


ダイヤモンド工具の
リーディングカンパニーとして
世界が認める
信頼と実績を築いてきた

CORPORAT E

PH I LO SOPHY

当社はこれまで、高い技術力に裏付けられた
最高品質の製品をご提供してきました。
その誠実な歩みの中で築いてきた実績は厚い信頼となり、
世界中で認められています。
そして、さらなる飛躍への道を拓き続けていきます。

私たちは、常に最高品質の製品を提供するこ
とにより、ものづくりのさまざまな場面を通し
て、経済の発展と豊かな生活文化の実現に貢
献します。

私たちは、常にグローバルリーダーを目指し、
地球規模と長期的視野でお客様の多様な
ニーズに応える製品を開発します。

私たちは、常に法令や企業倫理を順守して、
誠実かつ公正な業務を行い、良き企業市民と
して社会の信頼を得ることに努めます。

私たちは、常に地球環境と天然資源に配慮し
た企業活動を行い、社会と自然の調和を図る
ことに努めます。

私たちは、常に自主性と創造力を持ちながら、
チームワークを図ることにより、活力のある
企業集団を目指します。

経営理念
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これからも旭ダイヤモンド工業の総合力で
お客様の「ものづくり」を支援します

Business

Environment

多岐にわたる業界のお客様のご要望に、
高い総合力を活かしてお応えし続けていくのが
旭ダイヤモンド工業の使命です。

電子・半導体
携帯電話やパソコンのICに利用されるシリコンウェーハの加工には、当社の
ダイヤモンドホイールや精密カッティングツールが活用されています。
次世代エネルギー関連の設備生産には、電着ダイヤモンドワイヤ「EcoMEP」
などが幅広く活躍。当社の工具の高い精度と多様な応用力を発揮しています。

輸送機器
自動車部品の加工には、CBNビトリホイールやコンパクト工具などが多数使
用されています。大きさも種類も幅広い輸送機器の部品加工には、受注生産
でご要望に対応するお客様第一主義の姿勢と、長年にわたって培ってきた実
績と技術力という、当社の強みが活かされています。

機械
日本の製造業をはじめ世界中の「ものづくり」を支える工作機械や工具。超硬
合金や鉄鋼材料の研削加工に使用するボリックスホイールや、セラミックス加
工に使用する電着軸付ホイールなどがあります。多岐にわたる素材加工にお
いて、当社製品の幅広いラインアップでご要望にお応えします。

石材・建設
ビルや橋脚といったコンクリート構造物の補強や解体には、形状や大きさによる
制限が少ないという特長を活かし、ダイヤモンドワイヤソーが使用されていま
す。当社製品は、騒音や環境対策の一環として、さまざまな場面で活躍するとと
もに、鉱物資源探査などの効率化にも役立っています。

宝飾
海外のダイヤモンドマーケットに対して、長年にわたって築き上げてきた信用
と実績が、高品質な宝飾品のご提供を実現しました。宝飾事業は、ダイヤモン
ドの総合メーカーである当社の“もう一つの顔”。多様な業界への対応力で、
高品質な商品を提供しています。

お客様のニーズに応える技術を探求するためには、日々の研究開発が欠かせ
ません。世界に誇る高い技術力も、研究開発力の高さによって支えられてい
るのです。
お客様のニーズを探り、社内外の幅広い機関と連携しながら、技術革新へと
挑戦し続ける姿勢で、当社はNo.1の技術力を高め続けていきます。

研究開発によってもたらされる高い技術力は、確固たる生産体制にもとづ
き、製品へと反映されます。当社の強みは、生産拠点が一体となって提供す
る付加価値の高いトータルサービス。また、品質管理の徹底による安定生
産を実現し、一つ一つの製品でお客様の期待を超えるご満足を追求し続け
ていきます。

近年、ダイヤモンド工具は環境への負荷が少ない工具として、高い注目が寄
せられています。当社では、「EcoMEP」やダイヤモンドおよびCBNホイール
はじめとする、製品特性を活かした環境負荷の低い製品群を生産するととも
に、全社を挙げて環境管理体制を確立し、生産過程から地球にやさしい企業
であるべく努めています。

Production

多様な
業界対応

環境対応

生産体制

研究開発
R&D
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旭ダイヤモンド工業の総合力

多様な業界対応

Business

当社では幅広い製品ラインアップを活かし、
幅広い業界のお客様のご要望にも
一つ一つにお応えしています。

広く深く信頼を築いてきた
多岐にわたる業界への対応

ご要望に応え続ける姿勢で製品を充実
ダイヤモンド工具は利用可能性が非常に高く、微細な
ものから重厚なものまで、その種類は実に多様です。
当社ではお客様の細かなニーズにも応える体制を整
え、幅広い製品群を提供しています。大きさや形状、
用途、精度など多数のファクターにおいて、それぞれ
お客様のご要望に応じたダイヤモンド工具を提供す
るべく技術力を磨き上げてきました。同時に、その技
術を活用し、幅広い製品ラインアップを築き上げてい
ます。

