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私たちはお客様に「最高のモノづくり」をとどける

 当社は、旧日本マランツ株式会社の相模原工場部門が分社化し、各種電子機器の生産請負会社として
1999年1月に設立いたしました。
 創業以来、電子機器のモノづくり一筋に、時代のニーズとエレクトロニクスの技術革新に合わせて
生産設備更新と生産技術力/生産技能力の向上をさせながら、着実に成長を遂げてまいりました。
現在では、極小部品である0201chip搭載可能な実装設備を保有する共に、高度な品質管理システムの
構築をしてきており、顧客からは高い評価を得てきています。

 電子機器業界におけるモノづくりは、民生品のほとんどが中国他東南アジアにて行われており、
国内には社会インフラ関連を中心とする産業機器と車載関連の製品に集約されつつあります。生産
アイテムは時代と共に変化していますが、国内で生産を続けているメーカーは数多くあります。
私たちは、そんなお客様に高品質なモノづくりをお届けすることにより、お役に立ちたいと考えて
います。又、絶対に国内でのモノづくりは無くしてはいけないと我々は考えています。

 当社は長年にわたり築いていきた匠な技能力、最新鋭の表面実装設備、産業機器に特化した特殊な
生産設備等々を使いこなし、さらには一品一様の品質管理と生産プロセストレースシステムで、特別
な付加価値をお客様に提供していきます。

 当社の社員は、一人一人が知恵を出し合い、日々の絶え間ない改善を積み重ねることで、お客様の
御要望に応え続けたいと願っております。

「我社でしかできないモノづくり」目指し、「最高のモノづくり」をお客様に届けられるよう
邁進していきます。モノづくりを安心して私たちにお任せください。

                                                                       代表取締役 中島耕司



会社概要

商号 株式会社 エムイーエス
(英名 M．E．S, Ltd.）

本社所在地 神奈川県大和市中央林間西6丁目7番5号
TEL 製造部[ 046-271-7320 ]  管理部[ 046-271-7300 ]

設立 1999,01,04
代表者 代表取締役社長 中島耕司
資本金 3,000万円
従業員 社員 37名 派遣社員 23名 合計 60名
株主 ﾏﾗﾝﾂｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ株式会社

千代田電子機器株式会社
社員保有株

HP http://www.marantz-mes.co.jp/
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会社沿革

1999年 当時PHILIPS傘下の日本マランツ株式会社の、相模原工場部門が
分社独立し、有限会社エムイーエスを設立した。
日本マランツ株式会社（現D&Mﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）敷地内にて、創業を始める。

2001年 資本金 980万→3000万に増資し、
株式会社エムイーエスに社名を変更

2006年 D&Mﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ本社売却に伴い、工場を移転
相模原市相模大野 → 本社を大和市に移転すると共に、秦野事業所を

設立

2006年 派遣事業認可を取得し、派遣事業の開始

2014年 秦野事業所を大和本社工場に統合

44



企業理念と基本方針

企業理念 私達は、日本で電子機器の生産を行う顧客に、誠意と技術をもって
応え、一人一人の成長と、会社の発展を目指す。

基本方針

品質、サービス、生産、物流、納期及びお客様対応等全ての面でお客様に
喜んで頂けるように努める。

高い生産技術力を身に付け、我社でしかできないものづくりをする。
高付加価値の創出

常に人の為に仕事をする。いい仕事をして、仕事が仕事を集める。

仕事と人が、共に成長する職場にする。

「継続は力なり」後戻りのない常に改善する会社にする。

常に自分に厳しく、向上心を持つ。

『 お客様第一』
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主要取引先
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・マランツエレクトロニクス株式会社 ・ムサシ電子株式会社
・千代田電子機器株式会社 ・株式会社マーク電子
・UMC・Hエレクトロニクス株式会社 ・株式会社メイソル
・伊藤超短波株式会社 ・株式会社日立情報通信エンジニアリング
・新日本電子株式会社 ・山勝電子工業株式会社
・有限会社 ＮＭＫ ・小松製作所 湘南工場
・大日本印刷株式会社 ・株式会社クラウド
・株式会社 電産 ・株式会社 ホーチキ
・株式会社 朋栄 ・タフ株式会社
・株式会社 キョウデン ・新興電気株式会社
・株式会社 メイコー ・株式会社 デザインテック
・トム通信工業株式会社 ・シークスエレクトロニクス株式会社
・アヤセ電子株式会社 ・島田理化工業株式会社
・日産自動車株式会社 ・CIG Photonics japan株式会社
・応用電機株式会社 ・株式会社アバールデータ



