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もの づくりで 人 の た め になる
代表取締役社長

黒木亜矢子
創業以来、私たち黒木工業グループは、常にお客様の「困りごとの解決」
を使命と考え、
溶接・接合の技術・技能集団として、
ひたすら独自の道を進んできました。
溶接・接合技術を通じて、機械部品の補修再生、表面改質、材料複合化という３つのアプローチで、
常識の一歩先を行くソリューションを各方面に提供しています。
黒木工業グループの核となっているのは、
「技術」
と
「技能」
からなる
「総合力」
です。
私たちの「技術」
は、先達たちの知恵と創意工夫の中で開発されてきました。
確かな専門知識をベースに、
お客様のニーズに合わせて豊かな発想を展開し、
不可能を可能にしてきた多くの実績があります。
私たちはこの先も知恵をしぼり続け、新しい技術の研究開発を続けていきます。
また、私たちは「技能」
に最大級の価値を置いています。
製品と向かい合い、状況判断と応用を求められる生産現場で、
緊張感と責任感を持った職人一人ひとりが習得してきた
「技能」
は、
一朝一夕では身に付かないプロのわざです。
彼らの腕を通じて、常に誠実で決して手抜きのない最高水準の仕事で、
お客様にお応えしていきます。
いつの時代も、技術革新により高機能な新しい材料が求められますが、
その新しい材料の溶接・接合技術もあわせて開発されなければ、実用化はかないません。
この開発ニーズもお客様の「困りごと」のひとつと考え、私たちがその一翼を担い、
お客様の共同開発者として社会に貢献することができるならば、
それは何ものにも代え難い喜びです。

The Kuro ki
Spirit
多種多様なニーズに
ワンストップで応える、
アップデートしつづける
黒木の総合力。
黒 木 工 業 グ ル ープでは 、多 種 多 様 な
ニーズにベストな提案でお応えするべく、
伝統的な溶接技術から、HIP、電子ビーム
溶接、
プラズマ溶射などの先端技術まで、多
彩な技術と技能を習得し、アップデートし続
けています。突発的なトラブルや新材質の補
修などにも全力で対応。グループで連携し、お
役に立てるケースはさらに広がっています。臨機
応変な知恵と創意工夫、
そして幾多の経験を反映
した応用力と実践力こそが、現場で活きる私たちの
「人間力」
と
「総合力」の源泉です。

鞍手工場内観
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80周年パーティー
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Only One Skill
& Quality
一 貫した志と
技を極める研 究 心で
受け継ぎ高める、
黒 木のクオリティ。
黒木工業グループでは、溶接・接合技
術の信頼性を最重点に考える一貫した
姿勢で、職人による一切手を抜かない施
工や、三次元測定機も導入した仕上げ寸法
の精度向上に力を尽くし、
どんな仕事でも高
い品 質を確 立できるように努めています。ま
た、グループ内に
「技術研究所」を設け、新規材
料の溶接テストや新しいプロセスの研究、破損
原因の調査やその解決などにも取り組んでいま
す。お客様の困りごとに真摯に向き合い、
ご期待以
上の結果でお応えするべく磨いてきた「技術力」
と
「品質力」
をこれからも更に高め、継承していきます。

研究開発／硬度測定
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高品質／超音波探傷検査

精度保証／三次元測定
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Plant for
Best Work
ベストな仕 事を実 現する、
黒 木の設 備力。
職人が道具にこだわるように、
黒木工業グループは「設備力」にも独自のこだわりがあります。

五面加工機

来たるべき未来を見据えて、
これからもグループの人間力・技術力・品質力を
EBW

更に活かすことができる
「設備力」
を整えていきます。

HIP

EBW
中ぐり盤
フロアータイプ

三次元
測定機

長尺用電気炉
SEM／EDX

スロッター

プラズマ溶射装置
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Team Kuroki Network
株式会社黒木工業所
技術研究所

創 業／昭和13（1938）年1月
設 立／昭和31（1956）年12月 株式会社に改組
資本金／2,710万円

開 設／昭和49（1974）年4月
〒807-1306
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門字兵丹 3109番10（鞍手工業団地内）

本社

TEL（0949）43-5050（代） FAX（0949）43-5051

〒806-0012 福岡県北九州市八幡西区陣山3丁目4番20号
TEL（093）6710865（代） FAX（093）6624510

鞍手工場

〒807-1306
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門字兵丹 3109番12（鞍手工業団地内）

黒木工業株式会社

TEL（0949）42-0511（代） FAX（0949）42-0514

創 業／昭和14（1939）年11月
設 立／昭和31（1956）年10月
資本金／2,570万円

若松工場

〒671-1154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町1丁目56番地
TEL（079）239-0846（代） FAX（079）239-1354

本社および姫路工場

〒808-0109
福岡県北九州市若松区南二島2丁目20番1号
TEL（093）791-3717

FAX（093）791-5208

堺工場

〒593-8312
大阪府堺市西区草部583番地

光工場

〒743-0021
山口県光市浅江5丁目26番10号
TEL（0833）71-0725 FAX（0833）72-7025

TEL（072）273-7600

FAX（072）272-0525

名古屋工場

〒477-0031 愛知県東海市大田町浜新田1162
TEL（0562）32-3844 FAX（0562）33-6928

名古屋出張所

周防工場

〒4760015 愛知県東海市東海町5丁目3番地 日本製鉄（株）名古屋製鉄所構内
TEL（052）603-0613 FAX（052）603-0613

〒743-0061
山口県光市大字小周防字虹川1100番地11（周防工業団地）
TEL（0833）77-5111

FAX（0833）77-5112

千葉工場

〒292-0834
千葉県木更津市潮見4丁目9番地

黒木コンポジット株式会社
創
設

TEL（0438）36-3738

FAX（0438）36-3740

業／昭和58（1983）年10月
立／昭和61（1986）年10月 資本金／4,000万円

本社および工場

〒807-1306 福岡県鞍手郡鞍手町大字古門字兵丹3109番9（鞍手工業団地内）
TEL（0949）42-3301(代) FAX（0949）42-2390

東京営業所

〒144-0031 東京都大田区東蒲田2-30-17 サンユー東蒲田ビル9階
TEL（03）5713-3774 FAX（03）5713-2777

長崎出張所

長崎県長崎市樺島町3-7 スタービル201号室
TEL（095）801-0361 FAX（095）801-0369

Kitakyushu

●主要取引先
日本製鉄株式会社・JFEスチール株式
会社・太平洋セメント株式会社・大同特
殊鋼株式会社・株式会社神戸製鋼所・

Himeji

・黒木工業株式会社

Tokyo

Kurate
・株式会社黒木工業所
・黒木コンポジット株式会社
・技術研究所

Nagoya

三菱日立パワーシステムズ株式会社・
トヨタ自動車株式会社 他
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・株式会社黒木工業所

Chiba

Sakai
Nagasaki

Hikari
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