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菊地工業株式会社
〒４２１-０３０１　静岡県榛原郡吉田町住吉３３１５

KIKUCHI KOGYO CO., LTD.
3315 Sumiyoshi Yoshida-cho, Haibara-gun, 

TEL 0548-32-3223 FAX 0548-32-6088

Shizuoka 421-0301 Japan



会社理念

菊地工業の歴史は、天保8年（1837年）に

初代久野屋利助が江戸に麻絹糸の商いを興

した事に始まります。以来160年の歴史を

経て、日本の伝統的な紐の技術を細巾織物

の技術へ発展させてきました。私たちは、長い

歴史に培われた信頼関係を大切に、さらに

高い技術と品質を目指して、様々なフィールド

で社会の発展に貢献していきます。

KIKUCHI KOGYO first started in 1837, when the found-

er, Risuke Kunoya engaged in linen-cotton thread busi-

ness. Since then, through the long 160-year history, KIKU-

CHI KOGYO has developed the skills of the Japanese 

traditional garment to the skill of narrow fabrics. We 

will take responsible for contributing to the develop-

ment of the society in various fields by working out for 

higher technologies and qualities based on the reliable 

relationships, which has been formed through the long-

year company's history.

COMPANY POLICY
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製品案内

より強く、より丈夫に。菊地工業は高性能・

高信頼性を求めるお客様のニーズに幅広い

製品構成でお応えします。私たちの製品は

自動車・運輸・土木建築工事など、性能・品質

に厳しい条件が課せられる分野で活躍。性能

だけでなく、デザインを重視するスポーツ・レジャー

の分野にも、優れた製品をお届けできる技術を

蓄積しています。

PRODUCTS

2 3

シートベルト Seat belt webbing for automobiles

ハーネスベルト Harness belt スリングベルト Sling belt

生活資材ベルト Various belts in daily usage ラッシングベルト Lashing belt for cargo

ジョイントベルト Sheet connecting belt

●営業品目

PROVIDING
GOODS

●シートベルト　●工業資材：コンベヤーベルト、ラッピングテープ　●土木資材：ジオテキスタイル用　●建築資材：テント、シャッター用、建築・建設補強用　●生活資材：

鞄、各種ストラップベルト　●物流資材：ラッシング、スリング　●農業資材：温室補強、選果機用ベルト　●保安・安全用資材：防塵マスク、安全帯、ヘルメット

●Seat belt　●Factory use : Conveyor belt, Wrapping tape　●Civil engineering use : for Geotextiles　●Construction use : For Tent and/or Building 
reinforcement　●Daily use : for Bags, Straps in various kinds　●Lifting and transportation use : Lashing and/or Sling belts　●Agricultural use : 
Greenhouse reinforcement, Belt for fruit selecting machine　●Life safety use : For Dustproof mask, Helmet and Height safety belt　

Aiming at stronger and more consistent, KIKUCHI KO-

GYO is ready to respond to the customers' requests 

with higher performance and reliability by providing a 

wide range of products. The products KIKUCHI KOGYO 

offers have been playing an active role in such fields 

as automobile, transportation and construction works 

where strict conditions are required in performance 

and quality. Advanced technologies have been created 

day by day by providing sophisticated products even in 

sports and recreation fields, in which design is espe-

cially focused.　
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品質管理

菊地工業の品質管理は、高度な試験設備に

よる性能確認です。製品の強度、耐久性、色

などの検査設備から製造設備の研究開発ま

で、あらゆる要求にお応えすることのできる環

境を整えています。業界の最高水準を誇る試

験設備が、私たちの製品の高い品質を裏付

けています。

QUALITY CONTROL

5

250kN迄の破断強力や伸度の測定

ができます。

The machine measures tensile-
strength with up to 250kN and/or 
elongation. 

引張試験機

Tensile Testing Machine

色出しをしたり、色々な染色・後加工試験

ができます。

The machine is capable of not only 
coloring but also conducting various 
kinds of dyeing and finishing process 
tests.

These testing facilities implement color-
fastness test, resistance tests including 
coldness, lightness and abrasion.

染色試験機

Dyeing Testing Machine 

独自に開発した自動検品機はベルトの

外観を無人で検査し、欠点の全てに印を

付けることができます。

Exclusively developed automatic 
inspection machine is capable of 
inspecting the outer surface of the 
belts and marking defective portions 
entirely without any operators.

