理想を叶え、
未来へつなげる
モノづくり
Ideal is granted,
Linked to the future
Manufacturing

唯 一 無 二 の モノづくり
私たちが手掛ける機械に 、同じものはありません。
お客様の様々なニーズに応えるため、私たちは80年以上の歴史の中で、
多種多様な機械をオーダーメイドでつくってきました。
お客様の理想を叶え、新しい未来づくりに貢献するために…。
機械づくりと真摯に向き合ってきた会社として、私たちはこれからも新たな未来へ挑戦し続けます。

The one and only manufacturing.
There`re no same ones in the machine we handle.
To respond the customer`s various needs, we`re in history more than 80 years.
All of the machines were being made with custom-making. (made-to-order)
We will keep challenging as a company that has sincerely with machine manufacturing
to fulfill our customers' ideals and contribute to the creation a new future.
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考え抜き、
進化を続けることで、
お客様の
「理想」
に挑む
To challenge customer`s “Ideal”
By thinking out and continuing the evolution

納品までの流れ

私たちの一番の強みは、
オーダーメイドでひとつひとつの機械を生産している点にあります。
機能、サイズ、安全性、加工速度など、お客様のご要望は様々です。
営業から設計、製造まで、すべてのスタッフが一丸となって、
お客様にとっての 最適 を考え抜き、技術向上に努めることで、
お客様が求める理想の機械を具現化します。
Our greatest strength is in the point that we`re producing each machine
originally by made-to-order. There are various customer requests such as function, size, safety,
processing speed, etc. All staff work together from sales to architecture and manufacturing,
by thinking about “suitability” for customers and striving to improve technology,
Realize the ideal machine that customers requested.

The ﬂow of Delivery

開発から納入後まで一貫したサポート体制
ヒアリング・ご提案
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Hearing・Proposal

設計

Architecture

製作

Production

納品

Delivery

ご要望やお困りごとをヒアリング。
多数の実績から培ったノウハウをもとに、
お 客 様 に とって 最 適 なプ ラン を 提 案
します。

仕様をもとに、設計図を作図します。
オーダーメイドのため、
専用設計でお客様の
理想を形にします。

部品加 工・組付・設備調整を行います 。
1台毎に異なる仕様のため細部まで気を
配り、プロフェッショナルな技術で正確に
形にしていきます。

完 成した設備の納入・据 付を行います。
稼働に問題がないかを確認後、
納入完了と
なります。

We will ask customer for their opinions,
problems and know their demands. We will
propose the most suitable plan for a customer
based on the experience and know-how we
obtained.

We draw blueprint based on the specifications.
Designed exclusively for custom-made to give
form our customer`s demand or ideas come
out.

Processing parts, assembly and equipment
adjustment. Because the machine has different
specifications so we pay close attention to
detail, and we will give the form correctly with
professional technology.

We will deliver and install the completed
equipment and perform a trial run. After
checking whether there`s no any problem in
moving then delivery is completed.

開発段階から設備の納入、アフターフォローに至るまで、
自社で一貫して対応します。
お客様と長期的に関わることで、信頼関係を築き、安心を
お届けします。

Consistent support system
from development to after delivery
From the development stage to delivery and after-sales service
further, we will respond consistently. Because we got involved
with customer for a long time by building a trust and reassured.
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スライド

基本ユニット

Slide

Base unit

主軸
Spindle

タレット
Turret

多種多様な基本ユニットを組み合わせ
お客様に最適な設備をご提供

品質とスピードを高める、
独自の生産方式

We oﬀer a variety of base unit,
focus on providing products
to match our customer̀s needs.

