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Message ［ ごあいさつ ］

「モノづくり改革」及び
モノづくりを取り巻く
環境の変化に適応し、社会に貢献
株式会社 東京精密
代表取締役社長 CEO

吉田 均
Hitoshi Yoshida

世界中で未だ新型コロナウイルスが猛威を振るっており

また、昨今はコストや高品質への要求に加え、SDGs や

ます。罹患された皆さま及び関係者の皆さまに、謹んでお

ESG、カーボンニュートラルといったビジネスを取り巻く環

見舞い申し上げます。また、医療従事者をはじめ最前線でご

境においても変革期を迎えております。環境問題という観

尽力されている皆さまに深謝申し上げます。

点からみても、製造ロスの削減や省エネへと繋げるため、測
定機器の精度を上げることは重要であると考えております。

昨年は新型コロナウイルス感染症により、モノづくり業界
全体が甚大な影響を受けました。しかし既に底は打ち、着々

このような環境面からも、社会と皆さまのモノづくりに貢献
できるよう取組んでまいります。

と回復へ向かっています。それに伴い、AI や IoT、自動化、
そして労働力減少による省人化への動きといった「モノづく
り革新」はさらに活発化し加速していくと考えられます。

製品サポートについては、世界中何処の国でも、国内と同
様にすべてのお客様に即したサービスを心がけていくこと

そのように目まぐるしい革新が進んでいくなか、弊社は

を念頭に、海外拠点の拡充と、現地サービスへの製品トレー

 月  日より開催される工作機械・技術の展示会である

ニング、各種セミナーや教育に取り組み、体制の充実を図っ

「コロナ禍の状況
「メカトロテックジャパン 」において、

ております。

で開発された ” 新製品 ”と検査工程における効率化・省力化
を実現する ” 自動化ソリューション ” のご提案」をコンセプト

今後も東京精密はモノづくりに必要不可欠な計測機器と

として出展いたします。自動化・省力化を目的として既存製

いう観点から、グローバルに多様化していくモノづくりのお

品をバージョンアップした表面粗さ・輪郭形状測定機ならび

役に立てるよう努めてまいりますので、よろしくお願い申し

に真円度・円筒形状測定機に加え、弊社の各種測定機器を

上げます。

、画像識別セン
産業用・協働ロボットや AGV（無人搬送機）
サなどの周辺機器と接続し、検査工程の一部または全てを
自動化・省力化することのできるソリューションパッケージ
を展示いたします。
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年 明治大学商学部 卒業
（株）
＜現KYB
（株）
＞ 入社
年 萱場工業

年 自動車機器事業部事業企画部長 就任
年 調達部 部長 就任
（現任）
年 代表取締役社長 就任

T

KYB 株式会社

代表取締役社長

対

大野 雅生
Masao Ôno

Talk Session［ 対談 ］

モノづくりの未来を切り開い
EPISODE

大野社長について
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吉田：大野社長はどのような学生時代を過ごされて KYB 様

部門も経験し、また企画部門というふうにいくつかの部門を
経験しました。
入社当時は所謂 OJT を含めた体系的な教育が一切なく、

にご入社されたのですか？

出たとこ勝負で「これはどうやったらいいんだ」と勉強しなが

大野：吉田社長と同じく明治大学の出身で、商学部に所属し

ら仕事をしていました。社会人も未経験の新人だったため最

ていました。特に部活動等をしていなかったので、仲間と遊

初の頃は仕事も少なくぼ〜っとしていることもあったのですが

んだり六大学対抗野球の応援に行ったりしたのが記憶に残っ

（笑）
、上司や先輩方が仕事に取り組んでいる姿を見て徐々に

ています。

「こうやるとこういう風に仕事ができるんだ」とか「こうやると

当時は就職難でしたが、実家近くに岐阜工場があったとい

声がかかって仕事を貰えるんだ」ということを覚えていきまし

うことと、やはり何といっても自動車産業はこれからかなり

た。今の時代だと全てにおいて「こういう風に教育してくださ

伸びていくだろうという予想があったため当社への入社を決

い」という指針がありますが、当時はそういうものはなく大変

意しました。当社は自動車関連と建設機械の油圧関連という、

でしたね。

大きく分けて二つの事業をもっていますが、私はその中で

その後、勤務地こそ東京と名古屋のみでしたが、ヨーロッ

も自動車関連の営業に配属されました。数多くの名だたる

パのお客様が新しい工場を造る時などは海外へ赴いていま

自動車メーカーさんを担当させていただいていましたよ。

した。チームで仕事に当たっており、私は技術のプレゼンテー

EPISODE

入社後の仕事や大変だったこと
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大野：営業を二十数年行い、それから企画部門を数年、調達
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ションを中心に行っていました。該当のお客様に詳しい現地
の人から事前にアドバイスをもらいプレゼンをしていました
が、やはり日本人がやるのは難しいなと感じましたね。なるべ
く現地の人がやった方が伝わりやすいなと。

吉田：営業職をご経験されたと伺いましたが、その後はどの

吉田：そうですよね。弊社はドイツの Carl Zeiss 社と計測事

ようなお仕事に従事されてきたのでしょうか？

業において 30 年程業務提携をしているんですけれども、最

年 明治大学工学部電子通信工学科 卒業
年 （株）東京精密 入社
年 代表取締役CEO就任（現任）
年 NDマーケティング大賞受賞
年 日本精密測定機器工業会会長 就任（現任）

P

株式会社東京精密
代表取締役社長 CEO

談

吉田 均

Hitoshi Yoshida

てきた男達が、 今を語らう
初の頃はお互い慣れるまでに時間がかかりました。日本とド
イツの文化の違いからか、考え方が違っていて。現在では、う
まく互いに技術を共有しながらそれぞれ得意分野を伸ばし、
お互いの商品を売り合うことができています。

EPISODE

東京精密との関りについて
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吉田：大野社長とは、明治大学出身経営者の集まりで初め

