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会 社 概 要

概要

■会社名 大興電気商事株式会社

■所在地 〒379-2147　群馬県前橋市亀里町765-1

■電話番号 027-265-3444

■FAX番号 027-265-3443

■代表者 代表取締役社長　蟻川　幸男

■設立年月日 1970年4月1日

■資本金 10,000,000円

■従業員数 6名

■業務内容

1．自動省力装置及び自動生産ライン

2．計測制御システム

3．検査装置/試験機

4．計測器/教育実習装置

5．部品加工

■取引銀行
群馬銀行広瀬支店 （普通 0797829）

東和銀行前橋南支店　(普通 3089958)

アクセスマップ
高崎ｲﾝﾀｰより車で約10分。前橋南ｲﾝﾀｰより車で約5分。高崎駅より車で約25分。前橋駅より車で約15分。



会 社 概 要 （ 沿 革 ）

沿革

1970年4月 前橋市大手町にて会社設立　資本金1000万円

1981年4月 前橋市亀里町に移転

2005年7月 群馬県産業教育振興会より本県産業教育振興の功績で感謝状の受賞

2007年12月 第1回無担保社債発行　　　5000万円

2010年2月
カルソニックカンセイ株式会社生産技術センター様より

HVAC検査装置開発に貢献した功績でセンター長賞を受賞

2010年9月 新社屋完成

2013年6月
『ビジネスマッチングイベントフォローアップ調査　成功事例集』

に弊社の事例が掲載（発行：独立行政法人中小企業基盤整備機構）

2013年11月
22日第33回高崎市産業振興貢献企業に選定され高崎市長より表彰を

受ける



会 社 概 要 ・ 協 力 会 社 一 覧

本社および協力会社のご案内

大興電気商事株式会社

〒379-2147

群馬県前橋市亀里町765-1

TEL:027-265-3444

FAX:027-265-3443

URL:http://taikotrading.co.jp/

株式会社 デンソーFA山形

〒994-0057

山形県天童市石鳥居二丁目1番57号

TEL:023-655-5566

FAX:023-655-5426

URL:http://www.denso-fy.co.jp

株式会社テクノス

〒372-0001

群馬県伊勢崎市波志江町3346-2

TEL:0270-61-5501

FAX:0270-61-5502

株式会社ＡＩＣ

〒379-2201

群馬県伊勢崎市間野谷町651-6

TEL:0270-63-2903

FAX:0270-63-2904



会 社 概 要 ・ 協 力 会 社 一 覧

本社および協力会社のご案内

株式会社エフエータモン 

〒306-0404

茨城県猿島郡境町長井戸393-2

TEL:0280-86-7460

FAX:0280-86-7538

URL:http://fatamon.sharepoint.com

有限会社根本製作所 

〒370-3101

群馬県高崎市箕郷町柏木沢2418

TEL:027-371-6150

FAX:027-371-6425

株式会社システム 

〒379-2235

伊勢崎市三室町6058-2

TEL:0270-40-0333

FAX:0270-40-0331

URL:http://www.system-tsd.co.jp/ 

株式会社芹沢システムリサーチ

〒370-3521

群馬県高崎市棟高町1928-53

TEL:027-373-6222

FAX:027-373-8208

URL:http://www.serizawa-sr.com 



主 要 取 引 先

[計測器・試験機]
横河電機株式会社　　　　　　　株式会社YAMABISHI

株式会社小野測器　　　　　　　日置電機株式会社

株式会社電子制御国際　　　　　岩通計測株式会社

株式会社ﾃｸｼｵ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ　　　　 菊水電子工業株式会社

株式会社島津理化　　　　　　　株式会社チノー

東京精電株式会社　　　　　　　株式会社アドバンテスト

株式会社精工社製作所　　　　　株式会社マイクロテクニカ

鶴賀電機株式会社　　　　　　　安立計器株式会社

株式会社菅原研究所　　　　　　株式会社バイナス

株式会社コスモ計器　　　　　　株式会社東京精密

株式会社昭和電業社　　　　　　株式会社西澤電機計器製作所　　

株式会社高砂製作所　　　　　　リーダー電子株式会社

株式会社キーエンス　　　　　　株式会社ｴﾇｴﾌ回路設計ﾌﾞﾛｯｸ

富士電波工機株式会社　　　　　他　＜敬称略順不同＞



主 要 協 力 メ ー カ ー

[自動省力装置・試験機]
株式会社デンソーFA山形　　　　有限会社根本製作所

株式会社テクノス　　　　　　　株式会社ＡＩＣ

株式会社ヒカリ　　　　　　　　有限会社高柳エンジニアリング

株式会社エフエータモン　　　　株式会社ウエストゲート

有限会社萩原電子システム　　　有限会社広瀬技研

株式会社ファインテック　　　　株式会社システム

株式会社メイク　　　　　　　　株式会社芹沢システムリサーチ　

偕斉有限会社　　　　　　　　　共栄電機工業株式会社

平田機工株式会社　　　　　　　株式会社ゴダイエンジニアリング

株式会社日本設計工業　　　　　有限会社ニーテック

日本ゲージ株式会社　　　　　　株式会社ナガオカ製作所

日本省力機械株式会社　　　　　株式会社ユニテック

オプテックス工業株式会社　　　株式会社アポロ技研

国際計測器株式会社 　　　　　 株式会社アルファシステム  

株式会社エーアイテック　　　　株式会社ヒルマ機工 

株式会社オーテックメカニカル　株式会社ケーディーエス　 　　

株式会社メンテック            有限会社三友金型工業所

他　＜敬称略順不同＞



主 要 納 入 先

[民間]
[国内]

