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Kuzuharagomu Co., Ltd.

Address

93-8 Ooyamadanaka-Yokoyamachou Anjou-shi,Aichi,Japan

Tel

+81-566-74-1862

Email

mkuzuhara@kuzuharagomu.co.jp

Website

https://www.kuzuharagomu.co.jp

Contact Person

Representative director: Makoto Kuzuhara
Sales: Yamamoto Masamichi

Capability Category

Masking jig for aircraft parts, rubber molded products

Representative

Makoto Kuzuhara

Sales Amount

399.83 million yen / 2019 period

Capital

3 million yen

Employees

28 people (the end of June 2019)

Established

16-Oct-92

Certification

ISO 9001

Major Customers

Ishiguro Rubber · Sanwa Industry · Mino Chemical Industry ·
Fukoku · Iijima Electronics Industry ·
Chubu Beautification Company · M-Tech · Tomohiro Wise ·
Takasago Electric Industry · King Whetstone · Canto Tool ·
Masuda Vinyl

Business Overview
We design and manufacture masking jigs for the coating of turbine blades for
PW1100G-JM mounted on Airbus A320.
We manufacture piston boots for automobile
brake calipers, packing and cushion rubber.
September 2020 JISQ9100 scheduled to be
acquired

Products・Materials・Part Sizes・Facilities & Equipment

General production of masking rubber and industrial rubber for turbine blade coating
500mm×500mm×H150mm
Rubber molding machine, vacuum rubber molding machine, frozen shot, optical
microscope, thermostatic chamber

Our Strength
By creating a dedicated masking rubber using 3D CAD, instantaneous desorption
is possible, enabling labor saving and high quality in the masking process.
Depending on the usage environment, it can be used many times.
We will listen to your needs and propose the best masking rubber.

Needs we can correspond / Business partners we want
Customers seeking labor saving and high quality in the painting process
Customers who want small lot and high variety support

Office & Plants
Head office・Delivery center
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Kuzuharagomu Co., Ltd.
有限会社クズハラゴム

企業の特徴・業務概要・行っているモノ作りの概要

住所

〒446-0045 愛知県安城市横山町大山田中93番地8

電話番号

0566-54-1881

Eメールアドレス

mkuzuhara@kuzuharagomu.co.jp

ウェブサイトアドレス

https://www.kuzuharagomu.co.jp

コンタクトパーソン名

代表取締役：葛原
営
業：山本

エアバス社A320に搭載されるPW1100G-JM用タービンブレード塗装用のマスキング治
具を設計・製造しております。
自動車用ブレーキキャリパー用のピストン
ブーツやパッキン・クッションゴムの製造を
しています。
2020年9月JISQ9100取得予定

誠
正通

カテゴリー

航空機部品用マスキング治具、ゴム成型品

代表者名

葛原

売上額

39,983万円/2019年6月期

資本金

300万円

従業者数

28名（2019年6月末）

設立日

1992年10月16日

取得認証

ISO 9001

主な取引先企業

石黒ゴム・三和産業・美濃化学工業・フコク・飯島電子工業・
中部美化企業・エムテック・友宏ワイズ・高砂電機工業・
キング砥石・カントウツール・増田ビニール

製品情報・取扱材料・対応サイズ・主要設備
タービンブレード塗装用マスキングゴム・工業用ゴム全般製造
500mm×500mm×H150mm
ゴム成型機・真空ゴム成型機・冷凍ショット・光学顕微鏡・恒温槽

誠

専門・得意分野・自社の強み
３DCADを用いて専用のマスキングゴムを作成することで、
瞬間脱着が可能となりマスキング工程での省人化と高品質が可能となります。
使用環境にもよりますが、何回も繰り返し使用することが可能です。
お客様のニーズをお聞きし、最適なマスキングゴムを提案いたします。

どのようなニーズに対応できるか希望する取引企業に関すること 等
塗装工程での省人化・高品質を求めるお客様
小ロット・多品種対応をご希望されるお客様

拠点（事業所・工場）
本社・配送センター