大野社長は色々な部署を経験されたとのことですが、どの

てご挨拶させていただきましたよね。確か 4、5 年程前で

部署でのお仕事が一番苦労されましたか？やはり勤務年数が

しょうか。そこからお付き合いを始めさせていただきました

長い分、営業の記憶が多いでしょうか。

が、会社同士のビジネスという面では、KYB 様の前身であ

大野：そうですね。営業職というのはお客様と向き合う仕事

る萱場工業様の時代から多くの測定機器を導入していただ

なので、なかなか難しいと感じる部分が多かったです。OJT

いておりとても感謝しております。

が無かったこともあり自分のやりたいように仕事をしていまし

大野：私も東京精密さんの測定機器を始めて導入したのが

たが、今振り返ってみると
「もう少しこうすれば良かったかな」

いつなのか調べたのですけれども、かなり昔からのようで

というのがたくさんあります。

はっきりとした情報が出てきませんでした（笑）
。今ある最も

それに、会社を動かしていくのは営業や技術がとってくる

古い記録だと、1986 年に当社相模工場に三次元座標測定

新しい情報なんですよね。他社がどのような技術を開発した

機 XYZAX GJ 800D という機種を導入させていただいて

だとか、業界がどう動いていくかだとか。それらをもって新

いたようです。

製品開発だとか戦略だとかの会社の方向性が変わってくる

相模工場だけでも、航空機向けで三次元座標測定機 4 台、

ので、やりようによっては非常に深い仕事です。特に当社は

表面粗さ・輪郭形状測定機 4 台、真円度・輪郭形状測定機

既存のモノを売るというよりも、新製品開発をすることが多

1 台、エアマイクロメータ 2 台。同工場内の別のラインでも

く、一般的なルートセールスとは少し違っています。お客様

三次元座標測定機 3 台、表面粗さ・輪郭形状測定機 2 台。

と一緒になって新しいものを共同開発していくということが

相模工場だけでこんなに使用させていただいています。

多いため、営業が得てくる情報というのは非常に重要なも

吉田：本当にお世話になっており、ありがとうございます。国

のなんですよね。

内だけでなく、タイやメキシコを始め世界中の工場で導入い
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ただいており、大変感謝しております。今度とも御社の品質

て、こまめに各地域から各事業体へと品質に関する報告をす

作りのため、弊社もお役に立てるよう努力してまいります。

るように取り決めています。それに加えて、定期的に各地域

EPISODE

ブランドステートメント

”Our Precision, Your Advantage”
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吉田：年々品質に対する要求が高く厳しくなってきております

の工場がどういった状況なのかという情報が本社にくるよう
な体系をとっています。

EPISODE

生産への取り組み
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が、御社は品質に対してどのようなこだわりをお持ちですか？

吉田：御社は世界各地にたくさんの事業所をお持ちで、手

大野：当社ではブランドステートメントとして、”Our Precision,

広く色々な分野の事業に取り組まれていますよね。これだけ

Your Advantage” という言葉を掲げています。この言葉

大きな規模感の会社さんだと部品の共通化なども大変だと

には、今後も当社が社業を継続していく上で、一般生活者、

思われますが、何か取り組みをされていますか？

お客様、そしてお取引先様へ確かな品質をお届けすること

大野：まさしくその部品の共通化というのが一番難しいとこ

が、ステークホルダーの皆様の ”Advantage（優位性）” に

ろです。当社の海外事業所は M&A したところが大半である

繋がるだけでなく、確かな品質によって社員の一人一人が

ため、仕様や部品、作り方が各所で違っているんです。そうな

世の中を変えていくことを実感でき、モノづくりの喜びが社

ると BCP だとか、数をまとめて発注して単価を安くするだと

員の ”Advantage（長所）”となる。そんな意味が込められ

かができない。ここを変えていこうとすると非常に大変で年

ています。

数がかかります。しかしなんとかしなければ競争力がついて

この言葉の通り、当社は品質を最重要視した「品質経営」

きませんので、どういったやり方がいいのかと模索しています。

を行っています。約 3 年前に、オイルダンパーに関して皆様

部品の共通化に加え、製造に関しても同じ設備同じ工程

にご心配をおかけしてしまう事象があり、それ以降、より一

で誰がやっても同じ製品ができるようにしていきたいですね。

層この想いを強くして改革をしております。

以前に比べ、海外各所の人件費もどんどん上がってきてい

吉田：御社は海外の工場も多く、その上近年は新型コロナ

ますし、日本は少子高齢化がより一層進んでいく。今までは

ウイルスの影響により実際に海外の工場を見て回り確認す

マンパワーをかけていましたが、これからは減らしていかな

るということも難しいと思います。そうなると、品質管理の

いといけません。究極的には無人化工場に近いものを目指

取組や報告というのは各地域でそれぞれ行うという形をとっ

したいと考えています。そしてそうなると、一つの工場によ

ているのでしょうか？

り多くの設備が入ることになりますよね。そこからはもう、

大野：基本的に、方針は本社から発信しています。それを受

IoT だとか機械の設備保障だとかを事前にリサーチして稼働

けて、各地の統轄会社が取りまとめて傘下の会社に展開す

率をいかに上げていくかが勝負になってくる。そのため、各

る、という形ですね。その他にも様々な取り組みを行ってい

地バラバラの設備や工程で行っていると、管理が難しく手間
がかかり、非常に大きな問題点となると感じています。
吉田：様々な統一に加え、自動化も注力されていくというこ
とですね。測定機器でも現在、自動化のご要望が非常に多
くなってきています。従来、測定機器というのはラインから

Masao
Ôno

製品を抜き取り検査室で検査するという使われ方が一般的
でした。しかし近年はラインの中で製品を造りながら測定し

KYB 株式会社 様

1935 年、株式会社萱場製作

所としてスタート。油圧装置を
核に振動制御とパワー制御技術を駆使した製品を提供する総合油
圧機器メーカー。建設機械向け油圧装置や、四輪・二輪用ショック
アブソーバー、サスペンションシステムをはじめとして様々な分野
で活躍している。日本国内だけでなく、ヨーロッパやアジア、アメリ
カなど世界中で品質にこだわった製品を提供し続けている。
本社：〒105-5128 東京都港区浜松町 2 丁目 4 番 1 号
（世界貿易センタービルディング 南館 28 階）

https://www.kyb.co.jp/
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Talk Session［ 対談 ］
品質コントロールをする、ということを目指すお客様が増え
ています。製造ラインの環境というのは様々ですから、イン
ライン化を目指すにあたり耐環境性を向上していかなくて
はなりません。精密測定機器は温度変化にも非常に敏感で
すし、その他にも防塵、オイルミスト対策なども行わなけれ
ばならない。環境の悪い中でも精度の高い測定ができるよ
うにと、弊社では開発に熱心に取り組んでいます。
また、昨今は SDGs や ESG 対応含め、カーボンニュート
ラルといった環境関連についても変革の時期となっていま
すよね。御社ではどのように対応されていますか？
大野：今年 7 月に社長直下の ESG 推進室を設置し、全社の
活動として積極的に取組を強化しています。既に太陽光発
電の設置や廃材の再利用の他、健康経営を推進して健康経
営優良法人の認定を 2 年連続で取得しています。
製品の面でも、各国の環境規制対応の他、低フリクション
や電動ポンプといった高効率を始め、軽量化、LCA への取
組を行っています。

