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技術力

創造力

その先へ

育成力

が継いでいくもの。
タキゲンは産業用金具の総合メーカーとして、

日本最大級のラインナップを誇る約8,000種類の取扱製品を揃え、
あらゆる分野での製造業のニーズにお応えしています。
1910年の創立以来、100年に及ぶ歴史の中でタキゲンが培ってきたものは、
確かな技術力、豊かな想像力、そして何より人間を大事にし、人を育てる育成力です。
私たちは会社の経営理念である
「感謝」を具体的に実現するために、
お客様に信頼される製品づくりを行い、
新たなる100年を目指して歩み続けます。

What

Brings to the Future
As a general manufacturer of industrial ﬁttings,

Takigen has a lineup of approximately 8,000 products, one of the largest in Japan,
that allows us to meet the needs of the manufacturing industry in every ﬁeld.
During our history of more than 100 years since our company was founded in 1910,

はたら

私達の勤く目的

Takigen has developed dependable technologies, wide-ranging creativity,

Conpany Objectives

タキゲンの行動基準

社

是

タキゲンの経営理念

and most importantly human advancement recognizing and advancing the abilities of our people.
The fundamental business philosophy of our company is gratitude and in order to give shape to this philosophy,

はたら

we will continue to produce dependable products for our customers as we look forward to the next 100 years.

タキゲン製造株式会社の構成員（社員・家族・協力工場）の勤く目的は、
とも

くらし

全員が毎日を楽しく円満に会社も個人も共ども進歩発展させ、社会を豊かにすることである
TAKIGEN MFG. CO., LTD. employees work so that all may peacefully strive for the progress and development of
the company and individuals, and to contribute to society.
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ニーズをすぐカタチに
タキゲンはあなたの工場です 試作品・特注品をスグ創ります

確かな品質と環境に配慮した製品づくり
協力開発のタキゲン

かけがえのない地球を未来に引き継ぐため環境に配慮した製品開発に努めます

「数は少ないけれどすぐに欲しい」、
「オーダーメイドの試作製品が必要」、
「自社のみのオリジナル製品をつくりたい」など、

基本理念

お客様の様々なご要望にお応えし、試作品や特注品を1個から製作いたします。

タキゲン製造株式会社は、産業用金物の設計・製造・販売を中心とした事業活動において、

お客様の声を大事にする姿勢とそれを可能にするタキゲンの技術力で多品種少量生産を実現。

法令・規制を順守し、顧客のニーズに応え得る性能、品質を常に創造すると共に、

極小から世界最大級まで、品質の向上と新製品の開発に全社一丸となって取り組んでいます。

地球環境の保全が人類共通の重要課題であることを認識し、その環境活動を推進します。

納期やコストを含め、
どんなことでもご相談下さい。

また品質・環境マネジメントシステムを定期的に見直し維持向上することで、社会に貢献する企業を目指します。

環境方針

Quality policy

ISO14001:2004 環境マネジメントシステム

[仕様変更]
標準品の寸法・材質・
強度・カラー・表面仕上

[店舗販売]

[コンサルティング]
市場調査

[新製品]

[海外拠点]

