
株式会社テクノオリジン
御案内書

群馬県みどり市笠懸町阿左美１０８７番１号
ＴＥＬ　０２７７－７７－２５１０
ＦＡＸ　０２７７－７７－２５１１



㈱テクノオリジン　ご案内地図



商 　　　　号 株式会社テクノオリジン

所 　在　 地 群馬県みどり市笠懸町阿左美１０８７－１

代表取締役 藤掛　幸四郎（会長）　　春日　幹雄（社長)

資 　本 　金 1０００万円

電 　　　　話 ０２７７－７７－２５１０

Ｆ　　Ａ　　Ｘ ０２７７－７７－２５１１

敷　　　　　　　地 ３３００平方メートル

工　　　　　　　場 １３００平方メートル

事務所及び食堂 １６５平方メートル

従　　 業　　 員 約２５名

会社の沿革

昭和３８年　４月 春日鉄工所として創立（桐生市新宿）

昭和５２年　４月 有限会社春日鉄工所となる

平成１０年　７月 笠懸工場建設、移設

平成１１年　５月 笠懸工場へ全面移設（本社移転）

平成１２年１１月 ＩＳＯ９００２認証取得

平成１５年　５月 有限会社から株式会社へ

平成１５年　５月 社名を株式会社テクノオリジンに変更

平成１５年１０月 ＩＳＯ９００１：２０００認証取得

平成２６年１１月 新社屋完成（組み付け仕上げ工場完成）

平成２７年　７月 役員変更

営業種目

各種治具設計製作

省力機械設計製作

各種ＮＣ機械加工

CAD/CAMデータ製作



設　備　一　覧

検査測定器及び 検査用具

機　具　名 台数 メーカー名

三次元測定機SVA500A-C4（800X600X1500) １台 東京精密

多関節型三次元測定器VMC6666M ベクトロン １台 小坂研究所

ハンディプローブ三次元測定機カメラ・プローブ・ステージマーカー XM-1200 １台 キーエンス

QM-Height　600　（0～600） １台 ミツトヨ

石定番　Ｇ75100 １台 新潟精機

レイアウトマシン (2000×3000) １台 藤岡精工

ＣＡＤ・ＣＡＭ・ＰＣ

機　械　名 台数 メーカー名

φＳＴＡＴＩＯＮ (IGES.DXF.JAMA-IGES.DWG) 　３次元ＣＡＤ １台 セイロジャパン

ＣｉｍａｔｒｏｎＥ　３次元ＣＡＤ １台 セイロジャパン

Inventor １台 ＡｕｔｏＤｅｓｋ

Ｍａｓｔｅｒcam　３次元ＣＡＤ １台 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｼﾝ

ＷｏｒｋＮＣ １台 セスクワ

ＥＺ-ＣＡＭ （ﾜｲﾔｰｶｯﾄ用２軸・４軸ＣＡＭ） １台 セイロジャパン

ＦＡＮＵＣ 　ROBOCUT-CAM　i 1台 ＦＡＮＵＣ

機械（ＮＣ制御・自動機）

機　械　名
台
数

メーカー名

5面加工門形マシニングセンター 　ＭＣＲ－Ａ　（２０００Ｘ３０００） 1台 オークマ㈱

立形マシニングセンター　VM76R(１５００X760) １台 OKK

マシニングセンター ＦＮＣ１５６－Ａ（1500×600) １台 牧野フライス

ＮＣフライス盤 ＡＶＡＮＣ－７４ １台 牧野フライス

倍速立形マシニングセンター ＶＫ５５Ⅱ－５０(1000×600) １台 森精機

倍速立形マシニングセンター ＶＳ６０　(1250×610×450) Ecology &economy １台 森精機

高精度横形マシニングセンター　ＮＨ６３００　ＤＣＧ （630×630 パレット数 ２) 1台 森精機

ＣＮＣ横中ぐり盤 KBT-11WDX(ATC)(2000×1500) １台 倉敷機械

ＮＣ横中ぐり盤 BM-10DX(1500×1000) １台 倉敷機械

