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プロフェッショナル
購買 & 生産技術パートナー

株式会社 京二

cutting machinecutting machine

南関東営業所
〒252-0303　神奈川県相模原市南区相模大野 2-8-2
TEL.042-742-9405　FAX.042-742-9479

千葉営業所
〒277-0023　千葉県柏市中央 1-9-1
TEL.04-7163-8771　FAX.04-7163-8774

取手倉庫
〒302-0034　茨城県取手市戸頭 2-38-13
TEL.0297-78-6110　FAX.0297-78-6110

北関東営業所
〒371-0841　群馬県前橋市石倉町 4-8-4
TEL.027-252-8911　FAX.027-252-8280

営業拠点

お客様お問合せ窓口
各種お問合せ、クレーム等は下記までご連絡下さい

www.kyoni.co.jp

www.kyoni.co.jpsupport@kyoni.co.jpメール URL

東北営業所
〒990-0023　山形県山形市松波 1-7-35
TEL.023-622-8661　FAX.023-622-8662

名阪営業所
〒472-0036　愛知県知立市堀切 3-1
杉原ビル 2E
TEL.0566-83-3510　FAX.0566-83-3511

関西サテライト
〒650-0011　兵庫県神戸市中央区下山手通 2-13-3
建創ビル 9 階

京二（上海）機電科技有限公司
〒200051　中国上海市長寧区天山路 600 弄 1 号
同達創業大厦 1107 室
TEL.8621-6090-6180　FAX.8621-6090-6190

株式会社京二　本社
〒102-0073　東京都千代田区九段北 4-3-24
kyoni ビル 3 階　
TEL.03-3264-5151　FAX.03-3264-6965

総務部
TEL.03-3264-5151　FAX.03-3264-6965

産業装置グループ
TEL.03-3264-5155　FAX.03-3261-5027

ロボット推進室
TEL.03-3264-5240　FAX.03-3261-5027

中国プロジェクト
TEL.03-3264-5154　FAX.03-3261-5027

交通
JR総武線（各駅停車）・地下鉄有楽町線・南北線・都営新宿線

（東京駅・上野駅より約30分　新宿駅より約20分）
いずれも市ヶ谷駅下車、徒歩6分
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代表取締役社長

