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NAKANO AVIATION
CO., LTD.
Address

Matsuoka Bldg. 2-45-7, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya,
Aichi 450-0002, Japan

Tel

+81-52-583-7651

Mobile

+81-90-8181-7747

Email

yamane@nacavi.co.jp

Website

http://nac.nacavi.co.jp

Contact Person

Satoshi Yamane

Capability Category

Assembly
Machining
Sheet Metal Forming
Special Process
Tooling, Jigs
GSE
etc.

Representative

Tadaaki Nakaji

Sales Amount

4 billion yen

Capital

24 million yen

Employees

30

Established

1990

Certification

ISO 9001, JIS Q 9100

Major Customers

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
SUBARU Corporation
Shinmaywa Industries, Ltd.
Nippi Corporation
NABTESCO Corporation

・Nakano and "Team-Nakano" in each field of aircraft manufacturing have formed Cluster
to provide the high quality components.
・Nakano and "Team-Nakano" provides "Integrated Products" that span from procurement
of raw materials to delivery of final products with highest quality.

・Small Assembly Components such as Passenger Entry Door, Cargo Door, Rudder, Aileron, etc.
・Detail Parts Fabrication (Machined Parts, Sheet Metal Parts etc.)
・Machined Parts （high speed 5axis MC etc.)
・Sheet Metal Parts (NC Router, Break Press, Stretcher, etc.)
・NDI
・Special Process
・Surface Treatment
・Painting etc.

・Nakano Aviation integrated production achieves customer requirement by organizing
members who are experienced and have been engaged in aerospace industry,
by establishing production engineering, planning team, quality assurance team and cooperating
with well-experienced suppliers as "Team-Nakano".

・Nakano and Team - Nakano delivers fully satisfactory product of customer expectation
with cost, quality, and delivery date from one part to assembly consisted
from hundreds of parts when you provide 1 PO and drawing data.

・Head Office：Nagoya, Japan
・Overseas Office：Los Angels CA, USA
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NAKANO AVIATION
CO., LTD.
ナカノアビエーション株式会社

企業の特徴・業務概要・行っているモノ作りの概要

住所

名古屋市中村区名駅 2-45-7

電話番号

052-583-7651

携帯番号

090-8181-7747

E メールアドレス

yamane@nacavi.co.jp

ウェブサイトアドレス

http://nac.nacavi.co.jp

コンタクトパーソン名

山根 里司

カテゴリー

組立 , サブ組立
部品機械加工 ( 機体構造部品 )
板金成形加工
特殊工程
組立冶具 , 冶具、地上支援設備

松岡ビル

・航空機を主体とした生産技術・生産管理・品質保証体制を整え、航空機製造に精通した
パートナーとクラスターを形成し一貫生産を実現。
・一通の注文書と技術情報により、材料調達-部品加工-組立のすべてを取り纏め、
最終製品を品質保証し納入致します。

製品情報・取扱材料・対応サイズ・主要設備
・航空機の乗降扉、貨物室扉、昇降舵、補助翼等の小物組立品
・機械加工部品、板金成形部品および特殊処理 等
−機械加工（超高速5軸NCM/C 等）
−板金成形（NCルーター、プレス、ストレッチャー 等）
−CMM三次元測定
−表面処理および塗装
−非破壊検査
−構造組立
−治工具設計製作

専門・得意分野・自社の強み

代表者名

代表取締役社長

売上額

40 億円 ( 年間売上げ )

資本金

2,400 万円

従業者数

30名

設立日

1990 年

取得認証

JIS Q 9101,JIS Q 9100

属するグループ企業名

サーミット工業株式会社

主な取引先企業

MHI, KHI, SUBARU, NABTESCO, SMIC, NIPPI, etc.

中路 忠顯

・長年航空機の生産に携わってきた、豊富な知識と経験を有するメンバーを結集し、
生産技術・生産管理・品質保証体制を整え、豊富な経験を持つサプライヤーと
「チームナカノ」としてクラスターを形成し、お客様の求める一貫生産を実現しています。

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
・お客様の必要とされるものが1つの部品または、数百点の部品からなる組立品でも、
1通の注文書と技術情報(図面データ等）を頂ければ、コスト・品質・納期の面で
お客様のご期待に沿う最終製品をお届けします。

拠点（事業所・工場）
・本社：愛知県名古屋市
・海外：米国 ロサンゼルス