EPISODE

今後の展望
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ショックアブソーバにも静粛性が求められます。そのため、
油圧技術を応用しそのニーズに応えられるような製品の拡
大にも取組んでいます。その他、次世代プラットフォームへ

大野：当社の主要な市場である建設機械業界、自動車業界

の対応製品開発なども進めています。従来の自動車メー

では、CASE や MaaS など 100 年に一度の転換期を迎えて

カーに加え、新興メーカー、システムメガサプライヤーも潜

います。

在顧客として捉えていますので、営業・技術・事業が一体と

建設機械業界では、先ほども少しお話に出ましたが自動

なり、お客様へのプレゼンを通して潜在ニーズの発掘と製

化や無人化、電動化がトレンドとなっております。オペレー

品化対応を進めています。

ターの経験に頼らない電子制御化・ロードセンシングのニー

吉田：近年モノづくり革新が急速に進んでおりますが、御社

ズが高まっていますが、当社ではミニショベルでのロードセ

を取り巻く環境もかなり変化しているのですね。新たな時代

ンシングの実績による強みを活かし、更なる高性能製品の

へと進み未来を切り拓いていく御社に、新たなモノづくりの

開発に取り組んでいます。また、油圧ポンプ・シリンダー・

可能性を測定機器の面からご提案できるよう、弊社も全力を

モーターのラインアップによるシステム化を強みとして拡販

尽くしてまいります。

活動も行っています。
一方の自動車業界では加速する EV 化に対し、当社コア技
術を深化して既存製品への付加価値を高め、摺動特性改良
ショックアブソーバである「プロスムース」やスウィングバル
ブといった既存ビジネスの拡大を進めています。また、電気
は従来のエンジンよりも音が静かですから、それに伴い

Hitosh
Yoshida

更なる
モノづくりの

未来へ。
未来
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Product Pickup ［ 製品ピックアップ ］
表面粗さ・輪郭形状測定機

表面粗さも、輪郭形状も、
これ 1 台で測定が完結

SURFCOM の
“ NEX ” t ステージは、
自動化に向けて、

NEW

ワイドに、そして速く
あらゆるワークピースを短時間で効率良く、
幅広い温度環境下で測定できる

特長

表面粗さも、輪郭形状も、
どちらの評価も必要な場合も
自由自在な検出器の組み合わせで
あらゆるワークピースに対応

クラス最速の高速駆動と
ワイドレンジハイブリッド検出器で
準備や測定を短時間で完了

測定レンジ従来機比 2 倍以上の新開発のワイ

クピースへのアプローチや、CNC プランの作

や起伏形状、R 面のある表面粗さ・輪郭形状

ら測定まで検査工程全体での効率化を図れま

粗さ測定用 / 輪郭形状測定用の専用検出器も

使用することで、表面粗さと輪郭形状を別々に

ドレンジハイブリッド検出器を搭載し、傾斜面

をワントレースで効率良く評価。さらに、表面

ワークピースに応じて自由自在に付け替えや

後付けができます。SURFCOM NEX 1 台あ
れば、他の表面粗さ・輪郭形状測定機はもう
必要ありません。
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駆動速度の大幅な向上により、手動でのワー

超低振動測定と 20±5°C での
運用が可能な世界唯一の
リニアモータ駆動部搭載機
東京精密の特許技術であるリニアモータ駆動

成、CNC 測定中の駆動時間を短縮。準備か

部を従来の SURFCOM NEX から継承。超
低振動駆動機構により振動由来のノイズの発

す。さらに、ワイドレンジハイブリッド検出器を

らに、温度変化によるスケールへの影響をリア

測らずに済み、傾斜面や R 面の表面粗さ測定

時に避けて通れない緻密なアライメントも省

略できるため、最小の手間と最短の時間での
検査を実現します。

生を抑え、高精度な測定結果を提供します。さ

ルタイムに補正することで、20±5 °
C という
広い温度範囲での精度保証を実現。温度管理

のしづらい環境においても、信頼性の高い測
定結果を導き出します。

真円度・円筒形状測定機

検査の省力化を加速する

RONDCOM の
“ NEX ” t ステージは、
さらに手間なく、

NEW

手離れ良く ――

特長

1 台 3 役の真円度・直径・表面粗さ

測定機能とセレクタブルな仕様で、
さまざまな測定なニーズに対応
真円度測定は勿論、シリーズ共通機能の高

精度直径測定、さらに NEX Rs/Rs αシリー
ズであれば表面粗さの測定も可能。加えて、
最大積載質量 ( 30/ 60 kg) やコラムサイズ
( 300/ 500/ 900mm)、アライメントや検出
器姿勢変更の方法 ( 手動 / 自動 ) など、ニーズ

真円度と表面粗さを 1 台で連続測定
省力化オプション AFD
（測定力コントロール検出器）
AFD( 測定力コントロール検出器 ) は、測定方

多数箇所・多数個の測定を
劇的に効率化。省力化オプション
XY 軸自動ステージ
多数個のワークピースを測定する場合、一般

向や測定力のソフトウェア上での自動調整を可

的なテーブル回転型の真円度・円筒形状測

を自動で測定できます。また切り欠きワークの

を何度も置き替えなければなりません。一方

タイラスの落ち込みを防ぐことができます。さ

オプションの XY 軸自動ステージを搭載するこ

能にします。これにより測定ワークの外径・内径

測定時には、フロントトラベルを自動調整し、ス

定機では、1 つ測定するたびにワークピース

RONDCOM NEX シリーズであれば、共通

に応じてさまざまな仕様を選択いただけます。

らに、この AFD と T 字スタイラスオプションを

とで、ステージ上の多数個のワークピースを

多彩な機能とセレクタブルな仕様で、あらゆる

300/Rs α 300 に搭載することで、真円度測

タの労力を最小限に抑え、測定のタクトタイ

行うことができます。ワークピースを別々の測

た、後付けにも対応しており、既にお持ちの

単なる真円度・円筒形状測定機に留まらない

ご要望にお応えします。

表面粗さ測定が可能な RONDCOM NEX Rs

定と表面粗さ測定を自動で切り替え、連続して
定機に置きなおすことなく、1 台で 2 つの測定

を手間なく行うことで「省力化」
を実現します。

一度に段取り替えなく測定できます。オペレー

ムを短縮できる「省力化」オプションです。ま

RONDCOM NEX シリーズを省力化仕様へア

ップグレードすることが可能です。
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Product Pickup ［ 製品ピックアップ ］
画像式三次元座標測定機

