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The Ultimate Tribology that Expands our Horizons

バイメタル技術 バイメタル技術 表面処理技術 表面処理技術 

精密加工技術 精密加工技術 

このシンボルマークの“D”は大同メタル工業の“D”ですが 
同時に「Development」「Dream」「Dynamic」の“D”であり 
デザインの中には「Innovation」「Invention」 
「Intellectual excitement」 の“I”をも含んでいます。 

その形は「バイメタル」と「半割メタル」をイメージしており、 
カーブは「橋」をも示しています。青い色は「空と海の青」 
であり私たちの地球を意味します。 

The "D" of this symbol stands for "Daido Metal Company." It also stands for 
"Development," "Dream" and "Dynamic."
The design also includes the "I" of "Innovation," "Invention," and 
"Intellectual excitement."  The shape represents "bimetal" and "half 
bearings" and the curve is also an allusion to a bridge.  The blue color is 
the blue of the sky and the sea, meaning the Earth.

“Together To The Top” 
～ともにTOPを目指そう～ 

17

The world of Tribology always exists 

where there is movement

The individual components of a bearing are 

just parts of a machine, but if they do not satisfy 

the demands made of them, the machine is of no use.

The development of exceptional bearings requires 

accumulated technology, of course, 

but it also requires our enthusiasm and new ideas.

Responding to the age and creating the age; products; 

environment; society; the merging of peoples...

Aiming at a true global standard, 

all employees are working in a common direction, 

guided by the key words that bring everything together: 

Dreams Hopes Challenges  

動きがあるかぎり、常に存在するトライボロジーの世界。 

軸受ひとつひとつの部品は、 

機械の一部分でしかありませんが、 

それらが要求を満たさなければ、機械も役に立ちません。 

優れた軸受開発には、蓄積した技術はもとより、 

私たちの熱意や新しい発想も必要とされているのです。 

時代に応え時代を作る、製品、環境、社会、人の融合…。 

真のグローバルスタンダードをめざして、 

全員参画でベクトルを合わせ、 

すべてをつなぐキーワード 

夢・希望・挑戦 

Tribology

Environment

Community
Humanity
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あらゆる「動き」を支える 
究極のトライボロジーが夢を拡げる 

 

“トライボロジー”。それはギリシャ語のトリボスを語

源にした、物体が動くときの摩擦・摩耗・潤滑を物理

や科学で解析する軸受の基礎技術です。機械には

必ず摩擦する部分があり、摩耗などの問題が発生し

ます。これらを解決するために、大同メタルはトライボ

ロジーとして「バイメタル技術・表面処理技術・精密

加工技術」をいち早く確立しました。自動車分野を中

心にあらゆる分野に関わるすべり軸受メーカーとして、

今や世界中に評価されています。その培った軸受の

ノウハウが新たな分野を切り拓き、21世紀社会の夢

と可能性を拡げています。「動きのあるところに大同

メタルの製品がある」。日本のトライボロジーリーダー

から世界のトライボロジーリーダーへ、真のグローバ

ル企業をめざしています。 

"Tribology" - the word is derived from the Greek "tribos" and 
it refers to the basic technology of bearings: the physical and 
scientific analysis of friction, wear, and lubrication when physi-

cal objects move.  Machines always have parts that are sub-
ject to friction, making them susceptible to wear and oth-

er problems.To provide solutions to these problems, 
Daido Metal established its Tribological approach 

early with a combination of bimetal technology, 
surface treatment technology, and precision 

machining technology. We now have a world 
reputation as a manufacturer of plain bear-

ings for all fields, with a strong focus on 
the automotive industry. The knowl-

edge of bearings that we have fos-
tered has opened up new fields, and 

is expanding the dreams and pos-
sibilities for 21st century socie-

ty. Where there are moving 
parts, you will find Daido 

products.Our aim is to 
become a truly global com-
pany,graduating from 
Japan's leader in Trib-
ology to become the-
world's leader in Trib-
ology.
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コアテクノロジーが、 
厚い信頼と無限の可能性を生み出す 

Daido Metal's Unique Technology 1

Bimetal Technology

バイメタル技術 
大同メタルの固有技術-

Various bimetals

The term "bimetal" refers to a com-
posite material made by bonding 
one of a variety of special bearing 
layers onto a base of steel plate.  

