
世界の物づくりの進歩に貢献する。

豊岡グループ
会社案内 Company Profile

グループ会社紹介

愛知県岡崎市上青野町字中屋敷123番地　TEL.0564-43-2103　FAX.0564-43-1473
営業内容：グループ各社のサポートおよび管理業務全般

株式会社トヨオカグループ本社

愛知県岡崎市上青野町字中屋敷123番地　TEL.0564-43-5551　FAX.0564-57-6227
営業内容：産業用ロボットを中心とした省力設備の設計・製作

豊岡エンジニアリング株式会社

〈中部営業所〉愛知県岡崎市上青野町字中屋敷123番地　TEL.0564-43-5651　FAX.0564-79-5552
〈関西営業所〉兵庫県神戸市西区竜が岡1-11-4　TEL.078-969-3741　FAX.078-969-3742
営業内容：自社・他社製品の販売全般

株式会社豊岡販売

愛知県岡崎市上青野町字中屋敷123番地　TEL.0564-43-2103　FAX.0564-43-1473
営業内容：機械部品加工・TD処理加工

株式会社豊岡工業製作所

愛知県岡崎市上青野町字中屋敷123番地　TEL.0564-43-2103　FAX.0564-43-1473
営業内容：自社製品の開発・販売

株式会社豊岡オリジナル

愛知県岡崎市上青野町字中屋敷123番地　TEL.0564-43-5551　FAX.0564-57-6227
営業内容：生産機器類の企画・設計および製作

株式会社テックトヨオカ

愛知県岡崎市上青野町字中屋敷123番地　TEL.0564-43-2103　FAX.0564-43-1473
営業内容：商事業務全般

株式会社豊岡物産

公式サイト公式サイト
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Contributing to society through craftsmanship



省人化、無人化で
高品質製品を
安定生産。
豊岡グループは、生産現場の無人化・省力化を実現する設備・機器の
開発から設計・製作、機械部品の加工を行っています。
設備機器の提案においては、複雑なロボット動作を可能にする
プログラミング、ティーチング、電気設備の設計・製作も併せて盛り込み、
高品質製品の安定生産をお手伝いいたします。

豊岡グループは、生産現場の無人化・省力化を実現する設備・機器の
開発から設計・製作、機械部品の加工を行っています。
設備機器の提案においては、複雑なロボット動作を可能にする
プログラミング、ティーチング、電気設備の設計・製作も併せて盛り込み、
高品質製品の安定生産をお手伝いいたします。

社名
設立年月日
資本金
代表者
営業内容

株式会社トヨオカグループ本社
2016年3月30日
11,801,884円
代表取締役　安藤基信
グループ各社のサポートおよび管理業務全般

概 要

トヨオカグループ本社

株式会社トヨオカグループ本社
2016年3月30日
11,801,884円
代表取締役　安藤基信
グループ各社のサポートおよび管理業務全般

概 要

トヨオカグループ本社

グループ主要納入先（敬称略）グループ主要納入先（敬称略）
株式会社豊田自動織機、株式会社アイシン、アイシン高丘株式会社、川崎重工業株式会社、クリナップ株式会社、
タカラスタンダード株式会社、株式会社LIXIL、エヌエス・テック株式会社、日鍛バルブ株式会社、
三菱電線工業株式会社、タイガースポリマー株式会社、中庸スプリング株式会社、ASブレーキシステムズ株式会社、
株式会社東海理化、株式会社マキタ、豊桑産業株式会社、etc

株式会社豊田自動織機、株式会社アイシン、アイシン高丘株式会社、川崎重工業株式会社、クリナップ株式会社、
タカラスタンダード株式会社、株式会社LIXIL、エヌエス・テック株式会社、日鍛バルブ株式会社、
三菱電線工業株式会社、タイガースポリマー株式会社、中庸スプリング株式会社、ASブレーキシステムズ株式会社、
株式会社東海理化、株式会社マキタ、豊桑産業株式会社、etc

Consistent production of quality products through labor efficiency and automation

The Toyooka Group engages in the development, through to the design and production of equipment and 
machinery as well as processing of machine parts to achieve labor efficiency and automation at production sites.
We assist with achieving consistent production of quality products by incorporating programming which makes 
complex robotic movements possible, as well as teaching and design and production of electrical equipment, into 
our proposals for equipment and machinery.

