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マシニングセンタ　
汎用旋盤 　 
フライス盤 
ハンガーショット機  
エプロンショット機　
ボール盤　　
ベルダー　　

鋳造後の一貫生産

加工バリ取り部品入荷 仕組・組付け

従業員全員が要求される品質・機能を理解し、一貫生産ラインに乗せて、 作業ラインの整流化

出荷検査

金属部品に必要な鋳造後の数多くの工程（検査・バリ取り・研掃処理・加工・仕組・組付け など） の一貫生産を行なっています。

滋賀県湖北地域で唯一の充実した設備

湖北地域で唯一
「マシニングセンタ」「エプロンショット機」「ハンガーショット機」の設備があります。

金属加工 機械やエンジンの要となる金属部品加工

基準書・標準書に基づく作業をチェックシートで管理し、品質保証をしています。

Takumi's technology
－確かな技術力－

製造部門

多様なニーズに柔軟かつ迅速に対応

エアコンなどの小さな部品から自動車・トラクターなどの大きな部品まで、多種多様なニーズにお応えします。

少量多品種生産にも対応

コストメリットが少ない小・中規模ロットの生産品にも対応します。

スピーディーな生産立上げの実現
過去の経験を踏まえローコストで安心できる品質を確保

長年の実績による豊富なアイデアと迅速な対応で、無駄なコストをかけず、お客様の収益連鎖に繋げます。

創業50年の実績と経験

主要設備 ３台
１台
１台
４台
２台
 ３台
 ４台

工具・治具の選定に至るまで、細やかな生産方法を検討、提案します。



Quality improvementQuality Assurance support

品質改善活動

毎月、社内品質改善会議を実施

改善

計
画

実行

評
価

サイクル

品質保証サポート

出張選別、事前検査をサポート

効率的にPDCAサイクルを実践

確実なスキルトランスファーを通じて
技術レベルの水準向上

幅広く収集した情報を綿密に調査・分析し、目標達成に向けてしっかりした計画を立て、
効率的なPDCAサイクルを回します。　不良の根絶、海外生産に勝るコスト、リードタイムの短縮を目指し、
日々多様化するお客様のニーズにお応えします。

製造にたずさわる全従業員が、鋳造、バリ取り、加工、仕組みの技術を学び、部品や機能を理解し生産にあたります。　
カイゼン会議は、熟練技術伝授と共に、チームワーク向上の場でもあります。

I m p r o v em e n t  m e e t i n g
技術と経験で迅速かつ正確にお客様の代わりに不良選別や
品質保証をサポートします。

３６５日・２４時間体制で瞬時にサポート

私たちは、品質保証のスペシャリストです。

長年の信頼と実績に裏付けされた、最高の「品質・技術・スピード」で
トラブルに対応し、お客様のブランドをお守りします。

製造メーカー

【お客様】

サプライヤー

【弊社】

湖北製作所

「品質保証サポート」契約
納 品

製品の情報共有

対応依頼対応依頼
トラブル
発生

による迅速なトラブル対応

【納品先】
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品質保証サポート



商業施設の消防設備や空調設備工場設備や公共の消雪､上下水道工事

住む人のためのリフォーム工事

Installation work  Specialist

お客様のご希望を
「いま」 そして 「これから」 に合わせるご提案

建設部門

工場や公共施設の設備工事

ハウスメーカーの新築設備工事 住まいの水回りリフォーム

フリー設計

リフォームシステム

－設備工事のスペシャリスト－

大型施設に必要な消防設備。屋内外の消火栓設備やスプ
リンクラーの設計から施工、点検整備まで、資格と専門知識
を活かし施工しています。 また、エアコンなどの空調設備や
換気ダクト、LPガス設備工事もお任せください。

滋賀県や長浜市の指定業者として公共の設備工事を行って
います。 工場や上下水処理場などのプラント設備、井戸さく
泉からポンプ施設を含めた消融雪装置の設計施工、保守点
検などを行っています。

ヤマダホームズ新築工事の滋賀県湖東エリア(長浜から
草津まで)の水回り指定工事店として営業しております。
年間60-70棟の実績があり、IT化を取り入れたスマート
ホームなどの日々進化する施工に対応し、最新のノウハウ
と施工技術を活かします。

