
「50周年を迎えて」をテーマにメッセージをご紹介します。（順不同）

さらなる発展を目指して

　伊藤信産業株式会社は機械工具卸売業として本年1月5日に設立50
年を迎えることができました。
　このようにして節目を迎えることができたのもひとえに良きお客さまお
取引さまそして日々の仕事を支えてくれている社員に恵まれたおかげです。
　40年を迎えた時は「～愛されるイトーノブを目指して～」ヒトと人との

繋がりを大切にして出会いの中で学び、糸口（商材）
を如何に満足していただけるよう築いていくことが役
割とお伝えしました。
　これからの10年は形のあるものについて質の差別化、
形のない材についてはENGサービス事業、メンテ事
業にも注力して事業領域の拡大を進めてまいります。
　激流の情報化社会では一致団結して発想の転換を
進めていかねばなりません。
　名古屋本社をはじめ三河地区、岐阜西（大垣市）、
滋賀（東近江市）のわれわれの三角地帯のマーケッ

トは潜在需要が高く今後の環境整備、体制の整備を本年9月より実施し
て成長エンジンを築いてまいります。
　同様にアジアビジネスにおいても日系主体は継続しつつローカル企業、地
盤産業、成長産業の獲得を推し進め新たなる市場獲得へ邁進してまいります。
　仕入先ならびに関係先の皆さま、更なるご指導、ご鞭撻賜り大切なる
お得意先の皆さまに御礼申し上げますと同時に、共に成長できることを
お願い申し上げます。
　M＆Tニュースも2000年9月15日（金）に第1号発刊してこのたび115号と
19年目を終え20年目のスタートができましたこと皆さまに感謝申し上げます。
　喜んでいただける紙面、盛りだくさんの情報紙となるよう今後も継続し
ていく所存です。
　編集協力では生産材情報、社内情報、催し案内、トピックスなど常々
株式会社中部機工新聞の絶大なる支援をくださり今日まで継続できまし
たこと御礼申し上げます。

代表取締役社長　伊藤 正人

会社設立50周年を迎えて

伊藤信産業株式会社50周年について 会社設立50周年行事を迎えるにあたり

　「光陰矢の如し」2019年1月（令和元年）弊社は機械工具商社として、
５0年を迎えることが出来ました、誠に誠に有難うございます。
　社員、お客様、仕入れ先、メーカーの皆々様には感謝、感謝の言葉
しか御座いません。無我夢中の人生、工具の事しか考えない一筋の人
生50年でした。
　昭和３７年（１９６２年）大学を卒業し世の中大不
況の中、知り合いのコネで大阪、立売堀の工具商社
に就職、荷造り、壱トン車のトラックで配達、6人部
屋、会社の社屋３階の寮生活。商売の町大阪、自分
の人生を変える大きなスタートでした。就職後3年弱
で母親が亡くなり（44歳）父が脱サラで紡績関連の
用度品ビジネスを熱田区桜田町で昭和27年に個人
営業、父が事業を初めて13年、帰ってきてくれと懇願、
私は途中半ばで退社、父の仕事を助け、父の独り身
の寂しさを助けた、名古屋での私の商人としてのスター
トでした。
　世の中車社会に突入、その波に乗り新規開拓の日々、私と上さんの
二人商店、父の商売を引き継ぎながら機械工具ビジネスに方向転換を
徐々に進め現在に至っている。25歳の青二才が愛知、特に名古屋市内、
近郊の鍛冶屋、鉄工所を手当たり次第に飛び込み営業、８割のお客様
は相手にしてくれなかった。
　始めて世間の厳しさを教えて頂き、代えがたき社会の様々な教訓を肌
で学ばせていただきました。父は突然54歳心筋梗塞で他界、4年の間
で両親が亡くなる。親孝行不足は仕事で結果を出すこと、大きな人生の
転換期になりました。
　現在では優秀な社員に恵まれ、良き伴侶，後継者にも恵まれたのも
私の宝です。常に前向きに正しく人生を歩もう、座右の銘（Challenge・
Frontier Spirit・NeverGiveUp）を私の命のある限り裏切らない人生を
精進する覚悟で御座います。

　上海中京机械有限公司作为

伊 藤 信 产 业 ㈱ 的 中 国 子 公 司 ，

于1995年成立，已经24年了。

现有30名员工，感谢伊藤信会

长至今为止的诸多指导和支持。

中国正面临着今美中贸易战争。

经济动向不透明的严峻时期,不

过，今后也承蒙会长，社长的

指导和鞭策，积极地挑战各种各样的课题。相信公司及员工个体的成

长一定会实现，并向前迈进。为了更好的明天，伊藤信日本各事务所，

以及海外各事务所的同仁们一起努力吧。

各位用户，各位厂家，今后也请继续相信我们伊藤信成员奋力和向上

的决心吧!

代表取締役会長　伊藤 照之

伊藤信産業株式会社 沿 革
1952年 4 月
1965年 4 月
1969年 1 月

1972年 5 月
1979年 4 月

1991年 3 月
1995年 6 月
1996年12月
1997年 8 月
2000年 9 月
2003年12月
2004年 6 月
2005年 3 月

2007年 4 月
2007年 9 月
2013年 8 月
2014年 9 月
2016年 6 月
2017年10月
2019年 1 月

伊藤信之 (現会長伊藤照之の父)が伊藤信商店を設立 (名古屋市熱田区桜田町)
伊藤信商店に現会長伊藤照之が入社
伊藤照之が機械・工具の専門商社として伊藤信産業株式会社の法人設立
伊藤照之が代表取締役に就任
社屋を現在の瑞穂区田光町1-10-2へ移転
新社屋新築して人員増強、サービス拡大
無線カー及びポケベルにて御用聞きビジネス (社内外から伝達手段として有効利用)
伊藤正人が伊藤信産業株式会社に入社
中国上海市に上海事務所(上海中京機械有限公司)を設立
伊藤信を囲む会、第一会開催。以降毎年開催
滋賀出張所を東近江市(旧能登川町)に開設
Ｍ＆Ｔニュース第1号発刊、以降隔月発行
滋賀出張所、滋賀営業所に格上げ開設 
中部どてらい市初出展
伊藤照之が代表取締役会長に就任
伊藤正人が代表取締役社長に就任
本社社屋事務所1階2階の改築
会社の仕組みづくり及び環境に配慮して ISO14001認証取得
フィリピン現地法人 (ITO NOBU PHILIPPINES, INC.)設立
滋賀営業所　東近江市五個荘へ移転
岐阜西営業所開設 (岐阜県大垣市)
滋賀営業所　東近江市横溝町へ移転
伊藤信産業株式会社　50周年を迎える

ITO NOBU PHILIPPINES, INC 現法長　米倉  寛
フィリピン現地法人

　本年1月に本社設
立50周年を迎えるに
あたり一言抱負を述
べさせて頂きます。
　伊藤信産業株式
会社のフィリピン現地
法人として2013年
8月にスタートした
ITO NOBU PHILIPPINES,INC.も今年で7年目を迎える事が
出来ました。
　これも偏にお取引先の皆様、そして勤勉なローカル社員のお陰と感謝
致しております。
　現在の日本とは真逆で将来も増え続ける若年労働者の存在、英語能
力が高く外国人に対し親和性が高い国民性、競争力の有る賃金水準、
そして人口1億人を超え毎年6％以上の経済成長を遂げているフィリピン
は大変魅力的な市場です。
　そんなフィリピンでビジネス展開をさせて頂き、この度設立50周年を
迎えられる事に大きな感動を覚え嬉しく思います、と同時に大変身の
引き締まる思いが致しております。
　これを一つの通過点とし、今後更にお客様に信頼されるサプライヤー
を目指し、情報発信の強化とサービス体制の充実を図り筋肉質な会社組
織にする、そしてローカルスタッフには昨日よりも今日、今日よりも明日へと

将来に向けての展望が開け、日々
の幸福感が味わえる会社作りに励
みたいと考えます、今後ともご指導
賜ります様お願い申し上げます。
　最後に皆様のご健勝と一層のご
発展をお祈り申し上げ私の抱負と
させて頂きます。

（日本語訳）
　上海中京機械有限公司は伊藤信産業株式会社中国法人として1995年
設立し24年たちました。
　現在30名の社員が在籍、全員がイトーノブ会長から受けた多 ご々指導
と支えに感謝しております。
　中国では今まさに米中貿易戦争に直面しており経済動向が不透明で

す。大変な時期ですが今後とも真摯に会長、社
長のご指導ご鞭撻を賜りながら積極果敢に挑
戦していきます。
　会社と社員個々の成長が必ず叶う事を信じ
邁進します。より良い明日を築きあげるべく、
イトーノブグループ日本及び海外事務所スタッ
フ全員で頑張っていきましょう。
　ユーザーの皆様、メーカーの皆様、力強く向
上心の高いわたしたちイトーノブメンバーを信じ
ていただき、今後ともご支援ご協力を賜りますよ
う、何卒よろしくお願い申し上げます。

