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会社概要編
つばきグループは、高い技術力によって、お客様の省エネルギー化や生産効率の向上 
などに有効な差別化商品を、グローバルな生産・供給体制で提供し続けていきます。

Our Mission 
－物づくり、夢づくり、世界の顧客と語り合う－
私たちは、「パワートランスミッション」と「マテリアルハンドリング」の技術力を駆使して、
世界の顧客にベスト・バリューを提供します。

Our Vision 
私たちは世界のリーディング・カンパニーを目指します。

世界に誇る技術力
新商品開発やカスタマイズに関する技術力が築く「つばきブランド」。
動力の伝動や制御、モノの搬送に関わる多様な分野で、世界を舞台に活躍しています。

04

自動車エンジン用
タイミングチェーンドライブシステム
　タイミングチェーン
  　（ローラチェーン、サイレントチェーン） 
　テンショナ
　ガイド・レバー
　スプロケット
パワードライブチェーン

つばきの「商品ラインアップ」

ドライブチェーン
小形コンベヤチェーン
大形コンベヤチェーン
トップチェーン
スプロケット
ケーブル・ホース支持案内装置
タイミングベルト＆プーリ ドライブチェーン 小形コンベヤチェーン 大形コンベヤチェーン

プラスチックトップチェーン ケーブルベヤ タイミングベルト

タイミングチェーンドライブシステム

タイミングチェーンドライブ
システム部品

ローラチェーン サイレントチェーン

テンショナ パワードライブチェーン

チェーン事業

自動車部品事業 
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減速機・変速機
直線作動機
締結具　
軸継手
クラッチ
過負荷保護機器

物流業界向けシステム
創薬分野向けシステム
新聞印刷工場向けシステム
その他搬送・
　仕分け・保管システム
モジュラーコンベヤ
粉粒体搬送コンベヤ
金属屑搬送・クーラント処理装置

マテハン事業

減速機商品群 パワーシリンダ

カムクラッチパワーロック カップリング

自動仕分機・リニソート 給紙AGV 自動車塗装ライン搬送システム

ジップチェーンリフタ フローコンベヤ クーラント・切粉処理装置

精密遊星減速機

精機事業

RSローラチェーン
「G7-EX」

「Zerotech  
 シリーズ」
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ローラチェーンの摩耗は、ピンとブシュとの摺動摩擦が原
因。これに対してつばきは、継ぎ目のない「ソリッドブ
シュ」を開発しました。このソリッドブシュと特殊ルーブ
ディンプル（LD）加工により潤滑油の保持効果を向上さ
せることで、他社商品の数倍、当社の従来形品に比べて
も約2倍の摩耗寿命を実現しました。同時に当該商品は、
品質のバラツキを大幅に低減することで、その伝動能力
（kW）は従来商品に比べて約33%向上しています。

低フリクション、軽量化を特長としたつばきのタイミング
チェーンドライブシステム。つばきではこれをさらに発
展、環境性能を大幅に向上させた「Zerotechシリーズ」
を開発しました。同シリーズは、チェーンのリンクプレート
の小形化、ピンやブシュの精度向上に関わる様々な新技
術の開発により、フリクションロスを20～ 30%、質量を
10～ 25%それぞれ低減、摩耗による伸びを30～
55%向上させています。

つばきの「差別化技術」

摩耗寿命

2倍

フリクションロス　

20～30%減

動力伝動用RSローラチェーン
「G7-EX」

自動車エンジン用
タイミングチェーンドライブシステム
「Zerotechシリーズ」

当社システムを採用したエンジンカットモデルLDソリッドブシュ

つばきミッション・ステートメント
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1  事業内容
「チェーン事業」は、動力伝動用のドライブチェーンや生産ラインを担うコンベヤチェーン等、多種多様な
動力伝動・搬送用チェーンを、産業機械、工作機械、造船、鉄鋼、液晶・半導体などあらゆる業界向け
に提供しています。「自動車部品事業」は、自動車エンジンの高性能化を支えるタイミングチェーンドライ
ブシステムを、世界の自動車メーカーに提供するトップサプライヤーです。また「精機事業」は、減速機、
電動シリンダ、カムクラッチなどの多種多様な部品・ユニットを、「マテハン事業」は、高速自動仕分けシ
ステム、自動車業界向け製造ライン搬送システム等、様々な種類の生産・物流システムを提供しています。

