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栃木屋

つながるものづくり､つながる暮らし。
わたしたちは人と人との“つながり”を大切にしてものづくりをしています。
そうしてつくりあげたモノたちは目立たないけれど、
他のモノとつながることで最終的な製品となり、
わたしたちの暮らしとつながっていきます。
目立たないけれどすばらしい。
それがわたしたちがつくる機構部品です。

栃木屋の製品ができるまで栃木屋の製品ができるまで

営業員がお客様へ直接訪問し、製品の使用環
境や用途などの打合せを行います。

STEP1：検討

打合せで得た要求事項を、製品の特性や環境
負荷に考慮しながら、社内で意見を活発に出し
合い、具体化していきます。

STEP2：製品企画

企画の決定内容を、機構・材料・表面処理など
の詳細な設計図に起こします。使いやすさやデ
ザインの優美性に当社の技術力が生かされます。

STEP3：製品開発

設計図を元に製品を作ります。仕様の完成度
や不具合の有無を確認するために性能評価を
実施します。

STEP4：試作・評価

設計・評価試験を実施し、その結果をもとに合
否を決めます。不適合事項があった場合、設計
変更や改善処理をし、適合するまで繰り返します。

STEP6：初回検査（通常検査）

お客様の購入数量に過不足なく、希望納期に
間に合うよう、包装・拠点配送へと作業を進め
ます。

STEP7：出荷

納品書と製品を確認し、納期に合わせてお客
様へお届けします。
使用時の注意事項などの打合せもします。

STEP8：納品

お客様からの問い合わせ内容を解析・検証し
ます。様 な々視点から問題点を抽出することで、
品質向上につなげます。

STEP9：解析・検証

見積合せの後、取引先様にて図面・仕様書にもとづき生産します。

STEP5：量産

栃木屋ってどんな会社？

機構部品のパイオニア
機構部品とは、動きを生み出すもので、私たちの身の回りに
ある様 な々機器や設備に組み込まれています。
栃木屋はこの「機構部品」という言葉を生み出した会社
でもあり、機構部品のパイオニアとして様々な製品を開
発しています。