社員メッセージ

50周年を迎え皆様には大変お世話になり、深く感謝いたしております。今後も我が社発展ために日々精進しますので、よろしくお願い申し上げます。日々挑戦！

伊藤 猛泰

上海中京机械有限公司 总经理　姜国庆
中国現地法人

社屋建築中

社屋竣工式

滋賀営業所（旧能登川町）

初期ＩＮＰ事務所

岐阜西営業所初期上海事務所

上海事務所一同来日、本社訪問 ＩＮＰ事務所とスタッフ一同

社員同士結婚式にて上海事務所

節目の50年を迎
え皆

様に厚く御礼申し
上げ

ます。

今後も存在価値を
高め

新しい価値を創造
し誇

りを持ってサー
ビス･

提案に一層の努
力を

もってお応えしま
す。

伊藤 啓二

５０周年という
節目に

社員全員で迎え
ること

ができ本当に嬉
しく思

います。今後も
社員一

丸となり１００周
年へ

バトンタッチが
出来る

よう頑張りたい
と思い

ます。
伊藤 恵子

97年に入社いた
しまし

て、23年目を迎
えまし

た。これからも
一つ一

つのしごとを丁
寧に精

一杯責任感を持
って感

謝の気持ちを忘
れず

やって行きたい
と思い

ます。
颯田 宏之

私たち一人一人は小さ
な存在ですが、みんな
が同じベクトルを目指
すとき大きな力となり
ます。そのとき私たち
は働く喜びを感じ輝く
ことができるのです。

一柳 善郎

このたび記念すべき50年

という節目を迎えること

ができ、お取引さま、社員

の皆さまの厚いご支援の

賜物でございます。私に

とっては、幸せな50年間

でした。心から感謝いた

します。
伊藤 節子

60周年に向け
て仕事

プライべ－ト共
に充実

した10年間を作
り上げ

られるように気
持ちを

新たにし日々精
進して

まいります。

村上 武

50周年を迎え皆様には大変お世話になり、深く感謝いたしております。今後も我が社発

親睦会のボーリング
大会 2019

50周年という記念すべき節目に伊藤信産業株式会社で仕事をしている事を大変、誇りに思います。この先、会社がより発展していけるよう微力ではありますが努力していく所存です。
河村 幸司
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メーカーからのお祝いメッセージ
サンドビック株式会社
　　コロマントカンパニー

設立５０周年誠におめでとうございます。貴社の
益々のご繁栄と皆さまのご健勝を心よりお祈り
いたします。

シチズンマシナリー株式会社
伊藤信産業各位殿の努力で築き上げて辿り着いた
50年、心よりお祝い申し上げます。新暦令和の節目
で迎えられた事に縁起も良く次代の光明を感じ
ます。今後益々のご繁栄を祈念致します。

昭和電機株式会社
設立５０周年、誠におめでとうございます。貴社の
今までのご功績に敬意を表すとともに、今後更なる
ご繁栄を心よりお祈り致します。

聖和精機株式会社
設立５０周年、誠におめでとうございます。
貴社の今までのご功績に敬意を表しますとともに、
今後の更なるご繁栄を心よりお祈り致します。

株式会社ソディック
設立50周年誠におめでとうございます。貴社の今ま
でのご功績に敬意を表すとともに、今後のさらなる
ご繁栄をお祈り致します。

株式会社第一測範製作所
設立50周年、誠におめでとうございます
その間、ゲージの拡販にご協力頂きありがとうござ
います。今後とも、さらなる発展を心よりお祈り申し
上げます。

ダイキンHVAC
　　ソリューション東海株式会社

設立50周年おめでとうございます。貴社の今までの
ご功績に敬意を表すとともに、今後のさらなるご繁
栄をお祈りいたします。

スリーエムジャパン株式会社
ご設立50周年、誠におめでとうございます。
今後のますますのご発展と飛躍をご期待申し
あげます。

杉山電機システム株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。
長年培われたご経験を活かし、益々のご繁栄を祈念
申し上げます。

スター精密株式会社
この度は、貴社設立５０周年、誠におめでとうござ
います。
今後の貴社のさらなるご繁栄を心よりお祈り致し
ます。

住友重機械精機販売株式会社
貴社設立50周年、誠におめでとうございます。
今後の貴社のさらなるご繁栄を心よりお祈り致し
ます。

住友電気工業株式会社
設立50周年おめでとうございます。時代も令和
となり、今後もますますのご発展を心より祈念し
ております。

株式会社スイデン
会社設立５０周年、誠におめでとうございます。
光陰矢の如し、幾多の波を乗り越えて来られたと存
じます。これからも、社業発展の為、全社一丸と成り
益々のご発展を祈念致して折ります。

株式会社スーパーツール 名古屋支店一同
この度は、貴社設立50周年、誠におめでとうござい
ます。確実な発展を遂げられた貴社の実績と皆様の
ご努力に敬意を表すと共に、貴社の一層のご繁栄を
心より祈念申し上げます。

株式会社タンガロイ
設立50周年、誠におめでとうございます。
『挑戦・開拓者魂』を軸に、更なるご繁栄をお祈り申
し上げます。

中部オリオン株式会社 
設立５０周年を謹んでお祝い申しあげます。 
貴社の今までのご功績に敬意を表すと共に、今後の
さらなるご発展とご隆盛を祈念いたします。

津田駒工業株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。御社の
益々のご発展と、社員ご一同様のご健勝をお祈り
致します。

株式会社東京精密
設立５０周年を心からお祝い申し上げますと共に、
今後更なるご繁栄をお祈り申し上げます。

株式会社東工舎金属製作所
この度は、会社設立五十周年を迎えられ誠におめ
でとうございます。
今後ますますのご発展を心より祈念申し上げます。

ダイジェット工業株式会社
設立50周年を迎えられ心よりお祝い申し上げます。
貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

設
立
50周年

アイエスエフ株式会社
この度は設立50周年、誠におめでとうございます。
確実な発展を遂げられた貴社の実績と皆様のご努
力に敬意を表すと共に、一層のご繁栄を心より祈願
申し上げます。

アマノ株式会社 名古屋環境支店
設立50周年おめでとうございます。貴社の企業
理念の通り何事にも挑戦し、さらなる飛躍をお祈り
致します。

株式会社アイゼン
設立５０周年おめでとうございます。これまでのご
功績に敬意を表し、さらなるご繁栄をお祈りいたし
ます。

イスカルジャパン株式会社
インダストリー４．０の新たな時代に際し更なる挑戦
とご発展を祈念します。おめでとう御座います。

愛知時計電機株式会社
設立50周年、誠に喜ばしく謹んでお祝い申し上げます。
これも偏に貴社の日頃のご研鑽の賜物と存じます。
貴社の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。

株式会社イマオコーポレーション
設立五十周年おめでとうございます。
貴社の今までのご功績に敬意を表するとともに、
今後のさらなる繁栄をお祈りいたします。

株式会社キタムラ塗装
社長を筆頭に社員の皆様のいつも真摯な営業への
取り組みに学ぶ所多く、常に感心させられています。
今後一層のご健闘を祈ります。

株式会社イワタツール
この度は、おめでとうございます。
社長様のバイタリティには、いつも感服いたして
おります。
今後益々のご活躍に期待しております。

瓜生製作株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。
益々のご発展、ご繁栄をお祈り申し上げます。

旭化成アドバンス株式会社
　　　　　　クリーナー課

この度は、伊藤信産業様が設立50周年を迎えられ
ましたことを、お祝い申し上げますと共に、今後も
御社の一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

エヌティーツール株式会社
設立50周年を迎えられましたことを、心からお喜び
申し上げます。
今後の益々のご発展をお祈り致します。

旭ダイヤモンド工業株式会社
　　　　　　　　名古屋支店

この度は、設立５０周年誠におめでとうございます。
貴社の益々のご発展を心よりお祈りいたします。

オーエスジー株式会社
設立50周年記念を心からお祝い申し上げますと
ともに、今後さらに大きく飛躍されますよう心より
お祈り致します。

アネスト岩田株式会社
このたびは設立50周年を迎えられたとのこと心より
ご祝福申し上げます。
今後なお一層のご躍進をとげられることをご祈念申
し上げます。

コベルコ・コンプレッサ株式会社
この度は、設立50周年の節目を迎えられたことを心
からお祝い申し上げます。今後の益々の社業のご繁
栄を心よりお祈り致します。

株式会社サカエ
設立５０周年おめでとうございます。貴社の今後の
さらなるご繁栄と社員ご一同様のご健勝をお祈り
いたします。

株式会社三興製作所
設立50周年誠におめでとうございます。
社長様はじめ社員の皆様のご健勝と、貴社ますます
のご隆盛をお祈りいたします。

株式会社木山合金
設立５０周年おめでとうございます。
社長様はじめ社員の皆様のご健勝と、貴社ますます
のご隆盛をお祈りいたします。

京セラインダストリアルツールズ
　　　　　　　　 販売株式会社

設立50周年記念を心からお祝い申し上げますと
ともに、今後さらに大きく飛躍されますよう心より
お祈り致します。

京セラ株式会社 機械工具事業本部
貴社設立50周年を迎えられ、心よりお祝い申し
上げます。新たな時代、更なるご発展を祈念申し
上げます。

グーリングジャパン株式会社
設立50周年おめでとうございます。大きく発展を遂
げられた貴社の実績と皆様のお力に敬意を表すと
共に一層のご繁栄を祈念申し上げます。

株式会社赤松電機製作所
設立50周年、心よりお祝い申しあげます。
社長様はじめ社員の皆様のご健勝と、貴社益々の
ご隆盛をお祈り致します。

カトウ工機株式会社
この度は大変おめでとうございます。心よりお祝い
申し上げます。 
これからも和を以て末永いお付き合いを！

株式会社北川鉄工所 名古屋支店
設立５０周年を迎えられ、お慶び申し上げます。
今後、益々の御発展のお役にたてるよう努めて
参ります。

オーエッチ工業株式会社
設立５０周年　心よりお祝い申し上げます。伊藤
社長様はじめ社員の皆様方々の今後益々の発展と
ご繫栄を祈念致します。

岡崎精工株式会社
設立50周年を迎えられ心よりお祝い申しあげます。
長きにわたり業界に貢献されてきた御社の功績を讃
えるとともに、今後ますますのご発展とご活躍をお
祈りいたします。

