
株式会社 菱和　会社案内

日本レヂボングループ



磨く
●研削砥石
●研磨布紙
●研磨材
●その他

削る
●研削砥石
●研磨布紙
●その他

切る
●切断砥石
●その他

日本の砥石のトップブランド

日本レヂボン直結の
専門商社

約100社の商品を取り扱い

「研削・ 研磨・切断」分野の
専門総合商社

防錆製品

●安全めがね
●防塵マスク
●その他

●塗装機器
●消耗品

●防錆剤
●防錆フィルム
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安全衛生
環境機器

塗装関連

●精密電動ドライバー・計測器
●電動工具
●エアー工具
●その他

機械工具

ユーザー・ニーズに
専門知識で応えるプロ集団
●最適な商品･システムの選定&提案
●スピーディーな物流／配送体制
●充実のサポート&アフターフォロー
●最新情報／専門知識の提供
●その他

「削る」「磨く」「切る」工程に特化した専門商社としてプロに徹し、
販売店様とともに、「次のステージ」をめざしています。

菱和は、「研削・ 研磨・切断」に特化した、ユニークな専門商社です。
トータルな取扱商品で、販売店様/ ユーザー様のニーズにワンストップでお応えするとともに、

高度な専門知識でユーザー様への最適なソリューションを提供。
機械工業をはじめとする多彩な産業分野で、さらなる飛躍をめざしています。

菱和ならではの強みを活かして、
販売店様と一緒に、ユーザー様のニーズに
お応えします。

機械工業をはじめ多彩な産業分野の
「削る」「磨く」「切る」のニーズにワンストップでお応えします。
「削る」「磨く」「切る」という作業は、機械工業をはじめとする製造・加工業の基本的工程のひとつで

す。菱和はこの工程にフォーカスし、その中で専門性と総合性を高めて、日本のモノづくりに貢献し

ている、独自性の高い「専門商社」です。

私たちの独自性と強みは二つあります。一つは研削砥石のトップブランド「日本レヂボン」グループの

一員であること。メーカーとの太いパイプをお客様への提案やお客様の要望を活かした製品開発な

どに役立てています。もう一つは、「研削・研磨・切断」分野の「総合商社」であること。研削砥石や研磨

布紙はもちろん、工具、安全衛生／環境機器まで含めて、トータルに扱っています。取扱メーカーは、約

100 社に上り、 販売店様／ユーザー様のご要望にワンストップでお応えできる体制を整えています。

プロとして、ユーザー様の課題に取り組む。
それが私たちの基本スタンスです。
商社は人と言われます。人が運ぶのは情報であり、知識です。私たち菱和も商品とともに情報・知識

をお届けすることに存在意義があると考えます。単に商品をお届けするだけではなく、販売店様とと

もにユーザー様の課題に取り組むことを当社のビジネスの基本としています。

そのために大切なのは一人ひとりが「プロになる」こと。深く、幅広い専門知識を持ち、ユーザー様の

課題やニーズを見つけ、問題解決の提案を行うことで、新しいエリアやチャネルを広げ、さらなる成

長を続けていきたいと考えています。

お客さまとともに、次のステージへ――
物流や情報の整備・改善に取り組んでいます。
当社では販売店様／ユーザー様の満足の高い「提案する営業」をめざしています。一人ひとりがプロ

になるとともに、チームワークを高めていく。そのために人材育成に注力するとともに、IT システム

の充実による情報共有化や営業サポート体制の充実を進めています。また、もっとスピーディーに、

もっとスムーズに商品をお届けできるよう、物流改善への取り組みも進めています。菱和は皆様に

もっともっと貢献できる企業としての「次のステージ」に立つことをめざし、新しい取り組みに「攻め」

の姿勢でチャレンジしてまいります。なにとぞ、ご理解、ご支援、ご協力たまわりますようお願い申し

上げます。

一．総ての従業員にとってその一生を賭しても悔いのない会社たる事
一．需要先に対して最良の製品を最も良心的に供給する会社たる事
一．社会一般からは最も信頼される会社たる事

一．信義誠実の人たる事
一．努力の人たる事
一．知識を広め技能を磨く事

社是

社訓

企業スローガンである「フレックスマイン

ド」。それは柔軟でしなやかな心、自由な創

造力のこと。さらに新しい時代にフレキシブ

ルに対応していく行動力（企業姿勢）をも表

しています。

企業スローガン

代表取締役社長

塩田　祐二



砥石から機械工具・安全衛生・環境機器まで――
あらゆる素材の「研削・研磨・切断」のニーズに、
ワンストップでお応えします。
菱和の取扱商品は、日本レヂボンをはじめ、約100社約6,000アイテム。
一般鋼から各種合金、コンクリートやゴムなどの非金属まで、さまざまな素材、
多様なニーズに合った最適な商品・システムをワンストップで提供できる体制を整えています。