サンデン株式会社　　　　　　　株式会社ミツバ

市光工業株式会社　　　　　　　ボッシュ株式会社

小倉クラッチ株式会社　　　　　株式会社アルファ

澤藤電機株式会社　　　　　　　株式会社山田製作所

日東電工株式会社　　　　　　　三菱電機株式会社

株式会社明電舎　　　　　　　　マレリ株式会社

太陽誘電株式会社　　　　　　　日新電機株式会社

株式会社ナカヨ通信機　　　　　明星電気株式会社

株式会社ﾊﾟｲﾛｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　　　 株式会社ヨコオ

三洋電機株式会社　　　　　　　サンワテック株式会社

日本電産サーボ株式会社　　　　サンワプレシジョン株式会社　　

三和電機株式会社　　　　　　　鹿島エレクトロ産業株式会社

光山電気工業株式会社　　　　　日本精密測器株式会社

水菱ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ株式会社　　　　　ﾊﾘｿﾝ東芝ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ株式会社

日本光電工業株式会社 　　　　 マックス株式会社

株式会社ﾗｲﾌｴﾚｯｸｽ　　　　　　　桐生工業株式会社   

[海外]

Sanden Manufacturing Poland　Sp. z o.o. 

Sanden Manufacturing Europe S.A.S. 

Sanden International(U.S.A.), Inc. 

Sanden Vikas(India)  Ltd.

Sanden (Shanghai) Automotive Air-Conditioning Co., Ltd 

Shanghai Sanden Behr Automotive Air Conditioning Co .,Ltd.

Kenkoh Industries Co.,LTD

Ichikoh (Malaysia) SDN.BHD.

Ogura Corporation

NIDEC Servo (Changzhou) Corporation

Alpha (Guangzhou) Automotive Parts Co.,LTD 

Marelli Ploiesti Romania S.R.L.

Calsonic Kansei Components (Wuxi) Corp. 

Marelli (Thailand) Co., Ltd.