井口宗久

Our Vision
  京二が目指すもの

プロフェッショナル購買パートナーと
生産技術パートナーを目指して

京二が機械・工具、部品の専門商社として事業を開始し

たのは、1948年のことです。それから約70年、京二は日

本のモノづくりの発展に寄与してきた自負がございます。

しかし、物流やITの発展、そして産業界のグローバル化と

モノづくりを取り巻く環境が大きく変化いたしました。こ

れからの市場にとって京二という商社は必要でしょうか？

このままでは、答えは「YES」とは言いきれないのではな

いか？

「商社の価値とは何か」を私たちは考えました。たどり

着いた答えは、徹底してお客様サイドに立った、「購買の

パートナー」、「生産技術のパートナー」になり、そして、そ

のプロフェッショナルになることこそが、商社が介在する

意味、価値であり、私たちが目指す道だということです。

国内外の市場から良質な製品を開拓し提供すること、製

造現場での機械加工やFA化等の改善提案をリードする

ことでお客様企業がグローバル社会で勝ち抜くためのモ

ノづくりのサポートをいたします

Our Feature
  当社の特徴

基幹となる「機械工具・部品分野」に加え、3つの専門分野

を持って活動しています。

①「機械工具・部品」

当社の全拠点で取り扱っている基幹事業です。まず、メイ

ンの仕入先である「不二越」については同社の主力代理

店の1社として、工具、軸受、油圧、ロボットなど全分野の

製品を取り扱っており、お客様のあらゆるご希望に製販一

体となってお答えできる自信がございます。「工作機械」に

ついても国内のトップメーカーの代理店として活動してお

り、技術対応、価格対応などに長年の経験を有しておりま

す。機械のオーバーホール、移設などもお任せ下さい

②「ロボット及び自動化機器」

40年以上前より産業用ロボット、自動化システムの販売

を手掛けており、自動車、建機、産機メーカーなどのお客

様へ多くの導入実績を誇ります。近年では専門部隊であ

る「ロボット推進室」を設置し、各種システムインテグレー

タとの強い連携を築きながら、食品業界なども含めた幅

広い業界へ取り組んでいます。ロボットに限らず自動化装

置、AGVまでワンランク上のご提案をいたします。 

③「中国工具・中国製品」

業界に先駆けて2005年から中国製の切削工具の輸入販

売に取り組んでおります。「リーズナブルで高品質」なメー

カーを取りそろえ、また在庫等の供給体制を整備したこと

により日本中のお客様に採用されている当社のオンリー

ワン商材です。今日では切削工具だけでなく、砥石、金型・

冶具、鋳造部品まで幅広く取り扱っており、「中国プロジェ

クトチーム」を中心に全拠点で販売を行っています。

④「水処理機器・環境機器」

1966年から水処理機器、環境機器の専門チーム「産業装

置グループ」を設置し、ポンプや送風機などを核として脱

臭装置や管材まで流体機器関連を総合的に取り扱ってお

ります。各種機器の設置工事やオーバホールもお任せ下

さい。工場環境改善についても集塵機や浮上油回収装置

から電気やエアの省エネ対応最新機器までご提案いたし

ます。

クライアント 案件 フォルダ app./ver. デザイン DTP新原 初校直し 再校直し 3校直し 4校直し 5校直し 校了

京二 NEW/京二 200128_
会社案内

indd
cs6

作業日 流用
20.01.28
市川

作業者
使用Mac
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京二本社ビル

商　　号 株式会社　京　二

所  在  地
本社：〒102-0073
東京都千代田区九段北 4-3-24
TEL 03-3264-5151　FAX 03-3264-6965

拠　　点 本社・南関東・千葉・北関東・東北・名阪・
関西サテライト・中国上海

資  本  金 2,000 万円

創　　業 1948年 10月 1日

代  表  者 代表取締役会長　井口勝督（イグチカツタダ）
代表取締役社長　井口宗久（イグチムネヒサ）

従  業  員 50 名

取引銀行
三菱東京UFJ 銀行 八重洲通支店／
北陸銀行 東京支店／商工組合中央金庫 本店
日本政策金融公庫

事業概要

軸受、油空圧機器、工作機械、工具、
ロボット及び自動化機器、計測機器、
各種設置・改造工事電子電気機器、
物流機器、中国製品等の販売

主な
お取引先

アート金属工業グループ、いすゞ テクノ、
ＮＳＫ、キャタピラー、クボタ、
コニカミノルタグループ、
小森コーポレーショングループ、ジーシー、
新明和工業、ＴＨＫ、東陽精機、日産自動車、
日立建機グループ、日野自動車グループ、
フェローテック、富士フィルムグループ、
古河機械金属グループ、マックス、
ミツバグループ、三菱重工グループ、
三菱ふそうトラックバス、ミネベアミツミ、
リコーグループ（五十音順）

主な加盟
団体・会員

FA・ロボットシステムインテグレータ協会
日本工作機械販売協会、日本歯車工業会
日本工作機械輸入協会、切削フォーラム21

許認可等 一般建設業許可（機械器具設置工事）

ISO認証
ISO9001
ISO14001
全営業所で取得　※名阪（営）と上海除く

社名の由来

社名は、弊社主要仕入先の株式会社不
二越の井村荒喜社長（創業者）に付け
ていただきました。
京という字は都や中心を表すめでたい
字だそうです。京一、京二、京三の中で
京三はすでに京三製作所さんがあり、
京二機工株式会社と命名。
昭和46年、株式会社京二と改めました。

Company Profi le
  会社概要

クライアント 案件 フォルダ app./ver. デザイン DTP新原 初校直し 再校直し 3校直し 4校直し 5校直し 校了

京二 NEW/京二 200128_
会社案内

indd
cs6

作業日 流用
20.01.28
市川

作業者
使用Mac



4

工具
高精度・高能率・省エネ対応

不二越
ダイジェット工業
住友電工ハードメタル
彌満和製作所
協和精工（小径特殊工具）
タイガ（電着工具）
岡崎精工
日本コーティングセンター
日本バルザース
マイスター（再研磨・特殊工具）
ユーテムプレシジョン
ナノテック
旭ダイヤ
田野井製作所
ナチツールエンジニアリング（再研磨）
信栄製作所
川野辺製作所
バニシングツール
東京ダイヤモンド工具製作所
株洲工具（超硬）
鄭州ダイヤ（PCD・CBN）
北京ワールドダイヤ

計測機器
品質管理に欠かせない
高精度測定能力

ミツトヨ
第一測範製作所
長野計器
黒田精工
ニコン
東京精密
テサ
カールマール
中村製作所
東日製作所
新潟精機
日本ゲージ

工作機
高能率・高精度高速マシン

不二越
松浦機械製作所
DMG森精機
太陽工機
オークマ
ホーコス
牧野フライス製作所
中村留精密工業
岡本工作機械製作所
三井精機工業
エツキ
黒田精工
西部電機
ツガミ
ブラザー工業
富士機械製造
カシフジ
ジェイテクト
高松機械
スター精密
シギア精機製作所
滝澤鉄工所
ナガセインテグレックス