削る
砥石

研磨
布紙

●主な取扱メーカー
スリーエムジャパン㈱/三共理化学㈱/理研コランダム㈱/
㈱ノリタケコーテッドアブレーシブ/Mipox㈱/㈱コバックス/
冨士トンボ礦業㈱/㈱光陽社/永塚工業㈱/㈱イチグチ/丹和工業㈱/
柳瀬㈱/㈱カンダ

その他

磨く
砥石

●主な取扱メーカー
日本レヂボン㈱/㈱TKX/㈱テイケン/㈱ノリタケカンパニーリミテド/クレトイシ㈱/
㈱エフエスケー/(有)泰利研磨工業所/㈱菅沼砥石製作所/日本特殊研砥㈱/
アイオン㈱/㈱タクト/大和化成工業㈱/㈱大和製砥所/中京研磨㈱

研磨布紙 ●主な取扱メーカー
スリーエムジャパン㈱/三共理化学㈱/理研コランダム㈱/
㈱ノリタケコーテッドアブレーシブ/Mipox㈱/
㈱コバックス/冨士トンボ礦業㈱/㈱光陽社/永塚工業㈱/
㈱イチグチ/丹和工業㈱/柳瀬㈱/㈱カンダ

研磨材
●主な取扱メーカー
㈱光陽社/東京バフ㈱/
上村工業㈱/ボンスター販売㈱/
宇治電化学工業㈱/
㈱フジミインコーポレーテッド/
㈱太閤バフ製造所/日本磨料工業㈱

●主な取扱メーカー
日本レヂボン㈱/㈱TKX/㈱テイケン/㈱ノリタケカンパニーリミテド/
クレトイシ㈱/㈱エフエスケー/(有)泰利研磨工業所/㈱菅沼砥石製作所

その他

●主な取扱メーカー
㈱太陽商会/㈱錦/高島産業㈱/㈱バーテック/
㈱ユーコー・コーポレーション/三京ダイヤモンド工業㈱/
旭ダイヤモンド工業㈱/㈱アライドマテリアル/オナーロイ㈱

●主な取扱メーカー
㈱太陽商会/㈱錦/高島産業㈱/㈱バーテック/
㈱ユーコー・コーポレーション/
三京ダイヤモンド工業㈱/
旭ダイヤモンド工業㈱/
㈱アライドマテリアル

Grinding Polishing 切る
砥石

その他

機械工具

●主な取扱メーカー
㈱ハイオス

●主な取扱メーカー
工機ホールディングス㈱/
京セラインダストリアルツールズ販売㈱/
日本電産テクノモータ㈱/㈱マキタ/
サンコーミタチ㈱/育良精機㈱/
㈱中央フレキ製作所/
㈱エアテックジャパン/

●主な取扱メーカー
瓜生製作㈱/日東工器㈱/コンパクトツール㈱/
不二空機㈱/信濃機販㈱/育良精機㈱/
㈱オフィスマイン/UHT㈱/埼玉精機㈱/
日本ニューマチック工業㈱/
東空販売㈱

●主な取扱メーカー
ヤエス軽工業㈱/近江精機㈱/
シンワ測定㈱/㈱テクノプラン/
㈱TJMデザイン

●精密電動ドライバー・計測器

●電動工具

●その他

●エアー工具

安全衛生・環境機器

取 扱 商 品

●主な取扱メーカー
日本レヂボン㈱/
㈱ノリタケカンパ二ー
リミテッド/
平和テクニカ㈱
㈱ディスコアブレイシ
ブシステムズ

●主な取扱メーカー
天龍製鋸㈱/レボー・レーバー・ジャパン㈱/㈱モトユキ/
㈱チップソージャパン/三京ダイヤモンド工業㈱/
旭ダイヤモンド工業㈱/㈱アライドマテリアル/谷口工業㈱/
育良精機㈱/㈱ビックツール

その他

●主な取扱メーカー
コーテック/㈱イチネンケミカルズ

●防錆製品

●主な取扱メーカー
㈱三協リール/㈱ビック/精和産業㈱/
㈱明治機械製作所/アネスト岩田㈱/
アンデックス㈱/TPR商事㈱/スリーエムジャパン㈱/
日本シーカ㈱/石原ケミカル㈱/
㈱エスケーコーポレーション

