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挨拶

代表取締役社長 大竹良介代表取締役社長 大竹良介

　弊社は1952年ネジ商社として会社設立。　その後1990年代の急激な円高を背景に海外調達・海外進出を行い、現在中国に

6拠点・東南アジアに2拠点。　また日本国内にも3拠点を有し、海外調達及び海外進出した日系企業の支援を行っております。

取扱商品は1990年代はネジ・切削・プレス・板金・鍛造など金属製品が中心でしたが、現在は鋳物・ゴム・ハーネス・基盤など

多岐にわたり、各拠点に品質保証部門を有し、御客様に高品質な製品の安定供給を目指しております。

　世界経済・日本経済を俯瞰してみますと、中国・東南アジアの成長・技術向上に対し日本は少子化・労働時間の短縮化など

物作り・安定供給が厳しい環境に変化しており海外生産含め安定供給のネットワークづくりの必要性を感じております。

弊社は日本国内・海外の材料や人件費・税率・保有設備などを検討し、調達の分業化や世界最適調達を視野に入れ

ネットワークの構築を目指しております。

　またスタッフ強化を図り、大手企業出身の海外調達経験者を組織し（資材部門・設計部門・品質保証部門・組立部門・

鋳物担当）国内・海外の調達のご提案やコンサルティング、単品部品から複数部品の一括受注・配膳納入・組立を含めた

サブアッセンブリのご提案、最終的には御客様の調達業務の代行・軽減を目指してまいります。
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会社概要会社概要

社名   株式会社　好信

本社   〒456-0052
   名古屋市熱田区二番2丁目15番3号

代表社員  大竹　良介

創業   1950年（昭和25年）

資本金  5,860万円

従業員数  国内82名、海外146名
　　　　　　　　　　　　　(グループ総計228名)　※２０２０年3月末現在

売上高  36億円　（2019年度、単体）
   64億円　（2019年度、グループ）

取得認定  ISO09001
   エコアクション21

取引銀行  十六銀行　六番町支店
   三菱UFJ銀行　金山支店
   みずほ銀行　名古屋支店

主要取扱品目 鋲螺（ネジ・ボルト類）／締結部品
   切削加工品
   プレス品／板金加工品
   大物鋳物品
   鋳物品／ロストワックス品
   冷間／熱間鍛造品
   樹脂部品
   ゴム部品
   ゴム加工品（金型不要）
   電気盤／ハーネス
   組立品
   摩擦圧接品

会社組織図会社組織図

営業部営業部 調達管理部調達管理部 総務部総務部

営業課
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総務課 経理課
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工程管理課 調達課 物流課 品質管理課

出荷係配達係

総務課 経理課

社長社長
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沿革
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・1950年2月  名古屋市熱田区一番2-31-7にて百瀬好信が創立

・1953年7月  合資会社 好信商店 設立

・1995年9月  代表社員を百瀬好信より大竹良介に変更

・1997年5月  名古屋市熱田区二番2-15-3に本社移転

・2003年2月  上海に貴宣(上海)国際貿易設立

・2004年10月  鎮江に好信(鎮江)精密機械設立

・2005年3月  ISO9001認定取得 

・2005年4月  組織変更し、社名を株式会社 好信に変更。

   資本金は5860万円とする。

・2011年1月  伸鴻機械技術（上海）有限公司に出資・設立

・2011年3月  優外基精密机電 （上海）有限公司（U Y G)

   に出資・設立

・2012年7月  エコアクション21認証取得

・2012年11月  インドネシアにPT.YOSHINOBU設立

・2013年1月  台湾に好信国際貿易股份有限公司設立

・2018年4月  香港に好信（香港）国際貿易有限公司設立

・2018年10月  横浜営業所設立

・2018年10月  大分営業所設立

・2019年2月  貴名（上海）機械設備有限公司設立

・2019年4月  貴宣（上海）国際貿易有限公司 深圳分公司設立

・2019年8月    〃  　　 大連分公司設立

・2019年11月    〃  　　 虹橋分公司設立



拠点情報
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本社   〒456-0052
   名古屋市熱田区二番2-15-3
   TEL : 052-661-8231
   FAX : 052-652-3706
   URL : http://www.k-yoshinobu.co.jp

