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産業や社会にプラス　の価値を  もたらす特殊溶接技術の会社、
それが「トクデン」です。
基幹産業をはじめとするさまざまな分野に、特殊溶接技術によるプラス　の価値をお届けし、
貢献することで「技術のトクデン」として親しまれている会社です。

トクデンの特殊溶接。それは、単に金属をつなぎ合わせる溶接とは異なり、特殊な金属を高度な溶接技術で融合させ、
耐摩耗性・耐熱性・耐腐食性といった付加価値をプラスする技術です。
トクデンは、この特殊溶接に必要となる溶接材料の開発から工事施工までを手掛けるユニークな存在。
製鉄、電力、セメントなどの産業から自動車、紙、ゴムといった身近な産業まで、
幅広いモノづくりにおける設備の長寿命化・安定稼働、生産品の品質確保に貢献しています。
これからも「技術のトクデン」として、金属の持つ特性を最大限に活かし、あらゆるニーズに応えていきます。

産業や社会を支える製鉄やセメントなどさまざまな

分野でトクデンの技術が活かされています。設備や部

品を再生補修するだけではなく、特殊溶接により耐摩

耗性・耐熱性・耐腐食性といった新たな特性を設備や

部品にプラスし、お客様の生産活動に少しでも貢献で

きるよう努めています。

産業 with トクデン
IT化が暮らしや社会に浸透し、さらにAIやIoTなどによ

る技術革新が進む中で、電力を安定供給する発電所

の役割はますます大きくなっています。トクデンは発電

所に使われる製品に特殊溶接を施すことで、設備の安

定稼働や効率化に貢献しています。これからも、豊か

な社会を支えるインフラの分野に寄与していきます。

インフラ with トクデン

人や物の輸送手段として、国内はもちろん世界中を巡る自動車やトラック

は欠かせない存在です。トクデンは、この自動車産業においてもエンジン

ブロックをはじめ重要な部品をつくるダイカストマシーン用部品の分野で

貢献。目に見えないところで、身近な分野でも活躍しています。

自動車 with トクデン
トクデンの溶接技術は、環境負荷の低減にも役立っています。新規の設備・機

械の長寿命化はもちろん、使用後の設備・機械の傷んだ箇所や摩耗した部

分を再生補修。限られた資源の有効活用を通じて循環型社会の一助を担っ

ています。これからも社会的な課題に応えるべく技術の研鑽に努めます。

環境with トクデン
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PTA(プラズマ粉体肉盛溶接)

溶接材料開発を根幹に「トクデン」の技 術力は
さまざまな分野に広がっています。
「特殊」な合金溶接用の「電極棒」を研究開発し、製造販売することから始まったトクデンの技術。
その力は今、4つの事業領域に進化しています。

トクデンの歴史は、特殊溶接棒製作所として、当時は「電極棒」とも呼ば

れていたアーク溶接棒を製造販売することから始まりました。

溶接棒の中でもステンレス、ニッケル、コバルトなどの「特殊」な金属を

対象とした溶接棒を研究開発し、製造販売していたことから「特殊電

極」が誕生しました。

つまり、社名こそトクデ

ンの原点。特殊溶接材料

の研究開発からさまざ

まなノウハウや技術が

生まれ、今の工事施工事

業やその他の事業領域

へと広がっています。

1960年 研究所 化学分析の様子

各種金型や金型部品、射出関連部品も
新規に製作

コスト低減に効果的なプランジャーチップ
の再生

鋳造業界初となるアーク放電を利用した取鍋加熱装置

優れた耐摩耗性を有し、カケにも強いアーク溶接棒EW

主力の溶接材料FCW(フラックス入りワイヤ)

溶接材料の研究開発こそ
「技術のトクデン」を支える根幹

トクデンの溶接工事の特長は、溶接材料の開発力と肉盛溶接による表

面改質技術により、お客様のご要望に最適にお応えできることです。表

面改質技術（肉盛溶接）とは、設備や機械部品等の表面に目的に応じた

合金を溶接によって溶着させることで、耐摩耗性・耐熱性・耐腐食性な

どの特性を付与する技術です。新規の設備や製品に事前に施すだけで

はなく、使用後部品の摩耗や割れなど傷んだ箇所を取り除き、肉盛溶

接で再生する高度な技術も有しています。

製鉄所で、溶鋼から半製品を製造する連続鋳造(Continuous casting)

