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日産車体 エンジエアリング株式会社

コンテンツ

8ontenh

目景

４
０
５
０

私たちの事業概要

11

物流機器・リチウム電池製品

OuJine of Our Business

Logistic Equipment,Lithium― ion

我イ
￨]的 事並概要

battery products

物流没缶/鯉 屯池声品
６
０

自動車生産設備の エンジエアリング
Engineering of Automob‖ e Production

07

12

会社概要

Facilities

Company Pro￢

汽牟生声没各 的工程

公司概要

各種 FA設 備の エンジエア リング

13

le

会社沿革

EngineeHng of Factory Automation Facilities

Corporate History

in VaHous Fields

公司滑革

各神 FA没 各的工 程

14

08

主要設備

プレス金型の設計

Malor Equipment

Design of Press Dies

主要没各

沖圧模具的没汁

15

09

所在地

生産設備・
動力設備の維持管理

Of￢ ces

Maintenance and Management of Production

所在地

and Power Facilities

生庁没各 /劫 力没各 的維持管理

10

工場内物流サービス業務
Matettal Dist百 bution SeⅣ ices inside

Factories

工

内物流服努辿努

「

03

私 たちの 事業概要

Outline o1 0ur Business

我イ
￨]的 事立概要

当社 は、国産グループの中核企業である 国産車

で提供できる総合生産 エンジエアリング会社です。

体株式会社の 1000/o出 資 エンジエアリング会社です。

グ回―バルな 事業展開として、中国・メキシコ

自動車生産設備 、自動化設備の開発から施工立

・ブラジル・タイ・インドネシア・マレーシアなど、国内

ち上 げ、更 に日常の 設備保守・点検 、エネルギー管

のみならす海外のお客様 に対 して、品質・コスト納

工場構内の最適な物流サービス迄―買して業務
理・

期でこ満足頂ける製品サービスを提供しています。

エコ環境設備ま
遂行いたします。さらに、
物流機器・

各種 FA設 備の
エンジエアリング

動力設備の
エンジエアリング

設備設計製作

プレス金型 の

自動車生産設備の
エンジエアリング

設計

グローパル
総合エンジエアリング会社

の維持管理

工場 サポ ー ト

工場内物流
サービス業務
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物流機器
エコ関連

物流機器

AGV等

リチウム
電池製品

Outlino of Our ttusiness

我イ
￨]的 事辿概要

We are an engineering company 1 00 percent owned

supplles logistics equipment and insta‖

by one of the core companies of the Nissan Group,

ecological environment.

ations for

Nissan Shatai Cow Ltd"providing consistent seⅣ ices

regarding automobile production and automation
facilities from development to construction and
commissioning, as we‖

In our giobal business deployment, we provide
satisfactory products and seⅣ ices in terms of the

quality,cost,and del"ery date for our ove「 seas

as routine maintenance and

inspections of facilitiesi energy management, and

customers in Chinal Mexico,Brazll,Thailandilndonesiat

optimal distribution of materials inside the factory

and馬lalaysia

thatis kno、

ハ
/n to our domestic customers,

premises. In additioni this al卜 around production

engineering company deals with manufacturing and

Eng neenng of Factory
Engineering of
Power Fac‖
r・

Automadon Fac‖

‖
ies

i9s
世

in Various F e ds

力力没筈的工程

各榊FA没 各的工程
Design and Manulactuttng

没各没汁制作

Design of Press Dics

Enginee西 ng of Automob討 9
Production Fac‖ ties

沖圧模具 的没汁

汽 卒生声没筈 的工程
A‖ ―
around Global Engineering

8ompany

全球察 合型
工 程技木公司

and
of Produclon
and Powc「

Fac引

に
ics

生声没各/劫 力投 各 的

維持管

IL里

Equipment and
Facto:y SuppoК Se面 ces

工

技ボ 支援

Lkhium‐ ion battery products

Ecdow Rdated PЮ ducts

物流没缶可、
保相美

t里

亀池 声 品

「
aistttbunOn scwices

Logistic EquipmeniAGV

inside Factaries

工

内物流服男立 多

物流没各/AGV

「

我司是由日声集口的骨干企辻 日声牟体株式会社

100%出 資的工程技木公司。
能完成メ
人汽牟生声没告、自劫化没各的テ
干疫到施工、
逐有 日常的没告保井/栓 点、能源管理/「 区内最合理的

止的筆合生声型工程技本公司。
作力全球化的事辻展,干 ,対 子中国/墨 西母/巴 西/泰
国/印 度尼西亜/島 来西亜等海外的願害,提 供辰量/成 本
/友 安期限均可得到満意的声品供庄/害 后服努。

