日本ダイヤモンド

株式会社

時代（とき）
と響き合うダイヤモンド工具を創る
当社は、大正６年
（1917）
わが国初のダイヤモンド工具製造会社として創業いたしました。以来、ダイヤモンド工具業界
に多種多様な製品と人材を送り出すことで業界発展の礎を築いてまいりました。
創業100年の長い歴史は宝石の研磨から始まり、現在は土木・建築、窯業・耐火物、一般産業向け
「ダイヤモンド工具と
関連機械」
を取り扱い、工具と工法をご提案できるダイヤモンド工具総合メーカーとして日々研鑽を重ねております。

人と環境に優しいダイヤモンド工具と工法のご提案
当社のダイヤモンド・ｃBN工具は、
あらゆる産業分野における様々な素材加工の可能性を広げています
地球上で最も硬いといわれるダイヤモンド及びｃＢＮを砥粒として用いた工具は、その特
性を活かして石材・コンクリート・ガラス・セラミックス・金属といったあらゆる素材の切断、
研磨、研削加工に優れた性能を発揮します。

機 械︵ 装 置・工 具 ︶

ニーズに柔軟に対応する総合力
工業製品の新製品登場とともに新しく開発された材料を研削加工する技術が求められます。
当社では、素材と加工条件が多様化しているお客様のご要望にきめ細かくお応えするた
めにメタル、
レジン、
ビトリファイド各ボンド及び電着のダイヤモンド・
ｃＢＮホイールを開発
し、あらゆる加工ラインにおいて、
最高の生産性と加工精度・品質を向上させることでトータ
ルコスト低減を目指し、優れた切れ味と耐摩耗性を併せ持った多彩な製品をご提供してま
いります。
また、土木・建築分野では、今後のインフラ整備に欠かせない工具と工法を
「ＮＤエコシ
リーズ」
を中心にご提案しております。

レジンボンドホイール

電着ホイール

メタルボンドホイール

ビドリファイドボンドホイール

商品・技術はこんなところに使われています
地球上で一番硬い材質を使った工具としてあらゆる産業の縁の下の力持ちの役割を果たしています。使用現場の大半は工場の
機械に取り付けられており、なかなか目にする機会は少ないですが、道路工事でアスファルトやコンクリートを切断するカッターは
ダイヤモンドを使用しています。

会社概要
代表者名
従業員数
住
所
電話番号
FAX番号
ホームページ
問合せ先

経営者からのメッセージ
正富 宏明
資本金
140名
〒224-0054 都筑区佐江戸町686-1
045-939-3000
045-939-3009

9,500万円

育成、新製品・新技術・新市場の育成に
ベクトルを合わせています。みんなが
危機感と夢を常に持ち続けて「情熱を
もって、ポジティブ思考でいこう！」
と切

http://www.nippondiamond.co.jp/ ▶ ▶

磋琢磨しながらアットホームな雰囲気

nd-info@nippondiamond.co.jp
こちらのQRコードから
アクセスができます
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「育む」が当社のキーワード。人材の

の中で仕事に取り組んでいます。

代表取締役社長
正富 宏明

ユニパー

株式会社

揚げることへの挑戦
当社は、創立以来
「揚げることへの挑戦」
を使命として取り組んでまいりました。年々現場のニーズが変わるにつれ時代に即した
荷揚げ機の開発・企画・製作をし、多くのユーザー各位の要望にお応えしてまいりました。
足場業界における
「足場荷揚げ用高速ウインチ」
、屋根業界における
「瓦揚げ機」
、太陽光発電業界における
「太陽光パネル揚げ
機」
、建築業界における
「ボード揚げ機」
、倉庫や店舗内で使用して頂ける
「簡易仮設リフト」
、近年では法面工事や階段等に設置して
使用頂いてる法面リフトとしても、様々な用途に合わせて、安全第一に使用して頂く方々に満足して頂く製品作りをしてまいります。

仮設資材及び建築資材の荷揚げならお任せ下さい
足場部材荷揚げ革命
速度・操作性・安全性を追求した荷揚げシステム
足場部材荷揚専用
ハイスピードウインチ
UP787疾風ウインチ

ブラケットアームの概念を
変えた専用アーム
UP303シルバーユニアーム

多くの現場で活躍するユニパー製品

コードレスで
ウインチ操作
無線リモコン

日本で多く見られる地理的な環境や様々な斜面や法面が、現場での荷揚げの複雑
さを作り出しています。ユニパーでは、様々な現場からの声を大事にし、
またそこで鍛
えられた現場仕込みの荷揚げ機をご提供しています。

