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京都大学大学院工学研究科教授

明治大学国際日本学部長

コマツ代表取締役社長(兼)CEO

日立建機㈱取締役会長

脳科学者

73名

85名

62名

98名

世界の中の日本

防衛と経済

公共事業が地域を救う

グローバル時代の人材育成

グローバル経営とコーポレートガバナ
ンスについて

人財のグローバル化

挑戦する脳
～経営、人生、暮らし、幸せ～

2013（平成25）年12月3日

2014（平成26）年12月3日

2015（平成27）年12月9日

2016（平成28）年12月7日

2017（平成29）年12月6日
  

2018（平成30）年12月5日

2019（令和元）年12月5日

2010（平成22）6月17日

2011（平成23）2月18日

2012（平成24）年2月17日

2013（平成25）年2月20日

2014（平成26）年2月26日

2015（平成27）年2月18日

2016（平成28）年3月4日

2017（平成29）年2月8日

2018（平成30）年2月16日
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2019（令和元）年7月11日

金指 壽氏

鈴木 潤一郎氏

鈴木 英明氏
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田中 宗介氏　
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田中 宗介氏　
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吉田 千晶氏　

千場 博之氏

浦島 浩次氏　

遠藤 敏彰氏　

原 雄司氏　

木村 駿氏　

西原 研一氏　

谷口 玄太氏

中満 和弘氏　

石角 友愛氏　

経済産業省 経済産業政策局産業再生課 課長補佐

経済産業省 通商政策局 経済連携課 課長補佐

国際金融公社 東京事務所 所長

経済産業省 製造産業局 産業機械課 係長

復興庁 統括官付主査

㈱カナモト 取締役執行役員 営業統括本部長

復興庁 統括官付 主査

国土交通省 総合政策局 

公共事業企画調整課 環境・リサイクル企画室長

（一社）日本産業カウンセラー協会

キャタピラー㈱安全・環境室長

 

住友建機㈱ 総務部長

㈱ケイズデザインラボ エンジニア

㈱ケイズデザインラボ 代表取締役CEO

日経コンストラクション 記者

コマツレンタル㈱ 東京営業部

スマートコンストラクション推進室 室長

㈱オプティム 執行役員

㈱ＧＳユアサ研究開発センター 第三開発部 部長

パロアルトインサイト CEO・
AIビジネスデザイナー

産業構造ビジョン2010

地域連携協定（EPA）の概要

海外進出をお考えの方へ～建機セクター支援事例～

政府の支援事業について

東日本大震災からの復興への取組

建機レンタル業の復興支援と対策

東日本大震災に関する国の復興見通し・予算について

平成24年度補正予算、平成25年度予算について

メンタルヘルス・マネジメントセミナー

キャタピラーにおけるメンタルヘルス

の取り組みについて

メンタルヘルス管理について

3Dプリンタ活用事例（体験、実機見学を含む）

3Dプリンタブームの実際と少し先の未来

2025年の巨大市場
～インフラ老朽化が全産業のチャンスに変わる～

ICT建機の現状を実機のデモ及び試乗で感じよう
（会場：コマツIoTセンタ関東）

全ての企業は○○になる

各種電池の技術動向と建機への適用の可能性

今から始める中堅・中小企業のAI
「自社事業への取り入れ方」

海原 純子氏

坂根 正弘氏

松井 忠三氏
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丹羽 宇一郎氏

丸山 ゆ利絵氏

医学博士・心療内科医

コマツ相談役

㈱良品計画代表取締役会長

リーダーシップコンサルティング代表

内科医・作家

現代中国研究家、津上工作室代表

㈱ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長

コベルコ建機㈱相談役

経済評論家

西精工㈱代表取締役社長

人材開発コンサルタント

作家・経済評論家

伊藤忠商事㈱名誉理事

プレゼンスコンサルタント　

85名
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64名

108名

71名

61名

63名

24名

33名

71名

48名

19名

18名

30名

42名

28名

41名

22名　

健康、ストレスと上手につきあう方法、イキイキと働く秘訣について

世界の基本的変化と日本の構造改革

無印良品を変えた仕組み作り

組織開発におけるリーダーのあり方

病まざる　老いざる　ホンマの医学

習近平の政治、経済、外交

海外情勢による今後の製造業のあり方

グローバル化と事業構造変革

～コベルコ流ものづくり力強化活動～

2020年までに日本とあなたの企業がやっておくべきこと

人づくりから始まる組織風土改革

現代組織が抱える本質的課題と組織変革マネジメントの実践

どうする日本人！アメリカと中国が今本当にやっていること

―米中貿易戦争と中国経済―

仕事と心の流儀

存在感を上げる！経営者のための印象コントロール術

2013（平成25） 年8月5日
2013（平成25） 年9月4日～6日

2014（平成26） 年8月6日
2014（平成26） 年9月16日～19日

2015（平成27） 年11月13日
2016（平成28） 年1月26日～29日

2016（平成28） 年8月2日
2016（平成28） 年10月18日～21日

2017（平成29） 年8月4日
2017（平成29） 年10月23日～26日

2018（平成30） 年8月8日
2018（平成30） 年10月22日～26日

2019（令和元） 年8月9日
2019（令和元） 年10月21日～24日

23名
18名

36名
15名

30名
12名

16名
12名

19名
13名

16名
13名

17名
12名

研修会：JETRO　塚田 学氏、住友商事㈱、大西 伸治氏
見学会：インドネシア（デンヨー・酒井重工業現地工場、現地部品メーカなど）

研修会：JETRO　守部 裕行氏、水谷 俊治氏、KAPPER CO.,LTD　倉本 和寛氏
見学会：ベトナム・ミャンマー（デンヨー・三笠産業現地工場、JＶ建設現場など）