物流服努力止的全套辻努。物流没告/琢 保郵境没告力
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自動車生産設備のエンジエアリング

Engineering of Autowobile FroducuOn Facitities

汽牟生声没各的工程

事業内容

営業品目

●自動車 の生産設備 fAメ カトロ設備 の新規設 置 、既 存 設備 の

●自動化溶接基幹ライン

改造、自動化を企画・検討から、設計・製作・設置・立上げまで行 い

●各種浴接サブライン

ます。

●」IG単 体、
JIG&ロ ボット

●デジタルソリューションにより自動化設備の検討 、オフライン

●設備改造工事

ティーチなどを実I見 します。

デジタルソリューションによるライン構想
Concept deSgn of pЮ ducuOn hnes based on dttital solujons

基子数字化解析的生声銭拘想

」IG&ROBOT設 備

各種サブ生産ライン
Sub production‖ nes

各T中 輔助生声銭

」IG&ROBOT&プ

(ン ドリング設備

Equipment wК hjigs and Юbots

Hand"ng equipment wtthiも s and ЮbOtS

共具和机械手的翁合体没各

夫具和机械手以及操妹漫各

Business Descriptions

Business items

―New installation of automobile production fac‖ ities and factory
automation mechatronics and modttication and automation of exisung

―Automated core welding lines
―Sub welding lines

facilities are handled frOm the stage of PIanning and discussion to

―Singlejigs/combination

design〕 productioniinsta‖ ationi and commissioning・

―Construction of modified facilities

ofiigs and rObots

―Application of digital solutions helps consideration of automation
equipment and enables offline teaching・

事辿 内容

菅里項 目

●逃行状汽牟的生声没各/FA机 屯一体化没各的新没畳、原有没各的改

。自動化埠接的骨干生声銑

造、自動化的知
九則/研 対,到 没汁/制 作/没 置/声
口勅力止的全道程。
●実現基子数字化解析 (DigitaI SolutiOn)的 自動化没各研対到
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脱鉄示教 (Off Line Teaching)的 道程。

●各神埠接的輔助生声銑
●夫具単体、共具和机械手的鈴合体
●没各改造工程

各種FA設 備のエンジエアリング

Engineettnu ol Factory Automathn radinies h vattous HЫ

ds

各榊FA没 各的工程

事業内容

営業品目

●高度の FA/メ カトロニクス技術を駆使し、回ボット等によるフレキ

●各種搬送設備

シブルかつ 高精度で、トータルコスト低減が図れる生産設備を

●八ンドリング設備

提供し、お客様の要求に応えます。

●パレタイズシステム
。その他ロボット付帯設備

タイヤ搬送コンペア

ウイン睡 着剤塗布装置
Windshield adhesive spreader

輸胎搬送特送帯

キ宙鞘合剤深抹装貴

ヽ

ゝ

碑・

＼

Tire transfer conveyer

ヽ

￨′

・

´̲Ⅲ

r

乱

寺
ロボットによる大型パネルパレタイズ
Large pand p』 燈lJng by Юbots
基子机械手的随行工作合

メルシートビッキング装置
Mel― sheet

picking machine

地板 (隔 昔)隔 熟板的候逸義量

Business Descriptions

Business items

―With the optimum use of advanced FA mechatronics,we provide

―Transfer equipment Of various articles
―Handling equipment

flexible〕

highly precise robot production equipment leading to

reductions in overaH costs to meet customer requirements,

―Pa‖ etizing system
―Accessories of robot equipment

事辻 内容

菅里 項 目

●返用高度的FA机 屯一体化 ,使 机械手等的操作迭到叉活且高

●各汗
中搬這没各

当的要求提供能渫求降l氏 妹合性成本的生声
精度水准 ,鹿 対害ナ

●操銑没各

没各 。

●随イ
子工作台化 (Palletizre)系 統
●其他机械手附帯没各
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プレス金型 の 設計

Design of Press Dies

沖圧模具的没汁

事業内容

営業品目

●最先端の CAD/CAMシ ステムにより、デジタルファクトリーを

●プレス金型 設計

実現します。
●CADCEUSを 核とした3次 元金型設計を行います。
●型構造 解析 や搬送 シミュレーションによる
デジタル 確認を実 I見 します。

！

的６

選

如瀬荊約
和コ
刑嘲麺噛
画面
ｍШ
Ш¨
四﹈
ｍ曲
ｍ．

型構造解析

プレス金型設計

Press die structural analysis

Design of press dies

士
型″
綴 杓解 析

沖圧模具的没汁

搬送工具干渉シミュレーション
Sirnulation to detect transfer tooi co‖ isions

搬返工具的干渉模似

Business Descriptions

Business items

―The state― of― the― att CAD/CAM systems realize the Digttal factorles.