新船町倉庫  〒455-0071
   名古屋市港区新船町2丁目地先
   TEL・FAX : 052-661-0702

一番町倉庫  〒456-0053
   名古屋市熱田区一番2-8-16
   TEL・FAX : 052-653-3445

横浜営業所  〒222-0033
   神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-15
   リバティー新横浜ビル8F D
   TEL：045-548-6965
   FAX：045-548-6967

大分営業所  〒879-0628
   大分県豊後高田市新町2825番地2
   TEL：0978-25-6844
   FAX：0978-25-6845

香港   好信（香港）国際貿易有限公司
現地法人   香港九龍旺角弥敦道610号荷李活商業中心1318-19室
（100％出資）

中国関連  優外基精密机電 （上海）有限公司（U Y G)
（一部出資）

インドネシア  PT.YOSHINOBU
現地法人   RUKO CBD JABABEKA Jl.Niaga RayaKav.AA3, Unit D20-21
（100％出資）   Kelurahan Pasir Sari,　Kecamatan Cikarang Selatan
    Cikarang ,BEKASI - 17530

中国   好信（鎮江）精密機械有限公司
現地法人   江蘇省鎮江新区大港機電工業園8号廠房
（100％出資）

   貴宣（上海）国際貿易有限公司［独資］
    中国上海市閔行区都会路1885号1号倉庫

    深圳分公司
    深圳市龍岡区龍城街道中心城龍城大道99号正中時代広場1101B単位

    大連分公司
    遼寧省大連経済技術開発区哈尔濱路　水晶SOHO　A319

    虹橋分公司
    上海市長寧区娄山関路83号新虹橋中心大廈26階2635号室

   貴名（上海）機械設備有限公司
    中国上海市閔行区都会路1885号1号倉庫

台湾   好信国際貿易股份有限公司
現地法人   台湾高雄市路竹区環球路460之3号
（100％出資）



売上高
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売上高（グループ全体）売上高（グループ全体）
単位：百万円単位：百万円

本社
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主要取引先主要取引先

愛知時計電機（株） 旭精機工業(株) 旭有機材工業(株) (株)打江精機  宇部興産機械(株) オークマ(株)  KYB(株)

KYB-YS(株)  CKD(株)  (株)ジェイテクト  (株)関ヶ原製作所 (株)太平製作所 椿本興業(株)  TMTマシナリー(株)

(株)デンソー  東京計器(株)  豊田産業(株)  成田製作所(株) ナブテスコ(株)  日本製鉄(株)  (株)平原精機工業

(株)フジキカイ  (株)不二越  村田機械(株)
※敬称等  省略
　 五十音順

貴名



主要取扱商品
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鋲螺（ネジ・ボルト類）／締結部品

切削加工品

小物部品から大物部品　単体部品から組立品

鋳物品／ロストワックス品

アルミダイキャスト品

冷間／熱間鍛造品

樹脂部品

ゴム部品

電気盤／ハーネス

組立品

摩擦圧接品

大物鋳物品

プレス品／板金加工品



品質管理
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　コストのみならず品質・生産管理・納期管理などの評価において各ユーザー様の調達先が選定される時代となり、
好信もこれからの流れに対応すべく様々な視点から管理を行ってきました。
中でも品質においては最重要課題として位置付け、品質管理課の下に不具合品の流出防止や生産技術の向上に努めています。

品質管理課の役割品質管理課の役割

外注管理
●加工先訪問・指導による生産工程の向上
●加工先との連携を深め、相互補助による品質の安定

予防処置の強化
●製品の仕様を整理し、社内外での情報を共有化
●図面情報を元に適切な加工先を選別し、工程監査を実施

●受入検査の実施
●不具合品の流出防止
●受入検査書を元に一定基準を設け、検査を実施

検査機器検査機器

※自社所有の検査器具のみでは不足の場合、外注先所有の検査器具を使用して検査を実施。

受注品に対し、出検された完成品を選別・検査するだけでなく、
不具合品を作らない、検出させないための予防品質に重点を置いた品質管理を行っています。

・投影機　・偏心機　・硬度計　・面粗度計
・画像寸法測定器
・各種計測器



拠点情報
 貴宣（上海）国際貿易有限公司
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　貴宣（上海）国際貿易有限公司は、株式会社好信の出資により2003年5月に設立された
独資の貿易商社です。
中国現地のサプライヤーチェーンにて、単品加工品から量産品まで完成品対応にて幅広く
ご提案をさせて頂きます。
　また、社内には検査体制も完備し、品質重視の対応を信念としたQCDの揃った
トータルコストダウンの出来る総合商社を目指し、日々活動をしております。

