
会社紹介

■企業の存在価値を高めよう
　法令を遵守し、仕入先と得意先へのお役立ちを通して社会に貢献します。
　利益は貢献度のバロメータです。
　会社も社員もグループ企業を応援し応援される、企業グループの輪を拡
　げましょう。
■明るく活気のある職場を作り出そう
　より良き社会人を目指し、働きがいの有るフェアーな職場を作り、
　幸せな家庭を築きましょう。

会社名

代表者  取締役会長　相羽　昭
          取締役社長　相羽　哲弘
所在地  〒460-0012
 名古屋市中区千代田五丁目4番16号
設　立  1953年5月25日
資本金  1億4400万円
事　業  自動車、電機、産業機械、船舶、
 航空宇宙機等の資材の販売
 及び工場設備機械類の販売
取引銀行 三井住友銀行 名古屋支店、
 百十四銀行 名古屋支店、
 三菱UFJ銀行 名古屋営業部

売り上げ推移

会社概要

企業理念

国内拠点・海外拠点
 九州事務所
 　〒820-1111
 　福岡県飯塚市勢田字松尾2276-10
 東郷産業（香港）有限公司
 　香港中環金鐘道89号力寶中心第二座2408室
東郷産業貿易（常熟）有限公司
　江蘇省常熟市高新技術産業開発区
　湖山路 333 号同済科技広場 1-2306
東郷産業貿易（常熟）有限公司  広東事務所

TEL 052-251-5371

(億円)



沿 革

TEL 052-251-5371

沿革
1953年   5月

1955年   4月

1960年   4月

1965年 11月

1968年   4月

1970年   5月

1972年   2月

1974年   5月

1975年   2月

1981年 11月

1985年   4月

1994年   1月

1998年   6月

2003年   4月

2006年   7月

2006年   8月

2007年   8月

2008年   1月

2008年   3月

2009年   8月

2012年   9月

2013年   1月

2013年   9月

2015年　1月

2015年　5月

2016年　8月

2020年　1月

名古屋市中区栄三丁目にて故相羽義朗により設立。
資本金30万円、機械電機材料を主体に卸売りを開始。

取扱品目に電機部品、冷暖房空調部品を加え制御機器
取扱商品として拡張。

自動車専用部品の取扱を開始。更に機械、電機、自動車
関連設備及び部品総合商社の体制を整える。

本社を名古屋市中区栄5丁目に移転。

株式会社ダンロップスポーツ中部を東郷産業(株)及び
住友ゴム工業(株)の出資により設立。

本社を名古屋市中区千代田五丁目4番16号に移転。

大東開発株式会社(笹戸カントリークラブ)を東郷産業(株)
及びトヨタ自動車(株)並びに関連会社の出資により設立。

新社屋完成(現本社ビル)

第13回増資　資本金1億4,400万円

樹脂材料及び化成品の販売を開始。

QC活動を開始(10月、第一回大会開催)