―Design of press dies

‑3‑D die design mainly based on CADCEUS
―Press die structural analysis and transter can be
checked using digital methods including
simulauons.

事辿 内容
●基子最尖端的CAD/CAM系 銃 ,実 現数字化模槻工
「
●以CADCEUS力 核心的3集 模具没汁 。

菅⊥ 項 目
。

●通述数字化輸状 来実現模具杓造解析和搬這模似演示。
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●沖圧模具的没汁

Maintenance and Managemenl oI Proば

生産設備・動力設備の維持管理

cuom
Ⅱ

and POwer Fad

des

生声没各/勅 力没各的維持管理

事業内容

営業品目

●プレス・車体・塗装・
組立・成形・動力の全工程・全設備の設備保守

●自動車生産設備のメンテナンス

点検業務を提供しヽ
たします。

●動力設備のメンテナンス

●高い技術力で低コストのサービスを提供しヽ
たします。

●環境設備のメンテナンス

●エネルギー・
環境管理サービスを提供いたします。

保守点検をしているお客様の設備 Our custome内 絶c‖ mes

under the contttct∬

mttnttnance and hs,oouons

ロボツト点検 ティーチング

プレスの保守点検

inspection and teaching of robots

Maintenance of press rnachine

机械手点栓/示 教

環境設備の維持管理 M∬ nttnance

逆行保券的客)当 没告

沖圧机的保赤点社

and management of e80‐

related協 』Ⅲes

逃行保井的害声没各

1:q

子

ユ

￨

― ̲「

―
ヽI雰
・
難
●^4

い

Jぶ

Eと

処理水のPH測 定

排水処理設備点検
Inspeclons of waste watertreatment system

PH meaSurement of processed water
女性
理水的PH測 定

引,水 夕L理 没各的点機

Business Descriptions
―Maintenance and inspection seⅣ ices

〆

Business items
are offered as to a‖

and fadl曲 es inctuding press formingi body assembり

processes

,paint,ittectOn

molding,and power equipment.
―Exce‖ ent technical capabilities lead to providing iow cost sen′

―Maintenance of automobile production facilities
―Maintenance of power facilities
―Maintenance of eco―

related facilities

ices.

―Energy and environmental control seA/iCeS are also provided.

事地 内容

首辿項 目

●提供沖圧、牟体、深装、姐装、成形、勅力的全工程/全 没各的

●汽牟生声没各的集修

没各保赤和点投地努 。
●以高新技ボ能力提供低成本的服努。
●提供能源、郵境管理的服男。

●勅力生声没各的禁修
●郵境生声没各的空修
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工 場 内物流 サ ー ビス業務

MateriЛ Dtttttbuuon sewices h朗 de Factories

工

内物流服各地努

「

事業内容

営業品目

●部品の受け入れ検査からラインサイドヘ の供給を行います。

●工場内部品供給サ ービス

●卓越 した技 能 による低 コス トで高 品質・タイム リー で安 全 な

●部品受け入れ検査

サー ビスを提供 しヽ
たします。

無人搬送による物流サービス
Unattended part distttbution system

元人撮這的物流服努

●部品在庫管理サービス

技能競技大会 上位入賞
Ou「 statt won higher rank awards in operation skll contests.

技能党技大会 狭得好名次

´it=〜

.̲―

.̲一

‐
――
ー

供給シミュレーションオペ レーション作業
Operation of supply simulation

模似供鈴這用操作

バーコード1こ よる在庫管理
invento「 y

contrOl using bar codes

基子祭形弓進行庫存管理

Business Descriptions

Business items

―The parts undergo incoming inspections and are distributed to the
storage at the line side.

―Patt supply seⅣ ice within a factory
―Patt incoming inspections

―Our outstanding s附 IIs help to pro胡 de low― costt high― qu』 i)safe

―Patt inventory control seⅣ

seⅣ icesin a dmely manner.

