
基本方針

1.私達は、誠実、謙虚、感謝の心を座右の銘とします。

2.私達は、創造的なアイデアと魂の入った機械作りが出来る技術者集団になります。

3.私達は、安価で使い易く、故障のない機械を世に出します。
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イオンモール大日

アカカベ

守口市立梶中学校

守口自動車教習所

大日町
梶町

大阪モノレール大日駅
大阪メトロ谷町線 大日駅

守口JCT

至 寝屋川市方面
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精密成型研削盤 PFG450DXC

CAD/CAM １台

設備名 型式・型番 台数

2DCAD CADSUPER

電気CAD

3DCAD SOLIDWORKS

ECAD DCX/DIO ２台

８台

１台

直立ボール盤

タップボール盤

卓上ボール盤

コンターマシン
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設備名 型式・型番メーカー 台数

YAMASAKINCフライス盤

汎用フライス盤 YAMASAKI

YZ-8WR

CNC旋盤 TAKISAWA TAC-510

マシニングセンタ

汎用旋盤 TAKISAWA TAL-510

OKK VM4Ⅲ

YZ-500WRⅢ

YZ-400NCR

YZ-8C

小型高速精密旋盤 EGURO GL-120形

TAL-560

YZ-350NCR

１台

制御ソフト ２台GX-WORKS/KV-STUDIO 他



貴社の真のニーズをつかみモノづくりをサポートいたします。

井上機械株式会社は、1975年に省力化機械の設計・製作を専業として創立し、

以来「使いやすく故障のない、安価な」機械づくりを目指して、大手家電メーカーや

自動車メーカーなど、あらゆる業界の自動化機械をお客様と共に製作してまいりました。

製造現場や省力化機械のことを、熟知している経験豊かなスタッフが、

「こんな機械が欲しい」多様なニーズにお応えします。

自動組立装置、省力化機械の設計・製作 設計・製造・検査・納品まで社内で一貫生産体制により、

品質管理の徹底やスピード生産、低コストを実現

精度の高い部品加工や機械組立、また設備異常や、

故障がなくチョコ停が起きない設計に定評があります

安全で使いやすく、メンテナンスの容易さ

完全オーダーメイドで製作いたします
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井上機械の強み

お見積から
納品まで
スピード対応

細かい精度まで
迅速対応

私達は世のため、ひとのためになる機械を

世に送り出すことによって社会に貢献します。

生産性向上による
売上アップ

ヒューマンエラー
軽減

人手不足の解消

安定した生産速度
品質キープ

省人化による
コストダウン

データの可視化

設計開発から
対応可能



1975年12月

1984年12月

1991年12月

1992年11月

1998年7月

2004年2月

2017年

守口市佐太中町1丁目9番20号に於いて、井
上康彦個人にて大阪機設工業所を創設し、省
力化機械の設計・製作を事業として発足する

個人経営を井上機械株式会社に改組し、
井上康彦が代表取締役に就任する

組立工場竣工（380㎡）

資本金500万円を1000万円に増資する

資本金1000万円を2000万円に増資する

資本金2000万円を3000万円に増資する

大阪ものづくり優良企業賞を受賞
守口門真ものづくり元気企業認定

会社概要

設 立 1984年12月
資本金 3000万円
代表者 井上 康彦
従業員数 25人
取引銀行 三菱UFJ銀行 守口支店

京都銀行 門真支店

組立工場
〒570-0002
大阪府守口市佐太中町1丁目8番30号

部品工場
〒570-0002
大阪府守口市佐太中町1丁目9番20号

沿革

TEL : 06-6904-0625

FAX : 06-6904-4611

手動・半自動装置から自動フルライン化まで、お客様の

ご要望とご予算に応じた装置をご提案いたします。

部品工場

413㎡

組立工場

380㎡

制御/機械設計室

132㎡132㎡

事務所

営業部 技術部

組立
製造

部品
製造

お客様との仕様打ち合わせに基づき、
構想設計から製作図、電気制御を、蓄
積された経験と技術を活かしお客様に
喜んで頂ける機械を設計しています。

機械設計 電気制御

全体構想設計
部品・ユニット設計

ハード・ソフト設計
制御盤製作・機内配線

モノづくりを通じてお客様に何をご提
供させて頂くかをモットーに営業を
行っています。お客様とのディスカッ
ションを通じて真のニーズをつかみ、
高品質で安全な機械をご提案します。

