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Company Information
会社情報

会社概要
商号 安井精工株式会社

設立 1957（昭和32）年3月

代表者 代表取締役 安井 淳

所在地 〒490-1112 愛知県あま市上萱津北の川44-1

TEL 052-444-8058（代）

FAX 052-444-9363

会社規模 敷地面積 7,865㎡ 建物面積︓ 4,600㎡

資本金 4,800万円

主要製品 厨房設備関連部品, OA機器関連部品, 重電機部品, クリーンルーム関連部品, 
一般プレス・精密板金加工, 各種筺体組立

取扱材料 金属全般【SUS（ステンレス）, 鉄（表面処理鋼板等含む）, アルミ, 銅, 真鍮等】

外部認証 ISO9001︓2015【2018（平成30）年11月 認証取得】

会社沿革
1957（昭和32）年 3月 現本社所在地に於いて資本金160万円(有)安井板金所設立

1963（昭和38）年 3月 資本金500万円に増資

1968（昭和43）年 4月 資本金1000万円に増資

11月 甚目寺工場新設

1969（昭和44）年 9月 甚目寺工場増設

1974（昭和49）年 8月 甚目寺工場増設

1979（昭和54）年 6月 甚目寺工場増設

1983（昭和58）年 7月 甚目寺工場の隣接地に甚目寺西工場新設

1987（昭和62）年 1月 安井精工株式会社に社名及び組織の変更

10月 資本金3000万円に増資

1988（昭和63）年 12月 資本金4800万円に増資

1989（平成元） 年 8月 甚目寺西工場増設

1991（平成3） 年 9月 甚目寺西工場増設

1997（平成9） 年 4月 甚目寺工場増設

2003（平成15）年 11月 ISO9001︓2000認証取得

2018（平成30）年 11月 ISO9001︓2015へ移行



事実に基づき本質を追求する企業

創業者の理念

安井精工の理念『常に変化を迎え
入れ、価値ある製品を作り出す』は、
創業者の言葉『より良い製品を より
良い方法で より安く作るよう全員が
一致協力して努力しよう』という製
造業における普遍的であり不変的本
質を現代流に解釈したものでありま
す。

ものづくりを
続けて半世紀

創業より半世紀以上の歴史におい
て、この本質を常に忘れることなく
活動してきた結果、高品質を維持す
るノウハウとして豊富に蓄積されて
います。

その受け継がれたノウハウ（職人
の技）と最新鋭加工機の技術を駆使
し、お客様のニーズ・ご要望を具体
的な形に仕上げることが私たちの使
命であります。

受け継がれた
ノウハウ

今後も、めまぐるしく変化する社
会環境を柔軟に迎え入れ、事実に基
づいて本質を追及し”縁の下の力持
ち”的な役割で社会貢献を目指します。

真心と
大きな安心

作りこまれる品質に真心と安心を
プラスした、大きな満足をご期待く
ださい。

ビジョン
私たちが生きている時代は、全世界が一つに結ばれたグローバルネットワーク時代であり、すべての人々が国籍に関
係なく、一緒に働いて一緒に競争し、時間と場所の制約を受けない無限競争の時代です。

もう高品質の製品を最小限のコストで低価格で提供することは生存の基本になりました。
仕事があふれていた過去のINPUT中心から創造的な提案を堂々と表現するOUTPUT中心に変化しています。
したがって、今後の製造業は、革新的で創造的な提案をすることができる人材を確保することを目指しておく必要が
あります。

また、グローバル化された競争で優位を占めるための最も基本的な戦略は、優秀な人材を確保し，高級化された専門
知識に現在の分野（製造業）だけでなく、新規産業分野に段階的に進出することができるグローバルな競争力を備え
た革新的な企業になるように最善を尽くします。