社員の数だけ 夢や目標、働き方があります。

栃木屋には営業ウーマンがいますが、他の同じような部品メーカーでは

あまりいないようで、お客様にはとても珍しがられます。

なかには「女性なのに、部品のことがわかるの？」と不安がられるお

客様もいらっしゃいましたが、ご要望にお応えしているうちに信頼して

いただけるようになり、今ではお客様のほうから相談してきてくださるよ

うになりました。

栃木屋では、知識がない状態で急に営業回りをするわけではありませ

ん。私の場合は、まず入社してから3 ヶ月間は社内で基本的なマナー

や知識を学んだり、実際に栃木屋製品が作られている工場を見学した

りしました。その後 3 ヶ月は資材部と品質保証部で商品知識や物の流

れの研修を受けました。それから営業事務の仕事を3 ヶ月行い、知識

が身に付いたところで、営業回りをするようになりました。最初は先輩

社員に同行してもらい、ルート営業をしていました。独り立ちして半年

が経過したころ、住設向けに立ち上げた新ブランド「LILIEL( リリエル )」

の営業メンバーに抜擢されました。「私なんかでいいのかな…」と不安

もありましたが、先輩や同僚、お客様に支えられ、頑張ることができて

います。まだまだ勉強中ですが「元気」「笑顔」を心掛け、営業を楽

しんでいます。

営業という仕事を通じて、多くの人と接することが自分の人生にプラス

になっていますし、成長につながっていると実感しています。もともと、

人の支えになりたいという思いで、あらゆる産業で活躍できる機構部

品づくりを経営スローガンに掲げている栃木屋に入社しましたので、仕

事をしていて一番うれしいことは、期待している以上のものを提供しお

客様に喜んでいただけるときです。

私は入社して15 年目に横浜営業所の所長になりました。営業所長を

任せると言われたときは、身が引き締まる思いでした。

部下に対する厳しさと、その後のフォローのバランスを評価していただ

いたのかなと思います。もちろん、自分一人だけの力ではなく、アシス

タントや他の部署の協力が必要不可欠でした。

また、営業所員が一丸となるためには、皆が同じ方向を向いて目標に

向かっていくことが大切です。言葉で伝えることも大切にしていますが、

自分の姿を見てもらうことで伝わるものもあると思いますので、まずは

自分が行動して、皆の手本になれるようにしています。お客様や社員

に頼られるような人間になれるよう、これからも努力し続けていきたいと

思います。

「元気」「笑顔」を心掛け
営業を楽しんでいます

まず自分が行動して
皆の手本になれる

ようにしています

本社営業課
営業ウーマン
2011年 入社

横浜営業所
所長

1997年 入社

社員インタビュー

営業事務は「事務」といっても座って黙 と々事
務作業をこなすわけではありません。お客様
からのご注文やお問い合せ対応など、忙しくも
やりがいのある仕事です。入社前は部品に関
する知識はありませんでしたが、研修がとても
充実していましたし、先輩社員もわかりやすく
教えてくださったので、すぐに慣れることができ
ました。

充実した研修と先輩のサポート

SCMセンター
営業事務

2016 年入社

私は育児介護制度を利用して、育児と仕事の
両立をしています。子供が 3 歳未満ですので、
短時間勤務という形で働いていますが、会社
に迷惑をかけないように、自分だけではなく、
子供の体調管理にも気を配っています。職場
では、リーダーとして、メンバーを家族だと思っ
て見守っています。両立は大変ですが、周囲
のサポートのお陰で頑張ることができています。

仕事と育児の両立

総務課
1993 年入社

海外のお客様を相手に取引をしますので、言
葉の壁や時差、商習慣の違いなど、難しい面
がたくさんあります。そのため、様々な工夫を
しながら仕事を進めることを求められる部署で
す。自分が担当するお客様から英語で感謝の
返事を頂いた時や、実際に会って交流できた
時にやりがいを感じます。栃木屋製品を世界
中に普及させられるよう頑張っています。

栃木屋製品を世界へ

海外営業課
1995 年入社

品質保証部の仕事は、お客様からご指摘を受
けた製品を改善すればよいというわけではあり
ません。お客様に満足していただける製品を作
れるようにするには、会社全体のシステムも見
直していくことが重要です。そのためにも、一
方的に待つ姿勢ではなく「探究心」・「向上心」
をもって、率先して行動した結果、改善に繋がっ
た時の達成感は嬉しいです。

「探究心」や「向上心」が大切

品質保証部
2006 年入社

製品を開発するうえで、お客様の要求に極力
お応えし、さらに付加価値も付けるようにして
います。そのためにも、まずはお客様の思い
描いている意図や要求を、コミュニケーション
を取りながらしっかりと把握する力が必要にな
ります。やりがいを感じるのは完成した製品を
見たときです。街中で見かけたときには「自分
が関わった部品だ！」と感慨深くなります。