株式会社エムイーエス
所在地：神奈川県大和市中央林間西6-7-5
TEL 046-271-7300
資本金：3,000万

マランツエレクトロニクスグループ会社

7

■（株）熊本マランツ
所在地：熊本県宇土市花園町西原２０２４番
TEL 0964-22-2140
資本金：5,000万円

■(株) 宮古マランツ
所在地：岩手県宮古市津軽石

第１９地割１８
TEL 0193-67-2511
資本金：3,000万円

■(株) 千厩マランツ
所在地：岩手県一関市千厩町千厩字

下駒場２５４番地
TEL 0191-53-2321
資本金：3,000万円



Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ
電子機器受託製造サービス
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顧客

開発

品質保証

マランツエレクトロニクス株式会社

◆一部開発～基板アートワーク設計
◆グループ会社全体の集中購買

お客様のモノづくりをワンストップで応援します

顧客

材料調達

基板実装

基板ASSY～組立検査

民生機器/産業機器/車載機器/鉄道車両関連/医療機器等、等あらゆる分野において
グループ会社の強みを生かし、開発〜製品組立までのワンストップサービスを提供いたします。

株式会社エムイーエス
◆試作～量産まで、基板実装～完成品加工まで柔軟に対応
◆産業機器分野での特殊加工 ・防湿コーティング・基板洗浄

・プレスフィット・
・BGAのリペア＆リボール
・XLサイズの大型基板対応

◆品質保証 ・CO2レーザーマーカーと画像検査システムを駆使し、
品質及び生産におけるトレースシステムを構築

・静電対策に十分配慮された生産現場



事業内容：モノづくり事業①

最新技術を駆使したSMT受託
ﾓﾊﾞｲﾙ端末～超大型基板
基板ｻｲｽﾞ 460×600最新設備による高精度実装ライン

産業機器用超大型基板実装

460*600基板ｻｲｽﾞ
板厚5.0mm に対応

0603極小CHIP実装と

狭隣接実装
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SIEMENS-Line × 2ﾗｲﾝ
Panasonic-Line  × 1ﾗｲﾝ

クリーム半田印刷後の
3D体積検査



事業内容：モノづくり事業②

◆RGB照明による半田ﾌｨﾚｯﾄ検査

◆独自の画像検査技術による
有極性部品と部品識別表示確認

◆1枚単位での品質確認トレース

◆基板外観検査装置 マランツエレクトロニクス社 ２２Ｘ
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マランツエレクトロニクス製 22Xシリーズ

アングルカメラ ８方向
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◆オムロン ３Ｄ 外観検査装置

事業内容：モノづくり事業②

ＶＴ－Ｓ７３０Ｈ



事業内容：モノづくり事業③

◆検査ﾃﾞｰﾀ画像保管

12

◆ｲﾝﾗｲﾝ・ﾘﾌﾛｰ後履歴照合可能

QRｺｰﾄﾞを基板に書き込んで
SMTﾗｲﾝに投入

生産プロセスと部品LOTのトレースシステム

バーコード

データマトリクスコード

データ量の圧縮

■3(29文字) ■5(70文字)

例えば
西暦＋日付＋時間＋
ロット＋シリアルなど

従来は難しかった
重複の無い採番も可能
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◆電子機器組み立て作業工程
半田付け加工：電気検査：完成品組立

事業内容：モノづくり事業④

モジュール組立加工

完成品組立工程

ファンクション検査工程

作業工程ごとに専用作業台を作成し、効率と品質を
高い次元で融合させる事を目指しています

静電対策を施し
た専用作業台
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◆産業機器製品に対応した生産工程
基板洗浄

