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この先もエア・ウォーターは、ダイナミックな変革を続けることで
未来社会に大きな価値を生み出していきます。

そして、エア・ウォーターグループの中核を担うマッハは、
「技術」で皆様のお役に立つことが使命です。
「技術」は知恵の凝縮であり、その知恵の源となるのは、
お客様のニーズです。
私たちは、「作り手」と「使い手」が強い絆で結ばれることこそが
技術の革新と進化を生み出すものと信じ、
日々研鑽努力を重ねています。
お客様と「技術で結ばれる企業」を目指し、
社会に価値ある企業として邁進していきます。
エア・ウォーター・マッハ経営ビジョン

・ Ｏリングを始めとするシール材をコア事業とし、
世界に通用する強い体質の企業を目指す
・ 時代の変化に対応できる技術開発型の会社を目指す
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エア・ウォーターグループ経営理念

創業者精神を持って

空気、水、そして地球にかかわる

事業の創造と発展に、英知を結集する

エア・ウォーターは絶えず動いています。

新しい事業を創造することでダイナミックな成長を続け、

圧倒的な存在感のある会社を目指しています。

自然界では様々な進化により種の繁栄を維持するといわれています。

企業も同様に進化を遂げてこそ

社会において必要不可欠な存在となり続けます。

この先もエア・ウォーターは、ダイナミックな変革を続けることで

未来社会に大きな価値を生み出していきます。

そして、エア・ウォーターグループの中核を担うマッハは、

「技術」で皆様のお役に立つことが使命です。

AIR WATER GROUP Management Philosophy
With entrepreneurship, we marshal expertise to create and develop a business that involves air, water
and the Earth.
AIR WATER keeps moving forward.
We have been striving to thrive dynamically through the creation of new businesses, aiming to become a
company with a great presence.
It is said that, in the natural world, diverse evolution enables species to keep prospering. Companies, likewise,
can maintain their importance only through evolution. AIR WATER will continue making dynamic changes to
generate signiﬁcant value for society in the future.
The mission of AIR WATER MACH, which is the core company of the AIR WATER GROUP, is to offer “technology”
that is useful to people. Our expertise is concentrated into “technology” and the source of such expertise is the
needs of our customers. We believe that a strong bond between a “manufacturer” and “users” leads to
technological innovation and evolution and are devoting ourselves to making progress at all times. With the aim
of becoming “a company that is bonded through technology” with our customers, we will strive forward as a
socially-valuable company.
AIR WATER MACH Management Vision
・Aim to become a strong global company with our core business of sealing materials, such as O-rings.
・Aim to become a company that develops technology to respond to changes in the times.
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OVERVIEW OF MACH
役

員

資 本 金
本社所在地
売 上 高
従 業 員 数

●新潟工場

代表取締役社長 都築 康彦
取締役
矢﨑 茂昭
取締役
原 日出雄
取締役
岡田 安弘
2億9,995万円
長野県松本市梓川倭4009ー1
92.5億円
272名

Niigata Plant

●中部支店 北陸出張所
Hokuriku Local Ofﬁce, Chubu Branch

●本社
中部支店 長野営業所
Head Ofﬁce
●関東支店 東京営業所
Nagano Ofﬁce, Chubu Branch

●
関西支店 神戸営業所
Kobe Ofﬁce, Kansai Branch

●中部支店 名古屋営業所
抗菌営業部

●
関西支店 大阪営業所
モールド営業部
大阪佃工場

Nagoya Ofﬁce, Chubu Branch
Anti-bacterial Sales Department

Osaka Ofﬁce, Kansai Branch
Molds Sales Department
Osaka Tsukuda Plant

Representative Director & President Yasuhiko Tsuzuki
Director Shigeaki Yasaki
Director Hideo Hara
Director Yasuhiro Okada
299.95 million yen
Capital
Location of the Head Ofﬁce 4009-1 Azusagawa Yamato, Matsumoto-shi, Nagano-ken
9.25 billion yen
Sales
272
Employees
Executives

Niigata Plant

海外拠点

取 引 銀 行
株

主

三井住友銀行 難波支店
八十二銀行 梓川支店
エア・ウォーター株式会社

Financing Banks Namba Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Azusagawa Branch, Hachijuni Bank
Stockholders
AIR WATER INC.

