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その図面どこに出すの？
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様々な業界から注文を受けた実績があります

安心してご注文下さい

小型ギヤードモーター部品

コピー機部品

プリンタ部品

建築用部品

医用部品

文具関連

弱電関連のカバー

小型ギヤードモーター部品

コピー機部品

プリンタ部品

建築用部品

医用部品

文具関連

弱電関連のカバー

納期が無くて塗装をあきらめるのはまだ早い！

・ホブ加工

・マシニング加工

少量はもちろんですが
１個からでも可能です

・アルゴン・レーザー
・スポット・ロウ付け

・2000mm の大きな絞りも可能 !
・家電の部品
・テレビ、洗濯機、エアコン・カバー

・カシメ
・レーザー

透明でコストも削減
着色で色を付ける事も可能

・豊富な在庫
・在庫が無い場合でも
　すぐ入手可能なネットワーク

マシニング

・2000×800×300

・700×400×200

旋盤

・10 インチ芯間 500

・8 インチ芯間 500

注型

・2500×1500×1200

光造形

・600×600×500

マシニング

・1000×700×450

・1000×500×300

・1000×400×300

・800×560×510

施盤

・10 インチ芯間 500

・8 インチ芯間 500

・既存の試作部品に対する追加工

・金型の修正が終わるまでの時間
  の有効活用

規格に無いネジを加工

多軸 NC 旋盤と汎用旋盤

・単純なシャフトの加工

・複雑な軸の加工

・小径φ20 以下に対応

・短期納期もお任せ下さい

多軸 NC 旋盤と汎用旋盤

・ホブ加工

・マシニング加工

シリコンも大丈夫

マシニングセンターの導入は

関東でも随一の早さ

積み上げたノウハウを最大限

に生かします



Shisakuya Japan
試作屋®
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Manufacturing Group

安心して頼める工場とは？

お客様が求めている物はコレに違いない！

Quick prototypingはライトユーザーにとって最強の戦略！？まず営業マンに相談してください
すぐに「お客様相談担当」が対応いたします。
お客様の要望に合った、寸法精度、見た目などをフレキシブルに判断し、
30分以内に適切な加工方法をご連絡します。 短い周期でトライ＆エラーを可能にする

プロトタイピングをすることで生み出されるチャンス
quick and dirty prototype
ユーザー（開発者・研究者・設計者）は頭の中にあるアイディアのイメージ
を試作屋に伝えるだけで翌日にはデスクの上にイメージ通りの部品が並んで
いるというシチュエーションを作ります。そしてユーザーはその日のうちに
次の一手を繰り出しているという離れ業です。

「とりあえず作ろうよ、作った後で考えることにしよう」、という考え方です。

品質を妥協してでも早い段階でプロトタイピングを行うことで多くのメ
リットがあります。早い段階で何らかの結果を出すというのは、様々な分野
のプロジェクトマネジメントに使用できる手法の1つだと考えています。

クイックプロトはライトユーザーにとっては最強の戦略だと言えます。
「試作屋」にお任せください。

営業部と品質管理部との強烈な連携から
生まれる多くのアイディアは、ユーザー
の満足度を高めるための重要な情報源と
なっています。

「営業強化戦略FACTORY」の基本精神
です。当社のエンジニアはお客様の隣でサポートし続けます。

お客様がイメージしている価値を見つけ出し、創造することが私たちの最大の仕事です。
私たちが目指すべきは日本一のビジネスパートナーです。

営業強化戦略FACTORY
お客様からご注文を頂くには、工場はどうあるべきか？

製造グループ

得意分野は数多く

文具、モーター、OA機器、
建築、自動販売機、精算機、
発券機、計測制御機器、
宇宙衛星事業、おもちゃ etc.
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Finished Group

NC加工の製品は、私達にとってまだ完成品とは言えません。
バリ取りや組立て、追加工などを行い、
お客様に自信を持って納品出来るレベルまで品物を昇華させる事が私達の役目です。
仕上げ作業は、加工としては最終工程となるため、その責任は重大です。
溶着やネジ止め、ピン打ちなど材質・形状・用途に応じて最適な組立て方法の選択や、
刃物の自作、工具の使い分けなどの工夫によって、
クオリティとスピードの両立を実現し、よりお客様のニーズに応えてまいります。

多様化するニーズを満たすために、品質管理を最重要方針としています。
昨今の工業製品には、より高い品質管理能力が要求される事が多くなっております。
弊社では、品質管理部門を製造部門より独立させており、厳格な品質管理を行っています。
お取引様各社の要求事項を満たす事はもちろん、それぞれの製品に適合した品質管理を
進めております。お客様にご満足いただける製品を安定してお届けできるよう、
更なる進化を求めて品質管理の継続的改善を行っています。