Develop new products

●環境負荷物質の不使用を積極的に推進する。

Shop sales

Market research

Change speciﬁcations

●環境に配慮した商品開発を設計の段階から実施し、
環境汚染を予防する。

全支店で実際に
製品を確認しながら
購入できます

品質方針

Environmental policy

●環境マネジメント活動の積極的な推進と継続的
改善に努める。

ISO9001:2008 品質マネジメントシステム

●環境方針は全従業員並びに供給者へ周知徹底し、
社外へ公開する

Overseas branches

製品の開発・設計・
試作・生産

韓国 ソウル・中国 上海

●環境関連法規制及び当社が同意するその他の要
求事項の順守を確実に実施する。

●顧客満足の向上。
●顧客要求に合わせた新製品の共同開発と製品
提供のスピード化を図る。

SUPER - LARGE SIZE HIGES

超大型 特注超重量蝶番

●設計品質、協力工場の製造品質及び営業品質の
向上を図り、クレームを未然に防ぐ。

RoHS対策について

●クレームが発生した時には迅速に対応し、再発
防止策を実施する。

に、
その他の禁止、
削減物質を加えたタキゲン製品の環境基準を設定して、
RoHS指令
化学物質＊2」

Measures for RoHS compliance

タキゲンは、2006年7月から施行されるEU（欧州連合）の「RoHS指令＊1」で禁じられる「特定有害
の対応化をすすめ、環境負荷を低減した製品の提供を目的とし「グリーン調達＊3」の推進に取り

（扉重量3t用）

組んでいます。

板厚 50mm 軸径 100mm W 600mm
スラストベアリング入り

タキゲンでは製品にグリーンマークを表示しています。このマークのついた製品

発電所向けの大型扉に使われています。

はRoHS基準に基づき、特定有害化学物質の含有が、許容値以下で環境に優しいこ
とを表しています。対応していない製品でも、切替え中のものや、特注として対応

SUPER - SMALL SIZE HIGES

TAKIGEN Green Mark

超小型 超小型平型蝶番

可能な製品も多数あります。お問合せ下さい。

＊1. RoHS指令：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
（特定有害物質使用禁止指令）の略。EU（欧州連合）が実施する有害物質規制を指す。2006年7月1日以降施行され
る。EU域内で取り扱われる電気・電子機器製品について一部の例外を除き、特定有害物質の使用を禁止する指令。

B-1137
板厚 0.5mm 軸径 2mm W 10mm

＊2. 特定有害化学物質：カドミウム・六価クロム・鉛・水銀・ポリ臭化ビフェニール（PBB類）
・ポリ臭化ジフェニル

超精密測定器、
IT関連機器に使われています。

エーテル（PBDE）
＊3. グリーン調達：環境負荷の少ない製品や部品、サービスを調達することです。

Quickly turning needs into reality
Takigen is your factory. Takigen provides rapid production of prototypes and special-order products.- Takigen cooperative development "The quantity is small but we need it right away..."

"We need a custom-made prototype product..."

"We want to make an original product for our company only..."

In order to meet a broad range of customer needs such as these, Takigen manufacturers prototypes and special-order products in quantities as small as a single unit.

We are working to develop environmentally friendly products in order to preserve our irreplaceable planet for the future.
Basic philosophy
Takigen Mfg. Co., Ltd. shall comply with all laws and regulations in its business activities which center on the design,

Based on an understanding of the importance of customer needs, Takigen has developed the technologies for small-lot, large-variety production that turns these needs into reality.

manufacture, and sales of industrial ﬁttings, and shall continue to create products with performance and quality that can meet customer needs.

From the ultra-small to the largest sizes in the world, our company works together to develop new products and improve quality.

We also recognize that preservation of the global environment is an important issue for all of mankind, and shall carry out activities for environmental preservation.

We welcome inquiries concerning delivery times, cost, or any other matters.

We shall regularly review and improve our quality and environmental management systems as we aim to be a company that can make a positive contribution to society.

多品種少量生産、極小から世界最大級まで。
04

Dependable quality and environmentally friendly production

永い歴史と最新の技術 品質保証の

マーク
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Agriculture

▶P.14

農業
Renewable energy

▶P.13

再生可能エネルギー

耐振性と耐食性に優れた
製品を供給してきた実績と
蓄積してきた技術を活か
した農業関連製品分野向け

Takigen meets our customers' needs with a lineup of 8,000 product items in seven categories in order
to provide the latest technologies in a broad range of industrial ﬁelds.

