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『即対応』
にかける
タカラ産業の情熱

即対応を実現する技術力
弊社の強みは、永年培って来た蓄積技術です。
1980年以来、企業活動を通して取得した特許・実用新案・意匠の
件数は190件以上に上りました。
この知的財産を軸にした技術開発
環境が、お得意様の課題解決型の
提案を可能にしてまいりました。今

何処よりも早く対応する

後も時代にマッチした技術開発の
研鑽に励んでまいります。

１９８０年に創業して以来、
『即対応』
・
『開発 それしか生きる道
はない』をスローガンに、
これまで人々の生活に関わる商品を数
多く提供してまいりました。
今まで生まれてきた商品は、数万点。その全てが、お客様のお役
に立てるように創意工夫と想いを盛り込んだ自信作です。
昨今の、市場が短時間で激変する時代に対応する為には、ス
ピードが必要と考えています。
タカラでは、
中小企業ならではのス
マートな組織を活かした、スピード感をもったモノづくりに取り組
んでおります。
大手企業では、
モノづくりの前に、売れるかどうかのリサーチ
（マーケティング）を、時間を掛けてしっかりと行いますが、
それ
に時間を費やすとチャンスが逃げて行ってしまいます。
アイデア、開発の段階で先にモノづくりをする。そして出来た現物
にてお客様の現場に出向き、現実の評価を把握する。スピード
優先『即対応』の柔軟な動きがタカラのスタイルなのです。

企画・設計・安全対策
弊社は、需要案件に対して最適な商品・サービスが提案できるよ
う、様々な見地から検討するために、デザイン会議を通年開催して
います。お得意様からエンドユーザーまで、弊社に関わるすべての
お客様に喜んでいただける企業活動を推進いたします。

企画
各部署間の垣根を越えた企画議論の場を設け、商品の開発コンセ
プト、市場背景、顧客ニーズ分析、販売戦略までを、総合的に検討し
ています。

机上でモノづくりの判断をする事も必要ですが、
タカラではそれ
に固執する事はありません。スピーディーに『現場』で『現物』を
確認し『現実』を把握・理解する事を絶え間なく続けて、安心・
安全なモノづくりをするべきだと考えております。

設計

狭い日本にとどまることなく、
世界に目を向け、
『開発 それしか
生きる道はない』の意識のもと、
世界の人々の幸福に貢献出来る
商品を創出し、提供していけるように日々努力してまいります。

安全対策

タカラ産業株式会社
代表取締役社長

大阪と富山工場に、専任の設計者を配備し、お客様が要望される
仕様をスピーディーに制作します。

社員研修セミナーを年間を通して定期的に開催し、全社をあげて
製品安全文化の醸成を深めています。
開発・設計時にリスクアセスメントを導入し、製品安全対策に取り
組んだ開発環境を構築しています。

お客様に安心いただけるブランドへ

経営理念
社会性
誠実・信頼を基本とし、開発力・想像力・技術力により、
1人でも多くのお客様
に喜んでもらえる商品群を提供することによって社会に貢献します。

弊社の商品安全対策は、エンドユーザー様や販売者様に
安心してご利用いただけますよう、社員一人ひとりが消費者
視点で商品開発を心掛けられるように取り組んでいます。

人間性
社員は、
もとよりその家族および環境をとりまくすべての人の幸福を目的と
し、
社員一致協力して、
やりがい・生きがいのある会社をつくります。

科学性
常に前向きの姿勢で何事にも恐れずに挑戦し、創意・工夫により成長し続ける
企業にします。
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安心感とスピードを
実現する工場・設備

日本は富山県、海外には中国蘇州市に1994年独
資で設立した蘇州タカラの2拠点を筆頭にベトナム
で複数社のサプライヤーチェーンを保有し、お客様
のQDC要望に応じて選定提案を行っております。
蘇州タカラではOEM金型を5,000面以上起型の
実績と評価を頂いております。
中国工場

会社概要
■会社概要
社
名 タカラ産業株式会社
創
業 1980年4月
設
立 1983年5月
資 本 金 6,640万円
年
商 20億円(2022年5月度)
代 表 者 樋爪伸明
社 員 数 82名（2022年5月）
本
社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号
長田エミネンスビル2F
T
E
L 06-7711-3080
営 業 所 大阪、東京、北陸
工
場 富山、中国（蘇州）
物流センター 富山物流
駐在事務所 ベトナム
（ホーチミン）
事 業 内 容 プラスチック成形品・金属加工品の製造から組立に至る
一貫生産及び販売
主な取引先 （株）
イトーキ、
コクヨファニチャー（株）、
（50音順 敬称略） 三協立山（株）、
（株）
テクノアソシエ、
日東工器（株）、パナソニック
（株）、
プラマテルズ
（株）、文化シヤッター（株）、
（株）LIXIL、YKK AP
（株）