設備に使われているロールを補修し再生する肉盛溶接技術です。ロー

ルの摩耗や割れた部分を削り取り、母材と同じ材料系で母材を復元、そ

の上に特殊な溶接材料で硬化肉盛をして仕上げます。

肉盛溶接中にタングステンカーバイト(WC)の粒を混ぜ込んでいき、リサ

イクル設備など、超耐摩耗性が必要とされる設備環境に応えるのがガチ

コン肉盛溶接です。大きさのそろった丸い粒状のWCを使用し、高温でも

溶けず、金属中に均一に分散するため優れた耐摩耗性能を発揮します。

PTAとは、合金粉末材料をプラズマアークにより母材金属に溶着させる

技術です。トクデンは、このPTAの研究にいち早く取り組み、1981年に

は、国内初となるプラズマ粉体肉盛溶接装置を完成させました。数ミリ

ほどの薄さで溶接でき、1層目から溶着金属の特性を出すことが可能

です。

CCロール肉盛溶接

ガチコン肉盛溶接

お客様のご要望に応じた特性を付与する
ことでプラスαの価値を創造

長年蓄積してきたトクデンの技術やノウ

ハウは今、新たな分野へと広がり始めて

います。例えば、名古屋に環境技術室を

設け、自動車メーカーとともに作業環境

の改善や省エネ対策のための環境対応

技術の研究開発を推進。新しい事業分野

として、さらなる発展を期待しています。

これまでの技術を進化させ、
新たな事業として環境関連装置の開発を推進

トクデンの3つの肉盛溶接技術

自動車産業をはじめ通信機器や建築材料などの分野でもニーズの高

まるダイカストマシーン用部品の製造や補修も行っています。これから

も、独自の技術を活かしながら、新技術や新製品・新商品の開発に挑

み、トクデンらしい事業展開を図っていきます。

ダイカストマシーン用部品など
幅広い事業分野へも挑戦

溶接材料事業 工事施工事業 環境関連装置事業

その他事業

肉盛とは、必要な部分に目的に応じた合金を溶接し肉盛する技術。
仕上げ加工後、耐摩耗性･耐熱性・耐腐食性などの新たな特性をもつ部品に改質。

溶接中 溶接終了 仕上げ加工後
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お客様密着型のネットワーク。それが「トクデン」の対応力です。
お客様のより近くで、さまざまなご要望に、ジャスト&スピーディーに対応するネットワーク。
それが、トクデンが築いてきた信頼の対応力です。

