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製造拠点 

ツールエンジニアリングセンター 



日本国内はもとより“海外活動の積極的な展開”の経営方針のもと、
販売拠点網の拡充、現地生産などによる海外市場の拡大を意欲的に推進しています。

ハードメタル事業部 海外拠点

中米

北米

南米

ツールエンジニアリングセンター

研修・テストカット・技術
相談やお客様を訪問して
行うライン診断・ツーリ
ング提案などを通じて、
お客様のものづくりを強
力にサポートします。

デトロイト

トーランス
ハンツビル

アメリカ / シカゴ

ブラジル／カンピーナス

アメリカ／ミルウォーキー カナダ／トロント

メキシコ／アグアスカリエンテス

インディアナポリス

アメリカ／クリーブランド

販売拠点 （     ）
製造拠点 

ツールエンジニアリングセンター 



南 米

中 米

メキシコ／アグアスカリエンテス 
［ 設立 2007年 ］
メキシコ／アグアスカリエンテス 
［ 設立 2007年 ］

メキシコ販売会社メキシコ販売会社

ブラジル／カンピーナス
［ 設立 2012年 ］
ブラジル／カンピーナス
［ 設立 2012年 ］

ブラジル販売会社ブラジル販売会社

アメリカ

販売拠点

アメリカ／シカゴ ［ 設立 １９７９年 ］アメリカ／シカゴ ［ 設立 １９７９年 ］
北米統括販売会社北米統括販売会社

北 米

ハンツビル支店ハンツビル支店

インディアナポリス支店インディアナポリス支店 トーランス支店トーランス支店

カナダ／トロント ［ 設立 2012年 ］カナダ／トロント ［ 設立 2012年 ］
カナダ事務所カナダ事務所

アメリカ

アメリカ

カナダ

メキシコ

ブラジル
ペルー

コロンビア
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カリフォルニア

ネバダ ユタ コロラド

ワイオミング
アイダホオレゴン

アリゾナ ニューメキシコ

テキサス

ウィスコンシン ミシガン

イリノイ

インディアナ
オハイオ

ペンシルベニア

アラバマ
メキシコ

デトロイト支店デトロイト支店

ハンツビル

インディアナポリス

アグアスカリエンテス

トロント

デトロイト

シカゴ

トーランス

カンピーナス

ミルウォーキー

クリーブランド



超硬ドリル、CBN/PCD工具を製造する拠点で、オヘア国際空港
（シカゴ）から車で１時間半、最寄のジェネラルミッチェル国際空港
（ミルウォーキー）からは車で15分と至便なロケーション。2013
年6月にはツールエンジニアリングセンター（A-TEC）を併設し、
お客様へのものづくりサポートを開始しています。製造品目 ： CBN工具、PCD工具、

　　　　  超硬ドリル、ヘッド交換式ドリル
製造品目 ： CBN工具、PCD工具、
　　　　  超硬ドリル、ヘッド交換式ドリル

アメリカ／ミルウォーキー ［ 設立 1991年 ］アメリカ／ミルウォーキー ［ 設立 1991年 ］

アメリカ

製造拠点

オハイオ州クリーブランド市近郊に位置する特型鋼工具を製
造する拠点で、米国ビッグ3を始めとする自動車産業のお客
様を中心に、世界各国からのあらゆる部品加工ツーリングの
ニーズにお応えしています。

北 米

ツールエンジニアリングセンター

アメリカス ツールエンジニアリングセンターアメリカス ツールエンジニアリングセンター

製造品目 ： 自動車部品加工用工具製造品目 ： 自動車部品加工用工具
アメリカ／クリーブランド ［ 設立 2007年 ］アメリカ／クリーブランド ［ 設立 2007年 ］

アメリカ／ミルウォーキー ［ 設立 2013年 ］アメリカ／ミルウォーキー ［ 設立 2013年 ］

特型工具 超硬ドリルCBN/PCD工具CBN/PCD工具



欧 州

販売拠点

ドイツ／デュッセルドルフ ［ 設立 １９81年 ］ドイツ／デュッセルドルフ ［ 設立 １９81年 ］
欧州統括販売会社欧州統括販売会社

イギリス／ロンドン ［ 設立 １９84年 ］イギリス／ロンドン ［ 設立 １９84年 ］
イギリス販売会社イギリス販売会社

トルコ／イスタンブール ［ 設立 2012年 ］トルコ／イスタンブール ［ 設立 2012年 ］
トルコ販売会社トルコ販売会社

フランス／パリフランス／パリ
フランス支社フランス支社

イタリア／トリノイタリア／トリノ
イタリア支社イタリア支社

イギリス

フランス

スペインポルトガル

ドイツ
オランダ

ベルギー

スイス

ポーランド

チェコ

ハンガリー

スロバキア

イタリア

ギリシャ

ブルガリア

ロシア

トルコ

ルーマニア

ウクライナ

ベラルーシ

オーストリア

スロベニア
クロアチア
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イスタンブール

イフラバ
ロンドン

デュッセルドルフ

パリ

トリノ

ラウハイム



欧 州

製造拠点

欧州での超硬工具の生産拠点。シュツットガルト空
港から車または電車で約1.5時間。ドリルおよび
CBN/PCD工具を主体に、お客様の要望に応じた特
型工具や再研磨にも対応しています。