信頼が構築してきた幅広い活躍の場
多様な可能性を秘めた当社の製品群は、活躍のフィ
ールドも多岐にわたります。電子・半導体、輸送機器、
機械、石材・建設と、当社の工具は業界を問わずさま
ざまな場面で活用されており、宝飾業界においても
商品を提供しています。
一つ一つ異なるお客様のご要望に応え続けてきた実
績が揺るぎない信頼を構築し、そこからさらなる展開
へとつながっていく。ものづくりに取り組む真摯な姿
勢が、幅広い業界における当社のポジションを確立し
ています。

製品
ラインアップ

旭ダイヤモンド工業の

電子・半導体

輸送機器

宝飾

機械

石材・建設

お客様の
業界

信頼で広がる
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工場

工場

工場

生産技術

お客様

営業

営業

営業

研究機関
大学

技術研究所

大学

研究機関

政府機関

お客様

お客様

02
R&D

外部機関・海外グループ会社との
技術交流
研究開発活動では、企業や業界の枠にとらわれない
多方面での連携が高い技術を生み出します。
研究開発機関や大学との共同研究を通じて、人材育
成や情報交換、情報共有を行い、常に進化し続ける研
究開発体制を目指しています。
また、世界各地の海外グループ会社とも技術交流を
行っています。

世界に誇る技術力の源泉は、研究開発力の高さにあります。当社では、技術研
究所を独立組織とし、研究開発活動を重視しています。
各工場や営業部門、外部機関とも密接な連携を保ち、将来の事業の基盤とな
る基礎研究から、地球環境や資源も視野に入れた応用研究まで、幅広く研究開
発を行っています。

多角的な視点
幅広い業界と連携することで、既成概念にとらわれな
い自由な発想が得られ、新たなシーズやニーズを発
見することができます。
これまでに当社が生み出してきた製品群でも、一瞬
のひらめきや思いがけない発見から生まれたものは
少なくありません。
そのため、当社ではさまざまな角度から物事を見つ
める姿勢を大切にしています。

製品の技術革新
当社の技術研究所は、各工場や営業部門との強固な連
携を保っています。
製造現場やお客様のもとに出向き、課題に応じて打ち
合わせを重ねることも少なくありません。
各分野のエキスパートが技術と製品の開発に取り組
み、お客様のご要望にお応えし続けるために絶えず技
術革新を求める姿勢が、当社のリーディングカンパニ
ーとしての基盤を支えています。

No.1の技術力
外部機関との連携、多角的な視点、製品の技術革
新――、これらは、当社がダイヤモンド工具のリー
ディングカンパニーであり続けるために、大切にし
ていることです。常に新しい技術を追い求めてチャ
レンジし、世の中に新しい技術と価値を生み出す。
No.1の技術力を高め続けていくことが、リーディン
グカンパニーとしての当社に課された使命であると
考えています。

高い技術力を支えるのは、
強固に構築された研究開発力です。
当社では、お客様のニーズにお応えする技術を日々探求しています。

限りない可能性を実現する
確かな研究開発力

お客様

旭ダイヤモンド工業の総合力

研究開発
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三重
工場是 村

千葉鶴舞
工場

千葉第二
工場

技術
研究所

山梨旭
ダイヤモンド
工業

玉川
工場

当社では工場間の連携推進と、
安定生産を実現するシステムを構築し、
お客様からの高い信頼を得ています。

海外
子会社

千葉第二
工場

技術
研究所

三重
工場玉川

工場

千葉鶴舞
工場

購買 各工程 仕上げ 検査 完成 お客様

山梨旭
ダイヤモンド
工業

是 村

工場間の
ネットワーク

全社一体となって支える
強い生産体制 

03

旭ダイヤモンド工業の総合力

生産体制

Production

信頼の生産体制

ダイヤモンド工具は多岐にわたる業界の製造現場で
使用されており、品質と供給の安定化は非常に重要
です。当社は安定生産を実現するための体制を築き、
製品の品質を保証すると同時に、常に改善に取り組
んでいます。

安定生産への徹底した取り組み
確かな安定生産を実現するためには、どんなプロセ
スも欠くことができません。購買から生産、検査を経
て完成品をお客様に納品するまで、すべての工程で
高品質の製品を安定供給するための仕組みを確立し
ています。

お客様の期待を超える価値ある製品
当社製品の約9割はお客様からの受注生産であり、
用途により異なる仕様の製品が求められます。どん
な小さなご要望にもお応えするため、技術者がお
客様のもとに出向いて、直接打合わせすることもあ
ります。
当社の生産体制は、お客様にご満足いただくため
に、妥協しない「ものづくり」を体現しています。

生産拠点が一体となり、トータルサービスのご提供へ
品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）
当社では、優れた製品を提供するための品質マネジメントシステム（Ｑ
ＭＳ）を構築しています。品質目標を設定し、生産拠点の品質向上への
意識を一層高め、お客様のニーズに応える製品を提供していきます。
（ＩＳＯ９００１取得）