タキゲンでは各産業分野において最先端技術を提供するために
7つのカテゴリーと8,000アイテムに及ぶ製品で
皆様のニーズにお応えしております。
Environment

Health

▶P.11

健 康
これからの高齢化社会を

▶P.10

環 境

支えるために、
生体適合性に
優れたチタニウムシリーズ、
抗菌シリーズなど人に優しい
製品を開発

Transportation

▶P.09

交 通
TAKIGEN Standard

▶P.08

タキゲンスタンダード
創業100年の歴史の中で
つくり上げてきた品質と信頼
のタキゲンスタンダード。
あらゆる業界のニーズに
お応えする汎用性のある

特装車・バス・トラックから
船舶、
港湾施設、
鉄道用車両、
航空機まで、
交通分野全般に
広く対応する豊富な製品群

地 球 温 暖 化 に 取り組 み 、
CO2排出量を削減するため
の環境機器産業に広く対応
できる製品を開発

InformationTechnology ▶P.12

次世代のエネルギーとして

IT

バイオマスなどの再生可能

日々進化を続ける幅広い
情 報 技 術 分 野 に 向 け て、
高品質・安全性・堅牢性を
追求した信頼性の高い製品
をラインナップ
For the information technology
ﬁeld which continues to evolve
day by day, we oﬀer a lineup of
high-reliability products that were
developed for the ultimate in high
quality, safety, and ruggedness.

期待が高まる太陽光や風力、
エネルギー施設で幅広く
活用される製品を提供
We provide products that are
widely used in renewable energy
facilties, including solar power,
wind power, biomass, and other
sources of energy which will
power future generations.

In order to support our aging
society in the future, we have
developed a titanium series,
anti-bacterial series, and other
organically friendly products.

の製品シリーズ
Our series of products for the
agricultural ﬁeld utilizes our wealth
of accumulated technologies, as
well as our successful record of
supplying products with superior
vibration resistance and corrosion
resistance.

農業機械・農業機器

Agricultural Machinery and Devices

We have developed products for
combatting global warming and
reducing CO2 emissions that can
be used widely in environmental
equipment industries.

農業資材
太陽光

Agricultural Materials

Solar

We oﬀer a broad lineup of
products that can be used widely
throughout the transportation
ﬁeld, from custom-built vehicles,
buses, and trucks to ships, harbor
facilities, railway cars, and aircraft.

バイオマス
ITS〈高度道路交通システム〉
Intelligent Transport Systems

製品をラインナップ

シェルター・プレハブキュービクル

The Takigen Standard is a standard
of quality and reliability which we
have created over our more-than
100 year history.
Our highly universal product
lineup can meet customer needs
in any industry.

健康・病院設備

Health & Hospital Equipment

新素材

New Materials

リサイクル設備

Recycling Equipment

Shelter & Cubicle Hardware

サーバラック・エンクロージャー

Biomass

蓄電設備

Power Storage Devices

電気自動車

Electric Vehicles

Server Rack & Enclosure

半導体製造装置

Semiconductor Manufacturing
Equipment

C.C.BOX・共同溝
Infrastructure

特装車・バス・トラック
Vehicle Components

鉄道車両・航空機
配電盤・分電盤

Switchboard Hardware

フリーザー

Train & Aero Parts

港湾・船舶設備

Marine Hardware

Freezer Hardware

自動販売機・自動改札機
Machine Hardware

インターロック・キースイッチ
Interlock & Key-switch
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タキゲンスタンダード

交通

TAKIGEN Standard

Transportation

配電盤・分電盤 ／ フリーザー ／ 自動販売機・自動改札機 ／ インターロック・キースイッチ

特装車・バス・トラック ／ 鉄道車両・航空機 ／ 港湾・船舶設備

Switchboard Hardware / Freezer Hardware / Machine Hardware / Interlock & Key-switch