ワイヤー放電加工機 A-530D(500×320×160　12度ﾃｰﾊﾟｰ) １台 ソディック

ワイヤー放電加工機 ROBOCUT α- ｉA（520×370×310 15度ﾃｰﾊﾟー ） １台 ＦＡＮＵＣ

ワイヤー放電加工機 ROBOCUT α- C600ｉ B（600×400×310 15度ﾃｰﾊﾟｰ） １台 ＦＡＮＵＣ



機械（一般・汎用）

機　械　名 台数 メーカー名

立型フライス盤 2MV(700×300) １台 日立精工

立中ぐり盤 ＹＣ－８Ｃ(850×400) １台 山崎技研

ラム型フライス盤 STM-2R(700×300) １台 大隈豊和

汎用旋盤 STRONG650(Φ３00×７00) １台 大隈豊和

平面研削盤 (600×300) １台 ナガセ

ラジアルボール盤 RE2-1300A(1300R) １台 大矢

直立ボール盤 YD3-65N １台 吉田

卓上ボール盤 ３台 北川

タッピングボール盤 ２台 吉良

コンターマシーン VA-400 １台 アマダ

バンドソー　HFA-300 １台 アマダ

バンドソー H-250-H １台 アマダ

ヤスリ盤　Ｆ-4 １台 アマダ

ドリル研削盤　DG50Ｂ １台 藤田

電溶機（TIG） YC-300WX4 2台 パナソニック

電溶機（ＣＳ） NEW-K350 １台 パナソニック

電溶機（ＣＳ） ＹＤ-４００ＧＴ３ １台 パナソニック

電溶機（アーク） ＹＣ-５０１ＰＢ １台 パナソニック

電溶機（アーク） 300AD1 １台 ダイデン

社用車

２トントラック １台

軽ワゴン １台

軽トラック ２台

フォークリフト２トン １台

スバル　OUTBACK １台

スバル　フォレスター １台

スバル　XV １台

ホンダ　エアウェイブ １台



メーカー（順不同）

株式会社SUBARU

本田技研工業株式会社

OBARA株式会社

株式R会社ブレイン

株式会社三條機械

株式会社キリウ

株式会社ジーテクト

株式会社美建

株式会社後藤鉄工

株式会社森傳

スバルリビングサービス株式会社

東亜工業株式会社

千代田工業株式会社

株式会社ナデックス

株式会社丸進

桐生工業株式会社

株式会社ウエノテクニカ

岡谷鋼機株式会社

中原化成品工業株式会社

仕入先（順不同）

岩瀬産業株式会社

株式会社斉藤機械

河内鋼機株式会社

株式会社マエキ

F-MAX株式会社

フナダ特殊鋼株式会社

株式会社アスコメタル

渡辺金属株式会社

株式会社佐取

桐生鋼材株式会社

白銅株式会社



取 引 銀 行

株式会社 東和銀行　桐生支店
株式会社 桐生信用金庫　本店
株式会社 群馬銀行　新桐生支店
株式会社 足利銀行　新宿支店



株式会社テクノオリジン
待遇・福利・厚生

　　 　昇給　年１回　　　　賞与　年２回

　　 　給与　経験、能力、姿勢などを考慮のうえ、当社規定により優遇

　　 　交通費　距離制

　　 　社会保険　　労災保険　　雇用保険　　健康保険　　厚生年金基金

　　 　休日・休暇　　各週土曜休日　有給休暇　　その他特別休暇　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　５月連休　　　御盆休暇　　年末年始休暇

　　 　勤務時間　週始め７：５５～朝礼　その他８：００～１７：００
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ただし業務上の内容により残業等があります）

　　 　不定期　社委員旅行
　　　　　　　　　（国内外　「ただし海外の場合はパスポート取得は個人負担」）

　　 　懇親会等


