酒井伸線株式会社

SAKAI WIRE CO., LTD.
Wire drawing of metal wires including heat treatment,
manufacturing and sales of the fine wires to the world.
熱処理を含む金属の伸線加工。
世界に向けて細線の製造･販売をしています。

Don’t stop. 止まるな。
Keep growing. 成長を続けろ。

Don’t stop.

る止まるな。

ISO9001:2015 認証取得

ISO9001:2015 CERTIFIED

Keep growing.
ISO 9001:2015 CERTIFIED

１歩１歩、前進しています。

～ Management Philosophy ～
We go forward
step by step.

“Contributing to society and aiming to be a 100-year-old
company.”

創業 1950 年。 社会に貢献し、100 年企業を目指します。

SINCE 1950
・ We offer high “quality” and “cost consciousness” with a wide range
私たちは、高い “品質” と “コスト意識” を持ち、常にお客様のご要望に応じた

of the wire products based on the customer’s requirements.
幅広い線材製品の提供を実現します。

・ We are always focused on “a spirit of the good service” ,
私たちは、“サービス精神” と “思いやり” の心を持ってお客様に接し、

“consideration,” and respond to changes in the environment with such
常に社会から必要とされ続けるよう、

“flexibility” , so our existence should be continuously important to the
環境の変化には “柔軟性” をもって対応します。

society.

・ We aim to be entity that can be realized and be shared
私たちは、常に前向きに挑戦し、個人と組織が共に進歩し

“happiness” as individuals and as the organization that always positively
成長することで “幸せ” を実現し、

challenges, makes progress and grows together.
共感できる企業体を目指します。

Yes! We can make it!! はい！できます！！

次の可能性を切り開く蓄積された技術

Pioneering the next possibility with accumulated technology

"Advance into new fields."
新しい分野への展開
This is the management philosophy of our company, SAKAI WIRE CO., LTD.
これが、私たち酒井伸線の経営哲学です。
Since our establishment, we have been actively installing latest machines & facilities
創業以来、70 年以上に亘り、最新鋭の設備機器を積極的に導入し続け、

for over 69 years, original technology development and can respond to any user's

独自技術の進歩であらゆるユーザーの要求にお応えし、色々な種類の製品を作って参りました。

requirements, and has made年products with various characteristics.
年

State-of-the-art facilities supporting reliable product groups
and our accumulated know-hows.

最先端の設備に支えられた、信頼できる
製品群と蓄積されたノウ･ハウ

We have state-of-the-art facilities and the safe production lines supported by our
私たちには、これまでの長い歴史のなかで蓄積されたノウ･ハウによって支えられた

accumulated know-hows based on a long manufacturing history.

最先端設備と安心な製造ラインがあります。 加えて、私たちは産業のトレンドと市場ニーズに遅れを取らないよう、

In addition, we continuously keep up with trends of industry and market needs. We are
また、それぞれのお客様の要求にお応えできるよう、持てる設備は常に拡張と改造を続けています。

expanding and renovating facilities for responding to each customer’s requirement.

“ Industry-leading products power. ”

業界をリードする製品力

群
In order to respond to the final product that continues diversifications and complications,

多様化と複雑化を続ける最終製品に応えるために、私たちは高精度な製品の発展に焦点を絞って参りました。

we are focusing on developing products with higher precision.

We constantly communicate with customers, and we make suggestions to customers
いつでもお客様の用途に応じたご提案ができるよう、私たちはお客様との会話を
常に持つようにしています。

according to their applications at any time.

NS-10

巻きボビンの一例
DIN-100

P-3

P-5

PL-2

NS-5

DIN-200
5

DIN-80
PL-8

0
5

0

酒井伸線の製品群

SAKAI’S PRODUCTS
硬質線

HARD DRAWN WIRE
DIN-160

輪取りコイル巻タイプ

COIL TYPE Φ0.30mm～Φ0.60mm
ボビン巻タイプ

SPOOL TYPE Φ0.015mm～Φ0.65mm

軟質線

DIN-250

（焼鈍上がり・なまし線）

巻タイプ
SOFT ANEALED
WIRE
ボビン巻タイプ

SPOOL TYPE Φ0.060mm～Φ0.65mm

線の立ち上がり
HEIGHT OF THE HELIX

Business items

お取り扱い商品群

ステンレス鋼線
Stainless steel wires
ニッケル系およびクロム系ステンレス鋼

Nickel based, Chromium based stainless steel
used for spring wires, rope wires, and soft annealed wires

ばね用、ロープ用、その他 軟質線

電熱線・電気抵抗線
Electric wires

電熱用ニクロム線 1 種、２種、鉄クロム線２種

NCHW1, NCHW2, FCHW2, for electric heating wire

高合金線
High-alloy wires

純ニッケル、高ニッケル合金

Pure-nickel, high-nickel alloy

純チタン１種、ニッケル･チタン合金、βチタン合金
チタン線
Titanium wires TW270, Ni-Ti alloy, β-titanium alloy

ステンレス鋼線の加工製品
Stainless steel processed products

等

DP-35

DP-25

CAST O. D. SPECS
線の輪径

DP-5

APPLIED PRODUCTS

使用される用途例

Yes! We can make it!!
はい！できます！

CONTROL CABLE WIRE
コントロール･ケーブル

ROPING WIRE
コントロール･ケーブル

ワイヤー･ロープ

SPRING WIRE
ばね

ブレード（編組）

（真直線）

KNITTING WIRE, WEAVING WIRE
メリヤス編み

織り金網

BRADING WIRE
ブレード（編組）

カテーテル用ガイドワイヤー

SPONGE WIRE, BRUSH WIRE
金属タワシ

金属ブラシ

ワイヤー･ロープ

ELECTRIC HEATING WIRE
電熱線

RESISTANCE WIRE
電気抵抗線

ELECTIRIC CONTACT MATERIAL
電気接触線

メリヤス編み（デミスター）

ばね

カテーテル用ガイドワイヤー

織り金網・メッシュ加工製品

\\

Goldfish(Kingyo) of Yamatokoriyama.

大和郡山の金魚

Nara Park, which is famous for
free-roaming deer Heritage Site

奈良公園のシカ

輪取りコイル巻 硬質線

野生のハイタカ

ボビン巻 軟質線

Sparrowhawk

純チタン線(酸化被膜除去)

野生のハイタカ

Sparrowhawk

法隆寺の五重塔
Horyuji Temple, UNESCO
World Heritage Site

大和郡山城址
A symbol of Yamatokoriyama-City,
Koriyama Castle

Why can’t we?

Yes! We can make it!!
金属細線・伸線加工のことなら、

どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

SAKAI WIRE CO., LTD.
酒井伸線株式会社

Address: 97-3 Imago-Cho, Yamatokoriyama-City, Nara, 639-1031
住所：〒639－1031 奈良県 大和郡山市 今国府(いまご)町 ９７番地３

Tel: +81-743-56-8888

TEL:0743-56-8888(代)

Website:

FAX:0743-56-6077

http://www.sakaiwire.co.jp
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