SAKANOSHITA

Company Profile

株式
会社

Top Message

たゆみない技術革新への挑戦
豊かな未来を創造する「ものづくり」の原点を求めて
当社は、機械・工具・電機・情報機器の総合商社として世界の
「ものづくり」を支援し、地域社会に貢献することを経営理念とし
て、長年にわたり技術革新を続けており、皆様から厚い信頼をい
ただいてまいりました。
お蔭さまで、2012年に設立50周年を迎えることができ、同年に
は、本社を新築させていただきました。更には滋賀県内の栗東営
業所と八日市営業所を統合し、滋賀県湖南市に滋賀支店を新設
し営業を開始しました。これもひとえに皆様のお引き立ての賜物
と深く感謝いたしております。

＜当社の目標と方針＞
人々の幸福な未来を展望し、お客様のどのような要
望にもお応えできるよう、幅広い商品・サービスを提供
させていただきます。また、時代の変化に翻弄されない
「揺るがない企業」を目標として、その達成に向かって
不断の技術革新を続けてまいります。

大規模太陽光発電所
京丹波町

＜新しい分野への挑戦＞
1）再生可能エネルギー発電所（2.4メガ太陽光発電所）
2）省エネ関連機器（バイソンサイクロン､LED照明器具､蓄光シート､等）
3）医療・食料・衣料（内需型企業向けの商品開発）
4）タイ・中国に引き続き3番目の海外拠点進出
お客様の信頼に応えるため、その時代に必要な商品・サービスを的確に察
知し（sensitivity）、タイミングよく提供できる素早い対応(speed)と技術内容
を理解できる専門性（specialty）の「3S」が不可欠と考え、お客様に満足いた
だけるよう、より一層の努力をいたす所存でございます。

経営理念

わが社は、機械・工具・電機･情報機器の総合商社として、
世界のものづくりをサポートし、社会に貢献する。

社 是

みんな仲良く意義のある一日一日をおくろう
お客様に可愛がられよう喜ばれよう

経営方針

一、スピードある行動、誠意ある対応をとる
一、課題解決に果敢に取り組む
一、ニーズを発掘し、ニーズに応える
一、お客様、地域社会から信頼されるパートナーとなる
一、品質、コスト、納期、人材育成とあらゆるものに挑戦する

株式会社サカノシタ
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代表取締役社長

阪ノ下

勝 Masaru Sakanoshita

昭和30年京都市生まれ。
同志社大学法学部卒業後、昭和52年英国クラークソンインター
ナショナル社に入社。昭和53年に帰国し、現在のサカノシタに入社。
トップセールスマンとなる。
平成4年サカノシタ 代表取締役社長に就任。現在に至る。

座右の銘

目 標 は 必 ず 達 成 す る
目標への挑戦 ～お客様のために 走り続けます～
社長トライアスロンのあゆみ
宮古島トライアスロン
アイアンマンコリア
平成17年4月
平成17年8月
平成18年4月
平成18年8月
平成19年4月
平成21年4月
平成22年4月

スイム 3km バイク 155km ラン 42.195km
スイム 3.8km バイク 180.2km ラン 42.195km

第21回全日本トライアスロン宮古島大会 完走
トライアスロン アイアンマンコリア チェジュ島 完走
第22回全日本トライアスロン宮古島大会 完走
トライアスロン アイアンマンコリア チェジュ島 完走
第23回全日本トライアスロン宮古島大会 完走
第25回全日本トライアスロン宮古島大会 完走
第26回全日本トライアスロン宮古島大会 完走

フルマラソン参加
平成12年より、社員もフルマラソンに参加。福知山マラソン、篠山マラソンの年2回。
現在までに多数の社員が完走。
その他、万博マラソンでは5km、10kmの部に女性社員や、マラソンの苦手な社員も
一度は参加します。
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SAKANOSHITA Recommended Products
サカノシタ推奨商品
■環境対応商品

太陽光モジュール

Bubble 90
（超節水ノズル）

Neo Venus
（高輝度 LED 照明 /
水銀灯の LED 化）

メガフロー X
（配管の省エネ）

その他
サカノシタでは売電事業を
2016年4月よりはじめました。
詳しくはお問合せください。

バイソンサイクロン
（蒸気省エネルギー圧力調節器）

■工場設備
スーパークリーン生成装置

KOACH/ 興研㈱

コンパクトサイズながら ISO クラス 1 のスーパークリーンを実現しました。
研究や検査において、今では必須となりつつある機器です。

テーブルは含みません。

■工具
カスタムワンタッチカプラー / 蒲田工業㈱
本当に使いやすく、リークしないワンタッチカプラーを 1 個から製作できます。
●特注品例（一部）

FC オネジジョイント

マルチジョイント

■プライベートブランド
サカエリックエンドミル
サカノシタ初・プライベートブランドのエンドミルです。
幅広いサイズを取り揃えております。

Machine & Tools

ファクトリーシステムのトータルサポート

より早く、より正確に、より効率良く急速に移り変わるものづくりの現場。そこ
で使用される製品もまた日々急速に進化し続けています。私どもサカノシタは、
多様化する市場ニーズを的確に捉え、幅広い分野のメーカーと手を取り合い、最
先端技術を駆使した商品群に付加価値を加え、お客様に最適な商品をトータル
でご提案してまいります。

