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会 社 案 内
C O R P O R AT E

P R O F I L E

株式会社大研は大和産業グループの一員として、日本で永年培った経験と実績による強みを生かし、
高い品質管理体制のもと、電力や制御信号を「つなぐ」重要な役割を持つワイヤーハーネスをタイム
リーに安定して供給を致します。
Daiken Co., Ltd. as a member of Daiwa Sangyo group, making use of the strength of its
experience and achievements cultivated over many years in Japan, is providing a stable and
timely supply of wire harnesses that play and important role in "connecting" power and control
signals under a high quality control system.

会社概要

COMPANY OVER VIEW

■会社名：株式会社 大研
Company name: Daiken Co.,Ltd.

写真 株式会社 大研 (新潟県五日町)

■設 立：1977年10月
Established：Oct,1977

■資本金：5,000万円
Capital：50million Yen

■従業員：37名 (2021年6月現在)
Employees：37menbers

■年 商：500百万円
Annual Revenue:500million Yen

■株 主：大和産業株式会社 100％
Shareholder：Daiwa Sangyo Co.,Ltd. 100%

■取引先：大和産業株式会社・他
Main customer ：Daiwa Sangyo Co.,Ltd. ･ Denseisya Co.,Ltd.

■所在地：〒949-7101 新潟県南魚沼市五日町2078番地1 TEL：025-780-5020 / FAX：025-780-5024
Address：1-2078.itsuka-machi,minami uonuma-city, Niigata-pre 〒949-7101 JAPAN TEL:+81(0)25-780-5020 / FAX:+81(0)25-780-5024

■事業内容：自動車並びに建設機械用ワイヤーハーネス製造・販売
Description of business ：Production of wire harness assembly for Automotive and Construction machinery

■取引銀行：みずほ銀行 ・三井住友銀行
Main bank： Mizuho Bank. Sumitomo Mitsui Banking.
,

会社沿革 History and Development

•
•
•
•
•

昭和５２年１０月 ／ 親会社の大和産業株式会社の特販部(自動車組付けメーカーの窓口)の
販売強化を目的で同社の全額出資により日進工場(埼玉県）を設立
昭和５８年 ９月 ／ 事業拡大に伴い、宮原町に大宮工場を建設し日進工場から移転する
平成１６年 ５月 ／ ＩＳＯ９００１の認証を取得
平成１７年 ８月 ／ 新潟工場稼動。
平成１８年１２月 ／ 大宮工場を閉鎖し、事業を新潟工場に統合

会社方針

COMPANY POLICY

我々はクリエーターであることを自覚し広く世界の市場を創造すると共に良き企業市民として社会の発展に貢献します。

We recognize that we are the creator. We create new market in the world and contribute
development of society as a cooperate citizen.

品質方針

QUALITY POLICY

私達は、意識改革と行動力に裏付けられた技術と管理力の向上により経営基盤を
確 立 し お 客 様 へ 優 れ た 商 品 の 提 供 を 行 い 社 会 の 発 展 に 貢 献 し ま す 。
又 、 継 続 的 な 改 善 を 行 い お 客 様 に お け る 満 足 度 の 充 実 を 図 り ま す 。
We are improving technology and management, backed by awareness and action
By establishing a corporate base and providing superior products through
improvement and contribute to customer satisfaction and social development.
1.常に顧客の満足する製品を追求しお客様の信頼を得る。
We always pursue products which are satisfied with customers,
then we earn the customers trust.

2.品質目標を定め、定期的に見直し、継続的改善に努める。
We will set quality targets, review them periodically, and strive for continuous improvement.
3.品質マネンジメントシステムは、より効果的であるように改善を図る。
Quality management system is improving to work much effectively.

ISO9001:2015
認 証 取 得
登録No.JQ3342B

松崎 太郎
President Mr.Taro Matsuzaki
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国内・海外ネットワーク

OUR COMPANY NETWORK IN DOMESTIC ＆ OVERSEA

親会社である大和産業の販売ネットワーク網を生かし日本国内の主要都市に拠点を構えております 。尚、海外拠点は
タイ王国チョンブリ県に関連グループ企業があり、お客様のグローバルなニーズに追従する体制を構築しております 。
Our HQ, Daiwa Sangyo Co.,Ltd. has distribution net work; 8 branches in the main cities in Japan. Talking about our
overseas operation, the HQ established a sales company and a wire harness assemble factory in Chonburi,Thailand.
Our group can achieve international organization which can correspond Customers' global demand.
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株式会社 大研
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タイランド THAILAND

FUKUOKA
物流センター 静岡県藤枝市

LAOS

DAIWA ASIA LIMITED

DAIWA HARNESS(THAILAND)CO.,LTD

700/649 M3 Amata Nakorn Industrial EstateT.Ban-Kao A.Phanthong Chonburi 20160 Thailand

DAIWA HARNESS LAO CO., LTD

作業風景

WORKING VIEW

製造部内の各Ｇでは、永年の経験と培ってきた技術力を生かし管理面の強化により安定した品質をお届けする様に日々活動しています。
Our production each group has steady production and quality management system comes from Our long experience as well as by
our technical advice, and past records we always pursue higher stage of QCD performance delivery to customers.
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生産設備①

OUR PRODUCTION FACILITY - 1

自動切圧機
Automatic crimping machine

半自動圧着機

Semi automatic crimping machine

×6unit

キャスティング
Casting

×13unit

カラーチェッカー
Color Checker
×5unit

半田ロボット
Semi automatic solder machine

×2unit

×1unit

高周波ウェルダー
High frequency
Welder
KV-3000TRD
×2unit

通電回路チェッカー
Wire harness checker

×12unit

スポット溶接
Spot welder
SEIWA
×1unit

生産設備②

OUR PRODUCTION FACILITY - 2

Terminal cut monitor
TYPE:CS-04PC

Pull force Gauge
TYPE：MS-6

Our strength can be produced in-house designed jig

チェッカー冶具

ご清聴頂きありがとうございました。

Thank you for your attention.

株式会社 大研

写真 八海山(新潟県五日町)
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