Daido Metal has established sophis-
ticated bonding technology that 
extends to the atomic level and 
includes sintering, pressure weld-
ing, casting, and impregnation.  
We manufacture bimetals of all 
characteristics,  using  copper
alloys, aluminum alloys, polymers, 
and other materials.  Our starting 
point for high-quality bearings is 
the development of the bimetal.  
This attitude is the main reason 
that the Daido Metal brand is so 
well trusted.

鋼板を土台に、さまざまな特性

の軸受層を接合した複合材「バ

イメタル」。大同メタルは、焼結・

圧接・鋳造・含浸といった高次

元な接合技術を原子レベルで

確立。銅合金系、アルミ合金系、

ポリマー系など、あらゆる特性の

バイメタルを製造しています。

高品質な軸受は、まず、素材と

なるバイメタルの開発から。こ

の姿勢が、大同メタルに厚い信

頼が寄せられる最大の理由です。 

各種バイメタル 

Daido Metal's Unique Technology 3

Surface Treatment 
Technology

表面処理技術　　 

大同メタルの固有技術-

Bearing with Overlay

 (sectional structure)

Smooth motion depends on the 
condition of the surfaces where 
friction occurs. This means that 
the overlay that covers the surface 
of the bearing layer plays a crucial 
role. Daido Metal is continually 
developing overlays and improv-
ing manufacturing methods, and 
has established its "surface treat-
ment technology" to create a uni-
form film to high precision. We 
are also actively engaged in the 
development of new surface treat-
ment technologies.

なめらかな動きは、摩擦が起き

る表面の状態などで決まります。

そのため、軸受層の表面をカバ

ーするオーバーレイが重要な役

割を担います。大同メタルは、オ

ーバーレイ成分の開発や製法

の改善につねに取り組み、高

精度で均一な被膜をつくる「表

面処理技術」を確立しています。

さらに新しい表面処理技術の

開発も積極的に行なっています。 

オーバーレイ付軸受の断面組織 

Daido Metal's Unique Technology 2

Precision Processing
Technology

精密加工技術 

大同メタルの固有技術-

Forming

The bimetal must be subjected to 
forming technology in order to gen-
erate a product.  High-precision 

machining is required in all pro-
cesses at this stage, whether we are 
using press cutting technology for 
precision cutting, press working to 
bend parts into half-bearing or 
cylindrical shapes, or finishing to 
the optimum thickness in the final 
process.  In order to make these 
kinds of work possible, we design 
and manufacture our own press 
molds   and   dedicated machinery 
in-house.  Because we are backed 
up by technology accurate to the 
micron level, we are able to manu-
facture high quality bearings with 
constant reliability.

バイメタルに造形の技術が加

わってはじめて製品となります。

バイメタルを軸受の大きさに精

密に切り分けるためのプレス切

断技術、半割り・円筒状に曲げ

るプレス加工、最終過程での最

適な肉厚仕上げなど、すべての

工程で高精度な加工技術が必

要とされます。それらの加工を

可能にするために、社内で独自

のプレス金型・軸受切削加工

機を設計・製作。ミクロ単位の

技術の裏付けがあるからこそ、

つねに安定した高品質の軸受

が供給できるのです。 

成形 

 
オーバーレイ 
Overlay

銅合金 
Copper based alloy 
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Our Core Technologies 
Create Strong Trust 

and Unlimited Possibilities.

Our Core Technologies 
Create Strong Trust 

and Unlimited Possibilities.
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大同メタルのDNAは 
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自動車用軸受 
Bearings for Automobiles