工具（ツール）
生産設備の高精度化、高速化、加工技術の高度化、さらにはワーク材質の変化も加わり、工具
やツーリング機器に求められる能力も日々変化してきています。コスト削減や環境への対応と要
求が多様化する中、私どもサカノシタは長年に渡り構築してきた情報網とノウハウを生かし、周辺
機器から測定機器、作業工具に至るまで幅広い商品群からお客様に最適なツールをトータルで
ご提案させていただきます。
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FA（ファクトリーオートメーション）
高品質で低価格しかも短納期と、市場の要求は日々厳し
さを増してきています。さらに省エネや高効率といった新た
な付加価値を常に求め続けるものづくりにおいて、最先端
技術を駆使した生産ラインの構築は必要不可欠です。私ど
もサカノシタは常に時代の最先端を捉え、その技術を迅速
に取り込み、長年に渡り培ってきたノウハウをもって厳しい
ニーズに対応する最適な生産ラインシステムをトータルでご
提案させていただきます。

マテハン（マテリアルハンドリング）
多様化する時代の急速な流れの中で、多品種少量化、
リアルタイム出荷など、物流に求められるニーズも多岐
に渡ります。私どもサカノシタはお客様と同じ視点で省
力化や時間短縮などのメリットを考慮し、常に新しい付
加価値を加えた理想の物流システムをトータルでご提
案させていただきます。
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Product Planning

生産自動化のトータルサポート
グローバル化の流れは、日本の企業にとって世界的な規模
での製品開発・供給体制の確立と、より顧客に密着したサー
ビスの提供を両立させるなど、大きな方向転換を迎える時代
だといえます。
サカノシタは創業以来、お客様に密着した営業活動を展開し
て、常にその時代にマッチした製品開発に寄与してまいりました。

そしてこのパートナーシップをさらに推し進め、お客様独自
のマーケティング戦略の構築に向け、強力な支援 体制を確
立。新しい時代に即応するシステム設計・情報のご提供を目指
します。

プロファイル
ロボットセル
各種設備機械の安全柵
パレタイジングステーションカバー
マニュアルワークステーション
ナースワークステーション
その他

サンドイッチ生産ライン

組立装置
（ロボット／パーツフィーダー／レーザーマーカー／ディスペンサー／小型プレス／ネジ締め応用設備）
CRT用電子銃組立装置
VTRドラム組立ライン
VTRベアリング供給組立ライン
小型リレー組立ライン
PDP樹脂モールドライン
半導体部品の樹脂モールド
半導体レーザーマーキング装置
小物部品レーザーマーキング装置
リレーソケット等のネジ締め装置
家電製品の組立ネジ締めライン

支 援
機械設計の支援
電気設計の支援
部品加工の支援
電気配線の支援
装置組立の支援
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フリーフローモジュールユニット

サカノシタの FA 事 業は 、自動 機 製 造 メー
カーと機械構成部品メーカーとの相互協力に
より、より高度なシステムを構築すべく活動を
しております。協力会社も、大型設備から顕微
鏡レベルの極小部品まで取り扱う企業を選り
すぐっております。ライン等の設備導入に際し
て、発注先窓口の一本化が図れ、また、発注後
の業務をスムーズに管理します。

Flexstackヌキ（ゆがみ補正）

天井搬送装置

高速トレチェン
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Machining

京滋マザック株式会社

会社概要
社名／京滋マザック株式会社
代表／代表取締役 阪ノ下昌典
所在地／〒601-8025 京都市南区東九条柳下町7
TEL（075）-681-0165（代） FAX（075）-671-8226
設立／昭和60年6月 資本金／1,000万円
決算期／3月31日（年1回） 取引銀行／京都銀行東九条支店

製造革新のためのテクノロジー

NEW MAZAK STYLE

全シリーズにマザック独自のアイデンティティを象徴する機械デザインと
オペレータにとっての使いやすさを追求したエルゴノミクスデザイン（人
間工学）を採用。総合的なデザイン開発を推進しています。

ADVANCED TECHNOLOGY

No.1の複合加工技術はもちろん、小ロットから高能率加工まで対応する
多様性と柔軟性の自動化技術や、対話式CNCシステムなど最新技術を導
入しています。

INTELLIGENT MACHINE

機械自身が高度技術者のノウハウや五感に代わって加工プロセスをサ
ポート。自動的に環境変化に対応するなど、オペレータの負担を軽減、ま
たはオペレータに成り代わって機械を操作します。