株式会社岡本工作機械製作所
設立５０周年おめでとうございます。貴社のご功績
に敬意を表すと共に、今後の更なるご繁栄をお祈り
致します。

東正車輌株式会社 名古屋支店
設立50周年心からお祝い申し上げます。更なるご
躍進を心からお祈り致します。

ドンケル株式会社
設立５０周年誠におめでとうございます。100周年に
向けて、更なるご繁栄を社員一同祈念いたします。

株式会社ナカニシ
設立50周年記念を心からお祝い申しあげますと
ともに、今後さらに大きく飛躍されますよう祈念
いたします。

長堀工業株式会社
この度は設立50周年おめでとうございます。
半世紀にわたり発展を続けられた貴社の実績と
皆様のご努力に敬意を表すと共に今後の一層の
ご繁栄を心より祈念申し上げます。

名古屋ダイヤモンド工業株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。
皆様のご健勝と、貴社ますますのご躍進をお祈り
致します。

株式会社ナベヤ
この度、誠に喜ばしく謹んでお祝い申し上げます。
益々ご発展を遂げられますことを心よりお祈り申し
上げます。

メーカーからのお祝いメッセージ
（敬称略） （敬称略）

伊藤信を囲む忘年会 2013
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メーカーからのお祝いメッセージ
サンドビック株式会社
　　コロマントカンパニー

設立５０周年誠におめでとうございます。貴社の
益々のご繁栄と皆さまのご健勝を心よりお祈り
いたします。

シチズンマシナリー株式会社
伊藤信産業各位殿の努力で築き上げて辿り着いた
50年、心よりお祝い申し上げます。新暦令和の節目
で迎えられた事に縁起も良く次代の光明を感じ
ます。今後益々のご繁栄を祈念致します。

昭和電機株式会社
設立５０周年、誠におめでとうございます。貴社の
今までのご功績に敬意を表すとともに、今後更なる
ご繁栄を心よりお祈り致します。

聖和精機株式会社
設立５０周年、誠におめでとうございます。
貴社の今までのご功績に敬意を表しますとともに、
今後の更なるご繁栄を心よりお祈り致します。

株式会社ソディック
設立50周年誠におめでとうございます。貴社の今ま
でのご功績に敬意を表すとともに、今後のさらなる
ご繁栄をお祈り致します。

株式会社第一測範製作所
設立50周年、誠におめでとうございます
その間、ゲージの拡販にご協力頂きありがとうござ
います。今後とも、さらなる発展を心よりお祈り申し
上げます。

ダイキンHVAC
　　ソリューション東海株式会社

設立50周年おめでとうございます。貴社の今までの
ご功績に敬意を表すとともに、今後のさらなるご繁
栄をお祈りいたします。

スリーエムジャパン株式会社
ご設立50周年、誠におめでとうございます。
今後のますますのご発展と飛躍をご期待申し
あげます。

杉山電機システム株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。
長年培われたご経験を活かし、益々のご繁栄を祈念
申し上げます。

スター精密株式会社
この度は、貴社設立５０周年、誠におめでとうござ
います。
今後の貴社のさらなるご繁栄を心よりお祈り致し
ます。

住友重機械精機販売株式会社
貴社設立50周年、誠におめでとうございます。
今後の貴社のさらなるご繁栄を心よりお祈り致し
ます。

住友電気工業株式会社
設立50周年おめでとうございます。時代も令和
となり、今後もますますのご発展を心より祈念し
ております。

株式会社スイデン
会社設立５０周年、誠におめでとうございます。
光陰矢の如し、幾多の波を乗り越えて来られたと存
じます。これからも、社業発展の為、全社一丸と成り
益々のご発展を祈念致して折ります。

株式会社スーパーツール 名古屋支店一同
この度は、貴社設立50周年、誠におめでとうござい
ます。確実な発展を遂げられた貴社の実績と皆様の
ご努力に敬意を表すと共に、貴社の一層のご繁栄を
心より祈念申し上げます。

株式会社タンガロイ
設立50周年、誠におめでとうございます。
『挑戦・開拓者魂』を軸に、更なるご繁栄をお祈り申
し上げます。

中部オリオン株式会社 
設立５０周年を謹んでお祝い申しあげます。 
貴社の今までのご功績に敬意を表すと共に、今後の
さらなるご発展とご隆盛を祈念いたします。

津田駒工業株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。御社の
益々のご発展と、社員ご一同様のご健勝をお祈り
致します。

株式会社東京精密
設立５０周年を心からお祝い申し上げますと共に、
今後更なるご繁栄をお祈り申し上げます。

株式会社東工舎金属製作所
この度は、会社設立五十周年を迎えられ誠におめ
でとうございます。
今後ますますのご発展を心より祈念申し上げます。

ダイジェット工業株式会社
設立50周年を迎えられ心よりお祝い申し上げます。
貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

設
立
50周年

アイエスエフ株式会社
この度は設立50周年、誠におめでとうございます。
確実な発展を遂げられた貴社の実績と皆様のご努
力に敬意を表すと共に、一層のご繁栄を心より祈願
申し上げます。

アマノ株式会社 名古屋環境支店
設立50周年おめでとうございます。貴社の企業
理念の通り何事にも挑戦し、さらなる飛躍をお祈り
致します。

株式会社アイゼン
設立５０周年おめでとうございます。これまでのご
功績に敬意を表し、さらなるご繁栄をお祈りいたし
ます。

イスカルジャパン株式会社
インダストリー４．０の新たな時代に際し更なる挑戦
とご発展を祈念します。おめでとう御座います。

愛知時計電機株式会社
設立50周年、誠に喜ばしく謹んでお祝い申し上げます。
これも偏に貴社の日頃のご研鑽の賜物と存じます。
貴社の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。

株式会社イマオコーポレーション
設立五十周年おめでとうございます。
貴社の今までのご功績に敬意を表するとともに、
今後のさらなる繁栄をお祈りいたします。

株式会社キタムラ塗装
社長を筆頭に社員の皆様のいつも真摯な営業への
取り組みに学ぶ所多く、常に感心させられています。
今後一層のご健闘を祈ります。

株式会社イワタツール
この度は、おめでとうございます。
社長様のバイタリティには、いつも感服いたして
おります。
今後益々のご活躍に期待しております。

瓜生製作株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。
益々のご発展、ご繁栄をお祈り申し上げます。

旭化成アドバンス株式会社
　　　　　　クリーナー課

この度は、伊藤信産業様が設立50周年を迎えられ
ましたことを、お祝い申し上げますと共に、今後も
御社の一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

エヌティーツール株式会社
設立50周年を迎えられましたことを、心からお喜び
申し上げます。
今後の益々のご発展をお祈り致します。

旭ダイヤモンド工業株式会社
　　　　　　　　名古屋支店

この度は、設立５０周年誠におめでとうございます。
貴社の益々のご発展を心よりお祈りいたします。

オーエスジー株式会社
設立50周年記念を心からお祝い申し上げますと
ともに、今後さらに大きく飛躍されますよう心より
お祈り致します。

アネスト岩田株式会社
このたびは設立50周年を迎えられたとのこと心より
ご祝福申し上げます。
今後なお一層のご躍進をとげられることをご祈念申
し上げます。

コベルコ・コンプレッサ株式会社
この度は、設立50周年の節目を迎えられたことを心
からお祝い申し上げます。今後の益々の社業のご繁
栄を心よりお祈り致します。

株式会社サカエ
設立５０周年おめでとうございます。貴社の今後の
さらなるご繁栄と社員ご一同様のご健勝をお祈り
いたします。

株式会社三興製作所
設立50周年誠におめでとうございます。
社長様はじめ社員の皆様のご健勝と、貴社ますます
のご隆盛をお祈りいたします。

株式会社木山合金
設立５０周年おめでとうございます。
社長様はじめ社員の皆様のご健勝と、貴社ますます
のご隆盛をお祈りいたします。

京セラインダストリアルツールズ
　　　　　　　　 販売株式会社

設立50周年記念を心からお祝い申し上げますと
ともに、今後さらに大きく飛躍されますよう心より
お祈り致します。

京セラ株式会社 機械工具事業本部
貴社設立50周年を迎えられ、心よりお祝い申し
上げます。新たな時代、更なるご発展を祈念申し
上げます。

グーリングジャパン株式会社
設立50周年おめでとうございます。大きく発展を遂
げられた貴社の実績と皆様のお力に敬意を表すと
共に一層のご繁栄を祈念申し上げます。

株式会社赤松電機製作所
設立50周年、心よりお祝い申しあげます。
社長様はじめ社員の皆様のご健勝と、貴社益々の
ご隆盛をお祈り致します。

カトウ工機株式会社
この度は大変おめでとうございます。心よりお祝い
申し上げます。 
これからも和を以て末永いお付き合いを！

株式会社北川鉄工所 名古屋支店
設立５０周年を迎えられ、お慶び申し上げます。
今後、益々の御発展のお役にたてるよう努めて
参ります。

オーエッチ工業株式会社
設立５０周年　心よりお祝い申し上げます。伊藤
社長様はじめ社員の皆様方々の今後益々の発展と
ご繫栄を祈念致します。

岡崎精工株式会社
設立50周年を迎えられ心よりお祝い申しあげます。
長きにわたり業界に貢献されてきた御社の功績を讃
えるとともに、今後ますますのご発展とご活躍をお
祈りいたします。

株式会社岡本工作機械製作所
設立５０周年おめでとうございます。貴社のご功績
に敬意を表すと共に、今後の更なるご繁栄をお祈り
致します。

東正車輌株式会社 名古屋支店
設立50周年心からお祝い申し上げます。更なるご
躍進を心からお祈り致します。

ドンケル株式会社
設立５０周年誠におめでとうございます。100周年に
向けて、更なるご繁栄を社員一同祈念いたします。

株式会社ナカニシ
設立50周年記念を心からお祝い申しあげますと
ともに、今後さらに大きく飛躍されますよう祈念
いたします。

長堀工業株式会社
この度は設立50周年おめでとうございます。
半世紀にわたり発展を続けられた貴社の実績と
皆様のご努力に敬意を表すと共に今後の一層の
ご繁栄を心より祈念申し上げます。

