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鋼を削り︑
夢を形に︒
未来を創造する︑
確かな技術

C

鋼を削り、夢を形にする。

More Innovative Elemants

私達の強み
三重精機だからこそできる精密加工技術があります。

日本のモノづくり産 業に、なくてはならない存 在になる。

それは、
「より良い製品をつくりたい」
という想いのもと、

そんな未 来を思い描き、精 密 部 品の切 削 加 工を専 業

従来の概念を見直し、独自で生み出した設備と加工方法。

に今日まで歩んでまいりました。

より精密な加工を可能にし、

私たちがつくる製 品は、日本の基 幹 産 業である自動 車

量産までのタイムスケジュールを大幅に短縮させる技術です。

関 連の部 品にはじまり、生 活を支える電 機 産 業 、事 務

技術者一人一人の高い意識と、

用 機 器など様々な分 野で採 用されています。

コストパフォーマンスに抜きんでたモノづくり。

新しい時 代を迎え、ニーズの多 様 化が加 速する現 代 。

これが、三重精機の強みです。

私たち三 重 精 機も常に進 化する必 要があると強く感じ
ています。
代表取締役
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加藤 峰幸

創 業から8 0 年 以 上 。
「より良い品 質と適 正 価 格 」をモットーに、社 会をより豊
かに発 展させるべく挑 戦を続けてまいります。

経営理念
Bussines Philosophy

社会に奉仕出来得る事。
又、社員には安定ある生活を！

企業目的
Vision Statement

需要家に安心と満足を頂ける製品作り。
“品質とコストへの挑戦”
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奥村 真由美

正木 陽平

桑名工場勤務 検査 班長
2006年入社

桑名工場勤務 生産技術部 課長
1996年入社
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NCオペレーター

Hiroya Nakajima

Hideyuki Tanaka

桑名工場勤務 営業部 係長
2011年入社

大安工場勤務 NCオペレーター 主任
2006年入社

中嶋 大也

田中 秀幸

見えないキズも逃さない。

未来への責任を胸に。

適切な
「解」
を提案する。

想定以上を、
つくる。

私の担当は検査係。班長としてチーム全体をまとめ

私たち生産技術部が担うのは、生産ラインを立ち上

私たち営業の仕事は、決してモノを売ることではあ

私が担当しているのは、製品加工。鋼鉄製のバー

ています。
この部署では、高品質の製品を正確にお

げ、量産体制を構築すること。生産技術を担うのは

りません。
お客様のご要望を丁寧にうかがい、
そこから

材から製品を生み出し、研磨加工を施して仕上げ

届けするために、一つ一つチェックしています。肉眼

15 名ほどで、2 人 1 組になって進めていきます。

見えてくる課題に対して適切な解決策を提示するこ

では見えないような小さな不良も見逃さないように、顕
微鏡を使って丁寧に検査を進めていきます。
不良の症状は様々。小さなキズもあれば表面の粗

さ、カミコミという不良も。製品や加工方法によって生
じやすい症状が異なるため、検査員にも一定の技術
と知識が必要とされます。
そこで、私たち検査チーム
では、製品ごとに担当を固定。同じ製品の検査を継
続できる体制にすることで、各自にノウハウが蓄積さ

れ、検査の精度を高めることができるんです。

お客様と綿密に打ち合わせを行い、製品機能を満
たすさまざまな提案をして、
どのような工程で加工する
か。試作を繰り返しながら品質と効率を追い求め、立
ち上げまでの半年から 1 年間走り続けます。
しかし、製造が始まっても足を止めることはありませ
ん。
それは、想定と異なるトラブルや課題が見つかる
可能性があるからです。切削刃具のテストやプログラ
ムの再検討などができるよう、量産スタート後も常に目
を光らせています。
私たちの仕事が、人々の役に立っている。街で自動

とが私たちの役割だと考えています。訪問した先でい
ただいたご相談すべてに「わかりません」と答えてい
ては、信頼いただくことはできません。
コスト、加工、納期。
お客様の各部署から寄せられ
るオーダーに対し、スピーディーに、そして適切な
「解」
を提示できるよう準備することが大切です。
そのため
にも、営業だけが独立した部隊として動くのではなく、
製造や品質保証の現場と常にコミュニケーションを図
り連携する。
そうすることで製品の種類、機能、加工

私たちが手がける製品は、人の命にも関わる大切

車を見かけるたびに、そう実感しています。つくったら

の基礎まで、全体の知識を網羅することができます。

なもの。
お客様から
「三重精機さんなら安心」
と思って

終わりではなく、その先の未来にも責任を持つ。
この

営業一人一人が、三重精機の専門家。
これからも、

いただけるよう、品質を守ります。

使命感を胸に、今日も走り続けます。

お客様と向き合います。

ていきます。

生産技術部から引き継いだ図面や工程、加工方

法に基づいて作業をしていくのですが、全てが想定

通りにいくわけではありません。思いがけないキズが

できてしまったり、作業効率に課題を感じることもあり
ます。中には、数字やデータで表せない感覚的な違

和感も。
このような繊細な不調にいち早く気付けるの
は、私たち技術者です。

技術部へ症状を報告し、連携しながら改善策を考
える。
ドリルや刃物を変える、加工方法を変える。工夫

できることは、すべてやる。
そうすることで「想定以上
の品質」
を目指しているんです。

私たちがつくるのは、自動車の ABS に関わる重

要な部品。お客様が安心して採用できる品質の製
品を、
これからもつくり続けます。

０1.