チェーン事業　　　　　　 マテハン事業
自動車部品事業　　　　　 精機事業
その他

34%

19%

31%

14%

2%

売上高
1,382億円

つばきの「会社概要」

チェーン
事業

マテハン
事業

精機事業

自動車
部品事業

部品・ユニット
1960年～

部品・システム
1958年～

部品
1917年～

システム
1937年～

シナジー
効果

つばきの事業別売上高構成（2010年度連結）つばきの事業領域
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差別化技術が生む「ベスト・バリュー」
つばきの技術優位性とそれに裏打ちされたベスト・バリュー商品は、
国内外のお客様から高い評価を獲得しています。

世界シェア*

産業用スチールチェーン 自動車エンジン用
タイミングチェーンドライブシステム

2  業界シェア
商品開発、品質、生産技術におけるつばきの技術優位性は、様々な商品領域における高シェアの実績数
字で証明されています。特に「産業用スチールチェーン」では、国内外ともに2位以下のメーカーを大き
く引き離しての圧倒的No.1。「自動車エンジン用タイミングチェーンドライブシステム」でもライバルメー
カーと世界市場をほぼ二分する形で世界シェア No.1を誇っています。これら主力2商品以外でも、精
機事業ではカムクラッチ（国内シェア80%）、パワーシリンダ（同70%）、マテハン事業では自動車塗装
ライン搬送システム（同35%）、新聞巻取紙給紙システム（同80%）など、高い技術力に裏打ちされた
高シェア商品を数多く創出しています。

22%

66%

12%

つばきのシェア
A社（イギリス）
その他

35%33%

32%

つばきのシェア
B社（米国）
その他
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ソリューション提供で高成長を実現
つばきはその技術力を、お客様が抱える様々な課題の克服のために生かすことで、
持続的な成長を実現していきます。

3  成長の実績と牽引役
業績が国内景気に連動していたつばきの企業体質は、2000年度以降大きく変わりました。日本の民間
設備投資が伸び悩み、自動車生産が落ち込む中にあって、2000年度対比で、2010年度は、売上高は
1.2倍、営業利益は1.6倍へと成長を遂げました。この背景には、①財務基盤の徹底強化（D/Eレシオは
2000年度の1.18倍から2010年度の0.37倍へと改善）、②積極的なグローバル化促進（詳細は次ペー
ジを参照）、さらには③世界的な省エネルギー気運が高まったこともあり、耐久性、省エネルギー性能等
に優れたつばき商品への評価が一層向上したという3つの要因が存在します。
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一時は落ち込むも、
業績は急回復中
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つばきの連結営業利益の推移

億円

過去10年間で大きく強化、
つばきの「収益力」と「成長持続性」

* シェアは当社調べ

4  成長戦略（グローバル展開）
技術力・商品力を背景に、お客様の課題解決につながるソリューションを世界のお客様に提供する̶こ
のグローバル化の推進が、つばきグループの成長戦略の柱となっています。つばきグループの連結売上
高に占める海外売上高比率は、2000年度の28.2%から、2010年度には41.5%へと大きく上昇しまし
た。従来から強かった米国に加えて、特に近年では、世界経済を牽引する中国を含むアジア・オセアニ
ア地域で、つばきブランドの市場への浸透が加速しています。アジア・オセアニア地域の連結売上高比
率は2010年度実績で14.5%に達し、米国と並ぶ重要な市場へと成長してきました。
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* その他：カナダ、中南米、アフリカ、中近東

