


■ごあいさつ

■社　訓

UCHIHARA

バブル経済崩壊後の平成不況のさなか、リーマンショックと東日本大震災に

見舞われ、経済の閉塞感に覆われている昨今ですが、当社も経済全体の中で

事業活動を行なっている以上、それに漏れず景気変動の影響を受けることは

避けられません。しかし景気後退期においてこの状況を「不況」ではなく「普況」で

あるととらえ、企業存続の原点に立ち返り事業展開を計りたいと考えています。

まず、お客様、すべてのお取引先、社員自ら真に喜んで頂ける企業にする事。

その為に社員ひとりひとりが心を込めて仕事をし、自分を磨き高め、向上心を

持って限りない夢の創造に貢献することを当社のモットーとし、日々努めて参ります。

お客様をはじめ、すべての皆様方に心より感謝を申し上げ、ご支援ご鞭撻を

賜りますようお願い申し上げます。

1、経営目的 この世に必要とされる企業
この世に必要とされる人となることを目的とする。

2、経営理念 わが社はその仕事を通して
社員ひとりひとりが幸せを実感し喜んで働き
心を込めて世のため人のために
尽くすことを使命とする。

3、経営方針 社員教育により自己の個性を伸ばし
人間性豊かで人に感謝できる心を大切にし
技術の向上につとめ努力する人を育てる。

4、経営指針 活力ある朝礼の推進により
社員ひとりひとりが働く意欲の向上と
自らの人間性を磨き、あかるく、なかよく、たのしく
喜んで働く事の基本動作を身につけ
すべての人に喜んでいただける会社にする。

5、経営責任 わが社は、地域社会に信頼される誠実な企業となる。
さらに企業の繁栄と社会への貢献をめざす。

この世に必要とされる企業、この世に必要とされる人となる

代表取締役　内原 勲

昭和20年 5月 東京都台東区で創業
昭和40年 5月 資本金200万円で、有限会社内原製作所を設立
昭和43年 1月 東京都葛飾区に工場移転
昭和44年 5月 資本金300万円で、株式会社内原製作所に改組
昭和48年 1月 埼玉県八潮市に工場移転
昭和53年 7月 資本金1200万円に増資、埼玉県八潮市の工場増設
昭和60年 7月 工場設備近代化、拡充（金属プレス構造改善事業）
昭和61年 7月 プレス自動化、トランスファー化を推進
平成 3年 8月 金型技術課を設立、金型設計・製作の内製化を推進
平成 4年12月 金型工場を増設、ワイヤーカット放電加工機、
 マシニングセンターを設置、CAD/CAMシステム稼動
平成16年 7月 リンクモーションプレス機を設置
平成20年 7月 サーボプレス機を設置
平成23年 3月 太陽光発電システムを導入
平成23年 9月 ワイヤーカット放電加工機を最新設備に入れ替え
平成24年10月 ISO 9001 認証取得（登録証番号：JQA-QMA14675）

■会社概要

■会社沿革

株式会社 内原製作所

〒340-0835　埼玉県八潮市浮塚858
TEL/048-994-1234  FAX/048-997-0669
info@uchiss.co.jp　http://www.uchiss.co.jp

 代表取締役　内原 勲
専務取締役　内原 詔子／取締役　内原 武雄

商　　　号

所　在　地

役　　　員

昭和20年5月創　　　業

昭和40年5月1日設　　　立

1,200万円資　本　金

28名従　業　員

金属プレス加工（25tから200t）、金属プレス金型設計製作、
各種試作品設計製作（金属製品、モールド成形品）、小物板金加工

営 業 品 目

三菱東京UFJ銀行 草加支店、三井住友銀行 草加支店、亀有信用金庫 南八潮支店取 引 銀 行

渡辺パイプ株式会社、立川ブラインド工業株式会社、文化シャッター株式会社、
株式会社アパマンショップネットワーク、他（敬称略）

主 取 引 先
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■金型製作工程

■お客様の声

UCHIHARAこの世に必要とされる企業、この世に必要とされる人となる

■主な加工品

弊社では、仕事量が多く、社内だけではとても間に合わないときなどに、お世話になっています。
ですから、大抵は納期もなく、急ぎでお願いすることになってしまうことが多いのですが
単価的にも厳しい中をいつもご協力していただいて感謝しています。
内原製作所は、金型の製作もやっている為、一通りの設備がそろっているので、
プレート加工や三次元加工まで一度にお願いできるのが非常に助かります。
また弊社と同じプレス金型の製作もやっているので
金型の構造を考えた上での加工をしていただけるので安心してお願いすることができています。