貴宣（上海）国際貿易有限公司　外観

社名  貴宣（上海）国際貿易有限公司
設立日 2003年5月21日
資本金 US$　200,000
総経理 市原　寛之
所在地　 上海市閔行区都会路1885号1幢102
従業員 35名（日本駐在員3名）

主な業務内容：
切削部品（鉄、SUS、銅、アルミ）、プレス部品、鈑金部品（鉄、SUS）、
ロストワックス部品、ダイキャスト部品（アルミ、亜鉛）、冷間圧造部品、
冷間・熱間鍛造部品（切削加工含む）、ギア部品、焼結部品、樹脂部品、
組立品（貴名）、ファスナー部品（JIS基準ボルト・ナット・各種製品）、
銅接部品、スプリング部品、空圧機器、
各種表面処理（亜鉛メッキ・ニッケルメッキ・硬質アルマイト・調質・浸炭など）

深圳分公司
2018年4月設立

大連分公司
2019年8月設立

虹橋分公司
2019年11月設立



拠点情報
 貴宣（上海）国際貿易有限公司
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品質管理体制品質管理体制

品質保証課を設け、全ての製品の受入検査を実施しております。
日本好信からの定期指導により、日本と同等の受入検査レベルにて
管理をし、不具合品の流出防止に努めております。
また、各サプライヤーに対しては定期監査や定期訪問にて、製品の
取り扱い（傷打痕指導）から4M変更などの維持管理を実施しています。

品質保証課を設け、全ての製品の受入検査を実施しております。
日本好信からの定期指導により、日本と同等の受入検査レベルにて
管理をし、不具合品の流出防止に努めております。
また、各サプライヤーに対しては定期監査や定期訪問にて、製品の
取り扱い（傷打痕指導）から4M変更などの維持管理を実施しています。

検査機器検査機器

KEYENCE 画像寸法測定器  1台

TRIMOS 高性能縦型万能測長機 1台

投影機 1台

硬度計 2台（ロックウェル・ビッカーズ)

面粗度計 1台

膜厚計 1台

定盤  1台

検査台 4基

マイクロメーター・ノギス・ピンゲージ・

リングゲージ・栓ゲージ等

KEYENCE 画像寸法測定器  1台

TRIMOS 高性能縦型万能測長機 1台

投影機 1台

硬度計 2台（ロックウェル・ビッカーズ)

面粗度計 1台

膜厚計 1台

定盤  1台

検査台 4基

マイクロメーター・ノギス・ピンゲージ・

リングゲージ・栓ゲージ等



拠点情報
 貴名（上海）機械設備有限公司
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社名  貴名（上海）機械設備有限公司
設立  2019年2月28日
資本金 600万元
総経理 市原　寛之
建屋面積 880㎡

住所  上海市閔行区都会路1885号1幢101室　貴宣同一敷地内
電話  021-6728-6967
FAX  021-6728-6657

　日本の労働力不足は昨今の働き方改革にて拍車が掛かり、今までの加工部品調達から、今後はアッセンブリー調達へ
需要がシフトしていく傾向にある。
お客様の部品手配は、見積りから値決め、納期管理まで部品毎に工数が掛かっており、受入検査も1点1点と膨大な工数が
掛かっています。　これをアッセンブリーのご提供が出来れば、製品価格だけでなく、お客様の社内工数も削減提案が出来、
トータル的なコストダウンサービスをご提供する為に設立致しました。

一般環境
230m 2

事務所

貴名 (上海) 機械設備有限公司 

クリ一ン環境
450m 2



拠点情報
 好信（鎮江）精密機械有限公司
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　安定した品質を低コストで実現するため、好信の調達先は国内に留まらず、海外にも早くから積極的に展開しています。
2004年には江蘇省鎮江市に機械加工並びに組立工場を設立し、日本のお客様への対応のみならず、中国に進出された
お客様にも低コストで安定した加工・組立部品を供給できる体制を整え、拡大・充実に取り組んでいます。