工場・設備
富山工場
住所 〒939-0102
富山県高岡市福岡町三日市290番地
TEL 0766-64-1610
FAX 0766-64-1601
ISO 9001：2015 認証取得
成形工場設備
射出成形機（50ton〜220ton) 合計１1台
トラバース連動ストッカーシステム 5軸サーボトラバース
パレタイズ兼用コンベア
湿式アニールボックス
PC連動光学顕微鏡
除湿乾燥機
技術・品質設備

技術・品質設備

膜厚計
硬度計
分光測色計
投影機
ズーム実体顕微鏡

網戸開閉試験機
衝撃・耐久各種強度試験ラボ
DC安定化電源
直流安定化電源
3Dプリンター

蘇州タカラ

社名
蘇州宝富塑料制品有限公司
SUZHOU TAKARA INDUSTRY CO.,LTD.
所在地 中国江蘇省蘇州市高新区星豊路25号
TEL(0512)6532-7083 / 6532-0385
FAX(0512)6531-6790
（タカラ産業株式会社）
進出形態 日本独資100%
資本金 200万US＄
設 立 1994年8月4日
代表者 董事 総経理：南 雅之
従業員数 179名(2021年12月31日）
事業内容 プラスチック成形・金属加工品・製造販売
敷地面積 22,700m2（約7,000坪）
建物面積 14,000m2（約4,300坪）
IATF16949:2016（国際自動車業界生産品質マネジメントシステム）
中国ハイテク企業認定2019年
成形工場設備
射出成形機：単色成形
（55ton〜380ton)
射出成形機：２色成形(400ton〜800ton)

合計44台
合計8台

金型工場設備

二次加工設備

ラジアルボール盤
汎用旋盤
汎用フライス盤
平面研磨機
精密アルゴン溶接機
精密溶接溶造機

リベッティングマシン
タッピングボール盤
パット印刷機
ホットスタンプ機
シルク印刷機
超音波溶着機
高周波溶着機
湿式アニール機

自動機ほか

技術・品質設備

リベット自動圧入機
自動計数機
自動包装機

画像測定器
投影機
色差計
分光測色計
色調確認用光源
膜厚計
硬度計
蛍光X線分析装置

金型工場設備
汎用フライス盤
NCフライス盤

成形研磨機
少量肉盛溶接機
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会社沿革

営業所

1980年以降
1980年04月
1982年02月
1983年05月
1985年05月
1986年04月
1988年09月
1989年04月

大阪営業所

樋爪伸二、大阪府八尾市でタカラ産業を創業
(アルミ建材部品、開発製造販売)
プラスチック成形工場稼動（富山県高岡）
本社工場移転 金属加工開始
タカラ産業株式会社設立（資本金600万円）
代表取締役社長に樋爪伸二が就任
成形工場新設移転（高岡市出来田） 成形機ライン増設
高岡成形工場を独立法人化 タカラ産業（株）
（高岡）
第二組立工場稼動
オリジナル商品（OA機器） 製造販売部門を分社設立（株）
バオック

住所
〒577-0013
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号
長田エミネンスビル2F
TEL 06-7711-3080
FAX 06-7711-3090

1990年以降
1990年07月
1991年06月
1992年04月
1993年05月
1993年08月
1994年08月
1996年01月
1998年02月
1998年08月
1999年12月

東京営業所開設（荒川区日暮里）
中国蘇州市と合作取引開始
東京営業所移転（上野）
資本金3,000万円に増資
北陸営業所開設（高岡市伏木）
中国蘇州市現地法人設立 『蘇州宝富塑料制品有限公司』
董事長・総経理に樋爪伸二が就任
中国蘇州工場新築移転 敷地（約3,000坪）
大阪中小企業投資育成（株）
を株主に迎え 資本金6,000万円に増資。
中国蘇州第2工場増設
ISO9002 認証取得（蘇州工場）

東京営業所

住所
〒110-0015
東京都台東区東上野1丁目11番1号
GOSHO春日通りビル8F
TEL 03-3831-4250
FAX 03-3831-4251

2000年以降
2000年01月
2000年12月
2001年04月
2001年05月
2003年03月
2004年11月
2005年05月
2006年10月
2007年09月
2008年10月