工作機周辺機器
加工精度の向上に

BIG DAISHOWA
ブンリ
THK
黒田精工
北川鉄工所
ナベヤ
イマオ
ジャパンフィールド
日伸精機
MSTコーポレーション
ユキワ精工（ツーリング）
カトウ工機
アピステ（制御盤クーラー）
聖和精機（ツーリング）
共立精機（ツーリング）

ロボット
自動化、省人化、生産向上に

不二越
ダイヘン
安川電機
デンソー
川崎重工
ファナック
アイエイアイ
ヤマハ発動機
ダイアディックシステムズ

システム化・工事
工場内の自動化、改造・補修工事

石井工業（工事）
松浦鉄工所（セットメーカー）
東北メカニクス
足利技研
メイテック
東明工業
筑豊工業所
明和エンジニアリング
永進テクノ
テーエムシー
ダイヤ電子応用（超音波測定）
東和興産（油脂関係）
エスティック（サーボナットランナー）
テレシス社（刻印機）
ハイテック精工（パーツフィーダ）
ジェイティエンジニアリング（セットメーカー）
JET（セットメーカー）
三明（セットメーカー）
エスイーテック（セットメーカー）
三宝精機工業（オーバーホール）

Products
  取扱商品、仕入先のご案内

国内外の市場から、生産を高度化・効率化する工作機械・工具、
高性能なベアリングや油圧機器、物流機器やロボット、
また工場の環境を改善する各種製品を取り扱っております。

ダイアディックシステムズダイアディックシステムズ

ロボット
自動化、省人化、生産向上に

不二越
ダイヘン
安川電機
デンソー
ファナック
アイエイアイ
ヤマハ発動機
ダイアディックシステムズ
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油圧・空圧機器
モーションコントロール
テクノロジー

不二越
TAIYO
堀内機械
長野計器
丸善工業（トリコロール）
クロダニューマティクス
アプライドパワージャパン
パーカーハネフィン
トキメック
ダイキン工業
ニッタ・ムアーカンパニー
日本オイルポンプ
油圧工業
豊興工業
アネスト岩田

物流機器
合理化、省力化に

メイキコウ
オークラ輸送機
キトー
ダイフク
村田機械
日本ホイスト
花岡車輌
エヌアイシ・オートテック
（アルファフレーム）
タクマ精工（無人搬送車）
佐野車輌製作所
末廣車輌製作所
トヨタL&F
明電舎
をくだ屋技研
象印チェンブロック
マキテック
明電舎（AGV）
アムンゼン

ベアリング
高精度な回転を支える

不二越
ミネベアミツミ
日本トムソン
THK
黒田精工
第一測範製作所
大同メタル
エヌデーシー
旭精工
オイレス工業
トックベアリング
HIWIN

伝導機・電気機器
高性能・高信頼性の伝導機器

小倉クラッチ
椿本チェイン
協育歯車工業
三木プーリ
三ツ星ベルト
日本ギア工業
ネミコン
シグマー技研
オムロン
チノー
日本航空電子工業
オリエンタルモーター
パナソニック
東芝
日立製作所
三菱電機
岩崎電気
富士電機

環境装置機器
工場の環境改善、
ISO14001の取得に

不二越
ニクニ
ワールドケミカル
三井精機工業
北越工業
ホーコス
昭和電機
アンレット
アマノ
ダイキン工業
オリオン電機
新明和工業
日立製作所
ジャパンフィールド
田辺空気機械製作所
アクトファイブ
森合精機

水処理関連
水処理をトータルコーディネート

アンレット
新明和工業
荏原製作所
鶴見製作所
ニクニ
兵神装備
寺田ポンプ製作所
エレポン
川本製作所
テラルキョクトウ
トーケミ
タクミナ
竹内製作所
ダイライト
積水アクアシステム
日本フローセル
愛知時計電機

グローバル化する産業界で勝ち
抜くために、

「精度改善、効率化、低コスト」
を実現する 最

適な商品をご提供します。



6

Nachi-Fujikoshi
  不二越製品のご紹介

軸受、油圧、工具、ロボット等の各種部品、工場設備を取り扱っており、
技術提案、コストダウン提案など様々な形で対応いたします。

 油圧機器
あらゆる産業機械に省エネ、高性能製品で対応
●バルブ（ソレノイドバルブ、モジュラーバルブ、電磁比例弁）
●ポンプ（ピストンポンプ、ユニポンプ、特殊ポンプ等）
●ユニット（工作機械、成形・鍛圧機械向け省エネ油圧ユニット）
●モーター（建機向け走行・旋回モーター等）

