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Challenge
 & 

Speed

自動車産業の隆盛

高度成長期にかけた建設ラッシュ 「メイド・イン・ジャパン」の攻勢

ITの進展 インターネットの普及

1951年　掘削用ダイヤモンドビットを発売

戦後復興期から高度成長期（神武・岩戸景気）の電力・水需要を支える
ダム・トンネルの建設ラッシュ（1950〜60年代）

国産工作機械の生産台数が世界一に（1961年〜）

1974年　超硬重研削加工用
レジンボンドホイール「ポリックス」を発売

1990年　「サーメット研削用ダイヤモンドホイール」を発売

時代を先取りして
果敢に挑む！ ICチップの登場（1960年代〜）

1961年　IDブレードを発売

自動車対米輸出台数の増加（1970年〜1986年）
1969年　CBN砥粒製品を発売

国土強靭化および東京オリンピック関連建設需要の拡大（2011年〜）
2016年　高配筋躯体向け「ハイパースネーク」を発売

日本の太陽電池生産量が世界一に（1999年）
2007年　電着ダイヤモンドワイヤ「エコメップ」を発売

戦後復興期

民間航空機の生産拡大（1980年〜）
1980年　タービンブレード用ロータリドレッサを開発

各年代における代表的産業の推移

2010
モノづくりを、

もっと面白く。

石材・建設
分野

機械分野

輸送機器
分野

1950 1970

ダイヤモンドワイヤソー「ハイパースネーク」

レジンボンドホイール「ポリックス」

IDブレード

切削工具研削用ダイヤモンドホイール

カムシャフト研削用CBNビトリホイール

電着ダイヤモンドワイヤ「エコメップ」

ロータリドレッサ

2000

1937年の創立以来、旭ダイヤモンド工業は
ダイヤモンド工具のリーディングカンパニーとして
業界をけん引してきました。
多種多様な“品ぞろえ”、その一つひとつに、

“時代を先取りした挑戦”の歴史があり、
培われてきた技術が込められています。

創成期 1960 1990

1938年　雪ケ谷工場建設
1943年　極細線用ダイヤモンドダイスの開発

1937年10月　創業

電子
半導体
分野

AIの進展

1980
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旭ダイヤモンド工業グループは、
「できないをできる」に変え、
あらゆる産業のモノづくりに貢献し、
社会の発展を支えてきました。
テクノロジーの進化が加速しているモノづくりの
現場では、日々困難な問題に取り組んでいます。
解決の糸口は、『面白く』。
ユニークな技術やソリューションは、
未来の大きな進歩に夢を馳せる
ワクワク感から、いつも生まれてきます。
私たちは、お客様と共に
「モノづくりをもっと面白く」し、
社会の発展に貢献していきます。

モノづくりを
もっと面白く

世界の変化を先取りし、革新的技術と
グローバルな組織力で、当社にしかで
きない製品・ソリューションを提供し
続けます。

モノづくりに携わる全世界のお客様か
ら最も頼られる存在となり、永続的に
成長する企業を目指します。 仕事のやりがいを個々の成長に結び付

けて持ち味を引き出し、全従業員がい
きいきと働く企業を目指します。

経営理念

唯一無二
One and Only

永続的な成長
Eternal Growth

働きがい
Job Satisfaction

◆お客様が気付いていない
　ニーズを発見する
◆お客様の期待を超える
　感動を提供する
◆お客様の「ありがとう」を
　活力にする

ustomerC顧客志向 行動
指針

◆高い目標を明確に設定して、
　最後まで諦めずにやりきる
◆変化や失敗を恐れずに、
　前向きに挑戦する
◆世界の変化を先取りし、
　自ら変革し続ける

hallengeCチャレンジ 行動
指針

フルラインのダイヤモンド工具を提供する
唯一のサプライヤーとして、
社会に必要とされる“100年企業”にーーー。

旭ダイヤモンド工業は2017年10月に創立80周年を迎えました。
これを機に、3つの「ありたい姿」と5つの「行動指針」からなる新たな
経営理念を策定しました。
お客様に信頼され、従業員に愛され、そして社会に役立つ企業として、
歩んでまいります。

Our 
Philosophy

経営理念

目指す姿

◆世界に先駆けて最適な製品や
　ソリューションを提供する
◆適切な判断と迅速な行動で、
　より大きな成果につなげる
◆常にアンテナを高く張り、
　世の中の動向をいち早く掴む

peedSスピード 行動
指針

◆組織を超えていつでも
　協力し合える関係を築く
◆異なる文化や習慣を尊重し
　信頼関係を築く
◆お客様や協力会社、研究機関と
　効果的な連携を図る

ooperationCボーダレスな連携 行動
指針

◆個々の特性を活かして成長に
　結びつける
◆組織の枠にとらわれず、
　適材適所を実現する
◆将来を見据え、中長期的な視点
　で人材を育成する

haracterC持ち味を活かす 行動
指針
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玉川工場
焼結技術のマザー工場。第二期棟
の完成で生産体制を強化