心押
Tail stock

フレーム
Frame

Quality enhancement, Independently developed production method
お客様に最適な機能とサイズを提供

HORIBE のモノづくり ブロックビルド生産方式
Manufacturing of HORIBE Block Build Production Method
無限の可能性を秘めた、独自のカスタマイズ生産方式
私たちが独自開発した
「ブロックビルド生産方式」
は、
用途やサイズの
異 なる様々な 基 本 ユ ニットを 組み合 わ せることでお 客 様 に
最適な機械を提供する、カスタマイズ型の生産方式です。

基本ユニットは年々ラインナップを増やし、
計算上では300万通りの
機械を生産でき、無限の可能性を秘めています。
各基本ユニットの精度・品質が非常に高いことが、
このような独自の
生産方法を可能にしています。

主軸、フレーム、スライド、タレット、心 押など
「基本ユニット」を多種多様に用意。
基本ユニットの組み合わせにより、横型、立型、
主軸旋回型、門型のNC旋盤や専用機、複合機、
トランスファーM/Cなどの機械が製作可能です。

基 本 ユ ニットは 、多 種 取り揃えて いるため 、
完成時のサイズ、機能性ともにお客様にとって
最適なソリューションを提案します。
また 、設 計にかかる時間を削減 できるため 、
短納期対応が可能です。

We provide optimal function and size to suit your needs
A variety of "base units" such as spindles, frames,
slides, turrets and tail stock are available.
Machines such as horizontal, vertical, spindle
rotation, and portal N / C lathes, dedicated machine,
multi-function machines, and transfer M / C can be

納入例の紹介

manufactured by combining with base units. The base
unit are variety of sizes and shapes, so we focus on
propose in the best solution for customers of size and
functionality. In addition, we can reduce the drawing
time for makes a quick delivery to be possible.

Reference machines

The limitless potential of proprietary customize production method
The “block build product method” developed by our company is a
customized production method that provides customers to the most
suitable machine by combining various base units with different
applications and sizes.
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The base unit always has a lineup year by year also can produce 3 million
machine and has a limitless potential. The precision and high quality of
each unit enables this unique production method.

横型旋盤
NX2-SP6NT

ローラーバニッシュ専用機
NX5-SP8NT(E)

立型複合加工機
NX3-VH8AT20

小型立型旋盤
NX2-CVH8N

Horizontal Lathe

Roller Burnish Dedicated Machine

Vertical Multitasking Machine

Narrow Type Vertical Lathe
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主な商社

主な納入ユーザー

Major trading companies

安藤株式会社
株式会社オーマット
岡谷鋼機株式会社
金沢機工株式会社
釜屋株式会社
キヨシ機械株式会社
甲信商事株式会社
佐藤商事株式会社
サンコー商事株式会社
三立興産株式会社
太陽機械商事株式会社
東京技販株式会社
東京産業株式会社

豊田通商株式会社
株式会社豊通マシナリー
株式会社マルカ
丸紅テクノシステム株式会社
三菱商事テクノス株式会社
株式会社モリタ
守屋工機株式会社
山下機械株式会社
株式会社山善
ユアサ商事株式会社
ユアサテクノ株式会社
米沢工機株式会社
ワシノ商事株式会社

ANDO CO.,LTD.

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

OMAT CO.,LTD.

TOYOTSU MACHINERY CORPORATION

OKAYA & CO., LTD.

MARUKA CORPORATION

KANAZAWA-KIKO CO.,LTD.

MARUBENI TECHNO-SYSTEMS CORPORATION

KAMAYA CO.,LTD.

MITSUBISHI CORPORATION TECHNOS

KIYOSHI KIKAI CO.,LTD.

MORITA CORPORATION

KOSHIN TRADING CO., LTD.

MORIYA KOKI CO.,LTD.

SATOSHOJI CORPORATION

YAMASHITA MACHINERY CO.,LTD.

SANKO SHOJI CO.,LTD

YAMAZEN CORPORATION

SANRITSU KOSAN CO.,LTD.

YUASA TRADING CO.,LTD.

TAIYO KIKAI SHOJI CO.,LTD.

YUASA TECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD.

TOKYO GIHAN CO.,LTD.