 ロボット
軽量部品から
重量物搬送まで対応
●ハンドリング、シーリング
●重量物搬送用
●スポット溶接
●アーク溶接、シーム溶接
●自動化をシステムからご提案

 工作機械
●ブローチ盤、転造盤、クランクシャフト、
　カムシャフト用パワフィニッシャー、工程集約型歯車加工機等

 工業炉、洗浄機
●真空浸炭炉、横型加圧冷却真空炉、真空脱脂洗浄機

 マテリアル
●ハイス鋼、精密金型鋼、軸受鋼、機能部品用材料等

 ベアリング
0級から精密級まで
●ラジアル玉軸受、ラジアルころ軸受
●スラスト玉軸受、スラストころ軸受
●特殊用途軸受（自動車、鉄道車両、印刷機、工作機械、
　ボールねじサポート等）
●ベアリングユニット
●免震装置

「穴あけの常識を変えた
フラットドリル」
アクアEXコートで耐摩耗性向上により
長寿命。バリも少なく中空偏芯穴も一
発加工が可能なアクアドリルEXシリー
ズに、コーナーＲ付きも追加

「Dual EX ホブ」
高速ドライ加工から、ウエット化工まで
あらゆる加工環境に対応 「産機、工作機械向け　イン

バーター駆動　省エネ油圧
ユニット　NSP-i」
従来の工作機械向け標準油圧ユニット
に比べて64％の省エネと圧倒的な価格
競争力を実現

「世界最速
軽量コンパクトロボット MZ07」
世界最速の動作と、圧倒的な価格競争力で生産
性の向上に貢献します

「ベアリング」
自社で生産した高品位
な材料と高度な研削、
熱処理技術を応用し、
長寿命、高精度ベアリン
グを開発

 切削工具
標準工具から精密特殊歯切り工具まで
●ブローチ、ホブ、シェービングカッター、フォーミングラック、
　ピニオンカッター
●ドリル、エンドミル、タップ、メタルバンドソー
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Cutting Machine
  工作機械のご紹介

当社では各分野の多くの工作機メーカーと直接お取引をさせていただいております。
全営業マンの７割が工作機販売の専門教育を受講し、セールスエンジニアの資格を持ち、
最適な機械選定、加工改善の提案営業を行っております。

 ５軸（立形）マシニングセンタ  複合加工機

■平面研削盤

ＰＳＧ-ＤＸシリーズの
後継機として発売。DXシ
リーズと同様の操作方法
を踏襲、タッチパネル操作
に変えることで、更に操作
性を向上

岡本工作機械

精密平面研削盤 PSG-DXシリーズ

 その他
特殊機・専用機、ワイヤーカット・放電加工
機、プレス機、金属光造形加工機など
松浦機械製作所

ハイブリッド金属　3D プリンタ
LUMEX Avance25

ファイバーレーザによる
「金属光造形」とマシニン
グセンタによる「高速・高
精度切削加工」を融合し
たハイブリッド金属3D プ
リンタです

 研削盤
■立形研削盤

非研削時間の大幅な短縮
による、生産性の向上の
追求。高生産型の立形複
合研削盤

太陽工機

CVG6

加工精度および内・外径・
端面をしっかりと研削加
工できる複合加工能力は
維持し、根本から機械構
造を見直し、シンプルデザ
イン・リーズナブルプライ
スを実現

CVGシリーズの第2弾
Vertical Mateシリーズ

従来機に比べ基本性能を
徹底的に見直し高生産性
･省スペースを確保、価格
低減を実現することでコ
ストパフォーマンスを高
め、より幅広いニーズに応
えることが可能

松浦機械製作所

MAM72シリーズ

革新的な機械構造を採用
しており、加工エリアやB
軸傾斜角度を拡大するこ
とで、さまざまなワークに
も対応します。5軸加工の
定番機です。

DMG森精機

DMU50　3rdGeneration

旋回軸と回転軸を備え、
旋削加工とマシニング加
工をワンチャッキングで行
う小型複合加工機。

ブラザー工業

SPEEDIO（スピーディオ）M140X2 

 横型マシニングセンタ
DMG森精機

横形マシニングセンタ

第2世代　NHXシリーズ
高速、高剛性、高精度のマ
シニングを実現

横型マシニングセンタの
特徴と立形マシニングセ
ンタの特徴を兼ね備えた
ニュータイプマシン。

ホーコス

Nシリーズ

 工作機械レトロフィット・オーバーホール
愛着ある機械をずっと使い続けたい。
海外メーカー製でメンテナンスの窓口がわからない…。
メーカーが撤退・廃業した機械を継続して使用したい…。
電装が老朽化しメンテナンスが不安…。
お客様のご要望に沿える提案を行います。

三宝精機工業株式会社

before after
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Factory Automation, construction, processing
  FAシステム・ロボット化設備工事・加工受託

工場のFA化、ロボットシステムの構築、加工受託のご相談を受け付けております。
移設・据付工事・保全・メンテナンスもお任せください（機械器具設置業許可第149273号）。