事業内容：モノづくり事業⑤

◆大型基板への対応 サイズ：５００Ｘ４００

（導入時の各種試験結果）

洗浄剤 クラレ製 ファイントップS110

実装基板の洗浄において
実績と定評が高い
グリコールエーテル系
洗浄剤を使用

（ｸﾞﾘｺｰﾙｴｰﾃﾙ系とは）
荒川化学ﾊﾟｲﾝｱﾙﾌｧｼﾘｰｽﾞ
花王のｸﾘﾝｽﾙｰなど
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◆産業機器製品に対応した生産工程
基板洗浄・ﾌﾟﾚｽﾌｨｯﾄ

事業内容：モノづくり事業⑤

コネクターのプレスフィット加工

プレスフィット設備

圧入冶具も作成します

◆大型基板への対応 サイズ：５００Ｘ４００（実績）

◆ロードセルによる荷重管理も可能



★ ﾏｽｷﾝｸﾞが不要となります

3種類のｺｰﾃｨﾝｸﾞ材料に対応

ﾀｯﾌｨｰ ﾍﾟﾙｶﾞﾝZﾋｭﾐｼｰﾙ
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◆産業機器製品に対応した生産工程
防湿ｺｰﾃｨﾝｸﾞ（3種のｺｰﾃｨﾝｸﾞ材に対応）

事業内容：モノづくり事業⑥

卓上自動コーティング装置

スプレーコーティングブース

塗布工程

・ﾏｽｷﾝｸﾞ+ｽﾌﾟﾚｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ

・卓上自動ｺｰﾃｨﾝｸﾞ （ﾍｯﾄﾞ部写真） （塗布ｲﾒｰｼﾞ）
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◆ＢＧＡ／ＣＳＰのリワーク・ﾘボール
高密度実装からの豊富な経験より、お客様のニーズに合った、再生を可能にします。

事業内容：モノづくり事業⑦

大型基板対応リワーク装置 リボール加工

L型基板対応 ﾘﾍﾟｱ装置
※ｵｰﾄﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ機能搭載

リボールの工程フロー

1.基板(部品)ベーキング

2.クリーニング(半田除去)

3.フラックス塗布

4.半田ボールの搭載

5.加熱(リペア機)

6.洗浄・外観検査

リボール装置

リペア機による
加熱



ﾐｼﾝ目分割
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◆産業機器製品に対応した生産工程
多様な基板分割工程

ﾙｰﾀｰ分割

装置名

ＳＡＭ－ＣＴ２３ＮＪ

装置名

Ｈｅｋｔｏｒ２

事業内容：モノづくり事業⑨

Vｶｯﾄ分割

Ｔ－ＭＤ４
Ｔ－ＭＥ２５

装置名

Ｔ－ＭＤ２



熱衝撃試験
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◆産業機器製品に対応した品質保証体制

実装信頼性の検証（ﾗｲﾌｻｲｸﾙﾃｽﾄ試験
・X線検査装置）

※X線検査装置の適応基板ｻｲｽﾞ
350×250mm

X線検査装置

事業内容：モノづくり事業⑩



マイクロスコープによる断面観察
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◆産業機器製品に対応した品質保証体制
実装信頼性の検証（半田付部分の断面観察）

事業内容：モノづくり事業⑪
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◆産業機器製品に対応した品質保証体制
湿度ｺﾝﾄﾛｰﾙされた製造ｴﾘｱ

SMT/ASSY工程全ﾌﾛｱに、調湿ｼｽﾃﾑの導入

①電子部品の回路破壊防止

②ゴミ/異物等の付着防止による実装品質向上

逆浸透膜方式による純水の生成
平均粒子7.5μmの微粒子による噴霧

静電気の発生を抑制

事業内容：モノづくり事業⑫
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多様なﾆｰｽﾞに応える為の周辺設備

L型基板対応 オールインワンポイントはんだ付装置
※プリヒータユニット装備
※スプレーフラクサ搭載。
※CCDカメラによるティーチング゛対応で

はんだ付プログラム作成の簡略化。
※はんだ付部品ライブラリー編集機能による

はんだ付データの構築。
※窒素環境でのはんだ付対応。

ﾎﾟｲﾝﾄ噴流はんだ付装置

事業内容：モノづくり事業⑬
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顧客の多様なニーズに応える為
生産要員及び生産技術要員の支援

