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FPC
p4-5: Data Processing / データ作製

Pattern Design (CAD) : CADパターンデザイン

p10-11: Inspection and management
　　　　 検査・管理工程

Test System

Overseas

有史以来、人類が積み重ねてきた数々の文明。
人類はより良い未来のために、
いつの時代も考え、そして実行してきました。
その長い歴史の中に刻まれた努力の一つ一つに
私たちは限りないロマンを感じます。
そして今、私たちもまた歴史の一頁を技術という分野で創造します。
そこにロマンを求めて・・・・・・。

The countless civilizations that human beings have built since the beginning of history.
In every age, people plan for and dream of a better future.
And they have consistently managed to make their dreams come true.
The chronicles of these heroic struggles read to us 
like a breathtaking epic steeped in endless romance.
And now, through our technology, we, too, are writing a new chapter of history.
TAIYOーin search of everlasting romance.
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ネットワーク化されたCADと豊富なデータベースを使用。
信頼性の高いパターンデザインを迅速に作製。

p6-7: First Stage / ファーストステージ
Through Hole Drilling : スルホール加工

Etching : エッチング工程

穴あけ・スルホールめっき工程。

p12-13: Test System Development
テストシステム開発

プリント配線板検査システムのコンセプトと製品概要。

p14-15: Products lineup
装置ラインアップ

p16-17: Trading and Engineering Business
商社事業・海外展開

ISO
p18-19: ISO14001・ISO9001

環境方針・品質管理

バリエーション豊かな製品群の紹介。

海外拠点とその活動内容の紹介。

拡大鏡による目視検査をはじめ、
電子顕微鏡やX線膜厚計を使用した確認も可能。

p11: Plating Technology / めっき技術
めっき法を基礎にしたさまざまな新技術。

多くの経験を生かした信頼性の高いエッチング工程。

p8-9: Second Stage / セカンドステージ
Covering : カバーレイ加工

Stamping : 外形加工

表面保護を行うカバーレイフィルムを完全に密着。

Plating : めっき加工
仕様に応じた表面処理（めっき加工）が可能。

トムソン型による打ち抜き工程。

時代は、常に進化を求めています。
　次々に開発される製品は、膨大な量の試作が
積み上げられては淘汰され、技術的な目標純度を
高めながら市場へと送り出されます。市場では常に
新製品が求められ、その開発スピードは加速度的
な高まりを続けています。
　その中で私たち太洋工業株式会社は、主にフレ
キシブルプリント配線板（FPC）の試作・開発とプリ
ント配線板テストシステムのフィールドで活動を
続けています。

　フレキシブルプリント配線板（FPC）はハードウェア
の根本的な構造に関わる部分であるため、高精度
な品質と開発期間の短縮の両面が求められます。
片面FPC、両面FPC、多層FPCやその発展型
FPC製作過程で多くの経験とノウハウを持つ当社
では常に技術改善・改良を行い、その結果、納期・
品質とも一定のご評価を頂いています。また、技術
的には一層の微細化・高密度化を進める一方で、
バンプ（突起）タイプや特殊素材での電気めっき
など新しい取り組みも行われています。

　プリント配線板テストシステム分野においても、
片面、両面、多層硬質配線板それぞれに応じた
ベアボード・テストシステムのラインアップが充実
しています。単純な良/不良の判定から、不良箇所
や不良原因の診断などテストニーズに合ったシス
テムの選択が可能です。システムは「ユーザーの
視点での使いやすさ」をコンセプトに開発され、当社
が培ってきた配線板そのものの製造技術が生か
されています。プリント配線板製造とテストシステム
構築の技術を相互にフィードバックすることで、常に
最新のテクノロジーが製品へと反映されます。

　また、変わらないものもあります。それは1960年
代の過去から現在まで、常にベストを求める私たち
の気持ちです。コンピュータCADによる設計がまだ
確立されていなかった時代に、チームが一丸となって
大きなテーブル一杯にひろがる配線パターンを
製作し、製品化へと結びつけた情熱は今も変わり
ません。時が移り、多層ファインピッチ化や従来の
方法にとらわれないテストシステム開発が課題と
なっている現代でも、技術に対する情熱は同じです。

　すべてのものが目まぐるしく進化を続ける現代。
　エレクトロニクス分野という広大で深い「太洋」
を私たちは理想を追求する情熱とそれを実現する
技術力で切り開いてゆきます。
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Evolution is the norm. After carefully 
weeding through prototypes and perfecting 
technology, one after another, products are 
sent to the marketplace. The market is always 
demanding something new. This speeds up 
development cycles. Amidst all of this, Taiyo 
continues to develop flexible printed circuit 
boards and test systems.