ZEISS O-DETECT

広視野かつ高精度、そのうえ簡単に操作できる
革新的な画像式三次元座標測定機

― さあ、
画像計測の扉を切り開こう ―
画像式三次元座標測定機
O-Familyの新たなメンバーZEISS O-DETECT。
数多くのユニークな機能を有するO-DETECTが、
触れられないものを瞬時にかつ正確にキャプチャーします。

NEW

特長

高精度な画像プローブINVENTA D1を搭載し、画像センサのみで測定する測定機でありながら、三次元の長さ誤差

をも保証します。また、測定用カメラとは別に測定範囲全体を撮影するオーバービューカメラとZEISS ZAPHIREソ

フトウェアが、
優れた操作性と簡単かつ素早いティーチングを実現します。
高さの異なる要素間の距離や角度も
正確な評価が可能

Z

Y
X

X軸やY軸に対するZ軸の
直角度補正を行っている

直径 80 µm の小穴測定例

長年の伝統を誇るカールツァイスの光学技術
― O-DETECT のための全く新しい光学系

信頼性の高い三次元測定
―― EU XYZ(3D) 2.4+ L/150 µm を保証

測定とプログラム作成の容易さ
― オーバービュー・イメージ機能 ―

カールツァイスの光学技術を結集した革新的

なデジタルズームカメラを搭載。8 mm ×7
mm の常に広い視野 (Field of View) と同

ZEISS O-DETECT は ISO 10360-7 に 準
拠した三次元長さ測定誤差 EU XYZ( 3D) に
ついて精度保証し、X、Y 方向だけでなく、測

ラというユニークな機能を搭載しています。

このカメラで測定エリア全体を撮影し、測定

ました。高解像度のイメージセンサを搭載し、

う極めてユニークな特長を有しています。

ー・イメージ機能と制御ソフトウェア “ ZEISS

時に、約 3µm の高いピクセル分解能を実現し
広い視野と高分解能を両立。
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定空間全体において正確な測定ができるとい

ZEISS O-DETECT はオーバービューカメ

箇所へナビゲートします。 このオーバービュ

ZAPHIRE”により、ソフトウェア画面から測定
箇所を自在に決めることができます。

完全自動化・無人化検査セル（Full-Custom Package）

+ Industrial Robot + AGV
産業用ロボットや AGVと
複数の測定機を組み合わせ、表面粗さ・輪郭形状測定を
自動化するフレキシブル完全無人検査セル

特長

ワークの搬送・設置・複数種類の測定・
解析から他工程との受け渡しまで、
全ての検査工程を連結

「完全自動化・無人化」による多くのメリット
・コストの削減と人材不足への対応

測定データ管理システム ZEISS
PiWeb で複数測定機の測定結果を
集約・蓄積・傾向分析

産業用ロボットと AGV、ローダタイプのストッ

・単純作業からの解放――単純作業の代わり

三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定

カ、QR コードリーダと表面粗さ・輪郭形状測
定機を組み合わせることで実現した、完全無人

検査セルです。測定プログラムの作成やワー

ク情報の QR コード化等を事前に実施しておく

ことで、いずれの工程もオペレータの介在無く
行えます。

――最小限の人員で検査体制を確立できます

に高付加価値業務へのステップアップを可
能にします

・信頼性の高い品質保証――人による測定デ

ータのばらつきを抑制しつつ、効率の良い
全数検査で NG 品混入を防止します

・生産キャパシティ拡大――検査効率の向上

と夜間検査の無人化により、検査がボトルネ

ックとならずに生産量を増やせます

機等の複数の測定機の測定結果をサーバ上に
集約・蓄積するデータ管理システムです。測定

結果は事前に作成したフォーマットへリアルタ

イムに反映することができ、異なるワークの測
定結果や公差とのずれの推移、工程能力指数
等を一度に、かつ分かりやすく表示することが

できます。
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User s interview

［ ユーザーズインタビュー ］

1

幅広い事業を展開し、革新的な製品を提供する川崎重工業様に、
東京精密製製品を導入されたきっかけと使用感を伺いました。

川崎重工業 株式会社 様

【会社紹介】 創業者の川崎正蔵が明治  年に東京・築地に川崎築地造船所を開設したこと
を起源として、明治  年  月に設立。航空機やジェットエンジンはもちろん人工衛星まで手
掛ける航空宇宙事業、造船事業、鉄道車両事業、エネルギー・環境関連システム事業、油圧機
器や産業用ロボット等の各種産業機械事業、モーターサイクルやジェットスキー ® 等のレジャー
製品等、”Kawasaki”ブランドのもと幅広い事業を展開し世界に製品を送り出している。
東京本社：〒-
神戸本社：〒-
明石工場：〒-
西神工場：〒-

東京都港区海岸  丁目  番  号
兵庫県神戸市中央区東川崎町  丁目  番  号（神戸クリスタルタワー）
兵庫県明石市川崎町  番  号
兵庫県神戸市西区高塚台  丁目  番  号

https//wwwkhicojp/

Q

市川様の業務内容について
お聞かせください。

私たちは航空機エンジン部品の品質がより信頼性の高い

ものになるよう、技術的観点から製品検査における測定シス
テムの解析や評価を実施し、製品寸法の妥当性検証や高精
度化・品質安定化に向けた改善などを行っています。また、
昨今品質に対する顧客要求もさらに厳しくなっており、それ
を満足すべく適切に対応することも私たちの仕事の一つです。
今年は、コロナ禍の影響で需要が落ち着いていることも

三次元座標測定機 ZEISS PRISMO ultra

あり、これをチャンスと捉え、現状の品質レベルに対しより

術に加え、将来を見据えたニーズを満たす新技術が必要とな

高度なレベルを目指して様々な活動を行っています。それ

ります。ブリスク測定では既存技術での対応が難しく、弊社

には測定技術のイノベーションが不可欠で、御社には測定器

が求めるものを共に創り上げていくパートナーを探しており

メーカーとして永年蓄積したノウハウと実績を元に色々と技

ました。そこで、我々の期待に応えてくれたのが御社でした。

術課題の解決に取り組んでいただいています。

Q

東京精密のブリスク測定機を導入して
いただいたきっかけは何でしょうか。

これまでブリスクなど倣い測定が必要なものは、多くの測
定時間がかかっていました。そのため、測定の高速化により
測定時間を半減し生産性を向上させる、設備投資の抑制や
設備エリアの削減にも寄与する、もちろん要求精度も満足

三次元座標測定機の選定の際には、少なくとも技術的な

する測定機が望まれていました。それには非接触測定が有

要求を満足していなければなりません。時には既存の測定技

力候補になりますが、狭い翼間を縫って高速かつ高精度に
測定できる非接触式三次元座標測定機はどのメーカーにも
満足のいくものがありませんでした。そこで、我々のニーズ
を汲んだ測定機をメーカーと共に創り上げていこうとしまし
たが、国内ではなかなか見つけられず、御社が名乗りを上げ
てくださったことに感謝しております。