名古屋ダイヤモンド工業株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。
皆様のご健勝と、貴社ますますのご躍進をお祈り
致します。

株式会社ナベヤ
この度、誠に喜ばしく謹んでお祝い申し上げます。
益々ご発展を遂げられますことを心よりお祈り申し
上げます。

メーカーからのお祝いメッセージ
（敬称略） （敬称略）

伊藤信を囲む忘年会 2013

どてらい市 2011（熱のこもった商談中）

本社（名古屋市）

伊藤信を囲む忘年会 2017（今年で 24回目）
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（消費税別途）

　住友電気工業ハー

ドメタル事業部の新

製品、高精度隅削り

カッタ『ＳＥＣ‐

ウェーブミル™ＷＥ

Ｚ型』の需要が高

まっている。

　近年、機械加工分

野で要求される寸法

精度や加工品位は厳

しさを増しており、加工する工具に対しても、壁

面精度や、加工面の粗さへの改善要求がますます

強まっている。

　これらのニーズに対応したのが『ＳＥＣ‐

ウェーブミル™ＷＥＺ型』で、超硬インサート刃

先形状の最適設計と、高精度なインサート造形技

術の組み合わせにより、隅削り加工において、優

れた壁面精度と仕上げ面品位を実現する。

　また、大きなランピング角を有する刃径φ14

～φ160㎜までの幅広いカッタラインアップと、

新たに開発したミリング専用のインサート新材種

を揃えており、自動車や航空機、造船、産業機械

分野などの様々な加工に対応できる。

　さらに、シャープな切れ刃設計を有する研磨級

インサートをラインアップに加えることで、軟鋼

やステンレス、あるいはアルミニウム合金などの

加工において、加工音とバリの発生を最小化する。

　真空機器専門メーカーのシュマルツが発売した

スプリングプランジャー『ＦＳＴ‐ＬＯＣＫ‐Ｈ

Ｄ』は、任意の位置でのストロークの固定が可能

で、安定した搬送とハンドの汎用化を実現した。

　これまでのスプリングプランジャーでは、吸着

時の高低差を吸収できても、持ち上げ時にスト

ロークが元に戻ってしまうため、ワークの姿勢が

維持されない、ストロークが戻った時の衝撃に

よってワークがずれる、落下するなどの課題が

あった。

　『ＦＳＴ‐ＬＯＣＫ‐ＨＤ』は、ストロークの

位置を固定することで、持ち上げ時のワークのた

わみを予防し、吸着時の姿勢を維持する。搬送時

の揺れも抑えるため、搬送サイクルの上昇に寄与

し、またリリース時の位置決め精度を向上する。

　また、形状の異なるワークにも柔軟に対応し、

同一ハンドでの多品種搬送に最適である。多品

種・小ロット生産の加工や、溶接工程などの専用

治具・ハンドの設計、付替えコストの削減も可能

である。

　一方、ストロークの位置調整は圧縮エアのみで

可能である。電気的な制御が不要なため、停電時

も位置が維持され、急激なストロークの動きによ

るワークのズレや落下を防止する。ストロークの

長さは50㎜と100㎜の２タイプをラインアップ。

なお、真空パッド接続口はオネジ・メネジ両方に

対応するため、さまざまなパッドを取り付けるこ

とが可能である。

　ハタヤリミテッドは、100Ｖコンセント付コー

ドリールに携帯電話やスマートフォンなどのモバ

イル端末の充電ができるＵＳＢポートを装備した

『ＵＳＢポート付（４ポート）コードリール・Ｓ

‐３０Ｕ４』（屋内用）をこのほど新発売した。

　現場作業を進めるためには、携帯電話・スマホ

の使用は不可欠。これまではそれらのモバイル機

器を充電するのに電源が使用され、照明器具など

他に必要な100Ｖ機器が使えないという課題が

　オークマの次

世代ロボットシス

テムとベストセ

ラー旋盤が完全

融合して誕生した

『ＬＢ３０００ＥＸⅡ 

ＡＲＭＲＯＩＤ』は、

これまで人の手で

担っていた作業をロボットが行うことで、あらゆる工程

をこなす。ロボットと機械が完全融合したのは、世界初

で生産性向上に直結するマシンと話題を呼んでいる。

　最大の特長は、ロボット専用の知識や技術、システ

ムインテグレータが不要な点。機械もロボットも一つ

の操作盤で操作するため、機械と同じ操作感覚で使

用できる。また、ガイダンスに従って動作設定するだけ

で、ロボットが最適な動作経路を自動生成する。

　ものづくりの現場では人材不足が大きな問題となっ

ており、オペレータの負荷を軽減する付加価値の高

い自動化が必要とされる。こうした課題に取り組み、

様々な対象加工物に柔軟に対応でき、誰でも簡単に

操作できるロボットシステムが『ＬＢ３０００ＥＸⅡ　

ＡＲＭＲＯＩＤ』である。

　なお、設置面積がコンパクトなのも特長に上げられる。

 【主な仕様】

　▽制御軸数＝４軸（Ｊ１、Ｊ２、Ｊ３、Ｊ４）

　▽最大ワーク可搬重量＝５㎏。
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ロボットと旋盤が完全融合
『ＬＢ３０００ＥＸⅡ ＡＲＭＲＯＩＤ』
自動化と生産性革新を実現

日東工器

流量大幅増で作業効率向上

「ＳＰ－ＶカプラＴｙｐｅＡ」開発

ベッセル

『ウッディ スイベルソケットレンチセット』
『ウッディ スイベルラチェットハンドル』

快適なネジ締め作業を実現

用語イミ

ビット毎秒（ビットまいびょう）
　ビット毎秒（ビットまいびょう）は、転送レー
トとしてはビット速度の単位である。
　1秒間にデータ転送路上の仮想の、または
物理的な地点を通過した（すなわち転送され
た）ビット数と定義される。モデムやルータ、
シリアルATAやLANケーブルなどのデジタ
ル通信機噐で用いられる。bps（ビーピーエ
ス、bit per second、ビットパーセカンド）
とも。

住友電気工業

高精度隅削りカッタ

優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現
『SEC-ウェーブミル™ WEZ型』

シュマルツ

任意の位置でストロークを固定

『ＦＳＴ‐ＬＯＣＫ‐ＨＤ』発売
スプリングプランジャー

ハタヤリミテッド

ＵＳＢポート付コードリール

100Ｖ機器とスマホ同時に使用可能
『Ｓ‐３０Ｕ４（屋内用）』新発売

スプリングプランジャー『ＦＳＴ‐ＬＯＣＫ‐ＨＤ』使用例

あったが、新製品は

100Ｖ電源２口に加

え、ＵＳＢポートを

４口装備したことで、

同時に使用すること

が可能となり、利便

性が高まった。

　これにより、電源

元が少なくなる工事

現場やイベント会場、災害時の避難所でのＵＳＢ

機器の充電に大きな効果を発揮する。接続は１口

最大２Ａ、４ポート合計で４Ａ。ＡＣコンセント

は合計1400Ｗまで。

　また、接続部は開閉式スケルトンカバーにより、

ＬＥＤパイロットランプ内蔵なので、電源に接続

されているかどうか、遠くからでも識別できる。

　なお、同製品は一般社団法人防災安全協会の

「防災製品等推奨品」に認定されている。

　不二越の新超硬ドリル

シリーズ「アクアREVO

ドリル」は、同社が新開

発した超硬材料だけでな

く、形状、コーティング

も一新した革命的な製品

である。

　穴あけ加工に求められ

る全ての機能を飛躍的に

向上した、登場以来好評

で、販売実績を順調に積

み上げている「アクア

REVOドリル　スタブ／

レギュラ」タイプに加え、このほど、第2弾とし

て「アクアREVOドリルオイルホール」を開発さ

れた。特長は次の通り。

　▽新発想のオイルホール形状「REVO Power 

Cooler」を採用。

　▽流体解析の活用により、冷却性・潤滑性・切

りくず排出性を高め、圧倒的長寿命を実現。

　▽一般鋼からステンレス、高硬度材まで幅広い

被削材に対応。

不二越

「アクアREVOドリルオイルホール」
新開発！圧倒的長寿命を実現

迅速流
体継手

　日東工器は、

迅速流体継手

「ＳＰ－Ｖカプラ

TypeＡ」を開発

し、８月より発売

を開始した。

　「ＳＰ－ＶカプラＴｙｐｅＡ」は、約60年前から販売し

ている「ＳＰ－Ｖカブラ」の後継機種で、業務用・家庭

用・自動車用のエアコン、冷蔵庫、冷凍機などの機器

内に組み込まれる配管や圧縮機に対しての漏れ検査、

真空引き、冷媒の充てん時の需要のウェイトが高い。

　「ＳＰ－ＶカプラＴｙｐｅＡ」は、ソケット・プラグともに

自動開閉バルブを備え、真空度1.3×10-1Paまで

の真空保持が可能といった基本性能を受け継いで

いる。従来品と比較して流量が141％向上し（1/4サ

イズの場合）、気密試験や充てん作業の効率化に貢

献する。

　また、地球温暖化に関して気密性が求められてい

る冷媒に対して、自動開閉バルブの構造やパッキン

形状を改良し、気密性能の向上を図った。バルブに

ストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブ

が着座（特許取得済）する。

　今後は、エアコンや冷蔵庫の製造の効率化や、今

後の技術の発展とともに必要となる、真空性能や気
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定される。
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ット・プラグの一式で￥4,960円（税別）から。なお、ス