事業内容：一般/特定派遣

■SMTﾏｼﾝｵﾍﾟﾚｰﾀｰ（自動装着機取扱経験者）

鉛フリー半田付け作業・共晶ハンダ半田付け作業
製品組立作業等など、基板組立経験者・調整検査作業経験者

主な取扱自動装着機 PANA系自動装着機・異型機・印刷機 (MSR、MPA、SPP-V、BM133、BM231etc）
ｼｰﾒﾝｽ自動搭載機・印刷機 （X3、HF3、HS60、F5HM）

生産機種の切換え・マシン立ち上げ・印刷機調整・部品補充、各自動機条件設定出し等

■製造に係る作業（生産組立経験者（国家資格 電子機器組立取得者あり）

※労働者派遣事業者適用番号 派14-300757 H20,07,01取得
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■ISO9001 2015
認証機関：UKAS
監査機関：SGSｼﾞｬﾊﾟﾝ
認証場所：本社大和事業所
認証番号：JP00/017253

■ISO14001 2015
認証機関：UKAS
監査機関：SGSｼﾞｬﾊﾟﾝ
認証場所：本社大和事業所
認証番号：JP08/070433

品質方針・国際認証規格・資格認定制度

■資格認定制度 国家資格 電子機器組立資格取得者 (8名)
協会認定 品質管理検定認定者 (9名)

ESD COODINATOR
(静電気管理技術者)認証者 (1名)

社内認定制度 自動機技能認定・品質管理士
半田付け技能認定・目視検査技能認定

品質第一に徹し、顧客の満足する商品づくりを以って市場の
信頼を築く

品質方針

ものづくり事業で認証取得

ものづくり事業で認証取得
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実装設備一覧：大和本社工場
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実装設備一覧-01
株式会社　エムイーエス 2022/11/5 現在