主な
製品

主な
製品

主な
製品

主な
製品

主な
製品

メタルホイール、ロータリド
レッサ、ビトリホイール、ペー
ストなど

ソーブレード、カッティングホ
イール、ビット、ダイス、コンパク
トバイト、耐摩耗工具など

電着ホイール、カッティングソー、電着ワイヤ、CMPコンディショナ、
精密カッタなど

レジン／メタルボンドホイー
ル、カッティングホイール、ダ
イヤモンドドレッサ、コンパク
ト工具など

精密研削・軸付砥石、超仕上砥
石、超砥粒研削砥石、超砥粒超
仕上砥石、P.C.D工具、ダイヤ
モンド工具など

三重工場
多種多様な生産ラインを備える
国内最大の製造拠点

千葉鶴舞工場・千葉第二工場
電着技術のマザー工場。
半導体関連製品の拠点

山梨旭ダイヤモンド工業
超精密単結晶ダイヤモンドバイト
製造設備が稼働

「開発」「製造」「営業」の三位一体で
お客様の“真のニーズ”にお応えします

モノづくりの第一歩はお客様のニーズを正確に把握すること。
「顧客密着型の営業体制」と、高度な専門知識を備えた
サポート体制が“車の両輪”となり、
お客様の真のニーズを把握して製造部門と連携します。
課題解決も「三位一体」でスピーディに。
ソリューションは海外拠点にも速やかに水平展開します。

国
内
の
主
な
製
造
拠
点

モノづくりの現場を支える当社の製品は、
そのほとんどがカスタムメイド。
当社の“伝統”といえる
「顧客密着型の営業」をベースに、
「開発」「製造」「営業」三位一体の密接な連携で、
特性や形状など、
お客様ごとに異なる多様なニーズに
ベストフィットする製品を提供します。
私たちが目指すのは、
トップブランドとしての誇りと責任感を胸に、
「旭ダイヤに頼んでよかった」と、
お客様に喜んでいただける“モノづくり”です。

お客様

お客様
ニーズの

把握

製品
コンセプトの

立案

納品
アフターケア

試作品の
作成・評価

新たな提案新たなご要望

フィード
バック

試作品の
提出

試作品の
提出

フィード
バック

品質保証

顧客密着型の
営業体制

製品の
提案 生産

6

53

2

1

4

製品の開発・改良プロセス

開発

R&D

製造
Manufacturi

ng

営業
Sales

是村旭ダイヤモンド工業
小径精密研削砥石、
超仕上砥石の製造に特化

Customer 
Oriented

顧客志向

お客様の期待を
超える“感動”を
追求します。

仕様の
決定

65



■ 販売拠点

■ 関連会社
■ 製造・販売拠点

■ 駐在員事務所

“顧客志向”の価値観を
“共有”するボーダレスな連携
成長著しい新興国における産業の発展に伴い、
ダイヤモンド工具のグローバル市場も急速に拡大しています。
このような潮流の中で、旭ダイヤモンド工業も積極的な海外展開を進めています。
“顧客志向”の価値観を共有し、国内製造拠点を中核とする密接な連携を保ちつつ、
「旭ダイヤモンド・スタンダード」とも言うべき高品質な製品の安定供給を図るとともに、
市場環境の変化に機敏に対応すべく情報ネットワークの拡充にも努めています。

〜旭ダイヤモンド工業の「グローバル・ネットワーク」

旭ダイヤモンドメキシコ

旭ダイヤモンドタイランド

旭ダイヤモンドマレーシア

Borderless 
Cooperation 
ボーダレスな連携

国内全工場並びに山梨旭ダイヤモンド工業株
式会社、是村旭ダイヤモンド工業株式会社、旭
ダイヤモンドヨーロッパ、旭ダイヤモンドイン
ドネシア、台湾旭ダイヤモンド工業、上海旭ダ
イヤモンド工業、及び新韓ダイヤモンド工業

国内全工場並びに山梨旭ダイヤモンド工業株
式会社、是村旭ダイヤモンド工業株式会社、旭
ダイヤモンドヨーロッパ

品質ISO（ISO9001）認証取得 環境ISO（ISO14001）認証取得

旭ダイヤモンドスカンジナビア

旭ダイヤモンドドイツ

旭ダイヤモンドインドネシア

旭ダイヤモンド工業

旭ダイヤモンドオーストラリア

旭ダイヤモンドアメリカ

上海旭ダイヤモンド工業

台湾旭ダイヤモンド工業

新韓ダイヤモンド工業

旭ダイヤモンドヨーロッパ
ヨーロッパ駐在員事務所
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高品質な製品を
安全に安定供給する
モノづくり
「リスクと機会」の観点から、全製造部門にて
サプライチェーンにおける
「リスク要因」の徹底的な洗い出しと
排除に努めるとともに、
リサイクルシステムの拡充や
環境対応型製品の提案など、
企業価値の向上につながる取り組みにも
注力しています。
環境に配慮しながら、
品質の高い製品を、安定的に生産する体制の
さらなる強化に努めています。