研修会：JETRO　米山 洋氏、コマツクイック㈱杉山 靖氏
見学会：フィリピン（サンデン、コマツ人材開発センターなど）

研修会：JETRO　鎌田 亮平氏
見学会：タイ（加藤製作所、北川鉄工所、日野自動車現地工場など）

研修会：JETRO　北見 創氏、源 卓氏
見学会：マレーシア・シンガポール(HIN GETAH(N)、Land Equipmentなど）

研修会：JETRO　田中 晋氏、イタリア大使館　関 仁氏
見学会：イタリア（KATO IMER、Kohler、Italvibras)

研修会：JETRO　西澤 知史氏
見学会：インド（コマツ、ポクレンハイドロリックス、ヤハマ発動機、カツシロマテックス、JETRO）
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38名

25名

34名

26名

23名

16名

26名

筑水キャニコム㈱本社工場

北越工業㈱本社工場

コマツウェイ総合研修センタ及びコマツ粟津工場

㈱ダイフク 日に新た館

Ｅ－ＭＡＣ技術研修センター及び鍋屋バイテック会社

西島㈱及びトヨタ産業技術記念館

㈱ヨロズ大分

CYBERDYNE STUDIO及び井関農機㈱夢ある農業総合研究所

㈱不二越　

月　日

日　時 講師等 参加数所　属 テーマ

講師／見学先 参加者

月　日

月　日 講師名 所属 テーマ 参加者

講師／見学先 参加者
●研究会●海外研修会・見学会

●冬期セミナー

●現場見学会

事業経営の合理化・効率化、情報活用の強化、国際化への対応など経営の高度化のための諸事業を進める経営高度
化委員会では、現場見学会や会員企業の二ーズに適合した研究会やセミナーなどを実施しています。こうした活動
は会員同士の相互理解促進、特に中堅・中小会員間の相互啓発・交流に寄与してきました。その実績をご紹介します。

経営高度化への取り組み

ちょっとブレイク

Upgrade management

100 日本建設機械工業会 30 年のあゆみ
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3Dプリンタ活用事例（体験、実機見学を含む）

3Dプリンタブームの実際と少し先の未来

2025年の巨大市場
～インフラ老朽化が全産業のチャンスに変わる～

ICT建機の現状を実機のデモ及び試乗で感じよう
（会場：コマツIoTセンタ関東）

全ての企業は○○になる

各種電池の技術動向と建機への適用の可能性

今から始める中堅・中小企業のAI
「自社事業への取り入れ方」
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コマツ相談役

㈱良品計画代表取締役会長

リーダーシップコンサルティング代表

内科医・作家

現代中国研究家、津上工作室代表

㈱ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長

コベルコ建機㈱相談役

経済評論家

西精工㈱代表取締役社長

人材開発コンサルタント

作家・経済評論家

伊藤忠商事㈱名誉理事

プレゼンスコンサルタント　
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108名

71名
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健康、ストレスと上手につきあう方法、イキイキと働く秘訣について

世界の基本的変化と日本の構造改革

無印良品を変えた仕組み作り

組織開発におけるリーダーのあり方

病まざる　老いざる　ホンマの医学

習近平の政治、経済、外交

海外情勢による今後の製造業のあり方

グローバル化と事業構造変革

～コベルコ流ものづくり力強化活動～

2020年までに日本とあなたの企業がやっておくべきこと

人づくりから始まる組織風土改革

現代組織が抱える本質的課題と組織変革マネジメントの実践

どうする日本人！アメリカと中国が今本当にやっていること

―米中貿易戦争と中国経済―

仕事と心の流儀

存在感を上げる！経営者のための印象コントロール術

2013（平成25） 年8月5日
2013（平成25） 年9月4日～6日

2014（平成26） 年8月6日
2014（平成26） 年9月16日～19日

2015（平成27） 年11月13日
2016（平成28） 年1月26日～29日

2016（平成28） 年8月2日
2016（平成28） 年10月18日～21日

2017（平成29） 年8月4日
2017（平成29） 年10月23日～26日

2018（平成30） 年8月8日
2018（平成30） 年10月22日～26日

2019（令和元） 年8月9日
2019（令和元） 年10月21日～24日

23名
18名

36名
15名

30名
12名

16名
12名

19名
13名

16名
13名

17名
12名

研修会：JETRO　塚田 学氏、住友商事㈱、大西 伸治氏
見学会：インドネシア（デンヨー・酒井重工業現地工場、現地部品メーカなど）

研修会：JETRO　守部 裕行氏、水谷 俊治氏、KAPPER CO.,LTD　倉本 和寛氏
見学会：ベトナム・ミャンマー（デンヨー・三笠産業現地工場、JＶ建設現場など）

研修会：JETRO　米山 洋氏、コマツクイック㈱杉山 靖氏
見学会：フィリピン（サンデン、コマツ人材開発センターなど）

研修会：JETRO　鎌田 亮平氏
見学会：タイ（加藤製作所、北川鉄工所、日野自動車現地工場など）

研修会：JETRO　北見 創氏、源 卓氏
見学会：マレーシア・シンガポール(HIN GETAH(N)、Land Equipmentなど）

研修会：JETRO　田中 晋氏、イタリア大使館　関 仁氏
見学会：イタリア（KATO IMER、Kohler、Italvibras)