◆主要設備一覧

装置名 型式 メーカー 合計 基板サイズ 備考

LMC-3000(2.3号機） JUTZE ２台
50×50mm～
510×460×0.6～6.0mm

CO2ﾚｰｻﾞｰ
印字ｴﾘｱ 55mm×55mm

MB-H2D3 KEYENCE １台
50×50mm～
330×250×5.0mm

オフライン

TSP-1100(1.2号機） 天竜精機 ２台  50×50mm～600×460×5.0mm

TSP-1100(3号機） 天竜精機 １台  50×50mm～510×460×5.0mm

VP-5200 CKD ２台
50×50mm～
510×460mm

3D画像処理システム

VP2000 CKD 1台
50×50mm～
460×510mm

3D画像処理システム

接着剤塗布装置 ＨＤＦ Panasonic 1台
50×50mm～
460×550mm

Ｘ３ シーメンス １台
50×80mm～
460×610mm

ﾁｯﾌﾟｻｲｽﾞ　0402対応
※専用ﾌｨｰﾀﾞｰ、ﾉｽﾞﾙ

ＨＳ６０ シーメンス １台
50×110mm～
460×610mm

Ｘ２Ｓ－A シーメンス １台
50×50mm～
560×650m

Ｘ３Ｓ－A シーメンス １台
50×50mm～
560×650m

F5(2号機） シーメンス １台
50×80mm～
610×460×(0.3～4.5)mm

ＭＳＲ－Ｌ Panasonic １台
50×50mm～
460×510mm

ﾁｯﾌﾟｻｲｽﾞ　0603対応
0.08秒/個

ＢＭ１３３ Panasonic １台
100×50mm～
460×650mm

ＢＭ２３１ Panasonic １台
100×50mm～
460×650mm

ＢＭ２２１ Panasonic １台
50×50mm～
250×330mm

SNR-1050GT 千住金属 2台
50×100mm～
500×500mm

窒素（Ｎ２）リフロー
10ゾーン以上

ＳＮＲ－８５０ 千住金属 １台
50×80mm～
400×600mm

窒素（Ｎ２）リフロー
８ゾーン以上

表面実装・部品搭載設備

クリーム半田自動印刷機

リフロー炉

クリーム半田印刷後検査装置

レーザーマーカーステーション

汎用(高速/異形）チップマウンター
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実装設備一覧-02

装置名 型式 メーカー 合計 基板サイズ 備考
２２ＸＤＬ Ｄ６５０ ﾏﾗﾝﾂｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 3台  50×50mm～550×650mm インライン2台　卓上1台
２２ＸＤＬ Ｄ５２０ ﾏﾗﾝﾂｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 4台  50×50mm～460×520mm インライン4台
Ｕ２２ＸＨＭＡ ６５０Ｌ　８００Ｌ ﾏﾗﾝﾂｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 2台  50×50mm～460×520mm インライン　各１台
Ｍ２２Ｘ　ＦＭＡ　 ３５０　６５０ ﾏﾗﾝﾂｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 5台  50×50mm～250×350mm 卓上　5台
VT-S730-H S730-H オムロン １台  50×50mm～460×510mm ラック供給式
マイクロスコープ ＶＨＸ－５０００ キーエンス １台 -
X線検査装置 ＦＸ－１００ ユニハイト １台  50×50mm～300×400mm

装置名 型式 メーカー 合計 基板サイズ 備考

基板洗浄機
HEARVY-4252 クリンビー １台

50×50mm～
460×650mm

洗浄液　クラレ製　ファイン
トップＳ１１０

SAM-CT23Ｎ サヤカ １台

50×50mm～
250×350mm

分割精度　±0.01mm
切断ｽﾄﾚｽ　300μƐ
基板厚　T2.0mm

Ｔ－ＭＤ２ ＴＳＴ １台 Ｙ－２００ｍｍ Ｖｶｯﾄ基板専用
Ｔ－ＭＤ４ ＴＳＴ １台 Ｙ－４００ｍｍ Ｖｶｯﾄ基板専用
Ｔ－ＭＥ２５ ＴＳＴ １台 Ｙ－２５０ｍｍ Ｖｶｯﾄ基板専用

Ｈektor２ Ｃａｂ １台
50×50mm～
250×350mm

基板厚　2.5mm
ｶｯﾄｱｳﾄ幅1.0～3.0mm

TAKUROBO-NEO-L 弘輝テック 1台  50×50mm～380×460mm ﾌﾗｸｻｰ内臓塗布　N2半田

ULTIMA-TRZ 弘輝テック 1台 50×50mm～250×330mm
ULTIMA-SSP(フラクサ） 弘輝テック 1台 50×50mm～250×330mm

局部半田装置 ＴＯＰ－３７５ ﾃｸﾉﾃﾞｻﾞｲﾝ ３台  50×50mm～300×400mm ノズル固定型
コネクタ圧入機 QCP-1-3500 富士ｺﾝﾄﾛｰﾙ １台 奥行　150ｍｍ Ｃ型アーム
コネクタ圧入機 PHC-50KN ＪＡＭ １台 奥行　180ｍｍ Ｃ型アーム
基板コーティングﾌﾞｰｽ ペイント・アレスター塗装ブース ﾊﾟｰｶｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ３台  50×50mm～600×800mm
基板コーティング装置 SHOTMASTER400X 武蔵ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 2台  50×50mm～330×330mm ジェットノズル方式
リワーク装置 Ｓumit-1100 １台  50×50mm～600×800mm ＰＢＦ対応可能

基板分割機

表面実装・検査設備

ASSY関連：生産設備

ポイント噴流半田付け装置
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交通ｱｸｾｽMAP：本社工場

小田急相模原駅

中央林間駅

住所 神奈川県大和市中央林間西6-7-5
TEL     046-271-7300 FAX 046-271-7310

車 ：東名横浜ｲﾝﾀｰより20分
電車：小田急江ノ島線中央林間駅～徒歩15分

小田急小田原線小田急相模原駅～
徒歩25分

■本社大和事業所

㈱ｴﾑｲｰｴｽ

ﾉｼﾞﾏ電気前を右折