要求だけでなく付加価値も

技術部
2006 年入社

栃木屋の社員は
日々奮闘しながらも
それぞれのフィールドで
情熱を持って働いています。



1913
東京都港区麻布新網町に
於いて金物小売業
「栃木亀吉商店」を創業

1945
戦災により現在地に移転

1949
営業部門を独立し株式会社に改組

1973
大阪営業所開設

1981
横浜営業所開設

1983
北関東営業所開設

1993
大森営業所開設

1995
川口営業所開設

2003
ISO14001認証取得

2017
SCMセンター開設

2011
長野営業所開設

2012
北関東営業所新築移転

1943
有限会社栃木屋製作所を創立

1937
通信機用機構部品の製作販売を開始

1968
本社第2ビル完成

1969
本社第1ビル完成

1978
多摩営業所開設

1976
東海営業所開設 1989

私募債発行 3月起債
メカニカル・パーツ・センター開設

1998
名古屋営業所開設

2000
ISO9001認証取得

2004
福岡営業所開設

2007
R＆Dセンター開設

2013
創業100 周年を迎える

主要納入先（敬称略）
株式会社アイチコーポレーション
アツミ電気株式会社
株式会社アマダ
株式会社アルバック
アンリツ株式会社
池上通信機株式会社
株式会社イトーキ
株式会社稲葉製作所
岩崎通信機株式会社
SMC株式会社
エスペック株式会社
株式会社岡村製作所
沖電気工業株式会社
オムロン株式会社
オリンパス株式会社
株式会社カプコン
川崎重工業株式会社
株式会社かわでん
キヤノン株式会社
株式会社京三製作所
京セラ株式会社
京セラミタ株式会社
株式会社クマヒラ
グローリー株式会社
コイト電工株式会社
コーワソニア株式会社
コクヨファニチャー株式会社
コナミ株式会社
コニカミノルタテクノプロダクト株式会社
コベルコ建機株式会社

株式会社小松製作所
株式会社小森コーポレーション
酒井重工業株式会社
SGモータース株式会社
サラヤ株式会社
サンウェーブ工業株式会社
サンスター技研株式会社
三和シヤッター工業株式会社
株式会社ジェイアール西日本新幹線テクノス
株式会社ジェイアール西日本テクノス
株式会社ジェイアール東日本メカトロサービス
JR東日本メカトロニクス株式会社
ジェイ・バス株式会社
株式会社島津製作所
シャープ株式会社
株式会社ジャムコ
昭和飛行機工業株式会社
シンフォニアテクノロジー株式会社
住友建機株式会社
住友電気工業株式会社
セイコーインスツル株式会社
株式会社セガ
株式会社総合車両製作所
ソニー株式会社
大建工業株式会社
株式会社高岳製作所
タカラスタンダード株式会社
株式会社ツガミ
株式会社ディスコ
株式会社デジタル

東京エレクトロン九州株式会社
東京エレクトロン宮城株式会社
東京エレクトロン山梨株式会社
株式会社東京精密
株式会社東芝
東芝テック株式会社
株式会社トーシンコーポレーション
凸版印刷株式会社
トヨタ自動車株式会社
トヨタテクノクラフト株式会社
ナカバヤシ株式会社
名古屋電機工業株式会社
ナスラック株式会社
ナブテスコ株式会社
新潟トランシス株式会社
株式会社ニコン
日亜化学工業株式会社
日産トレーディング株式会社
日本光電工業株式会社
日本車輌製造株式会社
日本信号株式会社
日本電気株式会社
日本電産コパル株式会社
日本無線株式会社
パナソニック株式会社
浜松ホトニクス株式会社
パラマウントベッド株式会社
株式会社日立製作所
株式会社日立ハイテクノロジーズ
ファナック株式会社

フクダ電子株式会社
富士重工業株式会社
富士通株式会社
富士通フロンテック株式会社
富士電機株式会社
富士電機リテイルシステムズ株式会社
富士フイルム株式会社
フランスベッドファニチャー株式会社
古川電気工業株式会社
古野電気株式会社
文化シヤッター株式会社
北越工業株式会社
三井造船株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
明星電気株式会社
株式会社明電舎
森尾電機株式会社
株式会社安川電機
ヤマザキマザック株式会社
ヤマハ株式会社
ヤマハ発動機株式会社
株式会社ユニオン
横河電機株式会社
横浜ゴム株式会社
株式会社LIXIL
株式会社リコー
理想科学工業株式会社
YKK株式会社

沿　革

国内拠点

〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目11番1号
     03-3254-2041         03-3251-1435

本　社

名古屋営業所
〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社 2-171-4
東海営業所
〒433-8122 静岡県浜松市中区上島5-3-18
多摩営業所
〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-3-6
立川第一生命ビルディング4階
横浜営業所
〒243-0432 神奈川県海老名市中央3-2-20
EBINAセントラルビル5階-B号
北関東営業所
〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-1-18