Vehicle Components / Train & Aero Parts / Marine Hardware

船舶や港湾施設の保安対策をサポートするセキュリティ性の高い安全
適合製品の開発。
また特装車・バス・トラック向けとして作業効率を向上

創業以来培ってきた経験と技術力で、配電盤・分電盤用のハンドルや業

しセキュリティ、耐久性、耐候性に優れた製品群の開発。そして機能性と

務用大型冷凍冷蔵庫用密閉ハンドル、蝶番、自動販売機・自動改札機等

デザイン性、操作性が求められる鉄道車両用・航空機用金具の開発など、

の錠前、各種機器設備用インターロック・キ―スイッチなど、あらゆる業

交通分野全般に対応する豊富な製品を取り揃えています。

界の仕様に高い水準でお応えしています。

Takigen maintains a broad lineup of products which span the
transportation ﬁeld. We have developed products that meet safety
standards and oﬀer high levels of security to support safety and
security measures on ships and at harbor facilities. We have also
developed a group of products for custom-built vehicles, buses, and
trucks which provide excellent security, durability, and weather
resistance, and which also help to improve work productivity. In
addition, we have developed ﬁttings for railway cars and aircraft
where functionality, design, and good operability are all required.

Using the experience and technologies which we have cultivated
since our founding, Takigen provides products which meet
high-level speciﬁcations in all industries. These products include
handles and hinges for distribution panels and cabinets, hermetic
handles for large-size commercial refrigerators and freezers, locks for
automatic ticket gates and other machines, and interlocks and key
switches for various devices and equipment.

