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板金による造花
素

材 SUS304

技術内容

設計〜切断〜金型製作〜プレス〜溶接〜組立

主な特徴 ・全ての工程を社内にて行う
レーザー切断

曲げ加工

(本社CAD室)

(本社第一工場・
本社第三工場)

(本社第一工場・
本社第三工場)

・花びら金型設計
・切板のネスティング

・花びら、めしべ、
葉っぱ、花瓶の
切板作成

・切板、
茎の曲げ
加工

3Dスキャン

CAD処理

(赤浜工場)
・花びら(3枚)
・花びら(2枚)

機械加工・プレス

溶接・組立

(栗坂工場)

(本社第一工場)

・金型切削
・プレス

・花びら、茎溶接、
胡蝶蘭成形、組立

私たち の 強 みについて

金属加工の総合技術を発揮

人材を活かした経営とものづくり

展示作品としてもひときわ目をひく胡蝶蘭の
メタルアート。蝶が舞うような繊細な花弁の造形
をステンレスの板金加工で表現した。厚さは
0.3mm。同社が保有する金属精密加工のあら
ゆる要素技術がこの中に詰め込まれている。
リアルな凹凸を再現するために、実物の胡蝶
蘭を3次元スキャナーで測定。3Dデータを元に
設 計モデ ルと加 工
プログラムを作 成
した。
５軸マシンに
よ る 切 削 、金 型 製
作、レーザー切断、
曲げ加工、プレス、
花びら部品の組立、
Tig溶接と、工程を
網羅し完成。一貫生
産システムであらゆる加工ニーズに対応できる
総合的な技術力がカタチになった作品だ。
今回のものづくりはすべてゼロからの模索。
チームプロジェクトではなく、社内の縦横すべて
が連携し、全社プロジェクトで取り組んだ。各加
工部門の専門的な視点と技術力、現場の職人的
な感覚も取り入れ、微調整を繰り返しながら精
度を極めた。

切断から溶接品までトータルに管理し、
コスト
ダウンに挑戦する同社。関連会社とあわせると
約2,500トンの材料在庫を保有し、
の材料在庫を保有し、
スタートダッ
シュで一から製品を生み出す。
製品を生み出す。企業理念は
「良品・
安価・即納」
。そのものづくりを支えているのが、
社員一人ひとりの意識だ。
りの意識だ。
会社の原動力を
力を
「人」
と位置づけ、社員が"やり
がい"を感じながら働ける職場環境の整備にも
ながら働ける職場環境の整備にも
力を注ぐ。例えば、
えば、社員食堂は一食240円でお
かわり自由。本社内に無料保育所も設け、社員
もたちに勉強を教える。グループ
が合間に子どもたちに勉強を教える。
5社を抱える総合技術メーカーでありながら、
総合技術メーカーでありながら、
その根っこは実に家族的だ。
実に家族的だ。
近年では、塗装前の脱脂処理に効果を発揮
ブラスト装置を開発するなど、作業
する還元水ブラスト装置を開発するなど、
環境に配慮
員の安全と環境に配慮
りにも力
した製品づくりにも力
を入れている。
。20代後
半から30代の若い人材
の若い人材
する同 社 。
が 多く活 躍する同
ィー とス
バ イ タ リ ティ
きな推進
ピード感が大きな推進
る。
力になっている。
開発部の有安氏

耐 水 性 ︑意 匠 の 課 題 を 解 決

File:06

素

材

技術内容

ガラス、
アクリル、人工大理石、木材
・タッチ電極と指の間に発生する微
弱な静電容量を高感度容量センサ
で計測し指の位置を正確に検出

・照明スイッチ、調光スイッチ、各種
機器の設置型リモコン他、に使用
が可能
応用可能
・タッチキーとしては、メンブレンス
イッチ、
メカニカルキーの代わりに
する事が可能