YONEZAWA KOKI CO.,LTD.

TOKYO SANGYO CO.,LTD.

WASHINO TRADING CORPORATION

（50音順・敬称略）

Samon Works Co.,Ltd.

Major customers

アイコクアルファ株式会社
アイシン精機株式会社
アイシン高丘株式会社
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社
株式会社IJTT
愛知機械工業株式会社
愛知時計電機株式会社
アスモ株式会社
株式会社アンレット
いすゞ自動車株式会社
株式会社エクセディ
NOK株式会社
NSKステアリングシステムズ株式会社
NSK富山株式会社
KYB株式会社
KYB-YS株式会社
川崎重工業株式会社
株式会社クボタ
株式会社神戸製鋼所
株式会社小松製作所
CKD株式会社
株式会社ジェイテクト
ジヤトコ株式会社
スズキ株式会社
ダイキン工業株式会社
ダイハツ工業株式会社

高雄工業株式会社
中越精密工業株式会社
中越マシナリー株式会社
中越ベアリングパーツ株式会社
津田工業株式会社
株式会社東芝
トヨタ自動車株式会社
株式会社豊田自動織機
ナブテスコ株式会社
日産工機株式会社
日産自動車株式会社
光精工株式会社
日立Astemo株式会社
株式会社日立産機システム
日野自動車株式会社
株式会社SUBARU
豊和工業株式会社
本田技研工業株式会社
株式会社松尾製作所
マツダ株式会社
三菱自動車工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
武蔵精密工業株式会社
ヤンマー株式会社
理研鍛造株式会社
（50音順敬称略）

海外でもホリベの
品質と安心を
主な海外納入ユーザー

Our machine have patronize not only in Japan but also in countries all over the world.
Even in the place far from Japan, we are expanding the support base and dispatching
engineers who can maintain the machine performance with responsibility.
HORIBE will promise to do our best and keep our quality of overseas delivery and
product support.

米国現地法人

HORIBE U.S.A., INC.

1840 Airport Exchange Blvd.
#210 Eranger, KY 41018
TEL +1-859-525-2318 FAX +1-859-525-7189

タイ業務提携先

Major overseas customers

AMERICAN SHOWA INC.

HONDA FOUNDRY (ASIAN) CO.,LTD

PT.ASTRA DAIHATSU MOTORUC O.,LTD

HYUNDAI MOTOR COMPANY

AW NORTH CAROLINA. INC.

ISUZU ENGINE MANUFACTURING CO.,LTD.

CHINA FCC FOSHAN CO.,LTD

JATCO (GUANGZHOU) AUTOMATIC
TRANSMISSION LTD

DONGFENG NISSAN PASSENGER VEHICLE
COMPANY DONGFENG MOTOR.,LTD

Samon Works Co.,Ltd.

120/2 Moo 12, Racha Thewa,
Bang Phli, Samutprakarn 10540
TEL +66-2315-5434 FAX +66-0-2315-5435

TOKAO KOGYO CO.,LTD.
CHUETSU PRECISION WORK CO.,LTD.
CHUETSU MACHINERY CO.,LTD.
CHUETSU BEARING PARTS CO.,LTD.
TSUDA INDUSTRIES CO.,LTD.
TOSHIBA CORPORATION
TOYOTA MOTOR CORPORATION
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
NABTESCO CORPORATION
NISSAN KOHKI CO.,LTD.
NISSAN MOTOR CO.,LTD.
HIKARI SEIKO CO.,LTD.
HITACHI ASTEMO,LTD.
HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTMES CO.,LTD.
HINO MOTORS, LTD.
SUBARU CORPORATION
HOWA MACHINERY, LTD.
HONDA MOTOR CO.,LTD.
MATSUO INDUSTRIES, INC.
MAZDA MOTOR CORPORATION
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO.,LTD.
YANMAR CO.,LTD.
RIKEN FORGE CO.,LTD.