中東欧での超硬工具の生産拠点。プラハ空港より車
で約1時間。中東欧のお客様へのドリルおよび
CBN/PCD工具の再研磨を主に対応しています。

ツールエンジニアリングセンター

製造品目 ： CBN工具、PCD工具、超硬ドリル、ヘッド交換式ドリル製造品目 ： CBN工具、PCD工具、超硬ドリル、ヘッド交換式ドリル
ドイツ／ラウハイム ［ 設立 1989年 ］ドイツ／ラウハイム ［ 設立 1989年 ］

製造品目 ： CBN工具、超硬ドリル製造品目 ： CBN工具、超硬ドリル
チェコ／イフラバ [ 設立 2008年 ]チェコ／イフラバ [ 設立 2008年 ]

ヨーロピアン デザイン & エンジニアリングセンターヨーロピアン デザイン & エンジニアリングセンター
ドイツ／ラウハイム ［ 設立 2012年 ］ドイツ／ラウハイム ［ 設立 2012年 ］

超硬ドリル

超硬ドリルCBN工具

特型工具 CBN/PCD工具CBN/PCD工具



アジア

フィリピン／マニラフィリピン／マニラ
フィリピン販売会社フィリピン販売会社

販売拠点

マレーシア／クアラルンプールマレーシア／クアラルンプール
マレーシア支社マレーシア支社

シンガポール
［ 設立 １９98年 ］
シンガポール
［ 設立 １９98年 ］

アジア太平洋販売会社アジア太平洋販売会社

アマタナコン支店アマタナコン支店

タイ／バンコク
［ 設立 2015年 ］
タイ／バンコク
［ 設立 2015年 ］

タイ販売会社タイ販売会社

インドネシア／ジャカルタ
［ 設立 2012年 ］
インドネシア／ジャカルタ
［ 設立 2012年 ］

インドネシア販売会社インドネシア販売会社

オーストラリア／シドニー
［ 設立 １９77年 ］
オーストラリア／シドニー
［ 設立 １９77年 ］

オーストラリア販売会社オーストラリア販売会社

台湾／台北 ［ 設立 2016年 ］台湾／台北 ［ 設立 2016年 ］
台湾販売会社台湾販売会社

インド／ノイダ［ 資本参加 2005年 ］インド／ノイダ［ 資本参加 2005年 ］
インド販売会社インド販売会社

インド

中国

ベトナム

タイ

台湾

フィリピン

マレーシア

シンガポール

インドネシア

オーストラリア
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シンガポール

シドニー

メルボルン

バンコク

ノイダ

カラワン

クアラルンプール

アマタナコン

ジャカルタ

マニラ

台北

ペナン



アジア

ジャカルタから約50km東のカラワン県、KIIC工業
団地に立地。工業団地の中心施設Graha KIICに隣
接し、ご来訪にも非常に便利です。また、周辺には他
の多くの工業団地もあり、ジャカルタ周辺からの
アクセス性は非常に高いです。

インドMothersonグループとのJV企業で、住友の
切削工具の販売と製造を行っている。また、2013年
４月稼働のノイダ新工場は、インドの首都ニューデ
リーから約１５分に位置し、利便性を有する。

バンコク東部に位置し、スワンナプーム国際空港よ
り約30分とアクセスが良好。ドリル、インサートの他
PCDリーマ等の特型工具を製造。営業部門・ツール
エンジニアリングセンターも併設。

タイ ツール
エンジニアリングセンター
タイ ツール
エンジニアリングセンター

インドネシア ツール
エンジニアリングセンター
インドネシア ツール
エンジニアリングセンター

製造品目 ： CBN工具、PCD工具、超硬ドリル製造品目 ： CBN工具、PCD工具、超硬ドリル
タイ／バンコク ［ 設立 1994年 ］タイ／バンコク ［ 設立 1994年 ］

製造品目 ： CBN工具、PCD工具、カッタ、超硬ドリル製造品目 ： CBN工具、PCD工具、カッタ、超硬ドリル
インド／ノイダ ［ 資本参加 2005年 ］インド／ノイダ ［ 資本参加 2005年 ］

製造品目 ： CBN工具、PCD工具、超硬ドリル製造品目 ： CBN工具、PCD工具、超硬ドリル
インドネシア／カラワン ［ 設立 2012年 ］インドネシア／カラワン ［ 設立 2012年 ］