仕上げグループ

設
計
品
質
を
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す
た
め
に

Quality control Group

品質管理グループ

手仕上げと汎用機を使用して完成品にする部署です 質の高いサービスをお届けします
試作業界の品質管理部は「察する力」と「行動力」

世界に誇る
　日本のモノづくり

NCで加工出来ない製品も彫刻機や小型
卓上旋盤で加工します。
熟練した職人の技術が必要な部署です。

現役のエンジニアを配置し、不良を発見した直後にその場で対策を
講じることが出来る体制をとっています。Quick prototypingの一環
でもあり、営業強化戦略FACTORYの精神の基本でもあります。

営業部長が責任者?!
営業担当のリアルタイムな情報を検査員にダイレクト
に伝える体制を作るために、営業部長を品質管理部の
責任者の1人として配置し、部署間を超えた思い切った
管理体制が取られております。
これによりお客様の意向は営業部はもちろんのこと、
検査員へダイレクトに伝わり、場合によっては部署の管理
体制そのものを変えるという大技も最速で行われます。

手仕上げで使用する刃物を始め、マシニ
ングや汎用機で使用する特殊刃物までの
ほとんどを技術者本人が製作します。
NC機械の刃物を技術者が製作すること
で、時間とコストを削減します。
品物の形状は様々です。
形状に合わせた仕上げ用の工具を製作
することで、より早くより美しい製品を
提供することが可能です。

あっ！
　と驚く手わざ

グラインダー

小型精密卓上旋盤

彫刻機
営業強化戦略FACTORY／試作屋 職人の手わざ

あらゆる業界の製品を手掛けています 「試作屋」の品質管理は加工が出来なければNG

間違いない製品を責任をもって
手元にお届けします。
誇りを持って業務に従事！

お客様から
ご注文を
頂くには
どうしたら
良いのか？
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Sales Group

私たち営業は日々、様々な業界の設計者様とお会いし、
打ち合わせをさせていただいております。
元々はOA機器、文具業界がメインでしたが、
現在は関わっていない業界がないほど、取引先は多岐にわたります。

製造メーカーの中の設計部門ということもあり、
部品の加工者とも直接打合せをすることも可能です。
設計者と製造者の壁は無く、どこよりも早い迅速な対応を行います。
お客様の思い描いた製品イメージを最速で手元にお届けします。
是非ご連絡ください。お客様のビジネスの幅が広がることをお約束します。

営業グループ

ク
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と
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ド
の
両
立

Settkei Group

設計グループ

安心して本業に専念していただける環境をご提供致します
お客様に価値ある時間を作り出します

設計のひらめきはモノづくりの現場から生まれる

新規で依頼をされた時、思っていた品物とは
違う品物が届いたことはありませんか？
それは業界独特の要求が分かっていないから
です。
弊社は取引先が多岐にわたっており、ノウハウ
が蓄積されているため、上記への対応力があり
ます。
また価格、納期など加工先を決める基準も多く
あると考えられますが、結局は、融通が利く
業者と利かない業者の２つに分かれると思い
ます。
弊社は常にお客様にとってベストなパートナー
になることを目指しております。

（見積り回答のスピード、競争力のある価格、
製品の品質、納期対応力･･･等。）
もし現状の加工先に少しでもご不満がある場合、
１度弊社を試していただけましたら幸いです。

我々元祖試作屋に
　　お任せください！！

ユーザーの大切な時間を増やし、
コア業務に集中する時間を提供します

試作屋の設計は他社とは
　　　　一味違います！

品質管理部の
責任者の1人でもある
営業部長と工場長が
お客様をフルサポート！

現役のエンジニアを配置し、不良を発見した直後にその場で対策を
講じることが出来る体制をとっています。Quick prototypingの一環
でもあり、営業強化戦略FACTORYの精神の基本でもあります。

クイックプロトの概念はライトユーザーにとっては最強の戦略です。
完璧なものを求められてしまうチームプレーでのプロジェクトにおい
ても同様だと考えています。
クイックプロトの概念はとても重要です。中途半端なものでも良い
ので、とりあえず目の前に作り出し、ユーザーはブラッシュアップする
時間に費やすことも出来ます。

組み立て治具、加工治工、などの治工具設計について
多くの実績があります。試作品という単品製品を制作
する自社工場があるからこそ、モノづくりに使用する
治工具の設計は他社とは一味違います。
こんな感じにしたら便利になるのにな･･･
そんな時は「試作屋」にお任せください！！