■大阪佃工場

■新潟工場

Tokyo Ofﬁce, Kanto Branch

■本社第2工場

Osaka Tsukuda Plant

Head Ofﬁce Plant No.2

■本社第3工場
Head Ofﬁce Plant No.3

Overseas Base
●マッハ大連（大連工場） ●マッハ福建
（福建工場） ●台湾マッハ

シール事業
Sealing Business

●大連営業所

●天津青島営業所

●福州営業所

●広州営業所

マッハ大連
（大連工場）

●上海営業所

Mach Dalian (Dalian Plant)

Metal Business

● Dalian Ofﬁce
● マッハ天津（天津工場）

●Mach Dalian (Dalian Plant) ●Mach Fujian (Fujian Plant) ●Taiwan Mach
●Dalian Ofﬁce ●Tianjin Qingdao Ofﬁce ●Shanghai Ofﬁce
●Fuzhou Ofﬁce ●Guangzhou Ofﬁce

Mach Tianjin (Tianjin Plant)

● 天津青島営業所

●マッハ天津（天津工場）
●Mach Tianjin (Tianjin Plant)
Shanghai Ofﬁce

マッハ福建
（福建工場）
Mach Fujian (Fujian Ofﬁce)

福州営業所

●Fuzhou Ofﬁce
● 台湾マッハ

Taiwan Mach

■大連工場

■福建工場

■天津工場

Dalian Plant

Fujian Plant

Tianjin Plant

2018年3月31日 現在 As of March 31, 2018

関

Afﬁ

●上海営業所
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Ce

大連営業所

Tianjin Qingdao Ofﬁce

メタル事業

取

●

広州営業所

Guangzhou Ofﬁce

代

表

者

本 社 所 在 地
資
売
従

本
上
業

金
高
員

数

グループ会社数

代表取締役会長 CEO・最高経営責任者
豊田 昌洋
〒542ー0081
大阪府大阪市中央区南船場2ー12ー8 エア・ウォータービル
32,263百万円
連結 7,536億円
単体 1,678億円
連結 14,265名
単体 1,007名
250社（連結子会社111社）

Representative

Representative Director & Chairperson & CEO
Masahiro Toyoda
Location of the Head Ofﬁce AIR WATER Building, 2-12-8 Minami semba, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 542-0081
Capital
32,263 million yen
Sales
Consolidated 753.6 billion yen
Non-consolidated 167.8 billion yen
No. of Employees
Consolidated 14,265
Non-consolidated 1,007
Group companies
250 (111 consolidated subsidiaries)

2018年3月31日 現在
As of March 31, 2018

■本社第1工場

Head Ofﬁce Plant No.1

取 得 認 証
Certiﬁcation

●ISO9001認証取得
（本社第１工場，
本社第２工場，本社第３工場，
マッハ大連，
マッハ福建）
●ISO14001認証取得
●JIS認証取得（マッハ大連）
●Obtained ISO9001 certiﬁcation (Head Ofﬁce Plant No. 1, Head Ofﬁce Plant No. 2, Head Ofﬁce Plant No.3, Mach Dalian and Mach Fujian)
●Obtained ISO14001 certiﬁcation
●Obtained JIS certiﬁcation (Mach Dalian)

関 連 会 社

日本エラストマー開発株式会社

Afﬁliated Companies

ポリウレタン製品の設計・開発・製造・販売
大阪府大阪市平野区加美正覚寺4ー7ー22
Japan Elastomer Development Co., Ltd.
Design, development, manufacturing and sales of polyurethane products
4-7-22 Kamishokakuji, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka-fu
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HISTORY OF MACH
エア・ウォーター グループの中核企業であるマッハは、1962年の創業以来、「技術」で皆様のお役に立つことを使命とし、
Oリングを始めとしたシール材をコア事業としながら、現在まで多角的に事業分野を広げてきました。その中で私たちは「作り手」
と「使い手」の一体化こそが 技術の革新と進化を生み出すものと信じ、未来へ向けて日々研鑽努力を重ねています。

1920

1930

1940

1929 年

1950

1960

1970

1980

1990

20

ほくさん
1929 Hoxan Corporation

1933 年

1993 年

大同酸素

大同ほくさん

20

1993 Daido Hoxan Inc.

1933 Daido Sanso K.K

1962 年

共同酸素
1962 Kyodo Oxygen Co., Ltd.

エア・ウォーター グループの事業 Business of AIR WATER GROUP
産業ガス

ケミカル

Industrial Gas Business

●産業ガス

医療

Chemical Business

●コールケミカル

（酸素・窒素・炭酸ガス等）

●病院設備・医療機器

（炭素材・農薬中間体）

Industrial gas

Hospital facilities/medical equipment

●医療用ガス

Coal chemical

(Oxygen, nitrogen and carbon
dioxide, etc.)

(Carbon materials and
agrochemical intermediates)

●ガスプラント・
ガス発生装置

Medical gas

●在宅医療

●ファインケミカル

Home medical care

（医薬中間体・電子材料）

Gas plants/Gas generators

●医療サービス

Fine chemical

●産業機材

エネ

Medical Business

Medical service

(Pharmaceutical intermediates
and electronics materials)

●福祉介護

Industrial equipment

Nursing care

エア・ウォーター・マッハの事業

Business of AIR WATER MACH

シール

モールド

メタル

Sealing Business

Molds Business

Metal Business

●Oリング
O-rings

●パッキン
Packing

●ガスケット
Gaskets

1962 年

●工業用ポリウレタン製品

Steel sle

1997 年

1962 Founded as Masuoka Seisakusho

大同酸素グループから資本出資

1990 Received capital investment from Daido Sanso Group

1991 年

1970

●鋼製

Metal surface treatment.