お客様でも産業によって、工場によってご要望が微妙に違います。そん

なお客様それぞれのご要望をいち早くキャッチし、的確に迅速に対応

するために、トクデンは営業所や工場、研究所などの拠点を全国に展

開しています。また、各拠点同士の情報交換やお客様の新たなニーズ

を発掘する部会活動という取り組みを長年にわたって続けており、お客

様の満足度向上を追求しています。

お客様の満足度を追求し高めるために
全国に拠点を展開

トクデンの大きな特長が、施工工事業者であり溶接材料メーカーでも

あることです。材料を少し変えたいという場合でも、どこよりもタイム

リーに対応。しかも、溶接材料を製造する尼崎工場には研究所も併設し

ており、配合の微調整など、お客様のきめ細かなオーダーにも的確に

お応えしています。

溶接技術だけではなく、加工から仕上げまで一貫して対応できる体制

を整えていることもトクデンの強みです。例えば、再生補修品の場合、傷

んだ部分を削って肉盛加工し、仕上げ加工をして納品。お客様の生産

計画に支障をきたすことがないよう、すばやく対応するための独自の

体制です。

姫路工場

PTAなどの特殊溶接によって発電所用部品や自動車関連部品など多様

な製品に肉盛加工をしている施工工場です。高いレベルで安定した品

質を実現。溶接装置の改良を重ね、お客様のニーズに対応しています。

引野工場

JFE福山構内工場のサテライト工場として構外に設立した施工工場で

す。CCロールの肉盛溶接をメインに、構内工場をサポートするのはも

ちろん、さまざまな企業の工事施工も実施できるなど、トクデンでも特

殊な形態の工場です。

溶接材料メーカーであり
研究所がある柔軟な体制

受け入れから仕上げ加工まで
一貫して対応可能

China

Thai Land

トッププレート工場

表面が滑らかで非常に硬く、割れや歪の少ない肉盛溶接を施した2層

構造の耐摩耗鋼板「トッププレート」という製品を姫路と室蘭の専門工

場で製造しています。さまざまなグレードがあり、曲げ加工も可能、あら

ゆるサイズや形状に対応します。

本社

営業所（17カ所）

研究所（3カ所）

構内工場（6カ所）

工場（7カ所）

出張所（2カ所）

九州工場

本社

尼崎工場 尼崎研究所 白山工場 白山研究所

室蘭工場

君津工場

環境技術室

海外拠点

トクデンは将来への発展の布石として、海外に進出しています。2013年

にタイに工場を設立し、現地の日系自動車部品メーカーをサポート。

2017年には中国に合弁会社を設立。自動車産業向けにダイカストマ

シーン用部品の製造販売を行っています。

06



情報収集
ニーズの
ヒアリング

情報共有

生産能力アップ
耐摩耗性
長寿命化
など

ニーズの反映

お客様に
新たな価値を
ご提供

開発

工事
製造

トクデン

お客様に
ベストな
ご提案

新技術や新商品・新製品の開発は私たちの生命線です。研究開発部門では、営

業スタッフからの情報や市場の変化をもとに設計から着手。そこで生まれた試

作品をお客様のもとで、あるいは社内で実証テストを行い、その結果を研究開

発者にフィードバックして常にレベルアップを図っています。また、お客様との

共同研究を行うこともあり、未知なる分野や技術開発にも挑んでいます。

お客様ニーズや市場の
変化を敏感に察知し、
新技術や新製品の開発にフィードバック

私たちの営業・サービスの大きな特長は提案力です。特殊な製品や技術を扱

うため、営業スタッフ一人ひとりが知識やスキルを磨き、お客様の質疑にセー

ルスエンジニアとして対応、より付加価値の高まるご提案をしています。場合

によっては技術スタッフとともにうかがい、より幅広く深い知見からお客様の

課題を丁寧に確実に解決。「技術のトクデン」の信頼を支えています。

提案力が違う。
営業スタッフ＋技術スタッフにより
広く深く課題を解決

お客様

分析 企画

研究開発・技術スタッフ

営業スタッフ

図面・資料
作成

連携

連携

トクデン

PTA肉盛を施した
ゴム混錬用スクリュー

0807

最適な価値をお届けできることが「トク デン」の提案力です。
さまざまなご相談からご提案まで、セールスエンジニアとして、あるいは営業・技術・研究が一体となって
お客様のご要望に丁寧に、新たな価値をプラスしてお応えしています。
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「全員がセールスエンジニアであること」。それが営

