
五常マテリアル株式会社



会社概要
社名 株式会社五常マテリアル

事業内容 1. 非鉄金属販売
2. ガラスビーズ及ホーニングマシン販売
3. メッキ用材料販売
4. 普通鋼及ステンレスその他特殊鋼販売
5. 圧力タンク、機械躯体等の製罐業務
6. 非鉄特殊金属、ファインセラミック等の精密加工部品の製造
7. 電極、治具の販売、加工及びクリーニング
8. 炭素繊維の販売及び加工品の製造
9. 上記の各号に附帯する一切の業務

所在地

〒457-0014

[ 本社 ]

愛知県名古屋市南区呼続五丁目１３番１２号

TEL 052-819-0016 ( 代表 ) FAX 052-819-3130

[ 桑名工場 ]

〒511-0841

三重県桑名市小貝須柳原 431-1

設立 昭和 47年 4 月 5 日

資本金

代表取締役

監査役

顧問

主要取引先

取引銀行

司法書士　佐々木事務所　佐々木　聡史

アイシン精機株式会社

イビデン株式会社
川崎重工業株式会社
サクラ工業株式会社
株式会社デンソー
株式会社東研サーモテック
株式会社ノリタケカンパニーリミテド
株式会社富士カーボン製造所

名古屋銀行 　八熊支店
三菱ＵＦＪ銀行　 金山支店
愛知銀行　 笠寺支店
百五銀行　 港支店

山田　一雄

下平　雅彦

2000 万円

株式会社 IHI 機械システム

株式会社アドヴィックス



五常マテリアルの歴史
弊社の前身 中央工産株式会社　名古屋支店

当時の取扱商品

亜鉛の電気防食用陽極材料の製造販売

名古屋支店は主に、
　　鍍金材料 ( メッキに使用するニッケル、亜鉛、電気銅等 ) を取り扱い販売。

昭和 47年 04月

本社は愛知県名古屋市熱田区高蔵町 28番地

名古屋支店の閉鎖に伴い、
　　当時の主要取引先であるサクラ工業株式会社様の要請、資金協力により
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五常物産株式会社として独立する。

資本金　500 万円

愛知県名古屋市熱田区高蔵町 3番 1号 住居表示実施

資本金 1,000 万円に増資
川崎重工業株式会社様と取引開始

株式会社日本ヘイズ /現 株式会社 IHI 機械システム様と取引開始

社名を五常マテリアル株式会社に変更

昭和 55年 07月

平成 04年 04月

昭和 62年 04月

平成 03年 04月

平成 03年 06月

平成 18年 02月

平成 27年 12月

令和 元 年 05 月

資本金を 2,000 万円に増資

株式会社アドヴィックス様と取引開始

中小企業 PL保険制度加入

平成 30年 07月 私募債を発行 ( 寄贈型私募債 )
私募債の発行・引受機関：株式会社名古屋銀行

平成 30年 12月 三重県桑名市にショットブラストを行う、桑名工場を開設
36協定 ( 時間外労働、休日労働に関する協定届 ) を締結

一部定款の変更を行う

アイシン精機株式会社 /現 株式会社アイシン様と取引開始平成 07年 04月

日本電装株式会社 /現 株式会社デンソー様と取引開始

一部定款の変更を行う

平成 30年 06月

令和 02年 04月 就業規則を全面的に改正する

令和 02年 05月 新社屋建設に伴い愛知県名古屋市南区に本社を移転
２回目の私募債を発行 ( 寄贈型私募債 )
私募債の発行・引受機関：株式会社名古屋銀行

令和 03年 06月 3回目の私募債を発行 ( 寄贈型私募債 )
私募債の発行・引受機関：株式会社名古屋銀行

令和 04年 04月 創立 50周年 (4 月 5日 )・五常マテリアル宣言の掲載

令和 05年 02月 本社に太陽光発電システム・蓄電池を設置



治工具製作

【治工具とは…】

治工具とは、「治具」と「工具」を合わせた言葉です。
 
治具は、加工や組付けの際、部品や工具の作業位置を指示・誘導するために用いる器具の名称です。
この「治具」と「工具」の両方を含めて「治工具」と称します。
 
「治工具」は生産の効率化や品質ムラが出ないよう、または製品のテストや検証するために用いられます。
 
お客様の生産現場に直接携わる「治工具」ですので写真等ではご紹介できませんが自動車部品メーカー様、
航空機メーカー様含め多数のお客様よりご用命いただいております。
 
少量、高精度から数百～数万単位の量産治具まで当社の技術力の高い数々のパートナー工場をセレクトし
ご満足いただける製品をお届けいたします。

私たちの仕事はあくまでお客様から頂く図面に忠実に仕上げることが原則です
。
でも…例えば、強度的に十分でない材料の指示があるなど、当社より材料、表面処理のご提案を差し上げる
場合があります。
 
