










これまで培ってきた穴開けのノ

ウハウを駆使して『ドリリング、

パンチング、エッチング』等、

穴を開けるあらゆる方法につい

てトータルなソリューションを

提供していきます。

TOOL

穴開けコラボレーション技術

・スクリーン印刷

・グラビア印刷

・樹脂成形加工

・光造形

・真空成形加工

・アルマイト処理

・メッキ処理

・レ一ザー加工

・パンチング加工

・エッチング加工

・トムソン加工

・ピナクル加工

・プレス加工

200,000
r.p .m .

H i gh  speed  r o t a t i o n



穴開け加工の技術を活かし、あらゆる樹脂、軟質系金属など

多種多様な素材に対応しています。金型製作の必要が無く、

多頭軸を併用した同時加工によりローコストに小ロットから

大ロットまで幅広く加工対応が可能です。

●加工特性

●加工実績材料
 アクリル材／ポリカ材／ PET 材／ベ一ク材／ユニレート材 ／カーボン材 
 ／ 塩ビ材 ／ ガラスエポキシ材 ／ ウルテム ／ PPS 材 ／アルミ／銅／ウ
レタン／合皮／シリコン系材／紙系等

●採用実績
 P 板・バレル・スピー カー・音響シ ー ト・スマ ー トフォン・LED 照明・
リストバンド・アミュ ー ズメント・吸音パネル・フィルター ・時計バ
ンド

DRILLING

外形を製品サイズに加工する「外形加工」・「ザグリサービス」

です。最終製品の小型化・特殊化の要求に即応できる生産能

力を備えています。最新のマシンによる高速な微細形状の量

産切削が可能です。

●加工特性

・バリ、ヒゲ、切り粉残りがなく、寸法精度最大 30µ の微細

な外形加工を高速量産で実現

・鏡面粗度、切削深度のコントロ ー ルを実現したザグリ加工

が可能

・光学式外形寸法測長装置を有し、工程能力を備えた高品質

シャッターを展開可能

ROUTING

コンピューター制御による自動工具交換機能で目的に合わせ

たフライス切削、中ぐり、穴あけなどの、さまざまな加工を

同時に行うことができる数値制御工作が可能です。

このことで複雑な立体物に対して穴開けを実現させる治具を

金型を造ることなくＣＡＤ・ＣＡＭで設計、製造しコストダ

ウンを図りながら、ワンストップに対応することができます。

MACINNING

ドリリング加工

ルーティング

マシニング

Φ0.05～Φ6.2

可能

±50µm～±30µm 以内

有効穴径

0.1mm～ピッチ（ 壁間 ）

不貫通穴加工

１軸あたり 530mm×680mm
※製品は 2000mm 対応可能

加工エリア

穴位置精度
外形寸法精度

※材料によって異なります。















国内拠点

本社工場
〒613-0022　京都府久世郡久御山町市田新珠城 170-1
TEL：0774-43-8851　FAX：0774-43-0523
[ 経営企画 ][ 営業本部、営業開発 ][ 治具ビジネス ][ 管理本部 ]

ＦＤ工場
〒613-0022　京都府久世郡久御山町市田新珠城 167-1
TEL：0774-44-3595　FAX：0774-44-3594
[ ドリル穴開け加工、外形切削 ][ 技術部門 ]

第二工場
〒613-0022　京都府久世郡久御山町市田新珠城 169-1
TEL：0774-44-8851（本社）
[ 材料カット、端面処理 ][TPS グループ製造部門 ]

東京営業所
〒141-0001　東京都品川区北品川 5-5-25-301
TEL：03-6694-6106　FAX：03-6694-6107
[ 関東営業本部 ]

グローバル拠点

香港法人
NC Industry(H.K.)CO.,LTD
Rm. 1805,  18/F. ,  Boss Commercial  Centre,
28 Ferry Street,  Jordan,  Kowloon,  Hong Kong
TEL：852-2730-2366　FAX：852-2735-2151
[ 海外営業本部 ]

中国法人
恩希電子儀器有限公司
広東省深セン市宝安区福永鎮和平村福永街道福永工業
大道重慶路新福工業園 A 区 1 棟 1 桜 A　単園
TEL：86-755-2960-9948　FAX：86-755-2960-9946　
MAIL：infor＠nci-sz.com
[ 治具製作、画像検査装置開発、穴開け加工 ]

東京営業所

京都本社 / 本社工場
FD 工場 / 第二工場

中国法人 / 工場
香港法人

・・・・自社法人

・・・・グローバルマーケット

HEAD OFFICE KYOTO FD FACTORY TOKYO

TOKYO

KYOTO

HONGKONG

HONGKONG

CHINA

CHINA



HISTORY

ABOUT US
代表者
代表取締役社長　山口 正直

営業目的　
・穴開け加工サービス・外形ザグリサービス・開発・3D設計
・検査治具・設計製作、ICT、FCT、その他各種治具
・ソリューション、樹脂フィルム・カーボン・タッチパネル・
　アルミ・各種成形品加工
・輸入・輸出販売、各種アクリルボード、クリーンアイテム、
　その他絶縁材料、部品

資本金
3,000 万円

従業員数
130 名

滋賀県大津市に NC 産業を創立。穴開け加工を開始。
業務拡大に伴い京都府久世郡久御山町に移転。
生産設備の増設に伴い他社に先駆けて外形(ルーター)
加工を開始。
新社屋完成。これに伴い組織の設備と生産設備の大幅
な増設を行う。
車載向け電子配線検査治工具の製造を開始。
アクリル板の輸入販売を開始。
PL 法の施行に伴い品質管理体制及び企業体質の強化を図
るため様々な改善運動を開始。
高精度穴開加工、FD( ファインドリリング ) 工場新設。資本金
を3,000万円に増資。品質規格の国際標準ISO9002認証取得。
香港、中国法人設立。海外生産を開始。
東京営業所開設。
事業拡張に伴い中国工場を恩希電子儀器有限公司に独資
法人化。
ドリル刃先検査機 ( ドリルインスペクター ) を開発。
（近畿経済産業局 新連携事業認定）
スマートフォン、タブレットへの加工参入。外観検査装置開発。
高精度穴開機、準クリーンルーム増設。
3D CAD/CAM、5軸ターンテーブル導入、設計業務請負開始。
精密加工センター開設。
異業種に参入 ( 車載、外装品、建材等 )
マシニング加工機 3 台増設。
穴 .com 開設
穴開け加工のブランディング開始

 1975 . 10
 1977 . 12
 1981 . 01

 1984.12

 1991 . 01
 1992 .06
 1996.04

 2000.10

 2002.03
 2005.04
 2005.04

 2008.10
 

 2012.10
 2013.03
 2014.07
 2014.12
 2015.06
 2016.03
 2018 .06
 2018.09

穴 .com
www.ana-nc.com

HOLE MOVIE
www.youtube.com/
watch?v=ZtqZvC49D4k