Q

実際にブリスク測定機を導入
されて、使用感はいかがですか。

導入前の期待として、ベースとなる測定機本体然り、新規
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川崎重工業株式会社
航空宇宙システムカンパニー
航空エンジンディビジョン エンジンQM総括部
エンジン品質保証部 エンジン品証技術課
基幹職

市川 善浩

様

ブリスク測定機

開発の非接触センサーの精度が優れているだけでなく、特に
着目した点は測定のぱらつきの少なさでした。実際に導入後
の測定評価では期待通りにばらつきが少なく満足しています。

ブリスク測定機ご担当の市川様、加藤様（左手前）
、西神検査課の皆様

しかし、以前の非接触式の多くは、金属光沢に弱く測定不

さらに、幾つか副次的効果もありました。例えば、精度向

安定で、精度もあまり良くありませんでしたが、昨今の技術進

上により信頼性が高まり、測定のばらつきが少なくなれば、

歩により解決の兆しが見えており、実用的な非接触式三次元

測定が安定し測り直す必要が減ります。また不具合が発生し

座標測定機のリリースが待ち望まれます。

た際にも原因分析がしやすくなります。測定結果には測定の

Q

ばらつきと製品のばらつきが混在して現れるため、通常はど
ちらが起因しているかを特定することから始めなければなり
ませんが、測定のばらつきをあまり意識せず原因分析が進

東京精密に期待することは
ありますか。

長期的に見て、人財の確保がとても厳しくなっています。

められます。

検査員は、長い教育期間を経て検査員としての適性および

Q

力量を身につけ資格認定を受けなければならないため、簡単

今後、どのような測定機器が
欲しいとお考えですか。

には増やせません。一方、将来の航空機需要の増加を考える
と、検査の自動化や品質の安定化が求められています。そこ

これまでの接触式三次元座標測定機では苦手としている測

で御社には、設備単体サービスに留まらず、段取りの自動化

定があります。例えば、微小な円弧や段差などがそうです。通

や加工機との連携などトータルソリューションサービスを期

常、このような測定には形状測定機を用いていますが、大き

待しています。また、今回のようにお互いに研鑽し測定分野

な製品ですとレプリカを取って測定する必要があり、検査員

の魁となって ”ミライ ” を切り拓いていけたらと考えています。

の工数が多くかかっています。今後はそこを非接触式三次元
座標測定機で賄えないかと考えています。接触式と違い、非
接触式であれば高速で三次元表面形状の点群データを取り
込むことができ、そのデータから意図する箇所を容易に評価

東京精密より、対談を終えて
着々と変化していく時流の先を捉え、変わることを恐れずに変
革していきたいと語った市川様。世界規模の苦境を好機に変換

できます。非接触式三次元座標測定機により形状測定が可能

するため、たゆまず考え、行動するという姿勢が現在までの発

となれば、格段に工数削減が実現できます。また、狙った箇所

展に繋がっているのだと感銘を受けました。今後もそんな川崎

が測りにくい、人によってばらつく、という課題も解決できます。
これは表面粗さ測定でも同じことです。

重工業様の製品づくりに貢献できるよう、東京精密も進化し続
けて参ります。
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User s interview

［ ユーザーズインタビュー ］

2

人材、設備、ナレッジの共有を大切にし、世界最高水準の製品を生み出し続ける
株式会社 小金井精機製作所様に当社とのお付き合いや信頼関係についてお伺いしました。

株式会社 小金井精機製作所 様

【会社紹介】  年に有限会社 小金井精機製作所設立、航空機部品加工を開始。
年に株式会社 小金井精機製作所に改組。埼玉県に狭山台第一・第二工場、群馬県に前橋
工場・榛名工場を設立し、クランクシャフトやカムシャフト、シリンダーヘッド、シリンダー
ブロック、トランスミッション等の超精密加工において世界トップクラスの実力を誇る。
本社、狭山台工場：〒- 埼玉県入間市狭山台 --
前橋工場：〒- 群馬県北群馬郡榛東村山子田 

http//wwwkoganeiseikicojp/

Q

御社の事業概要について
教えてください。

アで入っても同様ですね。自分で
加工したものを自分で評価できれ

鴨下：自動車やオートバイ、次

ば、次はどう加工してみようという

世代電気自動車等の試作部

のがすぐフィードバックできるとい

品加工を行っています。その

う利点もあります。小金井精機で

他、F1、インディカー、Moto

は誰もが測定を行えますし、また、

GP など多品種少量レーシン

東京精密製の製品は誰にでも扱

グ部品の加工、航空機につい

うことができるのが特長です。

ては量産の部品作りを行って

その他にも、ここ数年検査領域

います。ただ量産と言っても

に女性が増えてきました。航空機

月に数十個程度なので数的に

分野では全数検査工程を一貫して

は自動車の試作と同じイメー
ジです。少量多品種で、月に

株式会社ホンダ・レーシング様から
の “ 品質優秀賞 ” 受賞記念品

担当しています。また、弊社と縁の
深いベトナムで毎年理系の大学生

数多くの女性検査員の方が
ご活躍されています。

約 170 〜 180 種類の部品を出荷しており、これらを軸に事業

を正社員として採用しています。

を行っています。

それぞれが特徴を生かして戦力となっています。

当社は狭山台と前橋に工場があり、狭山台工場ではクラン

設備に関しては国内外の精密工作機械を多数保有してい

クシャフトやカムシャフト等の回転系部品の加工を行い、前橋

ます。それらの検査に欠かせないのが測定機です。当社は試

工場ではシリンダーヘッドなどのアルミ鋳物の加工や、シリン

作が主なので、量産と比べて時間がかかっても精度を一番に

ダーブロックなどのエンジン部品を金属ブロックから直接削

重視しています。とはいえお客様をお待たせするわけにもい

り出す加工を行っています。

かないので、検査の時間待ちが出ないよう、多くの測定機を

Q

保有しています。現在は東京精密製とカールツァイス社製の

人材と設備を大事にされて
いると伺いました。

三次元座標測定機を合わせて 25 台保有していますね。以前
は他社さんの測定機もあったのですが、全て東京精密製にす

鴨下：当社では機械加工を行う者は全員三次元座標測定機を

ることで操作性の統一を図っています。

使う事が出来ます。勿論複雑なものは検査員が行いますが、

Q

自分達が加工したところは自分達で保証をしています。うちで
は三次元座標測定機が使えなければ機械加工者ではないと
いう位置づけなので、新入社員はまず三次元座標測定機を覚
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えます。検査員ではなくエンジニ