地域別海外売上高比率の推移

%

「つばきブランド」は世界に浸透
つばきの技術優位性は、日本はもちろん、米国、欧州、アジア・オセアニアなど
世界中で認められつつあります。

「部品・ユニット」＆「システム」
つばきは、モノを動かすために不可欠な様々な商品を、お客様のニーズに合わせて、
時には部品・ユニットとして、時にはシステムとして、ベストな品質でお届けします。
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字で証明されています。特に「産業用スチールチェーン」では、国内外ともに2位以下のメーカーを大き
く引き離しての圧倒的No.1。「自動車エンジン用タイミングチェーンドライブシステム」でもライバルメー
カーと世界市場をほぼ二分する形で世界シェア No.1を誇っています。これら主力2商品以外でも、精
機事業ではカムクラッチ（国内シェア80%）、パワーシリンダ（同70%）、マテハン事業では自動車塗装
ライン搬送システム（同35%）、新聞巻取紙給紙システム（同80%）など、高い技術力に裏打ちされた
高シェア商品を数多く創出しています。

22%

66%

12%

つばきのシェア
A社（イギリス）
その他

35%33%

32%

つばきのシェア
B社（米国）
その他
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ソリューション提供で高成長を実現
つばきはその技術力を、お客様が抱える様々な課題の克服のために生かすことで、
持続的な成長を実現していきます。

3  成長の実績と牽引役
業績が国内景気に連動していたつばきの企業体質は、2000年度以降大きく変わりました。日本の民間
設備投資が伸び悩み、自動車生産が落ち込む中にあって、2000年度対比で、2010年度は、売上高は
1.2倍、営業利益は1.6倍へと成長を遂げました。この背景には、①財務基盤の徹底強化（D/Eレシオは
2000年度の1.18倍から2010年度の0.37倍へと改善）、②積極的なグローバル化促進（詳細は次ペー
ジを参照）、さらには③世界的な省エネルギー気運が高まったこともあり、耐久性、省エネルギー性能等
に優れたつばき商品への評価が一層向上したという3つの要因が存在します。
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つばきの連結営業利益の推移

億円

過去10年間で大きく強化、
つばきの「収益力」と「成長持続性」

* シェアは当社調べ

4  成長戦略（グローバル展開）
技術力・商品力を背景に、お客様の課題解決につながるソリューションを世界のお客様に提供する̶こ
のグローバル化の推進が、つばきグループの成長戦略の柱となっています。つばきグループの連結売上
高に占める海外売上高比率は、2000年度の28.2%から、2010年度には41.5%へと大きく上昇しまし
た。従来から強かった米国に加えて、特に近年では、世界経済を牽引する中国を含むアジア・オセアニ
ア地域で、つばきブランドの市場への浸透が加速しています。アジア・オセアニア地域の連結売上高比
率は2010年度実績で14.5%に達し、米国と並ぶ重要な市場へと成長してきました。
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「つばきブランド」は世界に浸透
つばきの技術優位性は、日本はもちろん、米国、欧州、アジア・オセアニアなど
世界中で認められつつあります。

「部品・ユニット」＆「システム」
つばきは、モノを動かすために不可欠な様々な商品を、お客様のニーズに合わせて、
時には部品・ユニットとして、時にはシステムとして、ベストな品質でお届けします。



1  事業内容
「チェーン事業」は、動力伝動用のドライブチェーンや生産ラインを担うコンベヤチェーン等、多種多様な
動力伝動・搬送用チェーンを、産業機械、工作機械、造船、鉄鋼、液晶・半導体などあらゆる業界向け
に提供しています。「自動車部品事業」は、自動車エンジンの高性能化を支えるタイミングチェーンドライ
ブシステムを、世界の自動車メーカーに提供するトップサプライヤーです。また「精機事業」は、減速機、
電動シリンダ、カムクラッチなどの多種多様な部品・ユニットを、「マテハン事業」は、高速自動仕分けシ
ステム、自動車業界向け製造ライン搬送システム等、様々な種類の生産・物流システムを提供しています。

