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to accelerate your business

JOHNANグループ　

海外拠点

【城南環保科技（大連）有限公司】

TEL（86）411-8761-1316   FAX（86）411-8762-1316

中国遼寧省大連市経済開発区東北三街29号北方企業園16号楼1F

【JOHNAN CORPORATION (THAILAND) LIMITED】

TEL（66）38-110731  FAX（66）38-110733

219/21 Moo 6, Tambol Borwin, Amphur Sriracha, Chonburi, Thailand

【EASTOOL INDUSTRIES SDN.BHD.】

TEL（60）7-652-5996  FAX（60)7-652-5967

No.6,7&8,Jalan Gangsa 3,Desa Perindustrian Kulai 2,Kelapa Sawit,81030 Kulaijaya,Johor  Malaysia

【株式会社FIT】

TEL（0428）84-2252  FAX（0428）84-2253

〒198-0042 東京都青梅市東青梅3-5-13 ネクサス東青梅2FA

【株式会社グロップジョイ】

TEL（086）208-3666  FAX（086）208-3667

〒709-0626 岡山県岡山市東区中尾440

【関西セイキ工業株式会社】

●本　　社

TEL（06）6721-1181  FAX（06）6729-1141

〒577-0842 大阪府東大阪市足代南１丁目16番12号

●津山工場

TEL(0868)26-0188  FAX(0868)26-4689

〒708-0843 岡山県津山市国分寺字八神43番地

【JOHNAN株式会社】

●山形社

TEL（0237）55-4541  FAX（0237）55-4543

〒995-0005 山形県村山市大字櫤山字金谷原1224番地36

●本　　社

TEL（0774）43-1369（代表）  FAX（0774）43-1679

〒611-0033 京都府宇治市大久保町成手1番地28

東京事業所

TEL（03）5826-8081  FAX（03）5826-8082

〒110-0015 東京都台東区東上野2-11-5 江波戸ビル3F

●生産支援プロダクツ社

環境安全事業部

TEL（0774）43-1486  FAX（0774）43-1483

〒611-0033 京都府宇治市大久保町成手1番地28

●プレシジョンデバイス社

京都事業部

TEL（0774）43-1431  FAX（0774）43-1432

〒611-0033 京都府宇治市大久保町成手1番地28

大阪事業部

TEL（072）884-7733  FAX（072）884-0291

〒571-0016 大阪府門真市島頭3丁目8番10号

エコ推進室

TEL（072）884-0281  FAX（072）884-3221

〒571-0002 大阪府門真市岸和田1丁目5番5号

岡山事業部

TEL（0869）93-0503  FAX（0869）93-0509

〒709-0464 岡山県和気郡和気町田原下121番地



to accelerate your business

平素より、当社グループ社員がお世話になり誠にありがとうございます。また、創業以来、ご指導・

ご支援頂き、当社グループが生かされていますこと、心より御礼申上げます。

IoT、AI、インダストリー4.0など、第四次産業革命を導くグローバルな変化の下、当社グループは

ものづくりとコトづくりにおいて、開発から製造そして修理メンテナンス支援にとどまらず、事

業のグローバル化支援を更に実施できるよう、対応技術領域の多様性やキャパシティ、対応する

地理的範囲を加速的に強化しております。

2018年に、JOHNAN㈱は創業55周年・法人設立50周年を迎える予定となっております。特に、法人設

立がなされて半世紀を経ようとするにあたり、事業会社として、お客様をはじめステークホルダ

ーの皆様により信頼して頂けるように、企業統治や透明性の強化を図っております。何卒、今後と

もご指導ご鞭撻の程、心よりお願い申上げます。

お客様の事業を加速する。

䯒 兤 ㈲ 伴 匪

当社は、創業以来大手電機メーカーのお客様に対して製

造請負を行ってまいりました。現在は、長年培った製造技

術・ノウハウをもとに、事業を「design & EMS」「repairs」

「MRO products」「machinery」「healthcare」という５つの

カテゴリーに分類し、それぞれのカテゴリーにおいてお

客様が抱える課題を通じて、お客様のビジネスを加速す

ることに貢献すべく、事業活動を進めております。日本で

これからも必要とされ続ける試作開発や開発でのお客様

への貢献はもちろん、現在の海外拠点を有効活用しつつ、

海外のお客様や、海外進出する日本のお客様にとっても

ベストパートナーになるべく事業を推進してまいりま

事業コンセプト

誇りあるものづくりとコトづくりを通

して、

JOHNANフェニックスビジョン2025

Your Value Our Team
リーダーシップ

創意工夫

確かな技術

ベストパートナー

共に創る喜び

スピードと品質の両立

To Accelerate Your Business

JOHN ANブランド・ビジョン

JOHNANのミッション

自由と公平と博愛の精神に基づいて、

子供たちの世代が希望を持てる社会を造る

healthcare

machinery

MRO products

To Accelerate Your Business

医療機器・ヘルスケア関連製品の

開発・設計・製造

自動化・省力化機器の

開発・設計・製造

環境改善・生産支援製品の

企画・製造・販売

repairs プリント基板修理サービス

design&EMS
電子部品・機器、フィルム加工

の
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※1 グループ会社である関西セイキ工業（株）及び（株）FITとの連携事業です。