Because flexible printed circuit boards are 
key hardware components in every electronic 
product known today, they must be quickly 
developed to a high degree of quality in order 
to keep pace with market demands. Taiyo has 
extensive experience and know-how in 
single-sided, double-sided and multilayered 
flexible printed circuit boards, as well as 
developmental board manufacture. We are 
always adding to our technological base, an 
attitude that has won us a reputation for quality 
and development speed. Also, as technology 
heads towards greater downsizing and higher 
density, we are taking new directions with 
bumps and electroplating for special materials.

In the circuit board test system field, Taiyo 
has a wide lineup of bare board testers for 
single-sided, double-sided and multilayered 
rigid boards. Users can select the system that 
best fits their needs from simple pass/fail 
discrimination to diagnostics that identify fault 
locations and causes. Our test systems are 
developed to be user-friendly and fully apply to 
themselves the circuit board manufacturing 
technology we have accumulated over the 
years. By mutual exchange of technology 
between the manufacturing and testing fields, 
our circuit board products are always 
state-of-the-art.

And, there is one thing that will never change 
at Taiyo. That is the desire to do our best. 
From the 1960s to the present, we've always 
tried our best in any given moment. Even 
before CAD was established as a design 
technique, our teams would gather around a 
large table and draw circuit patterns and 
eventually bring those patterns to production. 
This kind of devotedness remains unchanged 
even today. As time goes by and circuit 
patterns become multilayered and finer-pitched 
and beyond-the-conventional test systems 
come to the drawing board, our love of 
technology is just the same as always.

Everything today is evolving at an almost 
frightening pace. In the electronics field, Taiyo 
will continue to explore new venues of useful 
science with the passion to pursue ideals and the 
technological strength to make it all happen.

Evolution is the norm. After carefully 
weeding through prototypes and perfecting 
technology, one after another, products are 
sent to the marketplace. The market is always 
demanding something new. This speeds up 
development cycles. Amidst all of this, Taiyo 
continues to develop flexible printed circuit 
boards and test systems.

Because flexible printed circuit boards are 
key hardware components in every electronic 
product known today, they must be quickly 
developed to a high degree of quality in order 
to keep pace with market demands. Taiyo has 
extensive experience and know-how in 
single-sided, double-sided and multilayered 
flexible printed circuit boards, as well as 
developmental board manufacture. We are 
always adding to our technological base, an 
attitude that has won us a reputation for quality 
and development speed. Also, as technology 
heads towards greater downsizing and higher 
density, we are taking new directions with 
bumps and electroplating for special materials.

In the circuit board test system field, Taiyo 
has a wide lineup of bare board testers for 
single-sided, double-sided and multilayered 
rigid boards. Users can select the system that 
best fits their needs from simple pass/fail 
discrimination to diagnostics that identify fault 
locations and causes. Our test systems are 
developed to be user-friendly and fully apply to 
themselves the circuit board manufacturing 
technology we have accumulated over the 
years. By mutual exchange of technology 
between the manufacturing and testing fields, 
our circuit board products are always 
state-of-the-art.

And, there is one thing that will never change 
at Taiyo. That is the desire to do our best. 
From the 1960s to the present, we've always 
tried our best in any given moment. Even 
before CAD was established as a design 
technique, our teams would gather around a 
large table and draw circuit patterns and 
eventually bring those patterns to production. 
This kind of devotedness remains unchanged 
even today. As time goes by and circuit 
patterns become multilayered and finer-pitched 
and beyond-the-conventional test systems 
come to the drawing board, our love of 
technology is just the same as always.

Everything today is evolving at an almost 
frightening pace. In the electronics field, Taiyo 
will continue to explore new venues of useful 
science with the passion to pursue ideals and the 
technological strength to make it all happen.



4 5

■CADパターンデザイン
　サーバー＆クライアントによりネットワーク
化されたワークステーションで、パターンは
迅速に設計されます。過去の膨大な経験と
ノウハウから、最適なパターンを正確に、素早く
設計することができます。
　プロトタイプのプリント配線板は、当然です
が過去に同一のものは存在しません。累積
されたCADワークに常に新たな改良や改善
を盛り込むことにより、先端の技術を目的に
応じて反映させることが可能です。　
　また、従来のフレキシブルプリント配線板
（FPC）の製法にとらわれない特殊な設計にも
意欲的に取り組んでいます。

■Pattern Design (CAD)
 Patterns are promptly designed from 
workstations tied into a network server. 
Owing to extensive experience and 
know-how plus an efficient use of a 
vast database of quality patterns, 
patterns are designed quickly to a high 
degree of precision.
 As is to be expected, no two printed 
circuit boards for prototypes are alike. 
By continually improving on CAD work, 
we add to our library of advanced 
technology and apply it to meet needs. 
And, Taiyo very willingly undertakes 
customized design for flexible printed 
circuit boards (FPC) that cannot be 
manufactured in the conventional way.