チェーン事業　　　　　　 マテハン事業
自動車部品事業　　　　　 精機事業
その他
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つばきの「会社概要」
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つばきの事業別売上高構成（2010年度連結）つばきの事業領域
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差別化技術が生む「ベスト・バリュー」
つばきの技術優位性とそれに裏打ちされたベスト・バリュー商品は、
国内外のお客様から高い評価を獲得しています。

世界シェア*

産業用スチールチェーン 自動車エンジン用
タイミングチェーンドライブシステム

2  業界シェア
商品開発、品質、生産技術におけるつばきの技術優位性は、様々な商品領域における高シェアの実績数
字で証明されています。特に「産業用スチールチェーン」では、国内外ともに2位以下のメーカーを大き
く引き離しての圧倒的No.1。「自動車エンジン用タイミングチェーンドライブシステム」でもライバルメー
カーと世界市場をほぼ二分する形で世界シェア No.1を誇っています。これら主力2商品以外でも、精
機事業ではカムクラッチ（国内シェア80%）、パワーシリンダ（同70%）、マテハン事業では自動車塗装
ライン搬送システム（同35%）、新聞巻取紙給紙システム（同80%）など、高い技術力に裏打ちされた
高シェア商品を数多く創出しています。

22%

66%

12%

つばきのシェア
A社（イギリス）
その他

35%33%

32%

つばきのシェア
B社（米国）
その他

08

ソリューション提供で高成長を実現
つばきはその技術力を、お客様が抱える様々な課題の克服のために生かすことで、
持続的な成長を実現していきます。

3  成長の実績と牽引役
業績が国内景気に連動していたつばきの企業体質は、2000年度以降大きく変わりました。日本の民間
設備投資が伸び悩み、自動車生産が落ち込む中にあって、2000年度対比で、2010年度は、売上高は
1.2倍、営業利益は1.6倍へと成長を遂げました。この背景には、①財務基盤の徹底強化（D/Eレシオは
2000年度の1.18倍から2010年度の0.37倍へと改善）、②積極的なグローバル化促進（詳細は次ペー
ジを参照）、さらには③世界的な省エネルギー気運が高まったこともあり、耐久性、省エネルギー性能等
に優れたつばき商品への評価が一層向上したという3つの要因が存在します。

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 年度
0

50

100

150

200

リーマンショックで 
一時は落ち込むも、
業績は急回復中

09

つばきの連結営業利益の推移

億円

過去10年間で大きく強化、
つばきの「収益力」と「成長持続性」

* シェアは当社調べ

4  成長戦略（グローバル展開）
技術力・商品力を背景に、お客様の課題解決につながるソリューションを世界のお客様に提供する̶こ
のグローバル化の推進が、つばきグループの成長戦略の柱となっています。つばきグループの連結売上
高に占める海外売上高比率は、2000年度の28.2%から、2010年度には41.5%へと大きく上昇しまし
た。従来から強かった米国に加えて、特に近年では、世界経済を牽引する中国を含むアジア・オセアニ
ア地域で、つばきブランドの市場への浸透が加速しています。アジア・オセアニア地域の連結売上高比
率は2010年度実績で14.5%に達し、米国と並ぶ重要な市場へと成長してきました。

2.7
7.7

14.5

19.3

6.6

18.9

28.2%

41.5%

0

10

20

30

40

50

米国、その他*

2000 2010 年度

欧州

アジア・オセアニア

* その他：カナダ、中南米、アフリカ、中近東

地域別海外売上高比率の推移

%

「つばきブランド」は世界に浸透
つばきの技術優位性は、日本はもちろん、米国、欧州、アジア・オセアニアなど
世界中で認められつつあります。

「部品・ユニット」＆「システム」
つばきは、モノを動かすために不可欠な様々な商品を、お客様のニーズに合わせて、
時には部品・ユニットとして、時にはシステムとして、ベストな品質でお届けします。