テンレス鋼製の1/2、3/4サイズは受注生産品となる。

　ベッセルは、8月2日より新製品「ウッディ スイベル

ソケットレンチセット」全3アイテム、「ウッディ スイベ

ルラチェットハンドル」全2アイテムの発売を開始した。

　出張整備や持ち運びツールにおいては、常にきれ

いに収納でき、必要なサイズが揃い簡単に取り出せ

ることが望まれている。
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ェットハンドルやソケットなどとセットされており、付属
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く、補助的なものになっているが、ウッディ スイベルラ

チェットハンドルは、奥まった箇所でも使いやすいく

びれ形状で、水やオイルなどによる手の滑り抜けを防

止し、快適なネジ締め作業を実現するツールセットと

して開発された。

　首振り×ノンス

リップをはじめと

する特長は次の

通り。

　▽ウッディ ス

イベルラチェット

ハンドル

　①奥まった箇

所でも使いやす

いくびれ形状で、水やオイルなどによる手の滑り抜け

を防止する。

　②ハンドルを縦位置にすることで、ドライバーと同

様の早回しができる。

　③狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッド。

　④手袋を着けていても正逆の切り替えしやすいく

ぼみ形状。

　▽ソケット：狭い箇所でもナットに合わせやすい12

角を採用。

　▽ディープソケット：六角部が深く、ナットと共にレ

ンチが上がりにくく、限りのあるスペースで有効。

（No.HRW3005M-SWのみ）

　▽クイックスピンナ：小さいソケットは、ヘッド部が

邪魔してソケットを持っての作業がしづらいが、その

際の作業をサポートする。

　▽セットケース

　①置き忘れ防止(FOD)ウレタンフォームを型抜き

し、色で取り出したツールが識別できる。

　②持ち運びに便利な収納ボックス。四つの角をエ

ラストマーでカバーしており、滑りや落下に強い。ふ

たには、外れにくいスライドロックを採用。

　なお、セット内容については下記ホームページ

参照。

https://www.vessel.co.jp/userfiles/news/relate

d_data220190801-173624.pdf
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献する。

　また、地球温暖化に関して気密性が求められてい

る冷媒に対して、自動開閉バルブの構造やパッキン

形状を改良し、気密性能の向上を図った。バルブに

ストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブ

が着座（特許取得済）する。

　今後は、エアコンや冷蔵庫の製造の効率化や、今

後の技術の発展とともに必要となる、真空性能や気

密性が求められる配管に幅広く使用されることが想

定される。

　さらに、流体の性質に合わせた３種類のシール材

質と２種類の本体材質を用意し、サイズは1/4、3/8、

1/2、3/4の４タイプをラインナップ。標準価格はソケ

ット・プラグの一式で￥4,960円（税別）から。なお、ス

テンレス鋼製の1/2、3/4サイズは受注生産品となる。

　ベッセルは、8月2日より新製品「ウッディ スイベル

ソケットレンチセット」全3アイテム、「ウッディ スイベ

ルラチェットハンドル」全2アイテムの発売を開始した。

　出張整備や持ち運びツールにおいては、常にきれ

いに収納でき、必要なサイズが揃い簡単に取り出せ

ることが望まれている。

　通常ソケットレンチセットは金属製のケースにラチ

ェットハンドルやソケットなどとセットされており、付属

のドライバーハンドルについては簡易的な製品が多

く、補助的なものになっているが、ウッディ スイベルラ

チェットハンドルは、奥まった箇所でも使いやすいく

びれ形状で、水やオイルなどによる手の滑り抜けを防

止し、快適なネジ締め作業を実現するツールセットと

して開発された。

　首振り×ノンス

リップをはじめと

する特長は次の

通り。

　▽ウッディ ス

イベルラチェット

ハンドル

　①奥まった箇

所でも使いやす

いくびれ形状で、水やオイルなどによる手の滑り抜け

を防止する。

　②ハンドルを縦位置にすることで、ドライバーと同

様の早回しができる。

　③狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッド。

　④手袋を着けていても正逆の切り替えしやすいく

ぼみ形状。

　▽ソケット：狭い箇所でもナットに合わせやすい12

角を採用。

　▽ディープソケット：六角部が深く、ナットと共にレ

ンチが上がりにくく、限りのあるスペースで有効。

（No.HRW3005M-SWのみ）

　▽クイックスピンナ：小さいソケットは、ヘッド部が

邪魔してソケットを持っての作業がしづらいが、その

際の作業をサポートする。

　▽セットケース

　①置き忘れ防止(FOD)ウレタンフォームを型抜き

し、色で取り出したツールが識別できる。

　②持ち運びに便利な収納ボックス。四つの角をエ

ラストマーでカバーしており、滑りや落下に強い。ふ

たには、外れにくいスライドロックを採用。

　なお、セット内容については下記ホームページ

参照。

https://www.vessel.co.jp/userfiles/news/relate

d_data220190801-173624.pdf
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弊社が50周年を迎えるこ
とができたのも、大切な
お客様はじめ、仕入先様・
メーカー様の支えがあっ
たからだと感じています。
この感謝の気持ちを忘れ
ることなく、日々、仕事に
励みたいと思います。

吉田 直弘

大きな節目の年に社員
の一員であることを嬉
しく思います。周りへ
の感謝の気持ちを忘れ
ず、心身ともに健康で
いれるよう何事にも前
向きに取り組んでいき
たい。

伊藤 夢華

50周年という大きな節
目を伊藤信産業にて従
事することができ、喜ば
しく思います。これからの営業、事務に
おいてお客様に喜ばれ
る仕事をしていきたいと
思っています。

福澤 瞭一

これか
ら経理

の新し
い

業務を
引き継

ぐこと
に

なるの
で、今

まで以
上

に正確
で迅速

な対応
を

心掛け
ます。

会社を
底

辺から
支えて

いける
よ

う自身
のレベ

ルアッ
プ

に努め
ます。

松下 恵
理

まだ新
入社員

として
入社

したば
かりで

あるの
で、

日々先
輩方に

付き添
い

学んで
います

。この
50

周年を
きっか

けに会
社

ととも
に自分

も大い
に

発展・
成長し

ていき
たい

と思っ
ていま

す。

山田 
徹

佐野は
大志を

抱き、
新

時代（
令和時

代とA
I時

代）黎
明期　

大海に
出、

上海中
京機械

有限公
司

の同志
たちと

伴にア
グ

レッシ
ブに行

動、進
化

し続け
ます。

佐野 
達哉

50周
年を迎

えるに
あ

たり、
今後益

々会社
が

発展
をする

ように
、

日々努
力を重

ねてい
き

たいと
思いま

す。

加藤 
智一

ブラザー工業株式会社
設立50周年。貴社の今までのご功績に敬意を
表すとともに、未来に向けて益々のご発展お祈り
いたします。

パナソニック インダストリアル
      マーケティング&セールス株式会社

設立50周年を迎えられ心よりお祝い申し上げます。
これまでの発展に敬意を表すとともに、益々の躍進
を祈念いたしております。

株式会社早坂精密工業
設立50周年記念をお祝い申し上げますと共に、
今後ますますのご繁栄を心からお祈り致します。

株式会社 不二越
設立50周年おめでとうございます。
貴社の今までのご功績に敬意を表すとともに、今後
のさらなるご繁栄を心よりお祈りいたします。

株式会社フジテック
設立50周年おめでとうございます。
一言で50周年と言えますが半世紀です。大変なご
苦労があったと思いますが50年の積み重ねが今後
の発展に寄与することと思います。

二村機器株式会社
設立50周年誠におめでとうございます。
今後ますますのご活躍を心よりお祈り致します。

日進工具株式会社
設立50周年、この喜びの節目を迎えられたのは
社長様をはじめ社員の皆様の努力の賜物と心より
お祝い申し上げます。

日東工器株式会社 中日本支社
この度は、設立50周年、誠におめでとうございま
す。確実な発展を遂げられた貴社の実績と皆様のご
努力に敬意を表すと共に貴社の一層のご繁栄を心
より祈念申し上げます。

日本レヂボン株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。
今までのご功績に敬意を表すとともに、今後のさら
なるご繁栄をお祈りいたします。

株式会社ミツトヨ
貴社の会社設立５０周年を心よりお喜び申し上げま
す。令和の幕開けと共に、貴社の更なるご活躍で、
日本のモノ作りが益々活気ある時代になる事を心よ
り期待しています。

三菱日立ツール株式会社
大きなときの区切り
区切りはあるが繋がっている
人智を尽くされた結果、振り返ると大きな宝の山が
ときは宝をみるごとし

三菱マテリアル株式会社
設立５０周年、誠におめでとうございます。
今後も市場変化に対応し、変革と持続的成長を祈念
申し上げます。

三菱電機株式会社
設立50周年を心からお祝い申し上げますとともに、 
今後も益々飛躍されますことをお祈り致します。

ミニター株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。貴社の
実績と皆様のご努力に敬意を表すと共に、一層の
ご繁栄を祈念申し上げます。

株式会社メトロール
設立50周年記念、おめでとうございます。
伝統ある貴社のますますのご発展を祈念いたし
ます。

株式会社ベッセル
貴社設立50周年、誠におめでとうございます。我々
ベッセル一同喜ばしい限りと存じます。今後ますます
のご躍進を心よりお祈りいたします。

三木ネツレン株式会社
設立５０周年おめでとうございます。
伊藤信産業株式会社の益々のご発展と、皆様の
ご健勝を祈念申し上げます。

森本精密シャフト株式会社
設立50周年を迎えられたこと心よりご祝福申し上
げます。
今後なお一層のご躍進をとげられることをご祈念申
し上げます。

株式会社
やまわエンジニアリングサービス

設立50周年おめでとうございます。
輝かしいご発展を遂げられた皆様の努力に敬意
を表し、さらなる飛躍を心より祈念しております。

ユキワ精工株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。
世界展開されるグローバル企業の貴社の益々の
ご隆盛並びに社員の皆様のご健勝を衷心より
祈念申し上げます。