事地 内容

菅地項 目

●逃行部件的強H文 栓査到往生庁銭的供給。

●工 内部件的供拾服努
「
●
部件要受栓査

●以卓越的技能提供低成本且高品辰、通吋且安全的服努。

●部件的岸存管理服努
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ice

物流機器・リチウム電池製品

h9山 tic

Equipment,日 thmm‐ mm Latlery products

物流没缶/鯉 電池声品

事業内容

製造品 目

●工場内を 自動で部品運搬する無人搬送装置を提供いたします。

●無人搬送設備

●鉛電池に代わる高効 率で コンパクト軽量、
長寿命なリチウム

●リチウムイオン電池製品

イオン電池製品を提供します。

電池搭載状態 Use the battery case

帯電池状恣

♂

r ff

L8‑BOX仕 様

,

specrication
出力 電 圧

DC24V

Output VOkage
寸法

H× W× D(mm)

220X350X320

LB―

AGV

無人搬送設備
Automated Guided Vehicte

BOX急 速充電器

LB…

元人搬這漫各

BOX認稔
写
命
屯
爾脚 ds
裡高子屯池声品

Business DescriptiOns

Line of Products

―We offer autOmated transfer equlpment to carry patts inside the

―Automated Guided Vehicle
―Lithium― ion battery products

factoriesI

―To replace lead― acid battery products,we otter‖
pЮ ducts that are highly etticient cOmpacti‖

thium→ on battery

ghtteight,and 10ng lTe.

事辿 内容

制造項 目

●提供在工 内自動搬這部件的扱這装置。
「
●提供取代了鉛酸屯池的
救率高,杓 造緊湊,軽 量

●元人搬這没各
●t里 萬子屯池庁品

,

里萬子屯池制品
寿命k的 与
11

8ompany prolile

会 社概要

公司概要

Foundation

設立年月日
1986年 8月 1日

没立吋同

August l,1986

資本金

Capital

資本金

40百 万円

40 million yen(1 00 percent

(国 産車体株式会社出資比率 1000/o)

owned by Nissan Shatai Cow Ltd,)

Executives

役員

取締役
取締役
監査役

彦 学 幸 則 之 誠
春
広 雅 一

取締役

石 津 石 原 井 石
高 興 明 中 新 自

代表取締役社長

監査役

事業内容
1.自 動車生産設備のエンジエアリング

2.各種FA設 備のエンジエアリング
3,動力設備のエンジエアリング
4,プレス金型の設計
5,生産設備 動力設備の維持管理
6.工 場内物流サービス業務
7.物流機器・リチウム電池製品

1986年 8月 1日

40百 万 日元
(日

声牟体株式会社出資レ
し率100%)

董事

President

Haruhiko Takaishi

患を
垂理

高石 春彦

Director

Satoru Okhsu

董事

興津

Director

Hiroyuki Akashi

董事

明石 広幸

学

Director

Masanott Nakahara

董事

中原 雅則

Audttor

Kazuyuki Arai

性査人

新井 一之

Audttor

Makoto Shiraishi

監査人

自石

Buslness Areas
1,Enginee市 ng of Automobile
Production Facilities

2,Engineering of Factory
Automation Facilities in Various
Fields

3.Engineering of Power Facilities

4.Design of Press Dies

5,Maintenance and Management

誠

事立内容
1.汽 牟生声没各的工程

2各 榊 FA没 各 的工程
3.勅 力没各的工程
4.沖 圧模具的没汁

5生 声没各/劫 力没各的簗持管理
6.工
「
7物

内物流服努並努
流投缶/幸 里屯池声品

of Production and Power
Fac‖ ities

6.Matenal Distttbudon SeⅣ ices
inside Factories

7.Logistic Equipment,Lithium― ion
battery products

売上高
65億 円 (2021年 度)

従業員数
631名 (2022年 3月 末時点)
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Sales
6.5 BIllion yen(FY2021)

Number of Employees
631(as of end Of March 2022)

斜答観
65化 日元 (2022年 3月 )

取 二 人数
631名 (2022年 3月 末酎点)

会社沿 革

8o『 ,orate

Wisto叫

公司滑革

会社沿革

Corporate History

1986年 8月

August,1986

1986年 3月

サガミメンテナンス株式会社 設立
資本金 :20百 万円
工場内メンテナンス事業に取組む

Sagami Maintenance Cow Ltdtt was

SAGAMI Maintenance株 式会社 没立

established̀
Capital:20 million yen
Addressed in― plant maintenance
buslness.

