
東京精密のあゆみ

●精密測定機器  

●半導体製造装置 

東京精密は、いくつもの変化を乗り越え、たゆまぬ進化を続け、最高峰の技術を用いた精密測定機器と半導体製造装置を世に
送り出し、お客さまにモノづくりの新たな可能性を提供しています。
あふれる好奇心と高い誇りを胸に、たえず技術革新にチャレンジし、活躍のフィールドを世界に広げ、生まれる新たなニーズに
応え続ける挑戦はこれからも続き、終わりはありません。
私たちの使命は、世界一のモノづくりを実現することです。形にしたい未来がそこにあるからこそ夢を描き、モノづくりに没頭
し技術を磨きながら、私たちはこれからも一歩ずつ前に進み続けていきます。

最高峰の技術を提供し、世界一のモノづくりを実現する
変わり続ける。未来をつくる。追随を許さない、唯一無二の存在へ―。

1949 ● 東京精密工具（株）設立
1951 ● メカニカルゲージを応用した

各種測定機の製作販売開始
1952 ● 高圧流量式空気マイクロメータの

わが国初の工業化に成功
1955 ● 三鷹本社
1957 ● 差動変圧器式電気マイクロメータの

わが国初の工業化に成功
● 第一精機（株）設立

1958 ● ゲルマニウムペレット厚さ自動選別機
の開発

1962 ● （株）東京精密に社名変更
● 東京証券取引所市場第二部に株式上場
● 表面粗さ測定機の開発

1963 ● 八王子工場開設
● 内周刀式ウェーハスライシングマシン
のわが国初の開発に成功
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表面粗さ・輪郭形状複合測定機
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（2013）

真円度・円筒形状測定機
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（2018）
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プロービングマシン
A-PM-3000A
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三次元座標測定機
XYZAX AXCEL
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光学測定機器
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真円度・円筒形状測定機
RONDCOM 5A
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高剛性グラインダ
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ダイシングマシン
A-WD-3000A
（1984）

充放電試験装置

（2019）

表面粗さ形状測定機
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（1984）
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（2013）

プロービングマシン
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三鷹本社（1985） 八王子ACCTタワー（2001） 大阪営業所

1964 ● ウェーハプロービングマシンの開発
1967 ● 真円度測定機の開発
1969 ● 土浦工場開設

● （株）東精エンジニアリング設立
● 三次元座標測定機のわが国初の開発

1970 ● ウェーハダイシングマシンの開発
1979 ● 自社技術・超高精度回転エア

ベアリング採用の真円度・
円筒形状測定機上市

1985 ● 三鷹本社に新社屋完成
● ソフトウェア開発専門会社
（株）トーセーシステムズを
（株）シーイーシーと共同で設立

1986 ● 東京証券取引所市場第一部に株式上場
1987 ● 技術研究所設立
1988 ● グループリーダー制導入
1989 ● ドイツに現地法人Tokyo Seimitsu 

Europe GmbH設立
● 米国に現地法人 Tokyo Seimitsu 
America, Inc.設立

1992 ● 韓国に現地法人（株）ACCRETECH
サービスセンター開設
● 第一精機（株）を
（株）マイクロテクノロジに社名変更

1994 ● 八王子･土浦両工場一括で
ISO 9001の認証取得
● 計量法トレーサビリティ制度に基づく
長さ測定用レーザの校正認定事業者と
して八王子工場が認定取得
● 北京駐在事務所開設
● マレーシアに現地法人Tokyo 
Seimitsu（Malaysia） Sdn. Bhd. 設立

1995 ● 計量法トレーサビリティ制度に基づく
端度器（ブロックゲージ）の校正認定事
業者として土浦工場が認定取得
● 米国に現地法人ACCRETECH 
America, Inc.およびACCRETECH 
Manufacturing Company 設立
● カールツァイス社（独）と精密測定機器
分野で全面提携

1996 ● 台湾新竹市にテクニカルセンター開設
1997 ● 製品開発の原則制定
 ● Tokyo Seimitsu （Singapore） Pte. 

Ltd. 設立
1998 ● MOTTO制定

● 八王子・土浦工場一括でISO 14001の
認証取得

1999 ● （株）アクレーテク･ファイナンス設立

2001 ● コーポレートブランド「ACCRETECH
（アクレーテク）」を導入
● 八王子新本館（ACCTタワー）完成
● （株）東精ボックス設立

2002 ● カンパニー制導入
2005 ● 八王子・土浦新工場竣工

● カールツァイス社（独）との提携を5年
更新

2007 ● ACCRETECH Korea, Co., Ltd. 設立
● MAHOH DICING MACHINEが
第27回優秀省エネルギー機器表彰で

 　日本機械工業連合会会長賞を受賞
● 計量法トレーサビリティ制度に基づく
長さ測定用レーザの校正および三次元
座標測定機の定置校正認定事業者
として土浦工場が認定取得

2008 ● 土浦メトロロジー（計測）センター
オープン
● 土浦CMM棟竣工
● 非接触センサで三鷹光器と技術提携

2009 ● Accretech America Inc.設立
2010 ● 本社を八王子に移転
2011 ● 半導体社　八王子工場第五工場完成

● 八王子メトロロジー（計測）センター
オープン

2012 ● 三菱マテリアルよりブレード事業譲渡
ブレード事業開始
● デバイスプロセスの多様化に対応した
ACCRETECH Application Centerを
開設

2015 ● Tokyo seimitsu （Thailand） Co., 
Ltd.をAccretech （Thailand） Co., 
Ltd.に社名変更

2016 ● 半導体社　八王子工場第六工場完成

2017 ● ACCRETECH「女性活躍推進宣言」
● プラズマダイシング工法の普及に向け
レーザグルービング装置でパナソニッ
ク ファクトリーソリューションズと協業

2019 ● （株）アクレーテク・パワトロシステム
の設立（旧：（株）富士通テレコムネッ
トワークス福島の株式取得により社名
変更）

● ACCRETECH SBS Inc.　ACCRETECH 
SBS UK Ltd. の設立 （子会社である
（株）東精エンジニアリングによる、
Schmitt Industries, Inc. のバランサ事
業および英国子会社の授受により設立）

2020 ● 土浦工場MI棟竣工  
● ベトナム現地法人半導体事業部門オ
フィスの開設  
● （株）アクレーテク・パワトロシステム
（旧（株）富士通テレコムネットワーク
ス福島）の完全子会社化完了

● 大阪営業所を改装新設  
2021 ● ACCRETECH TAIWAN CO., LTD. の

新社屋完成  
●  台湾新アプリケーションセンターを

 　設立
2022 ● 吉田均会長CEO就任  

● 木村龍一社長COO就任  
● 東京証券取引所 市場区分見直しにより
プライム市場へ移行  
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