経験豊富な専門スタッフが、CAD/CAMシステムによる金型の設計から最適な製作工程までをご提案いたします。
これまでに培われた技術と経験で、さまざまなお客様のニーズにお応えしております。

農業用資材や建築用資材をはじめ、幅広い分野の製品を受注生産しています。
お客様のご依頼に応じて、ご満足いただける製品をご提供いたしております。

内原さんには気軽に相談できるのがいいね。
メールでも電話でもすぐに応えてくれる。
生産管理システムを導入されているから、納期にばらつきはないし臨機応変に対処してくれる。
メーカーとしてはうれしい限りです。

プレス金型製作会社様

メーカー様
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QCDの徹底により高品質、低コスト、短納期、
多品種少量生産を実現します。

あらゆる金属類に対応しています。
自動順送金型を中心に大量生産から

中量・少量生産まで幅広いロットの製品を製造しています。
生産管理システムの導入により
確実な生産体制を確立しています。

抜き、曲げ、絞り、順送型を中心として
あらゆる金属プレス金型を内製しています。
自動型内タッピング、自動梱包等、
最新のプレス金型技術を取り入れ、
技術開発に取り組んでいます。

金属プレス金型を内製しています。

■取り組み

太陽光発電でCO2削減
CO2削減に向けた取り組みは企業の社会

的責任であると同時に、エネルギーの大

切さを社員はもとより、お取引先や地域

住民の方々にもご理解いただきたく2011

年に太陽光発電システムを導入しました。

確実な納期対応
リアル生産管理システムは、プレス機械

ごとの生産状況を電光掲示板に表示す

るだけでなく、その数値を事務所や各箇

所からパソコンで管理しています。計画

的な生産体制が確立され、お客様の様々

な納期にも確実に対応しています。

無駄なものはない
プレス機械から排出される金属屑（スク

ラップ）は貴重な再生資源です。自動搬

送システムにより工場建屋外に搬送され

たスクラップは、リサイクル業者によって

回収され、再び鋼板となって当社に納入

される日を待っています。

プレス製造部門 金型部門

内原製作所の技術は、順送金型および自動梱包の生産技術です。

QDC（Quick DIE Change）を利用した金型交換システムは、金型の短納期・低コスト化を実現し、

様 な々金属加工のニーズにお応えしております。

主に建築用資材に利用している自動梱包システムは、リアルタイム生産管理システムと連動して

プレス機械ごとの生産状況を瞬時に把握し、生産目標に対する実績管理の「見える化」によって徹底した納期管理を実現しています。

さらに、太陽光発電システムやスクラップの自動搬送システムの導入など、環境に配慮した取り組みも積極的に実施しています。

これらの各種システムは品質管理システムへと統合され、2012年10月に品質保証の国際規格であるISO9001の認証を取得しました。

今後も、さらなるQCDの徹底と金型設計・製作からプレス加工・組立までの一貫した生産体制の充実により、お客様のご要望にお応

えしてまいります。



■設備

UCHIHARA

プレス機械用設備 金型用設備

管理用設備組立用設備

H1F45t コマツ製 1台 サーボプレス、順送NCロールフィーダー装着 

TPL45t アマダ製 1台 リンクモーションプレス、順送NCロールフィーダー装着 

この世に必要とされる企業、この世に必要とされる人となる

新型プレス機械設備

FNC106 

FNC106 

H1F45-45t

牧野フライス製 1台 高精度縦型マシニングセンター

マシニングセンター

SDE80t アマダ製

ブラザー工業  