Marelli Motherson Auto Products Limited　

三葉電器（大連）有限公司      ＜敬称略順不同＞



主 要 納 入 先

[官公庁]
群馬大学　　　　　　　　　　　　前橋工科大学

群馬職業訓練支援センター　　　　群馬県産業技術センター　　　

群馬工業高等専門学校(群馬高専)　群馬県立県民健康科学センター

群馬県立前橋工業高等学校　　　　群馬県立高崎工業高等学校　　

群馬県立伊勢崎工業高等学校　　　群馬県立太田工業高等学校　　

群馬県立桐生工業高等学校　　　　群馬県立藤岡工業高等学校　

群馬県立館林商工高等学校　　　　群馬県立渋川工業高等学校　　

群馬県立前橋産業技術専門校　　　群馬県立太田産業技術専門校

群馬県立高崎産業技術専門校　　　群馬県立新田暁高等学校

群馬県立利根実業高等学校  　　　群馬県立安中総合学園高等学校

群馬県管理総合事務所　　　　　　

他 ＜敬称略順不同＞　　　　　　　　　



Ｆ Ａ 装 置

組立・検査・加工機の紹介

Ｅリング挿入機

シャフト両端から同時にE

リングを挿入し、ベアリン

グを指定高さまで圧入・検

査する自動装置です。

発電ローラーネジ締機

ローラーをケースに自動で

ネジ締めを行う自動装置で

す。

ヘリカルギヤ組立機

8st INDX方式によるギヤ組

立機です。組立から検査、

払い出しまで全自動で行い

ます。

リングカシメ機

機種により３種類のカシメ

型を自動選択し、カシメ加

工後、カシメ型の摩耗・欠

け等の形状変化を毎サイク

ル検査しています。

ロット全自動ライン

ワークを自動供給し、組み

立てから検査・選別までを

行う全自動ラインです。

ロット組立選別機

6st INDX方式によるピスト

ン組立・高さ測定機です。

圧入・カシメ後、高さ測定

しランク分けする半自動装

置です。

アーマチュア組立設備

数種類のワークに対応する

全自動組立ラインです。組

立後、回転振れの検査を実

施し、良否判定を行います

。

リング挿入機

３ヘッド・6st INDX方式に

よるピストンリング挿入機

です。省スペースでリング

挿入・精密成形を行う全自

動機です。

基板検査装置

リールモータを搭載した基

板の各種項目を自動で検査

する専用検査装置です。

リレー検査装置

完成したリレーユニットの

各種性能を全自動で検査す

る検査装置の制御ユニット

です。



Ｆ Ａ 装 置

組立・検査・加工機の紹介

ローター加工組立装置

自動段取りで数種類のワー

クに対応するラインです。

供給・搬送・加工・組立・

パレタイジングを行う全自

動ラインです。

バルブ組立装置

家電向けソレノイドの組立

から検査までを全自動で行

う装置です。

ＦＦベースマシン

上下循環式のフリーフロー

コンベア装置です。ユニッ

トの組み換えにより柔軟な

ライン構成が可能です。

熱風式リフロー炉

酸化防止対策として、N2

を封入循環しているリフロ

ー炉です。各処理室ごとに

独立した循環方式を採用し

ました。

ボルト供給装置

整列させた6種類のボルト

に潤滑油を自動塗布後、仮

締めを行う装置です。

コンミテータ加工機

コンミテーターの溝切り加

工、研磨加工からローター

への組付及び検査を全自動

で行うライン装置です。

ボルト寸法検査装置

ボルトの有無と高さ精度

10μmでの測定を高速処理

する検査装置です。IDによ

りワークを識別し自動段取

りします。

モーター基板検査装置

数種類のワークを検査する

検査装置です。検査項目、

検査順序は任意に設定出来

ます。

フレームサブ組立機

ハウジングケースのサブフ

レーム組立機でピン３本を

パーツフィーダー供給して

圧入を行います。

ハンドル検査機

ドアノブの圧入検査を行い

ます。



試 験 機

試験器の紹介

インパルス巻線試験機

高周波化に伴う低インダク

タンス･コイルに対応。高

速スイッチを搭載したンパ

ルス電源、高速A/Dサンプ

リングです。

主回路抵抗測定器

電力用開閉装置の主接触部

の接触抵抗を測定する為の

装置で、電流発生器とデジ

タル電圧計で構成されてま

す。

汎用検査機

パソコンのGP-IB/RS-232C

で制御コントローラにCPU

ボード他９種類のオリジナ

ルボードを用意しておりま

す。　

検査治具

フィクスチャは　両面基板

用・片側基板用の用意がご

ざいます。

X線透過装置

BGA欠落検査、ショート検

査判定をプログラム化して

自動検査を行う装置です。



計 測 器

計測器の紹介

デジタルマルチメータ

6・1/2桁デジタルマルチ

メータ。測定機能：電圧、

電流、抵抗、温度、周波数

。12種類の測定機能と8種

類の演算機能

直流安定化電源

フレキシブルレンジ出力範

囲 10V/80Aから80V/10A

800W以内であれば

40V/20Vや20V/40V 

AC自動絶縁耐圧試験

耐抵試験部 AC0.2～5kv

絶縁抵抗測定部

0.2～2000MΩ(500V)

0.5～2000MΩ(1000V)

コンタクトチェック機能付

メモリーハイコーダ

アナログ2ch+ロジック4ch

測定レンジ：10mV～

50V/div(10divフルスケー

ル)12レンジ

ディジタルハイテスタ

AC/DCV/AC/DCA/Ω/ダイ

オード/導通周波数/容量の

基本測定搭載

DCV(510MV～51Vレンジ)



教 育 実 習 装 置

教育実習装置の紹介

エレベータ実習装置

パソコン制御とPLC制御の

2系統が行えるプログラム

実習で各階の△▽SWでス

タートとしてシュミレーシ

ョン出来る実習装置です。

技能検定試験対策製品

国家技能検定試験、電気機

器組立（シーケンス制御作

業）受検対策ユニットで実

技試験に慣れて受検が受け

られます。

プリント基板作成実習

回路図作成→回路シュミレ

ーション→PCBレイアウト

→加工制御がイージーオペ

レーションで行える実習装

置です。

レーザー加工機

研究開発はもとより、CAD

、デザイン、加工実習など

多様な工業教育の分野に適

合するレーザー加工機です

。

FA実習システム

全てのセルにはロボット学

習の為のパレタイズ環境や

色識別検査器が整備され、

ロボットに関する応用レベ

ル迄の実習が可能です。



部 品 加 工 ・ 治 具

部品加工・治具の紹介

部品加工

当社では、部品調達の一環として加工部品のご提供も行って

おります。中国での加工を含め、国内外のネットワークを活

かし各種加工から表面・熱処理までお客様のご要望(ご予算・

納期等)に合わせたご提案をさせて頂きます。

一品一様の物から量産物まで、対応させて頂きます。

是非一度、当社へご相談下さい。

ユニット組付け治具

パレット治具等の量産品から専用治具の一品物まで、部品を

組立したユニット納入も当社へお任せ下さい。

設計から‾｜

加工から－｜－治具製作は当社へご相談下さい

組立のみ＿｜



大興電気商事株式会社

〒379-2147　群馬県前橋市亀里町765-1

TEL.027-265-3444

FAX.027-265-3443

http://taikotrading.co.jp/

E-mail:info@taikotrading.co.jp