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

マザックの工作機械は、地球に優しい省エネマシン。数々の省エネルギー
機能を装備し、高能率加工を実現。製造過程での省エネルギー・省資源
にも取り組んでいます。

TOTAL SUPPORT

製品だけでなく、加工技術から経営の合理化までトータルソリューショ
ンを提供します。さらに導入後も世界中のどこでも均一で高度なサービ
スをご提供します。

エルゴノミクステクノロジー

先進の技術

知能化技術 インテリジェントテクノロジー

省エネ・環境技術

トータルサポートテクノロジー

VERSATECH V-140N
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Global Network

海外でのものづくりをトータルサポート
グローバルな販売網の展開

遼寧省大連

海外でもお客様にとって常に近い存在を目指します

本社

サカノシタは、総合商社として中国・タイに拠点を
かまえ、日本製品の輸入販売等、ものづくりをされて
いる現地のお客様を強固にサポートしています。
また、製品販売にとどまることなく現地でエンジニア
リング会社も設 立し、海 外 拠 点と提 携することに
よりお客様のニーズに基づいた自動化機器装置の
設計・部品加工・組立・メンテナンスとシステム全体の
提案までご対応いたします。
サカノシタは、お客様との信頼とパートナーシップを
柱に、更なる市場の開拓に向けて全力で取り組んで
まいります。

CHINA
江蘇省蘇州

上海

JAPAN

福建省福州

中 国 CHINA
遼寧省 大連市
阪之下商貿（大連）有限公司

バンコク

THAILAND

116600
中国遼寧省大連市経済技術開発区金馬路138号
古耕国際商務大厦1504室
TEL：86-411-8756-2115
FAX：86-411-8756-5117
江蘇省 蘇州市
蘇州伊庫達貿易有限公司
215006
中国江蘇省蘇州市工業園区金谷路68号
TEL：86-512-6956-2606
FAX：86-512-6956-2610

GREEN GROW
ENGINEERING CO., LTD.

福建省 福州市
福州阪之下貿易有限公司
350008
中国福建省福州市倉山区浦上工業区百花洲路26号左側1楼
TEL：86-591-8773-5550
FAX：86-591-8804-9951

生産自動化機器
【海外関連会社（エンジニアリング）】
（タイ）GREEN GROW ENGINEERING CO., LTD.

タ イ THAILAND
バンコク（首都）
SAKANOSHITA (THAILAND) CO.,LTD.

中国大連営業所設立

パッキングマシーン

阪之下商貿（大連）
有限公司

2991/45 Ladprao Rd, Klongchan, Bangkapi,
Bangkok, 10240 Thailand
TEL：66-2-370-3110
FAX：66-2-370-3112

よりお客様に近い存在であるよう、
サカノシタでは中国大連に新しく営
業所を設立。現在の拠点とともにネッ
トワークを強め、海外でもさらにきめ
細やかなサービスを提供します。
古耕国際商務大厦 15F
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SAKANOSHITA Item
サカノシタアイテム
電機・電子・制 御 機 器

伝 導用品・工 業 用材 料

㈱アイエイアイ
IDEC㈱
アズビル㈱
㈱アピステ
オーム電機㈱
大阪精工㈱
オプテックス・エフエー㈱
オムロン㈱
坂口電熱㈱
㈱ダイヤディックシステムズ
竹中電子工業㈱
㈱デジタル
㈱栃木屋
㈱ナカリキッドコントロール
㈱八光電機
富士電機㈱
三菱電機㈱
㈱安川電機

旭精工㈱
アルファ商事㈱
イグス㈱
㈱伊藤鉄工所
㈱イマオコーポレーション
NOK㈱
黒田精工㈱
㈱椿本チェイン
THK㈱
鍋屋バイテック㈱
日本トムソン㈱
日本ベアリング㈱
ハイウィン㈱
バンドー化学㈱
ボッシュレックスロス㈱
三ツ星ベルト㈱

ロボシリンダ・短軸ロボット・直交ロボット
制御用リレー・操作用スイッチ・LED表示灯
安全スイッチ・ロープスイッチ・マットスイッチ
ドアーキャッチ・制御盤用エアコン
位置決めコントローラー・ボックスファン・キャップコン
画像処理検査装置・パーツフィーダ・部品供給装置
光電センサ・変位センサ・画像センサ
シーケンサ・制御用リレー・操作用スイッチ・各種センサー
カートリッジヒーター・サミコンヒーター・シリコンラバーヒーター
簡易サーボシステム・電動シリンダ
光電子センサー・ファイバーセンサー・ライトカーテン
タッチパネル・回転灯
蝶番・ステー・取手
定量吐出ディスペンサ
各種ヒーター・熱風発生機
ブレーカー・サーキットプロテクタ・電磁開閉器
シーケンサ・インバータ・ACサーボ・ロボット
インバータ・サーボコントローラ・ロボット

空 気 圧・油 圧機 器
SMC㈱
クロダニューマティクス㈱
CKD㈱
㈱コガネイ
㈱TAIYO
㈱ニューエラー
㈱妙徳
㈱不二越

空気圧機器・方向制御機器・空気圧補助機器
小型空気圧機器・ハイロータ・ユニワイヤ
空気圧機器・インデックスユニット・流体制御機器
空気圧機器・調質機器・静電除去ユニット
空気圧機器・油圧機器・油圧サーボ
ピコテーブル・スライドユニット・エアシリンダ・エアハンド
コンバム・真空機器
ソレノイドバルブ・油圧ユニット・エアークラッチ・ベアリング・ロボット