humanity
気持ちの豊かさが結果に出る。
CADデザインは人間的だ。

データ作製
Data Processing◆

▲

CAD/CAD

▲

打ち合わせ/Meetings

very human in nature

Data Processing 
Pattern Design (CAD) 

Inspection and management

Test System FPC

Collaboration
Overseas

First Stage
Through Hole Drilling
Etching

 Test System
Development

Products lineup

Plating Technology

Second Stage
Covering

Stamping
Plating

ISO



■Processing Equipment to Meet a Variety of Needs
Because of the need for shorter takt 

time, film-processes and through hole 
plating, drilling, router-process are done 
simultaneously in the first stage. Here, 
drills and routers are used, but great 
care is shown to ensure precision. In 
this area, Taiyo introduced a high preci-
sion drilling machine for more accurate 
hole drilling. We are also ready in post-
processes to flexibly electroplate these 
through holes.
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■Exposure Accuracy Is the Key
The biggest factor that effects pattern 

quality is exposure. In our clean rooms, 
air pressure is constantly applied to 
effectively attract dust particles. In first 
stage patterning and etching, machine 
accuracy and dust particle coun-
termeasures are key factors of produc-
tion. The most important tool, however, 
is the determination to bring defects 
down to a minimum.

▼プラズマデスミア装置
　Plasma desmear equipment

■キーポイントとなる露光精度
　パターンニングの良否を左右する第一の
要因は露光に掛かっていると言っても過言では
ありません。当社のクリーンルームはチリ・
ホコリの軽減を実現しています。いわゆる前
工程といわれるこのパターンニング、エッチング
の段階では製造装置の精度やチリ・ホコリ
対策もさることながら、不良の発生を極限に
まで押さえ込む厳しい目が一番重要です。

■多彩なニーズに対応する加工装置
　製造工程の短縮のためにフィルム作製と
同時進行で、ドリル・ルーター加工やスルホー
ルめっきを行いますが、ここでもその加工精
度に細心の注意が払われています。
　なかでも、当社では正確なスルホール加工
をするために、高精度なドリリングマシンを導
入しています。また、次の工程で行われるス
ルホールめっきラインでは特殊なめっきに
も柔軟に対応できる体制をとっています。

minimum
マイクロメートル単位を操るパターン形成技術。
超微細加工からひろがる無限の可能性。

ファーストステージ
First Stage◆

▲スルホール断面写真
　Section view for through hole

▲プラズマによる表面処理
　Surface process by plasma desmear

▲

スルホール穴開け/Through-hole drilling

▲

銅めっき/Copper plating 露光/Exposure

▲

現像・エッチング/Developing and Etching

▲

down to a minimum

Data Processing 
Pattern Design (CAD) 

Inspection and management

FPC

First Stage
Through Hole Drilling
Etching

Plating Technology

Second Stage
Covering

Stamping
Plating

Test System

Collaboration
Overseas

Test System
Development

Products lineup

ISO

▲原子吸光光度計
　Atomic absorption photometer
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■Flexibly Ready for Any Range of Specifications
  Various kind of things can be done to a finished FPC with 
etched patterns and drilled through holes. This kind of 
post-processing is basically divided into pressing that seals the 
boards in a protective layer, surfacing by plating, bonding, 
stamping and other processes used for customized 
specifications. Taiyo takes it one product at a time thanks to a 
flexible production system and technology capable of any kind 
of processing. We also expanded our production system 
recently to assembled boards to meet an even greater 
diversity of user needs.

▼1眼レフカメラに使用されるFPC
　FPC boards for a single-lens reflex camera

▼ハンディビデオに使用されるFPC
　FPC boards for handy video recorder

▼液晶に使用されるFPC
　Component-mounted FPC board

▼CD-Rユニットに使用されるFPC
FPC boards for CD-R unit

■多種多様な仕様に対応
　エッチング、スルホール加工を終えたFPCには千差万別の加工が求め
られます。大きくはカバーレイの密着を行う熱プレス工程、表面処理めっき
工程、接着工程、トムソン型を使用した打ち抜きの工程、その他特殊仕様
の工程に分類されます。柔軟な連携体制とあらゆる加工に対応する加工
技術により、一品ごとの対応が可能です。
　近年では部品実装にも対応し、よりユーザーニーズを具体化できる
生産体制をとっています。

セカンドステージ
Second Stage◆

finish
基準を満たしているだけではない、
納得できるかも重要だ。

熱
プ
レ
ス/ Hot pressing

▼

表
面
処
理
め
っ
き/ Surfacing by plating

▼

打
ち
抜
き/ Stam

ping

▼

レ
ー
ザ
加
工/ Laser processing

▼

実
装/ Packaging

▼

the finished product

Data Processing 
Pattern Design (CAD) 

Inspection and management

FPC

First Stage
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Plating Technology
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Covering

Stamping
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Collaboration
Overseas
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Products lineup

ISO



■ Inspection with 
　State-of-the-Art Equipment

Inspections are needless to say im-
portant as the final stage to releasing a 
product from the production line. Taiyo 
carefully performs inspections to a high 
degree of accuracy using X-ray thick-
ness measuring instruments and elec-
tron microscopes. 