キッチン、トイレ、お風呂など、現状の問題点やご希望をお
聞きしてご提案します。施工後の定期メンテナンスもお任せ
ください。介護する人、される人に優しいバリアフリーリフ
ォーム、フリー設計の「リフォームシステム」で特許を取得。
どこでもトイレ・どこでもバスを実現します。

給排水設備から空調設備、また専門的な消火栓設備や消融雪設備まで、

設計から施工、定期メンテナンスまで、１つ１つ丁寧に取り組んでおります。 

地域の工場から公共施設まで幅広く対応し、特に給排水・衛生設備工事で多くの実績を持っています。



住宅リフォームのご提案
Kohoku Seisakusho -Reform

きっかけは弊社代表(國友龍一)自身の父の自宅介護の経験からでした。2年ほど続いた介護期間 の中で、介護する家族の大変さ

や設備面の不便さを実感し、まずは自宅に施工。その後、近隣に住む年配の方からもお風呂のリフォーム工事を依頼されるよう

になりました。 これまで、長年にわたりハウスメーカーの新築住宅設備工事を請け負ってきた実績とノウハウをもとに、近隣地域

に向けて「住まう人」「使う人」が不便さを感じない住環境を提案いたします。

高齢者とご家族の皆様に、
心に届く最適な空間を提供したい。

湖北製作所はバリアフリーに欠かせない特許

工法を開発したことで、「おもい」が「カタチ」に

変わります。　弊社のリフォームシステムでこれ

からの暮らしを快適にし、地域に根ざした、
安全・安心のオリジナルリフォームを提案して

まいります。

車椅子での生活を余儀なくされたり、階段の上り下りや玄関の段差が
気になったりした場合、生活をより良いものにするためには、障害物や
危険があるものを取り除く必要があります。
安全で安心な暮らしを提案いたします。

知らせる防犯

Ｓecurity ／ Ｗet area  ／ Universal Ｄesign

快適な水回り

安全安心のデザイン

毎日使うものだから、みんなが安心して暮らせるように

Kohoku Seisakusho -Reform system

フ  リ  ー  設  計

リフォームシステム

Construction Portfolio施工事例

和室の一角にも施工可能。  
畳を外して浴槽を設置可能。

「住まう人」「使う人」が満足できる環境をご提案

想いをカタチにする 当社独自の特許工法

介護する人される人の負担を減らし、安全・安心・快適な入浴室を実現しました。

お風呂ではヒートショックや転倒などの危険が潜んでいます。
それらの危険を回避する温かく安全なお風呂のご提案をいたします。 
安全に  快   楽   癒  を実現する住まいを提案いたします。

お客様から「防犯対策」についてのご要望をよく伺います。
防犯カメラの設置や警備システムの設置など、見える・守る・知らせる
防犯で、あなたと大切な家族の生活を安全に守ります。