原 動 機・減 速 機・変 速 機
オリエンタルモーター㈱
㈱三共製作所
シンフォニアテクノロジー㈱
日本電産シンポ㈱
㈱ニッセイ
三木プーリ㈱

小型ギアモーター・ステッピングモーター・電動アクチュエーター
インデックス割出し装置
ACサーボモーター・パーツフィーダ・電磁クラッチブレーキ
リングコーン無段変速機・トルクリミッタ・デジタル回転計
GTRギアモーター・歯車
ベルト式無段変速機・電磁クラッチブレーキ・カップリング

省 力 荷 役 運 搬・物 流 機 器
伊東電機㈱
NKE㈱
オークラ輸送機㈱
大野ゴム工業㈱
㈱をくだ屋技研
コレック㈱
象印チェンブロック㈱
㈱ダイフク
㈱ニッサンキコー
日本アキュライド㈱
㈱日本設計工業
日本ホイスト㈱
日本輸送機㈱
長谷川工業㈱
花岡車輌㈱
浜田工業㈱
バラマン工業㈱
ハンマーキャスター㈱
㈱マキテック
マルヤス機械㈱
ユニキャリア㈱

パワーモーラー
コンベア・エアー機器・パーツハンドリング機器
ローラーコンベヤ・ベルトコンベヤ・ロボットパレタイザー
オーレッグ（防振ゴム付アジャスターボルト）
キャッチパレットラック・パワーリフター・サントカー
ハンドパレットトラック・無人搬送台車
チェンブロック・クレーンサドル・吊りクランプ・天井クレーン
自動倉庫・回転ラック・物品棚
フィルム包装機械
スライドレール
コンベア・エアー機器搬送システム設計製作
電動ホイスト・クレーン・二段式駐車装置・天井クレーン
フォークリフト・無人搬送車
アルミ梯子・アルミ脚立・アルミ踏台・移動作業台
運搬台車・油圧リフター
運搬車・リフター・防爆工具
アルミ製バランススライドレールシステム・バランサー
キャスター各種
ローラコンベア・ベルトコンベア・駆動コンベア
コンベア
フォークリフト

Material Handling
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ベアリングユニット・ジョインボール・エアークラッチ
スライドシャフト・パイプシャフト・台形ネジ
エナジーチェーン・ドライリン
ステンレス管継手・ステンレスバルブ
ハンドル・ドライブテンショナー・ブロックジグシステム
アイアンラバーベルト・オイルシール・Oリング
ボールネジ・ネジゲージ
ローラチェーン・パワーロック
LMガイド・スプライン軸受・球面軸受・ボールねじ
レバー・ノブ・ハンドル・特殊ネジ
リニアウェイ・ニードルベアリング
スライドガイド・スライドブッシュ・スライドユニット・シャフト
リニアガイド・ボールネジ・単軸ロボット
Vベルト・シンクロベルト・平ベルト
アルミ構造部材
Vベルト・タイミングベルト・タイミングプーリ

管工機 材・鋲 螺
ISAIAH（イセヤ）
イノック㈱
㈱イワキ
蒲田工業㈱
㈱キッツ
グルントフォスポンプ㈱
㈱潤工社
㈱昭和バルブ製作所
㈱タンケンシールセーコウ
千代田通商㈱
㈱テイエルブイ
㈱寺田ポンプ製作所
テラル㈱
日東工器㈱
日本スウェージーロックFST㈱
㈱日本ピスコ
㈱フジキン

ウレタンチューブ・ワンタッチ継手・スピードコントローラ
ステンレス配管・バルブ
定量ポンプ・マグネットポンプ
気密検査カプラー・クリーンブース
バルブ・コック・ボールバルブ・自動操作バルブ
多段渦巻きポンプ
ジュンロンチューブ・コスモフレックス
バルブ・コック・ボールバルブ・自動操作バルブ
メカニカルシール・カーボン製品・ABCシール
ウレタンチューブ・ワンタッチ継手・スピードコントローラ・メガフロー
スチームトラップ・減圧弁・制御弁
自吸式渦巻ポンプ・水中ポンプ・バーチカルポンプ
ポンプ・送風機
カプラ（流体継手）
・エアーライナー・アトラ
スウェージロック
ウレタンチューブ・真空機器・チューブ継手
電子バルブ・精密バルブ・ニードルバルブ

Factory
Automation Parts
工 場用品・事 務 機 器・環 境 機 器
アイリスオーヤマ㈱
㈱赤松電機製作所
㈱アコー
アズワン㈱
アマノ㈱
㈱いけうち
㈱イトーキ
エコ・トラスト・ジャパン㈱
大阪製罐㈱
春日電機㈱
岐阜プラスチック工業㈱
京セラドキュメントソリューションズ
㈱キングジム
興研㈱
コクヨ㈱
㈱サカエ
三甲㈱
サンワサプライ㈱
シシド静電気㈱
㈱シモン
ショーワグローブ㈱
JOHNAN㈱
㈱スイデン
スガツネ工業㈱
スプレーイングシステムスジャパン㈱