対応部署

プレシジョンデバイス社 岡山事業部・大阪事業部

半導体製造（後工程）

半導体製造の試作から少量多品種の量産まで

一貫生産でご提供。ダイシング工程は、1枚から

即日対応。

対応部署

プレシジョンデバイス社 岡山事業部・大阪事業部

プリント基板実装

最先端技術開発における試作・開発支援から、

量産品まで対応可能。製品の不具合を見極め、

解決策のご提案により高品質なものづくりに

貢献。

対応部署

山形社

打ち抜き・ラミネート加工

「開発試作」から「量産試作」、「量産」まで幅広く

対応。クリーンルーム内で、スリット加工から

切断、ラミネート、打ち抜き検査等まで、全て対

応。

Design & EMS

対応部署

プレシジョンデバイス社 京都事業部

集積回路設計・書き込み

・少量・即納・超短納期で対応。

・最小ロット1個から、大量生産の受注まで対応可

能。

・年間累計140万個以上の書き込みをすべて手作
対応部署

プレシジョンデバイス社

京都事業部・岡山事業部・大阪事業部

組立・加工

様々な製品の組立から加工・検査・出荷まで

対応。

対応部署

プレシジョンデバイス社 エコ推進室

プリント基板修理

故障した生産設備、業務用機器等のプリント基

板修理の実績豊富。無料診断も対応。

対応部署

生産支援プロダクツ社 環境安全事業部

高性能油吸収材『アブラトール』

豊富なラインナップで、お客様の職場環境を

改善。

対応部署

生産支援プロダクツ社

環境安全事業部

エアコンプレッサ専用

ドレン水処理装置『ドレントーレ』

エアコンプレッサから排出されるドレン水を

無電源装置で処理。

対応部署

プレシジョンデバイス社

岡山事業部

エンボスキャリアテープ

少量から製品に最適なカスタム設計・製作を短

期間で提供！（試作も対応）製造現場の部品供

給（配膳・整列）や個数定量化など用途に合わせ

て製作。

Repairs MRO Products

※1製造装置設計・製作／PLC制御設計・製作

イメージ段階の試作装置設計から、量産品の組立・配線・据え付けまで、全グ

ループ企業内で対応可能。また、PLCを駆使した多軸制御で、素早く、お客様

の理想の動きを実現。新規設計から改良・メンテナンスまで全て対応可能。

Machinery Healthcare

to accelerate your business

事業紹介
Business Overview

５つの事業カテゴリーで

ビジネスの加速に貢献します。

お客様の課題解決に向けて、一人一人がリーダーシップを発揮し、JOHNAN独自の

創意工夫と長年培ってきた確かな技術力で実行支援します。

スピードと品質の両立を図り、お客様と「共に創る喜び」を共有し、ベストパート

ナーになるべく邁進します。

空中浮遊菌サンプラー

「エアーバイオサンプラーⅡ」

・第二種医療機器製造販売業（許可番号：27B2X00240）

・医療機器製造業（関西セイキ工業本社：許可番号27BZ200090、

  津山工場：許可番号33BZ200015）

内視鏡洗浄機

［画像提供：カイゲンファーマ（株）様／本機器はカイゲンファーマ（株）様からの