【加工受託】
 機械加工

シャフト加工／旋盤＋マシニング加工／ブロック加工
プレート加工／ブロック加工／長尺／深穴加工

 追加工
ギア／ラック／プーリ―／カップリング／キー加工

 治具製作
  表面処理：メッキ／高周波焼き入れ／溶射
 製缶／板金
 3Dプリント

【工事・メンテナンス】
 工事

設備移設工事／制御盤工事／配管工
事／油圧ユニット設置工事／ライン改
造工事／排水処理工事

 メンテナンス
コンプレッサー／減速機モーター／集
塵機／油圧ポンプ /パッキン／その他
のメンテナンス工事

【システム化、FA化】
 システム

加工、組立、搬送ライン、計測装置など
のシステム化

 エンジニア請負
機械、装置設計／ラインレイアウト／設
備移設／各種改造   
    

 ＦＡ（受託設計、製造）
ロボット搬送／コンベア、ローダー搬送
／各種自動化設備／ナットランナー／
刻印機／パーツフィーダ

ベースプレート製作治具製作

不二越　協働ロボット　CZ10

組立て（力センサ）

検査（視覚センサ）

箱詰め

ローディング

ピッキング（視覚センサ）

バリ取り不二越双腕ロボット
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Environmental device
  水処理機器、環境装置のご紹介

50年以上の水処理機器、環境装置販売の豊富な経験と新明和、アンレット、荏原、鶴見等の
トップディーラーとしての実績を活かし、特殊対応、価格対応いたします。

Original
Products
  オリジナル製品の紹介

京二では、建機や産業機器の搭載部品を
オリジナルに開発、販売をしております。
お客様の要望の合せて設計、製造いたし
ます。

 水処理機器
●前処理機器（スクリーン、破砕機等）
●ポンプ類（陸上ポンプ、水中ポンプ、水中エアレータ等）
●ブロワ―
●ケミカル関係（ケミカルポンプ、撹拌機、タンク、PH中和機、
 残塩ユニット、高分子自動溶解装置）
●装置関連（脱水機、脱臭装置、ろ過装置、回転円板装置、
 振動スクリーン）
●計器関連（流量計、電磁流量計、水位計、超音波流量計、PH計、RP計、
DO計、分析計等）

●管材・バルブ
●水処理機器の修理・オーバーホール
●設置工事
●その他（サイレンサ、モータ、インバータ、活性炭、ろ材、コンプレッサ、
換気扇、真空ポンプ、高圧洗浄機等）

 環境装置
●集塵機（ダスト・ミスト・ヒュームコレクター）
●空気浄化、清浄（清浄機、分煙機、ファン、フィルター、ドライヤー）
●電力管理システム、デマンドコントローラ、省エネ診断
●省エネ照明機器、省エネ空調機器
●コンプレッサー
●チラー
●排水処理
●浮上油回収、油水分離装置
●切削油対策、切粉対策装置

 トリコロール
　(油圧式揺動アクチュエータ)
油圧の力を高効率で揺動運動に変換するこ
とができ、また、代替えの無い保持力を持っ
ています。
その特性を生かし、コンテナ搬送のスプレッ
タに対して高いシェアを誇り、また機械の
ローディング・アンローディング、歯切盤など
では重量工具の自動交換装置、大流量・高圧
力のバルブやダンパの開閉など幅広い用途
で使用することが可能です。

「新明和工業
ノンクロスクリュ
水中ポンプ」
(高効率・高通過性水中ポンプ）
高いポンプ効率を実現
優れた異物通過性能
メンテナンスが容易

「アンレット
ドライ式真空ポンプ」
排気系に油・水を使わない、ド
ライな多段ルーツ式、環境・省
エネ時代の真空ポンプです

「タクミナ
スムーズフロー
ポンプ」
液漏れ、異物混入、液の変質、メ
ンテナンスしにくいなど不満や
悩みをトータル的に解消でき
る万能ポンプ

「トリコロール」
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ワイパー付インサート

ワイパー刃

ワンユースマルチコーナータイプ

ポイントソリッドタイプ（Mini chip）

中国最大手！
グローバル超硬工具メーカー

高硬度鋼材ターニング加工
効率アップの決め手！
（CBN標準工具）

株洲ダイヤモンド切削工具株式会社
中国No.1の超硬工具総合メーカーで世界各国に展開
するグローバル企業です。
一流メーカーの生産設備を保有し高品質・低価格の製
品を提供する中国工具の定番。

