小山内バッテリー社グループ

創業７１周年の軌跡

■ 小山内バッテリー社

■ ドコモ

■ 五所川原電装

■ カーオール

■２０１０(平成２２年) ６月１８日
ドコモショップ八戸中央店
リニューアルオープン
■２００９(平成２１年) １１月７日
ドコモショップ五所川原店・再増床

■ A-テレコム
■ デジタルサービス
■ 巴産業 ■ 青森ユアサ電池販売
■ おうちの相談窓口青森

小山内バッテリー社は昭和 （１９５０）年４月弘前市和徳字稲田（大町通り）で産声をあげました。以来、“クルマの電気屋”として、弘前市を
拠点に業績を重ね、本年で創業７1周年を迎えることができました。現在は、青森県内と秋田県大館市においてグループ全体で４社２０拠点を
数えるまでに成長し、青森県内はもとより秋田県北で電装・自動車・モバイル事業を展開しています。多くの社員の皆さんと地域のお客様に
支えられてきた小山内バッテリー社
その７１年間の歩みをたどってみました。

■２０１２(平成２４年） ５月１２日
五所川原電装新築
ダイアグステーション開設

■２００４(平成１６年) ９月１４日
ドコモランド八戸中央店沼館へ
新築移転

■２０１１(平成２３年) ２月１８日
■２０２０(令和２年) １月１日
ドコモショップ五所川原店・移転新装
ドコモショップ黒石店、経営譲受
■２０１２(平成２４年) １１月２２日
ドコモショップ弘前駅前店
増床リニューアルオープン

■１９９８(平成１０年) ４月１日
ドコモショップ弘前駅前店
第２トモエビルへ新築移転
■１９９５(平成７年） １２月１２日
ドコモショップ五所川原店
(五所川原電装内）開設
■１９９４(平成６年） ９月２７日
ドコモショップ弘前駅前店開設
■２００１(平成１３年) １０月１３日
(トモエビル２Ｆ)
ドコモランド八戸中央店開設
■２０００(平成１２年) １２月１２日
ドコモショップ五所川原店 新築移転
■１９６４(昭和３９年）５月８日
五所川原電装設立

■２０１９年(令和元年）８月２９日 小山内バッテリー社グループ社員大会開催
■１９７３(昭和４８年） １１月２１日
青森電装株式会社を青森ユアサ電池
販売株式会社に組織変更

■２０１２(平成２４年) ６月１１日
小山内バッテリー社弘前店
神田へ移転、「カーオール」と統合

■１９７４(昭和４９年） ３月２０日
青森ユアサ電池販売株式会社
八戸支店開設（旧・協和電装）

■２０１０(平成２２年) １０月
小山内バッテリー社本社住所を
「弘前市大字駅前三丁目５番地１」
に変更

■１９６１(昭和３６年）
青森電装株式会社設立(青森市長島）

■２０１０(平成２２年) ４月
小山内バッテリー社創立６０周年
■２０００(平成１２年）１月２４日 小山内バッテリー社青森店開設
■１９８４(昭和５９年） １月２１日
小山内バッテリー社とダイヤモンド弘前合併

■１９９８(平成１０年） ９月１日
小山内バッテリー社青森店仮設
「営業推進事業部」開設
■１９９２(平成４年）
「Ｐ・ＳＳ」に認定

■１９８２(昭和５７年） ５月５日
小山内バッテリー社・堅田へ移転

1990

平成

2年

■１９６８(昭和４３年） ４月２４日
小山内バッテリー社増資
■１９５４(昭和２９年）
デンソー・サービス店「ＤＮ・ＳＳ」(全国２４社)に認定

■１９６０(昭和３５年） ７月３０日
組織を改め株式会社
小山内バッテリー社設立
■１９５７(昭和３２年） １２月
弘前市大字和徳字俵元
(駅前大通）
現本社所在地に新築移転

■２００６(平成１８年) １月２０日
ドコモショップ弘前駅前店改装
隣接のトモエビルに移転
■２００５(平成１７年) １０月１３日
ドコモショップ五所川原店 増床
■２００５(平成１７年) ７月２１日
ドコモランド八戸中央店が
ドコモショップに昇格
■２００４(平成１６年) １１月９日
ドコモショップ青森西店 増床
(隣地に拡張）

