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SHINK A

TOKYO
NAGOYA
OSAKA

日本一の高さを誇り、世界文化遺産に登録された「富士山 三保松原」を望む静岡県。
静岡は、企業にとって、日本一の「富士山 三保松原」のように魅力的な地域であり、
多くの企業にビジネスの拠点として選ばれています。
三立機械株式会社は、昭和52年創立以来、静岡で育まれた素晴らしい企業や人 に々支えられながら、
社会に貢献できる企業を目指してまいりました。
今後さらに「深化」する機械産業の現場に応える提案力、
日々「進化」するテクノロジーを融合した先進技術を学び、
そして、NC工作機械・工具の総合商社としての「真価」を身につけ、
地域社会への貢献をしてまいります。

SHIZUOKA
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Shizuoka Prefecture boasts the pride of Japan: the World Heritage listed Mt. Fuji and Miho-no Matsubara. With many　
corporations calling Shizuoka their home, Shizuoka is the ideal spot for business. Since our establishment in 1977, Sanritsu　
Machinery has continually strived to contribute positively to society, supporting local businesses and its people . 
Sanritsu Machinery aims to continue contributing to society in three major ways: (1) The contribution of innovative ideas to the　
machine industry. (2) Applying the latest in advanced technology. (3) To discover what numerically controlled (NC) machine　
manufacturers can do for society.

静冈县拥有日本最高峰、同时也是被列入世界文化遗产的富士山以及旅游景点三保之松原。对企业而言，静冈县富有魅力，多家企业在此拥有经营

据点。三立机械株式会社自1997年在静冈县创立以来，在对成长起来的优秀企业和人员进行支援的同时，也一直致力于奉献社会。今后，三立机械将

对“深化(SHINKA)”中的机械行业进一步提出议案，学习日益融合“进化(SHINKA)”科技的先进技术，而且作为NC工作机械和工具的综合商社，

还将具备实实在在的“真值(SHINKA)”，继续对当地社会做出贡献。



NC工作機械・工具の総合商社として

優れた発想力で、「オンリーワン」を目指し、
お客様へ最適な提案をすることが私たちの願いです。

進化してゆく産業界に貢献したい。

三立機械株式会社は、昭和52年に会社創立以来、

静岡の産業界を通じて社会に貢献できる企業をめざしてまいりました。

私の3つの根幹は、「お客様から信頼される会社づくり」

「社員が生きがいを感じられる会社づくり」「社会への貢献と環境への配慮」です。

それぞれの柱をコツコツと積み重ねることで、前向きのベクトルがシナジー効果によって、

独創的な会社が出来上がると信じてやみません。

当社の大きな特長は「提案力」。単なる納入業者ではなく、お客様のニーズを的確に捉え、

様 な々提案を通して皆様のお役に立てることが、当社の何よりの喜びでございます。

We want to positively contribute to the industrial world.

代表取締役 下山龍康

Cor porate  Phi losophy
企業理念

企業理念
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自1977年于日本静岗成立以来，三立机械股份有限公司一直致力于成为能以行业界为依托，为当地社会发展做出贡献的社会责任型企业。“让顾客

有信赖感”，“让员工有归属感”，“与当地社会齐发展，与当地生态共和谐”，这正是我们一直所坚持的。把这三点当作信仰，点滴积累，步步前行，再

加之社会各界的协力支持，一定能成为具有自身发展特色、拥有自主创新能力的优秀公司，这也是我们一直所坚信的。我们不仅仅生产销售商品，也

尽心了解每一位顾客的需求，尽力为每一位顾客定做出最合适的方案，希望以此能够真正满足顾客的需求，能够真正为顾客略尽绵薄之力，这是我

们最大的亮点，最大的追求，也是顾客所给与的最大的肯定。

作为专业生产数控机床与相关装备器具的综合型公司
我们一直在为行业发展贡献一份力

Since our establishment in 1977, Sanritsu Machinery has continually strived to be a business that can positively contribute to 
society by supporting those businesses in Shizuoka. We operate on three basic principles: (1) Respect for the trust our customers 
place in us. (2) Finding joy in bringing joy to our workers’ lives. (3) Contributing to society while taking the environment into 
consideration. We believe that through the combination of these three principles, we’ve become the creative business we are 
today. Our company’s greatest strength is its “advice”. As everyone’s needs are different, it is with our utmost pleasure that we 
provide not only goods, but offer advice tailored to suit your particular needs.

お客様第一
お客様から信頼される

会社づくり

生きがい
社員が生きがいを
感じられる
会社づくり

社　訓
SANRITSU
MACHINERY

社会貢献
社会への貢献と
環境への配慮



We place ourselves in your shoes so that we can offer extensive consulting 
and the latest in cutting-edge technology.