益岡製作所創業
1990 年

1960

●金属表面処理

Industrial polyurethane products

1980

大連工場設立

1991 Established Dalian Plant

2

1990
1996 年

福建工場設立
1996 Established
Fujian Plant
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With a mission of offering “technology” that is useful to people, AIR WATER MACH, the core company of the AIR WATER GROUP, has been
expanding its business ﬁelds multi-directionally since its establishment in 1962 while thriving in its main business of sealing materials, including
O-rings. Believing that the unity of the “manufacturer” and “users” will open the door to technological innovation and evolution, we are making
great efforts at all times for the future.

2000

2010

2000 年
2000 AIR WATER INC.

エネルギー

農 業・食 品

Energy Business

●エネルギー供給

医療機器

（LPガス・灯油・天然ガス）

cal equipment

(LP gas, kerosene and natural gas)

●ハム・デリカ・冷凍食品

●塩・マグネシア

●果実・野菜飲料・飲料水

●物流

Energy transportation
(LNG transport and storage tanks)

●鋼製束・ターンバックル胴
Steel sleepers/turnbuckle bodies

1997 年

ablished
ant

●金属表面処理

Agriculture

●人工再生木材

Metal surface treatment
Reconstituted wood

動物医療

抗菌

Animal Medical Business

Anti-bacterial Business

●牛用受精卵（胚）移植器

●抗菌消臭剤

Fertilized egg (embryo) transplanting instrument for cows

本社工場を松本に移転
クリーンルーム稼働

2007 年

1997 Relocated Head Ofﬁce Plant to Matsumoto
Started to run clean rooms

株式会社DHIマッハに社名変更

Anti-bacterial deodorizers

抗菌消臭事業に参入
2007 Started the business of anti-bacterial deodorizers

2009 年

Changed the company name to DHI MACH INC.

2005 年

2000

メタル事業取得（天津工場含む）

2009 Acquired the metal business (including Tianjin Plant)

2011 年

ISO14001認証取得

2005 Obtained ISO14001 certiﬁcation

動物医療機器事業に参入

2011 Started the business of animal medical equipment

2010
2014 年

年

場設立

Aerosol

Fruit and vegetables distribution/
processing

●農業

Life support

treatment.

Logistics

●エアゾール

●青果物流通・加工

（LNG輸送・貯槽）

●ライフサポート

面処理

Salt/magnesia

Fruit juice/vegetable beverage/
drinking water

●エネルギー輸送

e

Other Special Businesses

Ham/delicatessen/frozen food

Energy supply

ス

専門

Agriculture & Food Business

2000 年 エア・ウォーター連結子会社化

2014 Built a clean room building
in Fujian Plant

2000 Acquired by AIR WATER INC.
as its consolidated subsidiary

株式会社AWIマッハに社名変更

Changed the company name to AWI MACH INC.

ISO9001認証取得

Obtained ISO9001 certiﬁcation

福建工場に
クリーンルーム棟を建設

に社名変更

2006 年
2006 Changed the company name to AIR WATER MACH INC.
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MACH STORY

01

未来を

創造する力。

長きにわたり、自動車、建設機械、建築用品、医療用品、

製造設備などのシール材として重要な役割を果たす

リングの開発、製造を主力事業として手がけてき

た 私 た ち は、決 し て 同 じ 立 ち 位 置 に と ど ま ら ず、高

精度工業ゴムメーカーとして、社会市場の変化に柔

軟 に 対 応 し て き ま し た。そ の 一 つ が、今 後 さ ら な る

躍進の一途を辿るであろうハイテク産業への製品供

給です。

今 や 製 造 現 場 だ け で な く、日 常 生 活 の 中 で も、様 々

な製品やサービスにAI技術が取り入れられ、人々

が利便性を求める動きは加速度的に増しています。

お客様のものづくりの事業分野においても、その技

術 を 活 用 し た 変 革 に 対 応 す る た め、私 た ち も、未 来

の技術革新をしっかりと見据え、いち早い対応とよ

り 高 精 度 か つ 安 定 性 の 高 い 製 品 開 発、そ の 製 造、供

給すべてを実現し、お客様にとって高い価値へつな

げていきたいと考えています。

エ ア・ウ ォ ー タ ー・マ ッ ハ が つ く り だ す ハ イ テ ク 産

業の「核」。この存在が、必ずや大きな技術発展の力

になることをお約束します。

O

先端技術分野向け超高性能Oリング
Ultra-high-performance O-ring for advanced technology industries

Capability of Creating the Future
Our company, which has been devoted mainly to the development and manufacturing of O-rings that play an important role as a sealing material for cars,
construction machinery, building supplies, medical supplies, production equipment and so on, has never been satisﬁed with the status quo and,
as a manufacturer of high-accuracy industrial rubbers, has ﬂexibly responded to changes in the social market for many years. One such
ﬂexibility is the supply of products to the high-technology industries which will grow further. AI technology has now been applied to a variety of
products and services, not only in manufacturing sites but also in everyday life, and people’s demand for convenience is rising at an accelerating
rate. To deal with changes made using technology in the business ﬁeld of manufacturing of our customers, our company will keep an eye on
future technological innovation to quickly respond to our customers and realize development, manufacturing and supply of products with higher
accuracy and safety to generate greater value for our customers. This is the “core” of the high-technology industries that AIR WATER MACH
creates – we promise that this core will certainly make signiﬁcant contributions to technological development.
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PRODUCTS OF MACH
エア・ウォーター・マッハ