広告代理業を開始する。

取締役社長に相羽昭が就任

創立50周年

東郷産業（香港）有限公司設立

ISO9001:2000認証取得

ISO14001:2004認証取得

九州事務所設立

東莞事務所設立

ISO9001： 2008認証取得

株式交換によりダンロップスポーツ株式会社の株式を
取得。

営業1部、2部を統合し営業本部を立ち上げる。

東郷産業貿易（常熟）有限公司設立

東莞事務所を広東事務所に改称

取締役会長に相羽昭が就任
取締役社長に相羽哲弘が就任

ISO9001:2015、ISO14001:2015認証取得

SDGs(持続可能な開発目標)のための取り組みを開始



主要お取引先

TEL 052-251-5371

主要お取引先 一覧
国内

株式会社日本イトミック

日本ガイシ株式会社

日本車輌製造株式会社

能登テック株式会社

パナソニック株式会社グループ

株式会社パロマ

フクシマガリレイ株式会社

富士電機株式会社グループ

ブラザー工業株式会社

株式会社文渓堂

株式会社HOWA

ホシザキ株式会社

マックス株式会社

丸菱工業株式会社

三菱自動車工業株式会社

三菱重工業株式会社グループ

三菱電機株式会社グループ

三菱ふそうトラック・バス株式会社グループ

株式会社LIXIL

リーマン株式会社

リンナイ精機株式会社

株式会社ROKI
（50音順・敬称略）

朝日電装株式会社

株式会社アンセイ

株式会社今仙電機製作所

カーツ株式会社

株式会社三星電機製作所

清水建設株式会社

住友電装株式会社

住友理工株式会社

タイム技研株式会社

大洋産業株式会社

大和冷機工業株式会社

タカラスタンダード株式会社

玉野化成株式会社

DNP田村プラスチック株式会社

株式会社ティムス

株式会社デンソー

株式会社東郷製作所グループ

株式会社東芝グループ

トヨタ自動車株式会社

トヨタ紡織株式会社

株式会社トヨトミ

南条装備工業株式会社

南部化成株式会社



主要お取引先

TEL 052-251-5371

主要お取引先 一覧
青島佐藤来拓工業塑料製品有限公司

飯田(佛山)橡塑有限公司

尾形精密電子(深圳)有限公司

尾形精密(香港)有限公司

捷安特(中国)有限公司

上海栄和貿易有限公司

信菱電機（香港）有限公司

杉山塑料（常熟）有限公司

蘇州光和科技有限公司

江門冢田理研汽車飾件有限公司

東郷弾簧（常熟）有限公司

東麗塑料精密有限公司

星崎電機（蘇州）有限公司

驪住建材（蘇州）有限公司

BROTHER INDUSTRIES (VIETNAM) LTD.

MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE, LTD.

