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技術開発
　技術革新のために機械工
具、切削油剤メーカーなどと
連携し、データ共有・情報交
換を継続的に行い、最新情報
入手にも力を入れておりま
す。生産設備や性能試験用
の専用設備は自社で設計・開
発、製造しております。

24時間運転
　NC 旋盤加工、マシニング
センタ加工、歯切り加工、円筒
研削加工の工程においては夜
間無人運転を含む24時間運
転が可能です。

　昨今は競争の激化により、24 時間 365日稼働すること
が業種を問わず増えてきています。しかし、人間も自然界
の一員であり、昼夜を問わず起きて働くというのは自然の
法則にそぐわない、無理のある仕事の仕方であると考えて
います。やはり人間は太陽の出ている時間帯に働き、夜は
機械やロボットが仕事をする環境をつくり、人間はしっかり
休息を取る。自然の法則に合致した働き方に対する、私た
ちが導きだした答えです。

ロボットを駆使した夜間無人運転　～人間らしく働く～

OUTLINE

私たちの『ものづくり』　～お客様が実現したい『こと』を
 現実の『もの』にする～
私たちの『ものづくり』　～お客様が実現したい『こと』を
 現実の『もの』にする～

組み立て

性能検査

　私たちは昭和 23 年の創業
以来、『ものづくり』の技術を磨
き続けてきました。私たちの『も
のづくり』は、単にお客様から頂
いた図面の内容を製品化する。
これだけのものではありません。
お客様が本当に実現したいこと

は何なのか？ そのご要求は定量化されていないぼんやり
としたイメージであったり、達成したい結果の数値だけで
あったりさまざまです。このようなお客様の抽象的な『想い』
を目に見える『カタチ』に仕上げること。これこそが技術屋
の仕事であり、使命であると考えます。
　この先どのように世の中が変わっても、人間の『想い』に
応えられるのは人間だけです。私たちは「お客様にとって
『なくてはならない会社』になろう！」をモットーに、これから
も技術を研鑽し、お客様にとって社会にとって、なくてはな
らない存在であり続けたいと願っています。

代表取締役　友繁 正司
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会社概要



NC旋盤加工

アダプター部品加工

24時間稼働

機械保守

　弊社は、株式会社島津製作所フルイディクス事業部
の油圧ポンプ・油圧パワーパッケージの製造を1973
年以来 40 年以上にわたりお任せいただいております。 
　主に農業機械や小型建機などに使用される手のひ
らサイズの小型ポンプのシリーズと輸送車両や搬送機
械に使用される油圧パワーパッケージの製造を行って
います。
　また、製造工程において全ての工程を自社内で完結
し、「リードタイム短縮」及び「製品全体保証」を実現す
る一気通貫型の生産体制を整えております。

油圧機器事業について

・油圧ポンプ
・油圧パワーパッケージ

主要製品

・NC旋盤加工 ・浸炭熱処理
・マシニングセンタ加工 ・組立
・歯切り加工 ・性能試験
・円筒研削加工 ・梱包出荷業務
・平面研削加工

主要技術

・熱処理設備 ………… 1 式
・アニール炉 ………… 1 台
・マシニングセンタ ……… 20 台
・NC旋盤 ………… 5 台
・円筒研削盤 ………… 10 台
・NCホブ盤 ………… 3 台
・シェービング盤 ………… 3 台
・歯車測定機 ………… 1 台
・真円度測定機 ………… 1 台
・三次元測定機  ………… 1 台

主要設備



PRODUCTS

世界を舞台に活躍する製品を私たちは創り続けています世界を舞台に活躍する製品を私たちは創り続けています

製 品

トレーサビリティシステム
　バーコード管理のトレーサ
ビリティシステムにより、製品
の製造履歴が追跡可能です。
変化点の記録も追える体制を
とっています。支給品につい
てもシリアルナンバーにより
弊社にて管理しています。

品質保証体制
　品質保証室を取締役会直下
に設置し、常に自社の品質保
証体制の強化に努めておりま
す。また各部品の品質保証に
必要な測定器もすべて自社内
に完備し、管理規定に基づき
定期的に校正を行っています。

油圧ポンプボディ 油圧ポンプ側板 アダプターASSY

ブロックからの削り出し加工品

　世界最高水準の性能を発揮する製品を製作するため、
私たちはミクロン単位での品質管理を行い、出荷されるす
べての製品に性能検査を実施してお客様のもとへお届け
します。
　各工程の製造履歴や検査書類は5年間保存され、個々
の製品の追跡が可能な体制を構築しています。