東京精密とはいつ頃からお付き合い
いただいているのでしょうか。

早野：30数年前に真円度測定機の RONDCOM 71Aと粗さ

株式会社 小金井精機製作所
代表取締役 社長

鴨下 祐介

様

株式会社 小金井精機製作所
取締役 前橋工場長

早野 次夫

株式会社 小金井精機製作所
取締役 狭山台工場長

様

中島 敏和

様

三次元座標測定機 WMM850

測定機、三次元座標測定機の WMM850 を導入しています。

RONDCOM71A と WMM850 は今も現役で動いています
よ。その前にも東京精密製の三次元座標測定機があったよう
ですが今となっては詳細を知っている者がおりません。それ

高精度加工を担う
「YASDA」ブランドの工作機械

くらい古いお付き合いになります。
鴨下：実は昔、東京精密さんには当社がピンチに陥った時に

は NEV への転換期が来ています。NEV ではモーターケース等

助けてもらった事があるんです。先代からそのエピソードを

で精密加工が必要となります。そこでの活躍の他にも、風力発

何度も聞かされていますので、
「私たちもお客様が困っている

電といった再生可能エネルギーに関連した部品にも積極的に参

時には早急に対応しよう」
という強い想いが社内にあるんです。

入していきたいと考えています。

Q

東京精密への満足度は
いかがでしょうか。

今は変化が激しい時ですから、世の中の流れを読んでチャ
ンスを掴んで行きます。その為にも、東京精密さんには今ま
で同様変わらぬサポートを期待しています。

鴨下：長いお付き合いですから絶対的な信頼があります。マ

シンの精度は勿論ですが、一番助かっているのはメンテナン
スと提案力です。
うちはスピード命、短納期の仕事がほとんどですから検査
機械の故障は命取りになりかねません。定期的なメンテナン
スは勿論、何かあれば多少時間が遅くても「今から伺います」
と対応してくれるのは本当に心強いです。

優秀サプライヤーとして永年モータースポーツに携わってこられた
歴史を物語る、写真や製品、表彰記念品の数々

中島：弊社のマシンの事を代々きちっと引き継いでくれて、
担当者が代わっても何も説明する必要が無いというのも非常
に助かっています。今は時流の変化が激しいので新たな分野
に挑戦したい、という時にすぐにそれにマッチした提案をして
いただけるのも助かっています。

Q

これからの目標を
教えてください。

鴨下：5 〜 6 年前から航空業界へ本格的に参入しています。今
後アジアの発展と共に航空機の需要もますます増えていくと思

いますので、引き続き力を入れていきます。また、自動車業界で

東京精密より、対談を終えて
本田技研工業株式会社様向けレーシング部品での精密加工
技術が口コミで広がり、ヨーロッパの名だたる企業から試作の依
頼が来る小金井精機製作所様は人を大切にする暖かい雰囲気
が社内に広がっていました。
「当社の強みは人です」
と何度もおっ
しゃっていた通り、小金井精機製作所様では従業員を育てる社
風があり、一人の従業員が測定も加工も担うことで、高精度加
工を実現しておられます。
自動車、航空機、再生エネルギーとさらに事業を発展させて
いく小金井精機製作所様のお役に立てるような製品の提供とサ
ービス体制を当社として築いてまいります。
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3

軽金属の鋳造、機械加工を行い輸送機器エンジン部品や半導体製造装置部品、ロボット部品を
世に送り出している TANIDA 株式会社様に、事業概要やモノづくりへのこだわりについて伺いました。

TANIDA 株式会社 様

【会社紹介】  年に有限会社として谷田銅合金鋳造所を創業。
以来、製造の限界を超えるため様々な認証の取得や他社に先立った
D プリンタの導入など、新技術の開拓に余念なく挑み続ける。
近年では航空機宇宙・防衛産業にも参入、注力しており特殊工程の
認証を数多く取得、D プリンタと独自の差圧鋳造技術により大手
海外メーカーとも取引を行っている。
本社工場：〒- 石川県金沢市東蚊爪町ラ -
http//tanidacojp/ja/

Q 事業概要を教えてください。

を精密に加工した様々な製品が搭載されていますが、これら

主な事業として軽合金の鋳造・機械加工を行っており、製

は非常に複雑な作りをしているため、日本が得意とする金型

品例としては輸送機関系や半導体製造装置、ロボット部品等

やダイカストでは成り立ちません。この部分は砂型鋳造と機

です。近年では特に航空宇宙・防衛産業の企業としてメディ

械加工による製法が今後も続くだろうと考えられており、ニッ

アに露出する機会が多く、コロナ禍でも同部門の大幅な売上

チな分野であるため参入障壁が高くなっています。しかし当

向上を達成しています。

社は 3D プリンタの技術と、独自の鋳造技術である差圧鋳造

元々の本業は鋳造で、鋳造の機械加工、熱処理、それから表

を組み合わせることにより製造限界を超え、他社よりも早く

面処理を行っていましたが、近年、事業領域の変革の一つと

合理的な鋳造を実現しました。加えて、当社は砂型鋳造や溶

して機械設計、解析評価、そして合金開発といったエンジニ

接などの様々な特殊工程の全てにおいて国際認証を取得し

アリングにも投資をしています。それに伴い、CMM や X 線

ています。これらの認定審査は非常に厳しく、また材料試験

検査、評価などの品質管理にも注力しております。今後は、

や X 線といった検査系の認定が多いです。そのためこの分野

エンジニアリングと評価の実証というところの付加価値を更

において東京精密さんと関わることがとても多く、今後もお

に高めていきたいと考えております。

付き合いしていくことで高度化していけるのではないかと考

また、昨年社名を変更し、谷田合金株式会社から現在の

TANIDA 株式会社となりました。というのも、社名に「合金」

航空機のエンジン部分にあるギアボックスには、鋳造素形材

えています。
これらの技術や取得認証から、海外大手のお客様にもご満

とつくとどうしても鋳物屋のイメージが強く出てしまうためで

足いただき、直接契約を締結していただけるほど高品質な製

す。私たちとしては、鋳物に拘らない、機械加工に拘らない、

品を送り出しています。

そしていろんな分野で事業を拡大していきたいという想いが
あり、TANIDA 株式会社へと社名変更しました。

Q 強みや特色を教えてください。

先ほど申し上げた事業拡大のための投資の一つとして、人
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また、当社では 2008 年より3D プリンタを導入しています。