With circuit pattern printed at a fine 
pitch of just 10μm, testing has to be 
highly precise.Taiyo practices such test-
ing on the base of the technology fos-
tered through its test system develop-
ment.Accuracy and efficiency in daily 
process management are simultanous-
ly achieved with Taiyo's original produc-
tion management system"TAPICS" 

Taiyo keeps up with the progressive 
demands of the fine-pitch mounting by 
making a combination of the latest test 
system and a workflow that eliminates 
human error.

▲独自生産管理システム“TAPICS”
　Production management "TAPICS"

■最新設備を導入した検査工程
　最終段階である検査工程が重要なのは言う
までもありませんが、当社ではこの工程に自動
2・3次元座標測定機、X線膜厚測定器や電子
顕微鏡を導入し、より精度の高い検査を行う
ように心がけています。
　微細化の進むCOFなどのファインピッチ
製品では10μm単位の間隔で回路パターン
が並ぶためその検査工程では業界最高クラス
の外観検査装置を使用して最高の精度を追
求しています。当社では、テストシステム分野
で培われた技術を反映し、より万全を期した検
査を行っています。また、日々の工程管理に
ついては独自の生産管理システム“TAPICS”  
（Taiyo Process Information Control 
System）を導入し正確性と効率化を両立して
います。ますます進む微細化への対応に当社
では最新の検査機器とミスを極力排除した
ワークフローで対応しています。

▲電子顕微鏡
　Electron microscope

加工管理指示書 発行日   1999年11月17日 配付日   1999年11月17日

品 名  T9YH4840 共2
指示情報
加工日

11月19日当

11月22日AM

11月22日PM

11月22日夜

11月22日夜

11月24日AM

11月24日夜

11月25日AM

11月25日AM

11月25日PM

11月25日夜

11月26日AM

11月26日PM

11月26日夜

11月27日AM

11月27日PM

11月27日夜

　 　 　 　 工 程 名
カット/在庫基材/18μm/第３へ/T-1F2-RN55

スルホール穴あけ/T9YH4834のデータ使用

銅メッキ/10～20

カバーレイルータ－/第2へ/オモテ次/ウラ加工/1H1-0000 T9YH4834 34枚

写真エッチング/新フイ今回/フィルム着日1999.11.22 12:00

仮止め/オモテルーター/ウラ全面/一般/1H1-0000

熱プレス

銅ペースト/オモテ/新フイ今回/在庫インク/フィルム着日1999.11.22/NF2000EX

カバーレイルータ－/第2へ/オモテ2次/ウラ加工/1H1-0000 T9YH4834 34枚

仮止め/オモテルーター/一般

熱プレス

半田メッキ/電解片面/5～15

シート加工/穴あけ/貼合わせ

打ち抜き/固定WPB/T9YH4841のトムソン使用

単体加工/手加工

検査/拡大鏡/全て

出荷

   

加工先
第1工

第3工

第3工

ルータ

第1工

第2工

第2工

第1工

ルータ

第2工

第2工

第2工

第2工

第2工

第2工

検査室

検査室

納入数　　　50セット

検査室受入欄 年　　月　　日　　担当 合否判定　合格　・　不合格　不合格内容

投入数　　　17シート　　　68セット ワークサイズ　　　4セット　　240×370　　

承
認

担
当

管 理
第1　第2

備

考
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■めっき技術の開発
　当社ではめっき技術の開発にも力を注いで
います。ベース素材に金属を析出させるエレ
クトロフォーミング技術や特定の箇所を盛り
上げるバンプめっき、アディティブパターン
製法などこれからの需要が期待される技術
です。

■Plating Technology Development
　Taiyo particularly excels in plating 
technology development in such areas 
as electroforming to deposit a metal on 
a base material, bump plating to raise 
contact points on a pattern and additive 
pattern manufacturing to emboss plan-
ned portion.These are the technologies 
where future demands can be expected.