海外



関連会社

TEL 052-251-5371

関係団体
■名古屋商工会議所
■（社）日本ばね工業会
■（社）中部日本プラスチック製品工業協会

■（社）中部産業連盟
■愛知県機械工具商業協同組合

関係会社
■大東開発株式会社
　愛知県豊田市大坪町大入34-1
　TEL : 0565-68-2116

■東郷産業（香港）有限公司
　香港中環金鐘道89号力寶中心第二座2408室

■東郷産業貿易（常熟）有限公司
　江蘇省常熟市高新技術産業開発区
　湖山路 333 号同済科技広場 1-2306

株式会社東郷製作所
愛知県東郷町大字春木字蛭池１番地
TEL : 0568-38-1111(代)
URL : http://www.togoh.co.jp/

グループ会社

【事業内容】
 自動車を中心とした小物ばねの販売

【事業内容】
 ゴルフ場の運営…笹戸カントリークラブ



工業用樹脂材料・成形品

TEL 052-251-5371

工業用樹脂材料の特長
一般エンプラ

用途 特性名称
POM
ポリオキシメチレン（アセタール）

PA
ポリアミド（ナイロン）

PC
ポリカーボネート

PBT 
ポリブチレンテレフタレート

歯車、軸受

（エンプラ）コネクター、歯車、軸受

風防ガラス、ハッチ、機械部品

コイルボビン、コネクター、ソケット

電気部品、機械部品

対衝撃性、摩擦、磨耗特性に優れる

機械的強度、軽量性、耐熱耐寒性、耐食性に優れる

透明性、耐衝撃、耐熱、寸法安定性、電気的特性に優れる

耐熱、難燃性、寸法安定性、電気特性に優れる

耐熱、難燃、機械的特性、電気特性、耐熱水性に優れる変性PPE（PPO） 
ポリフェニレンエーテル

特殊樹脂・各種エラストマー
用途 特性名称

PI
ポリイミド

LCP
液晶ポリマー

PPS
ポリフェニレンスルフィド or サルファイド

PES
ポリエーテルスルホン

補修用粘着テープ、フレキシブルプリント基盤のベースなど

コネクターなど、特に薄肉成型部に使用されている

家電、電気・電子、自動車部品

プリント基盤、インジケーター

宇宙・航空、自動車部品、磁気測定用試料ホルダー

廃水処理、燃料電池用

超耐熱（約500℃）、 低誘電率、機械強度、対薬品性

高弾性、高強度、耐薬、低線膨張率、自己消火性

高弾性、高強度、耐薬、低線膨張率、自己消火性

テフロンに次ぐ高い耐熱性

高耐熱性、難燃性、耐熱性

溶媒中のイオン交換

PEEK
ポリエーテルエーテルケトン

イオン交換樹脂

電磁波シールド、金属からの代替 PEEK なみの特性を有し、なおかつ安価で耐熱、
耐薬品性に優れている炭素繊維強化樹脂

一般樹脂
用途 特性

室内壁・床材、シート、電線、パイプ

自動車、家電部品、フィルム、ヘルメット

バケツ、水・燃料タンク、ワッシャ

フィルム、ラミネート、発泡製品

扇風機の羽根、積算電力計カバー、
バッテリーケース、万年筆やボールペンの軸

弱電機器の部品やキャビネット、
ハウジング類、自動車内外装部品、
玩具雑貨、PVCの改質補強材

弱電機器の部品、ハウジング

名称
PVC
ポリ塩化ビニル

PP
ポリプロピレン

PE
ポリエチレン

EVA
エチレン酢酸ビニル共重合体

耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、電気絶縁性

良成形性、表面光沢、耐衝撃性、ヒンジ特性

PPに準ずる、ガスバリアー性は劣る

水、紫外線に強い、酢ビ量UPにより、柔軟性等UP

引張り強さ、弾性率は熱可塑性材料中最高の部類に属する

広い温度範囲に渡る耐衝撃強度に加え、引張り強さ、
剛性、耐熱性を持つバランスの取れた材料

GPPS…透明性、HIPS…耐衝撃 

AS
アクリロニトリルスチレン共重合体

ABS
アクリロニトリル
ブタジエンスチレン共重合体

PS
ポリスチレン



工業用樹脂材料・成形品

TEL 052-251-5371

工業用樹脂材料の特長

クロス材
用途 特性名称

ポリエステルクロス
ガラスクロス 自動車部品 防振、防音、衝突時部品飛散防止など

各種リサイクル材
用途 特性名称

再生 PP
再生 PA
各種オフグレード

自動車部品、日用品雑貨　等 環境にやさしい循環型材料

環境配慮型材料
用途 特性名称

セルロース入り
複合樹脂 自動車、家電、産業機器 強度、寸法安定性の向上

バイオマス循環型素材で環境問題に貢献

断熱・遮音・吸音材

断熱シート「薄・軽量遮熱材」
PP系材料の表裏を断熱層アルミガラスで包み、
様 な々形状に簡易成型が可能です。

粘着付き遮熱・断熱材
コストパフォーマンスに優れた粘着付きの遮
熱・断熱材です。アルミガラスクロス+両面テー
プにより安価な熱害対策に。評価機器にて熱 
害評価が可能です。

断熱・吸音シート
チップ材を撥水撥油不織布で包み込み端部溶
着し「軽量耐熱吸音材」に仕上げています。

断面写真

製品写真



工業用樹脂材料・成形品

TEL 052-251-5371

工業用樹脂成形品の特長
各種成形品

PEEK樹脂

2色成形（シートサイドシールド）
従来、二つの部品を成形→溶着等行っていた
物を一台の成形機で同時に完成部品として成
形しております。コストダウン、短納期に成功して
います。 

持続性透明帯電防止ケース
電子部品等の保管に使う帯電防止機能を付
与した透明のケースです。 

クランプガスインジェクション（アシストグリップ）
ガスインジェクション成形にて軽量化。また、表
面の部分を一部エラストマー化する事により、
同時に手触り感と質感のUPに成功しています。 

PEEK樹脂（ベスタキープ）
超高耐熱、高強度、耐薬品性に優れた製品対
応が可能です。

自動車のブレーキチューブやフューエルチュー
ブを ボディーに止めるための物です。

精密小物部品

導電タイトケース、導電パーツボックス、
導電仕分けトレー
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管
します。