Management Principles
経営理念



精密板金総合加工メーカー

①営業部
※ 信頼性の高いIBM製サーバPCで独
自の生産管理システムを開発・運用
し、素早く受発注を行います。

②生産技術
※お客様からいただいた図面・デー
タ・仕様書を基に生産技術課で加工
プロセスについて打ち合わせを行い、
加工方法（工程）が決まります。
その情報は生産管理システムに反映
されます。

③CAD・CAM
1. 最新のCAD・CAM設備による図面
展開
2. NCT, レーザー加工データと同時
に曲げ加工データも自動作成
3. 作成された加工データは社内ネッ
トワークシステムにより各加工機へ
ダイレクトに転送され素早い加工の
準備が可能です。

⑥溶接工程
※社内認定制度で認定された技術者
が鄭重で繊細な作業を行います。
また、『溶接管理基準』により各条
件のパラメータが確立されており、
安定した品質を確保いたします。

⑤ベンディング(曲げ)工程
※精度の高い新鋭加工機に技術者の
『技』が融合
※難加工もご相談下さい。
※加工データの共有化はもちろん、
技術の継承も確実に行われます。

④NCT/レーザー工程
※7台の加工機が効率の良いスピード
加工を実現しております。

⑦プレス工程
※15トン〜200トンの充実したプレ
ス機がお客様のあらゆるニーズにお
答えします。

⑧品質保証体制
※管理された測定機器で、工程内検
査・最終検査を実施します。

⑨組立工程
※鉄・ステンレスなどの材種を問わ
ず、ユニットアッセンブリ、筐体組
立を行います。

⑪出荷
※運搬で製品が損なわれないよう、
製品単位で考えられた梱包を行い高
品質を保持し、お届けいたします。

⑩その他加工工程
※バリ処理、ボール盤、タップ、カ
シメ、仕上げなど、細部まで丁寧に
加工いたします。

精密板金加工の分野において、設計段階からの提案型サポート、ユニットアッセンブリ、筺体組立までの一貫生産が
可能です。
試作・難加工が得意な通称「東工場」
ステンレス加工が得意な通称「西工場」
隣接した２つの工場が それぞれの特徴を活かし、あらゆる加工に精通しています。
また、目指す物が明確であるため情報の伝達、共有化が確実に行われ、フレキシブルに効率良く動ける環境でありま
す。
1ヶの試作から量産加工まで幅広く迅速に対応いたします。

Factory Introduction
工場紹介



品質方針
１．当社は『顧客のニーズに合う品質確保で安心と信頼を提供する』ことを最優先の目的と

する。

２．当社は 顧客要求事項への適合と品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善を
推進する。

３．当社は 総合型板金ファクトリーを目指す。

４．当社は 提案型業務により顧客の製品開発を支援する。

５．当社は 徹底した品質管理体制を確立する。

2018年09月01日
安井精工株式会社

代表取締役社長 安井 淳

環境方針

基本理念 安井精工株式会社は、地球環境の保全が人類共通の重要課題のひとつであることを認識し、事業活動の
あらゆる面で環境保全に配慮して行動します。

行動指針

１．環境保全への取り組み
■ 当社は、合理的な生産活動と質の高い精密板金加工品を提供するという基本使命を踏まえ、以下の

重点項目について積極的に取り組む｡
① 環境に著しい影響を与える物質を使用しない
② 原材料・副資材・オイル・薬品類のMSDS等状況を把握し、管理する
③ 廃棄物のマニフェストを取得し、管理する