配電盤・分電盤

配電盤・分電盤

配電盤・分電盤

配電盤・分電盤

特 装 車・バ ス・トラック

密閉用埋込みハンドル

ワンタッチハンドルキャッチ

リーフヒンジ

ワンタッチパッキン

WATERPROOF HANDLES

WATERPROOF FLUSH HANDLES

WATERPROOF LOCK HANDLES

CONCEALED HINGES FOR HEAVY ‒DUTY USE

EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNSS

ONE-TOUCH LOCK HANDLE CATCHES

LEAF HINGES

DOOR GASKETS

防水ハンドル

防水ロックハンドル

特 装 車・バ ス・トラック

特 装 車・バ ス・トラック

フリー ザ ー

フリー ザ ー

フリー ザ ー

抗菌庫内安全押棒

ガードリング付ポップハンドル

ドアキャッチ

特 装 車・バ ス・トラック

鉄道車両・航空機

掛金錠

インジケーター付引戸錠

平面スナッチロックハンドル

SAFETY HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

CORNER LIFT HINGES

ANTIBACTERIAL INSIDE SAFETY
PUSH-RODS

POP HANDLES WITH GUARD RINGS

DOOR CATCHES

LATCHES

DOOR LOCKS WITH INDICATORS

SNATCH LOCK TYPE FLUSH HANDLES

FA-772

FB-744

TR-7

TR-33

AP-151R-B-1-1

自動販売機

自動改札機

破壊防止型パーソナルコインロック

ソレノイドロック

インターロック・キースイッチ

インターロック・キースイッチ

鉄道車両・航空機

港湾・船舶設備

密閉用ハンドル

ダブルシックルハンドル

ダイヤル南京錠

GAN LOCKS

PERSONAL COIN LOCKS

SOLENOID LOCKS

KEYSWITCHES WITH SOLENOIDS

WATERPROOF LOCK HANDLES

HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

DOUBLE-SICKLE HANDLES

DIAL PADLOCK

C-1591-R

C-365-SD

LE-33-10-S

FA-1919-1

A-1293-A

C-1556-60

ガンロック

FC-702

B-1063-1

特 装 車・バ ス・トラック

A-491-4

コーナーリフトヒンジ

A-1316-2

重量用裏蝶番

A-140-1-1

密閉用セフティハンドル

08

防水平面ハンドル

自動販売機

A-417-F

回転制御キースイッチ

S-37

FA-816-1-C

C-1851-2-R

防水ロックハンドル

A-60-A

FA-812-C-2L-E

FB-820-1

鉄道車両・航空機

港湾・船舶設備

FC-779

鉄道車両・航空機

港湾・船舶設備
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環境

健康

リサイクル設備 ／ C.C.BOX・共同溝

健康・病院設備／ 新素材

Recycling Equipment / Infrastructure

Health & Hospital Equipment / New Materials

Environment

Health

高難度治療を可能にするハイテク医療機器、介護福祉施設、高規格救急
地球規模で環境問題への対応が迫られる中、
ごみ汚水処理プラント、大

車、福祉車両からスポーツ施設に至るまで、健康・病院設備関連向けとし

規模産業廃棄物処理設備や破砕機、業務用小型焼却炉、
ごみ処理選別

て機能的で使いやすく、デザイン性に優れた製品を取り揃えています。
ま

機など、あらゆる用途の環境機器に対応できる豊富な製品群を揃えてい

た環境時代にふさわしく地球環境に配慮したスーパーステンレスやチ

ます。
また、C.C.BOXや共同溝など災害に強い街づくりを構築する分野で

タンなどの新素材で環境対策の変化に対応できるフレキシブル性を

も、
タキゲンのステンレスハードウェアがお役に立っています。

持った製品も充実しています。

As the world faces a growing need to address global - scale
environmental problems, Takigen oﬀers an extensive product lineup
that can be used in environmental equipment for all applications
including refuse and wastewater treatment plants, large-scale
industrial waste treatment equipment and crushers, commercial
small-scale incinerators, and refuse sorting machines. In addition,
Takigen C.C. boxes, multipurpose conduits, and other stainless steel
hardware are also being put to powerful use the ﬁeld of constructing
disaster-resistant cities.

Takigen oﬀers functional, easy to use products with excellent design
features for use in health and hospital facilities, including high-tech
medical devices that can be used in highly diﬃcult treatment,
nursing care and welfare facilities, high-grade ambulances, assistive
vehicles, and even sports facilities. In keeping with the needs of our
environmental times, we oﬀer many high-ﬂexibility products made
of new environmentally friendly materials such as super stainless
steel and titanium which can keep pace with the changes which are
taking place in the ﬁeld of environmental improvements.

リサ イクル 設 備

リサ イクル 設 備

リサ イクル 設 備

リサ イクル 設 備

健 康・病 院 設 備

健 康・病 院 設 備

健 康・病 院 設 備

抗菌樹脂取手

埋込み取手

LARGE-SIZED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PULLS

LONG SHAK KNURLED KNOB FASTENERS

BUTT HINGES FOR HEAVY-DUTY USE

ANTIBACTERIAL SAFETY
COLOR HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