Toyooka Group Headquarters

1.生産工程を省人化・無人化するシステムの提案

2.製品の高品質化、均質化を実現する設備・機器の提案

3.ロボットハンドの設計・施工・設置

4.協力会社、海外拠点への生産移管を可能にする提案

5.「こうしたい」の作業要求をこなす専用機を製作

豊岡グループの開発・提案の視点

1.生産工程を省人化・無人化するシステムの提案

2.製品の高品質化、均質化を実現する設備・機器の提案

3.ロボットハンドの設計・施工・設置

4.協力会社、海外拠点への生産移管を可能にする提案

5.「こうしたい」の作業要求をこなす専用機を製作

豊岡グループの開発・提案の視点

Proposals for systems that achieve labor efficiency and automation in the production process

Proposals for equipment and machinery to achieve superior product quality and uniformity

Design, construction and installation ofrobot hands

Proposals which enable outsourcing of production to affiliated companies and overseas production centers

Construction of specialist machinery to meet your individual requirements

The Toyooka Groupʼs approach to development and proposals



株式会社豊岡販売
2008年2月14日
500万円
代表取締役　黒木幹雄
豊岡エンジニアリング株式会社のシステム商品販売部門
・産業用ロボットシステム（メーカー：ファナック・不二越他国内メーカー及びABB社製ロボット実績大）
・バリ取り仕上装置
・抵抗溶接専用機（マルチスポット）
・重力式鋳造機＆注湯ロボットシステム
・歪取り装置（電動サーボ式）
・トリミング装置（電動サーボ式）（DCM後トリミング）

株式会社豊岡販売
2008年2月14日
500万円
代表取締役　黒木幹雄
豊岡エンジニアリング株式会社のシステム商品販売部門
・産業用ロボットシステム（メーカー：ファナック・不二越他国内メーカー及びABB社製ロボット実績大）
・バリ取り仕上装置
・抵抗溶接専用機（マルチスポット）
・重力式鋳造機＆注湯ロボットシステム
・歪取り装置（電動サーボ式）
・トリミング装置（電動サーボ式）（DCM後トリミング）
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設立年月日
資本金
代表者
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概要概要

株式会社 豊岡工業製作所
1948年1月7日
敷地：5,729平方メ－トル　建物：2,513平方メ－トル
42,559.404円
代表取締役　木口匡彦
25名（男子22名　女子3名）
株式会社 豊田自動織機、ウメトク株式会社

株式会社 豊岡工業製作所
1948年1月7日
敷地：5,729平方メ－トル　建物：2,513平方メ－トル
42,559,404円
代表取締役　木口匡彦
25名（男子22名　女子3名）
株式会社 豊田自動織機、ウメトク株式会社

