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■第二・第三工場 
　〒924-0004　石川県白山市旭丘2-18 
　TEL (076)274-1443　FAX (076)274-3170  
■開発センター 
　〒924-0838　石川県白山市八束穂3-3 
　TEL (076)274-1442　FAX (076)274-1345  
■横江工場 
　〒924-0011　石川県白山市横江町294番地 
　TEL (076)274-7551　FAX (076)274-7120  
■関東支店 
　〒360-0042　熊谷市本町2丁目48番地(熊谷第一生命ビル1F) 
　TEL (048)521-8771　FAX (048)520-2189  
■大阪支店 
　〒532-0004　大阪市淀川区西宮原1-5-28（新大阪テラサキ第3ビル2F） 
　TEL (06)6395-3252　FAX (06)6398-2430  
■名古屋支店　 
　〒460-0016　名古屋市中区橘2-1-12(橘AKビル2F) 
　第一営業係（旧名古屋支店）:TEL (052)332-6801　FAX (052)332-6303 
　第二営業係（旧刈谷営業所）:TEL (052)332-6802　FAX (052)332-6303  
■浜松営業所 
　〒432-8047　浜松市中区神田町1195　浜松貿易(株)内 
　TEL (053)442-3658　FAX (053)442-6723  
■厚木営業所 
　〒243-0014　厚木市旭町4-1-2(善和ビル202) 
　TEL (046)230-0541　FAX (046)230-0542  
■東北営業所 
　〒981-1217　宮城県名取市美田園5丁目4-1（アルモニーパル101号室） 
　TEL (022)784-1882　FAX (022)784-1883  
■信越事務所 
　〒955-0092　新潟県三条市須頃2丁目13番地（パークハイツ須頃2階205号室） 
　TEL (0256)36-5560　FAX (0256)36-5567  
■北信越営業所 
　〒924-8558　石川県白山市旭丘1-8 
　TEL (076)274-1405　FAX (076)274-8530  
■広島駐在所 
　〒732-0052　広島県広島市東区光町2-7-1-101 
　TEL (082)568-7885　FAX (082)568-7886  
■ドイツ事務所 
　INDUSTRIEGEBIET, DIEPENBROICH 27 D-51491 OVERATH, GERMANY 
　TEL +49-（0）2206-866-150　FAX +49-（0）2206-865-123 
 
TAKAMATSU MACHINERY USA Inc.  
■CHICAGO HEAD OFFICE 
　1320 LANDMEIER ROAD ELK GROVE VILLAGE, IL 60007 USA 
　TEL +1-（0）847-981-8577　FAX +1-（0）847-981-8599  
■CINCINNATI OFFICE 
　5233 MUHLHAUSER ROAD WEST CHESTER TOWNSHIP, OH 45011 USA 
　TEL +1-（0）513-870-9777　FAX +1-（0）513-870-0325 
 
TAKAMATSU MACHINERY（THAILAND）CO.,LTD.  
■THAILAND HEAD OFFICE 
　888/17 MOO 19 BANGPLEE-DAMRU ROAD., BANGPLEEYAＩ, 
　BANGPLEE, SAMUTPRAKARN 10540 
　TEL +66-（0）2-382-5372  FAX +66-（0）2-382-5373 
 
TAKAMAZ MACHINERY EUROPE GmbH  
■EUROPEAN HEAD OFFICE 
　INDUSTRIEGEBIET, DIEPENBROICH 27 D-51491 OVERATH, GERMANY 
　TEL +49-（0）2206-919-3960  FAX +49-（0）2206-865-123 
 
喜志高松貿易(杭州)有限公司  
　120 SHIXIN NORTH ROAD, XIAOSHAN ECONOMY AND TECHNOLOGY  
　DEVELOPMENT AREA, HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
　浙江省抗州市蕭山経済開発区市心北路120号［友嘉高松内］ 
　TEL +86-（0）571-82879709　FAX +86-（0）571-82865311 
 