他の追随を許さない高品質が 
世界の基準を作る 

4

Quality Others Cannot Match Creates
the World Standard

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

ーカー及び海外の主要メーカ

ーに採用され、エンジン用す

べり軸受の分野では国内トッ

プシェアです。高性能、高効

率等、現在の自動車用ハイテ

クエンジンでは高次元の要求

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

パワーステアリング用ポンプ

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、バス、

建設機械用にとどまりません。

Ｆ１などレース用高回転エンジ

ン軸受にも採用され、モータ

ースポーツの超ハイテク化に

も適応しています。 

パワーステアリン
Pump bushes for p

Automobile bearings are the cor-
nerstone of Daido Metal's opera-
tions and have been adopted by 
all Japanese automobile manufac-
turers and the main manufactur-
ers in other countries.  And we 
have the top market share in 
Japan for plain bearings for 
engines.  The high-technology 
engines of today impose sophisti-
cated demands as high perfor-
mance and high efficiency.  Over 
one hundred different Daido 
Metal parts of thirty different 

types may be used for a single 
automobile: these are mainly 
engine-related but include other 
parts such as bushes for the pow-
er steering pump.  These pro-
ducts of exceptional technical 
standards and reliability are not 
used only for passenger cars, bus-
es and construction machinery.  
They are also used for the high-
speed engine bearings of racing 
cars, including Formula 1 cars, 
and give an ultra-high-tech edge 
in motor sports applications.

スロットルボ

ピストンピンブシュ 
Piston pin bush

自動車エンジン用軸受 
Bearings for automobile engines

半割メタル　 
Half bearing

Throttle Body b
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スターター用ブシュ 
Starter bushes

ストラット型 
ショックアブソーバー用ブシュ 
Strut-type shock absorber bushes

トランクリッドブシュ/ 
エンジンフードブシュ 
Trunk lid bearings/
engine hood bearings

パワーステアリング用ポンプブシュ 
Pump bushes for power steering units

ラックアンドピニオン 
ステアリングブシュ 
Rack and pinion steering bushes

エアコン用チップシール 
（スクロールコンプレッサー） 

Tip seals for air conditioners(scroll compressor)
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ターボチャージャー用 
フローティングベアリング 
Floating bearings for turbochargers

スロットルボディ用ブシュ 

ターボチャージャー用 
スラストベアリング 
Thrust bearings for turbochargers

Throttle Body bushes

フロントリクライニング 
シート用ブシュ 

Mechanical part bushes
for front reclining seat

ターボチャージャー用ベアリング 
bearings for turbocharger
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一般産業用軸受 
Bearings for General Industrial Use

動きのあるものすべてに 
卓越した技術が活きる 

6

Exceptional Technology is 
Applied Wherever there are Moving Parts

DAISLIDE seriesダイスライドシリーズ DAIBEST seriesダイベストシリーズ 

コアテクノロジーによって生ま

れる軸受は、自動車分野にと

どまらず、あらゆる産業界を支

えています。ドライベアリングは、

潤滑油なしでも優れた耐摩

耗性と強度を合わせ持ち、オ

フィス用機器はもとより水力・

火力・原子力等の発電設備、

高速車輌、鉄道事業、免震・

制振装置、ドーム式競技場の

建築事業など多種多様な分

野に用いられています。大同

メタルの軸受は「動き」のある

ところすべての領域で使われ、

社会の発展に貢献しています。 

The bearings made by apply-
ing our core technology are not 
limited to the automotive field; 
they support all areas of indus-
try.  Dry bearings, which have 
exceptional resistance to wear 
and strength without the use of 
lubricant are used in many 
Field,  as  office  equipment,  
water power, thermal power, 
nuclear power generation facili-
ties, high-speed vehicles, rail 
applications,seismic isolation, 
system,vibration control device 
damping equipment, the con-
struction of dome-type stadia, 
and so on.  Daido Metal's bear-
ings are used in all areas where 
there is "movement," and in 
this way we contribute to the 
prosperity of society.

インサート成

 Thermalloy series

Bearing assemblies
軸受ユニット 

サーマロイシリーズ 
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Insert moldingsインサート成形品 

Bearings for high-speed rotation equipment
高速回転機用軸受 
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潤滑技術応用製品 
Lubrication Technology Products

テク
エコ
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Using T
Environ

トライボロジーから 
新たな製品を生む 
New Products Stemming from Tribology

トライボロジーで培った高度

な研究・技術を活かし、ロー

タリーポンプ、集中潤滑装置

など軸受以外の潤滑技術応

用製品も開発しています。 

軸受素材

使わず、鉛

性を持たせ

料を開発。

配慮しまし

やダムの水

分野で、高

を発揮して

We have be
ing lead free 
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This is becau
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エコロ
Ecology Prod

Delivery equip
油膜付水

Non-use of L
鉛フリー

大型軸受 
Bearings for Marine and Industrial Use
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大型内径ボーリング　 
Large-diameter borings 
内径φ1200mm以上も高精度な内径ボーリング 
加工ができます 

Bearings for marine engines are 
required to have exceptional  
load carrying characteristics.  
They must have a long life and 
must be reliable.  Daido Metal is 
one of the few bearing makers in 
the world that can make super-
large bearings with diameters in 
the 1200 mm range, starting 
right from the material: we have 
the largest scale of production 
and market share in this area.