研修会：JETRO　西澤 知史氏
見学会：インド（コマツ、ポクレンハイドロリックス、ヤハマ発動機、カツシロマテックス、JETRO）
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筑水キャニコム㈱本社工場

北越工業㈱本社工場

コマツウェイ総合研修センタ及びコマツ粟津工場

㈱ダイフク 日に新た館

Ｅ－ＭＡＣ技術研修センター及び鍋屋バイテック会社

西島㈱及びトヨタ産業技術記念館

㈱ヨロズ大分

CYBERDYNE STUDIO及び井関農機㈱夢ある農業総合研究所

㈱不二越　

月　日

日　時 講師等 参加数所　属 テーマ

講師／見学先 参加者

月　日

月　日 講師名 所属 テーマ 参加者

講師／見学先 参加者
●研究会●海外研修会・見学会

●冬期セミナー

●現場見学会

事業経営の合理化・効率化、情報活用の強化、国際化への対応など経営の高度化のための諸事業を進める経営高度
化委員会では、現場見学会や会員企業の二ーズに適合した研究会やセミナーなどを実施しています。こうした活動
は会員同士の相互理解促進、特に中堅・中小会員間の相互啓発・交流に寄与してきました。その実績をご紹介します。

経営高度化への取り組み

ちょっとブレイク

Upgrade management
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建設機械メーカーの変遷①

