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アルミニウム合金
Aluminum Alloy
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大同メタルの主力となる自動
車用軸受は、国内全自動車
メーカー及び海外の大半の
メーカーに採用され、エンジン
用すべり軸受の分野では世界
トップシェアです。高性能、高
効率等、現在の自動車用エン
ジンには高次元の要求があり
ます。大同メタル製品は、その
エンジン用軸受を中心に

ショックアブソーバー用ブシュ
など、1台の乗用車に約30種
100点以上使われています。そ
の卓越した技術と信頼のある
製品は、乗用車、トラック、建
設機械用にとどまりません。
レース用高回転エンジン軸受
にも採用され、モータースポー
ツのハイテク化に貢献してい
ます。

Automobile bearings are the 
cornerstone of Daido Metal's 
operations and have been adopted 
by all Japanese automobile 
manufacturers and the most of 
major manufacturers in other 
countries. We have global top 
market share of plain bearings 
for automotive engines. The 
high-technology engines of today 
demands high performance and 
high efficiency. Over one hundred 
Daido Metal parts of thirty 
different types, mainly 
engine-related but include other 
parts such as bushes for the 
shock absorber, could be used for 

a single automobile. These 
products of exceptional technical 
standards and reliability are 
used for passenger vehicles, 
commercial vehicles, construction 
machinery, and are also used in 
high-speed engine of racing cars.
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自動車用軸受以外部品
Other Automotive Parts

1968年より、アルミダイカスト
品の製造を開始し、現在はタ
イに製造拠点を構えています。
自動車用のエンジン部品、ス
テアリング部品、パワートレイ
ン部品を中心に、多彩な用途
に使用されています。2018年
1月には、電動化自動車向けの
アルミダイカスト品製造のため
のグループ会社を、従来からあ
るタイ法人に加え、もう
1社設立。変化するお客
様のニーズにこたえてま
いります。

案が可能です。これからも産
業分野のあらゆる課題に対応
してまいります。

自動車のエンジンやトランス
ミッションを支える部品を中
心に、多種多様な精密加工を
展開してきました。プレス、切
削、ダイカスト、冷間鍛造、金
属成形など多岐に渡ってご提

We started manufacturing 
aluminum die casting products in 
1968, and now we have a 
manufacturing site in Thailand. 
Our products are used for various 
purposes, mainly for automobile 
parts such as engines, steerings, 
and power trains. In January 
2018, we established another 
subsidiary additionally in 
Thailand to manufacture 
aluminum die-casting products 
for electric vehicles. We will try to 
meet our customers' ever 
changing requirements. 

With our precision machining 
technology, we provide a wide 
variety of products, mainly 
machine parts that support 
automobile engines and 
transmissions.
We provide a wide range of 
solutions with our pressing, 
cutting, die casting, cold forging, 
metal forming, or other 

machining techniques.
We strive to provide solutions to 
any challenges we face in the 
industry.

O
ther A

utom
otive Parts

アルミダイカスト品
Aluminum die-cast parts

ステアリング部品・ハウジング  
Steering Parts・Housing

電動ステアリング部品・ギアハウジング  
Electronic Steering Parts・Gear Housing

位置決めピン（中空）  
Hollow Dowel pin

切削加工品 
 Machining

パイプ成形加工品  
Pipe Forming

ボルト・ナット類  
Bolts and Nuts

ハンドルウエイト(二輪車向け）
Handle Weight for Motorcycle

インバーター  
Inverter

シリンダーヘッドカバー  
Cylinder Head Cover

ATA キャスティングテクノロジーCO., LTD. （タイ）
ATA Casting Technology Co., Ltd (Thailand)

ATA キャスティングテクノロジージャパン株式会社
ATA Casting Technology Japan Co., Ltd

DMキャスティングテクノロジー（タイ）CO., LTD.
DM Casting Technology (Thailand) Co., Ltd.

シリンダーブロック  
Cylinder Block

精密金属加工部品
Precision metal work parts

株式会社飯野製作所およびそのグループ
IINO MANUFACTURING CO., LTD.

オイルパン  
Oil Pan
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電気二重層キャパシタ用電極シート
Electrode sheets for electric double layer capacitors

吸音板カルム
Sound absorption plates "CALME"

リチウムイオンキャパシタの
正極や、電気二重層キャパシ
タの正・負などに用いられてい
る電極シート。アルミ箔に活
性炭シートを接着する構造
で、自動車・船舶・一般産業
器用軸受の量産製造技術で
培った成形・圧延・接着技術
を応用して、高密度・高精度
で優れた耐久信頼性を実現。
製品の用途は、スマートメー
ター、ドライブレコーダー、ハ
イブリッド車（HV）、電動自
動車（EV）、再生可能エネル
ギー用の蓄エネルギー設備な
どに使用可能です。

アルミニウム粉末を焼結して
作られた吸音プレートです。こ
の多孔質板はベアリングの製
造に必要な高焼結技術を応
用して開発。背後の空気層に
よってどの周波数を吸収する
かの制御が可能となっていま
す。耐食性、耐水性、耐風
性、耐火性に優れ、有害な粉
塵が発生しないため安全性
が高く、リサイクルも可能な
環境にもやさしい製品です。 

CALME are sound 
absorption plates, 
made by sintering 
aluminum powder. 
Our porous plates 
were developed using 
the high sintering 
technology which we 
use in bearings, 
CALME can control 
the frequency range to absorb 
by adjusting the air layer 
behind it. Excellent 
in: corrosion 
resistance, water 
resistance, wind 
resistance, fire 
resistance. These 

Our electrode sheets are used in 
the positive electrode (cathode) of 
lithium ion capacitors, and in both 
the anode and cathode of electric 
double layer capacitors. A layer of 
activated carbon is welded on 
aluminum foil with high density 
and precision, giving these 
electrode sheets much durability 
and reliability. The products were 
developed using the molding, 
rolling and bonding technology 
which the company uses in the 
mass production of bearings for 
automotive, marine and general 
industrial equipment industries. 
Applications for these products 
include smart meter, automobile 
“drive recorders”, hybrid 
automobiles, electric vehicles and 
storage battery for renewable 
energy.