LED照明・収納・インテリア・ガーデン用品
オイルミストコレクター
オイルスキマー（オイル除去装置）
サンクアスト研究・産業用機器
電子集塵機・産業用掃除機・タイムレコーダー
スプレーノズル・エアーノズル
オフィス家具
LED蛍光灯・直管型LED照明
OSキャビネット・ワークベンチ
静電気除去装置・静電気測定機
プラスチックコンテナ・導電性コンテナ
エコシスプリンタ・複合機・複写機
ファイル・電子文具
簡易クリーンブース
OA機器・オフィス家具・パーティション
作業台・ツールワゴン・棚
サンバケット・サンボックス・樹脂パレット
コンピューター関連商品
静電気除去装置
安全靴・ウレタン底安全靴・アンセル手袋
各種業務用手袋
ドレン水清水化装置・油吸着材
ポータブル排送風機・産業用掃除機・集塵機・工場扇
ハンドル・取手・蝶番・ステー・ダーコキャスター
スプレーノズル、噴霧器、細冷ミストシステム

スペーシア㈱
住友スリーエム㈱
㈱スリーボンド
西部ゴム㈱
積水テクノ商事西日本㈱
ダイキン工業㈱
ダイニチ工業㈱
チコーエアーテック㈱
㈱DG TAKANO
㈱ティーネットジャパン
東亞合成化学工業㈱
東北ゴム㈱
内外特殊エンジ㈱

組立てパイプおよび継手
研磨剤・マスク・各種テープ・VHBテープ
接着剤・パッキン剤・ウレタン材
防振ゴム・ゴムシート
各種テープ・包装資材・産業物流資材
スポットエアコン・パッケージエアコン
ブルーヒーター
小型集塵機・消臭機・高性能フィルター
節水ノズル
高輝度LED照明
工業用瞬間接着剤・アロンアルファ
帯電防止カラーマット・エレリーク
バイソンサイクロン・バイソンジェネレーター・風力発電

工作 機 械・鍛 圧機 械
OKK㈱
オークマ㈱
㈱岡本工作機械製作所
黒田精工㈱
コスモキカイ㈱
㈱静岡鐵工所
㈱ジェービーエム
㈱スギノマシン
㈱ソディック
DMG森精機㈱
長島精工㈱
㈱ニコテック
ファナック㈱
ブラザー工業㈱
㈱牧野フライス製作所
㈱松浦機械製作所
安田工業㈱
㈱山崎技研
ヤマザキマザック㈱
ユニコントロールズ㈱

5軸複合加工機・NC立形マシニングセンタ・NC旋盤
5軸複合加工機・NC立形マシニングセンタ・NC旋盤
平面研削盤
平面研削盤・ポリシングマシーン・各種ツーリング
卓上複合工作機・CNC付卓上複合工作機
フライス盤・NCフライス盤・立型マシニングセンタ
CAD・CAMシステム・NC工作機械周辺機器
ドリルユニット・タッピングユニット
NC放電加工機
5軸複合加工機・NC立形マシニングセンタ・NC旋盤
精密平面研削盤
コンターマシン・カットオフマシン・鍛圧機械
NCマシニングセンタ・ワイヤ放電加工機・射出成型機CAD
NCマシニングセンタ・タッピングマシン・ワイヤ放電加工機
フライス盤・NC放電加工機・ワイヤカット・工具研削機
5軸複合加工機・NC立形マシニングセンタ・NC旋盤
高速・高精密金型加工機
立中ぐりフライス盤・ミルボーラー
複合加工CNC旋盤・マシニングセンタ・レーザー加工機
加圧タンク・圧力容器・ディスペンサ

工作用機 器・マグネット工 具
アポロ精工㈱
エヌティーツール㈱
㈱MSTコーポレーション
カネテック㈱
㈱北川鉄工所
倉敷化工㈱
ケナメタルジャパン㈱
㈱ジャパンユニックス
大同DMソリューション㈱
津田駒工業㈱
帝国チャック㈱
㈱ナベヤ
日本オートマチックマシン㈱
㈱日研工作所
双葉電子工業㈱

自動はんだ付けロボット
ジグ用ブッシュ・エンドミルチャック
NCツーリングシステム・放電加工機用ツーリングシステム
マグネットベース・マグネット応用機器
旋盤用チャック・円テーブル・パワーバイス
ハイマウント・ウレタンゴム・防振ゴム・キャリマウント
NCツーリングシステム・ハニタエンドミル
自動はんだ付けロボット
スタープレート・ダイセット
マシンバイス・万能割出台・円テーブル・電動割出台
デザインパワーチャック
MC周辺機器・クランピングエレメント・バイス・定盤
精密卓上プレス・精密バイス・精密サインバイス
ミーリングチャック・NCツーリング・バイス・円テーブル
ダイセット・エアーフィーダー・モールドベース