２．環境マネジメントシステムの継続的改善
■ 環境マネジメントシステムを確立し、環境負荷の状況把握と汚染の

予防に努める。
また事業活動による環境影響を的確に把握し、必要に応じて対応する。

３．法規制等の遵守
■ 環境に関する法律、規制及び当社が合意したその他の要求事項を

遵守する｡

４．環境方針の周知
■ 全従業員にこの方針を周知し、環境保全への意識高揚を図る。

５．環境方針の公表
■ この環境方針は、社内外からの要求に応じて公表する。

2018年09月01日
安井精工株式会社

代表取締役社長 安井 淳

Quality・Environmental Policy
品質・環境方針



機械名称 型式 メーカー 台数 備考

シャーリング DCT 2045 アマダ 1 4.5t×2,000

NCT/レーザー複合機
ACIES-2512T-AJ アマダ 1 30TON 2,550×1,270

EMLZ3510NT+ASR-48M アマダ 1 30TON 2,500×1,270

NCTタレットパンチプレス
EM255NT アマダ 1 20TON 1,270×1,270

EM2510NT 他 アマダ 3 20TON 2,500×1,270

プレスブレーキ

HDS 1703NT アマダ 1 170TON 3,000

HDS 8025NT 他 アマダ 2 80TON 2,500

HDS 5020NT 他 アマダ 7 50TON 2,000

FMBⅡ 3613NT アマダ 1 35TON 1,300

RG25 ATBG アマダ 1 25TON 1,200

ASTRO II 100NT アマダ 1 100TON 3,110

HG 1003ARs アマダ 1 100TON 3,110

EG 6013AR アマダ 1 60TON 1,350

プレス

クロスシャフトプレス ワシノ 5 55TON, 75TON, 200TON

トルクバックプレス アマダ 1 110TON

シングルクランクプレス アマダ 1 80TON

ACサーボプレス コマツ産機 1 110TON

デスクパンチャー 富士機工 1 30TON

パンチプレス 富士機工 1 32TON

パワープレス 富士機工 1 60TON

バリ取り機 New AuDeBu 1000 AuthenTEC 1 最大1,000幅 SUS系, 鉄系, 他アルミ対応

スポット溶接機 YR-350 SHA 他 パナソニック 8 インバータ式 他

テーブル式スポット溶接機 TS-Ⅱ アマダ 1 インバータ式

TIG溶接機 YC-300BP4 他 パナソニック 6 アルゴンガス

半自動溶接機 YD-180R-2 他 パナソニック 3 CO₂(炭酸ガス)

YAGレーザ溶接機 YLR-1500Ⅲ アマダ 各1 ロボット ハンディ

洗浄機 ISW-1000S アマダ 1 最大幅(1,000㎜)、板厚(0.5~6.0㎜)

