
日比野グループの歩み

明日を創る技術力 Dramatic Future
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1945 年　名古屋市熱田区にて創業
　　　　  伊藤巳三郎 起業
　　　　  ( 創業当初からアルミ鋳造を開始 )
1953 年　日比野鋳造合資会社
　　　　  伊藤巳三郎 代表取締役社長就任　　

1945 年、日本の戦後直後の創業から高度成長期を経てお客様と共に成長を遂げて参りました。
最近では中国での更なる事業展開の推進、会社ロゴマークの一新等々を実践しており、弊社で
の第２の創業期との捉え方で、品質第一に徹し、お客様の信頼と満足が得られるものづくりを
めざし、更なる飛躍に向けて取り組んで参ります。

伊藤巳三郎

創業当時の本社工場

日常生活用品 ( なべやおかま等 )

【電動工具パーツ】
・自動カンナ用ハウジング
・丸ノコ切断機用モーターハウジング
・丸ノコ切断機用ブレードケース
・丸ノコ切断機用ベース

1960 年　ダイカスト機の購入
1964 年　知立工場操業開始
1968 年　金型鋳造部門操業開始

操業開始当時の知立工場

【電動工具パーツ】
・電池ドリル用モーターハウジング
・電池ドリル用ギヤハウジング
・電池ドリル用ハンドルカバー
・削岩機用ハウジング

1970 年　日生工業株式会社発足
　　　　  ( 資本金 500 万 )
　　　　  日比野荘 ( 知立市新林町 ) 完成
1971 年　知立工場仕上工場操業開始
1973 年　日比野鋳造 ( 資 ) を日比野工業株式
　　　　  会社に改組
1974 年　西尾工場操業開始
　　　　  ( ダイカスト工場 )
1975 年　本社を知立市に移転
1976 年　日生工業・加工部門増築工事完了

操業開始当時の西尾工場

【電動工具パーツ】
・フライス盤用ベース
・フライス盤用ギヤハウジング
・フライス盤用モーターハウジング

【自動車パーツ】
・スターター
・ダクトファン

1988 年　ダイカスト精密鋳造 (KPH) を導入
　　　　  伊藤和弘 代表取締役社長 就任
1989 年　熱処理炉の導入

LS1030 丸ノコ切断機

【電動工具パーツ】
・釘打ち機用ハウジング
・グラインダー用ハウジング

【一般機械パーツ】
・インバータ用冷却フィン

1990 年　大型ダイカスト機 (2250t) の導入
1991 年　本社工場新社屋完成
1998 年　西尾工場・大型ダイカスト機 (1250t)
　　　　  の導入

本社工場新社屋

【電動工具パーツ】
・溝切り機用ハウジング

【一般機械パーツ】
・ボトムカバー
・リヤカバー
・ポンプカバー

【自動車パーツ】
・ワイパーモーター用ハウジング
・ディファレンシャルオイルシール
・電動スライド用ハウジングギヤ
・ハウジングクラッチフロント
・リテーナコントロールシフトレバー
・ケーストランスミッション
・カバーコントロールシャフト

2000 年　上海日比野圧鋳有限公司設立
2003 年　ISO9001:2004 認証取得
2004 年　西尾工場・大型ダイカスト機 (1650
　　　　  t)2 台の導入
2005 年　ISO14001:2004 認証取得
　　　　  上海日比野金属制品有限公司設立
2006 年　西尾工場増築・大型ダイカスト機
　　　　  (1650t)3 台増設
2008 年　2008 年度売上額が創業以来初めて
　　　　  100 億円を超えて 111 億円を計上
2009 年　日生工業株式会社の現業部門 ( 機械
　　　　  加工 ) を事業譲渡の形で日比野工業
　　　　  へ取込む

上海日比野圧鋳有限公司設立 日比野鋳件 ( 常熟 ) 有限公司設立

【自動車パーツ】
・ブレーキ部品用カバー
・ブレーキ部品用ボディマスターシリンダー
・チルトステアリング用ホルダーステアリング
・フォークリフト油圧用カバートランスミッシ
   ョンアッパー
・チルトステアリング用チューブステアリング
   コラムロア

【一般機械パーツ】
・ガスヒートポンプ用ハウジング
・ガスヒートポンプ用フロントケース

【自動車パーツ】
・ステアリング部品　ギヤボックス (2WD)
・ＡＴ用カバートランスアクスルリヤ

【一般機械パーツ】
・MX600L フロアパネル

2010 年　日生工業株式会社が社名を日比野ホ
　　　　  ールディングス株式会社に変更し日
　　　　  比野工業株式会社の全株式を取得
2011 年　日比野鋳件 ( 常熟 ) 有限公司設立
　　　　  日比野グループとして新ロゴの発表
　　　　  伊藤達一 代表取締役社長 就任
2014 年　サポーティングインダストリー
　　　　  （通称：サポイン）に採択される
2015 年　ものづくり補助事業に採択される
　　　　  10 月 1 日 70 周年を迎える
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先

株式会社牧田電機製作所 ( 現 : ㈱マキタ）
取引開始

富士電機株式会社　取引開始 三菱重工業株式会社　取引開始
アスモ株式会社　取引開始
アイシン・エーアイ株式会社　取引開始
株式会社豊田自動織機　取引開始

株式会社アドヴィックス　取引開始
アイシン精機株式会社　取引開始

ＫＹＢ株式会社　取引開始
アイシン機工株式会社　取引開始
日立機材株式会社　取引開始

ギヤボックス
カバートランスミッションアッパーケーストランスミッション
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日本電装株式会社 ( 現 : ㈱デンソー）取引開始

日比野ホールディングス ( 旧 日生工業 ) 売上

日比野売上

日比野ホールディングス ( 旧 日生工業 ) 従業員

日比野従業員


