
アイテック株式会社

試験機・計測器
カスタマイズトータルサポート



会社概要

会社名

所在地

営業所

海外拠点

設立年月日

資本金

従業員

代表取締役

決算期

取引先金融機関

アイテック株式会社

[ 本社 ] 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目4番 63号 新大阪千代田ビル別館10F

本社大阪営業所／名古屋営業所／ つくば営業所／ 東濃営業所

中国・天津／ 中国・蘇州

2003年 6月6日

20,000,000円

15名（うち海外 5名）

藤浦義明

3月(年1回 )

三井住友銀行／みずほ銀行／十三信用金庫

気象測定機器／精密測定機器／環境試験機／光学機器／分析装置
検査装置／各種生産ライン装置／ソフトウェア開発／生産ライン設備
研究・開発・実験機器

自動車、鉱業、繊維、パルプ・紙、建設、機械、金属製品、石油・石炭、窯業、
電気、非鉄金属、輸送用機器、電力・ガス、サービス、化学、鉄鋼、倉庫・運輸、
ゴム、機械、精密機器、通信、食品など諸工業に於ける研究・実験関連会社様

事業内容

主要お客様

2022年 8月1日現在

アイテックの役割

3社開発のオンリーワン製品

弊社、アイテックはお客様の仕事・環境・状況を理解し、ニーズに合った試験機・計測器・
FA装置などを提案し、各種機器の導入をサポートする商社です。
お客様の理想を実現するため、従来製品は基より自社開発製品、メーカー特注製品、共同開
発製品など 今までの経験と知識、ネットワークで様々な問題を解決します。

お客様・メーカー様・弊社の3社で協力し、それぞれの強みを生かし、共同で研究、開発、
設計を行なっています。従来無い物、出来ない事を簡単に諦めるではなく、高い目標を掲げ、
たゆまない努力によって、世の中に無い製品を創造します！



本社・事業所・海外拠点

本社

名古屋営業所

つくば営業所

東濃営業所

愛特科商貿・天津

愛特科商貿・蘇州

〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目4番 63号　新大阪千代田ビル別館10F
[TEL] 06-6150-3131 ／ [FAX] 06-6150-3132

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-186 新東名ビル3階
[TEL] 052-760-5583 ／ [FAX] 052-760-5584

〒300-0048 茨城県土浦市大岩田1352-3
[TEL] 029-835-8901 ／ [FAX] 029-835-8902

〒509-7203 岐阜県恵那市長島町正家字後田1067-266 木曽路ビル1階
[TEL] 0573-59-8300 ／ [FAX] 0573-59-8301

[TEL] 022-8326-0559 ／ [FAX] 022-8326-0559
中国天津市南开区滨水西道与凌滨路交口西南侧奥城商业广场17-1-1401

中国蘇州市呉中区蘇蠡路 44号旺呉金座1314室
[TEL] +86-18502683269

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-186 新東名ビル3階
[TEL] 052-777-0037 ／ [FAX] 052-760-5584

アイテックグローバル
株式会社

代表挨拶
平素は格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

私たちアイテック株式会社は、試験機・計測器・ライン設備のカスタマイズトータルサポートとして、
常にお客様に最新技術を提案し、信頼され必要とされる会社を目指しております。

近年、産業界における構造改革は急速変化しております。 グローバル化の拡大、技術革新、情報ネットワークの高速化、
環境対応などニーズは多様化しております。

激変の時代であっても全社員一丸となって皆様から必要とされる企業であり続けることを目指してまいります。

今後ともより一層のご指導・ご支援を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 藤浦 義明



協力会社

株式会社 ism 【生産ライン設備設計・製作】

〒940-0034 新潟県長岡市福住 2丁目1-21 近藤ビル2階 [TEL] 0258-36-3177 ／ [FAX] 0258-36-3199

旭精機株式会社 【設備製作・部品加工】

〒940-1164 新潟県長岡市南陽2丁目1011-12 [TEL] 0258-21-1101 ／ [FAX] 0258ｰ21-1102

有限会社 エス･ティ・エス 【基板試作設計・試験治具・ハーネス製作】

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-186

MKエンジニアリング株式会社 【設備騒音対策・騒音設備設計・騒音コンサルティング】

〒256ｰ0914 神奈川県平塚市高村 26-25-501

株式会社ルナテック 【環境試験器から空調器までの総合メンテナンス】

〒364-0011 埼玉県北本市朝日2丁目180-8 [TEL] 048-578-7219 ／ [FAX] 048-591-2839

デキルディメンション (D.Dimension) 【設備制御・設計・製作】

〒508-0001 岐阜県中津川市中津川2395-72 [TEL] 0573-67-9737 ／ [FAX] 0573-67-9738

ツチヤ機械設計 【生産設備設計・製作】

〒508-0502 岐阜県中津川市馬籠 5801-1 [TEL] 0573-69-3330 ／ [FAX] 0573-69-3330

デジテック株式会社 【小型荷重試験機・フィーリング測定器・耐久試験装置】

〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋 3-20-11近畿ビル3F [TEL] 06-6973-5861 ／ [FAX] 06-6973-5862

環境リサーチ株式会社 【省エネ・騒音・アスベスト・放射能等診断 /対策 /分析】

〒192-0054 東京都八王子市小門町6-22 [TEL] 042-627-2810 ／ [FAX] 042-627-2820

株式会社ケイライン 【人材派遣協力会社】

〒482-0025 愛知県名古屋市熱田区大宝4丁目3番10 号 [TEL] 052-678-0805 ／ [FAX] 052-681-9439

経営理念

社是 (経営方針)

行動指針

呉栄の精神を以ってユーザー、メーカー各社と
伴に発展・反映を喜べる存在でいたい

日本の産業技術発展を影から支えるため、常に向上心に勤め
最適な製品の提案・提供を行い社会に貢献いたします

1. 会社の向上に役立つ社員であれ
2. 社員・家族が潤う会社であれ
3. ユーザー、メーカーに信頼され必要な会社、人材であれ



会社沿革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2003年

2006年

2007年

2008年

2009年

2011年

2012年

2014年

2016年

2017年

2018年

2019年

2022年

【会社設立】資本金 2000万円（大阪市淀川区宮原4）

名古屋営業所（名古屋市名東区社が丘3）【開設】

東濃営業所（岐阜県恵那市岩村町）【開設】

名古屋営業所 現住所（名古屋市名東区上社 2）に【移転】

東濃営業所 現住所（岐阜県恵那市長島町正家）に【移転】

つくば営業所（茨城県土浦市大岩田）【開設】

中国に日本アイテック出張所（天津河西区蘇州道 2）【開設】

日本アイテック出張所を資本金1000万円 中国に愛特科商貿有限公司【設立】

つくば営業所 （茨城県土浦市田中3）に【移転】

愛特科商貿有限公司　上海事業所【開設】

愛特科商貿有限公司・天津事務所

【古物商許可取得】

つくば営業所 現住所（茨城県土浦市大岩田1352-3）に【移転】

建設業（般 -22）第 26518号【認可取得】

一般社団法人 名北労働基準協会【加盟】

アイテックグローバル株式会社【貿易会社として設立】

管理システム導入

アイテックグローバル 酒類輸出販売認可取得

塗布装置及び塗布方法 特許取得

藤浦義明が代表取締役社長に就任

6月

6月

5月

7月

3月

10月

6月

7月

7月

12月

4月

4月

5月

1月

4月

8月

4月

5月

7月

4月

（天津市南開区浜水西道時代奥城商業広場）

現住所（天津市南開区浜水西道時代奥城商業広場17-1-1401）に【移転】