工程整備・立ち上げ
部品の注文をいただいたら、お客様と綿密に

０３.

品質検査
小さな部品は顕微鏡や拡大鏡を用いて表面

打ち合わせ。材料や加工方法、プログラムを

加工などの不良を検査します。

検討し、試作品を製作します。品質とコスト、両

品質保証部でも抜き打ち検査を実施。

面でベストなラインを立ち上げます。

３次元測定機、他各種測定機を用いて品質
が担保できているかチェックします。

製造
工程

０２.

製品加工・洗浄
乾燥処理

０４.

出荷
品質、数量などをチェックしたら箱詰めを行い
ます。製品やお届け先に間違いがないよう、

マシニング、二次加工機、研削盤、単軸自動

正確にピッキング。

旋盤、多軸自動旋盤を部品や工程によって

お届けした後もお問い合わせ対応など、サ

使い分け、超精密・高精度の加工後、洗浄・

ポートを継続します。

乾燥処理を行い、品質検査へ。

IoT技術の導入で、
もっと高品質に。
当社では競争力を高めるための進化を続けており、その一
つが IoT 技術の導入です。製造データをリアルタイムで吸
い上げ、刃具の摩耗や不良をいち早く感知。製造効率と品
質を大幅にアップさせました。今後も AI の活用など最新技
術を積極的に導入していく方針です。

取扱製品一覧
A BS (アンチロックブレーキシステム)

直噴エンジン

Quality
Control
シャフト

ボデーバルブボール

シートバルブ

シャフト

オートマチックトランスミッション

プランジャ

バルブソレノイド

シリンダサプライポンプ

コネクタサブアッセンブリ

シャフトアーマチャ1W

ホルダハウジング

パワーステアリング

シャフトEPSモーター

プラグ

三重精機が誇る高い品質のモノづくりは、決して一つの部門による努力では担保することはできません。
すべての部門が想いを共有し、モノづくりと向き合う必要があります。
そこで、社内の教育制度を改革。現場
での研修に加え、品質保証のルールを定めた「ISO9001」の周知や各作業の意義といった理念を共有。
製造に関する社内テストも実施しています。社歴や職域、雇用形態を問わず、全員が一定以上のノウハウを
保有する。プロの意識を持てる環境をつくることで、お客様の安心につながるのです。

製造工程

バルブサブアッシーソレノイド

その他

バルブフローコントロール

お客 様に「 安 心の品 質 」をお約 束したい。
そのために、私たちができること。

カラー

工程整備
立ち上げ

お客様へ
「安心の品質」を
保証するために

電極組立

製品加工・洗浄
乾燥処理

品質検査

出荷

品質保証部
不良予防
措置

QC工程表
検査法
作成

計測器の管理

お客 様対 応についても素 早いレスポンスを心がけています

■あらゆるニーズにお応えします ■
切削加工を行い、バー材から生み出される自動車用精密部品。切削加工と研
削加工を駆使することでμm 単位での寸法保証を実現するなど、
その精度の高
さに自信を持っています。
また、特殊鋼（鉄系）
の加工をメインとしながらも、
ステン
レス材、
アルミ材、真鍮材など、多種多様な材料の加工に対応。材料径について
もφ20 以下の材料加工を得意とし、
φ2.8 ほどの材料からの量産実績もあります。
さらに、加工方法も切削や研削だけに留まりません。
お客様や市場ニーズに合
わせた加工を幅広く提案。切削加工後の表面処理をはじめ熱処理（外部委
託）、ASSY、小組み立てなどにも対応しています。
当社が自動車部品業界に参入して、約 50 年。現在はガソリン直噴エンジンやディーゼル直噴エンジンの部品、ABS
に代表されるブレーキ部品、パワーステアリングなどの駆動系部品などを製造。
自動車産業に欠かすことのできない、
あ
りとあらゆる製品をお取り扱いしています。

モノづくりを流れ作業にしない。
頭脳でモノづくりをするのが、三重精機なんです。

Masafumi Mori

森 政文

1987年入社
製造技術部 部長

自動車 1 台につき、使われる部品は約 4 万点。
その中でも私たち
は人の命に関わる
「重要保安部品」の製造を担っており、より高い
レベルの品質を求められます。生産性に課題があれば生産ラインの
レイアウトから考え、品質の課題があれば原因の抽出と分析を行う。
品質保証や製造部と連携しながら、常に改善策を考えています。
「決められたものを決められた通りにつくれば良い」ではなく、「今ま
で以上に良い製品と品質に仕上げたい」という想いがある。創意工
夫と挑戦を続ける、三重精機です。