事業領域

Business Areas of AIR WATER MACH

Oリングや高精度工業用ゴム製品をはじめとした、各種シール材の開発・製造を
中心事業とし、新たな産業分野への進出にも活躍の場を広げています。
With the focus on the development and manufacture of various seal materials including O-ring and high-precision
industrial rubber products, we are expanding the place of activity in entering new industrial ﬁelds.

シール事業
半導体・液晶製造装置用途の超高性能シール材や、オーダー
メイドのゴム成型品、ゴムと金属・樹脂など異種材料との複
合品、さらにはフッ素系樹脂製品など、様々なシール・ゴム
関連製品を国内・海外に向けて販売展開しています。
自動車,建設機械,建築用品,医療用品,高度な製造設備などの
シール材として重要な役目を果たしています。

Sealing Business
We sell a variety of sealing and rubber related products in Japan
and overseas, including ultra-high-performance sealing materials
for semiconductors and LCD manufacturing equipment,
made-to-order rubber molded products, composites of different
materials such as metal, plastic, and ﬂuorine-based resins.
These products play an important part as sealing materials for
cars, construction equipment, building supplies, medical
supplies, advanced manufacturing equipment and the like.

各種シール製品
液体や気体を封止するパッキン。工業製品に不可欠な部品として、当社
では、JIS 規格からオーダーメイド, 水栓から自動車・船舶まで、様々な用
途に展開される約50,000種類のシール製品の製造を行っています。

Various Sealing Products
Packing that seals liquid and gas. As an indispensable part for
industrial products, we manufacture 50,000 types of seal products that
are deployed in various application, from JIS standards to made-to-order
from faucets to automotive and ships.
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製品分析,耐性評価,材質測定などに対応
特殊分析機器やドラフター設備を用い、お客様のご要望にお応えした
製品分析，耐性評価のサポートをいたします。

Our company can carry out product
analysis, environmental performance and
material tests, etc.
With our special analytical instruments and drafter equipment, our
company offers support in product analysis and environmental durability
test, etc. as requested by our customers.

加熱発生ガス - 有機系ガス成分分析
Component analysis of heat generated gas and organic gas

成分元素・構成比率分析
Analysis of elemental components
and component ratios

混練りから検査,成型,包装まで
クリーンルームでの一貫生産
高精度・高純度な製品を求める分野へ、高性能製品をご提供いたします。

The manufacturing processes are integrated
production from mixing to molding,
inspection and packaging in a clean room.
We provide high-performance products to customers in ﬁelds where
high-accuracy and high-purity products are required.

クリーンルーム エアシャワー
Air shower in a clean room

クリーンルーム内 洗浄装置
Washing apparatus in a clean room

超高性能フッ素ゴム製品
エア・ウォーターグループ先端企業との共同研究によって開発し
た半導体・液晶製造装置向け材料をはじめ、過酷な条件下で使用
可能な独自開発の超高性能フッ素ゴム製品を製造しております。

Ultra-high-performance
ﬂuoro rubber products
We manufacture ultra-high-performance ﬂuoro rubber products
that were developed uniquely by our company and can be
used under severe conditions, including materials developed
through joint research with the advanced companies in the
AIR WATER GROUP and used for semiconductors and LCD
manufacturing equipment.
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モールド事業
ウレタン注型一筋に、耐久性・耐摩耗性を追求した「高機能」「高品質」の製
品を製造・販売しています。ローラー、プーリー、半導体関連部品、ベルト、
各種注型成型部品などお客様と共に製品を開発・製品化いたします。

Molds Business
We manufacture and sell only “high-functioning” and “high-quality”
urethane casting in which we have pursued durability and abrasion
resistance. We develop and commercialize products, which rollers,
pulleys, semiconductor related parts, belts and various casting
molded parts, in cooperation with our customer.

工業用ポリウレタン製品
工業用ポリウレタン製品の開発・加工・製造を行っています。
マッハ独自の耐熱・耐摩耗性に優れたウレタン系樹脂もライ
ンナップ。また、工業用樹脂の販売も行っています。

Industrial polyurethane products
Our company develops, processes and manufactures industrial
polyurethane products.
We offer our unique urethane resins with great heat and
abrasion resistance. In addition, we sell typical industrial
resins.

動物医療事業
牛用受精卵（胚）移植器の製造販売を通じて畜産業の発展に貢献できるよう
努力しております。

Animal Medical Business
We strive to contribute to the development of the animal
husbandry through manufacturing and sale of fertilized egg
(embryo) transplanting instruments for cows.