CAD/CAM

SolidWorks アマダ 1 3次元CAD

AP-100 アマダ 1 Win NEST

VPSS 3i アマダ 2 BLANK、BEND

BEND CAM アマダ 2 ベンディングデータ, 自動プログラミングソフト

板金加工ネットワークシステム ASIS100PCL アマダ 1

生産管理システム APC21 アマダ 1

仮想工場システム V-Factory アマダ 1 IoT技術, 工場の見える化

●その他各種加工機

Major Equipment
主要設備



パンチ・ファイバーレーザー複合マシン

特徴
◇ 高生産・低ランニングコスト

■ CO₂に比べクリーンカットでの薄板加工領域で、
高速加工・ランニングコスト低減が可能

◇ 安全性と作業性の両立
■ レーザはY軸移動で、レーザ加工時の材料移動は

X軸のみのため、テーブルキャビンとシャッターで
加工範囲を囲むことで、レーザ光の漏れを完全に
シャットアウト

◇ イージーオペレーション
■ 大画面で視認性が良く、スマートフォン感覚で

操作が可能
■ 図形タッチで加工条件変更、NCで棚の操作、

稼働実績の確認が可能。

◇ 高品質・高速加工
■ 金型による裏キズの心配、成形加工のための

プログラムの工夫はもう不要
■ 図形タッチで加工条件変更、NCで棚の操作、

稼働実績の確認が可能。

スペック詳細

メーカー・型式 アマダ・ACIES-2512T-AJ

プレス能力（kN） 300

最大加工範囲（㎜） 2550×1270（レーザー）
3050×1525（パンチ）

発振器 AF-4000i-C

最大ワーク質量（㎏） 75（150）

最大加工板厚 6

タレットステーション 36ステーション-オートインデックス（ZRタレット）

CAM Dr.ABE

その他 自動棚（MARS）等

Equipment Introduction
設備紹介



パンチ・レーザー複合マシン

特徴
◇ 高精度・高速安定加工

■ 裏キズの防止
■ 高ハイト成形加工が可能
■ 高品質なレーザー加工
■ 分離構造で加工精度を維持

◇ 高速作業による生産性の向上
■ 超高速のレーザー加工
■ 高速タッピング加工
■ 納期の短縮

スペック詳細

メーカー・型式 アマダ・EML3510NT

プレス能力（kN） 300

最大加工範囲（㎜） 2550×1270（レーザー）
3050×1525（パンチ）

発振器 AF-4000E

最大ワーク質量（㎏） 75（150）

最大加工板厚 6

タレットステーション 58ステーション-オートインデックス（Zタレット）

CAM Dr.ABE

その他 窒素発生装置（PSAⅡ）, 自動棚（ASR-48M）等

Equipment Introduction
設備紹介



ベンディングロボットシステム

特徴
◇ 7軸多関節ロボット

■ 素材搬入・曲げマテハン・製品搬出を 1台で行う、
7軸多関節ロボットを採用

◇ 様々な形状に対応するアプリケーション
■ 自動グリッパー交換装置(AGC)

◇ 角度センサー
■ 角度センサー(Bi-S)の搭載により、1枚目から

試し曲げなしで角度出しをサポートし、高精度な
安定加工を実現

スペック詳細

メーカー・型式 アマダ・HG-1003ARs

テーブルサイズ（㎜） 3000

最大加工ワークサイズ（㎜） 1000×800

最小加工ワークサイズ（㎜） 150×150

可搬質量（㎏） 20（グリッパー含む）

機能 搬入出自動

CAM Dr.ABE_BEND

Equipment Introduction
設備紹介



ベンディングマシン

特徴
◇ ハイブリッド・ドライブシステム

■ ポンプが双方向に回転してテーブルの上下移動を制御

◇ 通り精度
■ 個々に圧力調整ができる上部テーブル

◇ 位置決め
■ 高速・高精度バックゲージ
■ 正確な位置検出､検出板＆リニアエンコーダー

◇ AMNC/PC新機能
■ 読み込み可能本数が大幅アップ
■ 多様な検索
■ 詳細なレイアウト指定と保存が可能

スペック詳細

メーカー・型式 アマダ・HDS1703NT

プレス能力（kN） 1700

曲げ長さ（㎜） 3220

ストローク長さ（㎜） 250

急閉じ速度（㎜/s） 200

マシン質量（㎏） 20000

CAM Dr.ABE_BEND

Equipment Introduction
設備紹介



3Dバリ取り機（ピン角・R面取り仕上げ）

特徴
◇ ピン角〜R0.2位まで加工可能

■ ブラシの選択により、ピン角〜R0.2位まで加工
■ 複雑な平面形状でもR面取り

◇ 高さ30㎜まで加工可能
■ 加工物最大高さ30㎜
■ 絞り加工後でも加工可能

加工事例
加工前 ピン角加工 R加工

※使用材料︓SUS304 板厚︓2.0

スペック詳細

メーカー・型式 オーセンテック・AuDeBu 1000

加工物最大高さ（㎜） 30

加工物最大幅（㎜） 1000

加工物最大板厚（㎜） 30

加工可能材料 ステンレス・鉄・アルミ その他コーティング材

加工範囲 ピン角〜R0.2程度

Equipment Introduction
設備紹介



YAGレーザー溶接機

特徴
◇ 生産性・高品質・経済性を追求したYAGレーザ溶接機

■ アルミ・ステンレス・チタン・銅などの高反射材や異種材同士の
溶接などをスピーディーにひずみなく仕上げます。

比較加工

YAGレーザはTIGと比較した場合、非常に
狭い範囲に熱が集中し、溶接スピードも速
いため、母材に対し入熱が少なくなります。
従って、特に薄い溶接で問題となる『熱歪
み、溶接焼け』が極めて少ない加工が可能
となります。
更に、仕上げ処理工程も低減されるため、
トータル的なコストダウンへ繋がります。
また、ヘッド選択により、ウイービング、
肉盛り、切断等の必要な加工も対応します。