 開発・製造受託によるものです。］

［取得準備中］ ISO13485（医療機器・体外診断用医薬品）

※2製品開発受託（ＯＥＭ/ODM）

お客様ブランド（OEM/ODM）製品の開発・設計から製造まで一貫で対応。

※2 グループ会社である関西セイキ工業㈱との連携事業です。
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to accelerate your business

会社概要・沿革
Company Pro ・History

● 城南環保科技(大連)

　 有限公司を設立

● 関西セイキ工業（株）と資本･業務提携を

締結

　 第二種医療機器製造販売業許可取得

● 打ち抜き・ラミネート加

工の

1962 1967 1980 1982 19941970 1981 1997 2001 2004 2009 201320112002 2008

● 半導体製造の

　 業務開始

● 山形工場を開設
　 （現 JOHNAN（株）山形社）

● 門真工場を開設
　 （現 大阪事業部）

● 京都府宇治市にて山本松雄が創業

● 松下電子工業株式会社と取引開始

● トランジスタ部品加工の業務開始
● 岡山工場を開設
　 （現 岡山事業部）

アブラトール

● フラッシュマイコ

ン、

● 油吸収材の

　 製造を開始

● プリント基板の

　 実装業務開始

● エンボスキャリアテー

プの

● （株）グロップジョイ設

立時　 に出資(49%)

● 医療器具製造許可取得

　 （関西セイキ工業（株））

● ドレン水処理装置の

　 製造を開始

● 本社を宇治市

　 大久保町に移転

ドレントーレ

エアー バイオサンプラーⅡ軟性内視鏡用洗浄消毒機

● プリント基

板の

● JOHNAN CORPORATION 

　 (THAILAND) LIMITEDを設立

● JOHNAN株式会社に社名を変更

● 製品開発受託業務開始

［事業内容］

● 電子部品・機器、フィルム加工の開発・試作・製造

● プリント基板修理サービス

● 環境改善・生産支援製品の企画・製造・販売

● 自動化・省力化機器の開発・設計・製造

● 医療機器・ヘルスケア関連製品の開発・設計・製造

［概 要］

【社名】

【創業】

【設立】

【資本金】

【代表者】

【従業員数】

JOHNAN株式会社

1962年10月

1968年8月

9,500万円

代表取締役　山本 光世

588名（グループ全従業員数729名）

※パート、契約社員含む

（2016年8月末時点）

監査役

山崎 滋稔

代表取締役

山本 光世

執行役員

紅林 倫太郎

執行役員

伊藤 伸一

取締役

佐々木 浩

取締役

松浦 恭也

［役 員］

［沿 革］

［組織図］

JOHNANグループ

国内

関西セイキ工業（株）

（株）FIT

（株）グロップジョイ

国外

城南環保科技(大連)有限公司

JOHNAN CORPORATION (THAILAND) LIMITED

EASTOOL Industries Sdn.Bhd.