自動検品機 Automatic Inspection Machine

染色堅牢度や各種劣化試験（耐寒性、

耐光性、耐摩耗性等）ができます。

各試験設備

Testing Facilitie

独自にアイデアを備えた種々の設備は、

当社の機械部門で開発、設計されて

います。

Our unique equipment are all devel-
oped and designed in our machinery 
section.
 

機械開発・設計

Development and Design of the
Machines

KIKUCHI KOGYO implements a performance con-

firmation of products using higher-level testing 

facilities. Circumstances have been satisfactorily 

arranged to respond to any requirements for testing 

equipment in strength, durability and color of products 

in addition to the research and development of 

manufacturing equipment. Higher quality of our 

products is proved by our top-level testing facilities in 

the industry world.

最大荷重 50kN
静的引張試験機

最大荷重 250kN引張試験機 
Tensile Testers

耐摩耗試験機
Abrasion Testers

熱劣化試験機
Heat and Cold
Resistance Testers

測色試験機 
Color Measuring 
Testers

染色加工試験機 
Dyeing Process 
Testers

染色堅牢度試験機
Color Fastness 
Testers

計量測定機器
Miscellaneous 
Testers

糸に関する試験機
Thread Testers

耐光性試験機
Light Resistance
Testers

最大荷重 50kN動的引張試験機

サンシャイン・ウェザーメータ
ロングライフタイプ

フェードメータ

長さ調節具耐摩耗性試験機 自動車用シートベルト（JIS･
FMVSS･AS･EC規格）試験、
及び産業資材試験に使用サッシュガイド耐摩耗性試験機

六角棒耐摩耗試験機

多目的耐摩耗試験機

恒温恒湿低温槽 標準状態・染色堅牢度・染料
移行・耐寒・耐熱試験等に使用

恒温低温槽

恒温槽（オーブン）

色差測定・染料配合

色相・染色堅牢度判定標準光源

色合わせ・染着・水洗・乾燥・
樹脂加工試験に使用

クロッキング型・斈振型

連続染色試験機

汗堅牢度試験機

各種上皿直示天秤

非接触水分計

赤外水分計

ＰＨ計

粘度計

拡大投影機

検撚機

綛取試験機

静的引張試験機（エアチェック）

テンションメータ

試験設備一覧表 TABLE OF TESTERS

摩擦堅牢度試験機

コンピュータカラーマッチングシステム 

試験設備の区分
Classification

試験設備名
Name of Tester

備考
Remarks

Static Tensile Tester

Dynamic Tensile Tester

UV Fade Meter

Sunshine Weather Meter

Low Temperature Chamber

Laboratory Oven

 Computer Color Matching System

Standard Light Source

Color Rubbing Tester

Continuous Dyeing Tester

Perspiration Tester

Various Electric Analytical Scales

Non-touched Moisture Tester

 Infrared Moisture Tester

PH-Meter

Expansion Projector

Viscometer

Twisted-times Tester

Hank Tester

Air-clamp System for Static Tesnsile Tester

Abrasion Tester for Length Adjuster

Abrasion Tester for Sash Guide

Abrasion Tester for Hex. Bar

Abrasion Tester in Multipurpose

Temperature Resistance Testers

Tension Meter

Max.load 250kN

Max.load 50kN

Max.load 50kN

Long Life Type

Explanatory Notes

 Crock Meter Type, 
 Reciprocating-table Type

Mainly used for the standard ex-
aminations such as 
JIS,FMVSS,AS and EC for auto-
mobile seat belts, and for the in-

Used to test standard conditions, 
color fastness, color develop-
ment, or temperature resistance 

Used to check color difference 
and dyestuff mixing, Used to judge 
color tone and color fastness

Used to test color matching 
and fixing, washing, drying 
or resin treatment
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糸を加工する
Processing 
Threads

原材料
Materials

織る
Weaving

染める
Dyeing

ロール巻にする
Roll-winding

切断する
Cutting

縫う・組み立てる
Sewing and 
Assembling

高速ニードル織機 Standard Looms

撚糸 Twisting 

巻分 Winding 

全自動連続染色機
Continuous Dyeing Machine

製造工程
PRODUCTION  LINE

営業活動 菊地工業は少量多品種のニーズに応えるため、

受注から設計・開発、製造、出荷に至るまで

万全の体制を整えています。私たちは、技術

と経験で、お客様のニーズを的確に製品に

反映しています。

To respond to many kinds of products in small 

amount from customers, KIKUCHI KOGYO has 

established well-organized system to handle entire 

segments from receiving orders to designing, 

development, manufacturing and shipping.  