CANOPY-TYPE HANDLES FOR
AIRTIGHTNESS

ANTIBACTERIAL RESIN HANDLES

EMBEDDED PULLS

FA-1625-2-A

A-1042-C-1R

A-1176-11

大型密閉用ハンドル

リサ イクル 設 備

足長ローレットつまみ

重量用平型蝶番

B-1001-1

抗菌密閉用セフティカラーハンドル

FA-662

天蓋式密閉用ハンドル

FA-908

AP-334

健 康・病 院 設 備

A-1030-1

スプリング付トルクヒンジ

トーションヒンジ

リサ イクル 設 備

リサ イクル 設 備

リサ イクル 設 備

健 康・病 院 設 備

健康・病院設備

健康・病院設備

健康・病院設備

TORQUE HINGES WITH SPRING

TORSION HINGS

CATCH CLIPS

TR TYPE LATCH LOCKS

EMBEDDED PULLS

STAYS FOR HEAVY DOORS

ANTISTATIC CASTERS

FLAME-RETARDED LEVEL ADJUSTERS

C-1367-A

L-101-2-R

A-1892

B-1451-1

K-630JS

KC-1280-1

B-1346-1

リサ イクル 設 備

10

取手

B-1999

C.C.BOX・共同溝

大型キャッチクリップ

C.C.BOX・共同溝

TR型ラッチロック

埋込み取手

重量扉用ステー

トーションアーム

マンホールロック

パーソナルパドロック

C.C.BOX・共同溝

健康・病院設備

超重量用スライドレール

チタン密閉用ハンドル

チタン重量用抜差蝶番

チタンサイドバーロック

MAGNETIC CATCH WITH WATERPROOF
SWITCH

TORSION ARMS

MANHOLE LOCKS

PESONAL PADLOCKS

SLIDE RAILS FOR
HEAVY-DUTY USE

TITANIUM HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

TITANIUM SLIP-JOINT HINGES FOR
HEAVY-DUTY USE

TITANIUM SIDE BAR LOCKS

LE-1928

B-440

KC-353-JS

FA-2110-3

B-2067-1-R

C-1554

新素材

難燃性レベルアジャスター

防水スイッチ付マグネットキャッチ

C-1470-W

新素材

帯電防止キャスター

新素材

C-2187
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IT

再生可能 エネルギー

ITS〈高速道路交通システム〉／ シェルター・プレハブキュービクル ／ サーバーラック・エンクロージャー ／ 半導体製造装置

太陽光 ／ バイオマス ／ 蓄電設備 ／ 電気自動車

Intelligent Transport Systems / Shelter & Cubicle Hardware / Server Rack & Enclosure / Semiconductor Manufacturing Equipment

Solar / Biomass / Power Storage Devices / Electric Vehicles

Information Technology

Renewable Energy

サスティナブル社会の実現に向けて、太陽光や風力、バイオマスなどか
らつくる自然エネルギーを、企業活動や個人の暮らしに生かす取り組み

人と車と道路を一つのシステムで融合するITS（高速道路交通システム）

が急速に進んでいます。
タキゲン製品は、
クリーンでエコな再生可能エ

への技術提供をはじめ、情報通信産業向けキュービクルや電子機器用

ネルギー施設で幅広く活用されています。注目度の高い蓄電設備や電

ケース向けの製品開発、半導体製造装置の安全基準SEMIスタンダード

気自動車向けの製品もラインナップ。次世代のエネルギーを担うフィー

に適合する製品開発など高品質・安全性・堅牢性を追求した信頼性の高

ルドでも多岐に渡る製品が採用されています。

い製品を豊富にラインナップしています。

As we work towards the creation of a sustainable society, we have
seen a rapid in programs aimed at the use of natural energy such as
solar power, wind power, and biomass power in business activities
and individual living. Takigen products are widely used in green and
environmentally-friendly renewable energy facilities. We also oﬀer a
lineup of products for the power storage devices and electric
vehicles that are now the focus of so much attention. A diverse
range of Takigen products are utilized in ﬁelds which will provide
energy for the next generation.

Beginning with technologies for ITS (expressway communication
systems) that bring together people and vehicle into a single system,
Takigen has developed products for telecommunications industry
cubicles and electronic devices, products which conform to SEMI
safety standards for semiconductor manufacturing equipment, and a
broad range of other highly reliable products that were designed for
high quality, safety, and durability.