1938（昭13）創業
オカダ鑿岩機営業所

1960（昭35）設立
オカダ鑿岩機（株）

1999（平11）設立 関連会社 2017（平29）グループ化

2002（平14）設立 2003（平15）
吸収合併

（株）アイヨンテック

1983（昭58）社名変更
オカダアイヨン（株）

エー・エム・シー（株）

暁機工（株）

（株）南星ウィンテック

（株）南星機械

1962（昭37）設立 1992（平4）社名変更
愛知車輌（株） （株）アイチコーポレーション

2003（平15）グループ化
（株）豊田自動織機

1952（昭27）設立
東京流機製造（株）

1995（平7）社名変更

2004（平16）傘下に入る

インガソールランド（株）

1912（大元）日本市場に参入

2017（平29）設立
 エピロックジャパン（株）

1964（昭39）設立
中央自動車興業（株）

2005（平17）社名変更
アボロンシステム（株）

オカダアイヨン
（株）

（株）アイチ
コーポレーション

エピロック
ジャパン（株）

アボロンシステム
（株）

2008（平20）設立
（株）MCDプロダクト

2008（平20）アンカードリル事業譲渡
三菱重工業（株）

（株）MCD
プロダクト

1970（昭45）設立
（株）岩田商会

（株）岩田商会

IHI運搬機械（株）

エクセン（株）

1973（昭48）設立

1974（昭49）吸収合併

石川島沼津輸送機（株）
1974（昭49）設立
石川島輸送機（株）

1994（平6）社名変更
石川島運搬機械（株）

2008（平20）
吸収合併関西輸送機（株）

（株）石川島沼津製作所 石川島運搬機械
エンジニアリング（株）

吸収合併
1994（平6）

アイ・エイチ・アイ・
パーキング・テクノス（株）

1985（昭60）
吸収合併

石川島
クレーン（株）

1977（昭52）
吸収合併

石川島物流
工事（株）

石川島播磨重工業（株）
2007（平19）社名変更

（株）IHI

2009（平21）社名変更
IHI運搬機械（株）

1915（大4）創業
林自動車製作所

1991（平3）社名変更
エクセン（株）

1963（昭38）社名変更
林バイブレーター（株）

1949(昭24）社名変更
（株）林製作所

1958（昭33）
販売部門を分社化

建機工業（株）

1988(昭63）合併
林バイブレーター（株） 1918（大7）設立

北川船具製作所
1937（昭12）社名変更

北川鉄工所
1941（昭16）株式会社化

2009（平21）北川鉄工所に吸収

2007（平19）（株）北川鉄工所のプラント販売部門と
日本建機（株）が合併しK＆Kプラント（株）を設立   

（株）北川鉄工所

日本建機（株）

K&Kプラント（株）

1952（昭27）設立 1977（昭52）社名変更
石川島コーリング（株） 石川島建機（株）

2008（平20）社名変更
2016（平28）子会社化

IHI建機（株）

三菱重工業（株）明石製作所

1963（昭38）設立
キャタピラー三菱（株）

1987（昭62）
新キャタピラー三菱（株）

合併
三菱重工業（株）

キャタピラー社
2008（平20）社名変更
キャタピラージャパン（株）

2017（平29）組織変更
キャタピラージャパン合同会社

1955（昭30）設立
極東開発工業（株）

1998（平10）設立 関連会社

（株）加藤製作所

関東鉄工（株）

（株）技研製作所

（株）北川鉄工所

キャタピラー
ジャパン合同会社

極東開発工業（株）

1895（明28）創業
加藤鉄工所

1935（昭10）社名変更
（株）加藤製作所

2016（平28）設立
2018（平30）吸収合併
（株）KATO HICOM

1984（昭59）設立

2009（平21）自社ブランド製品の販売開始
関東鉄工（株）

ドイツ・ボーマク社の部品・
コンポーネント供給会社として

1967（昭42）創業 1971（昭46）株式会社化
高知技研コンサルタント （株）高知技研コンサルタント

1981（昭56）設立
（株）高知技研コンサルタント

1978（昭53）設立
（株）技研製作所

1987（昭62）設立 関連会社 2009（平21）合併 関連会社

2012（平24）設立 関連会社
（株）FE-ONE

1981（昭56）社名変更
（株）技研施工

2016（平28）グループ参加
CKK GROUP

（株）クボタ 1890（明23）創業
大出鋳造所

1897（明30）社名変更
久保田鉄工所

1953（昭28）社名変更
久保田鉄工（株）

1990（平2）社名変更
（株）クボタ

1953（昭28）設立
久保田建機（株）

1939（昭14）設立
（株）久保田鉄工所

1948（昭23）創業
包行農具製作所

1955（昭30）設立
筑水農機販売（株）

1964（昭39）社名変更
筑水農機（株）

1989（平元）社名変更
（株）筑水キャニコム

キャニコム
（（株）筑水キャニコム）

極東特装販売（株）

（株）エフ・イ・イ

1873（明6）スウェーデンで設立

土木鉱山事業及び一部の建設事業を
分社化し、社名変更

 Epiroc

2018（平30）土木鉱山事業及び
一部の建設事業を事業分割及び独立

Atlas Copco

アトラスコプコ（株）

日本の建設機械
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建設機械メーカーの変遷①

1938（昭13）創業
オカダ鑿岩機営業所

1960（昭35）設立
オカダ鑿岩機（株）

1999（平11）設立 関連会社 2017（平29）グループ化

2002（平14）設立 2003（平15）
吸収合併

（株）アイヨンテック

1983（昭58）社名変更
オカダアイヨン（株）

エー・エム・シー（株）

暁機工（株）

（株）南星ウィンテック

（株）南星機械

1962（昭37）設立 1992（平4）社名変更
愛知車輌（株） （株）アイチコーポレーション

2003（平15）グループ化
（株）豊田自動織機

1952（昭27）設立
東京流機製造（株）

1995（平7）社名変更

2004（平16）傘下に入る

インガソールランド（株）

1912（大元）日本市場に参入

2017（平29）設立
 エピロックジャパン（株）

1964（昭39）設立
中央自動車興業（株）

2005（平17）社名変更
アボロンシステム（株）

オカダアイヨン
（株）

（株）アイチ
コーポレーション

エピロック
ジャパン（株）

アボロンシステム
（株）

2008（平20）設立
（株）MCDプロダクト

2008（平20）アンカードリル事業譲渡
三菱重工業（株）

（株）MCD
プロダクト

1970（昭45）設立
（株）岩田商会

（株）岩田商会

IHI運搬機械（株）

エクセン（株）

1973（昭48）設立

1974（昭49）吸収合併

石川島沼津輸送機（株）
1974（昭49）設立
石川島輸送機（株）

1994（平6）社名変更
石川島運搬機械（株）

2008（平20）
吸収合併関西輸送機（株）

（株）石川島沼津製作所 石川島運搬機械
エンジニアリング（株）

吸収合併
1994（平6）

アイ・エイチ・アイ・
パーキング・テクノス（株）

1985（昭60）
吸収合併

石川島
クレーン（株）

1977（昭52）
吸収合併

石川島物流
工事（株）

石川島播磨重工業（株）
2007（平19）社名変更

（株）IHI

2009（平21）社名変更
IHI運搬機械（株）

1915（大4）創業
林自動車製作所

1991（平3）社名変更
エクセン（株）

1963（昭38）社名変更
林バイブレーター（株）

