市丸技研創業者

市丸常一

創業者が生前使っていた設計室は、
『 創業者の部屋 』
として、
今でも当時のまま残されている。
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– Company Profile

社名

株式会社 ROCKY-ICHIMARU
( 英文名 :ROCKY-ICHIMARU Co., Ltd.)
※旧社名：株式会社市丸技研

代表取締役社長

市丸寛展

所在地

〒833-0016 福岡県筑後市大字常用 601
TEL 0942-53-7510
FAX 0942-52-8799

設立

1978年 ( 昭和53年 )11月1日

資本金

18,000,000円

主な事業

産業用装置や機器の設計製作
・タイヤ加硫機用バルブおよび配管ユニット
・タイヤ加硫機やタイヤ成型機の主要機器
・70MPa 高圧油圧機器

取引先銀行

福岡銀行、西日本シティ銀行、三菱 UFJ 銀行

URL

www.rocky-ichimaru.co.jp

タイヤ加硫機用バルブ第一号
（1978年12月撮影）

ver. 2020-001

Our Philosophy

ずっと、こだわり続けてきた。どこまでも追求するものづく
りで、信頼をいただいてきた。それが、私たちの強さの根源。
これからも、こだわり続ける。誰も気付かないところまで。
目に見えないところまで。そこに価値があると知っている
から。新しい価値を生み出し、次のイノベーションを起こ
していく。

見えないところに価値がある。

Message

グローバル・ニッチ・トップ製品を世界中に提供
創業から現在に至るまで、私たちはタイヤ加硫機用バルブや

目に見える価値と
見えない価値の追求
代表取締役社長

市丸寛展

メイドインジャパンに相応しい製品を創出する『面白い企業』
を目指して

タイヤ製造設備機器、高圧油圧機器、その他様々な製品を設計・

私たちはこれから、世界のタイヤメーカーをはじめ、様々な

製造してまいりました。なかでも創業当時からの製品であるタイ

業界に向けて付加価値の高い製品やサービスを開発、提供し続

ヤ加硫機用バルブ『ロッキーバルブ』は国内シェア約90％、海

けることで、付加価値創造型の『面白い企業』として世界で認

外シェア約30％（推計）と世界 No.1のシェアを獲得しており、

知されるとともに、ものづくりを通じて社会の発展に寄与してい

グローバル・ニッチ・トップ製品として世界から認知していただ

きます。

いております。

そのためには、しっかりとしたものづくりを行い、企業情報・

また70MPaという高圧油圧に対応した高圧油圧機器につい

製品情報を発信しつつも、従業員の主な活動の場を日本各地か

ては、1999年に弊社総販売元であるリックス株式会社の高圧油

ら世界各地に大きく広げて、様々な企業との交流や情報収集活

圧機器部門を移管して設計・製造を開始。現在でも多くの企業

動、技術サービスの提供活動を行っていくことが重要だと考え

様とお取引をしております。

ます。

私たちが製造する製品は高度な設計ノウハウと技術力が必要

世界に進出している日本のものづくり企業のひとつとして、日

な価値あるユニークな製品として、国内外のお客様からたくさん

本人特有のきめ細やかな対応や職人気質にあふれた製品を提

の信頼をいただいております。

供することで、メイドインジャパンの名に恥じることのない「夢
のある面白いものづくり」を実践していきます。

細部にわたる理解が新しいイノベーションにつながる
製品を開発する上で私たちがもっとも大切にしているのは、基
本技術と開発の精神。技術力はもちろんのこと、お客様からの
要望を反映したのみの製品をつくるのではなく、本質的な目的

沿革

– History

を理解した上での設計・開発を心がけております。
1978年

福岡県久留米市において、株式会社市丸技研を設立する

1979年

会社を福岡県筑後市に移転する

1993年

福岡県筑後市に現第1工場が完成し、移転する

1995年

第2工場が完成する

し、顧客価値の高い提案を行うように心がけております。

1997年

第2工場を拡張する

企業コンセプト「見えないところに価値がある」

1999年

第3工場が完成する

それらを実現するために現場状況の詳細な把握を徹底。仕様
書だけをたよりに作業を行うのではなく、できる限り現場に赴い
てお客様の想いを聞き、目で見て、音や匂い、温度なども感じ
ることで、現況の細かな部分を把握するように努めております。
それらの情報をもとに、ものづくり企業としての様々な知識や
経験、機器に求められる機能に焦点を当てた柔軟な発想を活用

