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Shinmei Industry Co., Ltd.
Business Overview
Address

3-20, Koromogahara, Toyota-shi, Aichi, Japan

Tel

+81-565-32-3450

Email

miway@shinmei.co.jp

Website

https://www.shinmei.co.jp/

Contact Person

Yusuke Miwa

Capability Category

【Aviation business】
・Design, development, manufacture and sale of Aircraft body
CFRP Repair Process Scarf Sanding Automation equipment
（Planned to start sales in 2021)
【Other business】
・Design and manufacture of automobile production equipment
(automation and labor saving)
・Design, manufacturing, and engineering of logistics and
production systems
・Design and manufacturing of press dies
・Various automobile maintenance and new/used car sales
・Various special vehicle production and old car restoration

Representative

Kazuhiko Sasaki（President）

Sales Amount

30 billion yen

Capital

98,100,000 yen

Employees

Consolidated 1,100 people/Non-consolidated 930 people

Established

December, 1949

Certification

ISO14001

Group Name

Shinmei Group（SHINMEI TOHOKU MACHINERY CO.,LTD.
Several other companies）

Major Customers

Toyota Motor Corporation, Toyota Tsusho Corporation,
Toyota Industries Corporation, Primeearth EV Energy,
Aisin Seiki Co., Ltd.

Taking advantage of mechatronics technology, manufacturing technology, assembly
technology, inspection technology, automobile maintenance technology, etc. that have
been accumulated and refined in the automotive field, we are working on cutting-edge
technology development in order to create new business areas.

Products・Materials・Part Sizes・Facilities & Equipment
Aircraft body CFRP (thermosetting carbon fiber reinforced plastics) bonding repair
process
Automatic scarf sanding equipment

Our Strength
Our strength is our comprehensive system engineering capability that enables the
entire process to be carried out, which ranges from product development and proposal
to production startup,maintenance and services.

Needs we can correspond / Business partners we want
By providing automation / labor saving equipment that can cope with the highly technical MRO field of skilled workers, we will achieve significant improvements in quality,
cost and lead time.

Office & Plants
【Head office】
3-20, Koromogahara, Toyota-shi, Aichi, Japan
【Chokoji Plant】
8-20, Chokoji, Toyota-shi, Aichi, Japan
【R & D Center】
17-2, Teraike, Tsutsumicho, Toyota-shi, Aichi, Japan
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Shinmei Industry Co., Ltd.
新明工業株式会社

企業の特徴・業務概要・行っているモノ作りの概要
住所

愛知県豊田市衣ヶ原三丁目20番地

電話番号

0565-32-3450

E メールアドレス

miway@shinmei.co.jp

ウェブサイトアドレス

https://www.shinmei.co.jp/

コンタクトパーソン名

三輪

カテゴリー

代表者名

祐介

製品情報・取扱材料・対応サイズ・主要設備
航空機体 ＣＦＲＰ（熱硬化型炭素繊維強化プラスチックス）接合修復工程
自動スカーフサンディング装置

【航空機事業】
,
・航空機体のCFRP接合修復プロセスにおける自動スカーフ
サンディング装置の設計、開発、製造、販売（2021年販売
開始予定）
【その他事業】
・自動車生産設備（自動化・省力化）の設計、製作
・物流・生産システムの設計、製作、エンジニアリング
・プレス金型の設計、製作
・各種自動車の整備および新車、中古車販売
・各種車両特装およびレストア
代表取締役社長

自動車分野で蓄積し磨き続けてきたメカトロニクス技術、製造技術、組付け技術、
検査技術、自動車整備技術などを活かし、新しい事業領域を生みだすために、最先
端の技術開発に挑んでいます。

佐々木 和彦

売上額

300億円

資本金

9,810万円

従業者数

単独930名 （連結1,100名）

設立日

1949年12月1日

取得認証

ISO14001

属するグループ企業名

シンメイグループ（新明東北マシナリー株式会社 他数社）

主な取引先企業

トヨタ自動車株式会社
株式会社豊田自動織機
アイシン精機株式会社

専門・得意分野・自社の強み
開発・提案から生産立ち上げ、保守・サービスまで全プロセスを自社内で担える総合
システムエンジニアリング力がシンメイの特徴であり、強みです。

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
熟練作業者の高い技術力を要するMRO分野に対応できる自動化/省人化設備を提供す
ることで品質・コスト・リードタイムの大幅な改善を実現します。

拠点（事業所・工場）

豊田通商株式会社
プライムアース EV エナジー株式会社

【本社】
愛知県豊田市衣ヶ原3丁目20番地
【長興寺工場】
愛知県豊田市長興寺8丁目20番地
【開発拠点】
愛知県豊田市堤町寺池17番地2