組立図面、製作仕様書に基づき機械の
組立、配管作業から、ティーチング、
調整、現地据付作業まで行います。

製作図面にもとづき機械加工部品の
製造を行います。
鉄、アルミ、ステンレス、等の
金属加工、樹脂加工、仕上げ等

受注体制 社内検査設計
品質チェック
機械の調整

引き合い

受注

お見積り

構想設計図の作成
提出・承認

出荷・調整・据付

アフターフォロー

部品加工

機械組立

電気制御

立会い検査

お客様に
ご来社いただき
試運転を実施

各単工程の受注もおこなっております。お気軽にご相談ください。

設計・製造工程

HISTORY



ケースプラグインサート自動機

LCホルダCO半自動検査機

ケースプラグインサート自動機は、

LCホルダCO半自動検査機は、

ボスピン溶着機 ボスピン溶着機は、

IKK 井上機械株式会社PRODUCT 自動車部品関連機械

車載用プラグ成形
インサート自動機

車載用ホルダ自動検査機

ハザードスイッチ成形機

自動車用のハザードスイッチの接
点を金型で打ち抜き、樹脂成形型
へ挿入し、成形されたハザードス
イッチをロボットで取出し、トレ
イへ挿入する装置です。

パレットコンベアーで各スイッチ
を搬送しながら、各部品に一定量
のグリスを塗布して組立を行う。
同時に各スイッチの動作検査をし
て完成させる装置です。

ドアースイッチ組立機

自動車のドアースイッチの接点を
金型で打ち抜き、各パーツフィー
ダーで供給し組立を行い、品種判
別を画像認識で検査する装置です。

コンビネーションレバー
組立システム

端子を供給して分断後、金型にイ
ンサート成形を行う。成形品を取
出し、ヒーターブラシによるバリ
取りをして画像検査、絶縁検査、
ゲートカット後に、良品と不具合
品の選別を行う装置です。

製品が整列されたトレーをセット
し、製品に印字されているOCRに
検査結果を紐づけを行い、コンデ
ンサ容量検査、コイルインダクタ
ンス検査、抵抗検査、画像検査等
を実施して判定後、良品と不具合
品を排出する装置です。

車載用部品自動組立機

車載部品の組立検査を自動で行う
装置です。カバーとハウジングが
供給され、抵抗検査、画像検査等
の各検査で判別をしながら良品の
組み立てを行い完成品を排出しま
す。カム式機構により精度を保ち
ながら高速で加工が可能です。



ケースプラグインサート自動機

LCホルダCO半自動検査機

ケースプラグインサート自動機は、

LCホルダCO半自動検査機は、

ボスピン溶着機 ボスピン溶着機は、

IKK 井上機械株式会社PRODUCT 一般省力化機械

フィルムロール
パレタイズシステム

キャップ組立装置

酒、しょう油等のパックのキャップ
と注入口をパーツフィーダーから取
出し、キャップにパッキンを金型で
自動で打抜き挿入し、注入口はアル
ミシールを自動溶着して一定トルク
でネジ込み組立を行い検査する装置
です。

コンベアからランダムで搬入される
フィルムロール(径120Φ～420Φ 
長さ400ｍ～1200ｍｍ)に貼付され
たバーコードを読み取り指定された
パターンでパレットにパレタイズす
るシステムです。ロールの上面、下
面をフォークで挟みパレタイズする
為、ロール間の隙間は無く胴体を痛
めないのが特徴です。

ガスセンサーピン
自動挿入装置

位置決めができない丸形状に2ヶ所
のピン穴がある部品にピンを2本同
時挿入するため、丸形状部品をパー
ツフィーダーから取出し画像認識で
穴位置を認識してピンチャックヘッ
ドがその角度に回転してピンを挿入
する装置です。

フープローダーは、成型加工やプレ
ス加工等に使用するフープ材を自動
で巻取りと巻出しを行います。フー
プ材層間紙の巻取りと巻出しができ
る装置です。

ねじ切りシステム

プレスボード切断機、
振り分け装置

プレスボード巻込み切断機・振り
分け装置は、定尺のプレスボード
を指定した幅に自動で切断します。
また切断した製品をベルトコンベ
アで振り分けをする装置です。

配管用鋼管の両端に管用のテーパね
じを加工して、次のストッカに管を
排出するまでの工程を自動的に行う
装置です。

供給装置 フープローダー



ケースプラグインサート自動機

LCホルダCO半自動検査機

ケースプラグインサート自動機は、

LCホルダCO半自動検査機は、

ボスピン溶着機 ボスピン溶着機は、

IKK 井上機械株式会社PRODUCT 自動フルライン / 電子部品関連機械

コイル自動検査、
テーピング装置

フープ材に祖横着されたコイルを1
個1個切断してピックアップターン
テーブルに移載し、各スティショ
ン毎に計測器で特性、耐圧等の検
査を自動で行い、良品をテーピン
グする自動機です。

車載用部品 自動組立フルライン

車載用電装部品を供給、搬送してナットを締め付けた後、樹脂成型をします。完成品
を画像・導通検査を行い、その後、樹脂カバーを組付けして、良品・不良品を仕分け
排出までの工程を自動で行う生産ラインです。全長は約25ｍ。

ターミナル・ブラシ
自動抵抗溶接システム

マガジンに詰めてあるサーミスタ
を搬送パレットに移載し、ブラシ
とターミナルをパーツフィーダー
から搬送されパレット上で位置決
めをして溶接する。溶接後画像検
査と抵抗検査を行い、トレイに自
動収納するシステムです。

異形部品自動挿入機

チップマウンターで挿入できない
電子部品をパーツフィーダー、ス
ティック、トレイ、テーピング等
の供給方法で、弊社独自のロボッ
トヘッドが基盤に自動挿入する装
置です。



お悩みのお客様は、「井上機械」で検索！

井上機械株式会社

省力化したい…
自動化したい…
人手不足を解消したい…
生産性の向上や品質をキープしたい…

お急ぎのお客様は、お電話又はメールより
お気軽にお問い合わせください。

06-6904-0625 ikk@inouekikai.co.jp

http://inouekikai.co.jp


