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会社概要
テグテックの前身である大韓重石は、1916年大韓民国の北部・江原道（カンウォンド）で創業しました。
以来、テグテックは韓国最大の革新的産業用切削工具メーカーとして成長を遂げ、粉末タングステン、超硬ロール、
特殊産業製品の有力な輸出志向型企業としても躍進してきました。
私たちテグテックの目覚ましい発展は、優れたスタッフの努力により支えられています。さらに先駆的な技術開発、
鋭い経営戦略により、多国籍企業としても大きく成長してきました。高い品質と信頼性を兼ね備えたテグテック製品は、
様々な産業において、より高品質な製品製造を実現します。そして、お客様一人一人に合わせた技術支援は、業界を
リードし続けるテグテック最大の強みであると共に、テグテックの今後の更なる発展の礎になるものと考えます。

環境方針
革新

マーケティング・サービス

CSR （社会的責任）

企業提携

成功

創造

チームワーク

新成長エンジン
テグテックジャパン株式会社



テグテックの飽くなき研究開発が、金属加工産業における高度な機械加工を実現します。
最先端研究開発センターの専任エンジニアが、他社の一歩先を行く革新的な新製品を生み出し続けます。



顧客満足度
テグテックはお客様の満足を第一に考えています。市場の期待を上回る製品とサービスの提供に
全力を尽くし、最高品質の製品で最大の顧客満足度を獲得することが、私たちテグテックの最大の責務です。

製造・物流・倉庫
独自の開発技術により独創的且つ高性能な製品を生み出し、最先端の自動製造システムによって
効率的に生産されています。そして世界主要都市の自動倉庫へ配送され、お客様へ迅速にお届けします。
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顧客顧客満足度

生産産産性性の性のの向上上向向向

グログローーーバルネネットトッ ワワーークク 革新革新的技的技的技技的的 術開術開発発

コススストトト削減

技術支援援



品質管理システム
テグテックの製造システムには、自動品質管理による厳格な国際標準規格(AS/ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001)
が採用されています。製品を円滑に世界中へ輸出するため、テグテックはAEO(認定経済事業者)証明を取得。
2013年には、最高水準の顧客満足度追求の姿勢が評価され、韓国政府から「優良品質競争企業」に選出されました。
さらに自由貿易協定（特定輸出証明）の締結に伴い、テグテック製品をより多くのお客様へのお届けが可能となりました。

健康と安全
テグテックでは環境保全に広く貢献するだけでなく、私たち人間の幸福追求への一役を担っています。
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テグテコノミクスは、お客様の生産力・技術力・収益力を高め、成功へと導くポリシーです。

コスト削減への取組み
お客様のコスト削減が重要な目的の一つです。私たちテグテックは、多種多様な切削工具と加工工程調査により
お客様一人一人に最適な解決策をご提案します。お客様にご満足いただけるサービスを追求し、成功へと導く
テグテック独自の「成功の方程式」により、お客様の品質・生産性向上に大きく貢献します。　



製造ラインの調査 お客様に最適なご提案（コスト削減）

テスト実施 お客様のご承認 コスト計算及び
レポート作成

改善策の検討 新しい工具の導入

マトリックス
(効率的工具管理)

ターンキー
プロジェクト 支援

新製品開発による
収益性の向上

技術支援製造ラインの改善

トータルコスト削減

優先事項の決定改善点の確認
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穴あけ工具穴あけ工具穴あけ工具穴あけ工具
テテグテックは高度な穴あけ工具を開発し、レパ トリーをグテグテ け 具をを開発グテグテックは高度な穴あけ工具をを開発しし、レパ トリ をテグテックは高度な穴あけ工具を開 トリ をテグテックは高度な穴あけ工
拡大大しました。特にスローアウェイチップ式のトッップドリルは大しました 特にスローアウェイチチップ式のトトの ップドリルは特にスロ アウェイチチップ式の リル拡拡大しました 特にス ップドリルルアウェイチップ式のトップドリルルは
優れ優れ優 た性た性能を発揮、生産性と収益性の向上に貢献献しまし す。れれた性能を発揮 生産性と収益性の向向上に ます。優優れれたた性能を発揮、生産性と収益性の向向上に貢献優優優優れれた性能を発揮 生産性と収益性のの向上に貢貢献献します優優