執行役員

経営企画本部 本部長

紅林 倫太郎

経営企画本部

生産支援プロダクツ社

取締役

生産支援プロダクツ社/山形社 社長

佐々木浩

山形社

代表取締役

執行役員

プレシジョンデバイス社 社長

伊藤 伸一

プレシジョンデバイス社株主総会

監査役

取締役会

経営戦略室

事業開発室

財務部

総務部

人事部

健康相談室

大阪事業部

京都事業部

岡山事業部

エコ推進室

環境安全事業部

● 半導体・液晶製造装置の設計・製作開始

［画像提供：カイゲンファーマ（株）様／本機器はカイゲンファーマ

（株）様からの開発・製造受託によるものです。］
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to accelerate your business

グループ会社拠点
Group Company

事業概要

［JOHNAN株式会社］　

プレシジョンデバイス社

❶ 京都事業部 半導体製造、製品組立、加工、集積回路設計・書込

❷ 大阪事業部 プリント基板実装、製品組立・加工 他

❸ 岡山事業部 半導体製造、プリント基板実装、コネクタ組立、エンボスキャリアテープ製造・販売

❹ エコ推進室 基板修理サービス(工作機械・業務用機器　他)

❺ 山形社 打ち抜き加工・ラミネート加工(シート、フィルム、有機EL、不織府布)他

生産支援プロダクツ社

❻ 環境安全事業部 エア・コンプレッサードレン処理装置及び油吸着材の製造・販売

❾ 株式会社FIT 各種自動化装置の設計・製作・販売およびメンテナンスサービス

❿ （株）グロップジョイ アウトソーシング事業

⓫ 城南環保科技(大連)有限公司　エア・コンプレッサードレン処理装置及び油吸着材の製造・販売

⓬ JOHNAN CORPORATION(THAILAND) LIMITED　　電子機器関連部品の製造加工

⓭ EASTOOL INDUSTRIES SDN. BHD.　　　　　　　　  電機・電子機器の製造加工

関西セイキ工業株式会社

❼ 本　社 半導体・液晶製造装置、電子部品検査装置、医療機器、

 製薬・バイオ関連製品の設計・製造・組立

❽ 津山工場 半導体製造装置や液晶パネル製造装置の総合組立、

 薬剤分包装置などの医薬関連装置の総合組立

［グループ会社］　

ISO認証資格

その他認証

・医薬部外品製造業許可証

・化粧品製造業許可証

【ISO9001:2008】

・認証範囲：JOHNAN株式会社 プレシジョンデバイス社 京都事業部

・事業内容：集積回路書込み・検査

【ISO14001:2004】

・認証範囲：JOHNANＮ株式会社 本社・

　　　　　プレシジョンデバイス社 岡山事業部（和気工場を除く）

・事業内容：電子備品の製造及び製造設備、環境商品の開発・製造

【ISO9001:2008】

・認証範囲：JOHNAN株式会社 プレシジョンデバイス社

　　　　   大阪事業部 製造1課・管理課　

・事業内容：プリント基板実装及び組立業務

【ISO22301:2012】

・認証範囲:JOHNAN株式会社 本社

・事業内容:JOHNAN株式会社本社における電子部品の製造、環境関連商品の

  開発・製造・販売並びに間接業務の全業務及び一部の構内請負業務

【ISO9001:2008】

・認証範囲：JOHNAN株式会社 プレシジョンデバイス社 岡山事業部　

・事業内容：半導体デバイスの製造、プリント基板の実装及び組立製品の製造

【ISO9001:2008】 JSAQ180

・認証範囲：関西セイキ工業株式会社　

・事業内容：半導体製造装置　基板外観検査装置　精密加工部品

取得準備中【ISO13485】

・認証範囲：関西セイキ工業株式会社

グループネットワークを通じて、お客様のものづくりと

コトづくりに関わる課題解決策を提案します。

JOHNAN（株） 本社

❶ プレシジョンデバイス社 京都事業部

生産支援プロダクツ社

❻ 環境安全事業部

京都府

大阪府

岡山県

JOHNAN（株）

❷ プレシジョンデバイス社 大阪事業部

❹ プレシジョンデバイス社 エコ推進室

❼ 関西セイキ工業（株）本社

JOHNAN（株）

❸ プレシジョンデバイス社 岡山事業部

❽ 関西セイキ工業（株）津山工場

❿ （株）グロップジョイ

JOHNAN（株）東京事業所

❾ 株式会社 FIT

東京都

❺ JOHNAN（株）山形社

山形県

⓫ 城南環保科技（大連）有限公司

中華人民共和国 遼寧省

⓬ JOHNAN CORPORATION

　  (THAILAND) LIMITED

タイ チョンブリー県

⓭ EASTOOL INDUSTRIES SDN. BHD. 