牛用受精卵（胚）移植器
受精卵
（胚）を深部注入可能な構造であり、最適化された形状と滑らかな
操作性で、受胎率向上の一翼を担っています。

Fertilized egg (embryo) transplanting
instrument for cows
This structure enables the injection of a fertilized egg (embryo) deep in the
womb of a cow, and the instrument plays a part in boosting the conception
rate with its optimized shape and smooth operability.
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エア・ウォーター・マッハ

事業領域

メタル事業

PRODUCTS OF MACH

鉄に関わり続けた 60年の実績を生かし、「高性能」「高品質」「高作業性」の製
品を開発し皆様にお届けしております。一般家庭用途から業務用途まで、幅広
く縁の下の力持ちとして評価されています。

Metal Business
Taking advantage of our 60 years devotion to iron, we develop and deliver
“high-performance,” “high-quality” and “highly operable” products to our
customers. Our products have gained a reputation as unsung heroes and have
been widely used in various places including ordinary homes and industries.

鋼製束・ターンバックル胴
高性能・高品質な鋼製束，ターンバックル胴をはじめ、ターンバックル胴
を使用した建築材料を製造・販売しております。高い作業性や品質により
公共施設や大手住宅メーカーから一般工務店まで幅広く採用されています。

Steel sleepers/turnbuckle bodies
In addition to high-performance and high-quality steel sleepers and
turnbuckle bodies, we manufacture and sell construction materials
produced using turnbuckle bodies. The high operability and quality of our
products means that they are adopted by a broad range of users, including
public facilities, major housing manufacturers and general building ﬁrms.

金属表面処理
徹底した品質管理・納期管理のもと、建築用金物類に環境対応型高耐食性焼付塗装の
受託加工を行っております。連続炉，金庫型バッチ炉を保有しており、小ロットから
の対応が可能です。
ラスパート，
アクリル塗装，
メラミン塗装，
フッ素樹脂等の表面処理が可能です。

Metal Surface Treatment
With thorough quality control and delivery date management, we perform
commissioned business of environmentally-friendly and high-corrosion-resistant baking
ﬁnishing on building hardware. We own continuous furnaces and safe-style batch type
furnaces, which allows us to deal with orders even in small lots. Our company can
perform surface treatment, including ruspert, acrylic coating, melamine coating and
ﬂuoro resin.

抗菌事業

（抗菌製品技術協議会会員「SIAA」マーク取得）
「安全気軽に消臭・抗菌・防カビできる」をコンセプトに開発した抗菌消臭剤の
製造販売を行っています。事業用，家庭用，OEM商品も取り扱っています。

Anti-bacterial Business

(Obtained the“SIAA”mark as a member of the Society of International
sustaining growth for Antimicrobial Articles)

We produce and sell anti-bacterial deodorizers developed with the
concept of “safe and easy deodorizing, anti-bacterial and mildew
prevention products,” including ones for industrial and household use
and OEM ones.

G2TAMαプラス
世界で初めて、高い安全性を確保しながら強力な抗菌力と抗ウイルス
力を実現しました。ご家庭や一般企業、医療機関などで脅威となるウ
イルスや細菌、カビにその効果を発揮しながら、人体や環境に対する
高い安全性を実現した抗菌消臭剤です。

G2TAMα Plus
Our company has successfully realized the world’s ﬁrst strong
anti-bacterial and antivirus activity while maintaining high safety. This
anti-bacterial deodorizer is highly safe to humans and the environment
while exerting an effect on viruses, bacteria and molds that pose a
threat to ordinary homes, companies and medical institutions.
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技術革新を

生み出す

研究開発。

私たちの事業は、今や高精度工業用ゴム製品を主力

事 業 と し な が ら、抗 菌 事 業、モ ー ル ド 事 業 そ し て 動

物医療事業へと展開してきました。

そ れ ぞ れ の 製 品 を 安 定 供 給 す る た め に、私 た ち は、

常 に 材 料 の 配 合、製 造 方 法、そ し て な に よ り も お 客

様 が 求 め る「理 想 の カ タ チ」と 真 摯 に 向 き 合 い、そ

の進化する現場ニーズに応え続けるため、品質の維

持と向上を目指した研究体制を構築し、活動してき

ま し た。そ れ は、信 頼 性 を つ く り だ す こ と に も つ な

リング業界で世界初となる超耐熱性材料の

がっているのです。

また、

開発に成功し、新たな価値を感じていただける製品

展開を行っております。

今日よりも明日、その先の未来のために、

私 た ち エ ア・ウ ォ ー タ ー・マ ッ ハ の 開 発 者 た ち は、

飽くなき研究開発をこれからも続けていくのです。

O

02

,

自社開発の超耐熱材料を使用した Oリング
Ultra high heat resistance O-ring
using materials developed in-house.