●主な取扱メーカー
スリーエムジャパン㈱/日東電工㈱/ニチバン㈱/ダイヤテックス㈱/
㈱寺岡製作所/リンレイテープ㈱/㈱スリーボンド/コニシ㈱

●テープ・接着剤

●主な取扱メーカー
日東物産㈱/田村総業㈱/長谷川工業㈱/㈱ピカコーポレイション/㈱ニッチ/
日動工業㈱

●機具・その他

●塗装関連機器・消耗品

●主な取扱メーカー
旭産業㈱/
㈱コスモビューティー/
㈱スイデン/三立機器㈱

●主な取扱メーカー
スリーエムジャパン㈱/興研㈱/山本光学㈱/
クレトイシ㈱/バイリーンクリエイト㈱
日本ハネウェル ㈱

●安全めがね・防じんマスク

●その他

Cutting Tools

Others Safety goods



販売店様と一緒に
ユーザー様への活動を積極展開
菱和の営業の基本は、販売店様を通じ

ユーザー様の課題に応え、よりよい商品や

システムの導入を進めること。販売店様と

ふだん顔を合わせている中で、ユーザー

様のさまざまな課題を見つけ、その解決

につながる提案を行います。もちろん、販

売店様からの依頼により、ユーザー様への

訪問活動も積極的に展開。各種素材や加

工に最適な商品やシステムなどを知りつ

くし、現場での悩みに的確に対応します。

日々の提案だけでなく、新しい商品や使い

方などの紹介を行う講習会／説明会など

を実施するなど、情報／知識の提供活動

を重視しています。

メーカーとお客様をつなぐ
パイプ役として…
日本レヂボン直系の専門商社である菱

和は、日本レヂボンの開発会議に出席す

るなど、お客様の悩みや課題を製品の改

善や開発につなげる役割を果たしていま

す。また、日本レヂボン以外のメーカーと

も太いパイプを持ち、メーカーの担当者

とともに現場を訪問し、機械や工具に

マッチした試作品をつくって課題解決に

取り組む活動なども行っています。ユー

ザー様への活動を積極展開して、ユー

ザー様の課題解決をはかることで販売店

様のお役に立ち、販売店様／ユーザー様

とともに発展していく。それが菱和の営業

スタイルです。

「プロ」を育て、
お客様の期待に応える。
これらの活動を支えるのが、充実した人材

育成。新人研修はもちろん、中堅社員研修

や日本レヂボン工場研修、全社研修などの

計画的な研修により、日本レヂボンをはじ

め各社の商品、業界等についての知識をレ

ベルアップ。実技を含めた研修で、お客様

の期待に応える人材育成に努めています。

プロが集う。
困った! どうすればいいんだろう？……
「削る」「磨く」「切る」のことなら、何でもご相談ください。
私たちは現場の視点から課題解決の新しい方法・仕組みを見つけ、
提案するプロ集団です。