エンプラを使用した精密部品の成形です。
金型も含め、ノウハウがあります。 

RV車用ソケット関連部品
RV車等で増えている電源（ソケット）関係です。 

階段手すり（木目調樹脂手すり）
樹脂性の手すりは暖かみがあり、転落による事
故を防ぎます。

抗菌ハンドル（木目調、樹脂成形）
ドアハンドルとして樹脂成形にて木目調を表現。
抗菌対応になっています。



KWANGDUK INDUSTRY CO.,LTD
(光徳産業)

PSジャパン株式会社

旭化成株式会社

出光ライオンコンポジット株式会社

インターテック株式会社

宇部興産株式会社

永興物産株式会社

エクソンモービル・ジャパン合同会社

エフピー化成工業株式会社

エムスケミー・ジャパン株式会社

エンプラ株式会社

オーケー化成株式会社

大塚化学株式会社

関西化学工業株式会社

株式会社クラレ

サンアロマー株式会社

三協化学工業株式会社

信越化学工業株式会社

住友化学株式会社

住化ポリカーボネート株式会社

住友電気工業株式会社

住友ベークライト株式会社

ソルベイスペシャルティ
ポリマーズジャパン株式会社

ダイセル・エボニック株式会社

ダイセルミライズ株式会社

大日精化工業株式会社

有限会社大和

DIC株式会社

ディーエスエム ジャパン
エンジニアリング プラスチックス株式会社

帝人株式会社

テクノ UMG 株式会社

デュポン株式会社

デンカ株式会社

東亞合成株式会社

東ソー株式会社

東洋インキ株式会社

東洋樹脂株式会社

東洋スチレン株式会社

東洋紡株式会社

東レ株式会社

東レ・デュポン株式会社

濤和化学株式会社

日本エイアンドエル株式会社

日本ポリエチレン株式会社

日本ポリプロ株式会社

バイエル株式会社

BASFジャパン株式会社

株式会社プライムポリマー

ポリプラスチックス株式会社

三井化学株式会社

三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社

三井･ダウポリケミカル株式会社

三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社

三菱ケミカル株式会社

ユニチカ株式会社

ランクセス株式会社

リケンテクノス株式会社

工業用樹脂材料・成形品

TEL 052-251-5371

主な取扱メーカー 一覧
私たちの取り扱う製品は、さまざまなメーカーと協力しています。

（50音順）



加飾技術は、樹脂の質感を変える方法として家庭用品、家電、自動車などの幅広い分野で使われています。
また、塗装や異素材でしか表現が出来なかった用途を成形色で表現できます。材料に着色するため、塗装費用を低減できます。

工業用樹脂材料・成形品

TEL 052-251-5371

加飾技術のご提案

光彩パール
・メタリック粒子そのものに輝度を付与
・淡い色調でも表現が可能
・アルミメタリックよりも高輝度

マーブル
・「墨流し」のイメージ
・同一素材（流動性の違い）で表現

金属パターン
・塗装レス（VA、短納期）
・ウエルドレス処方タイプ
・高輝度タイプ

石目パターン
・人口大理石調
・天然の風合いを追求

布目パターン
・御影石調
・布地、織物の風合い（ファブリック調）

木目パターン
・ナチュラル感
・木屑のリサイクル

● 色の組み合わせにより、自由な配色ができます。
● 樹脂の流動性を変えることにより、模様（マーブル等）を付けることもできます。
● 特殊な粒子を混ぜることにより、天然素材や、高輝度（メタリック）な表現もできます。
● 木屑などを樹脂に折込みリサイクル材としても活用できます。

従来の塗装品に変わる新たな提案。材料着色により、VA、納期短縮を実現します。

加飾技術は
表現の幅を
広げます!