社名
設立年月日
工場
資本金
代表者
従業員
主要納入先（敬称略）

概要概要

ご依頼の流れご依頼の流れ

豊岡販売豊岡販売

スピンドルユニットやバリ取り機をはじめとする
自社製品および他社商品の提案・販売を行っています。

スピンドルユニットやバリ取り機をはじめとする
自社製品および他社商品の提案・販売を行っています。

豊岡工業製作所

主な設備

旋盤・フライス・研磨などの金属部品の精密機械加工および
産業用機械装置などの設計・製作を行っています。

立型MC NC旋盤 ガンドリルマシン立型MC NC旋盤 ガンドリルマシン

森精機 SV503B/50 他多数森精機 SV503B/50 他多数

CNC研削盤CNC研削盤

横型MC

森精機 NL-1500 他多数 UKG-3500NC-SP 河原 三井精機  HR5B

3D-CAD/CAM 検査機器

豊田工機 GE4P-50（2台） キャムタス 3D-CAD/CAM
Speedy mill Next

キーエンス ハンディプローブ三次元測定機 XM-1500
キーエンス 画像寸法測定器 IM-7500 他多数

横型MC

森精機 NL-1500 他多数 UKG-3500NC-SP 河原 三井精機  HR5B

3D-CAD/CAM 検査機器

豊田工機 GE4P-50（2台） キャムタス 3D-CAD/CAM
Speedy mill Next

キーエンス ハンディプローブ三次元測定機 XM-1500
キーエンス 画像寸法測定器 IM-7500 他多数

お客様の様々なご要望にお応えするために、各種研削加工だけではなく、切削加工、熱処理、放電加工など、
材料手配から完成品まで、一貫して請け負うことができる生産システムを確立しています。
お客様の様々なご要望にお応えするために、各種研削加工だけではなく、切削加工、熱処理、放電加工など、
材料手配から完成品まで、一貫して請け負うことができる生産システムを確立しています。
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本ホームページに掲載の商品へのご関心、
ならびに自動化・省力化についてご相談がございましたら、
お気軽にお電話かメールフォームにてご連絡下さい。

Step.1 お問合せ

弊社のセールスエンジニアが貴社にお伺いして機械装置や自動化について具体的なお話を承ります。
内容に応じて専門メーカーも同行し、生産現場を実地確認し最適な提案を行うための
情報収集を行います。

Step.2 訪問によるニーズの聴き取り・現地調査

貴社での調査に基づき、適正な装置や自動化に関わるロボットと生産設備の
レイアウトなどをご提案させて頂きます。
内容についてご理解を頂いた段階で概算の見積をご提示致します。

Step.3 提案及びお見積り

弊社の提案と見積についてご理解を頂いた時点で正式な取引契約に入ります。
その際にご発注から納入までのスケジュールを提示致します。
各専門メーカーが貴社へ製品の搬入から立上げ、引き渡しまで対応します。

Step.4 ご発注と納入

貴社への納入及び設置が完了後、
貴社ご担当様の確認の下に製品の引渡しを行います。

Step.5 製品引渡し

本ホームページに掲載の商品へのご関心、
ならびに自動化・省力化についてご相談がございましたら、
お気軽にお電話かメールフォームにてご連絡下さい。

Step.1 お問合せ

弊社のセールスエンジニアが貴社にお伺いして機械装置や自動化について具体的なお話を承ります。
内容に応じて専門メーカーも同行し、生産現場を実地確認し最適な提案を行うための
情報収集を行います。

Step.2 訪問によるニーズの聴き取り・現地調査

貴社での調査に基づき、適正な装置や自動化に関わるロボットと生産設備の
レイアウトなどをご提案させて頂きます。
内容についてご理解を頂いた段階で概算の見積をご提示致します。

Step.3 提案及びお見積り

弊社の提案と見積についてご理解を頂いた時点で正式な取引契約に入ります。
その際にご発注から納入までのスケジュールを提示致します。
各専門メーカーが貴社へ製品の搬入から立上げ、引き渡しまで対応します。

Step.4 ご発注と納入

貴社への納入及び設置が完了後、
貴社ご担当様の確認の下に製品の引渡しを行います。

Step.5 製品引渡し

Toyooka Industrial Factory Toyooka Sales



豊岡エンジニアリング株式会社
1988年4月30日
61,200,000円
代表取締役 松井俊介
17名（男子14名　女子3名）

豊岡エンジニアリング株式会社
1988年4月30日
61,200,000円
代表取締役 松井俊介
17名（男子14名　女子3名）

社名
設立年月日
資本金
代表者
従業員

概要概要

豊岡エンジニアリング 産業用ロボットを中心とした省力設備の設計・製作、組立、ロボットティーチングを行っています。

Toyooka Engineering
Design and manufacture of labor-saving equipment, such as industrial robots.

Depending Robot System Integrator!

組立

設計

ロボットティーチング