検査・管理工程
Inspection and management◆

clear
「与えられた条件の中で最高か」
シンプルで、明確な基準だ。

限りない可能性を秘めためっき技術 (エレクトロフォーミング)

◆

▲３次元エレクトロフォーミング加工技術
　3D electroforming technology

▲バンプめっき
　Bump plating

▲アディティブパターン
　Additive pattern

cleared and ready

Data Processing 
Pattern Design (CAD) 

Inspection and management

FPC

First Stage
Through Hole Drilling
Etching

Plating Technology

Second Stage
Covering

Stamping
Plating

Test System

Collaboration
Overseas

Test System
Development

Products lineup

ISO

▲COF（チップオンフィルム）
　COF(Chip on Film)

▼COF顕微鏡写真
　COF Pattern

プリントアウトした工程図
Process flowchart

▼

▲自動2次元測定機
　Automatic 2D measuring machine

▲高アスペクトハニカムメッシュ
　High aspect honeycomb mesh
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■Constantly Injecting New Technology
As the trademark of our circuit board 

test system series, the TY-Checker 
features an innovative structure that 
could only be developed from someone 
with extensive experience such as 
ourselves and the most advanced 
technology in the industry. Besides, 
development does not stop with 
top-of-the-line specifications. All systems 
we make are thoroughly based on the 
user-friendly concept. On top of a wide 
lineup of products, Taiyo can tailor-fit 
inspection systems to user needs 
thanks to an established order-made 
production system.

▲最終外観検査装置の製造
　Manufacture of Final Visual Inspection System

▲テストシステム開発工場
　Testsystem Development factory

▲テストシステムソフトウェアの開発
　Development of test systems software

■最先端技術の投入
　TY-CHECKERに代表される当社の配線板
テストシステムシリーズには、豊富な経験から
生み出される独自機構と、業界の最先端技術
が常に投入されています。ただ、最新のスペック
を追うだけではなく、どのような装置であれば
使いやすいのかをコンセプトにすべてのシス
テムは開発されています。当社では豊富な
ラインアップに加え、ユーザー仕様に応じた
柔軟な対応で、目的にフィットしたシステムの
供給が行えます。

watch over
エレクトロニクス分野を通じて
見つめているのは人間の未来だ。

テストシステム開発
 Test System Development◆

▲テストシステム設計ルーム
　Design room of test systems

a watchful eye

Data Processing 
Pattern Design (CAD) 

Inspection and management

FPC

First Stage
Through Hole Drilling
Etching

Plating Technology

Second Stage
Covering

Stamping
Plating

Test System

Collaboration
Overseas

Test System
Development

Products lineup

ISO
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技術の蓄積により次世代製品の
進化を支えるトータルソリューション。

装置ラインアップ
 Products Line-up◆ Data Processing 

Pattern Design (CAD) 

Inspection and management

FPC

First Stage
Through Hole Drilling
Etching

Plating Technology

Second Stage
Covering

Stamping
Plating

Test System

Collaboration
Overseas

Test System
Development

Products lineup

ISO

TY-VISION
A700SR

Semi-Automatic Bare Board 
Test System for FPC

FPC半自動ベアボード
検査システム

Electrical Testing System

通電検査システム

High Speed and High Precision
Automatic Bare Board Test System

高速・高精度
全自動ベアボード検査システム

TY-CHECKER
DG430MW

TY-CHECKER
DS202AT

TY-CHECKER
DS100

TY-CHECKER
model EC (M)

高速・高性能
 両面自動最終外観検査システム

■テストシステムの豊富なラインアップ Diverse Line-up of Testers

High Speed Automatic Final
 Visual Inspection System

高分解能 両面自動最終外観検査システム
High Resolution Automatic Final

 Visual Inspection System

手動最終外観検査システム
Manual Final

 Visual Inspection System

ロール to ロール
最終外観検査システム
Roll to Roll Automatic

Final Visual Inspection System

TY-VISION
A800DC

TY-VISION
A307DC

TY-VISION
M105SC

●最終外観検査システムTY-VISIONシリーズ
当社のプリント基板最終外観検査システムのラインナップは、市場にお
ける検査分解能の尺度で見た場合、中分解能から高分解能のカテゴ
リーに属しており、リジッド基板、パッケージ基板などの一般基板から、セ
ラミックス基板、タッチパネルフィルムなどの特殊な基板まで幅広い種
類の基板が検査対象となっております。自社開発ソフトTY-LABINSを搭
載し、一般に検査が難しい欠陥も独自のアルゴリズムで虚報を抑え、
様々な欠陥検出を行います。設計から出荷まで社内一貫製造体制を敷
いており、お客様からの様々なご要望にお答えします。

●Final Visual Inspection system TY-VISION
Taiyo Industrial Co., Ltd’s Final Visual Inspection System Lineup. 
From Mid-Level Inspection to High-level Inspection, Taiyo Industrial 
Co., Ltd. has　systems designed for different kinds of boards ranging 
from normal Rigid PCB’s to IC Substrates to Ceramic boards to 
Touch Panel Film. TY-LABINS, the self-developed image processing 
software, on which all TY-VISION systems run. By using RGB and 
HSV as a base, even the hardest defects can be found without false 
calls.All systems are designed inhouse by our team of engineers, 
which allows us to modify and customize all our systems to our 
customer’s needs. Taiyo Industrial Co., Ltd is determined to create 
the perfect system for each customer.