業部門の基本的な考え方です。私たちのお客様は約

2000社に及び、しかも長くお付き合いをしています。

この多種多様な業種のお客様のニーズをしっかりと

把握し、研究所や工場などに伝えるだけではなく、自

身がセールスエンジニアとなってお客様の課題に応

えるなど、お客様満足度を高めることが重要な仕事

です。

営業所としては、製鉄所構内にあり製鉄所各設備に

より密着した存在の構内営業所、幅広い顧客を担当

する尼崎の本社や東京、名古屋など主要各地の営業

所があります。こうした違ったスタイルの営業所が連

携していることも私たちの特長です。

自社の溶接材料で特殊肉盛を行い、お客様からお預

かりした設備や機器、製品などに耐摩耗性や耐熱

性・耐腐食性などの価値をプラス。安定稼働や品質

向上といった安全性や品質面、長寿命化や保守再生

によるコスト削減などでお客様に高く評価されてい

ます。施工工場では、営業スタッフが収集したお客様

の課題を技術や研究スタッフが改善、それを実際に

施工するという全社一体となった取り組みの一翼を

担っています。

尼崎研究所・白山研究所・環境技術室といった研究開

発部門も私たちの大きな強みです。営業や技術、工事

の各スタッフとともに、お客様ごとに違うご要望に応

える力となっています。さらに、常に「技術のトクデン」

を支える技術や製品の開発を進め、現在も、さらなる

可能性を追求しています。

全員がセールスエンジニアである
ことを基本に、お客様と密に連携

構内工場は製鉄所の工場内に建てられたトクデンの

工場です。製鉄所で稼働している部品や設備の補

修・再生が主な仕事です。製鉄所内にあること、そし

て溶接材料メーカーであることからきめ細かな対応

がタイムリーにできるのが強みです。ただ、お客様の

工場内に、トクデンの工場を設けるということはお客

様からの信頼を得続けなければできることではあり

ません。私たちは常に「安全第一」のもと、製鉄所の

スタッフの一員という気概をもって行動しています。

どの構内工場も数十年の歴史があり、お客様からの

信頼の証となっています。

お客様からの信頼を守り抜くため、
きめ細かな対応をタイムリーに実現

営業

研究所

新製品開発はもちろん、
細かなオーダーにも対応

私たちの施工工事に使う特殊な溶接材料をはじめ、

多種多様な溶接材料を生産しているのが製造工場

です。尼崎工場では、ステンレス鋼用や硬化肉盛用を

はじめ、さまざまな種類のフラックス入りワイヤとい

う溶接材料を製造。他にも各種溶接用線材やPTAに

使われる粉末材料などを手がけています。また、トク

デンの技術標準に基づいて製造を委託している協力

会社もあり、トクデンの技術を支えるとともに、産業や

社会に溶接材料の提供という形で貢献しています。

製造工場

トクデンの技術の根幹である
溶接材料などを製造

高度な溶接技術で
高品質な施工工事を実現

施工工場

きめ細かなご要望に的確にお応えでき  ることが「トクデン」の連携力です。
各部門がプロフェッショナルであり、さらに互いに連携し合える独自の事業体制が、
トクデンだけの価値を生み出す基盤です。

構内工場



独自の技術をつくりだす。それが「トク デン」の人の力です。
「トクデン」のすべてを支えているのは人の力。一人ひとりの充実がお客様の喜びにつながる。
私たちはそう考えています。

さまざまな「人」の個性が「トクデン」の源

職人的な技術の継承をはじめ人の育成を推進

私たちの技術や製品・商品は特殊なもの。その新たな価値を生

み出し、お客様に提案しているのは社員一人ひとりです。私た

ちは「人の力こそトクデンの源泉」との思いから、それぞれがも

てる能力を最大限に発揮できるよう社内環境の整備に常に努

めています。例えば、個々の実績をきちんと評価する褒賞制度

や社員旅行、仲間同士の交流を図る親睦会をはじめ、トクデン

で働くことに誇りや幸せを感じてもらえるような仕組みです。私

たちは「人」を基軸に明るく風通しのいい社風をつくることが、

お客様満足度の向上につながっていくのだと考えています。

さまざまな産業において、技術やノウハウの継承が課題になっ

ています。特殊溶接の世界も同じであり、機械による自動化も

進んでいますが、まだまだ人の手が必要です。さらに仕上げの

確認など品質管理においても技術の熟知が欠かせません。そ

こで私たちは、各工場において熟練者による若手への技術の

継承を実践、着実に次世代に向けた準備をしています。また、

溶接資格取得をはじめとする外部セミナーへの参加支援やレ

ベルに応じた各種研修制度など、人の育成にも力を入れてい

ます。

1211

褒賞旅行 労働組合ボウリング大会
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「技術のトクデン」として総合力で、
皆様と未来をともに。
私たちの企業価値を伝え、これまで以上に社会と皆様のお役に立つ存在になります。
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私たちは、1933年に特殊溶接棒製作所として創業以来、特殊な金属の

溶接にこだわり、製品開発や技術開発へのあくなき挑戦と、研究・技

術・営業の三位一体の提案型営業により、事業分野を拡大し、産業や社

会の発展に微力ながら貢献してまいりました。

昨今、私たちを取り巻く社会環境や技術革新は猛スピードで変化して

おり、お客様のご要望も多様化・高度化・細分化しています。また、部品

の補修・再生や製品の長寿命化に寄与する私たちの仕事は、省コスト

はもちろん、地球環境保全という観点からも、ますます重みを増してく

るものと考えております。その中で、お客様の課題やご要望をいかに的

確にとらえ、新たな価値を創造し提供できるのか、それがこれからの当

社の使命です。

私たちは、これまで以上にお客様との関係を深耕し、また新たなお客

様の開拓も進め、溶接材料メーカーとしての高度な研究開発力と製品

力、工事施工業者としての独自の技術力、お客様本位のきめ細かな提

案力を高い次元で融合した「技術のトクデン」という他にはない総合

力を活かし、新技術、新製品・新商品の開発を加速させて、お客様のご

要望にしっかりとお応えしてまいります。

そして、暮らしや社会、産業など、幅広い分野でプラス　の価値をご提

供できる皆様のパートナーとなるべく努力し、ともに未来を築いていき

たいと考えております。

代表取締役社長

上林 克彦
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