ユニオンツール株式会社
設立50周年おめでとうございます。貴社のご功績
に敬意を表すと共に、今後のさらなるご繁栄をお
祈り致します。

株式会社レヂトン
設立50周年おめでとうございます。設立50周年をお
迎えられ心よりお祝い申しあげます。長きにわたり業
界に貢献されてきた御社の功績を讃えるとともに、今
後のますますのご発展とご活躍を祈念しております。

BIG DAISHOWA株式会社
貴社　設立50周年誠におめでとうございます。
謹んでお祝い申し上げます。
貴社の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。

Mipox株式会社
この度は貴社設立50周年、誠におめでとうござ
います。今後、益々のご繁栄を心よりお祈りいた
します。

株式会社MSTコーポレーション
設立50周年、誠におめでとうございます。
貴社のご功績に敬意を表すとともに今後ますますの
ご発展を心よりお祈り致します。

TONE株式会社
設立５０周年誠におめでとうございます。
貴社の今までのご功績に敬意を表すとともに、
今後さらなるご繁栄を心よりお祈り致します。

株式会社日研工作所
半世紀を凪の時も荒波の時も航海し続けてここまで
来られました。ご努力の賜物ですね。新たな船出も
お供させて下さい。

メーカーからのお祝いメッセージ
（敬称略）

社員メッセージ

「50周年を迎えて」をテーマにメッセージをご紹介します。（順不同）

まだまだ未熟な私ですが、50
周

年を迎える場にたてたことに
感

無量であります。

これからも伊藤信産業、そし
て

私自身の成長の為に精一杯精
進

してまいります。
北川 貴裕

いつもお世話になります。50周年を迎えるにあたり社是であります「チャレンジ」「フロンティアスピリット」「ネバーギブアップ」心新たに取り組んでまいります。

藤林 智成

仕入れ先の皆様、お客様
に色々教えていただき、
今の自分があると思って
います。50周年を迎え、
これからもより一層頑張
ります。これからもご指
導いただけますようよろ
しくお願い致します。

近藤 恭子

吉田 直弘

まだまだ未熟な私ですが、50
周

年を迎える場にたてたことに
感

岐阜西営業所

どてらい市 2019　来年もおたのしみに

沢山のメッセージをいただき誠にありがとう
ございました。
今後とも変わらぬご指導ご支援を賜りますよう、
心からお願い申し上げます。

メーカーの皆様

常務取締役　伊藤啓二

社員旅行  
黒部 2014

これから
先次の5

0年

に向けて
、伊藤信

産業

株式会社
の発展の

為の

重要なピ
ースの1

部と

なれるよ
う、気持

ちを

新たに何
事にも挑

戦し

続けてい
きたいと

思い

ます。 池元 大輝

入社以来M&Tニュースの編集に携わらせていただいています。日々の業務は明るくにこやかに！M&Tニュースはより読む方の視点にたつことを意識し取り組んでいきたいです。

中野 未樹

私は現在育児休業中ですが、
伊

藤信産業の一員として大きな
節

目の50周年を迎え復帰後に
は

これまで以上にお客様に貢献
で

きる様努めて参ります。

沼波 智香

私は伊藤信産業
㈱に来

て一年にも満たな
いです

が、50周年と言
う大き

な節目に当社で
仕事が

出来る事に感謝
し、今後

の発展に微力な
がら貢

献出来るよう努力
してい

きたいと思います
。

日野 直美

皆様の多大なるお力添えが
あり、

この50周年を迎えること
がで

きました。これからも皆様
の期

待に応えられるよう日々精
進し

て参ります。宜しくお願い
致し

ます。

中田 豊彦

50周年を迎える事をで
きました。今後、お客様、弊社共に
発展していける様、自分
自身も勉強しより良い
提案していきます。
これからも宜しくお願
い致します。

尾﨑 一衛

正確・
迅速・

丁寧を
モッ

トーに
、お客

様・仕
入先

様との
コミュ

ニケー
ショ

ンも大
切にし

、信頼
関係

を築き
業務に

励んで
いき

たいで
す。

安田 
理恵

祝！50周年！

お客様、メーカー様、仕入
先様、

諸先輩方の作り上げられた
歴史

に感謝です。

これからの歴史を作り上げ
る一

人と認識し、努力していき
ます。

高田 康弘

記念すべき
50周年に伊

藤

信産業㈱に
在籍してい

る

ことを光栄に
思います。こ

の業界に足
を踏み入れ

た

当初より会
長と伊藤部

長

にはお世話
になり、すで

に

４０有余年が
すぎました。

感謝です。
樋口 幸二

今後もより多くのユーザー様にご満足いただけるように、誠心誠意、職務に邁進していきます。更なる発展へ共に、満足を提供していきます。

藤本 崇

50周年の大きな節目
の年に社員の一人であ
ることを誇りに思いま
す。今後の発展に微力
ながら貢献したいと思
います。

青木 靖子

50周年
の節目と

いう

事で気持
ち新たに

引き

締め、皆
様の縁の

下の

力となれ
るよう全

力で

努めてい
きたいと

思い

ます。

山中 卓也

令和という新しい時代も皆様から愛される会社となれるよう、お客様・お取引先様への感謝を忘れずに伊藤信産業の社員として誇りをもって邁進してまいります。

小林 祥子

感謝の
気持ち

を忘れ
ず、

自分自
身がで

きるこ
と

を追求
し続け

ます。
伊藤

信産業
の一員

である
と

いう誇
りを胸

に、チ
ーム

一丸と
なって

企業価
値

を高め
ていけ

るよう
全

力を尽
くしま

す。

手賀 
早智

伊藤信産業株式会社の一員として、50周年の記念すべき日を迎えられたことを誠に喜ばしく思います。皆様のご期待に添えるよう、今後も努力していきたいと思います。

須藤 滉平

50周年の年に新入社員と
して入社した鈴木です。
記念となる年に入社した
ことを誇りに思い、日々精
進するとともに、来る60
周年を共に歩む方々を迎
えるべく、会社のさらなる
発展に貢献していきます。鈴木 順士

が、50周年と言
う大き

な節目に当社で
仕事が

出来る事に感謝
し、今後

の発展に微力な
がら貢

献出来るよう努力
してい

発展に貢献していきます。鈴木 順士

社員旅行  北陸 2011
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弊社が50周年を迎えるこ
とができたのも、大切な
お客様はじめ、仕入先様・
メーカー様の支えがあっ
たからだと感じています。
この感謝の気持ちを忘れ
ることなく、日々、仕事に
励みたいと思います。

吉田 直弘

大きな節目の年に社員
の一員であることを嬉
しく思います。周りへ
の感謝の気持ちを忘れ
ず、心身ともに健康で
いれるよう何事にも前
向きに取り組んでいき
たい。

伊藤 夢華

50周年という大きな節
目を伊藤信産業にて従
事することができ、喜ば
しく思います。これからの営業、事務に
おいてお客様に喜ばれ
る仕事をしていきたいと
思っています。

福澤 瞭一

これか
ら経理

の新し
い

業務を
引き継

ぐこと
に

なるの
で、今

まで以
上

に正確
で迅速

な対応
を

心掛け
ます。

会社を
底

辺から
支えて

いける
よ

う自身
のレベ

ルアッ
プ

に努め
ます。

松下 恵
理

まだ新
入社員

として
入社

したば
かりで

あるの
で、

日々先
輩方に

付き添
い

学んで
います

。この
50

周年を
きっか

けに会
社

ととも
に自分

も大い
に

発展・
成長し

ていき
たい

と思っ
ていま

す。

山田 
徹

佐野は
大志を

抱き、
新

時代（
令和時

代とA
I時

代）黎
明期　

大海に
出、

上海中
京機械

有限公
司

の同志
たちと

伴にア
グ

レッシ
ブに行

動、進
化

し続け
ます。

佐野 
達哉

50周
年を迎

えるに
あ

たり、
今後益

々会社
が

発展
をする

ように
、

日々努
力を重

ねてい
き

たいと
思いま

す。

加藤 
智一

ブラザー工業株式会社
設立50周年。貴社の今までのご功績に敬意を
表すとともに、未来に向けて益々のご発展お祈り
いたします。

パナソニック インダストリアル
      マーケティング&セールス株式会社

設立50周年を迎えられ心よりお祝い申し上げます。
これまでの発展に敬意を表すとともに、益々の躍進
を祈念いたしております。

株式会社早坂精密工業
設立50周年記念をお祝い申し上げますと共に、
今後ますますのご繁栄を心からお祈り致します。

株式会社 不二越
設立50周年おめでとうございます。
貴社の今までのご功績に敬意を表すとともに、今後
のさらなるご繁栄を心よりお祈りいたします。

株式会社フジテック
設立50周年おめでとうございます。
一言で50周年と言えますが半世紀です。大変なご
苦労があったと思いますが50年の積み重ねが今後
の発展に寄与することと思います。

二村機器株式会社
設立50周年誠におめでとうございます。
今後ますますのご活躍を心よりお祈り致します。

日進工具株式会社
設立50周年、この喜びの節目を迎えられたのは
社長様をはじめ社員の皆様の努力の賜物と心より
お祝い申し上げます。

日東工器株式会社 中日本支社
この度は、設立50周年、誠におめでとうございま
す。確実な発展を遂げられた貴社の実績と皆様のご
努力に敬意を表すと共に貴社の一層のご繁栄を心
より祈念申し上げます。