HORIBE U.S.A.,INC.

The quality of HORIBE are also offered in foreign countries
日本国内だけでなく、世界各国、様々な地域でご愛顧いただいている私たちの機械。
日本から遠く離れた地であっても、責任をもって機械が性能を発揮できるよう、
私たちは、各国に機械の性能を保守できる技術者を派遣、もしくは現地での育成を進め、
サポート拠点を拡大しています。
海外への納入、製品サポートにおいても、ホリベならではの品質と安心をお約束します。

AIKOKU ALPHA CORPORATION
AISIN SEIKI CO.,LTD.
AISIN TAKAOKA CO.,LTD.
AISIN AW CO.,LTD.
AISIN AW INDUSTRIES CO.,LTD.
IJTT CO.,LTD.
AICHI MACHINE INDUSTRY CO., LTD.
AICHI TOKEI DENKI CO.,LTD.
ASMO CO.,LTD.
ANLET CO.,LTD.
ISUZU MOTORS LIMITED
EXEDY CORPORATION
NOK CORPORATION
NSK LTD.
NSK TOYAMA CO.,LTD.
KYB CORPORATION
KYB-YS CO.,LTD.
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,LTD.
KUBOTA CORPORATION
KOBE STEEL, LTD.
KOMATSU LTD.
CKD CORPORATION
JTEKT CORPORATION
JATCO LTD.
SUZUKI MOTOR CORPORATION
DAIKIN INDUSTRIES,LTD.
DAIHATSU MOTOR CO.,LTD.

JATCO MEXICO,S.A.DE C.V

EXEDY AMERICA CORPORATION

KIA MOTORS CORPORATION

EXEDY DYNAX MEXICO S.A. DE C.V.

NTK PRECISION AXLE CORPORATION

FUJIWA MACHINERY INDUSTRY(KUNSHAN)C O.,LTD

KOBE ALUMINUM AUTOMOTIVE PRODUCTS LLC.

GROUPE RENAULT

KWANG YANG MOTOR CO.,LTD.

GUANGZHOU AUTOMOBILE COMPONENT CO., LTD.

NISSAN POWERTRAIN THAILAND.

GUILIN FUDA CO., LTD.

SEOJIN CAM CO.,LTD

HANON SYSTEM CORP.

THAI HONDA MFG.CO.,LTD

HITACHI INDUSTRAIL TECHNOLOGY ( THAILAND ) LTD.
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それぞれの力を融合させたチーム力
The fusion of teamwork

お客様との
約束を
守るために

代表取締役

To fulfill “commitment”
to customer

代表メッセージ

堀部 健吾

President, representative director

Kengo Horibe

Message from the president

私たち「ホリベマシナリー」は、創業から80年以上、機械づくりと

近年は、海外取引が全体の約7割までに急成長し、世界各国で

真摯に向き合い、
技術力を高めてきました。
私たちの使命は、
ニーズを

私たちの機械が活躍しています。

的確に捉え、
お客様の理想通り、
もしくは理想を超えた機械をつくる

さらに、
2018年からは村田機械グループの一員となり、
新技術の共同開発、

ことにあります。

品質管理・生産管理の向上、
メンテナンス・サポート体制の強化などを

そのためにも、
お客様と信頼関係を築きながら、
社員全員が責任感を

進めてきました。

持って技術とアイデアで機械をつくることを大切にしてきました。 私 た ち は こ れ か らも 考 え 、進 化し 続 けることを 忘 れ ず 、
お客様に必要とされる会社でありたいと考えています。
We “HORIBE MACHINERY” were confronted with machine
manufacturing and raising technical power for more than 80 years.
Our mission is being aware of customer`s need and create machine that
meet or beyond customer ideals. For that reason, we building
relationship of trust with customers during all staff have cherished the
responsibility to create machine with technology and ideas. Overseas
transaction has grown rapidly to about 70% of the total in the recent years.