主な特徴

私たち の 強みについて

ホコリが付きにくく水に濡れても反応
画期的タッチキーソリューションを具現化
スマートフォンの普及により、指でパネルを感
覚的に操作するタッチキーやスライドが幅広く
受け入れられている。今後、
ますます製品や機器
へのタッチキー搭載は進むだろう。
電機・電子機器製造の同社は、ICメーカーの
ルネサスエレクトロニクス
（株）
との協業により、
「静電容量式タッチキーソリューション」
を具現
化。従来は弱点だった耐水性を克服し、屋外や
水回りなど厳しい環境でも安定的に機能する
ユーザーインターフェイスを実現した。
さらに、
センサー感度の向上により、基板を覆
うパネル
（オーバーレイ材）
が、人工大理石や木
材、アクリル、ガラス、樹脂（カーボンを含まな
い）
、布、紙など、幅広い素材に対応できるように
なった。
凹凸のない薄型設計だからデザイン性にも
優れ、スイッチ表面の形状は曲面も可能だ。衛
生的で掃除がしやすく、
メンテナンス性も高い。

設計から実装・量産までフルサポート
長年培った
「ものづくり」
のノウハウと技術力
をベースに、静電容量式タッチキーを搭載する
ソリューションの設計や製造の設計から、
製品化
に向けた試作、調達、量産まで一貫して対応でき
るのが同社の強みだ。
コスト面に課題は残るものの、基板実装のエ
キスパートならではの多品種少量生産も可能。
各生産ステージを日本・中国・タイに展開しており、
最適地生産などさまざまなアウトソーシングの
ニーズにも対応する。共同開発の実績も多い。

松永 光弘

氏

出身地…岡山県倉敷市
● 生年月日…昭和38年11月11日生まれ。
●

朝ゴルフのほか、休日はスポーツジムで汗を
流し体力増進に励む。
「人に与えた喜びは自分
にも返ってくる」
を信条に、良好な人間関係づくり
を真ん中に据えた経営を実践。

大松精機株式会社
http://www.daishoseiki.com/
■ 事業内容…電子、
医療、自動車、電気機器、アミューズメント機器、重電機関連、IT関連機器、
精密機械関連、大型機械プラントなど金属加工製品の材料から部品、製品までの一貫生産（設計・製造・販売）

〒701 - 0105 岡山県倉敷市矢部232 - 1
TEL：086 - 464 - 0707／FAX：086 - 464 - 0880
E-MAIL:daisho@daishoseiki.com
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EMS 事業本部 営業部部長

奥井 輝紀

氏

出身地…岡山県岡山市
● 生年月日…昭和43年３月３日生まれ。
趣味は音楽。吹奏楽団でホルン、
または指揮
を担当。演奏者と聴き手の双方が楽しめる音楽
を目指し、趣味でも課題解決に挑んでいる。
●

無垢の木材も照明スイッチパネルに使用できる。
ON/OFFの他、指でスライドを操作して自在に調光できる。

・従来使えなかった素材や厳しい環
境でも安定したユーザーインター
フェイスを実現

proﬁle

proﬁle
代表取締役社長

機 器 のス イッチに 革 命 を ！

素材提供から加工・組立まで

一貫体制で高品質を保証
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静電容量タッチスイッチ
ソリューション

タカヤ株式会社
http://www.takaya.co.jp/
■ 事業内容…電子機器関連製品の企画・開発・調達・製造等

715-0022 岡山県井原市下出部町１丁目17-2
TEL：0866-67-2647／FAX：0866-67-3051
E-MAIL:takaya̲ems̲sales@takaya.co.jp
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行灯の使用例。スイッチのデザインの概念を一新。

何より、世界トップレベルの技術を誇り、
「タカヤ
ブランド」
を築き上げた品質管理体制にも定評
がある。

住設機器や医療分野など
新市場開拓に期待
感度とノイズ耐性、耐水性に優れた静電容量
式タッチキーソリューションは、屋内外の照明設
備や住設機器、各種産業機器など、さまざまな
業界から引き合いがあり、今後の展開に期待が
膨らむ。
さらに、同社は2016年に
「ISO13485」
認証
を受けた。今後は医療機器製造業者として、医
療機器やヘルスケア機器など医療分野の生産
案件にも対応していく。
また、
タカヤ独自の無線技術や近接センサー
技術を提供し、新市場開拓も目指す。