I T S〈高速道路交通システム〉

I T S〈高速道路交通システム〉

I T S〈高速道路交通システム〉

シェルター・プレハブキュービクル

クレモンハンドル

パイプキャッチ

締込みパイプキャッチ

DカットITファスナー

DカットITファスナー

WATERPROOF DOBLE-LOCK HANDLES

QUICK-INSTALLING FLUSH HANDLES

UNIVERSAL SYSTEM RAIL

CREMONE BOLTS

CATCHES FOR PIPE

CATCHES FOR PIPE - SCREW-FASTENING

D-CUT IT-FASTENERS

D-CUT IT-FASTENERS

防水ダブルロックハンドル

A-372-F-2

シェルター・プレハブキュービクル

A-449-1-1

サーバーラック・エンクロージャー

ユニバーサルシステムレール

K-801

A-1376-3A

太陽光

C-1486-C

太陽光

C-486-B

C-1563-AK-B-8-85

C-1563-CK-8-85

アウトサイドガスケットハンドル

サーバーラック・エンクロージャー

サーバーラック・エンクロージャー

太陽光

梱包用コーナーパーツ

アイボルト

キャッチクリップ

コンテナーハンドル

2-STAGE STOPPER STAY

DIAL LOCK FLUSH HANDLES

OUTSIDE GASKET HANDLES

ANTI-ELECTROMAGNETIC WAVE
WATERPROOF GASKETS

CORNER PARTS FOR PACKING

EYE BOLTS

CATCH CLIPS

CONTAINER HANDLES

B-1483-W

AP-467-DL

A-413

CP-660-A

B-1130-16

C-1007-2

FA-1810-A

サーバーラック・エンクロージャー

半導体製造装置

半導体製造装置

半導体製造装置

帯電防止クリーンキャッチ

フラットリフトハンドル

薄型平面スイングハンドル

蓄電設備

電気自動車

電気自動車

FLUSH HANDLE WITH NETWORKCOMPATIBLE ELECTRONIC LOCK

LARGE INTERLOCKING HANDLES FOR
AIRTIGHTNESS

HARD PVC PULLS

MAGNETIC CATCHES

FLUSH LIFT HANDLES

LIFT-UP FLUSH HANDLES

EV CABLE LOCKS

EV CABLE HOOKS

LE-467-ND

FA-1730

AP-566-1

A-234-1

A-464-L-2-1

C-441

C-1449

大型密閉用連動ハンドル

硬質塩化ビニル取手

C-300-NS-5×17

C-56-BE-1

蓄電設備

バイオマス

太陽光

ダイヤルロック平面ハンドル

電磁波対策防水用パッキン

バイオマス

太陽光

二段階式ストッパーステー

ネットワーク対応電磁ロック平面ハンドル
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簡易取付け機能付平面ハンドル

EVケーブルロック

蓄電設備

EVケーブルフック
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農業

Agriculture
農業機械・農業機器／農業資材
Agricultural Machinery and Devices / Agricultural Materials

食の安心・安全への関心の高まり、食糧自給率向上の必要性、環境保全
を重視した農業の推進など、
日本の農業は新たな転換点を迎えています。
タキゲンでは永年に渡り特装車両や建設機向けパーツの分野で耐振性
と耐食性に優れた製品を供給してきた実績を活かし、農業関連製品分
野向けに安全性と操作性に優れた製品を開発しています。
As concern over food safety and security grows, agriculture in Japan
has reached a new turning point, and there is now a need to
improve the food self-suﬃciency rate and focus on environmental
preservation in agriculture. At Takigen, we make use of our many
years of success in supplying products with excellent vibration and
corrosion resistance that are used in parts for custom-built vehicles
and construction machinery in order to develop products for
agricultural ﬁelds that oﬀer the same high levels of safety and
operability.

農 業 機 械・農 業 機 器

農 業 機 械・農 業 機 器

農 業 機 械・農 業 機 器

農 業 機 械・農 業 機 器

取手

カバーラッチ

重量用サッシ蝶番

フック型アジャストファスナー

PULLS

PLASTIC COVER LATCHES

SASH HINGES FOR HEAVY-DUTY USE

ADJUSTABLE FASTENERS

AP-829-1

農 業 機 械・農 業 機 器

AP-846-1

農 業 機 械・農 業 機 器

B-1002-B-11

農業資材

C-1232-1

農業資材

小型スナッチロック

レベルアジャスター

アジャスター単管ジョイント

クキロック

SMALL-SIZED SNATCH LOCKS

LEVEL ADJUSTERS

ADJUSTER SINGLE-TUBE PIPE JOINTS

STEM LOCKS

その場で何でもご相談下さい。
駐車場スペースをお貸し頂ければ
全国どこでもお伺いいたします。
お気軽にお問合せ下さい。

C-1849

農業資材

農業資材

KC-275-J

農業資材

CP-609-A-1

農業資材

PVCバインダー

グラフトチューブ

つまみ付グラフトチューブ

クキサポート

PVC BINDERS

GRAFT TUBES

GRAFT TUBES WITH GRIP

STEM SUPPORTS

CP-600
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KC-275-D-1

CP-601

CP-604

CP-610