大阪営業所
〒565-0821 大阪府吹田市山田東2-10-2

大森営業所
〒143-0016 東京都大田区大森北5-9-25
福岡営業所
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57
長野営業所
〒380-0826 長野県長野市北石堂町1182
ベイユビル4階6号室

メカニカルパーツセンター（MPC）
・川口営業所
・資材部
〒332-0005 埼玉県川口市新井町16-15

R&Dセンター
・海外営業部
・SCMセンター
・技術部
・品質保証部
〒332-0006 埼玉県川口市末広1-26-16

海外販売代理店

Designatronics, Inc.
北米地区（米国・カナダ・メキシコ）

Kongjin Co., Ltd.
韓国

Tokyo Byokane（Dalian）Co., Ltd.
東京鋲兼（大連）有限公司

中国（大連・北京・天津・華北地区）

Shanghai Sibo Machinery Co.,Ltd.
上海四博機械有限公司

中国（上海・江蘇省・浙江省地区）

TBS Hong Kong Ltd.
三能有限公司

中国（香港・広東省地区）

Korat Matsushita Co., Ltd. （コラート松下）
タイ（バンコク事務所）

タイ（ラオス・カンボジア・ベトナム・ミャンマー）

Honami Electronics （S） Pte. Ltd.
シンガポール

会社概要
商　号　株式会社 栃木屋
設　立　1949年4月20日
創　立　1913年4月20日

資本金　5,000万円
代表者　栃木 一夫

採用に関するお問い合せ先（職員の方・学生の方）
saiyo@tochigiya.co.jp　TEL：03-3254-2048（総務課）

栃木屋はアメリカ・カナダ・メキシコの北米地区をはじめとして、韓国、中国、タイ、シンガポー
ルにも販売店を設置するなど、海外事業にも力
を入れています。
栃木屋の機構部品は、海外でも機能性・安全
性などにおいて評価されており、迅速かつ、き
め細かいサービスも好評を得ております。
また、海外販売ルートの拡大を狙い、海外の
展示会にも積極的に参加しています。

海外展示会実績（2012 年～）

Nepcon China
Nepcon South China
Seoul International Electric Fair
TAITRONICS
MTA2013
Nepcon China
Nepcon South China
TAITRONICS
Nepcon Malaysia
Seoul International Electric Fair

上海
深圳
ソウル
台北

シンガポール
上海
深圳
台北
ペナン
ソウル

2012.4
2012.8
2012.9
2012.10
2013.4
2013.4
2013.8
2013.10
2014.6
2014.9

開催地 展示会名時期

品質への信頼が生み出した、グローバルネットワーク1栃木屋って
こんな会社

育児休業など､女性が働きやすい
環境・制度も整えています

● 産前・産後休業期間や育児休業期間が取得
できます。（平成 6 年から現在までに、8 回
の取得実績があります。）

● 3 歳に満たない子を養育する場合は、6 時間
の短時間勤務を希望できます。

●「子育てサポート企業」として国から認定され
るよう、行動計画の策定を進めています。

栃木屋には理系や文系、あるいは国籍にとらわれないさまざまな人材が結集しており、
それぞれの個性も尊重しています。
あわ せ て女 性 社員の 全 体 比 率も
40％を超えており、営業をはじめ、
女性が活躍するフィールドも多種用
意されています。
このようにさまざまな人材が自分の
個性を活用して働ける職場を目指し
ています。

偏りのない人材の結集が生み出す、新しい発想や相乗効果2栃木屋って
こんな会社

最新機器も積極的に導入、充実した設備環境3栃木屋って
こんな会社

栃木屋は、最新機器も積極的に導入し、
設備の充実を図っています。
試作工程の効率化など製品開発を迅速に
支援する 3D プリンタや製品の機能や安全
性の評価を行う様 な々試験設備を導入する
ことで開発力を高め、お客様の信頼を獲得
しています。

3Dプリンタで製品開発を迅速に支援

最新の 3D プリンタの導入
により、設計した製品の形
状 の 検 証 やお 客 様とのイ
メージの共有など製品開発
における多くの工程で効率
化を図り、開発力を高めて
います。