取扱製品  ＞ ●ISO標準超硬インサート　●ホルダー
 ●超硬エンドミル　●超硬ドリル
 ●刃先交換式エンドミル／ドリル　
 ●正面フライス各種

ブラックダイヤモンド
シリーズ

超硬エンドミル 超硬ソリッドドリル

フライスカッター

刃先交換式ドリル

Chinese Products
  中国製品のトータルコーディネーター

当社は中国製生産資材の輸入販売のパイオニアです。
超硬工具、ダイヤモンド工具、砥石、計測器、そしてお客様のご要望に合せた特殊品製作、部品調達など
中国製品の輸入をトータルコーディネートいたします。

北京ワールドダイヤ
高硬度鋼材加工では欠かせないＣＢＮ工具標準シリー
ズを製造。お客様のニーズ、加工条件に合わせて最善
なＣＢＮ材料、刃先ホーニング角度、幅を設計した上で
提供致します。特に断続、強断続向け加工では耐衝撃性
ＣＢＮ材料を使用、加工寿命大幅アップ。日本で標準品
在庫を保有しています。

取扱製品  ＞ ●ISO標準CBNインサート
 ●ワンユースマルチコーナータイプ
 ●ワイパー付インサート
 ●ポイントソリッドタイプ（mini chip）
 ●ポイントソリッドタイプ（重切削用）　
 ●ブレーカー付タイプ

ワイパー付
インサート

ワンユース
マルチコーナータイプ

ポイントソリッドタイプ
（Mini chip）

CBNフライスカッター
PCDフライスカッター
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最先端のPCD・CBN工具を
短納期、低価格で！

中国№1の砥石専門メーカー

高精度、高性能、
高コストパフォーマンスの
特殊工具スペシャリスト！

鄭州市ダイヤモンド精密製造有限会社
1997年創業、新進気鋭のPCD・CBN工具の専業メーカー。豊
富な設備投資と人材育成により中国トップレベルの製品品質
を実現。国内を中心に中国・外資系企業問わず自動車関連に
幅広く納入実績があります。2008年より京二を総代理店とし
て日本への輸出を開始。

取扱製品  ＞ ●インサート　●ラウンドツール　●総形カッター
 ●ホーニングツール　●ボーリングバー　●特殊バイト
 ●HSK・BT等シャンク一体型工具 等々

蘇州サイリホイール
精密ダイヤモンドホイール、CBNホイール、極薄超精密ダイヤモンドホ
イールをメインにしています。中国では現地の日系企業に多数採用実績を
もち、日本でも大手自動車メーカー等にて採用されています。

取扱製品  ＞ ●各種ダイヤモンド&CBNホイール
 ●電着ダイヤモンド＆CBNホイール
 ●ダイヤモンドダイジングプレート                      

【主な納入実績】　アイシン・エーアイ／アマダ／いすゞ テクノ／北川鉄工所／キッツ／
キャタピラー／クボタ／ジャトコ／住友重機械工業／大同メタルグループ／THK／日産自動車／
日本精工／日立金属／マックス／三菱自動車／三菱重工業／三菱ふそう・トラックバス／ミネベア

ピストン加工用溝入れバイト ラウンドツール

【部品調達、特殊品製作】
中国現地法人の京二上海と連携して、お客様のご要望に合わせた各種部品設備、特殊工具等の調達をしております。メーカー選定、
設計打合せ、ロジスティック、アフターフォローまでトータルコーディネートいたします。

 部品調達、特殊品製作事例
●鋳造部品　●各種専用機　●精密部品用金型　
●各種特殊品工具（超硬工具、ハイス工具、PCD、CBN工具、ロータリーバー）
●ラジエーター　●小ロット精密部品加工（ステンレス、鋼材、アルミ、樹脂、鋳造）
●パンチ金型（国内メーカーと同規格品）

 主な取引先
寧波鴻成機械有限公司（セミロストワックスメーカー）
嘉善天晟精密鋳件有限公司（ロストワックスメーカー）
永金金属（鋳造部品メーカー）

各種特殊工具

ダイヤ&CBNホイール

上海華昇精密機構株式会社
上海華昇は超硬特殊工具の専門メーカーで高い技術力、品
質、低コストを兼ね備え日本でも自動車関連のTier１メー
カー等へ数年間の安定的に供給しています。

取扱製品  ＞ ●バーオフツール　●ボールエンドミル　●リーマ
 ●ドリル　●エンドミル　●ザグリカッター　

北方鋳造（鋳造部品メーカー）
上海神富機械科技有限公司（アルミダイキャスト、精密加工メーカー）
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China Business Cordinator
─ 中国現地調達のパートナー・