船舶エンジン用軸受は、特に

耐荷重性に優れた軸受が必

要です。それらは長寿命であり、

信頼のおけるものでなくては

なりません。大同メタルは、最

大径1200mm級の超大型軸

受を材料から一貫生産する世

界でも数少ない軸受メーカー

として、このクラス最大の生産

規模、シェアを誇ります。 

ロータリー式RPポンプ  
Rotary type RP pumps

集中潤滑装置MR-LUB   
centralized lubrication equipment
MR-LUB

Making use of the high-
level research and   tech-
nology 
that we have fostered in our pur-
suit of Tribology, we also develop 
products other than bearings that 
require the application of lubrica-

tion technology, such as rotary 
pumps and centralized  lubrication 
equipment.

名古屋工業

発により、切

処理を不要

滴供給装置

従来、塩素

油が排出さ

削加工を、微

分によるセミ

バクテリア

クリーンに処

大幅なコス

りました。 

最大径1200mm級の 
実力が世界の超高出力 
エンジンを支える　 
Supporting the World's Ultra-high-output Engines 
with Bearing Diameters in the 1200 mm range

中速エンジン用軸受 
Bearings for medium-speed engines

低速エンジン用軸受 
Bearings for low-speed engines  
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テクノロジーを駆使した 
エコロジーへの挑戦 
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Using Technology to Face 
Environmental Challenges

Daido Metal is actively engaged in developing products that are  
kind to people and the environment.

軸受素材の主流である鉛を

使わず、鉛と同等クラスの特

性を持たせた「鉛フリー」材

料を開発。環境への負荷に

配慮しました。自動車用軸受

やダムの水門用軸受などの

分野で、高いエコロジー性能

を発揮しています。 

We have been actively develop-
ing lead free materials with equiva-
lent characteristics as the tradi-
tional  lead  based  materials.  
This is because we are concerned 
about the load lead imposes on 
the environment.  We have dem-
onstrated high levels of ecologi-
cal performance in our bearings 
for automobiles and dam sluice 
gates.

エコロジー製品 
Ecology Products

E
cology P

roducts

Delivery equipment for water droplet with oil film
油膜付水滴供給装置 

Non-use of Lead 
鉛フリー  

大同メタルは、人と環境に優しいエコロジー製品の開発にも 

積極的に取り組んでいます。 

油膜付水滴供給装置「JOOM」 
Delivery equipment for water droplet with oil film "JOOM "

 
PK1／CX4

ary 
on 

名古屋工業大学との共同開

発により、切削加工時の廃液

処理を不要にする「油膜付水

滴供給装置」の製品化に成功。

従来、塩素を含む大量の切削

油が排出されていた切削・研

削加工を、微量の植物油と水

分によるセミドライ加工に転換。

バクテリアの働きで加工液を

クリーンに処理できるだけでなく、

大幅なコスト削減も可能にな

りました。 

DAIDYNE DDKO5
ダイダインDDKO5

DAIPEAK (PEEK Lining Bearings)
樹脂軸受 

As the result of a joint devel-
opment   with   NAGOYA 
INSTITUTE OF TECHNOL-
OGY, we succeeded in mak-
ing "Delivery equipment for 
water droplet with oil film" 
as a product.  This equip-
ment makes the treatment of 
effluent  from   machining 
unnecessary. Previously, 
large amounts of chlorine-
containing coolant was dis-
charged during cutting and 

grinding work; we have ini-
tiated a transition to "semi-
dry machining" which uses 
a very small quantity of veg-
etable oil and water.  The 
machining fluid can be treat-
ed by relying on bacteria to 
clean it, and this translates 
into substantial cost reduc-
tions.
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「品質は生命」を具現化する 
完成された生産技術がここにある 

