
社 名 株式会社 山田製作所   ■会社沿革
代 表 者 代表取締役社長　岸 本 　一 也 1946 群馬県桐生市に（有）山田製作所として設立
本店所在地 群馬県桐生市広沢町1-2757 ドリルチャック・スクロールチャックの製造開始
創 立 年 月 1946年 2月26日 1958 本田技研工業（株）との取引開始に伴い、二輪車用機能部品
資 本 金 20億円 を製造開始
売 上 高 405億円　（2019年度実績） 1961 本社および本社工場（現・桐生事業部）を現在地に新設
従 業 員 数 1,665名（2020年 3月末現在） 1963 三重県鈴鹿市に鈴鹿出張所 開設
主 要 製 品 【四輪車用部品】 1964 静岡県浜松市に浜松出張所 開設

エンジン用オイルポンプ 1966 四輪車用エンジン部品を製造開始
４ＷＤオイルポンプ ・ CVT用オイルポンプ 1979 有限会社から株式会社へ組織変更
ウォーターポンプ ・ ウォーターパッセージ 1980 工機工場（現・エンジニアリング事業部） 新設
トランスミッション用油圧制御部品 等 1981 熊本県菊池市に熊本工場（旧・熊本事業部） 新設
ステアリングコラム ・ インターミディエイトシャフト 1984 群馬県伊勢崎市に香林工場（現・伊勢崎事業部） 新設
【二輪車用部品】 1988 米国オハイオ州に子会社「YOTEC INC.」
オイルポンプ ・ ウォーターポンプ (現 YAMADA NORTH AMERICA INC.) 設立
【汎用部品・その他】 1994 タイに合弁会社「YAMADA SOMBOON CO.,LTD.」 設立
ATV(四輪バギー車）用ギヤボックス 1995 中国に合弁会社「成都天興山田車用部品有限公司」 設立
流量測定装置 等 1996 英国に子会社「YAMADA EUROPE CO.,LTD.」 設立

1999 ISO9001の認証を国内全拠点で取得
2000 ISO14001の認証を国内全拠点で取得
2002 ゼロ・エミッション達成

主要得意先 本田技研工業（株） 三菱自動車工業（株） 2003 ISO14001の認証を海外全拠点で取得
（株）SUBARU マツダ（株） 2004 技術研究所棟新設
スズキ（株） 2006 中国に子会社「山田車用部品研究開発（成都）有限公司」 設立
いすゞ自動車（株） 2007 伊勢崎事業部　第二工場 新設
日産自動車（株） 2009 ISO/TS16949　国内全事業所が認証を取得

他　国内外約50社 2011 技術研究所棟を増築し本社機能を移転
技術研究所棟の名称を伊勢崎本社に改称

2015 熊本事業部 閉鎖
熊本県菊池郡大津町に熊本出張所 開設

2016 YAMADA EUROPE CO.,LTD. 清算
2018 ISO/TS16949からIATF16949へ国内・海外 全生産事業所が移行
2019 静岡県浜松市に浜松営業所 開設

■売上高推移  ■売上高構成
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■国内事業所 主　要　製　品
〒379-2206

伊 勢 崎 本 社 群馬県伊勢崎市香林町２－１２９６
TEL:0270-40-9111 FAX:0270-40-9264
〒376-8585   トランスミッション用油圧制御部品

桐 生 事 業 部 （本店所在地） 群馬県桐生市広沢町１－２７５７ 　インターミディエイトシャフト
TEL:0277-54-2379 FAX:0277-54-2160 　ステアリングコラム・ATV用ギヤボックス

〒376-8585 　生産設備および治工具の設計製作
エンジニアリング事業部 群馬県桐生市広沢町１－２７５７ 　鋳造金型の設計製作

TEL:0277-54-2382 FAX:0277-55-1096 　流量測定装置の設計製作
〒379-2206 　二輪・四輪車用オイルポンプ

伊 勢 崎 事 業 部 群馬県伊勢崎市香林町２－１２８４－３５ 　二輪・四輪車用ウォーターポンプ
TEL:0270-63-0221 FAX:0270-63-0431
〒430-0946
静岡県浜松市中区元城町216-4　ノーススタービル浜松 7階
〒513-0834
三重県鈴鹿市国府町石丸７７５５
〒433-8118
静岡県浜松市中区高丘西２－１－３
〒869-1236
熊本県菊池郡大津町杉水３３３８－１

■海外子会社 主　要　製　品
　四輪車用オイルポンプ ・ウォーターポンプ、ステアリングコラム

　インターミディエイトシャフト、オートマチックトランスミッション関連部品、他

　二輪・四輪車用オイルポンプ ・ウォーターポンプ、ステアリングコラム

　オートマチックトランスミッション関連部品、他

　二輪・四輪車用オイルポンプ ・ウォーターポンプ、ステアリングコラム

　インターミディエイトシャフト、オートマチックトランスミッション関連部品、他

2020年 9月改訂

浜松出張所

YAMADA North America INC.

山田車用部品研究開発（成都）有限公司

タ　　イ YAMADA SOMBOON CO., LTD.

中　　国 成都天興山田車用部品有限公司

浜松営業所

中　　国

会 社 概 要

鈴鹿出張所

熊本出張所
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