中国ビジネスのコーディネータ ─

京二上海ついて

株式会社京二は2005年より日本で初めて中国工具の輸

入販売に取組み、日本中の製造業のお客様に低コスト、

高精度の中国製品をご提供をしてまいりました。

そして、機械工具商社としての60年以上の実績と中国製

品、中国メーカーの豊富な取扱い経験を活かして2011

年に京二（上海）機電科技有限公司を設立いたしました。

設立以来、中国に進出している日系ユーザーに対して、

日本製品や中国の優れた製品を提案、提供するなど豊

富な実績をほこります。現在、現地でビジネス展開をして

いる方、またこれから中国進出を検討している方に京二

上海が現地での調達、ビジネス展開を全面的にコーディ

ネートいたします。 

京二（上海）法人概要

法人名 : 京二（上海）机电科技有限公司（簡体字）

  京二（上海）機電科技有限公司（日本語字体）

住　所 : 〒200051
   中国上海市長寧区天山路600弄1号

同達創業大厦 1107 室
（同達創業大厦ビル11階1107室）

   地下鉄2号線　娄山关路駅　4番出口右方向
直進8分

   自動車ご利用の場合、高速利用、内環線武夷路
出口から10分

　　  中環線天山路出口から15分

TEL : 021－6090－6180
  （日本からは8621－6090－6180）

FAX : 021－6090－6190
  （日本からは8621－6090－6190）

資本金 : 5000万円

取引銀行 ： 中国工商銀行、上海銀行

組織構成

総経理 : 兪箴潔（ユシンケツ）
　　　　　（株式会社京二　執行役員　中国事業担当）

Kyoni ShangHai
  京二（上海）機電科技有限公司
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現地スタッフ集合写真

 主な取扱い製品分野
●ドリル、エンドミル、リーマー、カッター、ダイヤモンド、
　CBN工具、歯切り工具、再研磨
●ツーリング、ホルダー、バイト、ボーリングバイト
●砥石、研磨製品
●測定工具、三次元測定器、形状測定器
●組立工具、作業工具
●切削油、潤滑油、防錆油、汚れ除去スプレー
●部品加工、精密鋳造部品加工
●組立用部品シリーズ、環境機器
●ベアリング、その他部品

 中国での主なお客様（2014年10月現在）
●天田機械（上海）有限会社
●北澤精密機械（昆山）有限会社
●北澤バルブ（昆山）有限会社
●コマツ工程機械（常州）有限会社
●上海広野金属精密製造有限会社
●小森機械（南通）製造有限会社
●古河（上海）ロックドリル有限会社
●椿本汽車発動機（上海）有限会社
●寧波麗成特殊材料有限会社
●寧波旭東汽車部品有限会社

 ホームページのご案内
http://www.shkyoni.com
お問い合わせは
兪  箴潔（ユ シンケツ）
Mail : Sales-shanghai@kyoni.cn

 京二上海が取り扱う主力中国メーカー
●株洲ダイヤモンド切削工具株式会社
　超硬工具メーカーで特にエンドミル、チップは有名
●鄭州市ダイヤモンド精密製造有限会社
　PCD・CBN工具の専業メーカー
●SAILI　研削砥石の総合メーカー

副総経理　兪  箴潔

社内風景

京二（上海）機電科技有限公司入居ビル
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Our Activities
  京二の取り組み

お客様に信頼され、必要とされる「京二」を目指し挑戦し続けていきます。
お客様の№１であるように、下記のような活動を行っております。

ISO14001、ISO9001取得
 ISO14001（環境マネジメントシステムに関する国際規格）

●製造の環境改善に貢献するために、改善のコンサルティングと環境機器、
　水処理関連製品の販売を行っています
●2001年：本社及び千葉で取得
●2006年：全営業所で一括取得
 ※名阪（営）と上海除く

 ISO9001（品質マネジメントシステムに関する国際規格）
「品質保証を含んだ顧客満足の向上を目指すための規格」
●お客様窓口の設置により、「顧客の声」を分析した品質向上への取り組み
●CS調査を定期的に実施
●2008年：全営業所で一括取得
 ※名阪（営）と上海除く

JIMTOF（日本国際工作機械見本市）
IMTS(米国)、EMO(欧州)と共に、世界の三大工作機械見本市のひとつです。近年は2
年毎に東京ビックサイトで開催されます。当社は2008年より継続して出展しています。

M-teck（機械要素技術展）
軸受、ネジ、ばねなどの機械要素や、金属樹脂に関する加工技術を一堂に集めた専
門技術展です。当社は2017年東京からロストワックス鋳造品の展示を行なっており
2018年は大阪にも出展いたしました。

ロボデックス
産業用ロボットを中心とした開発技術、IT、AI技術までロボッ
ト社会の実現を促進するあらゆる技術の展示会です当社は
2018年より産業用ロボットの展示を行なっています。