14

社内技能検定制度 
技術の伝承、各社員のスキルアップなどを

図る目的で行なう社内独自の技能検定制

度。大同メタルカレッジが主体となって定

期的に実施しています。 

大同メタルの全組織・全活動を貫く理念

は「品質は生命」。この理念に基づいて、

独自の生産活動・品質保証活動を行なっ

ています。治工具、金型、生産設備の社

内での設計・製作、最新メカトロニクスの

導入をはじめ、生産スタッフ全員が品質保

証の責任者とする「インライン保証」の徹底。

製品を生み出す工程では省エネルギー・リ

サイクル・産業廃棄物の低減などの環境

マネジメントも推進しています。このように、

全生産工程で叡智を結集し、常にニーズ

にかなう生産技術の革新に努めています。 

The concept that underpins Daido Metal's entire 

organization and all its activities is "Quality is 

Life."  We carry out our original production activ-

ities and quality control activities based on this 

principle.  Starting with our in-house design and 

manufacture of tools and fixtures, molds, and pro-

duction equipment, and our introduction of the 

latest MECHATRONICS, we implement thorough 

"in-line assurance," where all of the production 

staff take responsibility for quality control.  We 

also promote environmental management, includ-

ing energy savings, recycling, and reduction of 

waste from production, in the processes that lead 

up to the birth of a product.  In these ways we are 

concentrating knowledge in all the production 

processes and continually striving to make inno-

vations in production technology in accordance 

with market needs.

The Test of Complete Product Technology: 
its Confirmation of Our Motto "Quality is Life"

In-house Vocational Skills Testing

We implement our own vocational skills tests 

with the aim of passing on skills, and improving 

the level of skill of each employee.  They are 

implemented on a regular basis, with the human 

resources planning division assuming the key 

role.
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世界が認める 
品質保証 
　大同メタル工業は、世界四極体制

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企

画の枠組みである、I SO 9 0 0 1、

ISO/TS16949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。 

Quality Assurance 

Recognized Worldwide

Daido Metal is promoting the produc-

tion activity based on supplying pro-

ducts to the user from our nearest pro-

duction location by constructing global 

quadrilateral management system 

(Four-polar system) through establish-

ing manufacturing bases worldwide.  

For this reason, we acquire not only 

international quality standards such as 

ISO9001 and ISO/TS16949 but are also 

able to meet specific customer require-

ments and certification as Ford Q1. 

永続的な 
環境マネジメントシステム 
　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。 

Permanent Environmental 

Management System

Daido Metal considers the global envi-

ronment 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 envi-

ronmental management systems such as 

ISO 14001 as an effective tool to contin-

uously reduce environmental impacts. 

All facilities in Japan as well as many 

overseas subsidiaries have already 

acquired certification ISO14001.

安全かつ健全な 
職場をめざして 
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。 

For the 

"Safe and Healthy Workplace"

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 acquir-

ing certification under OHSAS18001, 

which is recognized as the internation-

al principal standard.

登録証番号：JQA-AU0023-1 

IATF登録番号：0097829
登録活動範囲：自動車用内燃機関及び動力伝達装置用 

　　　　　　 半割軸受、スラストワッシャーの設計・ 

　　　　　　 開発及び製造 

登録証番号：JQA-EM1402
登録活動範囲：（1）平軸受用材料の製造 

　　　　　　 （2）自動車、船舶、一般産業機械用 

　　　　　　　　 軸受の設計、製造及び販売 

　　　　　　 （3）内燃機関、圧縮機及び動力伝達 

　　　　　　　　 装置用半割軸受の製造、軸受材料 

　　　　　　　　 等の研究及び開発 

　　　　　　 （4）ロータリーポンプ、潤滑装置の設計、 

　　　　　　　　 製造及び販売 

　　　　　　 （5）製品の保管・出荷業務 

　　　　　　 

証明書番号：JQA-OH0045
適合活動範囲：（1）平軸受用材料の製造 

　　　　　　 （2）自動車用、船舶用、一般産業用 

　　　　　　　　 平軸受の製造 

　　　　　　 （3）内燃機関、圧縮機及び動力伝達 

　　　　　　　　 装置用平軸受の製造 

　　　　　　 （4）ロータリーポンプ、潤滑装置の製造 

　　　　　　 （5）製品の保管・出荷業務 

　　　　　　 