Research and Development to Create Technological Innovation
With our core business of high-accuracy industrial rubber products, we have expanded our business to the anti-bacterial business, molds
business and animal health care business. To secure stable product supply in each business, we have established a research structure with the
aim of maintaining and improving quality and carried out activities to sincerely come face to face with a combination of materials and
manufacturing methods, and above all else, the “ideal” which our customers pursue. This leads to the creation of reliability. In addition, We also
succeeded in developing the super heat resistant O-ring for the ﬁrst time in the world, and are doing product development that let you feel “new
value”. For tomorrow, more than today, and even for the future, the developers of our company, AIR WATER MACH, will continue tireless
research and development.
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03

変わらない

絶対品質。

使う人がいて、初めて真価が問われる私たちの製品。

お客様が本当に価値を見いだせるものとは何かを考

えた時、当然のことながら、「高品質な製品をお届け

続 け る こ と」を 確 実 に 実 行 す る こ と で し た。そ の た

め に、国 内・海 外 の 工 場 で I S O 9 0 0 1 を 認 証 取

得 し、全 て の プ ロ セ ス に お い て 適 用 し て お り ま す。

工程におけるトレーサビリティーはもちろん、お客

様 か ら の お 問 い 合 わ せ・製 品 分 析・工 程 解 析 な ど の

情報をあらゆる工程にフィードバック出来る体系や、

製 品 開 発 か ら 設 計・金 型 製 作・材 料・成 型・検 査・

包装までを一貫して行う生産体制も実現しています。

そ の 中 で、成 型 や 検 査 工 程 に「自 動 化 ラ イ ン」を 構

築 し、お 客 様 に 一 定 品 質 の 製 品 を 提 供 し て い ま す。

厳しい目で妥協を許さない熟練した技術者が、ベス

トな環境下で製品を作り出す。人の力と設備の力が

一番良いカタチで融合できた時、そこには揺るぎな

い高品質な製品が生まれ、自信を持ってお客様にお

届け出来るものとなります。

O リング画像検査装置
O-ring image inspection system

Never-Changing Perfect Quality
Our products are put to the test only after they are used. When we considered in what customers will ﬁnd true value, there was no doubt that we
must make sure to “keep delivering high-quality products.” For that, our company has obtained the certiﬁcation of ISO9001 in our plants in Japan
and overseas and conforms to the requirements in all processes. We have realized not only traceability in the processes, but also a system that
allows feedback of information such as inquiries from customers, product analysis and process analysis to various processes and an integrated
manufacturing structure ranging from product development to design, mold production, material, molding, inspection and packaging. We have
set up “automated lines” in the processes of molding and inspection, etc. to provide products with consistent quality. Our experienced engineers,
who display a responsible attitude and who never compromise, produce products under the best circumstances. Products with consistently
excellent quality will be produced only through integration of the power of humans and that of equipment in the best manner, and then we will
deliver such products with conﬁdence to our customers.
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環境への取り組み
環境理念
当社は、製品・サービスなど全ての活動の環境影響を認識し、地球環境保全に努め将来の世代
の夢が守られる持続可能な社会の義務に向け、環境への負荷が少ないＯリングなどの製品を提
供すると共に、環境保全に積極的に貢献を行います。
エア・ウォーター・マッハ株式会社は、Ｏリングやシール材、工業用ゴムなどの製造・販売をす
る企業であり、油、薬品、水など「流体の漏れを防ぐこと」で環境保全の一端を担っています。
製品のさらなる品質向上・効率的製造によるコストダウンをすると共に、新材料・高精度のゴ
ム製品を創造し挑戦をして、積極的に貢献を行います。

環境方針
環境理念の基に全員参加で、次の方針を定め取り組みます。
1. エア・ウォーター・マッハ株式会社は、Ｏリングやシール材などの製造・サービスの事業活動
に伴う環境負荷を軽減し、環境保全するための環境管理システムを構築し、継続的に改善する
ことにより、環境汚染を未然に予防します。
2. ゴム Oリング及びパッキンのエキスパートとして、お客様のご期待（当社製品を使用し、
漏れ・エネルギーロスを無くす）に応える製品を提供します。
3. 環境に関する法規制及び当社が同意する、顧客・その他の要求事項を明確に規定し、順守します。
4. この環境方針・環境目的・目標を設定し、その達成に向けて、実行・維持し、定期的に見直しを
行い継続的な活動を推進します。
5. 次の項目を環境管理重点課題として取り組みます。
1) Oリ ングの歩留まり及び生産性の向上
2) 環境への負荷が少ない製品の開発
3) 電気の使用量を軽減し、省エネルギーを推進する
6. 環境保護に対し、太陽光発電の利用を通じて、持続可能な資源の利用を推進します。
7. 環境方針は全従業員及び当社のために働くすべての人に周知させ、教育・啓蒙に努めます。
8. 文書化し、実行し、維持します。
9. 環境方針は一般に公開します。
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グリーン調達（化学物質管理）
当社は、グリーン調達（化学物質管理）の取組みとして「AWM 化学物質管理指針」を制定し、
購入する材料，製品，部品等に有害物質を含まない及び環境負荷が少ない資材の調達を
目指して参ります。
お取引先様には、「AWM化学物質管理指針」及び「付属書1」に則した資材のご提供、不
使用証明書 及び化学物質情報のご提供にご協力をお願いしております。
※「AWM化学物質管理指針」及び「付属書 1」，
「不使用証明書」に就きましては、弊社ウェ
ブサイトをご覧ください。

