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Sunjushi.Co., Ltd.
Address

14-4 Oshima Mutsushi, Kitanagoya, Aichi 481-0001, Japan

Tel

+81-568-27-3014

Email

akira-takanezawa@sunjushi.co.jp

Website

http://www.sunjushi.co.jp

Contact Person

Akira Takanezawa

Capability Category

The manufacture of plastic parts and composite material parts
for aviation space and defense
The manufacture of plastic,rubber and metallic products
for machine and device
Tool design and manufacture of products
for machine and device

Business Overview

Sunjushi is a processing manufacturer specializing in plastics.
We can manufacture plastic parts at least one without metal mold
by machining, plate processing (bending, bonding, welding) technology.
We are good at manufacturing small quantities of prototypes, jigs and parts of small lots.
We propose materials suitable for the application
in cooperation with the material manufacturer.

Products・Materials・Part Size・Facilities & Equipment

【Wide range of materials】
We use materials from commodity plastics
to thermoplastic resin such as super engineering plastics
and thermosetting resin; Bakelite, CFRP etc.
【Facility & Equipment】
5-axis NC machine tool (INTEGREX i-200)
Machining Centres (FANUC)
General purpose lathe, Combined lathes
Numerical control routers

Our Strength

【Integrated processing】
Machine, bend, glue and weld various kinds of plastics.
Also purchase metals and rubber parts, and assemble them.
【Factory of temperature control】
Our factory is kept the temperature stable
(25°± 2°(measured value))

【Processing every material】
We process not only CFRP, but also materials under development.

【Stable supply】
Promise to provide goods over a long period by balanced age structure
from well-experienced employees to young employees.
(The workers' average age : 35 years old.)

Representative

Taro Isomura

Sales Amount

651million yen

Capital

9million yen

Employees

48 (as at July 2019)

Established

1985

Certification

JIS Q 9100:2016(AS9100D&EN9100:2018)/ISO9001:2015

Major Customers

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Fujiwara Co. Ltd
Churyo Engineering Co., Ltd.

Needs we can correspond / Business partners we want

・Manufacturers who want to adopt plastics to reduce their products' weight.
・Reducing the initial cost of making a small number of plastic parts ;
from 1 to around 500 pieces in one.
・Need suggestions which materials suitable.
・To get components and parts quality under control and on time delivery.

Office & Plants

Head office: 14-4 Oshima Mutsushi, Kitanagoya, Aichi, 481-0001,Japan
High quality, perfect delivery, stable, cost competitive. We are next generation
Japanese manufacturing.
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Sunjushi.Co., Ltd.
サン樹脂株式会社

住所

〒481-0001 愛知県北名古屋市六ツ師大島14-1

電話番号

0568-27-3014

E メールアドレス

akira-takanezawa@sunjushi.co.jp

ウェブサイトアドレス

http://www.sunjushi.co.jp

コンタクトパーソン名
所属部署

高根沢明良
営業技術
グループリーダー

カテゴリー

航空・宇宙・防衛用プラスチック及び複合材部品の製造
機械・装置用のプラスチック・ゴム・金属製品の製造
機械・装置用部品の治具設計及び製造
その他

代表者名

磯村太郎

売上額

651,143千円

資本金

9,000千円

従業者数

48名

設立日

1985年

取得認証

JIS Q 9100:2016(AS9100D及びEN9100:2018)/ISO9001:2015

主な取引先企業

三菱重工業株式会社
株式会社フジワラ、中菱エンジニアリング株式会社
日油株式会社、株式会社三光製作所

企業の特徴・業務概要・行っているモノ作りの概要
当社は樹脂・プラスチック専門の加工メーカーです。
切削加工、板加工(曲げ・接着・溶接)の技術で、金型無しで1ヶから部品を製作します。
多品種小ロットに特化した製造工程で一貫生産。少量の試作・治具、ロットの小さな部
品製作が得意です。強い信頼関係にある材料メーカーとタッグを組んで、使用用途に適
した素材を提案いたします。

製品情報・取扱材料・対応サイズ・主要設備
【幅広い素材対応】
樹脂は、汎用〜スーパーエンプラ等の熱可塑性樹脂から紙ベークや
CFRP等の熱硬化性樹脂まで、幅広い種類に対応可能です。
【主要設備と対応サイズ】
MC、汎用旋盤、複合旋盤、NCルーター、同時５軸加工機、
マシニングセンター、複合旋盤、NCルーター、汎用旋盤、
フライス、3次元測定機

専門・得意分野・自社の強み
【一貫加工】
「樹脂」
であれば切削加工と板加工
（曲げ・接着・溶接）
が可能です。
金属・ゴム加工品の仕入れも含めてアッセンブリー対応もします。
【管理された工場】
恒温の工場(25°
±2°
（実測値）
にて管理しております。
【なんでも削る】
CFRPから、開発中の素材も切削します。
【安定供給】
ベテランから若手までバランスの良い年齢構成
（平均年齢35歳）
で、長期供給をお約束します。

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
軽量化の為、プラスチックを採用したい
金型を作るまでもない数量（1〜500個程度）の部品のコストダウン、どんな材料が適し
ているのか提案が欲しい、確実な品質の部品を納期通りに入手したい

拠点（事業所・工場）
本社工場