エヌデーシー株式会社
NDC CO., LTD.
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内燃機関及び動力伝達装置用軸受
（半割軸受、スラストワッシャー、ブシュ）の
設計及び製造
・ターボチャージャー軸受の設計及び製造

0289644

大同メタル工業は、世界五極体制
の構築により、世界各国に生産拠点を
置き、ユーザーに最も近い拠点から供
給することを基本に生産活動を推進し
ております。そのためにも国際品質規
格の枠組みでである、ISO9001、IATF 
16949などの認証はもちろんのこと、
Ford Q1など各ユーザーの品質認定も
取得しております。

大同メタル工業は、人類の共通の
財産である地球環境の保護が最重要
課題であると考え、環境保護活動に取
り組んでおります。その中で、あらゆる
事業活動に伴う環境負荷を継続的に
改善するには、環境ISOが有効なツー
ルであると認識し、国内全生産拠点は
もとより、多くの 海 外 子 会 社 で
ISO14001を認証取得しております。

私たちは、人間尊重の経営理念の
もと「安全かつ健全な職場」をめざし全
社で労働安全衛生活動に取り組んで
おり、国内の生産拠点を中心に国際的
な主要規格である「OHSAS18001」
の適合証明を取得しております。

Daido Metal is promoting the production
activity based on supplying products to the
user from our nearest production location
by constructing global quadrilateral
management system(Four-polar system)
through establishing manufacturing bases
worldwide. For this reason, we acquire not
only international quality standards such as
ISO9001 and IATF 16949 but are also
able to meet specific customer requirements
and certification as Ford Q1.
  

Daido Metal considers the global environment
to be common property of human races.
Thus, we are actively working on
environmental protection as the most
important subject. As a part of this activity,
we perceive environmental management
systems such as ISO 14001 as an effective
tool to continuously reduce environmental
impacts. All facilities in Japan as well as
many overseas subsidiaries hane already
acquired certification ISO14001.

We are working on the Occupational Safety
and Health activity for the “Safe and
Healthy Workplace” based on the management
idea of human respect. Daido Metal group
centering on a domestic manufacturing
bases is acquiring certification under
OHSAS18001, which is recognized as the
international principal standard.
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大同メタルグループの事業
DAIDO METAL GROUP's Business

大同メタルグループとしての
社会での存在意義や企業価値を高める

Increase awareness of theDAIDO METAL GROUP’s 
role in society 

while increasing corporate value

「自律」「自浄」「自創」
の精神にて活動

Cultivating Self-discipline,
Self-correction and Creativity

メーカーの本質
企業活動を通して社会に貢献

Contribute to society 
as a manufacturer 

through corporate activities

法令遵守や社会貢献を
はじめとする

企業の社会的責任（CSR）を
積極的に果たすこと

Comply with allpertinent laws 
and demonstrate 

responsibility through
active contributions to society

大同メタルグループは企業市民として責任ある行動が求められるなかで大同メタ
ルグループが成長し続けるためには、メーカーの本質である企業活動を通して社会に
貢献する役割を持続することはもちろんのこと、法令遵守や社会貢献をはじめとする
企業の社会的責任（CSR）を果たし、お客様・株主・従業員・取引先さらには地域社
会から信用される企業となることが重要であると考えております。
それらを実践するために当社グループ全社員は「自律」「自浄」「自創」（自己を律し
て、自浄作用し、そして自己が創造する）の精神にて活動への定着・推進を図ってい
ます。

大同メタルグループの
CSRの考え方

当社の製品は自動車をはじめ、船舶や建設機械、発電所など幅広い分野で活躍しています。
今日も世界の様々な場所で、社会と人々の生活を支えています。

Our products play an important role in a wide range of fields including automobiles, ships, construction machinery and 

power plants. With our technology, we support our society by making moving parts sun smoothly.

DAIDO METAL GROUP’s Approach CSR
Corporations have a responsibility to behave as responsible 

“citizens” or members of society. With this in mind, if the DAIDO 

METAL GROUP hopes to continue to grow, it must not only 

contribute to society as a product manufacturer through 

corporate activities, it must also behave in a responsible way, 

respecting laws and regulations while making a positive 

contribution to society through non-business activities. By 

striving to always act in this way, the company can earn the 

respect and support of its clients, shareholders, employees, 

business partners, and the local community in which it operates. 

To meet the above objectives, the DAIDO METAL GROUP has 

introduced a multitude of programs and activities which cultivate 

the qualities of self-discipline, self-correction, creativity and 

responsibility in every employee or executive officer, under the 

slogan: “Self-discipline, Self-correction and Creativity.” 
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