リックス
（株）
より油圧部門を引き受け、油圧機器の製造を

2018年に私たちは新たな企業コンセプト「見えないところに

開始する

価値がある」を掲げました。
提供する製品やサービスは目に見える価値。私たちはそれに
加えて目に見えない部分、すなわち外からでは確認のできない
ような細かな部分や活動にも注力し、価値創造に取り組んでお
ります。
たとえば、安全面に配慮した加工部品の角部の糸面取り、ま

2003年

第4工場が完成する

2006年

第5工場が完成する

2009年

創業者である市丸常一が退任し、松浦賢治が代表取締役
社長となる

たメンテナンスのしやすさを考慮した構造設計やボルトへの焼き
付き防止剤の塗布、来客への挨拶や全社員参加型の整理整頓
活動など。これらはあくまで一例ですが、事業活動のすべての
面において「見えない部分への配慮」を徹底することが、品質
改善のみならず、製品や会社全体のイメージ向上、ひいてはお

2012年

松浦賢治が退任し、平尾勉が代表取締役となる

2016年

品質保証課（現品質保証室）
を設置する

2017年

平尾勉が退任し、市丸寛展が代表取締役社長となる

客様の自社製品への期待と、その期待を超える「見える成果」
としての製品およびサービスの提供につながるものと考えており
ます。

経営理念を策定する
2018年

創立40周年記念式典を開催する

見える部分と見えない部分の価値を同等に重視し、相乗効果
を発揮することで、お客様の期待に結果で応える好循環を大き
くしていくことに努めてまいります。

カルチャーブックを作成する
第6工場が完成する

2019年

品質マネジメントシステムISO9001:2015の認証を取得する
環境マネジメントシステムISO14001:2015の認証を取得する
社名を
『株式会社 ROCKY-ICHIMARU』に変更する
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見えないところに価値がある。
The value in the invisible.
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Products

タイヤ加硫機用バルブ

ROCKY-ICHIMARU パネルユニット
（RPU）
ROCKYバルブ

弊社独自規格のパネル接続式バルブを用いた、コンパクトな配管システムです。内圧系
統、外圧系統、水圧系統、エア系統全てに対応しており、お客様の系統図および使用場所
に応じて一品一様で設計・製造します。また、RPU 全体を保温し省エネに貢献する保温

本バルブは、主にタイヤ加硫機の内圧系統や外圧系統、水圧系統に用いられているバル

BOX も設計・製造が可能です。

ブであり、国内外で長年の使用実績があります。タイヤの加硫に必要な高温・高圧の流
体を長期間シールすることができ、部品交換などのメンテナンスも容易です。さらに、
お客様の要求仕様や使用方法に応じて、様々な特殊仕様に対応することができます。

RPU の一例

接続形式：ねじ
（Rc, NPT）、フランジ（JIS, DIN, ANSI）
さまざまな規格に応じた接続形式を持つ一般弁です。
・２方 / ３方ピストン弁（TPC シリーズ）
・４方ピストン弁（FP シリーズ）
・蒸気減圧弁（SR シリーズ）

内圧系統用

内圧系統用
（保温 BOX 付）

バグシリンダ及び水圧シリンダ用

上下プラテン及びコンテナ・ジャケットの

水圧駆動 SM シリンダ用

エア駆動 SM シリンダ用

・コントロール弁（DC シリーズ）
・ナックルジョイント（LJ シリーズ）
・Y 形チャッキ弁（YL シリーズ）
・エジェクター（HE シリーズ）
・リリーフチャッキ弁（LCV シリーズ）

DC シリーズ

FP シリーズ

TPC シリーズ

接続形式：パネル（独自形式）
弊社独自規格のパネル接続式バルブです。
・２方 / ３方ピストン弁（PPM/PMM/PPW シリーズ）

蒸気系統用

・４方ピストン弁（PFW シリーズ）
・蒸気減圧弁（PSR シリーズ）

タイヤ製造設備機器

・コントロール弁（PDC シリーズ）
・リフトチャッキ弁（PVL シリーズ）
・リリーフチャッキ弁（PRW, PAW シリーズ）

タイヤの製造工程の設備に使われる様々な機器の設計・製造を

・ニードル弁（PNV シリーズ）

しています。長年使われている古い設備も多く現在使われてい
PPW シリーズ

PSR シリーズ

PPM シリーズ (NC)