Q

コーポレートスピリッツ
「 製造の限界突破 」 について
詳しく教えてください。

社内でモットーとして強く掲げており、従来の工法では超え
られなかった製造の限界を少しでも超えたいと考えています。

員的な投資にも力を入れています。モノづくりに直接的にか

その為に、鋳物を主な事業としてはおりますが「鋳物にこだわ

かわる作業者だけでなく、CAE、CAD、CAM を扱える鋳造

らないこと」を意識しています。航空機部品についても砂型

の技術員、そして航空宇宙産業にとって非常に重要な専門家

鋳物がまだまだ浸透していない反面、樹脂で作れないかな、

集団である特殊工程員の増員に注力しています。

なんて考えているんですよ。少しでも限界を超え、先へ行く

TANIDA株式会社
代表取締役社長

駒井 公一 様

工場内

ために、鋳物だけにこだわらず “ モノづくり” 全体として引い
て見る。こういった企業姿勢が大事だと思っています。

Q

今後の事業展開について
教えてください。

海外展開を視野に入れており、そのためにも様々な国の人

材を積極的に増やしています。かなり国際色豊かな職場に
なってきましたが、もっと多くの人材が欲しいと考えています。

三次元座標測定機 ZEISS Center Max®

また、2022 年春には多くの最新型装置が立ち並ぶ工場を
設立予定です。現行の工場では三次元座標測定の Center

ト体制は極めて重要だと感じています。工場にとって、機械

Max、PRISMO、SURFCOM NEX DX を既に導入していま

は止まれば止まるほど影響が大きくなりますから。とある工

すが、新工場では大型三次元座標測定機の ACCURA も二

作機械メーカーさんはサポート体制が素晴らしく、お昼過

台導入させていただく予定です。ロータリーテーブル埋め込

ぎに装置が壊れたと連絡したら翌日の午前中には復旧して

み型の装置は長年欲しかった測定機の一つのため、非常に期

くれます。そのくらいのスピード感で対応してくれると非常

待しております。その他にも大型の CT スキャニング装置や

に助かりますね。近年ではウェブでの対応が当たり前になっ

最新型の大型 3D プリンタも導入予定ですので、設立の暁に

てきたので、近い将来、ちょっとした装置不具合の問合せ等

はさらに良い製品を製造していきたいと考えております。

は AR 技術を導入して遠隔でやりとりするというサポートに

Q

も期待しています。

測定機器や東京精密に
期待することはありますか。

これからは、測定機一台一台の精度や機能がどうというよ

りも、マシン同士、工場同士をいかに繋げていくかだと考え
ています。システムを絡めて、測定機器を製造ラインに入
れ込んだり、様々な測定機器のプログラムを一つに統合し
たり。まさしく現在我々が推し進めているような、シミュ
レーション、解析、それに伴う評価、測定を連動して行える
ような、そんな革新的なデジタルの繋がりがあるといいな
と思います。
また、測定機器のような設備を選択する際、やはりサポー

東京精密より、対談を終えて
鋳物にこだわらず、” モノづくり” にこだわる 。そう熱く語り、
その言葉通り様々な分野にアンテナを張り、積極的に新しいも
のを取り入れ常にモノづくりの限界を超えていく TANIDA 株式
会社様。参入障壁が高いと言われる航空宇宙・防衛産業での

TANIDA 株式会社様の大躍進は、そんな強いこだわりと高い
行動力といった企業姿勢あってのことだと強く感じる取材でし
た。今後も発展し続ける TANIDA 株式会社様に寄与できるよ
う、東京精密も製品開発並びにサポート体制の強化等、努力を
続けてまいります。
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4

人工関節や骨接合材料、脊椎等の医療機器の開発や製造、販売を行っている帝人ナカシマメディカル株式会社様に、
東京精密製測定機導入のきっかけやその後の使用感などについて伺いました。

帝人ナカシマメディカル株式会社 様

【会社紹介】  年に医療分野への進出を開始し、その後、ナカシマプロペラ株式会社の
一事業部として医療事業室を設立。 年に人工関節の販売を開始し、 年に分社化
してナカシマメディカル株式会社に。その後世界で初めての人工膝関節用ビタミン E 入り超
高分子量ポリエチレン「ブレンド―E」を開発、販売を開始。 年に帝人株式会社様との
資本提携に併せ、帝人ナカシマメディカル株式会社に社名変更。現在は人工関節や骨接合材
料、脊椎等の医療機器の開発や製造、販売を行っている。
本社、工場：〒- 岡山県岡山市東区上道北方  番地  号
https//wwwteijin-nakashimacojp/

Q

事業概要を教えてください。

清水：人工関節や骨接合材料、そして脊椎固定システムの開

Q

東京精密製品導入のきっかけや、
現在所有している製品について
教えてください。

発、製造、販売を行っています。人工関節事業では主にリウ

清 水：2004 年に、真円度

マチや変形性関節症の患者さんに使用される全置換型のも

測定機を購入したのがお

のを開発しており、骨接合材料事業では骨折等の際に骨を繋

付き合いの始まりです。当

ぐプレートやスクリュー、ケーブルを開発。そして脊椎事業で

時、人工股関節製品の立

は脊柱管狭窄症や脊椎すべり症、外傷などの脊椎疾患の際

ち上げを行っており、骨頭

に脊椎固定術に併用することを目的とした脊椎固定システム

の測定のため購入しました。

を開発しています。

宮田：骨頭部分は、接合し

人工関節の発祥は欧米で、海外メーカーのシェアが高く製

ている部品である超高分

品開発でも先行している部分があります。しかし当社では

子量ポリエチレン（人工の

2010 年、人工関節の軟骨に当たる部分であるポリエチレン

軟骨部分）の摩耗低減のた

プレートにビタミン E を添加することで製品の耐摩耗性、耐

めに、より真球である必要

酸化劣化性を大幅に向上させることに世界で初めて成功しま

があり、µm 単位まで加工の精度を上げなければならない非

した。まだ発売から年数が浅く、あくまでシミュレーション

常に重要な部分です。そこで東京精密製の真円度測定機を

データ上ではありますが、一般には 10 年〜 15 年というところ、

採用しました。その他、骨頭とステムをジョイントさせるため

20 年以上製品寿命を保てるという結果が出ています。

の 穴 の 部 分 に つ い て は、真 円 度 を RONDCOM 43C、

Q

RONDCOM NEX で測ることに加え、真直度を DuraMax

海外メーカーとの差別化について
教えてください。

清水：海外メーカーは大量生産が主力ですが、我々は多品種

で測っています。RONDCOM NEX は、RONDCOM 43C
の使い勝手が良かったため、その後継機種ということで昨年
導入しました。

少量生産にも力を入れています。手術手技や考え方によって

骨頭は毎月多くの数を出荷するのですが、RONDCOM

必要となる手術器械の形状や機能が異なるため、一病院一ド

NEX を使用すれば一度に 9 個ほど測ることができるため、一

クターごとに製品を提供することもあります。そういった先生

個ずつ計測していた以前と比べてかなりの工数の削減に繋が

一人一人の「こういったことを実現したい」というご要望に寄

りました。それに加え、RONDCOM NEX の場合はセッティ

り添ったオリジナル製品の開発を得意としています。

ングさえすれば後は自動で測ってくれるので、その間作業者
の手が空くのも助かっています。
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人工股関節

