
富山で未来の形を創る

五面加工   /   横中ぐり加工   /   各種高精度部品加工

受 託 加 工 のご 案 内

富山で未来の形を創る
2007年設立 日本屈指の板金プレス・切断機および付属設備のグローバルカンパニー

株式会社 ケイエステック　KS-TECH CO.，LTD.
動画によるご案内 ▶



ケイエステックについて

株式会社ケイエステックは、富山県に本社及び本社工場がある主に自動車部品を製造する板
金プレスや切断機の設計、加工、組立をし、広く国内外に販売を展開している従来のプレス
製造の概念を超えた極めてエポックメイキングなグローバル企業です。
その一方、プレス機でもっとも重要な揺動面加工の実績で培われた設備と技術をもとに、様々
な産業機械部品の受託加工を行なっております。

ケイエステックについて

本社工場

板金プレス板金プレス

切断機切断機

本社本社 本社設計室本社設計室
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受託加工のご案内

受託加工

横中ぐり加工

五面加工

プレス加工に精通し豊富な経験と実績を持つ技術者が、お客様のご要望にお応え出来るよう
万全の態勢で対応いたします。独自のアタッチメントも自社開発し計測には最先端の技術、
ワイドエリア三次元測定機を採用しております。

大型五面加工機　　／    横中ぐり複合工作機　 ／    マシニングセンタ
ターニングセンタ  ／   複合機　　／    大型クレーン

動画による
ご案内 ▶

ケイエステック加工スタッフATC に120 本対応可能

アジャストのこ刀ネジ

プレス部品（クラウン）

大型クレーン

大型五面加工機によるベッドの加工風景

ワイドエリア三次元測定機
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五面加工機
MPB-3580B / MPC-31B65
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五面加 工 機

3,500mm

3,500mm

8,300mm

75ton

設備仕様

門　高

門　幅

最大テーブルストローク

最大積載質量

数値制御プラノミラー ( 五面加工機 )
MPB-3580B

大型の素材の加工が可能。
材質は SS材、SC材、SCM材、FC、FCD材などだけではなく

ステンレス・アルミにも対応。

大型クレーンにより加工物の面を回転させ６面加工も可能。

大型の五面加工機を２機用意、パラレルでの加工により納期短縮も可能。非常に大型の部品加工も可能です。

CNC やモータは 2019 年に新形化いたしました。

2,440mm

3,100mm

7,500mm

40ton

設備仕様

門　高

門　幅

最大テーブルストローク

最大積載質量

数値制御プラノミラー ( 五面加工機 )
MPC-3165B
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ツール

豊富なツールと定番のアタッチメントに加えて
自社開発のアタッチメントもご用意しております。

お客様のあらゆるご要求、複雑な仕様にも対応させて頂きます。



アタッチメント

自社開発
アタッチメントの

ご紹介

スナウト150
長さ300mm、Φ150mmのスピンドル
により深さのある隅削り加工および
穴くり加工が可能

5kW /100r.p.m
490N.m
1：1

1000r.p.m

出力

主軸回転比
最高回転数

最大切削力
最大トルク

項　目 仕　様

2軸アングルヘッド
深さ1400mmまでの
隅取り加工が可能。

5kW /100r.p.m
50kg.m
1：1

800r.p.m
400r.p.m

出力

主軸回転比
最高回転数
許容連続回転数

最大切削力
最大トルク

項　目 仕　様

スナウト280
長さ950mm、Φ280mmのスピンドル
により深さのある隅削り加工および
穴くり加工が可能。

20kW /1000r.p.m
200kg.m

1：1
1600r.p.m

出力

主軸回転比
最高回転数

最大切削力
最大トルク

項　目 仕　様
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アタッチメントは全 8 台用意しております。アタッチメントは全 8 台用意しております。



五面加工機  加 工 製 品

加工製品の一例

ベッド／非常に大きな部品加工をしています。

アプライト／相互誤差が無いことを要求されます。アプライト／相互誤差が無いことを要求されます。
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五面加工機  加 工 製 品

ボルスタ／非常に高い真直度を要求されます。

プレス部品（コンロッド）
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フライス
横 中 ぐ り 複 合 工 作 機

MAF-RS  150B-NC

10,000mm

3,500mm

3,000mm×2,500mm

40ton

設備仕様

コラム移動量

最大加工高さ

ロータリーテーブル

最大積載質量

フライス横中ぐり複合工作機
MAF-RS   150B-NC
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フライス横中ぐり複合工作機  加 工 製 品