るものと同等の部品や製品の設計・製造から、現状の問題点や
お客様の要求をヒアリングし、改善改良して新たに付加価値を
つけた機器の設計・製造、さらに独自商品開発やお客様との共

接続形式：その他

同開発も行っています。

お客様の要求仕様に基づいてつくられた特殊な
バルブシリーズです。

メカプレス（BOM, AFV）用機器

・２方ピストン弁（MP/MT シリーズ）

バグシリンダ（ドーム型用、プラテン型用）
、バグウェル、バーチ

・２方ピストン弁（RPC/OPC シリーズ）

カルローダチャック、ローダシステム、アンローダ、水圧シリンダ、

・２方 / ３方ピストン弁（GP/GT シリーズ）

ラムシリンダ、ストリッピングラム、チャックエゼクタ、プラテン、

・２方 / ３方ピストン弁（PMS シリーズ）

BOM コンテナ高さ調整機構、REC
（小型水圧駆動中心機構）
、
ヒー

・Y 形チャッキ弁（PYL シリーズ）

トシールドなど

・エジェクター（PHE シリーズ）
・２方 / ３方ピストン弁（PTPC シリーズ）
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MP シリーズ (NO)

MT シリーズ (NC)

PMS シリーズ (NC)

バグシリンダ

REC
（小型水圧駆動中心機構）

BOM ドーム型用
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タイヤ成形機用機器

Products

その他機器

タイヤ成形機に使われる各種ドラムについて、お客様からの支

タイヤ加硫機やタイヤ成形機以外の工程で使われる機器につき

給図面による製造や、お客様の要求仕様に基づいて一品一様で

ましても、お客様の要求仕様に基づいて設計・製造対応をしてい

新規及び改造対応しています。

ます。

・シェーピングドラム

（例）

・バンドドラム

・コンテナ予熱装置

・ベルトドラム

・オイルインジェクタ

・その他特殊ドラム

・ミルコンプレス
・G タイヤ搬送リフター
・オートジョイントバルブ

TB-BOM アンローダ

バーチカルローダチャック

ローダシステム

液圧式タイヤ加硫機用機器

高圧油圧機器
70MPa という高圧油圧に対応したポンプ・シリンダ・バルブ・アクセサリ、そのほか高圧
油圧を活用した各種応用機器を設計・製造しています。カタログ掲載の製品だけではな

各種油圧駆動中心機構、ローダチャック及びローダシステム、加圧シリンダ
※中心機構、ローダ、アンローダ、PCI、加圧シリンダにつきましては、大手プレスメーカー様向けにも OEM/ODM 供給しています。

く、お客様の用途に応じて、様々な機器を組み合わせた提案を行うことができます。また、
油圧ポンプ・シリンダ等を用いたユニットや、電気制御も含む装置全体の設計・製造対応、
さらに OEM/ODM 供給も行っています。

独自開発機器
タイヤ加硫機の自動化・省力化、安全対策、品質向上に向けた各種開発品の一部です。

応用機器の一例
・油圧ホースや配管のかしめ機（OEM/ODM 供給）
・パンチャー（OEM/ODM 供給）
・ノッチャー（製鉄所向け）
・高圧水圧ブースター
・800Ton 及び1,000Ton プレス
・ゴルフボール加硫機
・エンジン式油圧ポンプ
コンパクト SP 型中心機構

ブラダクランプ装置

金型クランプ装置

油圧駆動、水圧駆動のコンパクトな SP 型中心機構

特殊なダブルカム機構により、エアシリンダ１本

特殊なダブルカム機構により、エアシリンダ１本

です。油圧駆動では OR タイヤ用まで製造可能です。 の動作で、BOM 用下部ブラダクランプリングを中

の動作で、上部コンテナをボルトの代わりにトッ

PC/TB サイズでは、サーボ駆動のタイプもあります。

ププレートに固定することができます。

心機構のバグヘッドに固定することができます。

・ボルトテンショナー
など
断熱板製造用 1,000Ton プレス

エンジン式油圧ポンプ

その他
タイヤ業界向け以外にも、様々な機器を設計・製造しています。
（例）
・高圧弁（最高使用圧力：10MPa, 15MPa）
・大型アングルシート弁（主に製鉄所向け）
・高圧ガス認定弁
ガスサーキュレーションユニット（GCU）