タイ／バンコク
［ 設立 2006年 ］
タイ／バンコク
［ 設立 2006年 ］

インドネシア／カラワン
［ 設立 2013年 ］
インドネシア／カラワン
［ 設立 2013年 ］

カッタカッタ

超硬ドリル超硬ドリル

CBN/PCD工具CBN/PCD工具

製造拠点

マザーサン ツール
エンジニアリングセンター
マザーサン ツール
エンジニアリングセンター

ツールエンジニアリングセンター

ツールエンジニアリングセンター

ツールエンジニアリングセンター

インド／ノイダ
［ 設立 2016年 ］
インド／ノイダ
［ 設立 2016年 ］

特型工具CBN/PCD工具CBN/PCD工具

超硬ドリル超硬ドリル

特型工具CBN/PCD工具CBN/PCD工具

超硬ドリル超硬ドリル



中国

販売拠点

住友電工硬質合金貿易（上海）有限公司住友電工硬質合金貿易（上海）有限公司

中国／上海 [ 設立 2005年 ]中国／上海 [ 設立 2005年 ]
中国統括販売会社中国統括販売会社

希都羅工具貿易（上海）有限公司 上海本社希都羅工具貿易（上海）有限公司 上海本社

中国／上海 [ 設立 2011年 ]中国／上海 [ 設立 2011年 ]
中国販売会社中国販売会社

広州分公司広州分公司

長春分公司長春分公司

青島分公司青島分公司

寧波分公司寧波分公司

厦門分公司厦門分公司

天津分公司天津分公司

武漢分公司武漢分公司

南京分公司南京分公司

広州分公司広州分公司

重慶分公司重慶分公司

成都分公司成都分公司

日本韓国

台湾

北朝鮮

中国

モンゴル ロシア

ベトナム
ラオス

ミャンマー

ブータン

   バングラデシュ
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西北地方

西南地方

華南地方

華中地方 華東地方

華北地方

東北地方

北京分公司北京分公司

大連分公司大連分公司

青島

天津

大連

上海

広州

北京

長春

成都

南京

重慶
寧波

武漢 厦門

常州



中国

上海の北西150km、新幹線で約1時間の常州市武
進区に位置しています。主力製品は超硬ドリルおよ
び超硬/CBN/PCDインサートでお客様のご要望に
幅広く対応いたします。

製造品目 ： 超硬チップ、CBN工具、
PCD工具、超硬ドリル
製造品目 ： 超硬チップ、CBN工具、
PCD工具、超硬ドリル

中国／常州 [ 設立 2011年 ]中国／常州 [ 設立 2011年 ]

CBN/PCD工具超硬チップ

特型工具

超硬ドリル

住友電工硬質合金（常州）有限公司住友電工硬質合金（常州）有限公司

製造拠点

チャイナ ツールエンジニアリングセンターチャイナ ツールエンジニアリングセンター
中国／常州 ［ 設立 2016年 ※上海（2011～）より移転 ］中国／常州 ［ 設立 2016年 ※上海（2011～）より移転 ］

ツールエンジニアリングセンター
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■東京市販グループ
■名古屋市販グループ
■大阪市販グループ

■苫小牧／TEL(0144)35-3322
■仙　台／TEL(022)292-0128
■北関東／TEL(0285)24-3627
■熊　谷／TEL(048)525-8215
■横　浜／TEL(045)851-1788  
■富　士／TEL(0545)53-1152
■浜　松／TEL(053)451-4395
■北　陸／TEL(076)264-3822
■岡　山／TEL(086)221-3052
■広　島／TEL(082)250-1022
■九　州／TEL(092)481-8131

TEL (03)6406-2636
TEL (052)589-3873
TEL (06)6221-3700

■東京営業グループ
〒107-8468 東京都港区元赤坂1-3-13
TEL (03)6406-2635　FAX (03)6406-4006

■名古屋営業グループ
〒451-6036 名古屋市西区牛島町6-1
TEL (052)589-3873　FAX (052)589-3874
〒446-0059 安城市三河安城本町1-22-10
TEL (0566)74-7091　FAX (0566)74-7190

■大阪営業グループ
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28
TEL (06)6221-3600　FAX (06)6221-3015

切削工具の最新情報を発信中

流通販売部

技術相談サービス／9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

直需営業部 営業所

■

■

■グローバルエンジニアリング部 工作機械ツーリンググループ
〒107-8468 東京都港区元赤坂1-3-13
TEL (03)6406-2636　FAX (03)6406-4005

〒451-6036 名古屋市西区牛島町6-1
TEL (052)589-3873　FAX (052)589-3874

〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28
TEL (06)6221-3600　FAX (06)6221-3015

東　京

名古屋

大　阪

■ハードメタル事業部
〒664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1
TEL (072)772-4531　FAX (072)772-4595