工具を開発し、レパートリーを具を開発し レパパ トリ を工具を開発し レパ ト工具を開発し レパ トリ を

ミーリング工具工具ミーリング工具ミーリング工具リ グ 具ミ リング工具ミ リング工具工具
テグテグテッテ クのミーミーリンリング工グ工具シシリーーズはズ 、様々なな加工条件件グ は 様々な加工工条件テグテックのミテグテグテ リング工具シリーズは 様々なズは、様々な加々な加工条件グテッテ クの 工条件クのミ リン
に対対応し応し、生、生産産性向上上ととコストス 削減削減を実実現しますす。。実を実現します応し 生に対応し、生産性向上とコストト削 現しますに対応し、生産性向上とコストト削減を実現します。すにに対に 応し、生産産性向上向上とコとコストスト削に対応応し、生産性向上とコスト削 をを削上上とコとコストスト削 を実を上とコスト削減を実をコスト削減を す。削減し 生産対応 、
技術チームの継続的な研究開発開発が、が 高能率加率 工によよるな研究開発がが、高能率加工による技術技 チ ムの継続的な研技術技 チ ムの継続的な研究開発がが 高能率加工 る技術チ ムの継続的な研究開発発が 高能率加工による術チ ム 継続的な研究開発発技術チ ムの継続的な研究開発発が 高能技技術チ技技術チ 継続的な研究開発がが技術術チ ムのの継継続継続的な研究研究開開発発がが 高能能率加工によ加工による技術技術術チ ムのの継継継続的な研技術術チ ムのの継継継続的の継継継続的な研
生産生産性の向上向 とサイクルタルタイムイムの短の短縮へ縮 と導導きます。す縮へと導の短縮縮生産産性の向上とサイクルタイムの短縮縮へと導きます導きます。生産性のの向上上とサイクク

グ ズ

突切・溝入・多機能工能工具具突 具具
テグテ テックの革新的な多機機能工能 具、Tクランプシシリーリーズはズはは、、、テググテテッククの革新的な多多機能工具 TTククラランプシリ ズはテグ 新的なテググテッククの革新的な多機能工具 TTククラランプシリ ズはテグテックの革新的な的な多機能工具、Tクランンプシリリ ズは、テグテテ クの 的な多機能能工具、Tクラテグテッテック 的的な多機新的な多多機機能工具 Tクランプシプシリリ ズはズズは多機能工具 Tクク具 Tククランプシリ ズはプ リ ズは
突切切、外、外径/径/内径/端面旋削等の多の多様な様な加工に幅幅広くく広突切、外外径//内径径/ 様な加加加工工に幅広く面旋削等 に幅広く突切突切 外径/突切突切 外径/内径/端面旋削等等の/内径//端面旋 に幅幅広外径/内径/端面旋削等等の突切突切 外径/突突切 外径/内径/端面旋削削等の多様な加 にに幅広広く
対応します。対応しますす対応しますす対 しまます。対応対 しまますます対応対 しします対応対応しまます。

ソリッドッドエンドミミルルルルソリッドエンンドミルソリ ドエエンドミルソリッッドエソリッドドエンンドミルソリ
テグテックのク ソリリッドッドッ エンドミルシリーズは、加工精工精精度ととックのソソリッソリ ドエンドミルシリ ズは 加工精精度度とテテグテッククのソリッドド ンドミルシリ ズはズ 加 精精度度ととテグテッククのソリッ
製品品質の向上に貢貢貢献します。多様な被削材や製品品質質の向上にに貢献します。す。多様なな被削材やや製品品質の向上にに貢献します 多様な被削材やや多様なな製品品質質の向上にに貢献しますす 多様なな被削材やや向向上に貢貢献します 多様な被削材や製品品質の向向上に貢貢献します 多様な被削材や品質のの向上に貢献します 多様な被削材や製品品質の向向上に貢貢献します
加工用途に対に対応し、優優優れたれ 加工性能を発揮します。加 用途加工用途にに対応し 優優れた加工性性能を発揮します。用途にに対応し 優優れた加工加工用途にに加工用途に対対応し 優優れた加工性性能を発発揮しますに対対応応し、優れた加工性能を発揮します。を発揮します。応応し、優優れた加工性能を発揮発揮能を発揮します優優れた 揮します

ツーツ リンググツ リングリ グリ グ
テグテグテックののツーツ リングシリーリーズは、多多くのくの機械に取付可付可能な能なな能テグテックのツ リリングシリ ズは 多くの機機械に取付付可能な多くの機機械に取付付可能なテ クのツのツーリグテックのツ リテグテックのツーリリングシリーズは 多くの機機械に取付付可能なングシリ ズズは 多くのの機械に取付可付 能な能なの機械械に取付可能な
様々々な規格製品品をレパートリー。。BT MAS、S、ISISO、O、NTNT、DDINININ 6 6989871、品をレ格製品をレ MAS ISSO NT DDIN 6989871トリー BT MMAS ISSO NT DDIN 698871、様々々様 な規格製品をレパ トリ
HSH K等等 に に対応しまします。HSK等に対応しますHSK等に対 ま応します。HSKK等にに対応しますHSKK等に対応しますHSKK等にに対応します。HSKK等 にに対応します。等等に対応します