スチームジョイント

シェーピングユニット（SU）

加硫中のブラダ内部の気体を循環させることで、

モールド交換の際に、コンテナジャケットの蒸気

SU 組込装置を用いて、G タイヤをオフラインの状

ブラダ内部の上下温度差を小さくし、加硫のばら

系統の着脱を、手動カプラの代わりに遠隔で行い

態でブラダに組み込むためのコアユニットです。

つきを減らします。

ます。

G タイヤの両ビードを掴んでシェーピングできる
ので、高精度に組み込むことができます。
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・CRN 適合バルブ
（ケベック州、オンタリオ州、ノバスコシア州）
・タンデッシュ用エアシリンダ
高圧弁
（DN15〜50）

大型アングルシート弁
（DN50〜200）
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Passion

ウハウが部署内に蓄積されているため、質とスピードを兼ねた

大切。丁寧なコミュニケーションを図ることで、よりわかりやす

対応が実現できるのです。

くニーズに応じた設計を行うように心がけております。

達成したい目的を見据え、製品をつくる
製造部では技術部が設計した設計図をもとに、製品を形にす
る作業をしております。納期を守りながらも、どれだけ品質を高

見えないところを見つめる、私たちにしかできない提案

現象の深堀が、
本質的な問題解決につながる
取締役

業務部

部長

村石哲次

大切なのは、丁寧なコミュニケーションと現場を見ること

お客様の抱える課題を解決していく上で、
「なぜこのようなこ

丁寧なコミュニケーションとはお客様の意向をきちんと受け

とが起こっているのか」という現象を深掘り、原因を追求して問

取ること、そして私たちの考えをきちんと伝えることです。とく

題を顕在化。その解決を図ることが、私たちの得意とする領域

にお客様の言葉の真意を読み取ることにもっとも注力しています。

です。

この双方向のやりとりがおろそかになってしまうと、たとえレベ

性を向上させるもの、また機械の精度をあげたり、トラブルを解

ルの高い設計をしても、
「本当に望まれる製品」をつくることが

消したりと多岐に渡ります。最近では省エネに関する要望も多

できなくなってしまいますから。

くあり、そのような時流も考慮しながら本当に求められる製品

この「問題を顕在化させる作業」が、私たちのフィロソフィ「見
えないところに価値がある」につながっております。例えば、機
械のオイル 漏れで困っているお客様がいる。通常であれ ば 漏