お客様の安心を保証する技術



航空関連 試作品

移動式赤道儀 U-150 大型赤道儀

油圧ポンプシリーズ
 ・YP10ポンプシリーズ（最高圧 20.6MPa）
 ・GPYポンプシリーズ

油圧パワーパッケージシリーズ
 ・PPLパッケージシリーズ
 ・PPHパッケージシリーズ
 ・DPF、APFパッケージシリーズ
 ・DU、AUパッケージシリーズ
 ・PWPMパッケージシリーズ
 ・HPKパッケージシリーズ
 ・MPLパッケージシリーズ
 ・MPW
 ・BPS
 ・DPR

油圧機器事業製品

赤道儀
 ・赤道儀
 ・L型赤道儀

経緯台
 ・Ｔ型経緯台
 
大型特殊望遠鏡

各種オプション
 ・鏡筒バンド
 ・ウォーム・ウォーム受け
 ・アタッチメント

天体宇宙事業製品

JAXA、航空関連、教育機関等への納入実績多数

※ 弊社は『京都試作ネット』のメンバー企業です

各種試作品



HISTORY

　技術力の源泉は『人』
　私たちは1948 年の創業以来、常に最先端の技術を取
り入れながら工作機械、試験装置、洗浄設備、天体望遠鏡、
減速機関連、油圧機器製造、各種試作品等々、実に多様
な製品をお客様にお届けしてまいりました。
　これらを可能にしてきたのは『人』の力です。私たちはこ
れからも日々技術を磨き、ロボット・AI 化が加速する社会
の中でも『なくてはならない』存在であり続けます。

温故知新　～創業70年の実績と新たな技術の探求～

創業 70年の経験を生かしつつ、新たな技術も探求し続けています
  
創業 70年の経験を生かしつつ、新たな技術も探求し続けています
  

沿 革



企業情報

会社名
所在地

代表取締役
資本金
創　業
従業員数
事業内容

WEBサイト
TEL.
FAX
E-Mail

主要取引先

主要取引銀行

ユーハン工業株式会社
本　　社：　〒620-0948 京都府福知山市夕陽が丘 109-14
舞鶴工場：　〒625-0152 京都府舞鶴市多祢寺 330-1
友繁 正司
6,000 万円
1948年 （昭和 23年）
70名 （パート、嘱託社員含む）
油圧機器製造、天体宇宙機器製造、試作品製作
www.u-han.co.jp
0773-22-3785
0773-23-3045
info@u-han.co.jp
株式会社 島津製作所
島津プレシジョンテクノロジー株式会社
京都銀行
商工組合中央金庫
三菱東京UFJ 銀行

沿　革

1948 年
1954 年

1960 年
1963 年
1967 年
1972 年
1973 年
1974 年
1976 年
1983 年
2006 年
2012 年
2014 年

2016 年

友繁 四司二、「友繁鉄工所」を創業
「株式会社 友繁鉄工所」を設立
自動車エンジンのシリンダーホーニングマシンを開発
及び自動車用検査設備を製作
各社自動車メーカー用「自動車整備機械」開発製造、販売開始
京都大学へ「望遠鏡」及び「太陽コロナ観測機」を納入
「ユーハン工業株式会社」に社名変更
神戸大学へ「コンクリート破壊試験機」及び「材料疲労試験機」を納入
「小型高圧油圧ポンプ」の製造開始
「小型高圧油圧ポンプ」の量産開始
京都大学へ「シュミット望遠鏡」を納入
新型「小型高圧油圧ポンプ」の生産開始
友繁 仁志代表取締役社長就任
友繁 正司代表取締役社長就任
京都中小企業優良企業表彰を受彰
JAXA（宇宙航空研究開発機構）へ「次世代型カメラ雲台」の試作品を納入
京都中小企業優良企業協力事業所として感謝状を受彰
国際宇宙ステーションで運用される「次世代型カメラ雲台」を納入
種子島宇宙センターから「こうのとり 6号」で打ち上げられる



Versionn 2021

ユーハン工業 株式会社
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本　　社 〒620-0948　京都府福知山市字天田109-14
 TEL 0773-22-3785（代）　FAX 0773-22-3045

舞鶴工場 〒625-0152　京都府舞鶴市多祢寺 330-1
 TEL 0773-68-0566（代）　FAX 0773-68-0571

Industry Co., Ltd.
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