1949(昭24）社名変更
（株）林製作所

1958（昭33）
販売部門を分社化

建機工業（株）

1988(昭63）合併
林バイブレーター（株） 1918（大7）設立

北川船具製作所
1937（昭12）社名変更

北川鉄工所
1941（昭16）株式会社化

2009（平21）北川鉄工所に吸収

2007（平19）（株）北川鉄工所のプラント販売部門と
日本建機（株）が合併しK＆Kプラント（株）を設立   

（株）北川鉄工所

日本建機（株）

K&Kプラント（株）

1952（昭27）設立 1977（昭52）社名変更
石川島コーリング（株） 石川島建機（株）

2008（平20）社名変更
2016（平28）子会社化

IHI建機（株）

三菱重工業（株）明石製作所

1963（昭38）設立
キャタピラー三菱（株）

1987（昭62）
新キャタピラー三菱（株）

合併
三菱重工業（株）

キャタピラー社
2008（平20）社名変更
キャタピラージャパン（株）

2017（平29）組織変更
キャタピラージャパン合同会社

1955（昭30）設立
極東開発工業（株）

1998（平10）設立 関連会社

（株）加藤製作所

関東鉄工（株）

（株）技研製作所

（株）北川鉄工所

キャタピラー
ジャパン合同会社

極東開発工業（株）

1895（明28）創業
加藤鉄工所

1935（昭10）社名変更
（株）加藤製作所

2016（平28）設立
2018（平30）吸収合併
（株）KATO HICOM

1984（昭59）設立

2009（平21）自社ブランド製品の販売開始
関東鉄工（株）

ドイツ・ボーマク社の部品・
コンポーネント供給会社として

1967（昭42）創業 1971（昭46）株式会社化
高知技研コンサルタント （株）高知技研コンサルタント

1981（昭56）設立
（株）高知技研コンサルタント

1978（昭53）設立
（株）技研製作所

1987（昭62）設立 関連会社 2009（平21）合併 関連会社

2012（平24）設立 関連会社
（株）FE-ONE

1981（昭56）社名変更
（株）技研施工

2016（平28）グループ参加
CKK GROUP

（株）クボタ 1890（明23）創業
大出鋳造所

1897（明30）社名変更
久保田鉄工所

1953（昭28）社名変更
久保田鉄工（株）

1990（平2）社名変更
（株）クボタ

1953（昭28）設立
久保田建機（株）

1939（昭14）設立
（株）久保田鉄工所

1948（昭23）創業
包行農具製作所

1955（昭30）設立
筑水農機販売（株）

1964（昭39）社名変更
筑水農機（株）

1989（平元）社名変更
（株）筑水キャニコム

キャニコム
（（株）筑水キャニコム）

極東特装販売（株）

（株）エフ・イ・イ

1873（明6）スウェーデンで設立

土木鉱山事業及び一部の建設事業を
分社化し、社名変更

 Epiroc

2018（平30）土木鉱山事業及び
一部の建設事業を事業分割及び独立

Atlas Copco

アトラスコプコ（株）
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建設機械メーカーの変遷②

1950（昭25）設立
光洋機械工業（株）

2007（平19） バッチャプラント事業買収
石川島建機（株）

1972（昭47）社名変更
光洋機械産業（株）

光洋機械産業（株）

コベルコ建機（株）

コマツ
（（株）小松製作所）

酒井重工業（株）

（株）坂戸工作所

1911（明44）設立

建設機械
事業（販売部門）分社化

分社化

統合

1999（平11）設立

2016（平28）
統合

2004（平16）設立

コベルコ建機（株）

コベルコクレーン（株）

（株）神戸製鋼所

神鋼油谷建機販売（株）
1983（昭58）設立

統合

神鋼建機販売（株）
1983（昭58）設立 1986（昭61）設立

神鋼コベルコ建機（株）

油谷重工（株）

1894（明27）設立
竹内鉱業（株）

分離
独立

2007（平19）
合併・商号変更
コマツユーティリティ(株)合

併

1999（平11）
吸収合併

油圧機器
移管

1991（平3）呼称をコマツに変更

（株）小松エスト

小松メック（株）

小松フォークリフト（株）

小松ゼノア（株）

1921（大10）設立
（株）小松製作所

1918（大7）創立
酒井工業所

1949（昭24）株式会社化
（株）酒井工作所

1967（昭42）社名変更
酒井重工業（株）

1955（昭30）設立
三和機材(株)

1961（昭36）創業
丸伸商会

1970（昭45）株式会社化
（株）丸伸商会

1990（平2）社名変更
（株）シンテック

1920（大9）設立 1960（昭35）社名変更
川西機械製作所

1928（昭3）設立
川西航空機（株）

1949（昭24）設立
新明和興業（株） 新明和工業（株）

三和機工（株）

三和機材（株）

（株）シンテック

新明和工業（株）

1946（昭21）創業
三和工作所

1966（昭41）株式会社化
三和機工（株）

1954（昭29）改組
合資会社 三和工作所

1947（昭22）設立
（有）坂戸工作所

1956（昭31）改組
（株）坂戸工作所

1922（大11）
設立

1957（昭32）設立
山陽熔接工業所

1962（昭37）社名変更
（有）タグチ工業

1985（昭60）社名変更
（株）タグチ工業

住友建機（株）

（株）大一・テクノ

（株）タグチ工業

1986（昭61）設立

2001（平13）分社化

2009（平21）合併
住友建機（株）

ショベル
道路機械事業

クレーン事業

住友建機（株）
住友建機製造（株）
住友建機販売（株）

日立建機（株） クレーン部門

日立住友重機械
建機クレーン（株）

住友重機械建機クレーン（株）

1963（昭38）建機事業部 新設 1969（昭44）設立
住友重機械工業（株）住友機械工業（株）

2002（平14）設立
2001（平13）分社化

2002（平14）
アスファルトフィニッシャ事業取得　

（株）新潟鐵工所

1988（昭63）社名変更
（株）大一・テクノ

1971（昭46）設立
大一機械工業（株）

1981（昭56）設立
大一エンジニアリング（株）

1963（昭38）吸収合併 1968（昭43）日本輸送機（株）と共同出資により設立

1990（平2）合併

1954（昭29）設立
大和機工（株）

大和機工（株）

1986（昭61）設立
住友建機（株）

2001（平13）設立
住友重機械建機クレーン（株）

クレーン部門
合併

分社化

1970（昭45） 設立
日立建機（株）

2002（平14）設立
日立住友重機械建機クレーン（株）

2018（平30）社名変更
住友重機械建機クレーン（株）

住友重機械
建機クレーン（株）

1946（昭21）設立
栗原工業（株）

1972（昭47）設立分社
エルバ（株）

1985（昭60）設立
（株）クリハラ

1946（昭21）設立
（有）鉱研舎

1947（昭22）設立
鉱研試錐工業（株）

1987（昭62）社名変更
鉱研工業（株）

（株）クリハラ

鉱研工業（株）

分社化

1940（昭15）設立
東亜工作所

1949（昭24）社名変更
甲南電機（株）

2005（平17）設立
2012（平24）再統合

甲南電機（株）

甲南電機（株）

2011（平23）
吸収合併

日輪販売（株） （名古屋ニチユリフト（株））
現東海ニチユ（株）
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建設機械メーカーの変遷②