Environmental Eﬀorts
Environmental Philosophy
Recognizing the inﬂuence of all of our activities including our products and services on the environment and
endeavoring to protect the environment of the Earth, our company develops products whose environmental
burden is not signiﬁcant, such as O-rings, and proactively contributes to environmental conservation with the aim
of fulﬁlling the obligation to a sustainable society where dreams of the future generations are protected. AIR
WATER MACH INC. manufactures and sells O-rings, sealing materials and industrial rubber, etc. playing a role in
environmental preservation by “preventing leakage of liquids” such as oils, chemicals and water. In addition to
further improvement of quality and cost reduction by effective manufacturing of products, we are pushing
ourselves to create new materials and higher-accuracy rubber products to make proactive contributions.

Environmental Policies
Under our environmental philosophy, our company has formulated the following policies, and all of our employees
abide by them:
1. AIR WATER MACH INC. prevents environmental pollution by lessening the environmental burden generated
through our business activities, including the manufacturing and services of O-rings and sealing products, etc.,
establishing an environment management system to preserve the environment, and making continuous improvements.
2. AIR WATER MACH INC., as an expert on rubber O-rings and packing, provides products that meet our
customers’ expectations (to eliminate leakage and energy loss using our products).
3. AIR WATER MACH INC. speciﬁes and abides by environmental laws, and requirements of customers and
other requirements which we agree on.
4. AIR WATER MACH INC. sets these environmental policies, environmental goals and objectives, pursues and
maintains them to attain the policies and goals, reviews them regularly, and promotes continuous activities.
5. AIR WATER MACH INC. works on the following items as priority subjects of our environmental management:
1) Improvement of the yield rate and productivity of O-rings
2) Development of products whose environmental burden are insigniﬁcant
3) Reduction in electricity usage and promotion of energy saving
6. AIR WATER MACH INC. uses solar power generation and promotes use of sustainable resources to protect
the environment.
7. AIR WATER MACH INC. notiﬁes all of our employees and all other people who work for our company of the
environmental policies and endeavors to educate and enlighten them.
8. AIR WATER MACH INC. documents, carries out and maintains these environmental policies.
9. AIR WATER MACH INC. discloses the environmental policies to the public.

Green Procurement (Chemical Substances Management)
Our company has developed “AWM Chemical Substances Management Policies” as one of our efforts at green
procurement (chemical substances management) and are striving to purchase materials, products, parts and the
like that do not contain hazardous substances and whose environmental burdens are insigniﬁcant. We sincerely
ask our partner companies to provide materials in accordance with the “AWM Chemical Substances Management
Policies” and “Appendix 1” and submit a Certiﬁcate of Non-Use and chemical substances information.
*Please visit our website for the “AWM Chemical Substances Management Policies,” “Appendix 1” and
“Certiﬁcate of Non-Use.”

事業所

Business Ofﬁces

■本社

Head Ofﬁce

シール事業

Sealing Business

〒390ー1701 長野県松本市梓川倭4009ー1
TEL.0263ー78ー5556（代） FAX.0263ー78ー5243（代）

■関東支店 東京営業所

〒110ー0005 東京都台東区上野3ー1ー2 秋葉原新高第一生命ビル3F
TEL.03ー3839ー9165 FAX.03ー3839ー9169

4009-1 Azusagawa Yamato, Matsumoto-shi, Nagano-ken, 390-1701
TEL: +81-263-78-5556 (Main) FAX: +81-263-78-5243 (Main)

■Tokyo Oﬃce, Kanto Branch
Akihabara Shin-ko Dai-ichi Life Insurance Building 3rd Floor 3-1-2 Ueno, Taito-ku, Tokyo-to, 110-0005
TEL: +81-3-3839-9165 FAX: +81-3-3839-9169

■中部支店 名古屋営業所

■Nagoya Oﬃce, Chubu Branch

■中部支店 長野営業所

■Nagano Oﬃce, Chubu Branch

■中部支店 北陸出張所

■Hokuriku Local Oﬃce, Chubu Branch

■関西支店 大阪営業所

■Osaka Oﬃce, Kansai Branch

■関西支店 神戸営業所

■Kobe Oﬃce, Kansai Branch

〒460ー0008 愛知県名古屋市中区栄5ー27ー14 朝日生命名古屋栄ビル8F
TEL.052ー249ー4180 FAX.052ー249ー4195
〒390ー1701 長野県松本市梓川倭4131
TEL.0263ー78ー0056 FAX.0263ー78ー7008
〒920ー0025 石川県金沢市駅西本町2ー11ー29 株式会社半田 内
TEL.076ー210ー3920 FAX.076ー210ー3930
〒550ー0005 大阪府大阪市西区西本町2ー3ー10 西本町インテスビル3F
TEL.06ー6533ー1086 FAX.06ー6533ー1288
〒651ー0086 兵庫県神戸市中央区磯上通4ー1ー14 三宮スカイビル11F
TEL.078ー262ー5617 FAX.078ー251ー8117