同様に現場を見ることも重視しています。製品状況を把握す

お客様が達成したい目的は様々。安全に関わることや 生産

をつくる姿勢が、より大切になってきていると感じております。

れた箇所を修理して困りごとを解決しますが、私たちはそうでは

るために、お客様の工場などに赴くことがあるのですが、そこ
には仕様書からは見えてこないたくさんの課題が潜んでいます。

けてきました。長年にわたる業務のなかで培った経験、また安

ら追求し、本質的な問題を浮き彫りにすることで、根本的な解

きちんと見なければわからない現況を掴み取り、設計案に活か

定した品質の製品を納入し続けてきた実績がございます。その

決方法を提案。見えない事象をしっかりと見つめることで、お

すことをとても大切にしております。

ような背景があるからこそ、時代が変わっても、目的と要望にあっ

客様に満足をしていただきます。それが私たちの「価値の追求」

「本当に望まれる製品」
を
つくるために
取締役
技術部

部長

私たちは創業から現在に至るまで、あらゆる製品をつくり続

たものをつくり続けることができるのだと考えております。

技術力とニーズを読み取る力を掛け合わせた「 総合力 」を
強化していきたい

業務部の仕事は、業務作業と購買作業に分けられます。業務

できるか。これが製造部の仕事においてもっとも大切なことだ
と考えております。

ない。
「なぜオイル漏れが起こっているのか」をあらゆる側面か

なのです。

集中力と細部への配慮が、仕事の質を高める

めることができるか。いかにお客様の要望にあったものを提供

当たり前の積み重ねが、win-win の関係につながる

私たちはこれから、技術力を高めて質の高い製品をつくり続

受注から納品に至るまでには様々な工程があり、そこにはた

けるとともに、市場やお客様が持つ潜在的なニーズを読み取る

くさんのやりがいが存在します。そのなかでも一番にやりがい

力を身につけていきたいです。このふたつの力はグローバル

を感じるのは、お客様に喜んでいただけたとき。良い製品をつ

化が進む時代において必須。またこれらを掛け合わ せた「総

くるのはもちろんですが、提案をお客様に気に入っていただけ

合力」の強化が、より良い提案を行うにあたって大切になるの

たときや、組織が一枚岩となって難しい納期に間に合わ せるこ

ではないでしょうか。

とができ、要望にお応えすることができたときなどは、本当に嬉

ここ数年、製品を構想する段階でお客様からご相談をいただ
くことが増えております。これは私たちにとってとても良いこと。

しく思います。
これらは当たり前のことのように聞こえるかもしれません。し

早い段階でお話をいただくことが、お客様のより深い理解につ

かし、それらのことを確実にやり遂げ続けるというのがとても大

ながりますから。これまで以上にお客様に入り込むことで、見

切なのだと考えております。地道なことの積み重ねではありま

としてお客様先に訪問し、案件の掘りだしや 情報収集を行うこ

えない課題、本当に解決すべき課題を見つけ、お客様と時代に

すが、その積み重ねの先に、お客様と私たちの win-win な関係、

ともあります。購買作業については部品の手配作業、製造納期

求められる製品を提供し続けていきたいです。

作業は主に、お客様への見積提出、納期、工程状況の連絡や
社内受注情報の管理などを実施。営業代理店の技術サポート

岩男正芳

すなわちお客様と私たちの両者ともが、求めているものを手に
入れることができるのです。

管理と予算管理を行っております。社内で行う仕事と社外で行
う仕事、両方ある点が特徴です。
私たちの仕事はコミュニケーション能力と管理能力がとても

納期と品質の追求が信用につながっていく

重要。業務作業は内外問わ ず連携が大切であり、購買作業は

小さな信用を積み重ねることで成長を続けてきた私たちです

予算と納期を扱うからです。日によっては数百もの決済を一気

地道な取り組みの先にある、
お客様からの信用

に行うこともありますので、いかに気を抜かず、細部に至るまで
注力することができるのか。集中力と細かな部分への配慮が、
質の高いサービスへとつながっていきます。

長年にわたり培った知見が大きな強み

製品づくりの全工程に携わる

部長

一ノ瀬公典

います。例えば、万が一にもお客様に不誠実な対応をしたり、
要望をまったく満たすことのできない製品を納入したりすると、
長年に渡り蓄積されてきた信用はあっという間に崩れてしまう
でしょう。
決してそのようなことがないように、私たちは心を引き締めて

1978年に創業した弊社は、長きにわたって様々な経験を培っ

弊社のつくる製品はそのどれもが生産設備としてお客様の工

日々業務に向き合わなければいけません。製造部で言えば、信

てきました。この経験と知識をもとに改善型の提案を実施する

場や作業現場で使用されています。その製品づくりの全工程に

用に関わる部分は納期の厳守と品質の追求。これだけはお客

ことで、お客様から高い評価と信頼をいただいております。

おいて関わってくるのが私たち技術部です。

様に約束をしようと心に決めております。

例えば 弊社は設計の人員比率が高く、質の高い設計を行っ

新たな製品をつくる場合、お客様の要望を伺うことから始まり、

それぞれのポジションでできることをやり、信用を積み重ね

ております。そのため仕様書通りに製造したものを納入するの

それに基づいて構想設計、詳細設計を行っていきます。部品の

ていく。これは会社全体に共通して言えることだと思いますが、

ではなく、装置改善の提案などを行い、お客様の業務そのもの

製造や組立て作業においては他部署に設計の意図をきちんと

その繰り返しが次の大きな一歩につながっていくものだと私は

の改善を行うことも多々あります。

伝え、組立て完了後には設計通りに作動するかなど機器の確認・

考えております。

また必要な部品の調達においては、どの会社に依頼をすれ
ば 効率的に、もっとも質が高いものを手に入れることができる
のかを的確に判断することができます。部品に関する知見とノ
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製造部

が、この「信用」は、何か問題が発生するとすぐに失われてしま

調整・検査を実施。また納品時には機器据付け作業のサポート
を行うこともあります。
そのため技術部では、社内外での信頼関係の構築がとても
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Factory Appearance

ROCKY-ICHIMARU の想いが込められた
カルチャーブックとマスコットキャラクター

