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Company ProfileCorporate Philosophy 

理　念
Access map

社　　　名 株式会社 津川製作所

代　表　者 代表取締役　大津 悦朗

創　　　業 昭和38年1月

設　　　立 令和元年7月

資　本　金 1,000,000円

製 造 品 目 直流電動機、減速機、
 アクチュエーター、制御機器、 
 各種関連品

従　業　員 26名

所　在　地 〒591-8012
 大阪府堺市北区中村町621番地

電 話 番 号 072-240-3623

F a x 番 号 072-240-3638

主要取引先 農業機械メーカー、
 舶用機器メーカー、
 産業機械メーカー、
 福祉機器メーカー 他

History
昭和 38年 1月 株式会社 津川製作所設立
   直流永久磁石モーター製造開始

昭和 42年 9月 界磁巻線モーター製造開始

昭和 52年 10月 差動遊星及び、遊星減速機製造開始

昭和 55年 10月 ウィンチ製造開始

昭和 56年 8月 直巻、分巻、複巻、永久磁石界磁の4種　
ラインナップ販売開始

昭和 58年 4月 電動シリンダー製造開始

昭和 61年 3月 デファレンシャル･ギア付減速機製造開始

昭和 63年 4月 高減速比減速装置により、大阪府ハイテ
ク助成金取得

平成 元年 9月 韓国ソウル事務所開設

平成 6年 5月 中国吉林省シンヨウ市の関連企業に出資

平成 7年 3月 テーブルリフター製造開始

平成 11年 8月 統合型油圧シリンダー開発開始

平成 12年 3月 統合型油圧シリンダー開発が、中小企業
事業団の委託事業に採択される

平成 15年 3月 DCブラシレスモーター量産開始

平成 18年 8月 中国江蘇省常州市に製造子会社を設立

平成 27年 12月 テレビ東京系「ガイアの夜明け」にて紹介

平成 28年 4月 ベトナム ハノイ市に代表事務所開設

令和 元年 7月 堺市北区中村町（大泉緑地南側）に工場
移転

令和 元年 10月 かんきグループのモーター製造会社として
事業開始

令和 3年 ２月 品質管理システムISO9001認定取得

〒591-8012
大阪府堺市北区中村町621番地

TEL. 072-240-3623
FAX. 072-240-3628

高品質の
AC・DCモーター・アクチェーター
製造に自信があります。

「モーターの開発・製造を通じて社会の進歩に役立ちたい」
が 津川製作所の志です。

大津悦朗



製品ご紹介

主要設備

特殊モーターの製造を可能にする巻線技術
特殊モーターの製造のポイントは巻線技術です。巻線に関し
ては単に集中巻線とするのではなく、巻線をすき間なく整列
して巻くことができれば銅損の低減が可能となることから、
整列巻線でモーター・ステータを生産する技術開発を行って
います。
これにより、従来モーターと比較して同一体格で 2 倍程度の
出力まで性能改善を行うこ
とができ、さらに高効率の
ステータ構造の開発も可能
です。その代表として、直
線に開いたステータ構造
に、整列巻線を施した後に、
ステータを同芯状に成形す
る生産方式も考案しました。
形状はモーターの種類に
よって異なりますが、当社に
は様々な電磁モーターの巻
線技術が蓄積されています。 

特殊な用途にも
耐える
対応力・開発力の
蓄積が強み
当社のモーターは漁業や農
業など屋外で利用されるこ
とも多く、これらの用途で
用いられるモーターは特殊
性の高さが特徴です。例え
ば、レンコンの収穫用途で
用いる電動ウィンチの開発等も手がけています。
製作台数は少ないものの、このような特殊用途への対応は、
開発力があってこそであり、農業用ロボット（搬送用）の開
発も、高い対応力・開発力の延長線上にあります。 

本格的なモーター自作キットで高評価
実際に販売されているモーターをキット化し、自作キットと
して販売を行っています。
出力 70W、電圧 12V、鉄道模型や電気自転車を動かせる
出力です。
また、風力発電ファンのキットも販売しており、モーターと
組み合わせて発電することが可能です。
簡単に作ることができ、なおかつ本格的であることが高い
評価を受け、全国の工業高校や大学のみならず、自動車メー

カーの研修でも採用されて
います。

モーターメーカー
から設計依頼を
いただけるほどの
独自性
減速機等の設計・製作など
をこなし、パワーエレクト
ロニクス関連技術にも定評
があり、用途に合わせ最適
化したモーターを設計・製
造できる点が当社の強みで
す。当社の製造するモー
ターにはオンリーワンのも

のが多くあります。モーターメーカーから設計依頼が寄せら
れるなど、開発力に自信を持っています。

www.tsugawa.co.jp

About the Company Product Introduction

特殊モーターの製造を可能にする熟練の巻線技術で
もっとも効果的・効率的なモーターをご提供しています。

各種自作キットや、モーター関連商品も取り扱っております。
※詳細・お問い合せは、弊社 HP をご確認ください。

巻線技術

DCモーター
DC motor

DCギヤードモーター
DC geared motor

独自性

本格的な
モーターキット

対応力
開発力

DCモーターは、直流電源（バッテリーなど）で作動
する、優れた回転特性と出力効率を持つモーターです。
同サイズの交流汎用モーターに比べ、起動トルク、過
負荷耐力が優れています。

DCギヤードモーターとは、DC モーターに減速機を
連結したモーターです。
減速機を取り付けることにより、トルクが上がり、さ
らには回転速度を低速に変えることができます。

ブラシレスモーター
Brushless motor

アクチュエーター
Actuator

DCモーターには、本来、電力供給用のブラシが内蔵
されています。
ブラシレスモーターとは、このブラシを使用せずに、
電力供給源を外部の制御基板に求めたものです。

当社のアクチュエーターは、ギヤードモーターに台形
ネジ・ナットを接続し、その回転により、ロッド（可
動部）を直線状に動作させる構造です。

CNC旋盤 3台

マシニングセンター 2台

汎用旋盤 1台

卓上旋盤 2台

プレス(45t) 1台

油圧プレス(10～50t) 2台

全自動ヒュージング機 2台

全自動絶縁紙挿入機 2台

全自動回転子選別機 1台

CNCバランシング機 2台

トルク測定試験機 1台

全自動巻線機 4台

リニア・アクチュエーター
〔トラクター・トランスミッション制御用〕

テーブル・リフター用

T社 バスリフト用
〔入浴介助〕

K社 
田植え機トランスミッション用

林業用

Y社 舶用ウィンチ

ロボット

電動ラチェット用

DCギアード・モーター
〔漁労機用〕

DCギアード・モーター
〔ジャガイモ収穫機向け〕

リニア・アクチュエーター
〔精米機向け〕

農業・漁業関連向け製品

その他製品