Manager ia l  Pol icy
経営方針

どんなに優秀な商品でも、その使い方やコーディネートを誤っては、その性能を引き出すことはできません。
どんなに難題でも機械・工具の特性を知り尽くしたスタッフとマシンの融合が不可能を可能にしています。
マシンだけではなく、お客様の立場にたち、最高の満足をお届けする人材の育成こそ、
わたしたちの最も大切な仕事です。

旺盛な探究心で難題にチャレンジする
提案型営業スタッフが、不可能を可能にしていきます。

お客様の立場にたち、
卓越したコンサルティングノウハウを
最先端の機械にマッチング。

即使是再优良的商品，使用方式不正确的话是无法充分利用商品的性能。但如果能把熟知机械和工具特性的职员们的知识运用在新机上，就算碰

到不可能的难题也可以将其化为可能。本公司的目的不仅是制造机械，培养出能确实满足顾客们种种需求的精英职员也是我们公司的宗旨。

站在顾客的立场上，以卓越的咨询经验技术和最先进的科技与市场匹敌

No matter how superior the item is, its full potential cannot be brought out if one does not know how to use it effectively. No 
matter how difficult the issue may be, our competent and friendly staff will offer their expertise and make the impossible possible. 
We believe that it is our job to not only craft machinery, but to nurture capable staff members who will be able to assist you in 
every way possible.

経営方針
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沿　革

Future  V iew 
未来への展望

企業は、単に経済活動を通じて利潤を追求するだけではなく、
広く社会にとって有用な存在でなければいけません。
地域社会との良好な関係の構築、積極的な社会貢献の推進を図り、
人々が快適に暮らすことができる、豊かな地域経済・社会・文化の実現に
貢献する企業であり続けたいと願い、これからも社員一丸となって取り組んでいきます。

産業の基盤づくりを通じ、
人間の幸福と豊かな社会の実現に
貢献する企業であり続ける。

（昭和52年）
（昭和56年）
（昭和56年）
（昭和56年）
（昭和60年）
（昭和60年）
（昭和60年）
（昭和63年）
（昭和63年）
（昭和63年）
（平成元年）
（平成2年）
（平成2年）
（平成4年）
（平成4年）
（平成6年）
（平成14年）
（平成19年）
（平成22年）
（平成22年）
（平成22年）
（平成25年）
（平成25年）
（平成26年）

1977年
1981年
1981年
1981年
1985年
1985年
1985年
1988年
1988年
1988年
1989年
1990年
1990年
1992年
1992年
1994年
2002年
2007年
2009年
2009年
2009年
2013年
2013年
2014年

12月
4月
8月
10月
4月
4月
4月
1月
4月
5月
4月
3月
8月
5月
8月
8月
3月
3月
1月
3月
5月
8月
11月
5月

清水市辻4丁目で三立機械を創立
三立機械株式会社を資本金500万円で設立
清水市（現静岡市清水区）八坂北1丁目に自社社屋竣工
THK（株）代理店権を獲得
三菱マテリアル（株）代理店権を獲得
営業範囲を富士から菊川に拡大
菊川町（現菊川市）に菊川営業所を開設
（株）大東精機を清水市（現静岡市清水区）北脇新田に設立
（株）コガネイ代理店権を獲得
（株）小糸製作所　協力会に入会
ファナック（株）代理店権を獲得
本社社屋を拡張
資本金を1,000万円に増資
（株）大東精機の工場を拡張し、庵原町に移転
菊川営業所を支店に昇格させ、自社社屋を竣工
資本金を3,000万円に増資
本社社屋を増築
富士営業所を開設
エコアクション21を取得
介護支援事業「（株）くらしサポート」設立
区画整理事業で菊川支店を新築
（株）大東精機　工場移転
三立機械（株）　本社社屋新築
（株）くらしサポート　デイサービス完成予定

三立機械株式会社
下山龍康
青田隆之
1977年（昭和52年）12月10日
1981年（昭和56年）4月10日
3,000万円
2月
58名（三立機械（株）30名・（株）大東精機12名・
（株）くらしサポート16名）
静岡県内全域、海外（アメリカ・上海・広州・タイ）
静岡信用金庫・みずほ銀行・商工中金
本社：静岡市清水区八坂北2丁目11番22号
菊川支店：菊川市加茂2624-1
富士営業所：富士市日之出町28番地
（株）大東精機：静岡市清水区楠349-1
（株）くらしサポート：静岡市清水区駒越中1丁目1118-2
（介護事業）
工作機械・切削工具・ツーリング工具・作業工具・
空圧油圧機器・測定工具・電動工具・伝導工具・
荷役運搬機器・化学製品・ポンプ・配管工具・
住宅関連製品・環境機器・建設機械・工作用機器・
工場用機器・研削工具・産業用ロボット・
省力化装置・コンピュータ関連

会 社 名
代表取締役
取 締 役
創 業
設 立
資 本 金
決 算 月
従 業 員

販 売 先
取 引 銀 行
所 在 地

関 連 会 社

取 引 品 目

未来への展望
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