ＹＡＧレーザ溶接 ＴＩＧ溶接

※ステンレス0.8t ハンディでの加工

スペック詳細

方式 最大加工範囲（㎜）
（トーチ下向き） 位置決め精度（㎜） 溶け込み深さ

（㎜）

YLR-1500Ⅲ

6軸
多関節ロボット

動作範囲
R1717〜787×120°

（円弧範囲）
ふところ範囲 787

繰り返し精度
±0.08

SUS系 2

鉄系 2.3

Al系 1

ハンディシステム
（手動溶接機）

（作業範囲として）
発振器より 5(ⅿ) -

SUS系 1.5

鉄系 1.5

Al系 -

Equipment Introduction
設備紹介



テーブル式インバータスポット溶接機

特徴
◇ 大きなワークでも、テーブル上でスポット溶接

■ ガンが自由に移動
■ ワークの凸部も問題なし
■ 奥深い箱物もわけなく溶接可能

◇ 製品の歪みが出にくい
■ 打痕のきれいな仕上がり
■ 作業が正確
■ 仕上げ工程の削減

スペック詳細

メーカー・型式 アマダ・TS-Ⅱ

テーブルサイズ（㎜） 1500×1000

テーブル高さ（㎜） 600

溶接ガン Hガン（水平ガン） Vガン（垂直ガン）

ガン長さ（㎜） Hガン︓690 Vガン︓650

溶接電流（A） Hガン︓12000 Vガン︓13000

加圧力（kN(kgf)） Hガン︓2.5（約250） Vガン︓2.2（約220）

その他 打点カウンター・チップドレッサー・酸化防止システム等

加工板厚
材質 板厚（㎜） 備考

SPCC 〜2.3＋〜2.3
※加工板厚
加工条件・材質の状態により異なり
ます。

SECC 〜2.3＋〜2.3

SUS 〜2.0＋〜2.0

Equipment Introduction
設備紹介



Factory Automation
工場自動化

工場自動化の目的

品質の安定性 安全性向上

生産性向上

コスト削減 工程
転換可能性向上

工程の柔軟性

IoT活用
工場自動化の一環として工場のIoT化を進めております。

IoTとはあらゆるモノがネットワークに接続し、機器やサービスがそれぞれ自律的に通信・制御するインフラ、あるい
はそのインフラが実現する社会を表します。
①見える化(Monitoring)

あらゆるモノから収集したデータ（ビッグデータ）を統計的手法により分析し、数値やグラフによって傾向や状態
を視覚化する。

②制御(Control)
「見える化」によって得られた分析結果をもとに、より効率的な動作をするようにモノの制御を行う。

③自動化(Automation)
人工知能（AI）の活用によって「制御」を自動化し、効率化をシステム自身が自律的に行う。

上記の特性を活かし、工場自動化に活用出来ますのでお客様のニーズに応えられるようにより一層頑張っております。



人財育成の基本方針
会社から押し付けるものではなく、従業員の持つ自分自身の能力を高

め、成長したいという意欲を引き出し、奨励、支援し、成長を認め、評
価することによって達成できます。
技能検定等の資格についても、自分自身のため、人間としての幅を広げ、
職人として誇りを持てるように自ら努力して取得することを奨励してい
ます。
「社員一人ひとりが成長した分、会社は発展する」という考えで人財育
成を行っています。