1台 サーボプレス、順送NCレベラーフィード付

アマダ製 1台 板幅450mmまでの順送NCレベラーフィード付 

アマダ製 1台 順送NCレベラーフィード付  

アマダ製 1台 リンクモーションプレス、順送NCロールフィーダー装着 

TP-200t

TP-110t

TPL80t

アマダ製 1台 順送NCレベラーフィード付  TP-60t

1台 ワイヤーカット放電加工機

1台 ワイヤーカット放電加工機

1台 NC細穴放電加工機

NCフライス盤

NCフライス盤

アマダ製

アマダ製

アマダ製

AD1i

AD0i  

SH3D

順送プレス機械設備

放電加工機

1台

1台

牧野フライス製

ヤマザキマザックYMR-1100 

KVJP-55 

NCフライス盤

1台 平面研削盤 

1台 成型研削盤

黒田精工

アマダ製

GS-64PFⅡ 

HG-621D

1台 成型研削盤三井精機MSG-250M

1台 成型研削盤日興NFG-515

6システム 受入CADフォーマット／DXF, IGES（IGS） アンドール製CAD/CAMシステム

研削盤

アマダ製 1台 単発専用プレス

コマツ製 5台 単発専用プレス

コマツ製 1台 単発専用プレス

TP-45t

OBS35t

OBS45t

4台

一式

2台

生産管理システム

自動搬送スクラップコンベアー

コンベアー

1台

2台

2台リベットセッター

タッピングマシーン／BT61-511 　

リベッティングマシーン

単発用プレス機械設備

コマツ製 1台 サーボプレス、順送NCレベラーフィード付  HIF110t
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■金型製作工程

■お客様の声

UCHIHARAこの世に必要とされる企業、この世に必要とされる人となる

■主な加工品

弊社では、仕事量が多く、社内だけではとても間に合わないときなどに、お世話になっています。
ですから、大抵は納期もなく、急ぎでお願いすることになってしまうことが多いのですが
単価的にも厳しい中をいつもご協力していただいて感謝しています。
内原製作所は、金型の製作もやっている為、一通りの設備がそろっているので、
プレート加工や三次元加工まで一度にお願いできるのが非常に助かります。
また弊社と同じプレス金型の製作もやっているので
金型の構造を考えた上での加工をしていただけるので安心してお願いすることができています。

経験豊富な専門スタッフが、CAD/CAMシステムによる金型の設計から最適な製作工程までをご提案いたします。
これまでに培われた技術と経験で、さまざまなお客様のニーズにお応えしております。

農業用資材や建築用資材をはじめ、幅広い分野の製品を受注生産しています。
お客様のご依頼に応じて、ご満足いただける製品をご提供いたしております。

内原さんには気軽に相談できるのがいいね。
メールでも電話でもすぐに応えてくれる。
生産管理システムを導入されているから、納期にばらつきはないし臨機応変に対処してくれる。
メーカーとしてはうれしい限りです。

プレス金型製作会社様

メーカー様
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QCDの徹底により高品質、低コスト、短納期、
多品種少量生産を実現します。

あらゆる金属類に対応しています。
自動順送金型を中心に大量生産から

中量・少量生産まで幅広いロットの製品を製造しています。
生産管理システムの導入により
確実な生産体制を確立しています。

抜き、曲げ、絞り、順送型を中心として
あらゆる金属プレス金型を内製しています。
自動型内タッピング、自動梱包等、
最新のプレス金型技術を取り入れ、
技術開発に取り組んでいます。

