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コンベヤベルト＆システムのプロフェッショナルとして



コンベヤシステムで
効率的な独自の搬送システム

その他コンベヤソリューション　　

Ｓコン
急傾斜コンベヤ

効率よく、急傾斜輸送ができ、
省スペース化が図れます。

二枚目君®
急傾斜・垂直搬送の立役者

大量搬送も
省スペース化の実現も
二枚目君にお任せください。

エコロンローラTM
耐腐食軽量ベルトコンベヤローラ

軽い、錆びない、
付着しにくい樹脂ローラ

搬送に関するあらゆる課題を解決します。

We will be your best partner

さまざまな業界で
搬送現場の課題を解決しています

スーパーコンベヤ
円筒形コンベヤ

ローラ数が少なく、
メンテナンス性に
優れています。

発電所
製鉄所 リサイクル工場

砕石・鉱山
上・下水道

製紙工場

港湾
化学工場

土木工事
セメント・
生コン工場 その他



一般ベルト 特殊ベルト

コンベヤベルトで
確かなベルト加工技術と豊富な品揃え

保守・メンテナンスで
納入後も搬送設備の安定稼動をサポート

中寄ベルト

桟付ベルト

　吉野ゴム工業は1957年にゴムベルトを二次加工する会社として創業し、急傾斜

ベルトをはじめ数々のオリジナル製品を世に送り出してまいりました。今日では特殊な

コンベヤ設備のエンジニアリング技術を付加して、さまざまな搬送設備や周辺機器の

設計、製作をはじめ、設備の点検や補修、改善提案や技術情報の提供といった、付加

価値の高い事業活動を行っております。「ベルトメーカーの視点でコンベヤ設備を

総合エンジニアリングする」当社独自の取り組みは、専門分野の皆様より高いご評価を

いただいております。

　また近年は、台湾、韓国、中国の企業・工場とアライアンスを形成し、新しい高機能

ゴムの開発や、土木・海洋分野の大型ゴム製品の開発に取り組むなど、従来の枠を

超えて、さらに社会のお役に立つ領域を拡大しております。

　当社はこれからもお客様の現場のニーズに創意工夫で応えてまいります。

　「他では代わりがきかない会社」

　私たちは永遠に存在を求められる企業を目指します。

ごあいさつ

　伊藤 吉秀代表取締役社長

耐摩耗
耐熱
耐油
難燃
その他



食品搬送コンベヤ

石灰石搬送コンベヤ

焼却灰搬送コンベヤ

穀物搬送コンベヤ

木材チップ搬送コンベヤ

ハイブリットゴム堰

工業塩搬送コンベヤ

災害廃棄物搬送コンベヤ

トンネル土砂排出コンベヤ

骨材搬送コンベヤ

し渣搬送コンベヤ

建設汚泥搬送コンベヤ

クリンカ搬送コンベヤ

遮水膜

Supply 
record



Conveyor
belt

当社の丹波篠山工場はベルトコンベヤの体感型工場として、経済産業省保安監督部の依頼による鉱務監督官研修や
プラントメーカーのサービスマン研修の場として、幅広くご利用いただいています。
近年はベルトコンベヤ保全担当者様の教育、ベルトコンベヤの安全対策として、当社工場にあるデモ機を使用した危険
体感訓練も多く求められるようになり、コンベヤに関する安全衛生法や、災害事例を踏まえた安全研修も承っております。
このほか、全国のベルトエンドレス工事業者を招いて『全国エンドレス交流会』を定期的に開催。ベルト加工のプロ
たちと、ベルトエンドレスに関する最新技術の勉強会や技能実習など活発な意見交流を行っています。
当社はこれらの活動を通じて、お客様の現場の安全や品質の向上に、直接、間接問わず、お役に立つ工場を目指しています。

各種教育研修にご利用いただける体感型工場として

お客様の使用環境に合わせ、
デモ機による搬送テストを随時受付

　実際にコンベヤシステムを導入しようと思っても、それが自社の

条件に適しているかは、実際に搬送物を運んで確かめてみないと

判断がつきにくいものです。

　そこで当社の丹波篠山工場では、お客様に搬送物を持ち込んで

いただいての搬送実験を承っています。搬送物の状態による搬送

状況の確認や荷こぼれの程度の確認、搬送角度はどこまで可能な

のかなど、お客様のご希望の条件に極力近づけて搬送状態

をデモンストレーションいたします。

豊富な在庫を揃えた
西日本最大級のベルトセンター

　ベルトコンベヤは生産設備の生命線。コンベヤベルトのトラブルはお客様の操業に直接

影響します。お客様の万が一の緊急事態に備えることはベルトメーカーの責務と言えます。

　コンベヤベルトには、汎用耐摩素材のものから、超耐摩、耐油、耐熱、耐衝撃、難燃などの

機能性を有したタイプがあり、ベルト幅やベルト強力も多種多様。当社は大型ベルトセンター

2棟に、常時2000ｔ以上の豊富な在庫を保有して、あらゆるお客様のニーズにお応えします。

丹波篠山工場

第二事業場



Webサイトのご案内

https://www.yoshino-rubber.com/

「搬送からプラントまで」挑戦を続ける
当社のWEBサイトは、お客様が必要
とされる情報の充実に努めています。
これまでの「導入事例」や定期配信
している「搬送ベルト知っとく情報」、
動画配信「Yoshino Rubber CH」
など、日々、お客様に役立つ情報を
提供しています。