●通電検査システムTY-CHECKERシリーズ
TY-CHECKERシリーズは発売開始以来三十有余年、当社の代名詞にな
るほどプリント基板通電検査機として皆様に愛され続け今日に至ってお
ります。TY-CHECKERシリーズの根幹をなすテスターは、第3世代に入
り、4端子検査機能等、精度は格段に向上しております。一般基板だけで
なく、FPC基板対応の半自動装置の開発など、最終外観検査システム同
様、日々途切れることなく、開発を続けることにより現在に至っており、検
査対象製品が刻々と変化する中、最新基板仕様に対応した検査仕様開
発を今後も続けてまいります。

●Electrical Testing System TY-CHEKCER
Before being successful with Final Visual Inspection Systems, Taiyo 
Industrial Co,. Ltd. was and is still known for it’s high performance 
Electrical Testing System series; TY-CHECKER series. The Analyzer 
which is the main core of TY-CHECKER series are now into the 3rd 
generation. Renowned the world throughout the world, it continuity 
and insulation with great accuracy. From Rigid to FPC, from small 
boards to oversized large boards the TY-CHECKER series can 
provide the best solution.

Automatic Bare Board 
Test System for FPC

FPC自動ベアボード
検査システム
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■技術と販路のコラボレーション
　日本にはとりわけ多くの優秀なものづくり
企業が存在しますが、残念なことにその存在
が広く知られている状態ではありません。産業
用機器や産業資材は限られた用途のもとで
大きな力を発揮しますが、一般に広く知られる
ことは少なく、逆に必要な企業にも存在を知ら
れていないことがしばしばあります。当社では、
技術メーカとしても確かな判断力と理解力で
先端技術を持つメーカーと提携し会社設立後
50年以上という長いお取引先を中心とした
販路を利用して商社事業という新しいビジネス
モデルを構築しています。優秀な技術と当社
の販路をあわせて大きなベクトルとし、新しい
力としています。

collaboration
先端技術と企業ネットワークの融合。

テクノロジーの架け橋として。

wonderful certain collaboration moving
グローバル社会を
技術力と柔軟な思考で拓く。

wonderful certain collaboration

■海外へと広がるマーケット
　世界規模の視点で見ると、ものづくりの拠
点は中国・台湾・韓国をはじめとするアジアを
中心に大きくシフトしています。一方、日本製の
製造設備をはじめとする産業機器や、高精度・高
品質を求められるユニット類・パーツ類はアジ
ア域でも高く評価されています。
　当社でも、基板検査システムを中心に各種
産機システム、FPCに関わるEMS（組み立て部
品）などの海外輸出量が年々増加しています。
ただシステムを販売するだけでなく、検査機の
サポート・メンテナンスをお客様のそばで行え
る拠点が必要との観点から、中国（上海）、タイ
（バンコク）に現地法人を設立し、活動の範囲を
広げるとともに、代理店数も増やし事業ネット
ワークの拡大を図っています。

▲シートフィルム検査装置
　Sheet film testsystem

▼双腕スカラロボット
　Dual-Arm SCARA Robot

▲産業用インクジェットプリンター
　Inkjet Printer

■ Collaboration between
     Technology and Market
　There are many excellent manufac-
turers in Japan, but unfortunately most 
of them are not widely known. Industrial 
equipment and materials demonstrate 
great performance in limited applica-
tions, but they are rarely known to the public, 
and often unknown to the companies 
that need them. With good judgment 
and understanding as a technological 
manufacturer, we, Taiyo Industrial, have 
collaborated with manufacturers having 
advanced technologies, and developed 
a new business model of trading 
and engineering business, using the 
market with a focus on long-lasting 
client relationship of 50 years or more. 
Coupling the advanced technologies of 
partner companies with our market to 
form a large vector, we make it a new 
driving force for future development.