山の斜面へメガソーラー設置にて使用

高台の家への設置、階段設置、石垣改修工事、現場に応じて稼働する荷揚機

お寺屋根葺き替え工事

商品・技術はこんなところに使われています
・高層階のマンション改修工事の足場を組み上げる際に足場部材の荷揚げに使用されています。
・太陽光パネル、
瓦等を住宅、
店舗、
マンションの屋根に荷揚げする際に使用します。
・全国の社寺仏閣の屋根の補修工事等にも使用されています。浅草の浅草寺の瓦葺き替え工事、兵庫県 竹田城の石垣改修工事にも使用して頂きました。

会社概要
代表者名
従業員数
住
所
電話番号
FAX番号
ホームページ
問合せ先

経営者からのメッセージ
4,000万円
村野 光英
資本金
12名
〒224-0044 都筑区川向町957-31
045-471-0015
045-471-0013
http://www.uniper.co.jp/ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
代表取締役 村野 光英

当社の製品は、様々な業種や
状況のニーズに応えられます。
もっと知って頂き、もっと良い
製品を提供するために、
これか
らも邁進していきます。
代表取締役
村野 光英

こちらのQRコードから
アクセスができます
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機 械︵ 装 置・工 具 ︶

マンション大規模修繕工事での足場部材の荷揚げに助っ人登場！ウインチと専用ブラ
ケットアームで介錯ロープをガイド代わりに使用する荷揚げシステムが完成しました。
足場部材荷揚用ウインチ
「疾風
（はやて）
ウインチ」
と
「シルバーユニアーム」
を合わせて
使用する事で安全で効率の良い作業ができ、荷揚げ時間の短縮・荷揚げ作業の効率化
に、
人件費の削減、
工期短縮ができます。
電源100Vで使用ができ、
無線
（ワイヤレス）
操作可能、
過巻きスリップ、
緊急停止、
手動
降下機能の安全機構付。

有限会社

渡辺真空

真空のことならなんでもおまかせください！
「真空ポンプのメンテナンス」
を主力業務に、
「真空装置の設計・製造・改造」
「
、中古機器の買取販売」
「
、コンポーネント・
消耗品の販売」
など、真空なんでも屋としてあらゆるご相談を承ります。

真空ポンプにはメンテナンスが必要です！
国内外 40 社以上の真空ポンプの修理・
メンテナンスに対応いたします！
多種多様な生産設備に導入されている真空ポンプですが、多くの生産工
場では複数のメーカーのポンプや排気系を組み合わせて使用しています。
しかし、ポンプメーカーは自社製の設備の修理、
メンテナンスしか請け負い
ません。わたしたちはどんなメーカーの真空ポンプについても、
お悩みにまと
めてお応えいたします。

機 械︵ 装 置・工 具 ︶

常時 300 台以上のポンプ、100セット以上の
オーバーホールキットを保有しています！
代替機の導入により、生産ラインを止めることなく、修理・オーバーホール
が可能です。
また、主要ポンプにつきましては、
オーバーホールキットが常時在庫してい
ますので、
部品をメーカーから取り寄せる手間がなく、
迅速に対応できます。

50年にわたる信頼と実績・当社独自の職人技！
拡散ポンプの銅パイプの巻き替え等、
メーカーにも不可能な修理を承り
ます。50年にわたる無数の現場経験を積み重ね体得した技術と、独自開発
したオリジナル冶具類により、国内外の現地修理・オーバーホールに対応い
たします。

当社開発の継手着脱用ドライバーアタッチメントとトレーニング機具

商品・技術はこんなところに使われています
真空ポンプは、真空パック、真空成形、真空注型、真空蒸着、真空凍結乾燥など、真空状態で起こる物理・化学現象を活用した生産
技術を実現する吸引ポンプです。

会社概要
代表者名
従業員数
住
所
電話番号
FAX番号
ホームページ
問合せ先
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経営者からのメッセージ
曽我 浩治
300万円
資本金
11名
〒224-0044 都筑区川向町922-46
045-470-0743
045-470-0744
http://www.watanabevac.co.jp/ ▶ ▶
総務部
こちらのQRコードから
info@watanabevac.co.jp
アクセスができます
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2018年は創業50周年を迎え、
タイに支社を設立し、
東南アジア
での各社様のご要望にもお応え
してゆく所存です。どんな小さ
なことでも構いません。今後と
も皆様のお声掛けをお待ちし
ております！

代表取締役
曽我 浩治