各展示会への取り組み
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History
  京二の歩み

70年を超える
京二の創業から現在に至るまでを
ご紹介します。

1946年（昭和21年）
京二の前身「二光商会」設立　社長 井口宗一
神田の青空市場で工具等を仕入れ、
夫婦でリュックに商品を詰め売り歩いた

1948年（昭和23年）
10月１日、中央区京橋に京二機工株式会社創業
当時の社屋は木造二階建てであった

1971年（昭和46年）
千代田区九段に本社ビル建設（現社屋）
社名を株式会社京二に改名

2001年（平成13年）
本社と千葉営業所、ISO14001認証資格取得

2004年（平成16年）
UFJ総合研究所による「企業診断99」を受診

2005年（平成17年）
中国工具販売への取組みを開始

2006年（平成18年）
ISO14001認証資格を全営業所で一括取得

JIMTOF2006株洲ダイヤモンド切削工具の
ブースにアテンド（来場者1200名）

2008年（平成20年）
創業60周年

ISO9001認証資格を全営業所で一括取得

京二としてJIMTOF出展

2011年（平成23年）
井口宗久が六代目社長に、
井口勝督が会長に就任

京二（上海）機電科技有限公司設立

2015年（平成27年）
 メカトロテック（名古屋）に初出展

2018年（平成30年）
 新社屋　完成

ロボデックスに初出展

 名阪営業所設立

1991年（平成3年）
井口勝督
（創業者の長男、現会長）
五代目社長に就任

1998年（平成10年）
創業50周年
記念パーティー開催
（300名出席）

2000年（平成12年）
京二は『お客様の購買代行を目指す』
事をNEW WAVEで表明 

右：代表取締役会長 井口勝督
左：代表取締役社長 井口宗久

上海法人設立式典

新社屋　完成

JIMTOF2014出展ブース

創業50周年記念パーティー

創業者　故 井口宗一（いぐちそういち）

194619461946

200020002000200020002001年20002001年2001年20002001年（平成13年）2000（平成13年）（平成13年）2000（平成13年）本社と千葉営業所、ISO14001認証資格取得2000本社と千葉営業所、ISO14001認証資格取得本社と千葉営業所、ISO14001認証資格取得2000本社と千葉営業所、ISO14001認証資格取得200020002000年20002000年2000年20002000年
京二は『お客様の購買代行を目指す』2000京二は『お客様の購買代行を目指す』京二は『お客様の購買代行を目指す』2000京二は『お客様の購買代行を目指す』

201020102010201020102010
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Corporate Prof i le

プロフェッショナル
購買 & 生産技術パートナー

株式会社 京二南関東営業所
〒252-0303　神奈川県相模原市南区相模大野 2-8-2
TEL.042-742-9405　FAX.042-742-9479

千葉営業所
〒277-0023　千葉県柏市中央 1-9-1
TEL.04-7163-8771　FAX.04-7163-8774

取手倉庫
〒302-0034　茨城県取手市戸頭 2-38-13
TEL.0297-78-6110　FAX.0297-78-6110

北関東営業所
〒371-0841　群馬県前橋市石倉町 4-8-4
TEL.027-252-8911　FAX.027-252-8280

営業拠点

お客様お問合せ窓口
各種お問合せ、クレーム等は下記までご連絡下さい

www.kyoni.co.jp

www.kyoni.co.jpsupport@kyoni.co.jpメール URL

東北営業所
〒990-0023　山形県山形市松波 1-7-35
TEL.023-622-8661　FAX.023-622-8662

名阪営業所
〒472-0036　愛知県知立市堀切 3-1
杉原ビル 2E
TEL.0566-83-3510　FAX.0566-83-3511

関西サテライト
〒650-0011　兵庫県神戸市中央区下山手通 2-13-3
建創ビル 9 階

京二（上海）機電科技有限公司
〒200051　中国上海市長寧区天山路 600 弄 1 号
同達創業大厦 1107 室
TEL.8621-6090-6180　FAX.8621-6090-6190

株式会社京二　本社
〒102-0073　東京都千代田区九段北 4-3-24
kyoni ビル 3 階　
TEL.03-3264-5151　FAX.03-3264-6965

総務部
TEL.03-3264-5151　FAX.03-3264-6965

産業装置グループ
TEL.03-3264-5155　FAX.03-3261-5027

ロボット推進室
TEL.03-3264-5240　FAX.03-3261-5027

中国プロジェクト
TEL.03-3264-5154　FAX.03-3261-5027

交通
JR総武線（各駅停車）・地下鉄有楽町線・南北線・都営新宿線

（東京駅・上野駅より約30分　新宿駅より約20分）
いずれも市ヶ谷駅下車、徒歩6分

●
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靖
国
通
り

交
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● ●山脇服装学院

新見附橋 一口坂
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●法政大学

至飯田橋

至九段下

至新宿・四谷

JR市ヶ谷駅

京二本社