モールド事業・メタル事業

Asahi Mutual Life Insurance Nagoya Sakae Building 8 Floor, 5-27-14 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 460-0008
TEL: +81-52-249-4180 FAX: +81-52-249-4195

4131 Azusagawa Yamato, Matsumoto-shi, Nagano-ken, 390-1701
TEL: +81-263-78-0056 FAX: +81-263-78-7008

c/o HANDA co., ltd. 2-11-29 Ekinishi Honmachi, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken, 920-0025
TEL: +81-76-210-3920 FAX: +81-76-210-3930

Nishihon-machi Intesu Building 3rd Floor, 2-3-10 Nishihon-machi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 550-0005
TEL: +81-6-6533-1086 FAX: +81-6-6533-1288

Sannomiya Sky Building 11th Floor, 4-1-14 Isogamitoori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0086
TEL: +81-78-262-5617 FAX: +81-78-251-8117

Molds Business/Metal Business

■モールド営業部

〒550ー0005 大阪府大阪市西区西本町2ー3ー10 西本町インテスビル3F
TEL.06ー6533ー1096 FAX.06ー6533ー1097

動物医療事業

■Molds Sales Department

Nishihon-machi Intesu Building 3rd Floor, 2-3-10 Nishihon-machi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 550-0005
TEL: +81-6-6533-1096 FAX: +81-6-6533-1097

Animal Medical Business

■中部支店 長野営業所

〒390ー1701 長野県松本市梓川倭4131
TEL.0263ー78ー0056 FAX.0263ー78ー7008

抗菌事業

■Nagano Oﬃce, Chubu Branch
4131 Azusagawa Yamato, Matsumoto-shi, Nagano-ken, 390-1701
TEL: +81-263-78-0056 FAX: +81-263-78-7008

Anti-bacterial Business

■抗菌営業部

■Anti-bacterial Sales Department

〒460ー0008 愛知県名古屋市中区栄5ー27ー14 朝日生命名古屋栄ビル8F
TEL.052ー249ー4182 FAX.052ー249ー4192

生産拠点

Asahi Mutual Life Insurance Nagoya Sakae Building 8 Floor, 5-27-14 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 460-0008
TEL: +81-52-249-4182 FAX: +81-52-249-4192

Production Base

シール事業
■本社第1工場

Sealing Business

■本社第2工場

■本社第3工場

■Head Oﬃce Plant No.1 ■Head Oﬃce Plant No.2 ■Head Oﬃce Plant No.3
4009-1 Azusagawa Yamato, Matsumoto-shi, Nagano-ken, 390-1701
TEL: +81-263-78-5885 FAX: +81-263-78-5633

〒390ー1701 長野県松本市梓川倭4009ー1
TEL.0263ー78ー5885 FAX.0263ー78ー5633

モールド事業
国内

■大阪佃工場

〒555ー0001 大阪府大阪市西淀川区佃6ー5ー1
TEL.06ー6471ー3874 FAX.06ー6475ー0994

Molds Business

Japan

メタル事業

■Niigata Plant

〒959ー2215 新潟県阿賀野市六野瀬436
TEL.0250ー68ー7025 FAX.0250ー68ー7026

436 Rokunose, Agano-shi, Niigata-ken, 959-2215
TEL: +81-250-68-7025 FAX: +81-250-68-7026

シール事業

Sealing Business

■大連工場

■Dalian Plant

中華人民共和国遼寧省大連市保税区愛港路31号4
TEL＋86ー411ー6677ー8055 FAX＋86ー411ー6677ー8077

■福建工場

中華人民共和国福建省福清市融僑経済技術開発区宏路
TEL＋86ー591ー8538ー2951 FAX＋86ー591ー8538ー0949

メタル事業
■天津工場
中華人民共和国天津市武清区王庆坨镇郑家楼村西側
TEL＋86ー22ー2951ー0098 FAX＋86ー22ー2951ー1528

6-5-1 Tsukuda, Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 555-0001
TEL: +81-6-6471-3874 FAX: +81-6-6475-0994

Metal Business

■新潟工場

海外

■Osaka Tsukuda Plant

31-4 Ai Gang Rd, Jinzhou Zone, Dalian City, Liaoning Province, People's Republic of China
TEL: +86-411-6677-8055 FAX: +86-411-6677-8077

Overseas

■Fujian Plant
Honglu Rongqiao Economic and Technological Development Zone, Fuqing City, Fujian Province, People's Republic of China
TEL: +86-591-8538-2951 FAX: +86-591-8538-0949

Metal Business
■Tianjin Plant
West of Side, Zhengjialou, Wangoi Ngtuo Town, Wuqing District, Tianjin City, People's Republic of China
TEL: +86-22-2951-0098 FAX: +86-22-2951-1528
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