株式会社タカマツエマグ 
　〒924-0004　石川県白山市旭丘1-8 
　TEL (076)274-1409　FAX (076)274-8530 
 
株式会社エフ・ティ・ジャパン 
　〒924-0004　石川県白山市旭丘1-8 
　TEL (076)274-0123　FAX (076)274-8530 
 
杭州友嘉高松機械有限公司 
　120 SHIXIN NORTH ROAD, XIAOSHAN ECONOMY AND TECHNOLOGY  
　DEVELOPMENT AREA, HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
　浙江省抗州市蕭山経済開発区市心北路120号 
　TEL +86-（0）571-82831393　FAX +86-（0）571-22877015

■本社・工場 
　〒924-8558　石川県白山市旭丘1-8　TEL (076)274-0123　FAX (076)274-8530 
 
TAKAMATSU MACHINERY CO.,LTD. 
■HEAD OFFICE & PLANT 
　1-8 ASAHIGAOKA HAKUSAN-CITY ISHIKAWA JAPAN. 924-8558 
　TEL +81-（0）76-274-1403  FAX +81-（0）76-274-8530 
 







■主な設備 
松浦機械／立型マシニングセンタ 
日立精機／横型マシニングセンタ 
安田工業／大型マシニングセンタ 
岡本工作／NC平面研削盤 
ファブレット／NC平面研削盤 
住友重機械／門形平面研削盤 
ナガセインテグレックス／超精密静圧門型成形研削盤 
自社製品／NC旋盤  
Major facilities: 

（  ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

（ ）
（ ） 

■主な設備 
安田工業／センター穴研削盤 
ライスハワー／NCネジ研削盤 
フィッシャー／センター穴研削盤 
スチューダ／CNC円筒研削盤 
ブマー／内面研削盤 
浜井産業／ラップ版 
長島精工／超精密成形平面研削盤 
太陽工機／立型CNC研削盤 
TOYO／立型CNC研削盤  
Major facilities: 

（ ）
（ ）
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■主な設備 
LEADWELL／CNC旋盤 
ライスハワー／ネジ研削盤 
ファナック／ワイヤ放電加工機 
ソディック／放電加工機 
FEELER／マシニングセンタ 
日立精機／マシニングセンタ 
自社製品／内外径研磨機  
Major facilities: 

（ ）
（ ）
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（ ）
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国内ネットワーク 

海外ネットワーク 

Chinese factory

Takamaz Trading(Hangzhou)CO.,LTD.

内外環境の変化にもフレキシブルに対応できる国際的な企業

体質を創り上げるため、製品をとりまく情報、ユーザニーズなど

のソフトを敏感にキャッチし、ハードとしての技術に反映させる。 

それが、顧客第一主義を貫く　　　　　の基本姿勢です。 

特に海外戦略として、1国1代理店制度をとり、より地域に密着

した販売展開を行っています。また、ビフォア／アフターサー

ビスを重視する　　　　　では、初めてNC操作を行う方に、

使用方法や保守方法等を短時間で習得していただくための

NCスクーリングを行い、サポート体制の強化に努めています。 

高松機械工業（株） 
ヨーロッパ事務所 
Europe office

TAKAMAZ MACHINERY 
EUROPE GmbH 
（Germany） 

高松機械工業（株） 
本社・工場 
Head office & plant

ますます企業のグローバル化が進む中、当社でも、海外ユーザヘのサービスネットワークを充実
させるため、アメリカ、ヨーロッパ、タイ、中国に営業拠点を設け、日々その活動範囲を拡げています。 

杭州友嘉高松机械有限公司 
 
喜志高松貿易(杭州)有限公司  
 

TAKAMATSU MACHINERY 
（THAILAND）CO.,LTD.

TAKAMATSU MACHINERY 
USA Inc. （Chicago） 

TAKAMATSU MACHINERY 
USA Inc. 
シンシナティ事務所 
Cincinnati office
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野球 
フィッシング 
アウトドア 
ゴルフ 
茶道 
ボウリング 
卓球 
バスケットボール 
バレーボール 
テニス 
ユニホック 

Baseball 
Fishing 
Outdoor sports 
Golf 
Tea ceremony 
Bowling 
Table tennis 
Basketball 
Volleyball 
Tennis 
Unihoc

X-S700XC-100

■環境配慮型製品 くし型 
　Environment Conscious Product（Gang type） 
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友嘉高 
友佳 

輸出開始 

松任市（現：白山市）旭丘に新工場建設稼働 
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