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ご挨拶

弊社は1959年の創業以来、精密プレス加工分野における試作加工から量産までの

一気通貫体制を構築してまいりました。

50年以上続く歴史のなか、3代目社長として、創業者から受け継いだ理念を軸に、

歴代の職人たちが築いた匠の技を継承し、変化する環境への対応、新ニーズ発掘に

全社員一丸となり全力で取り組みます。

常に夢を抱き、創造とチャレンジを続け、お客様へ満足の提供、地域社会への貢献、

そして全社員と家族の幸福を実現するために惜しまぬ努力を積み重ねる所存でございます。

今後とも一層の御引立てと御指導を心よりお願い申し上げます。

〈愛される企業〉をNAKAJIMAは目指します！

代表取締役社長 中島 泉
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◆社名 株式会社中島

◆所在地 ◇本社工場

〒372-0022 群馬県伊勢崎市日乃出町710

TEL：0270-25-2222（代表） FAX：0270-26-5449

◇富岡工場

〒370-2451 群馬県富岡市宇田250-11

TEL：0274-62-3221（代表） FAX：0274-64-0230

◆代表者 代表取締役社長 中島 泉

◆役員 取締役会長 中島 建・常務取締役 荒牧 公雄・監査役 中島 徳衛

◆創業 1959年（昭和34年）8月

◆設立 1969年（昭和44年）4月

◆資本金 2,400万円

◆社員数 100名（正社員、パート 2021年1月現在）

◆工場規模 本社工場 敷地面積 8,130m2（延床面積 7,660m2）

富岡工場 敷地面積 4,620m2（延床面積 2,864m2）

◆事業内容 金型設計製作・試作品加工・金属プレス加工・製品組立・電子部品加工

◆主要取引先 株式会社ミツバ・日立Astemo株式会社・株式会社パイオラックス（敬称略）他

◆取引銀行 足利銀行伊勢崎支店・群馬銀行伊勢崎支店・アイオー信用金庫宮郷支店

◆主要製品 自動車用部品（電装部品・駆動系部品・電子制御部品）

【会社概要】

◆1959年（昭和34年） 伊勢崎市若葉町において中島房次郎が創業

◆1969年（昭和44年） 業務拡張により伊勢崎市宮子町に移転

法人組織に変更：社名「有限会社中島製作所」

◆1989年（平成元年） 株式会社に組織変更：社名「株式会社中島」

◆1992年（平成4年） 群馬県中小企業合理化モデル工場指定(現在継続中)・事務所、倉庫増設

◆2000年（平成12年） 中島建が社長に就任

◆2001年（平成13年） 群馬県より「１社１技術」の認定を受ける

◆2002年（平成14年） 「ISO9001:2000」認証取得

◆2004年（平成16年） 海外拠点「崇業五金製品（深圳）有限公司」を台湾系企業と合弁で設立

◆2006年（平成18年） 「エコアクション21」認証取得

◆2007年（平成19年） 「ＴＰＭチャレンジ賞」受賞

◆2009年（平成21年） 「中島華研五金（深圳）有限公司」設立

◆2010年（平成22年） 「ISO9001:2008」認証取得

◆2012年（平成24年） 業務拡張により現地伊勢崎市日乃出町に移転

◆2018年（平成30年） 「ISO9001:2015」認証取得

◆2019年（令和元年） 創立50周年

中島泉が社長に就任

◆2020年（令和2年） 富岡工場設立（株式会社落合製作所より事業譲受）

【沿革】
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◆アクセス

〒372-0022 群馬県伊勢崎市日乃出町710

TEL：0270-25-2222（代表）

FAX：0270-26-5449

○北関東自動車道「伊勢崎IC」より自動車で10分

○JR両毛線･東武伊勢崎線「伊勢崎駅」より

タクシー15分

◆社員数 54名

【本社工場】

金属プレス加工　１級技能士 ３名

金属プレス加工　２級技能士 ８名

金型仕上げ　１級技能士 １名

金型仕上げ　２級技能士 ０名

機械系保全　１級技能士 １名

機械系保全　２級技能士 ４名

機械検査　１級技能士 ０名

機械検査　２級技能士 ２名

ＪＩＰＭ自主保全士　１級 １名

ＪＩＰＭ自主保全士　２級 ４名

電気組立　２級技能士 １名

プレス作業主任者 １３名

動力プレス機械検査事業内検査者 １名

◆資格認定者一覧
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有機溶剤作業主任者 ５名

フォークリフト運転技能講習者 ３１名

玉掛け技能士 １３名

クレーン運転士 ８名

公害防止管理者（騒音・振動関係） ４名

公害防止管理者(水質関係第２種) ２名

乙種４類危険物取扱者 ２名

甲種防火管理者 ３名

ガス溶接技能講習修了者 １２名

アーク溶接技能講習修了者 ５名

産業用ロボット管理者 ２名

職業訓練指導員 ２名



【工場案内】

工場全景 プレス職場 プレス職場

検査 金型職場 計量・出荷・梱包

受付 製造事務所 食堂

ECS職場 小型プレス（60ｔ） 大型プレス（300ｔ）

※設備の詳細情報は弊社ホームページを参照くださいませ。
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◆アクセス