CSR活動

拠点一覧
本社工場

品質方針（ISO9001）
お客様に安心と満足をしていただける品質の製品をお届けする。
このために“品質とコストへの挑戦”を継続する。

第一工場

① お客様に業界NO.1の製品を提供する。
② お客様期待値を達成すべく最大限の努力をする。
1．
お客様のニーズと期待を理解し、その要求事項と関連する法規制要求事項を順守する。

第二工場

3．
年度会社方針を策定し、品質目標として期毎の実施事項を明確にし、部門に展開する。
また、その達成状況を
定期的にレビューする。
4．
品質方針及び、年度会社方針は掲示し全従業員に周知徹底する。
また、品質方針は、HP及びパンフレット等により、公開します。

2016年06月20日
三重精機株式会社
代表取締役 加藤 峰幸
QMS管理責任者 北山 英之

第三工場

テック
IVセンター

三重精機（株）は水郷の町桑名、及び山と緑豊かな自然に囲まれたいなべに拠点を構え、
自動車関連を主力とした精密部品の加工、
組立を行っています。
私たちはこれらのことを認識し全員参加のもと、環境保全及び改善を行い、住み良い社会・環境づくりに取り組みます。

大安
第二工場

3．
環境に関する法規制や、協定を順守するとともに、
当社が同意するその他の要求事項を順守し環境保全に努めます。
4．
環境方針は、全従業員に周知し、環境意識の向上を図ります。
また、HP及びパンフレット等により公開します。
2016年10月20日
三重精機株式会社
代表取締役 加藤 峰幸
EMS管理責任者 三ツ井 孝幸

道路清掃

中学生の職場体験
地域の皆様への感謝の気持
ちと、環境方針の一貫で、ス
タッフ全員で道路清掃活動
を行っております。

人材育成にも力を入れてい
る当社では、毎年近隣の中学
校を対 象とした 学 生 の 職 場
体験を受け入れており、見学
や 実 際 に業 務 の 体 験をして
もらう活動を行っております。

【総務・会計】TEL: 0594-22-0856 FAX: 0594-37-0182

代表者

加藤 峰幸

【経営企画室】TEL: 0594-37-0185 FAX: 0594-37-0181

創立

1937年

【本社製造課】TEL:0594-37-0183 FAX:0594-37-0184

設立

1985年

〒511-0824 三重県桑名市繁松新田1-1
【第一製造課】TEL: 0594-22-5118 FAX: 0594-23-4790
〒511-0824 三重県桑名市繁松新田8-1

2,000万円

資本金

切削加工、研削加工、樹脂溶着、小組立、

業種

プレスASSY
取扱品目

〒511-0851 三重県桑名市西別所28-2
TEL: 0594-27-3838 FAX: 0594-27-3918

自動車用精密部品、農機用部品、
住宅設備機器部品他

【営業部(業務課)】TEL: 0594-37-0173 FAX: 0594-21-5514
主要取引先

(株)デンソー、(株)ジェイテクト、
アイシン精機(株)、(株)アドヴィックス、
日立金属(株)、CKD(株)

【生産技術部】TEL: 0594-27-1007 FAX: 0594-27-1088
【営業部】TEL: 0594-37-0180 FAX: 0594-37-0181
【品質保証部】TEL: 0594-37-0175 FAX: 0594-27-1088

大安工場

2．
全ての事業活動によって、生じる環境への影響を考慮し、環境目標を設定し、持続可能な資源の利用に努めます。
① 省エネの推進により、
エネルギー原単位の低減に努めます。
② 廃棄物の排出量原単位の低減及び適切な処理に努めます。
③ 地域社会への貢献。

三重精機株式会社

〒511-0825 三重県桑名市上野971

環境方針（ISO14001）

1．
全従業員参加により、環境保全活動に取組み、継続的改善による環境パフォーマンスの向上及び汚染の予防に努めます。

会社名

〒511-0825 三重県桑名市上野970

【第二製造課】TEL: 0594-37-0174

2．
全従業員に品質及び業務教育を実施し、品質マネジメントシステムの有効性の維持と継続的改善に努める。

会社概要

タイ工場

〒511-0283 三重県いなべ市大安町南金井1578-5

MIE

【大安製造一課】TEL: 0594-87-1002 FAX: 0594-77-3004
〒511-0283 三重県いなべ市大安町南金井2712
TEL: 0594-87-1002 FAX: 0594-77-3004

MIE-SEIKI（THAILAND）CO.,LTD

789/174 Moo 1, Tambol Nongkham, Amphur Sriracha,
Chonburi 20230, Thailand

THAILAND

他