当社グループは国内6ヵ所に生産拠点を構え、高品質の製品を提供
するための生産体制を構築しています。また、海外の生産拠点とも連
携し、拠点間の人材や技術交流を積極的に実施しています。
常にお客様のご期待を超える高品質な製品を提供するための生産
体制を当社は整えています。
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企業活動の中で、環境への取り組みは、
経営の最重要課題の一つと認識しています。

地球の未来を見据えた
環境への取り組み

資源を大切に、
地球環境を汚さないものづくりをしよう

04
Environment

環境にやさしい製品群
電着ダイヤモンドワイヤ「EcoMEP®」
高張力ワイヤに特殊技術でダイヤモンド砥粒を電着
した「EcoMEP」は、長年の研究開発と高い技術力を
結集して生まれた、環境にやさしい製品です。従来の
遊離砥粒による加工と比較して、加工時間の短縮、ス
ラッジの大幅削減を実現しました。
太陽電池の素材である多結晶・単結晶シリコンインゴ
ットの切断、ＬＥＤライト用基板のサファイアの切断な
ど、環境にやさしい製品の製造工程で使用され、環境
に貢献しています。

環境マネジメントシステム（EMS）
当社は、環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）を構築し、関連会社
を含め、全社で環境への取り組みを行っています。また、環境
方針を全社に展開し、社員の環境意識の向上を図り、法改正な
どの最新の環境情報にも常に対応していきます。
（ＩＳＯ１４００１取得）

ダイヤモンドおよびＣＢＮホイール
ダイヤモンドおよびCBN（立方晶窒化ホウ素）を用い
た超砥粒ホイールは、電子、半導体、自動車など先進
技術を必要とする各種部品の研削加工に必要不可欠
な工具です。高精度、高能率、長寿命化により、環境に
も貢献しています。

環境にやさしい製品として、ダイヤモンド工具に高い注目が寄せられています。
その一つは、ダイヤモンドが誇る高い切削・研削・切断能力、そして耐久性です。他の工具と比較してダ
イヤモンド工具は加工能率が高く、加工時間を短縮できるとともに、切粉やスラッジを大幅に削減しま
す。まさに、環境にやさしい“エコ工具”といえます。
二つめは、ダイヤモンド工具が「環境にやさしい製品」の製造工程で使用される、ということです。中で
も、太陽電池パネル、LED、ハイブリッドカーといった省エネ製品の製造工程において、ダイヤモンド工具
は幅広く活用されています。

三重工場に設置された、
全長100メートルの
ソーラーパネル

旭ダイヤモンド工業の総合力

環境対応
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一貫したサービス体制で、
お客様の「ものづくり」を支援し、
確固たる信頼を築いていきます。

お客様の課題発見と共有

最高品質を生み出す全社員の責任

必要な時、必要な品質提供する生産体制

ご要望に応える検査技術 お客様の課題解決とイノベーションの促進

グローバルネットワークでのアフターフォロー

自然にやさしい環　 境対応

緻密なデータに基　づく技術力

試作品の提供

営業・技術・生産の連携

蓄積されたデータと実績

最先端の研究開　 発 徹底した品質管理

まだかたちのないニーズを探るところから始まり、
期待を越える製品のご提供から、
その先にあるイノベーションに至るまで
すべてを担うのが当社の果たすべき使命です。
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宝飾事業の歴史と展開
当社に宝飾部門が設立されたのは、1976年にまでさかのぼります。
東証二部上場を機に、社会的信用の確立のため新事業展開が決定。
日頃のご愛顧の意を込め株主様やお取引先様をご優待し、ダイヤモ
ンドジュエリー販売を開始しました。
年に数回本社ショールームや大阪・名古屋・三重など全国で展示販売
会の「JEWEL FAIR」を開催。オリジナルの定番ジュエリーのほか、ルビ
ーやサファイアなどのカラーストーンや真珠をあしらったジュエリーな
ど、高品質な商品をお客様にご提供しています。
また卸売先としては、通信販売・メーカー・ブライダル専門店といった
信頼あるお取引先に、良質な天然ダイヤモンドをご提供しています。

総合カンパニーとしての強み
“ダイヤモンドの総合カンパニー”を自負する当社では、工具ともう一
つの顔として宝飾事業をとらえています。
また、宝飾業界では一部上場企業は少なく、当社への社会的信頼や知
名度の高さは大きな強みです。

揺らぐことのない王道を貫く

確かな輝きに込められた信頼と誇り
ダイヤモンドの総合カンパニーである当社では、

35年以上の長きにわたり、宝飾事業も展開しています。

旭ダイヤモンド工業という名の誇りは、
すべての事業においてしっかりと守られています。

お客様のために、ダイヤモンドを用いた、より良い製品をご提供すること。
その“王道”を貫き続ける姿勢が揺らぐことはありません。

いつの時代においても、旭ダイヤモンド工業の名にふさわしい事業展開を――。
今までもこれからも、変わらぬ信頼を守り続けていきます。
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