切削工 具・研磨 材
エ フ・ピ ー・ツ ー ル ㈱
オーエスジー㈱
京セラ㈱
サンドビック㈱
住友電工ハードメタル㈱
㈱タンガロイ
㈱ツボサン
㈱ツールテックス
東洋ツール工業㈱
TOWA㈱
日本特殊陶業㈱
日立ツール㈱
富士元工業㈱
三菱マテリアルツールズ㈱
㈱ミヤナガ
メタル・リムーバブル社
YG－1ジャパン㈱

自在リーマー・ハンドリーマー・テーパーピンリーマー
ドリル・エンドミル・タップ・ワルター
セラチップ・ツールホルダ
切削工具
超硬工具・チップ・ホルダ
超硬工具・セラミック工具
鉄工ヤスリ・組ヤスリ
ダイヤモンドツール
特殊切削工具
CBNエンドミル
チップ・ホルダー
エンドミル・カッタ
ナイスカット
ドリル・エンドミル
コンクリートドリル・コアドリル・ホールソー
マスター超硬バー・超硬エンドミル・ユニバーサルドリル
YGエンドミル

ニチアス㈱
日東電工CSシステム㈱
日本製紙クレシア㈱
㈱ニホンゲンマ
パナソニック㈱
濱田プレス工藝㈱
文化シャッター㈱
三橋製作所㈱
三菱樹脂㈱
三菱電機㈱
ムラテック販売㈱
山崎産業㈱
ローランドディー.ジー.㈱

断熱材・パッキン・ガスケット
各種テープ・ラベルプリンタ
キムタオル・ショッププロ
各種ハンダ
エアコン・業務用掃除機・蛍光灯
メリックス・キャビネット・LEDライト
高速シートシャッター
AIREXエアシャフト・LPCウェブガイドシステム
ヒシコンテナ・貯水槽・高架水槽
エアコン・ファンヒータ・太陽光発電パネル・小水力発電
ファックス
環境用品
カッティングマシーン・大判プリンター

測定 計 測 機 器
㈱小野測器 デジタル回転計・デジタルスケール
コフロック㈱ 流量計・マスフローコントローラ
シンワ測定㈱ 直尺・曲尺・水平器
ソニック㈱ マイクロスコープ
㈱第一計器製作所 圧力計
㈱第一測範製作所 ねじゲージ・ボールねじ・エアーマイクロメーター
中央精機㈱ ツールスコープ・X-Yテーブル・精密位置決め装置
㈱東日製作所 トルクメーター・トルクレンチ・トルクドライバー
㈱ニコン 精密光学機器
㈱ミツトヨ マイクロメータ・ノギス・リニアスケール・三次元測定機
ムラテックKDS㈱ コンベックスルール・鋼製巻尺

作業工具
㈱オオサワ ワンダーガン・集塵機
オーエッチ工業㈱ 各種ハンマー・タナガード・キャスター
角田興業㈱ ハンドバイス・バイスプライヤー・バリクランプ・トグルクランプ
京都機械工具㈱ KTCソケットレンチ・スパナ・メガネレンチ・トルシアレンチ
㈱スーパーツール シャコ万力・ギヤープーラ・スーパークランプ押さえ金具
東邦工機㈱ HITモンキーレンチ・パイプレンチ・プライヤー・スパナ
TONE㈱ TONEソケットレンチ・スパナ・メガネレンチ・パワーレンチ
白光㈱ 電熱機器・電気半田こて・半田除去器具
PB SWISS TOOLS ドライバー・アレンレンチ・タガネ・センターポンチ
㈱ベッセル ドライバー・ワイヤーストリッパー・エアドライバー
ホーザン㈱ 電気半田こて・弱電用工具・部品整理箱・ピンセット
㈱前田シェルサービス コンポータンハンマー・マルチドライフィルター
㈱マーベル ハンドプレス・リベッター・ツールボックス
室本鉄工㈱ ペンチ・ニッパー・エアニッパー

伝 動空 気 圧機 器 具・溶 接 機
アネスト岩田㈱ コンプレッサ・スプレーガン・ホットメルト・塗装ロボット
オリオン機械㈱ ドライポンプ・ユニットクーラー・エアドライヤー
㈱近畿製作所 スプレーガン・ダスターガン
㈱ナカニシ 超精密グラインダー・スピンドルユニット
㈱西田製作所 フリーパンチ・パンチャー・油圧式電設工具
日本ニューマチック工業㈱ インパクトレンチ・エアグラインダー・オープレックス
㈱ハイオス 電動ドライバー・トルクメーター
パナソニック㈱ 充電ドリルドライバー
日立工機㈱ 電動工具・ボール盤・メタル切断機・コンプレッサ
㈱日立製作所 ベビコン・スクリュー圧縮機・インバータ
㈱マキタ 電動工具
ミニター㈱ 超音波研磨装置・電動工具
淀川電気製作所 送排風機・グラインダー・小型集塵機・オイルミストコレクター
リョービ販売㈱ 金工用電動工具