お客様

製造
技術 営業

研究
開発

高品質な
原材料調達

品質の維持と製品の安定供給 オペレータースキルの向上

お客様の真のニーズにお応えする製品開発
環境負荷の低減等を視野に入れた製品開発

アフターフォロー

Supply-chain 
management
サプライチェーン

マネジメント

旭ダイヤモンド工業

環境対応型製品
の開発

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、ダイヤモンド工具が誇る高い切削・研削・切断能力、そして耐久性で
す。他の工具と比べ、ダイヤモンド工具は加工効率が高く、加工時間を短縮する
こともでき、まさに環境にやさしい「エコ工具」と言えます。また、ダイヤモンド
工具は、太陽電池用のソーラーパネル、LED、ハイブリッドカーといった環境に
やさしい省エネ製品の製造においても幅広く活用されています。
今後も生産時に環境に配慮したモノづくりに努めるだけではなく、地球環境
に配慮した製品の開発を進めてまいります。

省エネ・省資源・リサイクルの促進、環境負荷の低減

環境に関する取り組み

生産 検査・出荷 納品製品開発原材料調達

パートナー企業

「グリーン調達
ガイドライン」の適用
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全社戦略における
重点開発品目にかか
わる研究・開発

02

独自テーマに
基づく研究・開発

01“モノづくりを
もっと面白く”する
人と技術を育てます

Character
持ち味を活かす

“面白いモノづくり”のアンテナを増やし、
オープンイノベーションを含む、
社内外の人的交流を活性化

技術研究所のモットーは「サイエンスの前では全員がフラット」。
若手もベテランも他者の意見に耳を傾け、力を合わせ、
それぞれの持ち場で創意工夫を凝らすのが旭ダイヤモンド工業の社風です。
オープンイノベーションという新たなチャネルと
さらなる人的交流の活性化で「オンリーワン」の製品提供を目指します。

知見の蓄積

政府機関や海外研究所との連携
オープンイノベーション

フラウンホーファー研究所

NEDO
低炭素社会を実現する
次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト

ドイツ各地の72カ所に拠点をもつ欧州最大の応用研究機関。
「研究をいかに早く商品やサービスに変えるか」をテーマに、「イ
ンダストリー4.0（第4次産業革命）」プロジェクトを支える。

シリコンに代わる新素材の活用や電力変換器の小型高性能化を
含むパワー半導体の性能向上（電力変換の高効率化）を追求。旭
ダイヤモンドはウエハの加工技術面で参画。

営業

技術
研究所製造技術

Accumulation 
of 

knowledge
工場

（製造技術）

Factory

工場との連携に
よる新製品の開発
既存品の改良

03

技術研究所
Research & Development

新製品・既存品の改良

人類の夢を現実に近づける科学技術の進展は、
私たちをいつもワクワクさせます。
3Dプリンターや自動運転車は実用段階に入り、
もはや宇宙開発もSFの世界では
なくなりつつあります。
モノづくりの基礎である「切る」「削る」「磨く」「穿

うが

つ」
という加工方法も様々な
イノベーションを経て進化してきました。
今までできなかったことをできるようにする、
旭ダイヤモンド工業では、
“エンジニアを含む”社員全員が
“モノづくりをもっと面白く”する原動力です。
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ダイヤモンド工具の
プロフェッショナル集団として
社会的課題の解決につながる
モノづくりを支えます。

ごあいさつ

1937年の創立以来、旭ダイヤモンド工業はダイヤモンド工具の専業メーカーとし
て事業を深化させてまいりました。国内外を問わず、広く事業を展開する独立した
企業グループとして、経営資源を独自の判断で投資できることが、当社の最大の強
みであります。

当社の工具は、高い切削・研削能力や優れた耐久性を誇り、高速加工や精密加工に適
していることから、電子・半導体、輸送機器、機械、石材・建設など非常に幅広い分野
のモノづくりにおいて利用されています。同時に、ダイヤモンド工具は廃棄物量の
削減に寄与するとともに、工具使用時の電力消費も抑えられることから、環境負荷
低減の一助を果たしています。

近年は、国連の SDGs（持続可能な開発目標）のように、培ってきた人材や技術力、
資本などの企業力を人類共通の社会的課題の解決に向けて活用することに期待が
寄せられています。当社においても、主製品のさらなる進化を図ることが、幅広い分
野のモノづくりの進化につながり、ひいてはさまざまな社会課題の解決につながる
ものと考えます。