1  事業内容
「チェーン事業」は、動力伝動用のドライブチェーンや生産ラインを担うコンベヤチェーン等、多種多様な
動力伝動・搬送用チェーンを、産業機械、工作機械、造船、鉄鋼、液晶・半導体などあらゆる業界向け
に提供しています。「自動車部品事業」は、自動車エンジンの高性能化を支えるタイミングチェーンドライ
ブシステムを、世界の自動車メーカーに提供するトップサプライヤーです。また「精機事業」は、減速機、
電動シリンダ、カムクラッチなどの多種多様な部品・ユニットを、「マテハン事業」は、高速自動仕分けシ
ステム、自動車業界向け製造ライン搬送システム等、様々な種類の生産・物流システムを提供しています。

チェーン事業　　　　　　 マテハン事業
自動車部品事業　　　　　 精機事業
その他

34%

19%

31%

14%

2%

売上高
1,382億円

つばきの「会社概要」

チェーン
事業

マテハン
事業

精機事業

自動車
部品事業

部品・ユニット
1960年～

部品・システム
1958年～

部品
1917年～

システム
1937年～

シナジー
効果

つばきの事業別売上高構成（2010年度連結）つばきの事業領域

06 07

差別化技術が生む「ベスト・バリュー」
つばきの技術優位性とそれに裏打ちされたベスト・バリュー商品は、
国内外のお客様から高い評価を獲得しています。

世界シェア*

産業用スチールチェーン 自動車エンジン用
タイミングチェーンドライブシステム

2  業界シェア
商品開発、品質、生産技術におけるつばきの技術優位性は、様々な商品領域における高シェアの実績数
字で証明されています。特に「産業用スチールチェーン」では、国内外ともに2位以下のメーカーを大き
く引き離しての圧倒的No.1。「自動車エンジン用タイミングチェーンドライブシステム」でもライバルメー
カーと世界市場をほぼ二分する形で世界シェア No.1を誇っています。これら主力2商品以外でも、精
機事業ではカムクラッチ（国内シェア80%）、パワーシリンダ（同70%）、マテハン事業では自動車塗装
ライン搬送システム（同35%）、新聞巻取紙給紙システム（同80%）など、高い技術力に裏打ちされた
高シェア商品を数多く創出しています。

22%

66%

12%

つばきのシェア
A社（イギリス）
その他

35%33%

32%

つばきのシェア
B社（米国）
その他

08

ソリューション提供で高成長を実現
つばきはその技術力を、お客様が抱える様々な課題の克服のために生かすことで、
持続的な成長を実現していきます。

3  成長の実績と牽引役
業績が国内景気に連動していたつばきの企業体質は、2000年度以降大きく変わりました。日本の民間
設備投資が伸び悩み、自動車生産が落ち込む中にあって、2000年度対比で、2010年度は、売上高は
1.2倍、営業利益は1.6倍へと成長を遂げました。この背景には、①財務基盤の徹底強化（D/Eレシオは
2000年度の1.18倍から2010年度の0.37倍へと改善）、②積極的なグローバル化促進（詳細は次ペー
ジを参照）、さらには③世界的な省エネルギー気運が高まったこともあり、耐久性、省エネルギー性能等
に優れたつばき商品への評価が一層向上したという3つの要因が存在します。