経営理念
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Our machine utilization in countries all over the world. Moreover, from
2018, Horibe is become a member of Murata Machinery Group. We
have proceeded a joint development of new technologies, quality
control, production control, maintenance and support systems. And we
will continue to think and keep evolving, we would like to be the
company that needed by customer.

販売部

技術部

製造部

Sales department

Engineering department

Production department

お客様と最初に接点を持つ販売部。
まずはお客様とコミュニケーションを
重ね、
潜在的なニーズを引き出すことが
欠かせません。
お 客 様 の 生 産 する商 品 や 現 場 の
状態についても正しく理解し、課題を
見つけ、他部 署と連 携をとりながら
解決策を提案。
「ホリベに頼んでよかった！」
と思っていただけるよう、お客様との
信頼関係を大切に、
丁寧にプロジェクトを
進めています。

技術部では、
販売部や製造部と積極的に
意見交換しながら、お客様の理想を
叶える機械設計に取り組んでいます。
一 台 一 台 、ご 要 望の 異なる機 械を
つくるため、設計には常に深い思考が
必要です。
機 能 性 、安 全 性 の 向 上 、さらには
実際の生産現場における前後工程の
他 社機 械との 連 携についても配 慮
するなど、
様々な角度から考え、
論理的に
組み立てることで、
お客様にとって最適な
機械設計を行っています。

部品の加工、
機械の組み立て、
生産管理に
加え、
修理などのサポートも行う製造部。
実際の機械製造は、
ほとんどが手作業で
行われているため、職人技 とも呼べる
高い加工技術をもつ技術者たちが、
特殊な機械づくりに日々挑んでいます。
加工技術の向上、そして生産効率を
常に意識。
納品までの最終段階を担当するため、
機 械の動きや安 全 性など 細やかな
微調節を抜かりなく行い、
品質と安心を
守ります。

Repeated communication with customers
to draw out potential needs.
Properly understand customer`s production
line and situation of site, find problems
and coordination with other department to
find out and propose solutions.
Valuing the relationships of trust we have
established with customers and politely
driving the project to make customer feel
「that it was good to ask Horibe!」

In the engineering department, we exchange
opinions between the sales department and
production department to work on machine
design that fulfills our customers' ideals.
To create machines with different demands,
design always requires carefully considering.
Optimal machine design for customers by
see things from a different perspective and
logically assembling, such as improving
functionality and safety, and also
considering the actual production site that
will cooperation with other manufacturers’
products.

Manufacturing department that provides
support for parts processing, machine
assembly, production management, repairs,
etc. Actual machine manufacturing is
mostly done by manual labor, so we can
called it as “craftsmanship” engineers with
high processing skills are challenging
every day to make special machines. Since
we are in charge of the final stage until
delivery, we will make fine adjustments
such as machine movement and safety
without fail to protect quality and security

Management Philosophy

私たちは、
それぞれのお客様に

私たちは、皆様の御要望一つ一つに

私たちは、
皆様との約束を守るために

最適な機械を作ります。

喜んで取組みます。

全力を尽くします。

We will create the best machines
for each of our customers.

We will happily answer
our customers' each and every request.

We will strive to fulfill all of our
promises to our customers.
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会 社概要

沿革

Horibe's Technology

History

ホリベマシナリー株式会社

お客様の生産現場における発想・ニーズと、私たちが培ってきた
技術・ノウハウによる問題解決力（ソリューション）の融合で
生み出される独自の工作 機 械 製品。お 客 様が求める高度な
ス ペ ッ ク、例 え ば 高 速 化、高 機 能、複 合 化、高 剛 性、
さらに環境負荷が小さいことなど、多様かつ独創的といえる

製 品 を つ く り 出 す た め に、設 計・開 発 技 術 の み な ら ず、
全社一丸となって常に積極的に取り組んでいます。
私たちは、より難易度の高い工作機械づくりを通じて、お客様の
お役に立ち、
さらに社会に貢献していくことで、企業としての
使命・責任を果たしていきます。