電気部品・自動車部品

TEL 052-251-5371

取り扱い製品紹介
ヒーター

フロートスイッチ

フロートスイッチ
業務用エアコンのドレン水量検知に使われてい
ます。

ガラス管ヒーター
霜取りに使用されています。
霜の発生による冷凍冷蔵能力の低下を防ぐの
が目的です。

リードスイッチ

リードスイッチ
樹脂ケースに組込みガラス管を保護、取付・配
線が容易です。

【用途：エコキュート等】

コードヒーター

業務用冷蔵庫等に使用されています。塩ビ/シ
リコン仕様があります。

コードヒーター

PTCヒーター

【用途：浴室乾燥機、ファンヒーター、
カーエアコン等】

ある一定の温度に達すると、その温度を維持し
続ける特性を持ったヒーターです。

【用途：家電等の空気加熱・液体加熱】

各種シーズヒーター
ヒーター類で寿命が最も長い。金属パイプの中
心に発熱コイルを挿入し、金属パイプと発熱コ
イルの隙間をMgO（酸化マグネシウム）で固め
た直管形状のものです。

アルミ箔ヒーター
アルミ箔と両面粘着テープの間にシリコーンコ
ード状ヒーターを封じ込んだ製品です。
被加熱部に貼付けてご使用いただけます。

クランクケースヒーター
コンプレッサーの始動をスムーズにさせる役目
をしています。

EV車用温水ヒーター
次世代車の暖房用として使われています。
PTCヒーターの特性を効率良く使っています。

【用途： 業務用冷蔵庫等】

【用途： 業務用エアコン等】
【用途： EV 自動車等】 【用途：冷凍冷蔵庫等】

【用途： 業務用冷蔵庫等】

【用途： 業務用エアコン等】



電気部品・自動車部品

TEL 052-251-5371

小型（Vサイズ）から極小まで様々なタイプを取り扱っております。
小型マイクロスイッチ

■小型（Vサイズ）
■小型（Sサイズ）
■極超小型（Jサイズ）

■シール形
■検出スイッチ

■サーフェイスマウントスイッチ
■ドア／電源スイッチ

リレー
■信号用リレー
■MOS FETリレー
■高周波リレー

■同軸スイッチ
■メカニカルリレー

■一般リレー
■リードリレー

【用途：水殺菌、空気殺菌、表面殺菌】

深紫外線 LED(UVC LED)
水、空気、面の殺菌に使われています。

Li-ion 電池ハーネス(民生)
産業機械向け、住宅設備向けに使用されてい
ま す。

繰り返し充電可能な電池として、エンジンの起動
電源に使用されています。

電源コード
電源入力に使用されています。

電子部品・機器
取り扱い製品紹介

液晶

FSTN COG 128x32dot
家電製品向けとして供給します。

その他電気部品

【用途： 各種電気製品】

【用途：  炊飯器等】

その他

組立、ASSY
板金、樹脂成型品へのハーネス組立品を一貫
して製造可能です。



電気部品・自動車部品
取り扱い製品紹介

TEL 052-251-5371

メタルニットバーナ

メタルニットバーナ
特殊な耐熱金属繊維を使用して布状に織り上
げた材料を使い、様々な形状の燃焼面を持つ
バーナに加工できる、とてもユニークな表面燃
焼バーナです。 