人財の能力向上の取組
日本の産業競争力の源泉である「ものづくり」を支えている製品の

「品質」及びそれを実現する「品質管理」の思想・手法への自信をさら
に継続的に発展させるには「クオリティ（品質向上）の専門家」及び
「職場第一線の人」を育成することが大事です。
弊社では技術面、規律面、メンタル面等 様々な視点から『質』を捉え、
高度な人間育成に努めています。
また、身に付けた技術は、データベース化し、ノウハウの共有と継承、
更にそれを応用し、新たな技術開発に取り組んでいます。

研修活動
◇ 社内研修

■ 実習研修︓与えられた条件を満たしながら, 課題を製作
■ 教育ゲーム︓ゲームを通じて、実務を学ぶ
■ ＱＣ研修︓品質手法を学ぶ
■ その他

◇ 社外研修
■ 加工機の実習研修
■ 溶接技術研修
■ その他

資格取得活動
◇ 社内資格認定制度

■ 検査員
■ 溶接技術者
■ その他

◇ 公的資格取得制度
■ 工場板金技能士
■ 金属プレス技能士
■ その他

Human Resource Development
人財育成



採用方針
『ものづくり』は楽しむことで好奇心・探究心を刺激します。
そして大きな夢が膨らみ, 新たな発想を生み出すと確信しております。
『ものづくり』は決して容易ではありません。
しかし試行錯誤を繰り返し『もの』が完成した時の達成感は格別であり,その経験がスキルとなり, 自信となり, 
更なる難題へチャレンジする思いにつながります。
当社ではやる気と向上心のある人材であれば、未経験者の方も大歓迎です。
諸先輩が丁寧に指導・訓練を行います。

求める人財
◇ 時代の変化を捉え、自ら進化できる人

■ 最先端の技術や新しいビジネスに興味を持ち、そのなかで自身の成長を実現できる人。

◇ No.1にこだわり、挑戦し続ける人
■ 与えられた仕事をこなすだけでなく、常に前向きな姿勢のあるチャレンジ精神旺盛な人。

◇ ものづくりへの情熱がある人
■ ものづくりへの情熱があり、自ら提案ができる人。

募集要項

職種

◇ 営業（スタッフ・管理職候補者）

◇ 製造（スタッフ・管理職候補者）
■ NCT/レーザーオペレーター
■ プレスブレーキ
■ 溶接
■ その他 精密板金加工

◇ 品質管理

◇ プログラマー（CAD/CAM）

応募方法 学校推薦・自由応募
※ 弊社ホームページ又は電話による受付

採用担当者 安井 淳

※ 詳細内容は弊社ホームページを参照してください。

採用の流れ

弊社ホームページ又は
求人広告サイトにより

エントリー

会社説明会、面接

※経験者の場合、製造
基本スキル実技テスト

あり

書類選考 社長面接 結果通知

Recruiting Information
採用情報



お問合せ窓口のご案内

メールでのお問合せ

info@yasuiseiko.co.jp

※ お問合せの内容によってはお答えできない場合やお時間を頂く場合がございます、予
めご了承ください。

※ お客様から取得した個人情報及びお問合せ内容は、適切な回答を行うために必要に応
じて協力企業など弊社と取引のある会社へ転送させて頂く場合がございますので、予め
ご了承ください。

※ 法令など正当な理由がある場合を除き、お客様の同意無く目的外での利用及び第三者
への提供は行いません。

お電話でのお問合せ

≪総務部≫
052-444-8058

≪営業部≫
052-444-9360

≪その他窓口へのお問合せ≫
052-444-8058

アクセスのご案内

電車でアクセス
※ 名鉄本線 : 須ケ口駅より徒歩約20分

須ケ口駅よりタクシーで約5分

※ 名鉄津島線 : 甚目寺駅より徒歩約12分

車でアクセス
≪東名阪自動車道≫
※ 名古屋西JCT方面より大治北IC下車後約10分
※ 名古屋IC方面より甚目寺南IC下車後約10分

Contact・Access
お問合せ・アクセス

mailto:info@yasuiseiko.co.jp
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