■ Expanding Our Reach Overseas
　From a global perspective, manufac-
turing has greatly shifted to China, 
Taiwan, Korea and other parts of Asia. 
So, Asia has come to know and highly 
rate the production systems, and high 
precision, high quality units and devices 
made in Japan.  
　Year after year, Taiyo Industrial has 
increased exports of a variety of 
production systems centering on board 
inspection systems and EMS 
(Electronics Manufacturing Service) for 
FPC to customers overseas. Yet, we 
understand that customers need quick 
support and maintenance for their 
inspection machines, so instead of just 
selling equipment, we established local 
subsidiaries in China (Shanghai) and 
Thailand (Bangkok), and are growing a 
business network of agents to expand 
our reach of activities.

商社事業
 Trading and Engineering Business◆

海外展開
Overseas Business◆ Data Processing 

Pattern Design (CAD) 

Inspection and management

FPC

First Stage
Through Hole Drilling
Etching

Plating Technology

Second Stage
Covering

Stamping
Plating

Test System

Collaboration
Overseas

Test System
Development

Products lineup

ISO

▲太友（上海）貿易有限公司オフィスビル
　Taiyo Technolex (Shanghai) Co.,LTD. Office building

▲台北駐在員事務所オフィスビル
　Taipei Representative Office building

▼太洋テクノレックス（タイランド）オフィスビル
　Taiyo Technolex(Thailand) Co.,LTD. Office building

▲静電式マイクロダスト除去装置（MDEC）
　Micro Dust Electric Cleaner (MDEC)
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ISO14001

環境方針
ENVIRONMENTAL POLICY◆

■環境方針
1.当社の事業活動、製品及びサービスについて、技術的、経済的に
　可能な範囲において、環境保全のため環境マネジメントシステムの
　継続的な改善と汚染の予防に取り組みます。

2.環境に関連する法規制や協定、条例等及び当社が同意するその他
　の要求事項を遵守します。

3.環境保全活動の推進のために以下の項目を当社の重点取組み課題
　とします。

　①　省資源・省エネルギー

　②　廃棄物の削減

　③　化学物質の適正管理

4.上記の重点取組み課題を達成するために、目的・目標を設定し、
　定期的に見直します。

5.この環境方針は全従業員に周知徹底します。また、この環境方針は
　要請により一般に公開します。

■ENVIRONMENTAL POLICY
1. In our business activity, products and service we come up 

with continuous improvement of environmental manage-
ment system for environment protection and pollution 
control to the greatest extent possible technologically and 
economically.

2. We obey laws, regulations, agreements, ordinances, and all 
　 other agreed-to requirements related to the environment.
3. For promoting environmental protection activity we assume 
　 our priority subjects as follows;
　 1. Resource saving, Energy saving
　 2. Waste reduction
　 3. Appropriate management of chemical materials
4. We set goals and objectives to achieve above priority 
　 subjects, and review them on a regular basis. 
5. This environmental policy is fully disseminated to all 

employees. Also, this environmental policy is released 
upon request.

Environmental management system

1996年10月
　品質管理と品質保証の国際標準規格、「ISO9001」を
認証取得。
　高水準での品質維持に努めています。
October 1996
Taiyo certificated Quality con-trol and Quality guarantee -
ISO 9001. We strive to keep quality in high standard.

地球の色はクリアだろうか。
グローバルなやさしさでありたいと思う。

■基本理念
　太洋工業株式会社は地球環境の保全が私たち人間の最重要課題で
あることを認識し、私たちの事業活動において、地球環境、地域社会との
調和を図り、環境影響の低減に努力し、人と自然にやさしい企業活動を
推進します。

■BASIC IDEA
Taiyo acknowledges that the preservation of the global 

environment is the most important human subject. In our 
business activity we tie in with global environment and 
community, and make efforts to reduce environmental 
influence. We promote human and nature friendly business 
activity.2001年6月

国際標準規格、環境マネジメントシステムの「ISO14001」を認証取得しました。
June 2001
Taiyo certificated Environmental management system ISO14001

名 称
設 立
資 本 金
代 表 者
従 業 員
取引銀行

太洋工業株式会社
昭和35年12月
800,757,000円
代表取締役社長　細江 美則
219名
紀陽銀行
みずほ銀行
りそな銀行
南都銀行
京都銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行

Company Outline会社概要

Outline of Business事業内容

Company  History沿　革

Company name
Established
Capital
President
Number of Employees
Banks

Taiyo lndustrial Co.,Ltd.
December 1960
￥800,757,000.-
Yoshinori Hosoe
219
The  Kiyo Bank, Ltd.
Mizuho Bank, Ltd.
Resona Bank, Limited
The Nanto Bank,Ltd.
The Bank of Kyoto,Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
MUFG Bank, Ltd.