〒370-2451 群馬県富岡市宇田250-11

TEL：0274-62-3221（代表）

FAX：0274-64-0230

○上信越自動車道「富岡IC」より自動車で15分

○上信電鉄「上州一ノ宮駅」よりタクシー5分

◆社員数 46名

【富岡工場】

金属プレス加工　１級技能士 ９名

金属プレス加工　２級技能士 ４名

金型仕上げ　１級技能士 ０名

金型仕上げ　２級技能士 ０名

機械系保全　１級技能士 ２名

機械系保全　２級技能士 ８名

機械検査　１級技能士 ０名

機械検査　２級技能士 ０名

ＪＩＰＭ自主保全士　１級 ０名

ＪＩＰＭ自主保全士　２級 １０名

電気組立　２級技能士 ０名

プレス作業主任者 ３名

動力プレス機械検査事業内検査者 ０名

◆資格認定者一覧
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有機溶剤作業主任者 ０名

フォークリフト運転技能講習者 １４名

玉掛け技能士 ６名

クレーン運転士 １１名

公害防止管理者（騒音・振動関係） ２名

公害防止管理者(水質関係第２種) ０名

乙種４類危険物取扱者 ０名

甲種防火管理者 １名

ガス溶接技能講習修了者 ２名

アーク溶接技能講習修了者 ２名

産業用ロボット管理者 ０名

職業訓練指導員 ０名



【工場案内】

工場全景 プレス職場 プレス職場

マルチフォーミング 金型職場 洗浄機

画像寸法測定器 事務所 食堂

スポット溶接 梱包・出荷 材料倉庫

※設備の詳細情報は弊社ホームページを参照くださいませ。
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【本社工場 製品一覧】
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【富岡工場 製品一覧】
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【東莞中島華研五金有限公司】

◆所在地 中国広東省東莞市常平鎮漱新村紅花岭工業区

TEL.（86)769-8938-5772／5773

FAX.（86)769‐8938‐5771

◆代表者 董事長 中島 泉

総経理 郭黎明・副総経理 石井宏務・董事 中島 建

◆設立 2009年8月

◆資本金 2,673,000RMB

◆社員数 33名（2020年10月現在）

◆工場規模 敷地面積 3,500m2

◆事業内容 金型設計製作・試作品加工・金属プレス加工

◆主要取引先 東莞百楽仕汽車精密配件有限公司

◆2007年 金型設計を専門とする「中島精機（深圳）有限公司」を設立

◆2009年 機械加工外注先の「華研五金廠」と合弁で「中島華研五金（深圳）有限公司」設立

金型製作の他、プレス量産加工までの一貫生産を目的とし、経営を開始

◆2009年 200tダブルクランクプレス導入

画像測定器導入

◆2010年 日系自動車メーカー向け部品の量産加工開始

◆2011年 業務拡張により広東省東莞市大朗鎮へ移転

移転に伴い「東莞中島華研五金有限公司」へ社名変更

◆2013年 業務拡張（設備増設）により広東省東莞市常平鎮へ移転

300tダブルクランクプレス導入

◆2014年 「ISO9001:2008」認証取得

◆2015年 80tシングルクランクプレス導入

◆2017年 「ISO9001:2015」認証取得

◆2018年 250tダブルクランクプレス導入

◆2019年 創立10周年記念式典を開催

◆2020年 業務拡張により工場増改築

【沿革】
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【職場の様子】

工場全景 工場内全景 ３００ｔプレス

加工 検査 測定

金型 量産品

事務所 １０周年記念イベント
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地域、社会そしてお客様から必要とされる企業になり、

社員とその家族の幸福を実現します。

１．私たちは、安心・安全な製品を提供することで、社会に貢献します。

２．私たちにとって最も大切な資産は人財です。人を最も尊重しています。

３．仲間とともに生き生きと働ける環境を設け、社員の幸福を実現します。

４．企業として適正な利益分配を実施し、社員と家族のより良い生活を実現します。

【経営理念】

【品質方針】

【環境方針】

１．私たちは、精密プレス加工技術を通じて、お客様やパートナーとの共存共栄を実現し、

さまざまな技術と産業の発展、地域経済の発展に貢献します。

２．私たちは、お客様に“最高品質の製品”を提供します。

３．私たちは、人々を雇用して働くことの喜びを提供します。

４．私たちは、社員に成長とキャリア形成への豊富な機会を提供します。

【企業の使命】

【経営指針】

１．株式会社中島は、事業を成功させるために、独自の企業としての使命、経営哲学、

経営方針や企業文化を十分活用していく会社です。

２．私たちは、株式会社中島で働くすべての人に、会社の経営哲学や価値観を理解してもらうように

努力します。

３．私たちの役割は、会社の指針を例示し、個々の社員の成長と個人のあり方を支援することです。

４．私たちは、株式会社中島で働く一人ひとりの確かな力を信じ、大切にします。

１．自動車部品メーカーとして、人の命を守る部品を私たちの手で作ります。

２．品質マネジメントシステムを継続的に改善し、企業の質を高めます。

３．全社員が品質に対する当事者であることを認識し、社員一人ひとりの仕事の質を高めます。

４．社員一人ひとりの成長を支援する企業風土を活性化させます。

１．持続可能な開発目標へ積極的に取り組み、地域社会の未来へ貢献します。

２．全社員に環境方針の周知徹底を図り、継続的な改善と環境意識の向上に努めます。

３．環境保全に対し、一人ひとりに何ができるのかを真剣に考え、実行していきます。

４．環境に関する法律および顧客の要求事項を遵守します。

５．二酸化炭素削減・水使用量の削減・産業廃棄物の削減とグリーン購買を積極的に推進します。
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