資本金 :20百 万 日元
敷力子工戸内集修的事辿。

1988年 10月
エレベーター据付事業開始

公司滑革

1988年 10月
始了屯梯安装事辿。

October,1988

1993年 9月

Statted elevatorinstaHation business.

'千

(株 )I&Iと 合併

Septembe「 11993

―
与(株 )1&I合 井
資本金:増 資到40百 万 日元
始了屯子部件、自勅机/夫 工具的没廿/
'干
制作/没 置、卒裁部作、托盈等的事地。

資本金 :40百 万円に増資
電子部品、自動機 冶工具の設計 製作 設置、
パレット等の夢業開始
草載部品、

1997年 4月
生ゴミ処理機事業開始

1998年 4月

Merged wnh i&I cOrporation,
Increased capital to 40 million yen.
Statted business of electronic pattsi
designi production and insta‖ ation of

automated machines and tools.

1993年 9月

1997年 4月
テ
F始 了厨房墟扱処理机器事辿。

Ap前 L1997

Started business of kitchen garbage

1998年 4月

エレベーター据付工事事業終了

disposers,

結束了屯梯安装事地。

2004年 4月

Ap前 1,1998

2004年 4月

電子部品生産終了
食堂事業、
業務開始

0uit elevator insta‖ ation business,

Ap両 l,2004

翁束了屯子部件的生声。
テ
千
始了食堂事辿、地努。

2005年 4月

Started food seⅣ ice business.

2005年 4月

日産車体 (株 )よ り大型設備の企画・設計
設置 立上げの一買受注を開始

Ap前 1,2005

升始了チ
人日声卒体 (株 )接 受大型投各的
湖党J、 没汁、没置、膚功的全套汀単。

2005年 7月
IS09001:2000認 証取得

Started to accept a package of orders
from Nbsan Shatai Cow Ltd.that
included planning,design,insta‖

ation

and commissioning ofiarge

2005年 7月
取得了 IS09001:2000状 江。

2006年 7月

equipment.

2006年 7月

日産車体(株 )よ り型設計業務を受託

July,2005
Acquired IS0 9001:2000

よ
大日声卒体 (株 )受 托模具没汁的並努。

2008年 二月
日産車体(株 )よ り保全動力・物流業務を受託

2008年 4月

cettification.

July,2006
Design of dies was outsourced to us

2008年 1月
ナ
人日声卒体 (株 )受 托保全勅力、物流的地努。

2008年 4月

食堂事業を終了

by NIssan Shatai Cow Ltd.

翁束了食堂事地。

2008年 5月

January,2008
Maintenance and POWerrnanagementi

2008年 5月

社名を「国産車体エンジエアリング株式
会社」に変更

2008年 11月
九州支社の開設

2011年 5月

and iogistics works were outsourced
to us by Nissan Shatai Cow Ltd.
Ap市 1,2008
Quit food service business.

把公司名称改力
く日声卒体 Engineering株 式会社>。

2008年 11月
九州支社的ヲ
干没。

May,2008

2011年 5月

本社移転

The corporate name was changed to

本社的特移。

2011年 10月

Nissan Shatai Engineering Co"Ltd.

2011年 10月

電気自動車用急速充電器生産と販売の開始

Novembeh 2008

,干

2012年 2月

Established Kyushu branch,

AGV及 びAGV用 リチウムイオン電池の製

May.2011

作とメキンコ・ブラジル海外展開の開始

Relocated the headquatters.

2015年 11月

October,2011

始屯勅卒用急速充屯器的生声蛸答

2012年 2月
テ
FttAGVttAGV用 ;里 萬子屯池的生声及
面向墨西腎/巴 西的海外供庖

電気自動車用急速充電器生産終了

Started production and sales of quick
chargers for electric cars

2015年 11月

2016年 8月
創立30周 年

February,2012

2016年 3月

Started producuon of AVG and lthium

30周 年

ion battenes fOr AVG,and overseas
expansion in Mexico and Brazil

錯束屯功率用急速充屯器的生声制造

November,2015
End of production of quick chargers
for electric vehicles

August,20刊 6
30th anniversary
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主 要設備