弊社施工の介護施設が内閣府から表彰されました。

バリアフリーの浴室。
壁面も床も完全防水。

リフォーム完成後の化粧板・タイルもオプションで可能。

〔どこでもバスの一例〕



ごあいさつ

代表取締役　國友龍一

創業から皆様のご支援やご指導のおかげで半世紀以上を歩むことが出来ました。

弊社創業者は、就職先のない地元に雇用を確保して地域に貢献したいという願い

から起業しました。

その意志を継いで地域社会とお客様､そして、従業員が信頼・安心・感謝を

キーワードにつながりを持つことで貢献していきたいと考えています。

製造業では、誠意と創意でもっと安心へ。

建築・管工事業では、もっと楽しく快適に。

を行動指針に、世の中の動きやお客様のニーズに合わせた対応を心がけ、

地域社会と共に発展したいと願っています。

今、世界中で新しいテクノロジーが生まれ急速に様々な変化が

起こっています。製造業では特に変化が大きく、ロボット化・AI化

による品質の向上やコストダウン、一定品質の実現が成され、

今後更なる発展が急速に進んでいくことでしょう。

その加速に取り残されないよう私達は先を見据えた人材育成や

方向性を共有し社員一丸となって目標とする未来のビジョンを

夢を「新しいことに挑戦し続ける」を合言葉に私達の手で掴み取

れるよう、これからも邁進してまいります。

改善の輪を止めることなく回し続け、お客様のニーズに応える

湖北製作所を宜しくお願い致します。

Message

工場長　國友宏修

経営理念 Management Philosophy

相互の感謝から生まれた利益を分配し、
全従業員の豊かで快適な生活実現のため、

物心両面の幸福を追求し、地域社会に貢献する。

Kohoku Seisakusho Kohoku Seisakusho 



社   名　　　株式会社 湖北製作所
資本金　　　1,500万円
本   社　　   滋賀県長浜市湖北町海老江550
創   立　　　昭和43年7月1日
会社設立　　昭和62年11月1日
代表者　　　代表取締役 國友 龍一
営業時間　　8:00～17:00
定休日　　　土曜日・日曜日・祝日
取引銀行　　滋賀銀行高月支店、関西みらい銀行湖北支店
　　　　   　京都銀行長浜支店
業務内容　　住宅関連設備機器販売及び設計施工
　　　　　　製造業（金属加工業）
建設業許可　建築工事業、管工事業､土木工事業
　　　　　　消防施設工事業、水道施設工事業　
　　　　　　とび土木工事業

会社概要

ヤンマー株式会社
株式会社ヤマダホームズ
株式会社テクニカ
扶桑工業株式会社
株式会社イノテック
株式会社アーレスティ熊本

金属部品製造

新築・増改築・リフォーム工事

給排水設備工事

消融雪・空気調和・消火栓設備工事

太陽光発電設備システム工事

（エンジン、エアコン、自動車、トラクター、電車、電気自動車モーター、日用品等）

History
Kohoku Seisakusho 

沿 革

昭和43年   7月　滋賀県湖北地域に建設業、金属加工業として湖北製作所を創業
昭和47年   3月 知事許可一般建設業建築工事業  建設業許可 
　　　　  12月 ヤンマーディーゼル株式会社  取引開始 （製品加工業）
昭和59年   4月   管工事業 開始
昭和60年   4月　扶桑工業株式会社  取引開始 （製品加工業）
昭和61年   1月　知事許可一般建設業 管工事業  建設業許可 
　　　　  10月   特例浄化槽工事業者届出  建設業許可
昭和62年   7月   びわ町宅内排水設備工事指定店  認定
　　　　  11月 株式会社湖北製作所 改組
昭和63年   3月　知事許可一般建設業 土木工事業  建設業許可
　　　　    3月   知事許可一般建設業 水道工事業  建設業許可
　　　　 　　　  浴室・トイレ等の防水処理工法開発チーム発足
　　　   　 9月   長浜水道企業団公認店指定  公認許可
　　　　  10月   日光化成株式会社 代理店契約
平成  2年 11月   近江町下水道排水設備指定工事店  公認許可
平成  3年   2月   知事許可一般建設業消防施設工事業  建設業許可
　　　　  10月 長浜市下水道排水設備等工事指定  公認許可
　　　　  11月   びわ町水道指定工事店  公認許可
平成  4年　5月   県営住宅維持修繕業務委託契約
　　　     　　　 介護リフォーム研究開発チーム発足
平成  8年   5月   エス・バイ・エル株式会社  工事店契約 
平成26年　　　  品質保証サポートサービスの提供開始 （製品加工業）
　　　　 　　　  介護用簡易リフォームシステム新工法  特許出願
平成30年   8月　株式会社ヤマダホームズ  工事店契約
令和 元年   9月   介護用簡易リフォームシステム新工法  特許取得

代表取締役

総務部門

製造部門 検　査

加　工

品質管理

Organizational Chart
Kohoku Seisakusho 

構 成

Company Profile
Kohoku Seisakusho 

主要取引先

Main Client
Kohoku Seisakusho 

Main products 主要商品

小林金属株式会社
東伸金属工業株式会社
長浜市
滋賀県

海外取引先 
   ストーンリッジ
   宇成精工　  他

建設部門