商社の命は情報です。専門商社ならではの深い専門知識にプラスして、メーカーも知らない作業現場のニーズ

を知り、最適商品を提案する。ユーザー様に喜んでいただき、販売店様の営業にも役立つ。そこに私たち菱和

の存在価値があります。業界の最新技術や商品などの動向にアンテナを張り、販売店様／ユーザー様につねに

最新情報を提供できるようにするとともに、ユーザー様の課題やニーズ、商品への評価などの情報を共有し、

つねに新しい提案ができるように取り組んでいます。

また、受発注や納品など、お客様の要望にノンストップで対応できることは、商社としての

基本です。私たちは個人プレイではなく、組織としての顧客対応を徹底し、お客様の信頼

を高めていきたいと考えています。

営業本部ではお客様情報の共有や販売キャンペーンの企画など、支店・営業所での活動をサポートする

とともに、取扱商品の拡大と更なるユーザー開拓のため新しいメーカーや商品を発掘し、ユーザー様へ

の改善提案を行っています。

たとえば米国のコーテック社製防錆製品に着目し、自動車メーカーへ

の提案を実施。他社防錆製品との性能比較テストを行った結果、大き

な改善効果が認められ、新製品から採用する事となり納入に結びつけ

ました。同製品はお客様の大切な製品を錆から守り、生産性向上、防

錆保護、品質向上に寄与し先行投資した結果、コスト削減になったと

喜ばれ、全社取扱い品へと展開しています。

当社ではモノづくりの現場へのよりよいソリューションを提供するために、異業種分野への取り組みも積極的

に進めています。その代表的な取り組みが、精密電気機器メーカー「ハイオス」が開発した「カーボンブラシ

レスドライバー」の提案・販売活動です。

従来のブラシ付きドライバーはカーボンブラシ等の消耗部品の摩耗により性能の劣化、動作の安定性な

どで問題を抱えていました。また、カーボン粒子の排出による作業環境の悪化の問題もありました。これ

らの問題へのソリューションとして開発されたのが、ハイオスの「カーボンブラシレスドライバー」。確実

なネジ締めとともに、ドライバーの定期点検・定期交換をほぼ不要にし、お客様に精密機器組み立て

の生産性向上・品質向上を実現できたと喜ばれています。

ユーザー様への活動を通じ、その悩みに
応えるために共同開発した、鉄骨黒皮は
がしの必携工具「ローラーサンダー」

コーテック社防錆製品

ブラシレスⓇ

温度上昇（BL/VBシリーズ）約30％削減
消費電力（VBシリーズ）エネルギー約50％削減

ノイズ・電波障害（BLシリーズ）ピーク値64～85％削減 
※数値は（株）ハイオスによる

ユーザー情報・業界情報を共有し、営業活動に活かしています。

新しいメーカーや商品の発掘、企画提案に取り組んでいます。

精密機器組み立て分野への新しい取り組みを積極的に推進しています。



本社

確かなビジネス基盤。　
最適の商品とサービスを、スピーディーに提供し、
お客さま満足を高めるために、
ビジネス基盤の高度化に継続的に
取り組んでいます。

研削砥石のリーディングカンパニー
「日本レヂボン」グループの一員として――
私たちは、世界初の「屈曲弾性といし『スキルタッチ』」をはじめとする数々の製品で、

日本の研削砥石のトップメーカー「日本レヂボングループ」の一員。

機械工業や各種の製造・加工に不可欠な、「削る」「磨く」「切る」工程にかかわる専門

知識を有するプロフェッショナルとして、幅広い産業分野のニーズにフレキシブルに

お応えできるよう、ビジネス基盤の高度化に取り組んでいます。

Sales
Network

営業体制

Logistic
Network

物流

Procurement
Network

調達力

お客さまにスピーディーに商品とサポートをお届けする
営業ネットワークを全国展開しています。
日本全国をカバーする営業ネットワークを構築。販売店様/ ユーザー様のご相談/ ご要望にスピー
ディーに対応できる体制を整えています。さらに、本社による営業サポート体制を充実するとともに、情報
共有化体制の再構築・強化をはかっています。これにより、業界情報や最新商品情報、さらにはさまざまな
ユーザー様の課題解決への取り組みなどの情報共有を促進。営業担当者一人ひとりの情報力・提案力を
アップし、販売店様/ユーザー様にもっと貢献できる営業体制づくりをめざしています。

メーカーの倉庫から納品まで、
スピーディーな対応を可能にする物流ネットワークを構築しています。
私たちが取り扱っている商品は、在庫切れが工程の中断に直結します。菱和では営業拠点に在庫機能を
持たせて、営業担当者が直接販売店様やユーザー様にお届けする納品体制を基本に、物流体制を構築。
営業拠点ではお客様情報を共有し、担当者が不在でもご要望に即座に対応できるように体制を整えてい
ます。こうした直送体制に加え、日本レヂボンをはじめとする取扱メーカー各社から納品までの物流
ルートを確立しています。さらに、中部に核となる物流センターを設置するなど、迅速かつ確実にお届け
するための物流システムの高度化にも取り組んでいます。

取り扱いメーカーは、100 社以上。
「研削・研磨・切断」に必要な商品をワンストップで提供しています。

「研削砥石」「研磨布紙」などの「研磨材」から、「機械工具」や「安全衛生・環境機器」まで、専門商社の名に
ふさわしく、調達先は「研削・研磨・切断」に関わる100 社以上。誰もが知っているトップメーカーはもち
ろん、専門商社だから知っている特化した専門企業までを網羅し、ユーザー様の幅広いニーズに対応し
ます。さらに専門商社ならではの専門知識やメーカーとの深い関係を活かし、作業現場の課題やニー
ズをくみ上げ、メーカーへのフィードバック提案を行うなど、メーカーとユーザーのパイプ役、コーディ
ネーターとしての役割を積極的に担っています。

●

ryouwa305
タイプライターテキスト
札幌営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
盛岡出張所

ryouwa305
タイプライターテキスト
仙台営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
郡山出張所

ryouwa305
タイプライターテキスト
栃木営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
日立営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
城南営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
千葉営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
藤沢営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
北関東営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
富山営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
名古屋営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
静岡営業所浜松出張所

ryouwa305
タイプライターテキスト
COER東海

ryouwa305
タイプライターテキスト
大阪営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
高松営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
姫路営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
広島営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
北九州営業所

ryouwa305
タイプライターテキスト
福岡営業所
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