金属プレス金型を内製しています。

■取り組み

太陽光発電でCO2削減
CO2削減に向けた取り組みは企業の社会

的責任であると同時に、エネルギーの大

切さを社員はもとより、お取引先や地域

住民の方々にもご理解いただきたく2011

年に太陽光発電システムを導入しました。

確実な納期対応
リアル生産管理システムは、プレス機械

ごとの生産状況を電光掲示板に表示す

るだけでなく、その数値を事務所や各箇

所からパソコンで管理しています。計画

的な生産体制が確立され、お客様の様々

な納期にも確実に対応しています。

無駄なものはない
プレス機械から排出される金属屑（スク

ラップ）は貴重な再生資源です。自動搬

送システムにより工場建屋外に搬送され

たスクラップは、リサイクル業者によって

回収され、再び鋼板となって当社に納入

される日を待っています。

プレス製造部門 金型部門

内原製作所の技術は、順送金型および自動梱包の生産技術です。

QDC（Quick DIE Change）を利用した金型交換システムは、金型の短納期・低コスト化を実現し、

様 な々金属加工のニーズにお応えしております。

主に建築用資材に利用している自動梱包システムは、リアルタイム生産管理システムと連動して

プレス機械ごとの生産状況を瞬時に把握し、生産目標に対する実績管理の「見える化」によって徹底した納期管理を実現しています。

さらに、太陽光発電システムやスクラップの自動搬送システムの導入など、環境に配慮した取り組みも積極的に実施しています。

これらの各種システムは品質管理システムへと統合され、2012年10月に品質保証の国際規格であるISO9001の認証を取得しました。

今後も、さらなるQCDの徹底と金型設計・製作からプレス加工・組立までの一貫した生産体制の充実により、お客様のご要望にお応

えしてまいります。
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■ごあいさつ

■社　訓

UCHIHARA

バブル経済崩壊後の平成不況のさなか、リーマンショックと東日本大震災に

見舞われ、経済の閉塞感に覆われている昨今ですが、当社も経済全体の中で

事業活動を行なっている以上、それに漏れず景気変動の影響を受けることは

避けられません。しかし景気後退期においてこの状況を「不況」ではなく「普況」で

あるととらえ、企業存続の原点に立ち返り事業展開を計りたいと考えています。

まず、お客様、すべてのお取引先、社員自ら真に喜んで頂ける企業にする事。

その為に社員ひとりひとりが心を込めて仕事をし、自分を磨き高め、向上心を

持って限りない夢の創造に貢献することを当社のモットーとし、日々努めて参ります。

お客様をはじめ、すべての皆様方に心より感謝を申し上げ、ご支援ご鞭撻を

賜りますようお願い申し上げます。

1、経営目的 この世に必要とされる企業
この世に必要とされる人となることを目的とする。

2、経営理念 わが社はその仕事を通して
社員ひとりひとりが幸せを実感し喜んで働き
心を込めて世のため人のために
尽くすことを使命とする。

3、経営方針 社員教育により自己の個性を伸ばし
人間性豊かで人に感謝できる心を大切にし
技術の向上につとめ努力する人を育てる。

4、経営指針 活力ある朝礼の推進により
社員ひとりひとりが働く意欲の向上と
自らの人間性を磨き、あかるく、なかよく、たのしく
喜んで働く事の基本動作を身につけ
すべての人に喜んでいただける会社にする。

5、経営責任 わが社は、地域社会に信頼される誠実な企業となる。
さらに企業の繁栄と社会への貢献をめざす。

この世に必要とされる企業、この世に必要とされる人となる

代表取締役　内原 勲

昭和20年 5月 東京都台東区で創業
昭和40年 5月 資本金200万円で、有限会社内原製作所を設立
昭和43年 1月 東京都葛飾区に工場移転
昭和44年 5月 資本金300万円で、株式会社内原製作所に改組
昭和48年 1月 埼玉県八潮市に工場移転
昭和53年 7月 資本金1200万円に増資、埼玉県八潮市の工場増設
昭和60年 7月 工場設備近代化、拡充（金属プレス構造改善事業）
昭和61年 7月 プレス自動化、トランスファー化を推進
平成 3年 8月 金型技術課を設立、金型設計・製作の内製化を推進
平成 4年12月 金型工場を増設、ワイヤーカット放電加工機、
 マシニングセンターを設置、CAD/CAMシステム稼動
平成16年 7月 リンクモーションプレス機を設置
平成20年 7月 サーボプレス機を設置
平成23年 3月 太陽光発電システムを導入
平成23年 9月 ワイヤーカット放電加工機を最新設備に入れ替え
平成24年10月 ISO 9001 認証取得（登録証番号：JQA-QMA14675）

■会社概要

■会社沿革

株式会社 内原製作所

〒340-0835　埼玉県八潮市浮塚858
TEL/048-994-1234  FAX/048-997-0669
info@uchiss.co.jp　http://www.uchiss.co.jp

 代表取締役　内原 勲
専務取締役　内原 詔子／取締役　内原 武雄

商　　　号

所　在　地

役　　　員

昭和20年5月創　　　業

昭和40年5月1日設　　　立

1,200万円資　本　金

28名従　業　員

金属プレス加工（25tから200t）、金属プレス金型設計製作、
各種試作品設計製作（金属製品、モールド成形品）、小物板金加工

営 業 品 目

三菱東京UFJ銀行 草加支店、三井住友銀行 草加支店、亀有信用金庫 南八潮支店取 引 銀 行

渡辺パイプ株式会社、立川ブラインド工業株式会社、文化シャッター株式会社、
株式会社アパマンショップネットワーク、他（敬称略）

主 取 引 先