会社概要 沿革

本　社 第二ビル

コンベヤベルト
一般ベルト
特殊ベルト（桟付ベルト他）
Sコン
二枚目君®
スーパーコン

営業品目

コンベヤシステム
コンベヤシステム設計・製作
メンテナンス工事

コンベヤ部品
エコロンローラTM

コンベヤプーリ・ローラ
スカートゴム他ゴム板加工品
ベルトクリーナ
各種ライナー材

ゴム板・ベルト加工品
超広幅シート
土木用遮水シート
ホース他ゴム・樹脂製品

その他製品

本社

東京営業所

名古屋営業所 

九州営業所

丹波篠山工場

〒553-0006  大阪市福島区吉野4丁目26-14
TEL.06（6461）5751    FAX.06（6465）0708          

〒121-0073  東京都足立区六町3丁目6-40-201　
TEL.03（3883）7159    FAX.03（3883）7259

〒476-0012  愛知県東海市富木島町伏見2-5-17
TEL.052（602）0090    FAX.052（602）0091

〒802-0001  福岡県北九州市小倉北区浅野1-2-39-804
TEL.093（551）0775    FAX.093（551）0776

〒669-2434  兵庫県丹波篠山市殿町706
TEL.079（552）3981    FAX.079（552）3321

会社名
設立年月日
資本金
取締役
　
　
取引銀行

建設業許可番号
従業員

𠮷野ゴム工業株式会社
1963年5月29日
3,000万円
代表取締役会長　伊藤 亨
代表取締役社長　伊藤 吉秀
常務取締役　　　松田 八重子
みずほ銀行、三井住友銀行、大阪シティ信用金庫、
京都銀行、商工組合中央金庫、日本政策金融公庫
大阪府知事許可（特）第74728号
120名

1957年 5月 吉野ゴム工業創業。

1963年 5月 資本金100万円にて「吉野ゴム工業株式会社」を設立。

  現在地に工場事務所を移転。

1974年 5月 伊藤亨社長に就任。

1975年 4月 資本金1,000万円に増資。新製品「Sコン」開発。

1984年 2月 現：丹波篠山市に工場移転。篠山営業所開設。

1987年 5月 大阪府知事許可（般-62）第74728号

  （機械器具設置工事）取得。

 8月 新製品「スーパーコン」開発。グリーンホール（研修棟）完成。

1990年 3月 西舞鶴に研修用保養所新設。

 9月 ログ風迎賓館「吉野センチュリーサロン」落成。

1992年 3月 現：丹波篠山市に日置寮開設。

 10月 創立30周年を機に本社ビル建替。

 11月 産業振興発展に寄与し、大阪府知事賞受賞。

1994年 3月 篠山工場に「ディベロップメントセンター」開設。

1996年 3月 三田市に相野寮開設。

 5月 二枚合わせ垂直コンベヤ「二枚目君®」開発。

2000年 4月 篠山工場 ISO9002認証取得。

  大型二枚目君®モデル機完成発表見学会実施。

  大阪府新技術開発功労者として、伊藤亨社長が大阪府

  知事賞受賞。

2003年 10月 東京営業所開設。

2004年 10月 第二ビル開設。

2005年 6月 多目的運動場完成。

2006年 2月 樹脂製コンベヤローラ「エコロンローラTM」の販売開始。

 10月 名古屋営業所開設。

2008年 1月 九州営業所開設。

2009年 6月 ISO9001全社全部門で拡大取得。

2011年 2月 現：丹波篠山市に新工場：第二事業場・西日本ベルトセンター

  を開設。（歴史館を併設）

2012年 6月 伊藤亨会長に就任。伊藤吉秀社長に就任。

 8月 東日本大震災災害廃棄物処理施設建設工事に参画。

2015年11月  超広幅シートの販売開始。

  （土木分野・遮水膜にて初実績）

2017年 9月 超広幅シートを用いてゴム堰事業に参入。

2018年 2月 資本金3,000万円に増資。

 4月 大阪府知事 許可（特-30）第74728号

  （機械器具設置工事・土木工事業他）取得。

 9月 篠山工場に台湾協力工場友好記念モニュメント完成。

2019年 5月 「篠山工場」を「丹波篠山工場」に改称。

 6月 丹波篠山工場　「二枚目君®」デモ機更新。