本来、特殊材料を得意としている会社ですので入手しにくい材料やコーティング含めた表面処理も多数の
仕入先がありますのでお任せください。

また１社の工場ではできなくても部分々その加工が得意な工場に依頼し数社に渡り１つの製品を完成させる
という事も得意としています。
 
当社の営業担当は単なる営業ではなく「治工具製作のコーディネーター」としてお客様のお役に立てるよう
日々努力しております。

【自社の強み】



非鉄金属販売

【主な取り扱い商品】

チタン合金各種 / ニッケル合金各種 / マグネシウム合金 / 各種アルミ合金地金、各種銅合金
 
各種ステンレス銅 / 高純度金属 / 各種加工品
 
樹脂：MCナイロン　PEEK　ベークライト　テフロン　アクリル　塩ビ　ウレタン
　 　 シリコン　バイトン　NBR　他各種販売・加工
  
電気接点材料・放電加工用電極材料
 
タングステン / 銅タン　銀タン / 各種配合対応・モリブデン
 
※上記以外もお問い合わせください

・銅アルミ等【ベースメタル】 
  
・金・銀・プラチナ等【プレシャスメタル】 
  
・ニッケル・チタン等【レアメタル】

【非鉄金属とは…】
鉄以外の金属及び合金を全て表します。

高融点金属のタングステンとモリブテンは、その優れた高温特性から放電灯電極、 電子管の構成材料、
溶接用電極電気接点、発熱体、熱遮蔽材等様々な産業分野で、広範囲に渡って使用され、当社では、
各種形状のタングステン・モリブテンの線・棒・その他加工品の販売を行なっています。
 
また、アルミ押し出し品、アルミ球からチタン、ニッケル箔、アルミ地金まで多様な非鉄金属材料を
お客様のニーズに合わせ提供いたしております。
 
樹脂も自動車関連設備、炉周辺、家電、医療関連等に幅広く使用される素材です。
 
当社では、様々な業界に納入実績があり、それぞれの目的に応じた最適な材料を選択、提供いたします。



航空・宇宙分野

【主な取り扱い商品】

大型金型作成 / 電鋳金型 / 放電加工用グラファイト電極 / 各種治工具製品 / 各設備品
 
各種金属素材、精密加工品 ( インバー、チタン、ニッケル、アルミニウム、鉄、合成樹脂等 )

さらに航空機外装に使用される材質が従来のジュラルミンから、より強度が大きく、軽量化が可能なCFRP 
( 炭素繊維強化樹脂 ) へと大きく変わってきています。 
  当社では、いち早くこの変化に対応し業界トップクラスの大型金型にも対応できる強力な企業とパートナー
関係を築き、クライアントの皆様の要求に応えるべく大型で高精度な金型製造もご提案できます。 

【航空・宇宙分野への関わり…】

当社は長年、旅客機前部胴体部分の金型製作を中心に担当しています。 
防衛省がすすめる固定翼哨戒機 (XP-1) と次期輸送機 (XC-2) の金型にも
協力させて頂きました。 
航空機組立用の治工具や測定用のゲージなど幅広い加工実績がございます。 
  航空機分野以外でも 2009 年 7月に実験成功した「きぼう」
( 日本・宇宙航空研究開発機構 [JAXA] 保有の実験棟 ) の国際宇宙ステー
ション ISS に接続するジョイント部分の製作 ( 試作 ) も手がけました。 

また昨今では航空機メーカー様向けにパートナー企業とCFRP用の
切削加工工具を開発し、量産用向けに納入しております。 
量産向けから小ロットまでお悩みがあればご相談ください。 
試作～検証～本生産までご協力致します。