日本レヂボン株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。
今までのご功績に敬意を表すとともに、今後のさら
なるご繁栄をお祈りいたします。

株式会社ミツトヨ
貴社の会社設立５０周年を心よりお喜び申し上げま
す。令和の幕開けと共に、貴社の更なるご活躍で、
日本のモノ作りが益々活気ある時代になる事を心よ
り期待しています。

三菱日立ツール株式会社
大きなときの区切り
区切りはあるが繋がっている
人智を尽くされた結果、振り返ると大きな宝の山が
ときは宝をみるごとし

三菱マテリアル株式会社
設立５０周年、誠におめでとうございます。
今後も市場変化に対応し、変革と持続的成長を祈念
申し上げます。

三菱電機株式会社
設立50周年を心からお祝い申し上げますとともに、 
今後も益々飛躍されますことをお祈り致します。

ミニター株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。貴社の
実績と皆様のご努力に敬意を表すと共に、一層の
ご繁栄を祈念申し上げます。

株式会社メトロール
設立50周年記念、おめでとうございます。
伝統ある貴社のますますのご発展を祈念いたし
ます。

株式会社ベッセル
貴社設立50周年、誠におめでとうございます。我々
ベッセル一同喜ばしい限りと存じます。今後ますます
のご躍進を心よりお祈りいたします。

三木ネツレン株式会社
設立５０周年おめでとうございます。
伊藤信産業株式会社の益々のご発展と、皆様の
ご健勝を祈念申し上げます。

森本精密シャフト株式会社
設立50周年を迎えられたこと心よりご祝福申し上
げます。
今後なお一層のご躍進をとげられることをご祈念申
し上げます。

株式会社
やまわエンジニアリングサービス

設立50周年おめでとうございます。
輝かしいご発展を遂げられた皆様の努力に敬意
を表し、さらなる飛躍を心より祈念しております。

ユキワ精工株式会社
設立50周年、誠におめでとうございます。
世界展開されるグローバル企業の貴社の益々の
ご隆盛並びに社員の皆様のご健勝を衷心より
祈念申し上げます。

ユニオンツール株式会社
設立50周年おめでとうございます。貴社のご功績
に敬意を表すと共に、今後のさらなるご繁栄をお
祈り致します。

株式会社レヂトン
設立50周年おめでとうございます。設立50周年をお
迎えられ心よりお祝い申しあげます。長きにわたり業
界に貢献されてきた御社の功績を讃えるとともに、今
後のますますのご発展とご活躍を祈念しております。

BIG DAISHOWA株式会社
貴社　設立50周年誠におめでとうございます。
謹んでお祝い申し上げます。
貴社の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。

Mipox株式会社
この度は貴社設立50周年、誠におめでとうござ
います。今後、益々のご繁栄を心よりお祈りいた
します。

株式会社MSTコーポレーション
設立50周年、誠におめでとうございます。
貴社のご功績に敬意を表すとともに今後ますますの
ご発展を心よりお祈り致します。

TONE株式会社
設立５０周年誠におめでとうございます。
貴社の今までのご功績に敬意を表すとともに、
今後さらなるご繁栄を心よりお祈り致します。

株式会社日研工作所
半世紀を凪の時も荒波の時も航海し続けてここまで
来られました。ご努力の賜物ですね。新たな船出も
お供させて下さい。

メーカーからのお祝いメッセージ
（敬称略）

社員メッセージ

「50周年を迎えて」をテーマにメッセージをご紹介します。（順不同）

まだまだ未熟な私ですが、50
周

年を迎える場にたてたことに
感

無量であります。

これからも伊藤信産業、そし
て

私自身の成長の為に精一杯精
進

してまいります。
北川 貴裕

いつもお世話になります。50周年を迎えるにあたり社是であります「チャレンジ」「フロンティアスピリット」「ネバーギブアップ」心新たに取り組んでまいります。

藤林 智成

仕入れ先の皆様、お客様
に色々教えていただき、
今の自分があると思って
います。50周年を迎え、
これからもより一層頑張
ります。これからもご指
導いただけますようよろ
しくお願い致します。

近藤 恭子

吉田 直弘

まだまだ未熟な私ですが、50
周

年を迎える場にたてたことに
感

岐阜西営業所

どてらい市 2019　来年もおたのしみに

沢山のメッセージをいただき誠にありがとう
ございました。
今後とも変わらぬご指導ご支援を賜りますよう、
心からお願い申し上げます。

メーカーの皆様

常務取締役　伊藤啓二
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これから
先次の5

0年

に向けて
、伊藤信

産業

株式会社
の発展の

為の

重要なピ
ースの1

部と

なれるよ
う、気持

ちを

新たに何
事にも挑

戦し

続けてい
きたいと

思い

ます。 池元 大輝

入社以来M&Tニュースの編集に携わらせていただいています。日々の業務は明るくにこやかに！M&Tニュースはより読む方の視点にたつことを意識し取り組んでいきたいです。

中野 未樹

私は現在育児休業中ですが、
伊

藤信産業の一員として大きな
節

目の50周年を迎え復帰後に
は

これまで以上にお客様に貢献
で

きる様努めて参ります。

沼波 智香

私は伊藤信産業
㈱に来

て一年にも満たな
いです

が、50周年と言
う大き

な節目に当社で
仕事が

出来る事に感謝
し、今後

の発展に微力な
がら貢

献出来るよう努力
してい

きたいと思います
。

日野 直美

皆様の多大なるお力添えが
あり、

この50周年を迎えること
がで

きました。これからも皆様
の期

待に応えられるよう日々精
進し

て参ります。宜しくお願い
致し

ます。

中田 豊彦

50周年を迎える事をで
きました。今後、お客様、弊社共に
発展していける様、自分
自身も勉強しより良い
提案していきます。
これからも宜しくお願
い致します。

尾﨑 一衛

正確・
迅速・

丁寧を
モッ

トーに
、お客

様・仕
入先

様との
コミュ

ニケー
ショ

ンも大
切にし

、信頼
関係

を築き
業務に

励んで
いき

たいで
す。

安田 
理恵

祝！50周年！

お客様、メーカー様、仕入
先様、

諸先輩方の作り上げられた
歴史

に感謝です。

これからの歴史を作り上げ
る一

人と認識し、努力していき
ます。

高田 康弘

記念すべき
50周年に伊

藤

信産業㈱に
在籍してい

る

ことを光栄に
思います。こ

の業界に足
を踏み入れ

た

当初より会
長と伊藤部

長

にはお世話
になり、すで

に

４０有余年が
すぎました。

感謝です。
樋口 幸二

今後もより多くのユーザー様にご満足いただけるように、誠心誠意、職務に邁進していきます。更なる発展へ共に、満足を提供していきます。

藤本 崇

50周年の大きな節目
の年に社員の一人であ
ることを誇りに思いま
す。今後の発展に微力
ながら貢献したいと思
います。

青木 靖子

50周年
の節目と

いう

事で気持
ち新たに

引き

締め、皆
様の縁の

下の

力となれ
るよう全

力で

努めてい
きたいと

思い

ます。

山中 卓也

令和という新しい時代も皆様から愛される会社となれるよう、お客様・お取引先様への感謝を忘れずに伊藤信産業の社員として誇りをもって邁進してまいります。

小林 祥子

感謝の
気持ち

を忘れ
ず、

自分自
身がで

きるこ
と

を追求
し続け

ます。
伊藤

信産業
の一員

である
と

いう誇
りを胸

に、チ
ーム

一丸と
なって

企業価
値

を高め
ていけ

るよう
全

力を尽
くしま

す。

手賀 
早智

伊藤信産業株式会社の一員として、50周年の記念すべき日を迎えられたことを誠に喜ばしく思います。皆様のご期待に添えるよう、今後も努力していきたいと思います。

須藤 滉平

50周年の年に新入社員と
して入社した鈴木です。
記念となる年に入社した
ことを誇りに思い、日々精
進するとともに、来る60
周年を共に歩む方々を迎
えるべく、会社のさらなる
発展に貢献していきます。鈴木 順士

が、50周年と言
う大き

な節目に当社で
仕事が

出来る事に感謝
し、今後

の発展に微力な
がら貢

献出来るよう努力
してい

発展に貢献していきます。鈴木 順士
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「50周年を迎えて」をテーマにメッセージをご紹介します。（順不同）

さらなる発展を目指して

　伊藤信産業株式会社は機械工具卸売業として本年1月5日に設立50
年を迎えることができました。
　このようにして節目を迎えることができたのもひとえに良きお客さまお
取引さまそして日々の仕事を支えてくれている社員に恵まれたおかげです。
　40年を迎えた時は「～愛されるイトーノブを目指して～」ヒトと人との

繋がりを大切にして出会いの中で学び、糸口（商材）
を如何に満足していただけるよう築いていくことが役
割とお伝えしました。
　これからの10年は形のあるものについて質の差別化、
形のない材についてはENGサービス事業、メンテ事
業にも注力して事業領域の拡大を進めてまいります。
　激流の情報化社会では一致団結して発想の転換を
進めていかねばなりません。
　名古屋本社をはじめ三河地区、岐阜西（大垣市）、
滋賀（東近江市）のわれわれの三角地帯のマーケッ

トは潜在需要が高く今後の環境整備、体制の整備を本年9月より実施し
て成長エンジンを築いてまいります。
　同様にアジアビジネスにおいても日系主体は継続しつつローカル企業、地
盤産業、成長産業の獲得を推し進め新たなる市場獲得へ邁進してまいります。
　仕入先ならびに関係先の皆さま、更なるご指導、ご鞭撻賜り大切なる
お得意先の皆さまに御礼申し上げますと同時に、共に成長できることを
お願い申し上げます。
　M＆Tニュースも2000年9月15日（金）に第1号発刊してこのたび115号と
19年目を終え20年目のスタートができましたこと皆さまに感謝申し上げます。
　喜んでいただける紙面、盛りだくさんの情報紙となるよう今後も継続し
ていく所存です。
　編集協力では生産材情報、社内情報、催し案内、トピックスなど常々
株式会社中部機工新聞の絶大なる支援をくださり今日まで継続できまし
たこと御礼申し上げます。

