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会社ご紹介

弊社は、2013年9月に創立しており、中国深圳市宝安区新橋街道
南洞黄埔路46号8棟3階にあり、工場面積は1200平方メートルでご
ざいます。現在従業員を含め、35人がいます。全社員が長年にわ
たり日系企業のお客様の製品を加工していて、日系お客様の品質
・納期・ニーズは十分に認識しております。

事業内容は精密機械加工部品以外に非標準設備部品、医療機械
部品、各種ギヤ、 非標準治具、自動車部品、溶接部品、樹脂の加
工等を取り扱っております。 単品から小、中ロットの治工具部品加
工の専門企業でございます。お客様から配布された部品図面より
部品を加工・検査の上、納入していただきます。

u 多品種類、短納期、高精度の製品に柔軟に対応し品質保証・
納期厳守で、お客様の心強いパートナーとなれる企業を目指し
てまいります。少量多品種生産であるため、部品のロット数は１
個からです。

u 加工種別はフライス、 旋盤、マシニング、研磨、ワイヤー、放電
加工、表面処理、熱処理など一通りでございま す。輸出先は
日本の他に、欧米等海外のいくつかの地域でございます。

u 当社は何よりもまず品質第一を入念しており、信頼性を大切に
しており、誠心誠意にサービス提供し続けることを経営の理念
としております。ISO9000国際品質管 理規定に準じ全員参加し
て、お客様が満足できるような製品とサービスを提供致してお
ります。
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サンプル室
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会社文化

l管理理念： 
人間本位、技術革新、サービス第一、永続経営 顧客の需要を起
点とし、科学技術を製品に溶け込む 管理を改善評価し、高品質
から着目し、高市場を開拓する

l企業理念：
工場がより良く生産活動が行えるよう、 安全・安心・快適・効
率・省資源 を提案、提供します。 お客さまの注文・依頼には、
迅速かつ正確に応えます。 私達は、お客様と恒久的に信頼いた
だける取引関係を築きます。

l品質方針： 
当社は品質の基準である「ISO90001」を取得しております。
お客様にご満足いただくことを第一に考え、従業員一同高品質
の製品をご提供できるよう日々努力しております。

l品質目標 : 
納期厳守率：100％
お客様に一度検査合格率：100％
お客様の苦情処理率：100％
お客様満足率：100％
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2013年9月
会社成立

2014年
多くの国内貿易会社
の得意なサプライヤ
ーになりました。

2015年~
更に新設備投入し、従
業員が30人増えてきま
した。

2018年4月
国際向け、営業
部を立ちました。

2019年
日系会社と直接
引取り、優れた
治具を提供して
います。

2020年1月
全ての客先から
優秀サプライヤ
ーの称号を承認
されています。

2013

2014

2015 ~
2018

2019 ~

2021

2021年
優れた品質は当社およ
び当社ブランドに対す
るお客様からの信頼の
基盤であり、我々は常
にその維持·改善に全
力を尽くします。

会社発展過程
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得意分野

高品質！
スピートが自慢
特急対応！

短納期・小ロット・試作品
多品種少量生産対応

技術力
原点は卓越した技術力

それがクラフトマンのプライド

研究開発
お客様からの研究依頼、

試作品加工を行っております。

レーザ処理・表面処理で
お急ぎの時もお任せください！

単品・小ロット品は即日加工・発送、
翌日日本に到着が可能！
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実績品例1
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実績品例2
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実績品例3
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加工設備リスト

マシニングセンター フライス盤 旋盤

研磨

ワイヤカット

レーザー刻印

加工設備まとめ

NO 設備名称 産地 主な仕様（mm) 加工精度（mm） 台数

1 三軸マシニングセンター 台湾 850×500×500 0.01 5

2 ワイヤカット 中国 600×400×300 0.01 3

3 NC旋盤 台湾 φ60×1000 0.01 2

4 旋盤 中国 φ350×1000 0.01 4

5 研磨機 中国 600×200×200 0.005 3

6 フライス盤 中国 600×300×600 0.01 5

7 ボール盤 中国 　 　 2

8 レーザー刻印 中国 　 　 1
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測定設備リスト

二次元測定機

TESA高さ測定機硬度測定機 TRIMOS高さ測定機

各種類検査治具

三次元測定機
検査設備まとめ

NO 設備名称 産地 精度 検測範囲

1 三次元 スイス ±0.002 600mm×800mm×600mm

2 二次元 台湾 ±0.002 350mm×450mm×300mm

3 TESA高さ測定機 スイス ±0.0015 0-400mm

4 TRIMOS高さ測定機 スイス ±0.0015 0-600mm

5 硬度計 中国 150度迄 HR-150A

6
三豊

内径ノギス
日本 ±0.01 0-150mm

7
三豊
ノギス

日本 ±0.01 0-150mm

8
三豊
ノギス

日本 ±0.01 0-300mm

9
三豊

デジタルノギス
日本 ±0.01 0-200mm

10
三豊/中国

各種マイクロメーター
日本/中国 0.001 φ100
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• 鉄・鋼：SSシリーズ/S**Cシリーズ/P20（PX５、HPM７）/S136/NAK80/NAK55/SKH51/SUJ2/D53/H13（SKD61）
/SKD11/44OC/SCM440/SKS3/ 17-4PH/420等

• ステンレス：SUS303/SUS304/SUS316/S136H等

• アルミ：A2017/A5052/A5056/A6061/A7075等

• 銅：真鍮/C1100/C2800/C3600/C3560/BeCu/BC6等

• 樹脂：ポリエチレン/ナイロン/テフロン/アクリル/POM/ABS等

• その他：ベークライト/有機ガラス/チタン/モリブデン/PEEK等

取扱材料一覧
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• 表面処理：メッキ（ニッケル、クロム、亜鉛）鍍金、ユニクロ、

• アルマイト、バフ、 黒染、レーザ刻印等

• 熱処理：（高周波・真空・浸炭・火炎）焼入、窒化等

• 納品方法：

• 宅急便：DHL/Fedex/OCS（発送日より2～3日間で配達出来ます）

• 一般エア便：発送日より4～7日間で配達出来ます。

• 混載船便：発送日より10～15日間で配達出来ます。

表面処理・熱処理（外注依頼となります）
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• Tel: 
(0086)0755-27226869-808内線
• Fax: 
(0086)0755-27226869-805内線
• Mobile：
+8619926495323/+8618025355508
• E-mail：
zxy@sinohong.com.cn
• URL:  
http://www.sinohong.com.cn
• Post Code ：
518125
• Add：
中国深圳市宝安区新橋街道南洞黄埔路46号8棟3階
Floor 3, building 8, No. 46, Huangpu Road, Nandong, 
Xinqiao Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China

お問合せはこちらへ

• Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076683541707
• Instagram
https://www.instagram.com/zeng712_2021/
• Twitter
https://twitter.com/Janeeyre_7

• 連絡窓口
曽暁艶（Jane）



ご清聴有難う御座います


