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つばきグループ製造事業所 サイトレポート

株式会社 椿本カスタムチエン

■ 事業所紹介

■ 代表者による環境活動紹介 （サイトレポート）

住　所

敷地面積（㎡）

緑地面積（㎡）

会社設立

代表者

資本金

従業員数

ISO14001 取得

事業内容

主要商品

〒574-0064  大阪府大東市御領2丁目3番1号

16,978.38㎡

1,239.19㎡

1951年 10月（創業：1925年3月）

代表取締役社長　松浦  哲文

1億2，500万円

232名（派遣社員、アルバイトを含む）　2018年3月31日現在

2003年 1月
2006年8月に椿本チエイン京田辺工場と拡大・統合し、京田辺ユニットの一部となりました。

小形コンベヤチェーンおよび特殊チェーンの製造

2017.4.1～2018.3.31

当社では地球環境の保全を経営の最重要課題の一つと位置付け、環境目標の設

定と展開、全員参加の改善活動を通じて環境負荷の低減に努めています。

太陽光発電（50kW）による電力供給、工場内の蛍光灯の一部LED化、また工場の

エアコン更新とデマンドコントロール等で夏季のピーク電力量も抑制しました。

今年度も引き続き、当社内でエネルギー消費の大半を占めている熱処理工程の改

善（部品乾燥の方法の変更や炉内のレンガ更新等）に注力し、大幅な電力削減に

成功しました［実績：40,000kWh/年以上の削減（前年度比マイナス20％）］。今後

も省エネルギー化によるＣＯ２排出削減に取り組んでいきます。その他には、廃棄物

のリサイクル率99％の維持、会社周辺の清掃活動等の実施で幅広く環境保全を

推し進めています。

代表取締役社長
松浦  哲文

小形コンベヤチェーン  フィルムグリッパーチェーン ジップチェーンアクチュエータ



つばきグループ製造事業所 サイトレポート

株式会社 椿本スプロケット

■ 事業所紹介

■ 代表者による環境活動紹介 （サイトレポート）

住　所

敷地面積（㎡）

緑地面積（㎡）

会社設立

代表者

資本金

従業員数

ISO14001 取得

事業内容

主要製造商品

〒613-0022  京都府久世郡久御山町市田一ノ坪28-1

24,279㎡

4，695㎡

1951年 12月（創業：1936年3月）

代表取締役社長　徳永  泰志

1億2，600万円

160名（シニア社員、嘱託社員、契約社員を含む）　2018年10月1日現在

2003年 12月

スプロケット、タイミングプーリ、カップリングおよび応用機器の設計・製造

2017.4.1～2018.3.31

当社では、安全・品質・環境を経営の重要な柱として位置付け、総合的に改善する
活動を進めています。
環境活動では、CO２・廃棄物の削減活動を全従業員で取り組んでいます。
CO２の削減は、ブローチ盤のサーボモータ化、省エネタイプの生産設備やLED照明
などを積極的に導入、消費電力の見える化をすすめ、細やかな節電活動を実施して
います。
廃棄物の削減は、重量・排出管理の徹底を行い、リサイクル率の向上、製品に含有
する環境負荷物質をなくし、生産に使用する環境負荷物質を削減する活動を継続的
に行い、環境に配慮した事業所となることを目指し、全従業員で強力に進めています。
地域社会の環境活動にも積極的に参加するなど、今後も幅広く環境活動を推進し
ます。