ISO9001 更新取得（蘇州工場）
本社移転（東大阪市新家東町）
ISO9001 認証取得（富山工場）
ISO9001 認証取得（本社）
高岡工場を合併 資本金6,640万円に増資
名古屋営業所開設
東京営業所移転（御徒町）
北陸営業所、北陸物流センター、高岡工場を移転集約 敷地(約2,000坪）
高岡工場→富山工場に、北陸物流センター→富山物流センターに名称も変更
中国蘇州工場を蘇州新区に新築移転 敷地（約7,000坪）
ISO／TS16949（自動車産業向け認証ｻｰﾋﾞｽ）認証取得（中国蘇州工場）

北陸営業所

住所
〒939-0102
富山県高岡市福岡町三日市289番地
TEL 0766-64-1600
FAX 0766-64-1601

2010年以降
2011年05月
2013年05月
2013年09月
2014年10月
2014年11月
2015年09月
2016年09月
2016年11月
2017年11月
2020年12月
2021年10月

樋爪伸二 会長 就任
佐藤 弘 代表取締役社長 就任
設立30周年を迎える
本社移転（東大阪市長田中）
ベトナムホーチミン駐在事務所開設
グッドデザイン賞 受賞
キッズデザイン賞 受賞
大阪府 経営合理化大賞 奨励賞 受賞
名古屋営業所移転（名古屋市西区）
名古屋営業所を大阪営業所に統合
樋爪伸明 代表取締役社長 就任
大阪ものづくり優良企業賞・知的財産部門賞 受賞

駐在所（ベトナム ホーチミン駐在事務所）

住所
4F, Unit # 402, CITY VIEW BUILDING,
12 Mac Dinh Chi, Dakao Ward District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL 028-3822-9190（国番号84）
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個性的な
オリジナル商品

DRY WAVE プロ市場向け物干し
DRY・WAVE（ドライウェーブ） 洗濯物干しは、ハイスペック可動
式物干金物のプロ市場向け物干しシリーズです。シャープで高級
なデザインで生活空間を有効活用する物干しです。

ドライ・ウェーブ

オリジナル商品の開発

タカラは、独自の開発力、技術力、製造力、営
業力の四味一体で、弊社オリジナルの生活提

R

□生活空間に馴染むデザイン
□直感的操作
□簡単施工

案型商品化を積極的に推進しています。
［生活環境向上］をテーマにして創意工夫を
盛り込んだタカラの商品が様々な生活シーン
ペーパータオルホルダー、
手すり、エアコンルーバー、
ペットドア

で活躍します。
プロ向けブランド［DRYWAVE］、一般向けブ
ランド［HOSETA］を代表に、それぞれ用途に
合わせた商品を展開いたします。
チョイ干し！HOSETA

一般市場向け物干し

チョイ干し！HOSETA（ホセタ）は、一般市場向け室内専用洗濯物
干しシリーズです。オシャレで使い勝手の良いデザインで構成さ
れ、収納時は取り外しができ、スタイリッシュな設計です。

チョイ干し!! ホセタ
商品は天 井に手 軽に取り付けら
れ、伸縮や脱着が主婦でも簡単に
でき、安全性と操作性を考慮して
います。

TAKARA PAPER HOLDER（タカラペーパーホルダー）
ペーパータオルホルダー
200枚用と600枚用の2種類をご用意しました。
斬新な非対称カーブの柔らかな曲面デザインで、
ペーパー残量も一目でわかります。
エコノミー（小判）サイズのペーパーにも対応出来
る、着脱式アダプター付きです。
Hi・WAVE（ハイウェーブ）アルミ補助手すり
Φ34とΦ40の2種類から選べます。公共施設の
屋外利用を想定した堅牢設計です。
ジョイント部にも安全性を配慮したユニバーサル
デザイン。マンションから屋内まで、安心してお使
いいただけます。
WAVE

LOUVER（ウェーブルーバー）

エアコンの風向きを調整する後付け商品です。
既存のエアコンで風向調整の範囲がたりない場合
この商品でカバーできます。取付はエアコンの側面
に両面テープで貼り付けるだけで、簡単に取付がで
きます。
網戸専用

犬猫出入り口

網戸を開け閉めしなくても、ペットが自由に出入り
出来る網戸専用ドアです。
取り付けは、ペットドアを網戸の室内と室外に挟み
込み、ネジで固定します。

〒577-0013
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号
TEL
（06）
7711-3080

長田エミネンスビル2F

https://www.takaranet.co.jp
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