KIKUCHI KOGYO reflects any requests from 

customers appropriately into the products with our 

top-level technologies and abundant experiences.

SALES ACTIVITIES

6 7

ポリエステル・ナイロン・アラミド

繊維等の合成繊維を使用して

います。

Synthetic  fibers  including 
polyester, nylon and aramid 
are used.

ご要望に応じて、指定された長

さに切断したり、ロール巻きにし

て納入します。必要に応じて、縫

製・組立加工も可能です。

Products are delivered in a 
designated cutting length or 
roll-winding according to the 
customers' requests. If nec-
essary, we also provide other 
processes in sewing or 
assembling.

各種の細巾織機を所有しており、

織柄品を含め600mmまでの織

物の生産が可能です。

With various kinds of looms for 
narrow fabrics, textiles in up to 
600mm in width, including 
designed pattern items can be 
produced. 

コンピュータで自動的に染料の

使用量を計算し、独自に開発さ

れた染色設備により染色加工

が可能です。

Computer automatically calcu-
lates proper amount of dyestuff 
and the dyeing process is 
implemented by our originally-
developed dyeing facilities.

糸を指定された長さに用意した

り、撚糸加工をする事ができます。

Arranging threads in a des-
ignated length and twisting 
process. 

原材料

Raw Materials 

糸を加工する

Processing Threads

織る

Weaving

染める

Dyeing

ロール巻にする

Roll-winding
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会社概要

会社沿革

OUTLINE

HISTORY

8 表 3

本社
Head Office

商号：菊地工業株式会社

天保８年

大正２年

昭和１０年

昭和２２年

昭和２５年

昭和３０年

昭和４２年

昭和４５年 

昭和４６年

昭和４８年

昭和５０年

昭和５３年

昭和５５年

昭和６０年 

平成２年

平成３年

平成４年

現在の東京銀座に糸商「くのや」創業。幕府御用達となる。

東京品川区大崎に製紐工場を設置。

合名会社菊地商店を設立。東京大田区雪ヶ谷に大森工場
を設置。

新潟県高田市（現在の上越市）に高田工場設置。

株式会社に改組し、菊地工業株式会社設立。

静岡県榛原郡吉田町に静岡工場を設置し、大森工場、
高田工場を閉鎖。

シートベルト用ウエビングの製造を開始。

自動車用シートベルトJIS表示許可工場となる。

染色工場棟が完成。

製織・製品工場棟が完成。染色排水処理施設を設置 。

AS（オーストラリアン・スタンダード）表示許可工場となる。

染色実験室を増床し、試験部門を拡充。

試験室、倉庫を増床。

連続染色機増設。

染色工場を増床

スパイラル走行方式連続染色機を世界に先駆けて開発
実用化。

半製品用自動倉庫を設置。正面玄関、展示室を増築。
ロープ形状ベルト「ROPBELT」を開発。シート溶着用ベルト
「WELDABELT」を開発。

平成５年 本社を静岡工場に移転し、本社工場と改称。
撚糸機構付ダイレクトクリールを開発実用化。

平成７年 設備開発・工務部門を独立分離し、（株）キクチウエブテック
として業務を開始。

平成８年 タイにKIKUCHI NARROW FABRIC（THAILAND）CO.,LTD.
を設立し、シートベルト用ウエビングの製造を開始。
ロープ形状ベルト、シート溶着用ベルトの国際特許を取得。
撚糸機構付ダイレクトクリールの国際特許を取得。

平成９年

1837

1913

1935

1947

1950

1955

1967

1970 

1971

1973

1975

1978

1980

1985 

1990

1991

1992

1993

1995

1996

1997

Founded as "KUNOYA", a yarn store, in existing Ginza, Tokyo.
Later became the authorized merchant to trade directly with 
the government of Shogun.

Constructed a braid factory in Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo.

Established KIKUCHI SHOTEN, an unlimited partnership
company.  Built Omori Factory in Yukigaya, Oota-ku, Tokyo.

Constructed Takada Factory in existing Johetsu City, Niigata 
Prefecture.

Incorporated KIKUCHI KOGYO CO., LTD.

Constructed Shizuoka Factory in Yoshida-cho, Haibara-gun,
Shizuoka Prefecture.  Closed Omori and Takada Factories.