ファンモーター
主に空気の拡散および排気に使用されていま
す。

【用途：金属熱処理、ガラス熱処理、
熱風発生機器、ボイラ、バーナ等】

ハーネス ASSY(車載)
自動車の各部位に使用されています。特殊な配
線など、様々なタイプに対応しています。

トランス

各種トランス
変圧器。交流電力の電圧の高さを電磁誘導を
利用して変換する電子機器です。

その他電気部品

【用途：温水便座、洗濯機、炊飯器等】

【用途：各種電気製品】

オイルダンパー
緩衝器は物体の衝撃やエネルギーを吸収しま
す。

【用途： 製氷機、食器洗浄機、自動販売機、
温水便座等】

ポンプ各種
照明に使用されています。
LED

モーター各種

オートステップモーター
オートステップ用モーターに使用されています。

【用途：福祉車両用】

【用途： 各種電気製品】

【用途： 各種電気製品】



旭化成エレクトロニクス株式会社

オムロン株式会社

オリエンタルチエン工業株式会社

株式会社河合電器製作所

協和シール工業株式会社

住友電気工業株式会社

住友電装株式会社

株式会社双和電機製作所

タカネ電機株式会社

多田プラスチック工業株式会社

田淵電機株式会社

千年エンジニアリング株式会社

中日電熱株式会社

東海キャスター株式会社

株式会社東郷製作所

東芝ライテック株式会社

株式会社成田製陶所

日星電気株式会社

株式会社日本アレフ

日本フレックス工業株式会社

株式会社初田製作所

日立オートモティブシステムズ＆ナガノ株式会社

ミズショー株式会社

株式会社ミツバ

ミヤマ電器株式会社

メトロ電気工業株式会社

矢崎総業株式会社

株式会社大和電気製作所

株式会社リミックス

ワコー電子株式会社

中国メーカー 韓国メーカー

電気部品・自動車部品

TEL 052-251-5371

主な取扱メーカー 一覧
私たちの取り扱う製品は、さまざまなメーカーと協力してお届けするものです。

韓国メーカー

（50音順）

国内

海外



工作機械・産業用機械設備

TEL 052-251-5371

ホットライナーシステム
世紀株式会社

協働ロボット
ファナック株式会社

射出成形機、周辺装置、各種ロボット及び自動化システム等多彩な設備を取り扱っております。
圧縮ばね、引っ張りばね等、各種コイリングマシンを取り扱っています。

射出成形機用周辺装置 取出し装置
（株）スター精機

ばね製造設備 コイリングマシン
（株）板屋製作所製

取り扱い製品紹介
工作機械 鍛圧機械

フライス盤、マシニングセンタ等、金属の切削・研削を行う加工機を取り扱っています。

産業用機械設備

高速精密プレス
アイダエンジニアリング（株）
油圧プレス、サーボプレス、トランスファプレス
等、もとより各種周辺装置も取り揃えていま
す。

金型材



アイダエンジニアリング株式会社

旭精機工業株式会社

株式会社アマダプレスシステム

株式会社板屋製作所

OKK 株式会社

黒田精工株式会社

コマツ産機株式会社

株式会社シュトルツ

株式会社ショウワ

株式会社スター精機

住友重機械工業株式会社

株式会社ソディック

株式会社ダイフク

タクテックス株式会社

株式会社東京精密

東洋機械金属株式会社

中村科学工業株式会社

株式会社ニコン

日精樹脂工業株式会社

日本金型材株式会社

株式会社ハーモ

ファナック株式会社

株式会社 FUJI

株式会社プレス技術研究所

ホクショー株式会社

株式会社牧野フライス製作所

株式会社松井製作所

三井精機工業株式会社

三菱電機株式会社

株式会社山田ドビー

ヨシカワメイプル株式会社

株式会社和井田製作所

工作機械・産業用機械設備

TEL 052-251-5371

主な取扱メーカー 一覧
私たちの取り扱う製品は、さまざまなメーカーと協力してお届けするものです。

（50音順）

中国メーカー 韓国メーカー

国内

海外



特殊鋼・合金鋼 

TEL 052-251-5371

主な取扱メーカー 一覧
私たちの取り扱う製品は、さまざまなメーカーと協力してお届けするものです。

DOWAメタルテック株式会社

JFEスチール株式会社

株式会社UACJ

ジェイ-ワイテックス株式会社

神鋼鋼線工業株式会社

鈴木住電ステンレス株式会社

住友電気工業株式会社

日鉄SGワイヤ株式会社