御社のスタンダード！！
 を目指します！



H
istory

1977年 三研工業株式会社創立 葛飾区四つ木5-10-8
 オーバレイ　コピーの自動販売機
 複写機のオプションの製造
1981年 会社移転　東京都葛飾区立石2-1-8
1984年 モールド製品の試作開始
1985年 複写機のオプション関係の製造を中止
1988年 マシニングセンタ1号機導入
 エンプラ樹脂の精密部品の試作開始
1990年 マシニングセンタ2号機導入
1991年 マシニングセンタ3号機導入、CAD/CAM導入
1992年 CAD/CAMシステム全面的稼動
1994年 マシニングセンタ入れ替え
1996年 Pro/ENGINEER 3D CAD/CAM導入
1997年 ファナックマシニングセンタ導入
1998年 会社移転　葛飾区立石5-3-16
 ファナックマシニングセンタ導入
2005年 厚木工場設立 神奈川県厚木市温水1964-2
 ファナックマシニングセンタ導入
 東京本社工場に4軸NC旋盤導入
2006年 CNC画像測定器導入
2007年 厚木工場にマシニングセンタ追加導入

当社は 1976 年の創業以来一貫して、独自に開発した
治具による試作部品の製作に、日々研鑽して参りました。
私共の開発した技術は、お客様の為に存在していると考えています。
お客様が求めるものを作ってこそ意味があります。

作れるものを作るのではなくお客様が求めるものを作ります。
これからも独自の技術を創造し続け、
より多くのお客様に満足して頂けるよう前進し続けていきます。

三研工業はお客様に必要とされる会社でなければいけません。
「高い技術」と「必要とされる技術」は
必ずしもイコールではないと私共は考えています。

その洗練された独自の技術は、
多くのお客様から絶賛を頂き、ご採用を頂いてまいりました。
心より感謝申し上げる次第です。

お客様からの多様な要求を余すところ無く実現していくための
様々な技術は、社員全員の仕事に対しての情熱があってこそ
活かされるものだと感じております。

沿 

革

From
 President

社
長
挨
拶

2009年 第13回機械要素技術展に初出展
 エコアクション21認証取得
2010年 第14回機械要素技術展に出展
2011年 第15回機械要素技術展に出展
2012年 東京都信用金庫協会　優良企業に表彰される
 第16回機械要素技術展に出展
2013年 本社営業グループを強化
 第17回機械要素技術展に出展
2014年 第18回機械要素技術展に出展
2015年 中村留WY100導入
 第19回機械要素技術展に出展
 厚木工場　移転　神奈川県厚木市下依知1-15-29
 TopSolid（多軸旋盤用）導入
2016年 新社屋へ移転　東京都葛飾区東立石2-20-11
 キーエンス製ハンディプローブ三次元測定器導入
 「試作屋」商標登録　第5879942号取得
 代表取締役社長交代
 代表取締役　岩田守正、代表取締役会長に就任
 専務取締役　岩田護、代表取締役社長に就任
 第20回機械要素技術展に出展
2017年 第21回機械要素技術展に出展
2018年 DMG森精機製マシニングセンタ導入
 東京精密製三次元座標測定機導入
 第22回機械要素技術展に出展

代表取締役社長

岩田　護

 主な設備

Solid Works 

Solid Designer  

Pro/ENGINEER 

Mastercam X 10 

TopSolid

WINMAX 

EZCAM

光造形機

注型機

ホブ盤

NC機械（マシニング）

高速ワイヤー加工

精密ワイヤー加工

レーザー加工機

機械プレス

ベンディング

加工機械 CAD/CAM

測定器

CAD その他

マシニングセンタ 14

多軸NC旋盤 1

4軸NC旋盤 1

汎用旋盤 1

各種ボール盤 8

ベンチレース 4

彫刻機 3 検査器具一式

CNC画像測定器

三次元測定器

会社概要

 本社工場
〒124-0013 東京都葛飾区東立石2-20-11
 TEL 03（3697）3231（代表）
 FAX 03（3696）9595
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 厚木工場
〒243-0806神奈川県厚木市下依知1-15-29
 TEL 046（280）6201
 FAX 046（280）6202

【代表取締役会長】 岩田守正

【代表取締役社長】 岩田　護

【従業員】 40人

【資本金】 1000万円

【年　商】 7.4億円

【取引先銀行】 みずほ銀行　葛飾支店

【商　号】 三研工業株式会社

【所在地】 本社工場　東京都葛飾区東立石2－20－11

 厚木工場　神奈川県厚木市下依知1-15-29

【設　立】 昭和52年4月28日
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ハンディプローブ三次元測定器

五軸マシニングセンタ