Launched into the production of webbings for car seat belt.

JIS （Japan Industrial Standard）accredited for production of 
car seat belts. 

Completed a building for dyeing factory.

Completed a factory for weaving and processing.  Installed
the waste-water treatment facilities after dyeing process.

A.S. （Australian Safety Standards）accredited.

Developed the Testing Department by expanding the dyeing
laboratory.

Extended the lab and the warehouse.

Installed another continuous dyeing machine.

Extended the dyeing factory.

Completed the  most  innovated spiral-running continuous 
dyeing machine in the world.

Constructed  an  automated  warehouse for  semi-finished 
products.  Introduced new products " ROPBELT " and 
" WELDABELT ".

Moved a Head Office from Tokyo to the same building of 
Shizuoka Factory.

1994  Completed the Twisting yarn creel weaving system.

Started an engineering company "KIKUCHI WEB TECH CO., LTD." 
by reorganizing the Company.

Established "KIKUCHI NARROW FABRIC （THAILAND） CO., LTD." 
in Thailand, and started to manufacture webbings for car 
seat belt.  Obtained global patents on " ROPBELT " and 
" WELDABELT ".  Also obtained global patents on " Twisting 
yarn creel weaving system ".

スパイラル走行方式連続染色機の国際特許を取得。
ドイツのElastic Berger社と技術の相互利用に関する
契約を締結。

本社・関連会社

（株）キクチウエブテック
KIKUCHI WEB TECH CO.,LTD.

キクチ ナロウ ファブリック（タイ）
KIKUCHI NARROW FABRIC （THAILAND）CO.,LTD.

創業：天保８年（１８３７年）

会社設立：昭和２５年（１９５０年）

資本金：１億６０００万円

本社所在地：静岡県榛原郡吉田町住吉３３１５

　　　　　   TEL 0548-32-3223　

　　　　　   FAX 0548-32-6088

取引先金融機関：東京都民銀行・静岡銀行・

　　　　　　　　東京三菱銀行・商工中金

Company Name : KIKUCHI KOGYO CO., LTD.

Founded : in 1837

Incorporated : in 1950

Capital stock :￥160,000,000

Head Office : 3315 Sumiyoshi, Yoshida-cho, Haibara-gun,

Banker : Tokyo Tomin Bank・Shizuoka Bank・

Shizuoka 421-0301, JAPAN

TEL 0548-32-3223　FAX 0548-32-6088

Tokyo Mitsubishi Bank・Shoko Chukin Bank 

至名古屋 至東京
東名吉田インター

コスタ
ショッピング
センター

ComDock
by 河村電気

吉田町役場
マクドナルド

国道150号線

菊地工業株式会社
吉田港

静岡

御前崎

上州屋

ユーストア

Obtained global  patents on " Spiral-running  continuous 
dyeing machine ".  Signed a cross licensing agreement with 
a well-known German webbing company, Elastic Berger.

菊地工業株式会社
〒４２１-０３０１　静岡県榛原郡吉田町住吉３３１５

KIKUCHI KOGYO CO., LTD.
3315 Sumiyoshi Yoshida-cho, Haibara-gun, 

TEL 0548-32-3223 FAX 0548-32-6088

Shizuoka 421-0301 Japan
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現在の東京銀座に糸商「くのや」創業。幕府御用達となる。

東京品川区大崎に製紐工場を設置。

合名会社菊地商店を設立。東京大田区雪ヶ谷に大森工場
を設置。

新潟県高田市（現在の上越市）に高田工場設置。
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高田工場を閉鎖。

シートベルト用ウエビングの製造を開始。

自動車用シートベルトJIS表示許可工場となる。

染色工場棟が完成。

製織・製品工場棟が完成。染色排水処理施設を設置 。

AS（オーストラリアン・スタンダード）表示許可工場となる。

染色実験室を増床し、試験部門を拡充。

試験室、倉庫を増床。

連続染色機増設。

染色工場を増床

スパイラル走行方式連続染色機を世界に先駆けて開発
実用化。

半製品用自動倉庫を設置。正面玄関、展示室を増築。
ロープ形状ベルト「ROPBELT」を開発。シート溶着用ベルト
「WELDABELT」を開発。

平成５年 本社を静岡工場に移転し、本社工場と改称。
撚糸機構付ダイレクトクリールを開発実用化。

平成７年 設備開発・工務部門を独立分離し、（株）キクチウエブテック
として業務を開始。

平成８年 タイにKIKUCHI NARROW FABRIC（THAILAND）CO.,LTD.
を設立し、シートベルト用ウエビングの製造を開始。
ロープ形状ベルト、シート溶着用ベルトの国際特許を取得。
撚糸機構付ダイレクトクリールの国際特許を取得。

平成９年

1837

1913

1935

1947

1950

1955

1967
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Founded as "KUNOYA", a yarn store, in existing Ginza, Tokyo.
Later became the authorized merchant to trade directly with 
the government of Shogun.