電子基板事業
●フレキシブルプリント配線板設計・製作
●プリント配線板実装組立
●電子回路CAD設計
●エレクトロフォーミング加工
基板検査機事業
●プリント配線板用通電検査システム開発・製造
●プリント配線板用最終外観検査システム開発・製造
●ファンクション検査システム開発・製造
商社事業
●各種産業機械・産業資材の販売
●次世代ビジネスの開拓

Electronic Components Department
●Designing and manufacturing Flexible PCBs
●Assembly of printed circuit boards
●Electronic circuit CAD design
●Electroforming Process
Testing System Department
●Development and manufacturing of bare board testers 
●for printed circuit boards
●Development and manufacturing of visual inspection system 
●for printed circuit boards
●Development and manufacturing of functional testers
Trading and Engineering Business
●Sales of industrial machinery and materials
●Pioneering a next-generation business

Established with the aim of manufacturing, engrav-
ing and electroplating textile printing rollers for 
export the United States.
Began the manufacture of printed circuit boards. 
Established electronics department for the manufacture 
of precision photomasks, PCB's and mechatronics.
Obtained UL Standerd approval in order to export 
printed circuit boards to the United States.
Opened the Tokyo Branch.(Tokyo Office now)
Established Kyusyu office Aki-mahci, Oita Prefecture.
Sharp Link Industrial Ltd. a joint-venture was 
established in Hong Kong, and Taiyo Transcentury 
(Shen Zhen) Co.,Ltd.
Completed a fully automatic bare board tester.
Established new factory for Flexible Printed Circuit 
manufacturing.
Certified Quality Management System ISO9001 at 
the whole company.
Completed a full automatic bare board tester.
Certificated Environmental Management System 
ISO14001 at head office, factory and Tokyo branch.
Merged Mirac Corporation into its subsidiary.
Developed a full automatic bare board visual 
inspection system.
Awarded a prize for invention in Kinki area by the 
Patent Officer.
Listed stocks on the Jasdaq market.
Opened Shanghai office in China.
June 2011 Taiyo Technolex (Shanghai) Co.,LTD.
Opened Taiyo Technolex (Thailand) Co.,LTD. 
Owned all of Micro Engineering Co., Ltd.
Opened Taipei Representative Office in Taiwan.
FPC Bare Board Electrical Testing System selected 
by "MONOZUKURI New Selection in KANSAI 2016".
Selected "The Driving Company for the regional 
future" by METI.
Certificated "Platinum Kurumin mark", a symbol of a 
company supporting childcare.

12月

4月

1月
6月
9月
3月

6月
4月
10月

1月
6月

12月
6月
11月
12月
8月

4月

5月
7月
1月

12月
2月

35年

56年

58年
61年
元年
3年

5年
7年
8年

12年
13年

13年
14年
14年
16年
17年

19年

21年
27年
28年

29年
30年

昭和

昭和

昭和
昭和
平成
平成

平成
平成
平成

平成
平成

平成
平成
平成
平成
平成

平成

平成
平成
平成

平成
平成

December 1960

April 1981

January 1983

June 1986
September 1989
March 1991

June 1993
April 1995

October 1996

January  2000
June 2001

December 2001
June 2002

November 2002

December 2004
August 2005

April 2007
May 2009
July 2015
January 2016

December 2017

February 2018

捺染用ロール彫刻およびメッキ加工の対米輸出工場
として発足。
プリント配線板製造を開始。同時に精密写真製版、プリ
ント配線板、電子化機械製造を目的とした電子事業部
を新設。
対米輸出用プリント配線板の製造のため、UL規格取得。
東京支店（現東京事業所）開設。
大分県国東市安岐町に九州事業所を新設。
香港に合弁会社、鋭明実業有限公司および
中国（深　）に太洋人豊製版深　有限公司設立。
全自動ベアボードテスタ開発。
フレキシブルプリント配線板加工工場新設。
品質保証の国際標準規格である「ISO9001」の認証を
全社レベルで取得。
新型全自動ベアボードテスタ開発。
環境マネジメントシステムの「ISO14001」の認証を
本社・工場および東京支店にて取得。
株式会社ミラックを完全子会社化。
全自動ベアボード最終外観検査システム開発。
近畿地方発明表彰　特許庁長官奨励賞受賞。
ジャスダック証券取引所に株式を上場。
中国に上海連絡事務所を開設。
平成23年6月 現地法人化 太友(上海)貿易有限公司
タイに現地法人 太洋テクノレックス（タイランド）株式
会社を設立。
マイクロエンジニアリング株式会社を完全子会社化。
台湾台北市に台北駐在員事務所を開設。
「関西ものづくり新撰2016」にフレキシブルプリント
配線板ベアボード通電検査システムが選ばれる。
経済産業省「地域未来牽引企業」に選定。
「子育てサポート特例認定（プラチナくるみん）」を取得。
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