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西田製作所について

プロのためのモノ作りを志す エンジニア集団
私たちは、表面処理装置・排水処理装置の設計から製造、施工、アフターメンテナンスまで一貫して行い、現場目線でものづくりに取り組むエンジ

ニア集団です。生産設備の製造を通して、自動車、航空機から半導体、精密部品、建築金物に至るまで、幅広い産業のものづくりを支えています。
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会社概要

社名

役員構成

本社

創業

資本金

事業内容

商品ラインナップ

従業員数

加盟団体

取引銀行

売上高

建設業許可

ISO9001認証

関連会社

株式会社西田製作所（NISHIDA WORKS Co.,Ltd）

取締役会長　　西田 純子

代表取締役　　宗山 冬弥

専務取締役　　畝本 亜喜男

常務取締役　　田上 勝治

取締役相談役　辻村 健二

監査役　　　　伊藤 裕加子

〒547-0002　大阪市平野区加美東4丁目5-20

TEL：06-6791-3841（代表） 　06-6791-3808

1963年（昭和38年）2月

10,000,000円

表面処理関連設備のエンジニアリングサービス

・ 自動めっき処理装置

・ 自動アルマイト処理装置

・ 自動洗浄装置

・ 自動乾燥装置

・ 大気汚染防止装置

・ コンベアー搬送装置

・ 排水処理装置

・ 品質管理、生産管理システム

・ プラント工事（配線工事、配管工事、排気ダクト工事、各種耐酸工事）

・ メンテナンス対応

28名

大阪府鍍金工業組合

京都府鍍金工業組合

大阪シティ信用金庫 平野支店

商工中金　船場支店

北陸銀行 平野支店

第53期　14億8,900万円（2017年9月期実績）

第52期　12億   300万円（2016年9月期実績）

第51期　  9億   800万円（2015年9月期実績）

機械器具設置工事業　大阪府知事許可（般-27）第144449号

インターテック・サーティフィケーション（株） 認証登録番号：A-04661

名西エンジニアリング株式会社　　http://meiseieng.com/



沿革

表面処理プラントの製作を目的に、大阪市平野区加美東において創業者西田信憲が西田製作所を開設

有限会社西田製作所として法人組織設立、資本金100万円

初めて門型キャリア式自動めっき装置を製作

プッシャー式自動めっき装置の生産開始

この頃より自動表面処理装置を数多く納入する

排水処理装置の生産開始

表面処理業界以外の分野にも進出し、東芝及びシマノなどに様々な自動装置を納入する

プリント基盤及び電子部品用でサイド走行型表面処理の生産開始

装置組立工場として大阪市平野区加美西に第二工場建設

自動クロメート処理装置開発

エレベーター式リードフレーム用表面処理装置を開発し、多数海外へ輸出開始

安田産業との合同資本を解消し独立企業に再構築する

資本金を300万円に増資

新規事業として、競輪発送機を開発、各自治体へ納入開始

創業者西田信憲死去、代表取締役に西田純子就任

第二工場を増築する

株式会社中央製作所と技術協力体制を確立、様々な表面処理システムの開発に取り組む

資本金1000万円に増資、株式会社西田製作所に組織変更

業務拡大に伴い、大阪市平野区加美北にて第三工場の操業開始

装置組立量の増加に伴い第二工場を250㎡→500㎡へ建て替え生産量の拡大を図る

本社工場を改装

制御盤遠隔操作・監視システムを導入し、総括管理を開始

ISO9001を認証取得

「西友会」発足

取締役会長に西田純子就任

代表取締役に辻村健二就任

事業戦略見直しに伴い、第三工場を操業停止

名古屋市中川区に名古屋支店として工場を開設

名古屋支店、新社屋増設

名古屋支店を分社化、名西エンジニアリング株式会社を設立

代表取締役に宗山冬弥就任

1963年（昭和38年）

1965年（昭和40年）