Constructed a braid factory in Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo.

Established KIKUCHI SHOTEN, an unlimited partnership
company.  Built Omori Factory in Yukigaya, Oota-ku, Tokyo.

Constructed Takada Factory in existing Johetsu City, Niigata 
Prefecture.

Incorporated KIKUCHI KOGYO CO., LTD.

Constructed Shizuoka Factory in Yoshida-cho, Haibara-gun,
Shizuoka Prefecture.  Closed Omori and Takada Factories.

Launched into the production of webbings for car seat belt.

JIS （Japan Industrial Standard）accredited for production of 
car seat belts. 

Completed a building for dyeing factory.

Completed a factory for weaving and processing.  Installed
the waste-water treatment facilities after dyeing process.

A.S. （Australian Safety Standards）accredited.

Developed the Testing Department by expanding the dyeing
laboratory.

Extended the lab and the warehouse.

Installed another continuous dyeing machine.

Extended the dyeing factory.

Completed the  most  innovated spiral-running continuous 
dyeing machine in the world.

Constructed  an  automated  warehouse for  semi-finished 
products.  Introduced new products " ROPBELT " and 
" WELDABELT ".

Moved a Head Office from Tokyo to the same building of 
Shizuoka Factory.

1994  Completed the Twisting yarn creel weaving system.

Started an engineering company "KIKUCHI WEB TECH CO., LTD." 
by reorganizing the Company.

Established "KIKUCHI NARROW FABRIC （THAILAND） CO., LTD." 
in Thailand, and started to manufacture webbings for car 
seat belt.  Obtained global patents on " ROPBELT " and 
" WELDABELT ".  Also obtained global patents on " Twisting 
yarn creel weaving system ".

スパイラル走行方式連続染色機の国際特許を取得。
ドイツのElastic Berger社と技術の相互利用に関する
契約を締結。

本社・関連会社

（株）キクチウエブテック
KIKUCHI WEB TECH CO.,LTD.

キクチ ナロウ ファブリック（タイ）
KIKUCHI NARROW FABRIC （THAILAND）CO.,LTD.

創業：天保８年（１８３７年）

会社設立：昭和２５年（１９５０年）

資本金：１億６０００万円

本社所在地：静岡県榛原郡吉田町住吉３３１５

　　　　　   TEL 0548-32-3223　

　　　　　   FAX 0548-32-6088

取引先金融機関：東京都民銀行・静岡銀行・

　　　　　　　　東京三菱銀行・商工中金

Company Name : KIKUCHI KOGYO CO., LTD.

Founded : in 1837

Incorporated : in 1950

Capital stock :￥160,000,000

Head Office : 3315 Sumiyoshi, Yoshida-cho, Haibara-gun,

Banker : Tokyo Tomin Bank・Shizuoka Bank・

Shizuoka 421-0301, JAPAN

TEL 0548-32-3223　FAX 0548-32-6088

Tokyo Mitsubishi Bank・Shoko Chukin Bank 

至名古屋 至東京
東名吉田インター
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センター

ComDock
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Obtained global  patents on " Spiral-running  continuous 
dyeing machine ".  Signed a cross licensing agreement with 
a well-known German webbing company, Elastic Berger.

菊地工業株式会社
〒４２１-０３０１　静岡県榛原郡吉田町住吉３３１５

KIKUCHI KOGYO CO., LTD.
3315 Sumiyoshi Yoshida-cho, Haibara-gun, 

TEL 0548-32-3223 FAX 0548-32-6088

Shizuoka 421-0301 Japan
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菊地工業株式会社
〒４２１-０３０１　静岡県榛原郡吉田町住吉３３１５

KIKUCHI KOGYO CO., LTD.
3315 Sumiyoshi Yoshida-cho, Haibara-gun, 

TEL 0548-32-3223 FAX 0548-32-6088

Shizuoka 421-0301 Japan