奥行きのある大口径中ぐり等、様々な加工が可能。

プレス部品（クラウン）プレス部品（クラウン）
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M-H50D / TMS2-20/40N / INTEGREX60

マシニングセンタ
ターニングセンタ
複合旋盤

独自のセッティングと熟練した加工技術者により
高品質・高精度な部品を製造。

マシニングセンタ
M-H50D

1,080mm

680mm

780mm

500mm×2パレット

800kg

設備仕様

X軸移動量

Y軸移動量

Z軸移動量

テーブル寸法

最大積載質量

CNC立旋盤（ターニングセンタ）  
TMS2-20/40N

4,000mm

1,600mm

2,000mm

20ton

設備仕様

最大旋削外径

最大旋削高さ

テーブル直径

最大積載質量

複合旋盤
INTEGREX60

915mm

3,000mm

3,000kg

設備仕様

最大加工直径

最大加工長さ

最大支持質量
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マシニングセンタ / ターニングセンタ / 複合機   加工製品

ライニングディスクライニングディスク

ターニングセンタによる O リング溝加工ターニングセンタによる O リング溝加工
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アジャストのこ刀ネジ
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制御用ノートパソコン

三次元測定器

計測には最先端の技術、ワイドエリア三次元測定機を採用しております。

デジタルによる高精度の測定を実現

ワイドエリア 三次元測定機

［ 設 備 仕 様 ］

3 つのカメラ機構を備えたカメラ
ユニット

ワイヤレスプローブの先にある
スタイラスを対象物に当てて計測
します。

ワイヤレスプローブにはタッチパネ
ルを搭載。手元のモニタで操作を行
えます。

幅：10000 mm 奥行：3500 mm 高さ：5000 mm

3000×1500×1500 mm

±（28+5L/1000）μm※

±10μm

最大測定長さ（W×D×H）

精度保証範囲（W×D×H）

指示誤差精度（精度保証範囲内）

繰り返し精度（2σ）

※精度保証範囲内にて、使用環境+23±1℃のとき。

項　目 仕　様

制御用ノートパソコン

カメラユニット

ワイヤレスプローブ
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メッセージ

「ケイエステックは、プレスの設計から加工・組立までし
ており、プレスの大きな加工が可能です。それが弊社の大
きな強みです。プレスの形状も複雑ですので、それに対応
するアタッチメントも色々工夫しており、加工のノウハウ
がございます。また従来から、ステンレス等の大物の加工
もしておりますので、色々な材質の加工も技術的には蓄積
されております。従いまして、様々な産業機械の加工も対
応できますので、是非ご用命をお願い致します。」

代表取締役社長　木下裕次

プレス加工のノウハウを活かし、
様々な産業機械の加工に対応。

製造部製造グループ加工チーム
チーム長　市川 公位（いちかわまさのり）

独自にアタッチメントを開発し、
匠の手を加えてこそ最高の精度へ。

「お客様の様々なご要望に応えるため、加工機には弊社独自
のアタッチメントをご用意しております。また、時には、
ツール、治具をカスタマイズし、加工させていただいており
ます。技術の伝承を守ることを常に心がけ、指導および教育
をしております。」

日本屈指のプレス加工技術で
最高水準の加工をお約束します。
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ケイエステック加工スタッフ



商　　　号 : 株式会社 ケイエステック　KS-TECH CO.，LTD.
設　　　立 : 2007年
代　表　者 : 代表取締役社長　木下 裕次
資　本　金 : 3億円
年　　　商 : 20億円
従　業　員 : 47名
本　　　社 : 〒930-0293 富山県中新川郡立山町鉾木220番地　Tel.076-462-9611　Fax.076-462-9255
東京事務所 : 〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル6階　Tel.03-3450-8577　Fax.03-3450-8579
事 業 内 容 : 鍛圧機械・切断機および付属設備の開発・製造・アフターサービス・OEMクリモト鍛造プレス・受託加工業務
http://www.kurimoto.co.jp/ks-tech