1966年（昭和41年）

1973年（昭和48年）

1979年（昭和54年）

1989年（平成元年）

1990年（平成2年）

1991年（平成3年）

1993年（平成5年）

1996年（平成8年）

1997年（平成9年）

1999年（平成11年）

2001年（平成13年）

2002年（平成14年）

2004年（平成16年）

2005年（平成17年）

2006年（平成18年）

2007年（平成19年）

2008年（平成20年）

2009年（平成21年）

2010年（平成22年）

2012年（平成24年）

2014年（平成26年）

2018年（平成30年）



組織図

本社事務所

〒547-0002　大阪市平野区加美東4丁目5-20

加美西工場

〒547-0005　大阪府大阪市平野区加美西1丁目18-34

株主総会

代表取締役

宗山冬弥
監査役

伊藤裕加子

取締役会長

西田純子

専務取締役

畝本亜喜男

製造部

責任者
川端剛司

13名

常務取締役

田上勝治

取締役相談役

辻村健二

エンジニア部

責任者
高田直人

6名

品質/メンテ

責任者
藤田勝範

5名

設計部

責任者
田代雄太

4名

総務部

責任者
秦桂月

2名

名西エンジニアリング

製造部
ENG部
品証部
設計部
総務部

12名
5名
2名
5名
3名

拠点



基本理念

代表取締役社長

宗山冬弥

すべての出会いは一期一会。ひとつひとつの縁を大切に、丁寧にものづくりをします。

また、社業の発展を通じて、社員の福祉向上ならびに協力企業の発展に貢献します。

当社は昭和38年初代西田信憲が創業以来50年以上、表面処理装置メーカー

としてお客様の視点に立ち、切磋琢磨しながら「設計」「製造」「設置」「メンテナ

ンス」に至るまで、全社員一丸となって取り組んで参りました。

私は、社員一人一人の力が一つになる事により「組織力」が生まれ、「より大きな

力」となるのだと常に感じております。

社員が持っている「力」をまとめ「組織力」に、そして「より大きな力」へと発展出

来る様、私自身も努力していきたいと思っております。

5年後10年後も自信を持って、お客様に求めて頂ける企業へと成長し続けら

れます様、社員一同企業努力を重ね、日々追求して参る所存です。

経営理念

1.信頼される企業、必要とされる企業になるため、安全を最優先に高品質な施工を推進し、顧客の満足度を高めます。

2.企業の安定的な発展をはかるため、創造性豊かな人材開発に努め、なおかつ社員満足を高めます。

トップメッセージ

企業理念



表面処理装置

天井走行キャリヤ式ラックめっき装置

キャリア式全自動表面処理装置

キャリヤ式クロメート処理装置

天井走行キャリヤ式バレルめっき装置

エレベーター式全自動表面処理装置

システム制御盤

制御システム

片持ちキャリヤ式めっき装置



工場排水のリサイクルによる取水・排水量の削減

工場等から排出されるさまざまな性状の産業排水を周辺の環境に影響を与えないように無害化処理すると同時に、汚泥など廃棄物量の削減

も実現するシステムを提供しています。

排水処理装置

排水処理装置

表面処理装置製造分野の紹介

排水処理盤

制御システム



附帯装置

排ガス洗浄装置 ： 協和化工（株）、セイコー化工機（株）

排ガス洗浄装置 ： 自社製

蒸気ボイラー ： 三浦工業（株）

チラーユニット ： 東芝キャリア（株）、ダイキン工業（株）

ブロアー ： （株）武藤電機、（株）アンレット

コンプレッサー ： （株）日立産機システム、（株）明治機械製作所

プレート式熱交換器 ： （株）日阪製作所

FRP+PVDF複合タンク ： ワイケイシー（株）

SS+FRPタンク ： 倉橋護謨工業（株）

ステンレス、チタン熱交換器 ： （株）TKファクトリー、（株）昭和

チタンケース ： （株）TKファクトリー、（株）昭和

テフロン製熱交換器 ： カンセツ産業（株）

ろ過装置 ： 日本フィルター（株）