1938年（昭和 13 年）

堀部釼三が（株）大隈鉄工所から独立して創業。

1949 年（昭和 24 年）

資本金80万円の（株）堀部鐵工所を設立。

1950 年（昭和 25 年）

組立工場を増設、鋳造工場を新設。

1959 年（昭和 34 年）

汎用旋盤の製造販売を開始。

1961年（昭和 36 年）

油圧単能機を完成。

Our unique machine tools sre created from a fusion between the ideas
and needs at users' production sites and our Company's
problem-solving capacity (solutions) making use of technology and
know-how accumulated over the years.In order to fulfil the advanced
specifications required by our customers - for example speed,
advanced functionality and complexity, mechanical stiffness, and low
environmental burden - and produce capabilities that are both diverse

and original, we constantly and actively seek to make innovations not
only in design and development technology, but also manufacturing
technology.Through the development of even more advanced machine
tools, we will achieve our missoin and meet our responsibilities to
support our customers in their production processes and contribute to
society.

1962 年（昭和 37 年）

中小企業庁長官より合理化優良工場として表彰。

1964年（昭和 39 年）

資本金1,280万円に増資。

1968年（昭和 43 年）

資本金2,560万円に増資。

1968年（昭和 43 年）

機械工場と組立工場を増改築。

1970 年（昭和 45 年）

資本金3,480万円に増資。

1971年（昭和 46 年）

堀部健次が社長に就任。

1978 年（昭和 53 年）

創業40周年。

1983 年（昭和 58 年）

各種NC旋盤を本格的に製造販売開始。

1988 年（昭和 63 年）

創業50周年。

1989 年（平成元年）

新社屋竣工。

19 91年（平成 3 年）

各工場改築完成。

1998 年（平成 10 年）

堀部健吾が新社長に就任。

451-0014

1998 年（平成 10 年）

創業60周年。

商号

ホリベマシナリー株式会社
（旧社名 : 株式会社 堀部鉄工所）

本社工場

Title

HORIBE MACHINERY CO., LTD

Main

2-11 Mataho-cho, Nishi-ku, Nagoya, Japan

〒451-0014
名古屋市西区又穂町 2 丁目 11 番地

Tel

TEL +81-52-521-2346

2000年（平成 12 年）

現地法人HORIBE U.S.A., INC. をアメリカ・ケンタッキー州に設立。

電話番号

052-521-2346 (代)

Fax

FAX +81-52-531-7246

2005年（平成 17 年）

IS014001 認証取得。

FAX 番号

052-531-7246

Establishment

資本金を5,000万円に増資。

創業

昭和 13 年 11 月 21 日

Nov. 21,1938

2007年（平成 19 年）

5,000 万円

¥50,000,000

創業70周年。

資本金

Capital

2008年（平成 20 年）
2011年（平成 23 年）

板金工場増改築。

従業員数

100 名

Employees

90

2013年（平成 25 年）

ユニット工場、測定室、食堂の改築。

事業内容

NC工作機(旋盤 ) の 開発・製造・販売

Undertaking

Machine Tool Manufacturing and Sales

2014 年（平成 26 年）

SAMON WORKS CO., LTD.（タイ）とメンテナンスサポートの業務提携。

取引銀行

三菱 UFJ 銀行

Mitsubishi UFJ Bank,

2014 年（平成 26 年）

ホリベマシナリー株式会社に社名変更。

2018年（平成 30 年）

村田機械株式会社に全株式を譲渡し、村田機械グループの一員となる。

2018年（平成 30 年）

創業80周年。

November, 1938

HORIBE is founded independently from OKUMA MACHINERY WORKS,LTD.

December, 1949

Establish Horibe Machinery Works of capital 800,000 yen Co., Ltd.