■１９９９(平成１１年) １２月２４日
ドコモショップ青森西店開設
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■２０１０(平成２２年) １１月１８日
ドコモショップ青森西店
リニューアルオープン
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平成

■２０１４(平成２６年) ８月１日
小山内バッテリー社と五所川原電装合併
小山内バッテリー社五所川原店となる

22年

■２００６(平成１８年） ６月１日
ボーダフォン柳町通、経営譲受

■２０１５（平成２7年） ４月1日
株式会社おうちの相談窓口青森設立
４月１２日弘前店開設
５月１７日青森店開設

■２００６(平成１８年） １０月１日
ソフトバンク十八日町、経営譲受

■２０１７（平成２９年） ３月
株式会社おうちの相談窓口青森閉店
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■１９９６（平成８年） １１月１８日
デジタルツーカー五所川原開設
■１９９８(平成１０年） １０月１日
ハローフレンド弘前開設
■１９９８(平成１０年） １０月３０日
セルラースポット青森中央開設

■１９９６(平成８年） １２月２３日
デジタルツーカー弘前バイパス開設
デジタルサービス弘前中央開設

■１９９９(平成１１年） ６月１１日
ハローフレンド五所川原開設

■１９９８(平成１０年） ７月１日
デジタルサービス弘前中央改装移転

■２００１(平成１３年） １２月７日
ａｕつがる柏開設

■１９９９(平成１１年） ８月２日
Ｊフォン浪館開設

■２００２(平成１４年） ９月２０日
ａｕ弘前西開設
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■２００６(平成１８年） １２月８日
ソフトバンク樋ノ口開設
■２００７(平成１９年） ９月２８日
ソフトバンク青森中央開設
ドリームタウンに改称（２００８年１０月１日）
■２００７(平成１９年） １１月１７日
ソフトバンク大館樹海開設
■２００８(平成２０年） ３月１４日
ソフトバンクつがる柏開設
ソフトバンクショップ全１０店舗展開
■２０１５（平成２７年）１月
ソフトバンク店舗閉店

昭和

55年

■２００４(平成１６年） ３月１５日
ａｕ大館中央開設
■１９６８（昭和４３年） ７月９日
弘前市和徳松ヶ枝に
株式会社弘前解体設立
■１９８０(昭和５５年） １２月４日
株式会社弘前解体、神田へ移転

■２００７(平成１９年） ３月１６日
ａｕ青森中央、青葉へ新築移転
■２００７(平成１９年） １２月２６日
ａｕショップ運営の株式会社弘前中古車販売が
株式会社Ａ-テレコムへ社名変更

■１９９０(平成２年） ８月１３日
株式会社弘前中古車販売に
名称変更
■２００１(平成１３年） ５月２４日
株式会社弘前中古車販売に
カーオール新設

■１９５０(昭和２５年）
弘前市大字和徳字稲田(大町通り）に創業
自動車電装品整備・販売を開始
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■１９７０(昭和４５年） ２月２５日
株式会社弘前釣具設立
■１９８５(昭和６０年） ２月２１日
株式会社弘前釣具を株式会社巴産業に
組織変更、株式会社青森モーター商会併合
■１９８８(昭和６３年） ５月
トモエビル完成
■２０１２(平成２４年) １１月
株式会社巴産業・トモエビル
リニューアル完成

■２００３(平成１５年） ７月１９日
カーオールリニューアルオープン
■２００６(平成１８年） ８月１日
株式会社弘前中古車販売、
カーオール、株式会社小山内
バッテリー社へ統合

■２００９(平成２１年） ２月２０日
ａｕ大館樹海、移転
■２０１６(平成２８年）４月２９日
ａｕ弘前西、新築移転
■２０1７(平成２９年） ４月７日
ＵＱイオンタウン弘前樋の口、開設
■２０1７(平成２９年） ８月１０日
ａｕ五所川原、開設
■２０１８(平成３０年） ６月１５日
ａｕイオンモールつがる柏、新装移転
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