スピードが速く、予想外な変化が起こる現代においては、数段階を一気に飛び越え
るようなイノベーションを求められる場合も少なくはありません。当社の製品・技
術はそうしたイノベーションの“鍵”となることから、技術研究所並びに各工場に
おける社内連携や、情報ネットワーク、大学及び研究機関等とのオープンイノベー
ションの強化などを通じて技術力のさらなる向上に努めています。また、“人財”を
事業の基盤とすべく、社員の育成や技能の伝承にも注力しています。

顧客志向の大前提のもと、品質にこだわり続ける私たちの姿勢は、いつの時代も変
わりません。製品のポテンシャルを広げ、さまざまな用途開発を実現させながら、
これからもダイヤモンド工具のプロフェッショナル集団であり続けます。
人を育て、技術を磨き、社会に貢献し続ける企業として、さらに前進してまいります。

本社
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1 
ニューオータニガーデンコート11F
TEL. 03(3222)6311

国内営業所
札幌営業所
〒060-0807
北海道札幌市北区北七条西4-3-1 
新北海道ビル12F
TEL. 011(758)1041

東北支店
〒980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院1-1-10 
あいおいニッセイ同和損保 仙台ビル9F
TEL. 022(261)3652

秋田営業所
〒010-0951
秋田県秋田市山王2-1-43 
三井住友海上秋田ビル6F
TEL. 018(824)5551

郡山連絡所
〒963-8041
福島県郡山市富田町字坦ノ腰58-1
第二ヨコヤマビル1F
TEL. 024(961)0677

東京営業部
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1 
ニューオータニガーデンコート11F
TEL. 03(3222)9270

厚木営業所
〒243-0018
神奈川県厚木市中町3-15-4 厚木NIビル5F
TEL. 046(225)1200

宇都宮営業所
〒321-0953
栃木県宇都宮市東宿郷4-2-7 アークビル8F
TEL. 028(639)1121

熊谷営業所
〒360-0042
埼玉県熊谷市本町2-48 
熊谷第一生命ビルディング9F
TEL. 048(524)5561

石材サービスセンター
〒300-4421
茨城県桜川市真壁町原方559-1
TEL. 0296(54)1800

水戸営業所
〒310-0021
茨城県水戸市南町3-4-14
明治安田生命水戸南町ビル8F
TEL. 029(226)9233

新潟営業所
〒940-0033
新潟県長岡市今朝白1-8-18 
長岡DNビル8F
TEL. 0258(39)6671

名古屋支店
〒461-0004
愛知県名古屋市東区葵1-16-34
TEL. 052(931)2100

浜松営業所
〒430-0817
静岡県浜松市南区頭陀寺町67
TEL. 053(465)6933

甲信営業所
〒392-0013
長野県諏訪市沖田町2-139-1
カマクラビル沖田4F
TEL. 0266(58)5558

北陸営業所
〒930-0955
富山県富山市天正寺1083
カワカミビル2F
TEL. 076(492)3400

大阪支店
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30
ニッセイ新大阪ビル8F
TEL. 06(6399)2600
 
岡山営業所
〒700-0984
岡山県岡山市北区桑田町18-28
明治安田生命岡山桑田町ビル3F
TEL. 086(231)3521

広島営業所
〒730-0004
広島県広島市中区東白島町14-15
NTTクレド白島ビル7F
TEL. 082(578)5355

高松営業所
〒760-0019
香川県高松市サンポート2-1
高松シンボルタワー10F
TEL. 087(811)5766

九州支店
〒816-0933
福岡県大野城市瑞穂町4-6-12
TEL. 092(592)0807

鹿児島営業所
〒890-0008
鹿児島県鹿児島市伊敷3-5-13
TEL. 099(229)7383

海外営業部
海外営業部
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニガーデンコート11F
TEL. 03(3222)9241

ヨーロッパ駐在員事務所 
6,B is Rue Edmond Po i l lo t -BP 841 
28011 Chartres Cedex, France
TEL. 33-2-37-24-41-03

工場・研究所
玉川工場
〒213-0032
神奈川県川崎市高津区久地3-4-35
TEL. 044(833)6221

三重工場
〒518-0131
三重県伊賀市ゆめが丘7-8-1
TEL. 0595(26)7321

千葉鶴舞工場
〒290-0515
千葉県市原市田尾787
TEL. 0436(88)3221

千葉第二工場
〒297-0143
千葉県長生郡長南町美原台1-35
長南工業団地
TEL. 0475(46)3101

技術研究所
〒290-0515
千葉県市原市田尾787
TEL. 0436(88)3222

宝飾関連
宝飾営業部
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニガーデンコート11F
TEL. 03(3222)9290

代表取締役社長
片岡 和喜
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〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1 
ニューオータニガーデンコート11F

旭ダイヤモンド工業株式会社
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