December, 1950

Build more assembly plants and found a casting factory.

名古屋銀行、大垣共立銀行
役員
代表取締役

堀部 健吾

取締役

安藤 喬

取締役

村田 大介

取締役

村田 洋介

監査役

野中 成一郎

執行役員

石黒 泰弘

Bank

Nagoya Bank, Ogaki Kyoritsu Bank
Officials
President

Kengo Horibe

Director

Takashi Ando

Director

Daisuke Murata

December, 1959

Start the production sale of the general-purpose lathe.

Director

Yosuke Murata

May, 1961

Complete development the oil pressure single ability machine.

November, 1962

Seiichirou Nonaka

General Manager

Yasuhiro Ishiguro

January, 1964

I increase the capital to capital 12,800,000 yen.

Tsutomu Ito

January, 1968

Increase the capital to capital 25,600,000 yen.

Takuya Miyashita

October, 1968

It is enlargement of a building and renovation at a machine shop and an assembly plant.

January, 1970

Increase the capital to capital 34,800,000 yen.

May, 1971

Kenji Horibe takes office as the president.

November, 1978

The establishment of a business 40th anniversary.

May, 1983

It produces various NC lathes in earnest and begins to sell it.

November, 1988

The establishment of a business 50th anniversary.

September, 1989

The new company building completion.

June, 1991

Each factory reconstruction completion.

January, 1998

Kengo Horibe takes office as the new president.

November, 1998

The establishment of a business 60th anniversary.

November, 2000

Established subsidiary HORIBE U.S.A. INC. in Kentucky, USA.

March, 2005

ISO14001 Certified.

September, 2007

I increase the capital to 50 million yen with capital.

November, 2008

The establishment of a business 70th anniversary.

April, 2011

Construction to expand and renovate sheet metal factory.

December, 2013

Renovation of unit factory, measurement room and cafeteria.

August, 2014

Maintenance support agreement with SAMON WORKS Co.,Ltd. (Thailand)

December, 2014

Changed company name to HORIBE MACHINERY CO.,LTD.

October, 2018

Transfer of all stock to Murata Machinery, Ltd., and membership in the Murata Machinery Group.

November, 2018

The establishment of a business 80th anniversary.

Agency as a rationalization excellence factory.

執行役員

伊藤 勉

General Manager

執行役員

宮下 卓也

General Manager

敷地

5,744 ㎡

Site

Headquarters: 5,744 ㎡

建物

事務所 689.66 ㎡

Bulding

Office 689.66 ㎡

工場 4,460 ㎡

Factory 4,460.6 ㎡

ホリベマシナリー株式会社は村田機械グループの一員です
Horibe Machinery Co., Ltd. is a member of the Murata Machinery

【電車でお越しの場合】
地下鉄鶴舞線「庄内通」駅より徒歩 8 分
【車でお越しの場合】
東名高速道路「名古屋 I.C.」経由で、
東名阪自動車道「楠 I.C.」より約 10 分
googleマップを開く

名古屋高速道路「黒川」出口より約 10 分
名古屋高速道路「庄内通」出口より約 5 分

It commends it than Secretary of Small and Medium Enterprise

Auditor

[ Arriving by train ]
8-minute walk from the subway Tsurumai "Shonaitori" station
[ Arriving by car ]
Tomei Expressway "Nagoya IC" via,
Tomei Osaka about 10 minutes from the motorway "Kusunoki IC"
About 10 minutes from Nagoya Expressway "Kurokawa" exit
About 10 minutes from Nagoya Expressway "Shonaitori" exit

ホリベマシナリー株式会社
（本社工場）
〒451-0014 愛知県名古屋市西区又穂町 2 丁目11番地
TEL/052-521-2346（代）
ホリベマシナリー株式会社は村田機械グループの一員です
Horibe Machinery Co., Ltd. is a member of the Murata Machinery

ht tp: //www. horibe - net.com/