Machine & Tools
12

Business Network
営業ネットワーク

大阪支店

社

〒567-0868 大阪府茨木市沢良宜西１丁目22-6
TEL：072-652-3500
（代） FAX 072-652-3510

至宇治

交差点

至京都

至京都

吹田
JCT
至池田

（株）サカノシタ

河原町通

大阪モノレール

十条

至大阪

至伏見

〒435-0044 静岡県浜松市東区西塚町317-3
TEL：053-462-1611
（代） FAX：053-465-2537

至名古屋

由
良
川

号線

（株）サカノシタ

岡山営業所

TSUTAYA

加茂宮駅

市立総合
体育館

福知

山駅

福知山

福知山
市役所

駅

〒710-0038 岡山県倉敷市新田3221
TEL：086-434-8611（代） FAX：086-434-8612

倉敷市役所

国道2

号岡山

ス
バイパ

ゆめタウン
エディオン

東北・上越
新幹線

号
線

13

国
道

1

デニーズ

ニューシャ
トル

国道須山
ユニクロ

高崎線

至京阪枚方市駅

（株）サカノシタ

東宮原駅

関西外大前

出屋敷南

宮原駅

ローソン

GS

道
中山

至京都

福知山
郵便局

9

至東京

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-48-2
TEL：048-661-1610（代） FAX：048-667-3151

出屋敷

り
木通

（株）サカノシタ

1号線

関東営業所

枚方営業所

〒573-1164 大阪府枚方市須山町31-12
TEL：072-847-8961
（代） FAX：072-847-8971

サーラ

労災病院

花水

線
宮福
ンゴ
畿タ
北近

JR草津線

柳通り 西塚橋

三雲駅

国道

朝国

JR

本線
山陰

つり堀

川

中部ガス

洲

国道1号線

ローソン

バイパス

バイパス

野

至梅田 至守口

〒620-0063 京都府福知山市荒河新町90
TEL：0773-25-2025
（代） FAX：0773-25-2050

ローソン

（株）サカノシタ

三雲西

至信楽

至大阪

浜松インター

王将

沢良宜

コーナン

至東京
東名高速道路

滋賀県浄水場
朝国ポンプ場

（株）サカノシタ

福知山営業所

浜松支店

滋賀支店

〒520-3221 滋賀県湖南市三雲282-1
TEL：0748-71-3003（代） FAX：0748-71-3008

至西宮

至大久保

南茨木

阪急
京都
線

千里丘

号
線

1

十条通

JR

東海道
線

大阪高
槻京都
線

コカコーラ
京都工場

国
道

吉野家

至淀

地下鉄烏丸線

久御山
中央公園

（株）サカノシタ

至河原町

（株）サカノシタ

名神
高速
道路

竹田街道

九条

至京都

至淀

至東京

八条口

九条通

〒613-0023 京都府久世郡久御山町野村・村東32-1
TEL：075-631-0101（代） FAX：075-631-5115

JR東海道線

京都駅

至大阪

久御山支店

本

〒601-8032 京都市南区東九条石田町38
TEL：075-671-0101（代） FAX：075-671-0105

県
道
22
号

県 道2

73 号

ワークマン（株）
サカノシタ

会社概要
社名
代表
本社

設立
営業拠点
海外拠点

創業・設立
資本金
取引銀行
所属組合
営業品目

株式会社 サカノシタ
代表取締役 阪ノ下 勝
〒601-8032 京都市南区東九条石田町38
TEL 075-671-0101(代表)
FAX 075-671-0105
1962(昭和37)年06月01日
本社 久御山支店 大阪支店 滋賀支店 浜松支店
福知山営業所 枚方営業所 関東営業所 岡山営業所
タイ
【バンコク】SAKANOSHITA (THAILAND) CO., LTD.
中国
【遼寧省大連市】阪之下商貿（大連）有限公司
【江蘇省蘇州市】蘇州伊庫達貿易有限公司
【福建省福州市】福州阪之下貿易有限公司
昭和23年10月創業
昭和37年6月改組設立
7,200万円（授権資本19,200万円）
京都銀行東九条支店
京都府機械工具商業協同組合
自動化関連機器・省力化搬送機器・機械工具・電子機器の卸販売、
省電力・省エネ機器の販売

沿 革
1948年（昭和23年）10月
1962年（昭和37年）6 月
1969年（昭和44年）11月
1969年（昭和44年）6 月
1971年（昭和46年）2 月
1976年（昭和51年）4 月
1976年（昭和51年）10月
1981年（昭和56年）5 月
1983年（昭和58年）6 月
1985年（昭和60年）6 月
1985年（昭和60年）10月
1991年（平成 3 年）8 月
1992年（平成 4 年）9 月
1993年（平成 5 年）7 月
1998年（平成10年）3 月
2001年（平成13年）6 月
2002年（平成14年）6 月
2003年（平成15年）2 月
2004年（平成16年）5 月
2004年（平成16年）5 月
2004年（平成16年）6 月
2007年（平成19年）4 月
2007年（平成19年）6 月
2011年（平成23年）2 月
2012年（平成24年）5 月
2012年（平成24年）11月
2013年（平成25年）1 月
2013年（平成25年）3 月
2014年（平成26年）8 月
2015年（平成27年）3 月
2016年（平成28年）12月