バリフリードリル

ホールカッター

ホールカッターとは一般的なドリルでは加工できない大きな穴を加工
する際に使用できます。金属はもちろんのこと弊社ではCRFPへの
開発実績もございます。



炉周辺部材
【主な取り扱い商品】
各種発熱【グラファイト・SiC ヒーター ( 炭化けい素発熱体 )】/ ヒーター保護管
セラミック炉床材 及びセラミック部品各種

再結晶質炭化ケイ素の非金属発熱体です。
1600℃( 一部製品 ) での高温使用ができ、ニクロム線と比較し 
単位面積当りの発熱量も大きいため短時間昇温が可能です。 
寿命も長く、使用方法も簡単なため、電子部品の焼成をはじめ粉末金属
の焼結、綿材の焼鈍、ガラスなどの溶融など 各種処理に広く利用されて
います。

【炉周辺部材とは…】
電気炉や燃焼炉といわれる工業炉は、セラミック、電子部品、金属、ガラス、粉体などを所定の温度で加熱、
焼結したり、溶解、熱処理するための装置です。
 当社はこのような熱処理のための工業炉およびその関連設備にヒーター等の豊富な納入実績と工業炉に必要な
発熱体、耐火物の総合商社として小型試験炉から産業用大型装置までのあらゆる分野に製品の供給しております。 

CERASIC® 常圧焼結 SiC セラミックスは、機械的特性、摩耗特性、
腐食ガス及び薬品などに対する耐食性が、非常に優れたセラミック材料です。 
そのため、金属材料が使用されている熱処理分野において幅広く利用され、
ライフの延長によるランニングコストの低減、産業廃棄物低減などの
メリットが認められています。 
また、他社に先がけて、セラミック材料の中では最大クラスといえる 1mを
超える大型サイズ 
( プレート：φ760 までチューブ：長さ 2.3mまで ( 径による )) の製品が対応
可能です。

炭化ケイ素 (SiC) 発熱体

※CERASIC®はクアーズテック株式会社の登録商標です ( 商標第 1771692 号 )。

CERASIC®常圧焼結 SiC セラミックス

カーボングラファイト
カーボングラファイトは耐熱性や電気伝導性、耐薬品性などですぐれた特性を持つ工業用素材です。
 主な特性としては次のものがあげられます。
1．耐熱性にすぐれ、高温で強度が増大する
2．電気伝導度、熱伝導度が高い
3．自己潤滑性があり、金属やガラスに濡れない
4．耐熱衝撃性にすぐれ、熱変形が小さい
5．耐化学薬品性にすぐれる
6. 金属に比べ軽く、加工がしやすい 。



カーボン

【主な取り扱い商品】
工業用・機械用カーボン製品 ( 人造黒鉛・CCコンポジット・CFRP等 )

【カーボンとは…】
カーボンは耐熱性や電気伝導性、耐薬品性などですぐれた特性を持つ工業用素材です。

C/Cコンポジットは、カーボン材料の強度、耐衝撃性などの向上を目的に、高強度炭素繊維で補強された
カーボン複合材料です。宇宙航空用や半導体製造用などの最先端技術分野をはじめ昨今では熱処理現場にも
使用される先端カーボン材料です。
 黒鉛材と比較して強度が高く、たわみにくく、割れにくくカケが発生しにくい材料です。
また破損が急激に進行することがないため安心して使用いただくことができます。
金属材料と比較して高温での強度が高く、不活性雰囲気においては 2000℃以上の超高温下でも使用が可能です。
さらに重量も軽い（鉄の 1/5 程度）のも大きな特徴です。

CCコンポジット
(Carbon Fiber Reinforced Carbon Composite: 炭素繊維強化炭素複合材 )

主な特性としては次のものがあげられます。

1．耐熱性にすぐれ、高温で強度が増大する
2．電気伝導度、熱伝導度が高い
3．耐熱衝撃性にすぐれ、熱変形が小さい
4．耐化学薬品性にすぐれる
5．金属に比べ軽く、加工がしやすい

軽量・高強度しかも熱による変形も極めて小さいので熱処理用トレイなどニーズに
合わせたオーダーメイドも可能です。

軽量、さらに 2000℃でも熱による変形が極めて小さく固着しません。



カーボン

CFRPとは炭素繊維とプラスチックを複合してできた素材です。
特性として、鉄やアルミなどの金属材料よりも低密度でありながら、力学特性に優れた比強度が高い、
軽くて強い材料です。鉄より約 10倍強く、1/5 軽い今、各業界から注目の素材です。

CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics: 炭素繊維強化プラスチック )

CFRPの大きな特徴として
・軽量 ( 軽い ) ・高強度 ( 強い ) ・高剛性 ( たわみにくい ) ・振動減衰性が良い ・寸法安定性が良い
・疲労特性に優れる ・熱伝導率が高い ・錆びない ・電磁波遮蔽性がある ・X線の透過率が高い
 
当社は自動車部品メーカー様、熱処理工場様含め多くの納入実績がございます。
お客様の用途に合わせてご提案させていただきます。



ガラス製品

ガラスビーズ・パウダー / プラスチックメディア /ソルダーガラス / 石英ガラス / グラスウール /
各種光学フィルター

【主な取り扱い商品】

【ガラス製品について…】
工業用ガラス製品全般にわたり信頼と実績のある石英ガラス専門加工工場と提携しております。
図面は正確な物でなくても構いませんイラスト程度のものでも結構ですのでお気軽にご相談下さい。

ブラスティング用ガラスビーズ・ガラスパウダー

ブラスティング用プラスチックメディア

ブラスティング用メディアとして、余分なバリを削ったり、金属表面を滑らかに
仕上げることができます。
さまざまな粒状径を選べますので、研削量を抑えながら、クリーニング加工、
ピーニング加工、仕上げ加工などが行えます。
航空機、自動車、精密機械、情報機器、光学機器など精度が要求される部品加工や、
エレクトロニクス関連など最先端技術分野に幅広く使用されています。
用途：金型研掃、ピーニング加工、意匠性仕上げ ( 梨地加工 )
　　　金属、樹脂成型物のバリ取り加工
　　　メッキ、塗装、接着加工前処理など
　　　ポッターズ・バロティーニ ( 株 ) 製

電子部品・精密部品などの加工に使用される、ソフトな樹脂メディアです。
樹脂メディアの特性として、装置の摩耗が非常に少ないので装置の維持費が
安くなります。
乾式・湿式各ブラスト装置でご使用いただける製品をご用意しています。
乾式の製品は、表面の帯電防止処理により、被加工物の表面にほこりや投射材が
つきにくく作業性と経済性にすぐれています。
用途：金型研掃、塗装剥離、
　　　電子部品樹脂封止材バリ取り
　　　樹脂押出機スクリュー洗浄など
　　　ポッターズ・バロティーニ（株）製



ガラス製品

液体中の粒子をナノメートルレベルにまで粉砕。
粉砕･分散メディアとして顔料、インク、炭酸カルシウム、磁性材料、
蛍光体など機能性
用途：ビーズミル用のメディア ( 顔料粉砕、インキ、塗料分散 ) など
　　　ポッターズ・バロティーニ（株）製

中空ガラスビーズ

粉砕・分散／ろ過用ガラスビーズ

軽量化、断熱性などの機能付与が可能な、各種中空ガラスビーズを用意しています。
製品自体の比重が低く、樹脂に充填した場合、充実球に比べ、20～30%の軽量化が
図れます。
流動性、耐摩耗性、耐衝撃性にすぐれています。
断熱、保温、遮音、防音などの機能を付与することが可能です。



桑名工場

三重県桑名市に当社のエアーブラスト専門の工場があります。

エアーブラスト加工は 金属をはじめ樹脂、石材、木材、ガラス
など様々な素材へ研磨材（メディア）を衝突させることにより
表面処理を行う加工法です。
その応用範囲は大変広く、不純物を除去するクリーニング用途
のみならず下地処理、ピーニング、バリ取り彫刻など様々な分野、
用途で幅広く利用されています。

保有設備
・SGF-6(B)            2 台
・SGK-4LD-401N   2 台
・SGF-5D(B)         1 台
・SG-5GTJ-306      1 台
・SG-4ATCM-304   1 台    
　　　　　　　　　※メーカー：（株）不二製作所

当社の桑名工場含め愛知県内にも技術力の高いパートナー工場があり
自動車部品メーカー様、熱処理メーカー様のスケール除去、前処理を行なっております。
大物から小物、長尺物への処理が可能です。また単品、量産への対応も可能ですのでご相談ください。
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