（50音順）

日鉄ステンレス株式会社

日本金属株式会社

日本精線株式会社 

日本製鉄株式会社

日立金属株式会社

三井住友金属鉱山伸銅株式会社

三菱マテリアル株式会社

六甲金属株式会社

取り扱い製品紹介
線

板

伸銅品

ピアノ線、硬鋼線をはじめ、自動車の弁ばねに使用さ
れるオイルテンパー線まで、ばね材を中心に幅広く取り
扱っています。

薄板ばね、ホースクランプ（ホースクリップ）などに使用する、ばね用特殊鋼、ステンレス材。電子部品用伸
銅材の取り扱いをしています。

ばね用特殊鋼、ステンレス材



機械部品・一般部品・建築資材

TEL 052-251-5371

取り扱い製品紹介

主な取扱メーカー 一覧
私たちの取り扱う製品は、さまざまなメーカーと協力してお届けするものです。

（50音順）

株式会社東郷製作所

株式会社初田製作所

富士精工株式会社

固定式 フォームヘッド 警報電子サイレン

流水
検知装置
制御弁

一斉解放弁

感知ヘッド

手動起動装置

（C）株式会社初田製作所

駐車場

機械部品

ばね
圧縮ばねをはじめ、引張ばね、ねじりばね等、品
質とコストを考慮した徹底した機械化と自動
化により幅広いニーズにお答えします。

建設資材
消火設備
セメント、
生コンクリート、
昇降機、
防災設備機器  等



導入事例

TEL 052-251-5371

自動車（自動車製造メーカー）

1
2

3

7 6

5 4

アシストグリップ
シートサイドシールド

カーウインドウォッシャ

ホースクランプ
（ホースクリップ）

ハーネス

8 温水ヒーター
クイックコネクター

ばね

1 精密小物部品（カーウインドウォッシャ）
エンプラを使用した精密部品の成形です。 
金型も含め、ノウハウがあります。

2 2色成形（シートサイドシールド）
従来、二つの部品を成形→溶着等行っていた物を1
台の成形機で同時に完成部品として成形しておりま
す。コストダウン、短納期に成功しています。

3 ガスインジェクション（アシストグリップ）
ガスインジェクション成形にて軽量化 また、表面の部
分を一部エラストマー化する事により同時に手触り
感と質感のUPに成功しています。

自動車の各部位に使用しています。特殊な配線など、
様 な々タイプに対応しています。　 【用途：パワーシー
ト等】

7 ホースクランプ（ホースクリップ）
水冷系、燃料系、エアー系などのホース止め用。自動
車等のエンジンルーム内でのホルダー飛散防止や、廃
棄物の低減を実現。
種類も豊富で、ホースサイズに合わせ標準化されていま
す。

次世代車の暖房用として使われています。
PTCヒーターの特性を効率良く使っています。

8 EV車用温水ヒーター

5 クイックコネクター
軽量・コンパクトなボディに兼ね備えた確実な操作
性とチェック機能。すべての流れを継ぐ信頼のコネク
ター。

6 ばね
圧縮ばねをはじめ、引張ばね、ねじりばね等、品質とコ
ストを考慮した徹底した機械化と自動化により幅広い
ニーズにお答えします。

4 各種ハーネス



導入事例

TEL 052-251-5371

家電（家電製造メーカー）

4 オイルダンパー

1 各種シーズヒーター
ヒーター類で寿命が最も長い。金属パイプの中心に
発熱コイルを挿入し、金属パイプと発熱コイルの隙
間をMgO（酸化マグネシウム）で固めた直管形状のも
のです。

【用途：家電等の空気加熱・液体加熱】

2 トランス/リアクター
変圧器。
交流電力の電圧の高さを電磁誘導を利用して変換す
る電子機器です。

4 オイルダンパー
緩衝器は物体の衝撃やエネルギーを吸収します。

【用途：温水便座、洗濯機、炊飯器等】

3 電源コード
各種電気製品の電源入力に使用されています。

1 各種シーズヒーター

2 トランス/リアクター

3 電源コード



導入事例

TEL 052-251-5371

住宅設備(住宅設備メーカー)

2 ポンプ
【用途：電気ポット、食器洗浄機、

自動販売機、温水便座等】

3 PTC ヒーター
ある一定の温度に達すると、その温度を維持し続ける
特性を持ったヒーターです。

【用途： 床暖房、浴室乾燥機、ファンヒーター、
カーエアコン等】

1 電源コード

2 ポンプ

3 PTC ヒーター

3 PTC ヒーター

1 電源コード
各種電気製品の電源入力に使用されています。