COPY COPY COPY
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The basic concept for Daido Metal's global 

strategy is that we should produce the goods 

as close as possible to where the customers 

are, while providing the same level of quality 

and service as we would in Japan.  Faced with 

a market undergoing great changes, such as a 

reorganization of the business world in interna-

tional society, we have already established 

bases  and  joint  management  companies

overseas.  For added impetus, we are strength-

ening our development of markets, and sales 

expansion, in North America, Europe, India, 

South America, China, and other regions.  Our 

aim is to pursue "optimum local development" 

on a global basis.  In addition, in order to 

create value as a 21st century company, all of 

the employees are working together to strength-

en the system for offering the latest technology 

at  the  lowest  cost  throughout  the  world,

expand into new markets and new applica-

tions, and create new product and new pro-

jects.  We believe that we must never lose sight 

of our dreams, but keep pursuing them, and 

turn them into reality: Daido Metal continues 

to challenge the boundless possibilities of 

humankind.

Creating Corporate Value at a Global Level
The Dreams and Responsibility of a Global Company

「できるかぎりお客さまの近くで生産し、国

内と同じ品質の製品・サービスを提供する」

というのが、大同メタルの世界戦略の基本

理念です。国際社会での業界再編など激

変する市場に対し、すでに海外に生産拠

点や合弁会社を設けて展開。さらなる飛

躍のために、北米・欧州・インド・南米・中

国などの市場の開拓・拡販を強化し、“最

適地生産”というグローバルな事業展開

をめざしています。また、21世紀の企業価

値を創造するために、「最新の技術を最低

のコストで全世界に提供できる体制の強化」

「新市場・新用途の拡大」「新製品・新事

業の創出」を、全社員一体となって推進し

ています。“常にロマンを描き、たえまなく

挑戦し、現実のものにする”大同メタルは

人類の果てしない可能性に挑み続けてい

きます。 

地球レベルでの企業価値の創造へ 
世界企業としての夢と責任 
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The Ultimate Tribology that Expands our Horizons

バイメタル技術 バイメタル技術 表面処理技術 表面処理技術 

精密加工技術 精密加工技術 

このシンボルマークの“D”は大同メタル工業の“D”ですが 
同時に「Development」「Dream」「Dynamic」の“D”であり 
デザインの中には「Innovation」「Invention」 
「Intellectual excitement」 の“I”をも含んでいます。 

その形は「バイメタル」と「半割メタル」をイメージしており、 
カーブは「橋」をも示しています。青い色は「空と海の青」 
であり私たちの地球を意味します。 

The "D" of this symbol stands for "Daido Metal Company." It also stands for 
"Development," "Dream" and "Dynamic."
The design also includes the "I" of "Innovation," "Invention," and 
"Intellectual excitement."  The shape represents "bimetal" and "half 
bearings" and the curve is also an allusion to a bridge.  The blue color is 
the blue of the sky and the sea, meaning the Earth.

“Together To The Top” 
～ともにTOPを目指そう～ 
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The world of Tribology always exists 

where there is movement

The individual components of a bearing are 

just parts of a machine, but if they do not satisfy 

the demands made of them, the machine is of no use.

The development of exceptional bearings requires 

accumulated technology, of course, 

but it also requires our enthusiasm and new ideas.

Responding to the age and creating the age; products; 

environment; society; the merging of peoples...

Aiming at a true global standard, 

all employees are working in a common direction, 

guided by the key words that bring everything together: 

Dreams Hopes Challenges  

動きがあるかぎり、常に存在するトライボロジーの世界。 

軸受ひとつひとつの部品は、 

機械の一部分でしかありませんが、 

それらが要求を満たさなければ、機械も役に立ちません。 

優れた軸受開発には、蓄積した技術はもとより、 

私たちの熱意や新しい発想も必要とされているのです。 

時代に応え時代を作る、製品、環境、社会、人の融合…。 

真のグローバルスタンダードをめざして、 

全員参画でベクトルを合わせ、 

すべてをつなぐキーワード 

夢・希望・挑戦 

Tribology

Environment

Community
Humanity
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