1950（昭25）設立
光洋機械工業（株）

2007（平19） バッチャプラント事業買収
石川島建機（株）

1972（昭47）社名変更
光洋機械産業（株）

光洋機械産業（株）

コベルコ建機（株）

コマツ
（（株）小松製作所）

酒井重工業（株）

（株）坂戸工作所

1911（明44）設立

建設機械
事業（販売部門）分社化

分社化

統合

1999（平11）設立

2016（平28）
統合

2004（平16）設立

コベルコ建機（株）

コベルコクレーン（株）

（株）神戸製鋼所

神鋼油谷建機販売（株）
1983（昭58）設立

統合

神鋼建機販売（株）
1983（昭58）設立 1986（昭61）設立

神鋼コベルコ建機（株）

油谷重工（株）

1894（明27）設立
竹内鉱業（株）

分離
独立

2007（平19）
合併・商号変更
コマツユーティリティ(株)合

併

1999（平11）
吸収合併

油圧機器
移管

1991（平3）呼称をコマツに変更

（株）小松エスト

小松メック（株）

小松フォークリフト（株）

小松ゼノア（株）

1921（大10）設立
（株）小松製作所

1918（大7）創立
酒井工業所

1949（昭24）株式会社化
（株）酒井工作所

1967（昭42）社名変更
酒井重工業（株）

1955（昭30）設立
三和機材(株)

1961（昭36）創業
丸伸商会

1970（昭45）株式会社化
（株）丸伸商会

1990（平2）社名変更
（株）シンテック

1920（大9）設立 1960（昭35）社名変更
川西機械製作所

1928（昭3）設立
川西航空機（株）

1949（昭24）設立
新明和興業（株） 新明和工業（株）

三和機工（株）

三和機材（株）

（株）シンテック

新明和工業（株）

1946（昭21）創業
三和工作所

1966（昭41）株式会社化
三和機工（株）

1954（昭29）改組
合資会社 三和工作所

1947（昭22）設立
（有）坂戸工作所

1956（昭31）改組
（株）坂戸工作所

1922（大11）
設立

1957（昭32）設立
山陽熔接工業所

1962（昭37）社名変更
（有）タグチ工業

1985（昭60）社名変更
（株）タグチ工業

住友建機（株）

（株）大一・テクノ

（株）タグチ工業

1986（昭61）設立

2001（平13）分社化

2009（平21）合併
住友建機（株）

ショベル
道路機械事業

クレーン事業

住友建機（株）
住友建機製造（株）
住友建機販売（株）

日立建機（株） クレーン部門

日立住友重機械
建機クレーン（株）

住友重機械建機クレーン（株）

1963（昭38）建機事業部 新設 1969（昭44）設立
住友重機械工業（株）住友機械工業（株）

2002（平14）設立
2001（平13）分社化

2002（平14）
アスファルトフィニッシャ事業取得　

（株）新潟鐵工所

1988（昭63）社名変更
（株）大一・テクノ

1971（昭46）設立
大一機械工業（株）

1981（昭56）設立
大一エンジニアリング（株）

1963（昭38）吸収合併 1968（昭43）日本輸送機（株）と共同出資により設立

1990（平2）合併

1954（昭29）設立
大和機工（株）

大和機工（株）

1986（昭61）設立
住友建機（株）

2001（平13）設立
住友重機械建機クレーン（株）

クレーン部門
合併

分社化

1970（昭45） 設立
日立建機（株）

2002（平14）設立
日立住友重機械建機クレーン（株）

2018（平30）社名変更
住友重機械建機クレーン（株）

住友重機械
建機クレーン（株）

1946（昭21）設立
栗原工業（株）

1972（昭47）設立分社
エルバ（株）

1985（昭60）設立
（株）クリハラ

1946（昭21）設立
（有）鉱研舎

1947（昭22）設立
鉱研試錐工業（株）

1987（昭62）社名変更
鉱研工業（株）

（株）クリハラ

鉱研工業（株）

分社化

1940（昭15）設立
東亜工作所

1949（昭24）社名変更
甲南電機（株）

2005（平17）設立
2012（平24）再統合

甲南電機（株）

甲南電機（株）

2011（平23）
吸収合併

日輪販売（株） （名古屋ニチユリフト（株））
現東海ニチユ（株）
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建設機械メーカーの変遷③