代表取締役社長　伊藤 正人

会社設立50周年を迎えて

伊藤信産業株式会社50周年について 会社設立50周年行事を迎えるにあたり

　「光陰矢の如し」2019年1月（令和元年）弊社は機械工具商社として、
５0年を迎えることが出来ました、誠に誠に有難うございます。
　社員、お客様、仕入れ先、メーカーの皆々様には感謝、感謝の言葉
しか御座いません。無我夢中の人生、工具の事しか考えない一筋の人
生50年でした。
　昭和３７年（１９６２年）大学を卒業し世の中大不
況の中、知り合いのコネで大阪、立売堀の工具商社
に就職、荷造り、壱トン車のトラックで配達、6人部
屋、会社の社屋３階の寮生活。商売の町大阪、自分
の人生を変える大きなスタートでした。就職後3年弱
で母親が亡くなり（44歳）父が脱サラで紡績関連の
用度品ビジネスを熱田区桜田町で昭和27年に個人
営業、父が事業を初めて13年、帰ってきてくれと懇願、
私は途中半ばで退社、父の仕事を助け、父の独り身
の寂しさを助けた、名古屋での私の商人としてのスター
トでした。
　世の中車社会に突入、その波に乗り新規開拓の日々、私と上さんの
二人商店、父の商売を引き継ぎながら機械工具ビジネスに方向転換を
徐々に進め現在に至っている。25歳の青二才が愛知、特に名古屋市内、
近郊の鍛冶屋、鉄工所を手当たり次第に飛び込み営業、８割のお客様
は相手にしてくれなかった。
　始めて世間の厳しさを教えて頂き、代えがたき社会の様々な教訓を肌
で学ばせていただきました。父は突然54歳心筋梗塞で他界、4年の間
で両親が亡くなる。親孝行不足は仕事で結果を出すこと、大きな人生の
転換期になりました。
　現在では優秀な社員に恵まれ、良き伴侶，後継者にも恵まれたのも
私の宝です。常に前向きに正しく人生を歩もう、座右の銘（Challenge・
Frontier Spirit・NeverGiveUp）を私の命のある限り裏切らない人生を
精進する覚悟で御座います。

　上海中京机械有限公司作为

伊 藤 信 产 业 ㈱ 的 中 国 子 公 司 ，

于1995年成立，已经24年了。

现有30名员工，感谢伊藤信会

长至今为止的诸多指导和支持。

中国正面临着今美中贸易战争。

经济动向不透明的严峻时期,不

过，今后也承蒙会长，社长的

指导和鞭策，积极地挑战各种各样的课题。相信公司及员工个体的成

长一定会实现，并向前迈进。为了更好的明天，伊藤信日本各事务所，

以及海外各事务所的同仁们一起努力吧。

各位用户，各位厂家，今后也请继续相信我们伊藤信成员奋力和向上

的决心吧!

代表取締役会長　伊藤 照之

伊藤信産業株式会社 沿 革
1952年 4 月
1965年 4 月
1969年 1 月

1972年 5 月
1979年 4 月

1991年 3 月
1995年 6 月
1996年12月
1997年 8 月
2000年 9 月
2003年12月
2004年 6 月
2005年 3 月

2007年 4 月
2007年 9 月
2013年 8 月
2014年 9 月
2016年 6 月
2017年10月
2019年 1 月

伊藤信之 (現会長伊藤照之の父)が伊藤信商店を設立 (名古屋市熱田区桜田町)
伊藤信商店に現会長伊藤照之が入社
伊藤照之が機械・工具の専門商社として伊藤信産業株式会社の法人設立
伊藤照之が代表取締役に就任
社屋を現在の瑞穂区田光町1-10-2へ移転
新社屋新築して人員増強、サービス拡大
無線カー及びポケベルにて御用聞きビジネス (社内外から伝達手段として有効利用)
伊藤正人が伊藤信産業株式会社に入社
中国上海市に上海事務所(上海中京機械有限公司)を設立
伊藤信を囲む会、第一会開催。以降毎年開催
滋賀出張所を東近江市(旧能登川町)に開設
Ｍ＆Ｔニュース第1号発刊、以降隔月発行
滋賀出張所、滋賀営業所に格上げ開設 
中部どてらい市初出展
伊藤照之が代表取締役会長に就任
伊藤正人が代表取締役社長に就任
本社社屋事務所1階2階の改築
会社の仕組みづくり及び環境に配慮して ISO14001認証取得
フィリピン現地法人 (ITO NOBU PHILIPPINES, INC.)設立
滋賀営業所　東近江市五個荘へ移転
岐阜西営業所開設 (岐阜県大垣市)
滋賀営業所　東近江市横溝町へ移転
伊藤信産業株式会社　50周年を迎える

ITO NOBU PHILIPPINES, INC 現法長　米倉  寛
フィリピン現地法人

　本年1月に本社設
立50周年を迎えるに
あたり一言抱負を述
べさせて頂きます。
　伊藤信産業株式
会社のフィリピン現地
法人として2013年
8月にスタートした
ITO NOBU PHILIPPINES,INC.も今年で7年目を迎える事が
出来ました。
　これも偏にお取引先の皆様、そして勤勉なローカル社員のお陰と感謝
致しております。
　現在の日本とは真逆で将来も増え続ける若年労働者の存在、英語能
力が高く外国人に対し親和性が高い国民性、競争力の有る賃金水準、
そして人口1億人を超え毎年6％以上の経済成長を遂げているフィリピン
は大変魅力的な市場です。
　そんなフィリピンでビジネス展開をさせて頂き、この度設立50周年を
迎えられる事に大きな感動を覚え嬉しく思います、と同時に大変身の
引き締まる思いが致しております。
　これを一つの通過点とし、今後更にお客様に信頼されるサプライヤー
を目指し、情報発信の強化とサービス体制の充実を図り筋肉質な会社組
織にする、そしてローカルスタッフには昨日よりも今日、今日よりも明日へと

将来に向けての展望が開け、日々
の幸福感が味わえる会社作りに励
みたいと考えます、今後ともご指導
賜ります様お願い申し上げます。
　最後に皆様のご健勝と一層のご
発展をお祈り申し上げ私の抱負と
させて頂きます。

（日本語訳）
　上海中京機械有限公司は伊藤信産業株式会社中国法人として1995年
設立し24年たちました。
　現在30名の社員が在籍、全員がイトーノブ会長から受けた多 ご々指導
と支えに感謝しております。
　中国では今まさに米中貿易戦争に直面しており経済動向が不透明で

す。大変な時期ですが今後とも真摯に会長、社
長のご指導ご鞭撻を賜りながら積極果敢に挑
戦していきます。
　会社と社員個々の成長が必ず叶う事を信じ
邁進します。より良い明日を築きあげるべく、
イトーノブグループ日本及び海外事務所スタッ
フ全員で頑張っていきましょう。
　ユーザーの皆様、メーカーの皆様、力強く向
上心の高いわたしたちイトーノブメンバーを信じ
ていただき、今後ともご支援ご協力を賜りますよ
う、何卒よろしくお願い申し上げます。

社員メッセージ

50周年を迎え皆様には大変お世話になり、深く感謝いたしております。今後も我が社発展ために日々精進しますので、よろしくお願い申し上げます。日々挑戦！

伊藤 猛泰

上海中京机械有限公司 总经理　姜国庆
中国現地法人

社屋建築中

社屋竣工式

滋賀営業所（旧能登川町）

初期ＩＮＰ事務所

岐阜西営業所初期上海事務所

上海事務所一同来日、本社訪問 ＩＮＰ事務所とスタッフ一同

社員同士結婚式にて上海事務所

節目の50年を迎
え皆

様に厚く御礼申し
上げ

ます。

今後も存在価値を
高め

新しい価値を創造
し誇

りを持ってサー
ビス･

提案に一層の努
力を

もってお応えしま
す。

伊藤 啓二

５０周年という
節目に

社員全員で迎え
ること

ができ本当に嬉
しく思

います。今後も
社員一

丸となり１００周
年へ

バトンタッチが
出来る

よう頑張りたい
と思い

ます。
伊藤 恵子

97年に入社いた
しまし

て、23年目を迎
えまし

た。これからも
一つ一

つのしごとを丁
寧に精

一杯責任感を持
って感

謝の気持ちを忘
れず

やって行きたい
と思い

ます。
颯田 宏之

私たち一人一人は小さ
な存在ですが、みんな
が同じベクトルを目指
すとき大きな力となり
ます。そのとき私たち
は働く喜びを感じ輝く
ことができるのです。

一柳 善郎

このたび記念すべき50年

という節目を迎えること

ができ、お取引さま、社員

の皆さまの厚いご支援の

賜物でございます。私に

とっては、幸せな50年間

でした。心から感謝いた

します。
伊藤 節子

60周年に向け
て仕事

プライべ－ト共
に充実

した10年間を作
り上げ

られるように気
持ちを

新たにし日々精
進して

まいります。

村上 武

50周年を迎え皆様には大変お世話になり、深く感謝いたしております。今後も我が社発

親睦会のボーリング
大会 2019

50周年という記念すべき節目に伊藤信産業株式会社で仕事をしている事を大変、誇りに思います。この先、会社がより発展していけるよう微力ではありますが努力していく所存です。
河村 幸司
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