代表取締役社長
徳永  泰志

各種スプロケット  タイミングプーリ チェーンカップリング ピンギヤドライブユニット



つばきグループ製造事業所 サイトレポート

ツバキ山久チエイン 株式会社

■ 事業所紹介

■ 代表者による環境活動紹介 （サイトレポート）

住　所

敷地面積（㎡）

緑地面積（㎡）

会社設立

代表者

資本金

従業員数

ISO14001 取得

事業内容

主要製造商品

本 　　社：〒108-0074  東京都港区高輪2-15-16
久喜工場：〒346-0028  埼玉県久喜市河原井町11

15,070㎡（久喜工場）

3,062㎡（久喜工場）

1939年 9月（創業：1925年3月）

代表取締役社長　大森  謙

1億2，600万円

182名（パートを含む）　2018年10月1日現在

2008年 9月

各種プラスチックチェーンおよび省力機器類等の製造・販売

2017.4.1～2018.3.31

当社は、チェーン（搬送用プラスチックチェーン）、精機（インデクサー、過負荷保護装

置）、マテハンの3事業を展開しております。久喜工場では、環境方針を定め、環境

マネジメントシステムをベースに、環境法令を遵守し、環境負荷の低減に向けた活動

を行っております。ＣＯ２排出量削減の取組みでは、照明機器のLED化、ハイブリッ

ド車への更新、省エネタイプの生産設備への更新を順次行ってまいりました。当社

商品の開発においても、エコ商品となる環境配慮の機能性を追求しています。今後

も、会社全体で環境活動を意識した改善を積極的に推進しスパイラルアップしてい

きます。 代表取締役社長
大森  謙

プラスチックチェーン コンベヤシステム インデクサー



つばきグループ製造事業所 サイトレポート

株式会社 椿本鋳工

■ 事業所紹介

■ 代表者による環境活動紹介 （サイトレポート）

住　所

敷地面積（㎡）

緑地面積（㎡）

会社設立

代表者

資本金

従業員数

ISO14001 取得

事業内容

主要製造商品

〒357-0022  埼玉県飯能市新光20

6,292㎡

820㎡

1968年 10月（創業：1968年7月）

代表取締役社長　長友  貞行

5，000万円

79名（契約社員、パート、アルバイトを含む）　2018年4月1日現在

2001年 9月

鋳鉄鋼の製造、加工および販売

2017.4.1～2018.3.31

当社は小物鋳物「ハイミニキャスティングⓇ」の開発、設計、製造に携わっています。

椿本チエイン埼玉工場の一角に位置し、環境活動は椿本チエイン埼玉工場環境方

針に則り椿本チエインと共に取り組んでおります。

特にCO2削減については、2030年に（2013年度比）30％削減をグループ全体の目

標に掲げ、活動を展開しております。

鋳物業界の3Kを払拭するべく、「働く人の働きやすさ」を目標に作業環境改善に全

力で取り組んでいます。

今年度は創立50周年の節目でもあり、さらに省エネ、粉塵・騒音削減を進め、地球環

境に優しい鋳物会社を目指します。

代表取締役社長
長友  貞行

自動車用部品 産業機器用部品



つばきグループ製造事業所 サイトレポート

■ 事業所紹介

住　所

敷地面積（㎡）

会社設立

代表者

資本金

従業員数

ISO14001 取得

事業内容

主要商品

本社：〒561-0872  大阪府豊中市寺内2-4-1（緑地駅ビル）
工場：〒679-0105  兵庫県加西市朝妻町1140（加西工業団地）

12,976㎡（兵庫工場）

1981年 4月

代表取締役社長　大﨑  潤一

1億5，000万円

153名（契約社員を含む）　2018年4月1日現在

2004年 12月

粉粒体コンベヤの製造･販売

株式会社 椿本バルクシステム

■ 代表者による環境活動紹介 （サイトレポート）

2017.4.1～2018.3.31

当社は「お客様の立場に立って、広い視点からソリューションの提供を行ない、お客

様の信頼に応える」を行動指針とし、「環境に配慮した商品を開発して提供すること

で、社会の環境保全に貢献する」に基づいた活動を継続しています。

限られた資源の有効利用を目的とした、搬送物の付着・混入・残留防止技術や、省

エネ技術の開発でエコ＆エコ（Ecology & Economy）を推進し、新商品開発・市場

投入を通して環境面に貢献します。

今後も、お客様の声に耳を傾け、社会に貢献するバルクハンドリング技術の

確立と製品づくりにチャレンジしていきます。 代表取締役社長
大﨑  潤一

新型ＦＳフロー
（面一レングスゲート仕様）

連続ゴム底エプロベータ ラバースター ワンタッチ窓

椿本バルクシステム
兵庫工場



つばきグループ製造事業所 サイトレポート

代表取締役社長
境  直茂

椿本メイフラン 株式会社

■ 事業所紹介

■ 代表者による環境活動紹介 （サイトレポート）

住　所

敷地面積（㎡）

緑地面積（㎡）

会社設立

代表者

資本金

従業員数

ISO14001 取得

事業内容

主要商品

〒528-0235  滋賀県甲賀市土山町大野5001番地

27,116.4㎡

42，712㎡

1973年 11月

代表取締役社長　境  直茂

9，000万円

128名（契約社員、パートを含む）　2018年10月1日現在

2001年 11月

チップ（金属切粉）、スクラップ、塵芥、古紙等固形廃棄物、搬送用コンベヤおよび
チップ・クーラントの総合処理システムの設計製造、販売、輸出入、据付工事

2017.4.1～2018.3.31

当社は、つばきグループの一員としてまた地球市民の一員として、かけがえのない地
球環境を守ることを使命とし、大量の産業廃棄物のクリーンで安全な再生・処理活
動を行っています。とりわけ切粉・研削加工機械から排出される各種の切粉、クーラ
ント液の再生・処理問題に対し、地球環境にやさしい製品づくり、システムの開発に
取り組んでいます。
事業活動における産業廃棄物と一般廃棄物の排出量を低減しグリーン調達によっ
て製品に含有する有害物質の低減を促進すると共に、当社製品の販売促進を通し
て金属加工業界における金属切粉のリサイクルとクーラント液のリユース促進に貢
献してまいります。また生産性向上のための設備増強、改善活動によりCo２排出量
の削減にも積極的に取り組んでまいります。

Consep2000Ⅱ 金属切屑搬送 シャッフルコンベヤ