マレーシア ジョホール州
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to accelerate your business

マネジメント
Management

「ミッション」や「JOHNANウェイ」の理解と実践を通じて、中長期に渡り広く社会に貢献できる人財を確保・育成・活用するための人

事施策に積極的に取り組んでいます。

ＨＲＭ（人財マネジメント）

■ JOHNANユニバーシティ

職位階層

職位階層に適した体系的な教育を受けられるように「JOHNANユ

ニバーシティ」と名付け、教育を実施しています。

人財要件の氷山モデル

成果志向行動

知識・スキル

マネジメント系/技術系/ 教養系/実践系

行動する動機

MBO/CDP※

人格・意識・価値観

聖書/7つの習慣＠/ドラッカー哲学/JOHNANウエイ

成果志向行動

マネジメント（管理者）層

シニア（監督者）層

ジュニア（一般）層

目標を設定し、それに対する達成度合いで評価を決める制度です。JOHNANにおい

ては、管理職を対象に導入しています。

●MBO（Management By Objectives）

個々の社員のキャリア形成を、中長期的な視点で支援していくための仕組みで

す。JOHNANにおいては、非管理職を対象に導入しています。

●CDP（Career Development Planning）

職位階層に適したプログラムで教育

■ JOHNANウェイ

あるべき行動指針として、JOHNANウェイを制定しています。

■ JOHNAN創意工夫活動

小集団で「創意工夫活動」という活動を行っています。この活動

は、組織に積極的に働きかけ、多様な価値を共有し、組織の知恵

を連鎖し活用できる人財の開発を目指す取り組みです。

■ 健康経営への取り組み

「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面において

も大きな成果が期待できる」との考えのもと、様々な取り組みを

行っています。

JOHNAN創意工夫活動発表会 WEB面談システムの構築

精神保健福祉士による相談対応

及び健康づくりを推進。

健康相談室

環境活動をはじめ、社会貢献を積極的に行い、地域社会の一員として価値の創造を提供していきます。

ＣＳＲ（環境・社会貢献）

災害発生時に従業員の命を守り、お客様の事業活動を中断しないこと、また万が一中断しても早期に事業を再開することは企業

としての責任と考え、2008年より中小企業としては先進的にBCP（事業継続計画）を策定しています。災害発生時でもお客様に安定

供給できる事業活動を実施できる体制をBCMS(事業継続マネジメントシステム)として構築し、お客様にご満足頂けるサービスを

提供できるよう、社員一同この活動を積極的に進めてまいります。

BCP/BCMS(事業継続計画/事業継続マネジメントシステム）

BCP実動訓練 食料品・日用品備蓄 BCPマニュアルの策定

本社社屋のビオトープ※ 植樹のための苗木の育成 クリスマスイルミネーション

※ビオトープとは「生き物が生息する場所」という意味のラテン語から由来しています。環境活動はもちろん、地域の方々とのコミュニケーションも図っています。

顧客価値提供

1. 価値提供により成長する！

2. JOHNANは一つ！

3. 社会的責任を果たす！

創造と革新

1. 毎日を新しく！

2. じっくり考え、果敢に行動！

3. 学習する組織に！

良き組織文化の構築

1. リーダーシップを発揮しよう！

2. 努力し、成長しよう！

3. 快適な職場環境はみんなの手で！

高い品質

1. 高品質は全ての基盤！

2. 顧客の期待を超える！

3. 「3現」重視と「5Ｓ」の実践！
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