創始者阪ノ下稔により、個人企業・阪ノ下商店として創業 機械工具販売を営む
株式会社阪ノ下商店に組織変更 資本金百万円にて設立
枚方営業所を開設
本社倉庫配送センターを建設 商品在庫の充実を図る
浜松営業所を開設
欧米式展示店舗「エスコ」チェーン展開を図る
大阪営業本部を開設
株式会社サカノシタに社名変更
久御山センターを開設
京滋マザック株式会社を設立
栗東営業所を開設
本社営業部を拡張
阪ノ下稔代表取締役社長が会長に就任、阪ノ下勝専務が社長に就任
全社リアルタイムオンラインシステム構築
八日市営業所を開設
全社にて「ISO14001」の認証取得
タイ・バンコクに進出（Future Option Co., Ltd.）
中国・昆山に進出（昆山生田貿易有限公司）
中国・福州に進出（阪之下貿易有限公司）
大阪営業本部を東大阪から茨木に移転
久御山センター、大阪営業本部、浜松営業所を支店に組織変更
福知山営業所を開設
枚方営業所を再開
関東営業所を開設
栗東営業所と八日市営業所を統合し、滋賀支店を開設
本社新社屋完成
中国・大連に進出（阪之下商貿（大連）有限公司）
京丹波第1太陽光発電所完成
枚方営業所を改装
京都大岩太陽光発電所完成
岡山営業所を開設

会社概要
※タイ・中国は認証取得しておりません。
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本社
〒601-8032 京都市南区東九条石田町38
T EL：075-671-0101
（代）
FAX：075-671-0105

本社営業部
〒601-8025 京都市南区東九条柳下町8
TEL：075-671-0101（代）
FAX：075-671-0105

支店営業所
久御山支店

福知山営業所

〒613-0023 京都府久世郡久御山町野村・村東32-1
TEL：075-631-0101（代） FAX：075-631-5115

〒620-0063 京都府福知山市荒河新町90
TEL：0773-25-2025
（代） FAX：0773-25-2050

大阪支店

枚方営業所

〒567-0868 大阪府茨木市沢良宜西１丁目22-6
TEL：072-652-3500（代） FAX：072-652-3510

〒573-1164 大阪府枚方市須山町31-12
TEL：072-847-8961（代） FAX：072-847-8971

滋賀支店

関東営業所

〒520-3221 滋賀県湖南市三雲282-1
TEL：0748-71-3003
（代） FAX：0748-71-3008

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-48-2
TEL：048-661-1610（代） FAX：048-667-3151

浜松支店

岡山営業所

〒435-0044 静岡県浜松市東区西塚町317-3
TEL：053-462-1611（代） FAX：053-465-2537

〒710-0038 岡山県倉敷市新田3221
TEL：086-434-8611（代） FAX：086-434-8612

海外拠点
タイ（バンコク）
SAKANOSHITA (THAILAND) CO.,LTD.

中国（江蘇省蘇州市）
蘇州伊庫達貿易有限公司

2991/45 Ladprao Road, Klongchan, Bangkapi,
Bangkok, 10240 Thailand
TEL：66-2-370-3110 FAX：66-2-370-3112

215006 中国江蘇省蘇州市工業園区金谷路68号
TEL：86-512-6956-2606 FAX：86-512-6956-2610

中国（遼寧省大連市）
阪之下商貿（大連）有限公司

中国（福建省福州市）
福州阪之下貿易有限公司

116600 中国遼寧省大連市経済技術開発区金馬路138号
古耕国際商務大厦1504室
TEL：86-411-8756-2115 FAX：86-411-8756-5117

350008 中国福 建 省 福州市倉山区 浦上 工 業区百 花洲路
26号左側1楼
TEL：86-591-8773-5550 FAX：86-591-8804-9951

関連会社
京滋マザック株式会社

サカエリックエネルギー開発株式会社

〒601-8025 京都市南区東九条柳下町7
TEL：075-681-0165（代） FAX：075-671-8226

〒601-8032 京都市南区東九条石田町38
TEL：075-671-0307
（代） FAX：075-671-8226

株式会社エリック

GREEN GROW ENGINEERING CO.,LTD.（タイ）

〒567-0868 大阪府茨木市沢良宜西1-22-6
TEL：072-652-3530（代） FAX：072-652-3560

53/8Moo 4 T．Huaykapi，A.Muang Chonburi，Chonburi
20130 Thailand
TEL：66-38-145-031 FAX：66-38-145-030

http://www.sakanoshita.com
●商品の概観は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