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 年度
0

50

100

150

200

リーマンショックで 
一時は落ち込むも、
業績は急回復中

09

つばきの連結営業利益の推移

億円

過去10年間で大きく強化、
つばきの「収益力」と「成長持続性」

* シェアは当社調べ

4  成長戦略（グローバル展開）
技術力・商品力を背景に、お客様の課題解決につながるソリューションを世界のお客様に提供する̶こ
のグローバル化の推進が、つばきグループの成長戦略の柱となっています。つばきグループの連結売上
高に占める海外売上高比率は、2000年度の28.2%から、2010年度には41.5%へと大きく上昇しまし
た。従来から強かった米国に加えて、特に近年では、世界経済を牽引する中国を含むアジア・オセアニ
ア地域で、つばきブランドの市場への浸透が加速しています。アジア・オセアニア地域の連結売上高比
率は2010年度実績で14.5%に達し、米国と並ぶ重要な市場へと成長してきました。

2.7
7.7

14.5

19.3

6.6

18.9

28.2%

41.5%

0

10

20

30

40

50

米国、その他*

2000 2010 年度

欧州

アジア・オセアニア

* その他：カナダ、中南米、アフリカ、中近東

地域別海外売上高比率の推移

%

「つばきブランド」は世界に浸透
つばきの技術優位性は、日本はもちろん、米国、欧州、アジア・オセアニアなど
世界中で認められつつあります。

「部品・ユニット」＆「システム」
つばきは、モノを動かすために不可欠な様々な商品を、お客様のニーズに合わせて、
時には部品・ユニットとして、時にはシステムとして、ベストな品質でお届けします。



03

会社概要編
つばきグループは、高い技術力によって、お客様の省エネルギー化や生産効率の向上 
などに有効な差別化商品を、グローバルな生産・供給体制で提供し続けていきます。

Our Mission 
－物づくり、夢づくり、世界の顧客と語り合う－
私たちは、「パワートランスミッション」と「マテリアルハンドリング」の技術力を駆使して、
世界の顧客にベスト・バリューを提供します。

Our Vision 
私たちは世界のリーディング・カンパニーを目指します。

世界に誇る技術力
新商品開発やカスタマイズに関する技術力が築く「つばきブランド」。
動力の伝動や制御、モノの搬送に関わる多様な分野で、世界を舞台に活躍しています。
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自動車エンジン用
タイミングチェーンドライブシステム
　タイミングチェーン
  　（ローラチェーン、サイレントチェーン） 
　テンショナ
　ガイド・レバー
　スプロケット
パワードライブチェーン

つばきの「商品ラインアップ」

ドライブチェーン
小形コンベヤチェーン
大形コンベヤチェーン
トップチェーン
スプロケット
ケーブル・ホース支持案内装置
タイミングベルト＆プーリ ドライブチェーン 小形コンベヤチェーン 大形コンベヤチェーン

プラスチックトップチェーン ケーブルベヤ タイミングベルト

タイミングチェーンドライブシステム

タイミングチェーンドライブ
システム部品

ローラチェーン サイレントチェーン

テンショナ パワードライブチェーン

チェーン事業

自動車部品事業 
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減速機・変速機
直線作動機
締結具　
軸継手
クラッチ
過負荷保護機器

物流業界向けシステム
創薬分野向けシステム
新聞印刷工場向けシステム
その他搬送・
　仕分け・保管システム
モジュラーコンベヤ
粉粒体搬送コンベヤ
金属屑搬送・クーラント処理装置

マテハン事業

減速機商品群 パワーシリンダ

カムクラッチパワーロック カップリング

自動仕分機・リニソート 給紙AGV 自動車塗装ライン搬送システム

ジップチェーンリフタ フローコンベヤ クーラント・切粉処理装置

精密遊星減速機

精機事業

RSローラチェーン
「G7-EX」

「Zerotech  
 シリーズ」
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ローラチェーンの摩耗は、ピンとブシュとの摺動摩擦が原
因。これに対してつばきは、継ぎ目のない「ソリッドブ
シュ」を開発しました。このソリッドブシュと特殊ルーブ
ディンプル（LD）加工により潤滑油の保持効果を向上さ
せることで、他社商品の数倍、当社の従来形品に比べて
も約2倍の摩耗寿命を実現しました。同時に当該商品は、
品質のバラツキを大幅に低減することで、その伝動能力
（kW）は従来商品に比べて約33%向上しています。