1937（昭12）創業
（株）東洋空機製作所

1933（昭8）創業
ヤマト工作所

1946（昭21）株式会社化
(株)ヤマト工作所

1948（昭23）社名変更
東邦地下工機（株）

1968（昭43）創業
長野工業（株）

2004（平16）吸収合併
坂井電機（株）

1908（明41）創業
中山鉄工所

1964（昭39）株式会社化
（株）中山鉄工所

デンヨー（株）

（株）東洋空機製作所

東邦地下工機（株）

長野工業（株）

（株）中山鉄工所

1948（昭23）設立
日本電気熔接機材（株） デンヨー（株）

1966（昭41）社名変更

1919（大8）設立
日本工具製作（株）

2006（平18）設立

コンクリートポンプ事業取得
日工ダイヤクリート（株）三菱重工業（株）

1968（昭43）社名変更
日工（株）

日工（株）

1932（昭7）創業
帝国鑿岩機製作所

1936（昭11）株式会社化
（株）帝国鑿岩機製作所

1986（昭61）社名変更
（株）テイサク

（株）テイサク

1955（昭30）設立
範多機械（株）

1955（昭30）設立
（株）日立製作所

建機販売部門

建機製造部門 日立建設機械製造（株）

日立建設機械サービス（株） 1965（昭40）設立
合併

分離独立
合併

1969（昭44）設立

【旧】日立建機（株） 1970（昭45） 設立
日立建機（株）

1980（昭55）創業
山形日立建機（株）

2006（平18）社名変更
（株）日立建機カミーノ

2006（平18）子会社化
2011（平23）吸収合併

タコム製造（株）

範多機械（株）

日立建機（株）

（株）日立建機
カミーノ

1896（明29）設立
日本車輌製造（株）

日本ニューマチック
工業（株）

日本車輌製造（株）

1945（昭20）合併

1923（大12）創業
日本ニューマチック工業所

1977（昭52）設立
ニューマチック建機（株）

1938（昭13）社名変更
日本ニューマチック工業（株）

1916（大5）創業
小刀禰製作所

2012（平24）
吸収合併

2017（平29）
吸収合併

プツマイスター
ジャパン（株）

1992（平4）設立
プツマイスタージャパン（株）

1963（昭38）設立
（株）竹内製作所

1948（昭23）設立
（株）多田野鉄工所

1989（平元）社名変更
（株）タダノ

（株）竹内製作所

（株）タダノ

田中鉄工（株）
田中製作所 田中鉄工（株）

1918（大7）創業
田中鉄工所

1948（昭23）屋号変更 1957（昭32）株式会社化

調和工業（株） 1985（昭60）設立
調和工業（株）

古河ユニック（株） 1946（昭21）設立
共栄開発（株）

1970（昭45）社名変更
（株）ユニック

1989（平元）社名変更

1987（昭62）買収
古河鉱業（株）

古河ユニック（株）
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建設機械メーカーの変遷③

1937（昭12）創業
（株）東洋空機製作所

1933（昭8）創業
ヤマト工作所

1946（昭21）株式会社化
(株)ヤマト工作所

1948（昭23）社名変更
東邦地下工機（株）

1968（昭43）創業
長野工業（株）

2004（平16）吸収合併
坂井電機（株）

1908（明41）創業
中山鉄工所

1964（昭39）株式会社化
（株）中山鉄工所

デンヨー（株）

（株）東洋空機製作所

東邦地下工機（株）

長野工業（株）

（株）中山鉄工所

1948（昭23）設立
日本電気熔接機材（株） デンヨー（株）

1966（昭41）社名変更

1919（大8）設立
日本工具製作（株）

2006（平18）設立

コンクリートポンプ事業取得
日工ダイヤクリート（株）三菱重工業（株）

1968（昭43）社名変更
日工（株）

日工（株）

1932（昭7）創業
帝国鑿岩機製作所

1936（昭11）株式会社化
（株）帝国鑿岩機製作所

1986（昭61）社名変更
（株）テイサク

（株）テイサク

1955（昭30）設立
範多機械（株）

1955（昭30）設立
（株）日立製作所

建機販売部門

建機製造部門 日立建設機械製造（株）

日立建設機械サービス（株） 1965（昭40）設立
合併

分離独立
合併

1969（昭44）設立

【旧】日立建機（株） 1970（昭45） 設立
日立建機（株）

1980（昭55）創業
山形日立建機（株）

2006（平18）社名変更
（株）日立建機カミーノ

2006（平18）子会社化
2011（平23）吸収合併

タコム製造（株）

範多機械（株）

日立建機（株）

（株）日立建機
カミーノ

1896（明29）設立
日本車輌製造（株）

日本ニューマチック
工業（株）

日本車輌製造（株）

1945（昭20）合併

1923（大12）創業
日本ニューマチック工業所

1977（昭52）設立
ニューマチック建機（株）

1938（昭13）社名変更
日本ニューマチック工業（株）

1916（大5）創業
小刀禰製作所

2012（平24）
吸収合併

2017（平29）
吸収合併

プツマイスター
ジャパン（株）

1992（平4）設立
プツマイスタージャパン（株）

1963（昭38）設立
（株）竹内製作所

1948（昭23）設立
（株）多田野鉄工所

1989（平元）社名変更
（株）タダノ

（株）竹内製作所

（株）タダノ

田中鉄工（株）
田中製作所 田中鉄工（株）

1918（大7）創業
田中鉄工所

1948（昭23）屋号変更 1957（昭32）株式会社化

調和工業（株） 1985（昭60）設立
調和工業（株）

古河ユニック（株） 1946（昭21）設立
共栄開発（株）

1970（昭45）社名変更
（株）ユニック

1989（平元）社名変更

1987（昭62）買収
古河鉱業（株）

古河ユニック（株）
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建設機械メーカーの変遷④

1946（昭21）発足
（有）マルマ車輛整備工場

1987（昭62）分社化
マルマ機工（株）

マルマテクニカ（株）
1953（昭28）社名変更 1996（平8）社名変更