チタンクラッド ： （株）TKファクトリー

ポンプ ： （株）イワキ、西垣ポンプ製造（株）、（株）荏原製作所

直流電源装置 ： （株）中央製作所、（株）千代田エレクトロニクス

イオン交換装置： （株）三進製作所

純水装置 ： 日本フィルター（株）

電気ヒーター ： 谷口ヒーターズ（株）

送風機 ： フルタ電機（株）、足立機工（株）、トーホーエンジニアリング（株）

遠心分離乾燥機 ： （株）秋本製作

成形タンク : スイコー（株）、ダイライト（株）



主要納入先一覧（50音順）

（株）アキト

（株）アライドマテリアル

因幡鍍金工業（株）

上松電子（株）

（株）オーナーばり

京丹TSK（株）

ＫＮ村田産業（株）

（株）シマノ

伸和工業（株）

高木金属（株）

中央電化（株）

寺崎電気産業（株）

（株）東和理研

独立行政法人造幣局

日東精工（株）

（株）日本ラスパート

（株）姫路鍍金工業所

マツヤマ電機（株）

（株）峰山メッキ

美和ロック（株）

山内化学鍍金（株）

（株）ユーミック

旭金属工業（株）

アルメックスPE（株）

上田鍍金工業（株）

臼井国際産業（株）

（有）貝塚鍍金工業所

（株）京都ボーセ

ササカプレーティング（株）

（株）白浜工業所

（株）住友金属ファインテック

（有）竹島電解

（株）長栄鍍研工業所

（株）デント化学工業所

戸川金属（株）

DOWAパワーデバイス（株）

日本電鍍工業（株）

（株）ハイビック平田

（株）フジキン

丸昌工業（株）

（株）宮地化学工業所

睦技研（株）

山崎セイキン（株）

六甲金属（株）

（株）アサヒメッキ

イズテック（株）

上野金属工業（株）

（株）大友鍍金

（株）河合鍍金工業所

共和産業（株）

（株）三陽金属メッキ工場

新明和工業（株）

相互鍍金工業（有）

（有）大仙鍍金工業所

通菱テクニカ（株）

TOTO（株）

土井特殊鍍金工業（株）

（有）中山鍍金工業所

日本パワーファスニング（株）

（有）白洋金属工業所

平和発條（株）

丸美化学

（株）ミロク

屋島メッキ（株）

（株）山田鍍金

（有）天野鍍金

伊藤鍍金（株）

（有）植野鍍金

（株）大西鍍金

（株）九州トリックス

（株）キョークロ

（有）サーフェイス太平

新和金属（株）

大洋工業（株）

（株）中央製作所

塚本鍍金工業（株）

東洋特殊金属（株）

（株）土井鍍金

（株）日興電化工業所

日本プレーティング（株）

繁栄クローム工業（株）

（有）堀鍍金工業所

源鍍金工業（株）

（有）ミワ化工

矢野金属（株）

（株）友電舎

製造・納入実績



装置を使うお客様の期待に沿えるよう、設計、プログラミング、製造、施工、アフターメンテナンスまで、提案というプロセスを経て付加価値の

高いサービスをお届けします。

人と仕事の紹介

ご相談・打ち合わせ

仕事の工程

ご要望に添った基本設計を行い、さらに細部にわたる打ち合わせを重ね、設計を練り

上げます。仕様決定後に、詳細設計と御見積金額をご提案いたします。

より質の高い提案をさせていただくために、ご相談内容に応じて打ち合わせをさせ

ていただきます。ぜひ現場の声をお聞かせください。

プラン設計・見積もりご提案

装置を実際に使うお客様の現場の意見を取り入れ、設計や製造にフィードバックさせ

ながら工期管理や品質管理を行い、信頼性の高い装置の製造・検査を実践します。

製造・検査

装置の製造・納品設置・アフターメンテナンスを行います。トラブル時にすぐに駆けつ

けることはもちろん、担当者が定期的にメンテナンスに伺いサポートいたします。さ

らにお客様から得た情報を新しいご提案へと活かしていきます。

製造・納品設置・アフターメンテナンス

担当者のご紹介

製造部（工場長）
川端 剛司

担当者のご紹介

品証/メンテ部（部長）
藤田 勝範

担当者のご紹介

エンジニア部（部長）
高田 直人

担当者のご紹介

常務取締役（安全衛生責任者）
田上 勝治

担当者のご紹介

専務取締役（営業統括）
畝本 亜喜男