低フリクション、軽量化を特長としたつばきのタイミング
チェーンドライブシステム。つばきではこれをさらに発
展、環境性能を大幅に向上させた「Zerotechシリーズ」
を開発しました。同シリーズは、チェーンのリンクプレート
の小形化、ピンやブシュの精度向上に関わる様々な新技
術の開発により、フリクションロスを20～ 30%、質量を
10～ 25%それぞれ低減、摩耗による伸びを30～
55%向上させています。

つばきの「差別化技術」

摩耗寿命

2倍

フリクションロス　

20～30%減

動力伝動用RSローラチェーン
「G7-EX」

自動車エンジン用
タイミングチェーンドライブシステム
「Zerotechシリーズ」

当社システムを採用したエンジンカットモデルLDソリッドブシュ

つばきミッション・ステートメント
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ラボストッカは、創薬分野向け–20℃環境でマイクロ
チューブ、384チューブ、プレート（SBS規格準拠品）な
ど様々な収納物に対応する自動保管システムです。国内
シェアトップの豊富な実績・ノウハウを持つラボストッカ
に、微生物や病理切片などの保管用としてご要望の多い
–80℃での環境に対応した新シリーズ「ラボストッカ80」
を業界で初めて開発・販売開始しました。当社独自の移
載ユニット、ピッキングユニットにより超低温環境での高
速かつ正確な搬送を実現します。

コンベヤの逆転防止用として圧倒的な国内シェアを有す
るツバキエマソンのバックストップカムクラッチ。新商品の
「BS-HSシリーズ」では、オールカムタイプのカムケージ
とベアリング構造の採用により、従来商品の最大3.5倍
の回転速度と最大2倍の高トルクを実現しました。また特
殊耐熱グリースの封入によって、空転時のカムの摩耗の
抑制とメンテナンスの容易化に大きな効果を発揮してい
ます。

許容トルク

約2倍

低温環境対応力　

約4倍

創薬支援機器
「ラボストッカ80」

バックストップカムクラッチ 
「BS-HSシリーズ」

つばきのエコ商品
　つばきグループは、機械部品・装置メーカーとして、地球環境に配慮した商品開発に努めています。お客様の環境負荷低減（エコロジー）
と経済性（エコノミー）向上の実現を目指しており、エコ評価基準をクリアした「エコ商品」には、つばき独自のエコマーク「つばきエコリンク」
を表示しています。

→ 詳細は34ページをご参照ください

バックストップカムクラッチ 「BS-HSシリーズ」「ラボストッカ80」

保管カートリッジ
（入出庫カートリッジ）
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つばきの「グローバルネットワーク」

最適地生産・最適地供給体制
グローバルベースでのジャストインタイムが不可欠な時代。つばきは幅広いネットワークを通じて、
お客様の事業活動をタイムリーに支援します。

海外グルグルグ ープ会社
同工場・オフィス・サービスセンター
主要販売店

UST Holyoke PlantU.S. TSUBAKI 
HOLDINGS, INC. (UST)

UST Chicopee Plant TSUBAKI OF 
CANADA LIMITED

Tsubakimoto 
Singapore Pte. Ltd.

TSUBAKI AUSTRALIA 
PTY. LIMITED

台湾椿本股 份 份有限公司 TSUBAKIMOTO 
AUTOMOTIVE 
(THAILAND) CO., LTD.

椿本汽車発動機（上海）
有限公司

アジア・オセアニア （22社）

北米・南米 （8社）

KABELSCHLEPP GmbHTSUBAKIMOTO 
EUROPE B.V.

欧州 （11社）
埼玉工場京田辺工場

日本 （19社）

京都工場 兵庫工場

地域別主要拠点