帝人ナカシマメディカル株式会社
製造部 部長

帝人ナカシマメディカル株式会社
製造部 検査課 課長

帝人ナカシマメディカル株式会社
生産技術部 主任

清水 裕一 様

宮田 明和 様

石井 力渡 様

うな非接触測定機では測定ができないということが多いです。
体内に埋め込むインプラント製品のため、レーザーでの測定
を目的としてスプレーなどの加工をするというわけにもいき
ません。しかし、やはり非破壊で測りたい。
真円度測定機 RONDCOM NEX（ XY 軸自動ステージ付）

鏡面や樹脂のものを非接触で測ることができ、かつ形状や
粗さが一台で測定でき、更には良否判定までしてくれるなん
て装置を造っていただけると嬉しいです。

Q

今後の事業展開について
教えてください。

石井：人工関節において一番いいのは、患者さんの CT を基

にカスタムメイドで作っていくことです。現在はサイズごと
に分類された大量生産品が多く流通していますが、最近は
国でカスタムメイドが良いという動きが強くなってきていま
す。冒頭でも少しお話ししましたが、私たちは皆さま一人一
人のご要望に寄り添ったオリジナル製品の開発を得意として
いますので、今後はこう
三次元座標測定機 ZEISS DuraMax® 測定の様子

Q

いった分野を伸ばしてい
こうと考えています。そ
のためにはより精度を追

東京精密に期待することは
ありますか。

ませんので、これからも

宮田：サービスの方に何度かきていただいたことがあり、非

東京精密の製品を使いカ

常に丁寧に対応していただいという印象があります。また、三

スタムメイド品を作って

年に一度メンテナンスもしていただいており、アフターサー

いきたいと思っています。

及していかなければなり

関節プレート 測定の様子

ビスの面で困ったことはありません。
石井：測定機器の側面から言えば、もっと簡易的にプログラ
ミングができるような製品が欲しいです。現時点ではプログ

東京精密より、対談を終えて
長寿国である日本において、高齢者の方々の健康寿命の延伸

ラミングが適宜必要な対象製品は限られていますが、今後そ

という大きな課題を担う帝人ナカシマメディカル様。取材の中で

のような製品が増えていった時のことを考えると、真円度

「このような測定は可能か」
「こういったことができる測定機器が

測定機だけではなく三次元座標測定機も含め、プログラミン
グが簡易的にできる製品が欲しいですね。
清水：近年、レーザーを使った非接触測定機が多いですが、
私たちが扱っている製品は鏡面のものや、超高分子量ポリエ
チレンのようにレーザーを吸収してしまうものがあり、そのよ

欲しい」等多くのご要望をいただき、今後の製品改良・開発にと
ても真摯に臨まれておりました。このような姿勢が、医療製品の
中でもより精度を追及されるインプラント製品事業の中での継
続・発展に繋がっているのだと感じました。今後も帝人ナカシマ
メディカル様の製品づくりに寄与できるよう、東京精密は製品開
発に取り組んでまいります。
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ACCRETECH ショールームのご案内

ACCRETECH では各計測機器のご紹介、トレーニングのために、各地区にショールームを設置しております。
計測機器のご検討時には、ぜひともご来場いただき製品性能をお確かめください。

交通のご案内
●車 ............................. 中央自動車道｢八王子IC｣より約分
（約km）
「北八王子駅」
下車、徒歩分
●電車 .......................... JR八高線
●電車・バス .................. JR中央線
「日野駅」
下車、京王バス
「八王子北口行」
乗車、

交通のご案内
●車 ............................. 常磐自動車道
「土浦北IC」
より約分
（約km）
●電車・タクシー ............ JR常磐線
「土浦駅」
下車、
タクシー約分
（約km）
JR常磐線「神立駅」下車、タクシー約分（約km）

●電車・タクシー ............ JR中央線
「豊田駅」
下車、
タクシー約分
（約km）

〒300-0006 茨城県土浦市東中貫町4

〒192-0032 東京都八王子市石川町2968-2

TEL.（029）831-1234 FAX.（029）831-4453

「コニカミノルタ前」
下車、徒歩分

TEL.（042）642-0381 FAX.（042）642-0385

GS

交通のご案内
●車 ............................. 東名高速
「東名三好IC」
より、約分
（約km）
「名古屋駅」
から地下鉄東山線
「伏見駅」
にて、地下鉄鶴舞線に
●電車・地下鉄・タクシー. JR
乗換え
「三好ヶ丘」
駅下車
（約分）
、
タクシー
（約分）
.......
●電車・地下鉄・バス
にて、地下鉄鶴舞線に
JR「名古屋駅」から地下鉄東山線「伏見駅」
乗換え
「赤池駅」
下車
（約分）
、名鉄バス
（新屋経由豊田市行き）
三好高嶺下車
（約分）
、徒歩約分

交通のご案内
●電車 .......................... 地下鉄御堂筋線
「江坂駅」
下車、①番出口
「北口」
徒歩約分

〒470-0213 愛知県みよし市打越町新池浦96

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-18-27

TEL.（0561）32-8501 FAX.（0561）32-8618

TEL.（06）6821-0221 FAX.（06）6821-0210

株式会社 東京精密

株式会社 東精エンジニアリング

■ 計測機器取扱営業所

■ 計測機器サービスステーション

東北営業所 （）-
北関東営業所 （）-
埼玉営業所 （）-

浜松営業所

（）-

本

社

（）-

名古屋事業所 （）-

名古屋営業所 （）-

東北出張所

（）-

北陸出張所

（）-

北陸営業所

（）-

太田営業所

（）-

大阪営業所

（）-

東京営業所 （）-

大阪営業所

（）-

さいたま営業所 （）-

明石営業所

（）-

厚木営業所 （）-

姫路営業所

（）-

東京営業所

（）-

広島営業所

（）-

長野営業所

(）-

広島営業所

（）-

厚木出張所

（）-

福岡駐在所

（）-

新潟営業所 （）-

九州営業所

（）-

長野出張所

(）-

九州出張所

（）-

浜松営業所

（）-
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