MaiOrequipment

主要没各

MaiOr equipment

主要設備

主要没缶

。自動機・治具設計
CADソ フト&イ ンフラ

。
CAD so■ware and intrastructure rOr design

。自動机器/夫 具投汁
CAD軟 件 &基 本没施

1)2D― CAD

1)2D― CAD

1)2D― CAD

AutoCAD Mechanical
ACAD― DENKI

AutoCAD Mechanical
ACAD― DENKI

CAD SUPER FX
2)3D― CAD

Autodesk lnventor

ACAD― DENKI

CAD SUPER FX
2)3D― CAD

Autodesk lnventor

ICAD/SX

。型設計

AutoCAD Mechanical
CAD SUPER FX

2)3D― CAD

Autodesk lnventor

iCAD/SX

・CAD′ CAM so■ware and infrastructure for

●模具没汁

CAD/CAM軟 件&基 本投施

CAD/CAMソ フト&イ ンフラ
1)2D― CAD Auto― CAD
2)3D― CAD
CADCEUS

2)3D― CAD

3)解 析ソフト iBIueCttKS

3)Analytical software

deSig用 01 dieS

l)2D― CAD

ICAD/SX

Auto― CAD

CADCEUS

1)2D― CAD

2)3D― CAD
3)解 析軟件

Auto― CAD
CADCEUS
iBIueCLIKS

PLS

iBIueCLIKS

PLS

ADVENTURE CIuster

PLS

ADVENTURE Ctuster

ADVENTURE CIuster

●製作設備

。
Productiom equipment

●侑J作 没 缶

1)動 カプレス

l)MotoHzed pressI

1)劫 力十
寺勅圧力机

・ 折り曲げ機
。シャーリング小型動カプレス機
2)各種工作1幾 械
・ NCフ ライス盤・ ラジアルボール盤
・ 旋盤 。メタルソー切断機
。卓上ボール盤・ コンターマシーン
3)各種溶接機
。C02溶 接機・ アーク溶接機
・ TIG溶 接機
4)測定器
。三次元測定機(VTS)

Folding machine〕

motorized smaW shear press
2)Machine tOolsi
NC milling machine,
radial dri‖

machinei

lathei cold saw,bench drill band saw〕

3)Welding machines:
C02,arc and TIG welding machines,
4)Measunng instruments:
coordinate measunng machine(VTS)

本社 Headquatte「 s 本社
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折弯 (巻 辺 )机 、剪床小型功カイ
寺劫圧力机
2)各 T中 机床

NC銑 床、揺月
昔猫床、卒床、
市
居片銑刀切断机、合式与
占床、皐模机床、
3)各 不
中燥接机

C02埠 接机、屯弧爆接机、TIG埠 接机、
4)測 量供器

三坐椋測量供器(VTS)

0鷲 ices

所在地

所在地

本社】
【

[HeadquanersI
〒254‑0027
神奈川県平塚市堤町牛 4

口産車体エンジエアリング株式会社 本社
●

日産車体(株 )東 門●

TEL,0463‑20‑5372
FAX:0463‑20‑5381

●

消防督●

日塵車体 (株 )
第2地 区正門

● 佐語 番

●

4‑4 Tsutsumi― cho Hiratsuka― shh Kanaga、 ハ
′
a

254‑0027」 apan

●

TEL:+81‑463‑20‑5372
FAX:+81‑463‑20‑5381

福配タイヤ

R平 塚駅

←至小田原

大神地区】
【

至東京→

[Ogami atta]

〒254‑0012
神奈川県平塚市大神 2909

TELi 0463‑21‑8389

FAX:0463‑21‑8335

横浜 テクニカ

2909 0gami Hiratsuka― shij Kanagawa

254‑0012」 apan
中華料理店

﹇
軸

TEL:+81‑463‑21‑3389
FAX:+81‑463‑21‑8335

キャノン

帥
嚇

ガソリンスタンド

九州支社】
【

日産草体エンジエアリング (株 )製 造課

[Kyushu bttnch〕

〒800‑0323
ヽ
ヽ二
九′

福岡県京都郡苅田町与原 2220‑22

TEL:093‑436‑5500
FAX:093‑436‑5502
大熊公園

0

0

卍明増寺

/

●新津中
●西日本
工業大学

与原小 0

功F囲
こ

争

2220‑22 Yobaru Kanda― machi Miyako― gun,
Fukuoka 800‑0323」 apan

TEL:+81‑93‑436‑5500
FAX:+81‑93‑436‑5502

国産車体
エンジエアリング (株 )
九州支社
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