マルマ重車輛（株）

マルマテクニカ（株）

1937（昭12）設立
日本輸送機（株）

1949（昭24）設立
東洋運搬機製造（株）

1999（平11）社名変更
TCM（株）

1957（昭32）
フォークリフトの生産開始
日産自動車（株）

2010（平22）分社化
日産フォークリフト（株）

1970（昭45）
フォークリフトの生産開始
三菱重工業（株）

2013（平25）業務開始
ユニキャリア（株）

三菱ロジスネクスト（株）
2017（平29）発足

2013（平25）発足
ニチユ三菱フォークリフト（株）

三菱
ロジスネクスト（株）

（株）前田製作所 1960（昭35）開設
前田建設工業（株）　篠ノ井機械工場

1962（昭37）設立

1991（平3）設立
（株）ネオックス

（株）前田製作所

丸善工業（株） 1954（昭29）設立
丸善工業（株）

（株）丸順 1964（昭39）創業
丸順溶接

1969（昭44）社名変更
丸順重工（株）

1965（昭40）株式会社化
丸順溶接（株）

2016（平28）社名変更
（株）丸順

1965（昭40）創業
ユタニ製作所

1967（昭42）設立
ユタニ工業（株）

ヤンマー建機（株）

ユタニ工業（株）

1952（昭27）社名変更
ヤンマーディーゼル（株）

2002（平14）社名変更
ヤンマー（株）
2004（平16）
建設部門分離独立

1912（明45）創業

1936（昭11）設立

山岡発動機工作所
1931（昭6）株式会社化
山岡発動機工作所（株）

山岡内燃機（株）

1940（昭15）
合併

ヤンマー建機（株）

1966（昭41）設立
諸岡鑿泉（株）

1971（昭46）社名変更
（株）諸岡

1945（昭20）創業
明和製作所

1951（昭26）株式会社化
（株）明和製作所

（株）諸岡

（株）明和製作所

1937（昭12）設立
三笠貿易商会

1937（昭12）社名変更
三笠商事（株）

1938（昭13）社名変更
三笠機械工業（株）

1947（昭22）社名変更

2005（平17）完全子会社化

2010（平22）営業業務を統合

三笠産業（株）
三笠産業（株）

古河
ロックドリル（株）

1875（明8）創業
古河家本店

1905（明38）設立
古河鉱業会社

1911（明44）社名変更

1918（大7）設立
合併

古河合名会社

古河鉱業（株）

1961（昭36）設立

2000（平12）子会社統合
古河建機販売（株）

古河さく岩機販売（株）
2000（平12）設立

2003（平15）子会社統合
古河ドリルテック（株）

古河機械販売（株）

1941（昭16）改組
古河鉱業（株）

1989（平元）社名変更
古河機械金属（株）

北越工業（株） 1938（昭13）設立
北越工業（株）

2005（平17）
設立《分社》

古河ロックドリル（株）

三笠建設機械（株）
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建設機械メーカーの変遷④

1946（昭21）発足
（有）マルマ車輛整備工場

1987（昭62）分社化
マルマ機工（株）

マルマテクニカ（株）
1953（昭28）社名変更 1996（平8）社名変更
マルマ重車輛（株）

マルマテクニカ（株）

1937（昭12）設立
日本輸送機（株）

1949（昭24）設立
東洋運搬機製造（株）

1999（平11）社名変更
TCM（株）

1957（昭32）
フォークリフトの生産開始
日産自動車（株）

2010（平22）分社化
日産フォークリフト（株）

1970（昭45）
フォークリフトの生産開始
三菱重工業（株）

2013（平25）業務開始
ユニキャリア（株）

三菱ロジスネクスト（株）
2017（平29）発足

2013（平25）発足
ニチユ三菱フォークリフト（株）

三菱
ロジスネクスト（株）

（株）前田製作所 1960（昭35）開設
前田建設工業（株）　篠ノ井機械工場

1962（昭37）設立

1991（平3）設立
（株）ネオックス

（株）前田製作所

丸善工業（株） 1954（昭29）設立
丸善工業（株）

（株）丸順 1964（昭39）創業
丸順溶接

1969（昭44）社名変更
丸順重工（株）

1965（昭40）株式会社化
丸順溶接（株）

2016（平28）社名変更
（株）丸順

1965（昭40）創業
ユタニ製作所

1967（昭42）設立
ユタニ工業（株）

ヤンマー建機（株）

ユタニ工業（株）

1952（昭27）社名変更
ヤンマーディーゼル（株）

2002（平14）社名変更
ヤンマー（株）
2004（平16）
建設部門分離独立

1912（明45）創業

1936（昭11）設立

山岡発動機工作所
1931（昭6）株式会社化
山岡発動機工作所（株）

山岡内燃機（株）

1940（昭15）
合併

ヤンマー建機（株）

1966（昭41）設立
諸岡鑿泉（株）

1971（昭46）社名変更
（株）諸岡

1945（昭20）創業
明和製作所

1951（昭26）株式会社化
（株）明和製作所

（株）諸岡

（株）明和製作所

1937（昭12）設立
三笠貿易商会

1937（昭12）社名変更
三笠商事（株）

1938（昭13）社名変更
三笠機械工業（株）

1947（昭22）社名変更

2005（平17）完全子会社化

2010（平22）営業業務を統合

三笠産業（株）
三笠産業（株）

古河
ロックドリル（株）

1875（明8）創業
古河家本店

1905（明38）設立
古河鉱業会社

1911（明44）社名変更

1918（大7）設立
合併

古河合名会社

古河鉱業（株）

1961（昭36）設立

2000（平12）子会社統合
古河建機販売（株）

古河さく岩機販売（株）
2000（平12）設立

2003（平15）子会社統合
古河ドリルテック（株）

古河機械販売（株）

1941（昭16）改組
古河鉱業（株）

1989（平元）社名変更
古河機械金属（株）

北越工業（株） 1938（昭13）設立
北越工業（株）

2005（平17）
設立《分社》

古河ロックドリル（株）

三笠建設機械（株）
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