

取扱い説明