 和　暦 西　暦 沿　革 日本の出来事 世界の出来事

文　久 2 1862 初代佐藤助九郎が富山県柳瀬村において佐藤組を創業 生麦事件 リンカーン奴隷解放宣言

昭　和 6 1931 佐藤組を佐藤工業株式会社に組織変更 東京飛行場開港 満州事変勃発
 34 1959 富山工場、板金プレス事業を始める 黒部トンネル開通 キューバ革命
 35 1960 プレス機械初受注 チリ地震津波来襲 アフリカの年
 36 1961 日本板金プレス工業会に入会 トヨタ自動車パブリカ発売 ボストーク1号地球一周成功
    マン島レース本田技研優勝
 42 1967 自動車メーカーT社にプレス機械を納入 トヨタ自動車2000GT発売 欧州共同体発足
 47 1972 東独エアフルト社と棒綱切断機で技術提携 沖縄返還　あさま山荘事件 イラク石油会社国有化
   同社から回転鍛造機を購入 日中国交回復 ウォーターゲート事件発覚
 48 1973 富山工場、佐藤工業株式会社より独立し、 石油ショック物価急上昇 ニューヨーク世界貿易センター
   佐藤鉄工株式会社（SATO）となる　資本金5億円  グランドオープン
 54 1979 動力プレス特定自主検査業務開始 日本電気同社初パソコン発売 ソビエト連邦アフガニスタン侵攻
   切断機2000kNを自動車メーカーＨ社へ初出荷 ソニーウォークマン発売 スリーマイル島原発事故
 56 1981 東独エアフルト社と回転鍛造機に関し技術提携 日本電気国産初10万円を切る スペースシャトル初飛行成功
    パソコン発売
 60 1985 16000kN・15000kNトランスファプレスの開発に着手 NTT JTT発足 バックトゥザフューチャー公開
    日航ジャンボ機墜落事故 メキシコ大地震発生
 62 1987 35000kNトランスファプレスを納入 国鉄民営化 地球人口50億人超
    黒部の太陽出演石原裕次郎死去 ブラックマンデー 

平　成 2 1990 10000kNブランキングプレスを納入 バブル経済崩壊株暴落 東西ドイツ統一
 3 1991 20000kNトランスファプレスを米国へ納入 雲仙普賢岳大火砕流 湾岸戦争
   機械工場に五面加工機導入 新幹線最高時速325.7km/h記録 ソビエト連邦崩壊
 7 1995 リンクモーションプレス6000kNを納入 阪神淡路大震災　地下鉄サリン事件 ベトナムASEAN正式加盟
    Windows95発売 世界貿易機関発足
 14 2002 切断機10000kNを納入 日韓共催FIFA　ワールドカップ 開催ユーロ流通開始
 19 2007 佐藤鉄工株式会社から鍛圧機部門を分社化 第1回東京マラソン開催 サブプライム世界的株安へ
   株式会社ケイエステック設立　資本金1億円 アメリカ大リーグイチロー選手 原油価格大高騰
   株式会社栗本鐵工所より資本参加　資本金3億円 日本人初MVP
 20 2008 新型切断機MACSの開発に着手 ノーベル賞日本人4人受賞 リーマン・ショック
   ISO9001認証取得 iPhone発売 オバマ大統領当選
 23 2011 MACS-3000を初出荷 東日本大震災 スティーブ・ジョブズ死去
    地上デジタル放送完全移行 地球の人口70億人超 
 25 2013 リニアサーボフィーダを初出荷 富士山世界遺産登録 猛烈台風フィリピン直撃
    2020年東京オリンピック決定
 26 2014 15000kNトランスファプレスをブラジルへ納入 消費税8%引上 エボラ出血熱緊急事態宣言
    御嶽山噴火 パキスタン マララノーベル平和賞
 28 2016 ハイテン対応8000kNブランキングプレスを 熊本地震発生 トランプ大統領当選
   トルコに納入  ボブ・ディランノーベル文学賞
   MACS-3000を国内2台納入
 30 2018 MACS-4500を国内１台納入 トヨタ自動車ル・マン24時間レース、 大坂なおみ、全米オープン優勝
   ハイテン対応10000kNブランキングプレスを 総合優勝
   インドネシアに納入 
   IOT（クラウド）運用開始 

令　和 元年 2019 MACS4500を2台出荷 ホンダ技研2006年以来、
    2015年のF1復帰後初優勝
    トヨタ自動車ル・マン24時間
    レース、2018年に続く連覇達成

 2 2020 12000kN サーボプレスを出荷予定
　　　　　　　　　　　13500kN 2ポイントプレスを出荷予定

ポーランド

メキシコ

ブラジル
フィリピン

インドネシア

ロシア

トルコ
インドイラク

タイ

中国
韓国

台湾
日本

ドイツ カナダ

U S A

［ 納入実績 ］

［ 沿 革 ］

［ 概 要 ］

板金プレス : 1003台以上（国内含む） 切　断　機 ： 144台以上（国内含む）

動画による
ご案内 ▶