CNC旋盤 検査ライン風景マシニングセンター 組立

社名  好信（鎮江）精密機械有限公司
設立日 2004年9月14日
資本金 US$　760,000
総経理 朝日　崇
所在地 江蘇省鎮江新区大港港南路802号8号厂房
従業員 95名
取得認定 ISO9001　2015年度版
主な業務内容
  丸,角,板材等各種鋼材の切削加工（SUS,銅,鉄）
  パイプ切断
  組立 好信（鎮江）精密機械有限公司　外観



拠点情報
 好信（鎮江）精密機械有限公司
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品質管理体制品質管理体制

　作業工程内での検査、工程内巡回検査・抜取検査・重要寸法に対する全数検査により品質を保証。
駐在の日本人スタッフ指導による品質管理体制の向上に加え、国内輸入後の受入検査の実施により、
不具合品の流出防止を強化しています。

検査機器検査機器

投影機　1台  硬度計　1台  表面粗さ測定機　1台  ブロックゲージ一式 ハイトゲージ
シリンダゲージ  ホールテスター  デジタルマイクロメーター 三次元測定機  画像測定機
各種ネジゲージ  限界ゲージ
※日本製測定機器具を主体に揃えています。

繊維機械関係部品繊維機械関係部品 油空圧関係部品油空圧関係部品 自動車関係部品自動車関係部品

加工設備加工設備

CNC旋盤　14台  マシニングセンター　2台 カム式自動盤　2台  ネジ転造盤　1台
汎用旋盤　1台  センタレス研削盤　1台  平面研削盤　1台   バレル研磨機　2台
ボール盤　8台  ショットブラスト　2台  CNC全自動切断機　5台 平面パイプ加工機　5台



拠点情報
 PT.YOSHINOBU
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社名  　 PT.YOSHINOBU
設立日 　 2012年11月
資本金 　 US$　315,000
ダイレクター　池田　正雄
所在地  　RUKO CBD JABABEKA
   　Jl.Niaga Raya Kav.AA3, Unit D20-21
   　Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan
   　Cikarang ,Bekasi - 17530 INDONESIA
従業員 　　 10名（検査員2名）
検査機器 　　 各種計測器
主な業務内容
  　　 部品調達と販売
  　　 サプライヤーQCD管理
  　 　品質管理（工場監査、サプライヤー指導、受入監査）
  　 　輸出入代行 PT.YOSHINOBU　外観
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　ユーザーのグローバル調達化、及び海外生産に伴う調達先として、安定した品質と日本国内に比べて安価なコストパフォーマンスを
有する台湾に拠点を置き、日本のみならず、中国・インドネシア等にも直接製品を供給し、同業他社にないネットワークを構築する為に
体制を強化しております。

品質管理体制品質管理体制

　コストのみならず品質・生産管理・納期管理などの評価において
各ユーザー様の調達先が選定される時代となり、これらの流れに
対応すべく様々な視点から管理を行ってきました。
中でも品質においては重要課題として位置付け、弊社検査の下に
不具合品の流出防止や生産技術の向上に努めています。

　コストのみならず品質・生産管理・納期管理などの評価において
各ユーザー様の調達先が選定される時代となり、これらの流れに
対応すべく様々な視点から管理を行ってきました。
中でも品質においては重要課題として位置付け、弊社検査の下に
不具合品の流出防止や生産技術の向上に努めています。

検査課の役割検査課の役割

受入検査の実施
不具合品の流出防止
加工先訪問／指導による生産工程の向上
加工先との連携を深め、相互補助による品質の安定

・各種ゲージ　　・各種ノギス　　・各種マイクロ　　・ホールテスト
・投影機　　・面粗度計　他

投影機 面粗度計 硬度計
その他各種計測器

検査機器検査機器

社名  好信国際貿易股份有限公司
設立日 2013年1月
資本金 NT$　4,000,000
総経理 木村　陽介　
所在地 台湾高雄市路竹区環球路460之3号
従業員 7名
主な業務内容
  鋲螺　切削加工品　プレス加工品　樹脂加工品等販売

好信国際貿易股份有限公司　外観
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大分営業所

本社
横浜営業所

好信国際貿易有限公司

PT.YOSHINOBU

貴宣（上海）国際貿易有限公司
　　　　　　　　深圳分公司
　　　　　　　　虹橋分公司
貴名（上海）機械設備有限公司

好信（鎮江）精密機械有限公司

好信（香港）国際貿易有限公司

貴宣（上海）国際貿易有限公司大連分公司

優外基精密機電（上海）有限公司（UYG)

ベトナム現地法人設立手続き中