旋削工具旋削工具旋削工具
テグテックの旋削工具、TTターンシリーズはは独自独自のチの ップ材質材質・テグテテックの旋削削工具 TTタ ンシリ ズ工具 TTターンシリリ ズ削削工具 TTタ ップ材テグテテックの旋削削工具 TTターンシリリーズはは独自のチップ材質質・グテテックの旋削削工具 TTタ ンシリリ ズはは独自のチップ材質旋削 具クの旋削削工具具、タタ ンシリ ズは独自のチップテグテグテッテ クのクの旋グテックの旋 ップ材質ズ 独自シリーズは独自のチップテグテグテテ クのクの旋削工具具 Tタタ ンシリ ズは独自のチップ材質自 チップ材質
独創独創的な的 チッチ プ形形状に状 よより、優れた加工性能を発を 揮し揮します。独創的なチップ形 優れた加工性能能を発揮しプ形状独独創的なチチップ形状ににより、優優れた加工工性独創創的的ななチップ形形状状によりり 優独
ISO旋O旋削加削加工用工用の多くののブレーカー、ホルダー等をカ ホルダダ 等ををををブレ カカISO旋旋削加工用用の多くのブブレ カカ ホルダダ 等ををブレ カカ ホルダダ 等ををISO旋O旋削加加工ISOO
取り揃え、様々なな加加工に対応可能です。コーティング有/無、ング有有/無無対応可可工に対応応可能です コ ティィング有有/無取り揃ええ 様 加工に対応可能です。コ ティング揃 様様 なな加加 対対応応 能 す ティング有/無、揃 様様 加加 対対応応 能対応可能です コ ティ々なな加工加なな加加工に対応応 能取り揃え 様々な々な加加工に対応可能です コ ティング有/無取り揃え 加工に対応可能です コ ティンンググ有/無取り揃え 様様
サーメット、セラミック、CBN/PCBNコーティング処理を施したサ メット、セセラミックク、CBN/PCBNNコ テティング処理理を施ししたサ メット、セラミックク、CBN/PCBNNコ テティング処理理を施サ メット、セラミックサ メット、セラ Nコ ティンテサ メ ト セラミ ク CBN/PCBN テ ング処理を施した
多種多様な旋削チップ材質をレパートリーしています。多種多様な旋削削チップ材材質をレパ トリ ししていましていますす多種多様な旋削削チップ材 レパ トリ ししています。。質をレパ多種多様な旋削削チッ旋削削チップ材多様な旋削チな旋削チ トリ して多種多様な旋削チップ材質をレパートリーしています種多様な旋削チップ材質をレ多種多様な旋削チップ材質をレパ トリ

ねじ切り工具ねねじ切り工具ねねじねねじ切り工具ねじ切り工具ねじねじ切り 具
ISO規格の一般ねじ切り工具、ミーリングねじじ切りり工具工 ななどングねじじ切りり工工具などISO規格の 般ねじ切りり工具、ミ リンISO 般ねじ切り 具、 リ グねじ切り 具具などミ リングねじ切り工工具具な
様々様々なねなねじ切じ り工具をご提案します。高精度加工加工、簡簡単且且つつ様様々なねねじ切 工、簡単単且つ様々ななねじ切切り工具をご提案します 高精度加高精度加工 簡単単且つ簡簡簡単且つり工具を工具をご 工 簡簡簡単且つなね様々なねねじ切じ切り工具をご提案します。高精度加工、簡単単且つ様々ななねじ切り 具を 提案します 高精度加 簡簡簡単様々ななねじ切じ切り工具を
明瞭なチチッププ型番型番識別システム、優れた切屑コンントロロール明瞭ななチ ププ型番識別シ ム 優れた切屑 トト ルル明瞭ななチッププ型番識別システムム、 トトロ ルルた明瞭なチップ型型番識識別シス明瞭なチな ップ型番番識別システム 優れた切屑コントロ ルル明瞭明 なチな ップ型ププ トロ ルロロ ルた切屑
により、 生産コストの削の削減を減を実現実現します。により 生生産 ト 削減を実現しますます削減を実現しします。トの削り 生ににより、生産産 ストトの削減を実現します。により 生生産コスストの削減を実現しします、 削削減減、 産 減によよりり 生生産産



超硬超硬ロッロ ド超硬超 ド超硬ロッド超硬超硬ロ硬硬ロロッドド
テググテッテックはクは、、世界トップッ レベベルのルの超硬硬ロッロ ドメメーカー ー超硬ロッドメ カテ クはテグテックは、世界トップレベル ッドメテグテックは、世界トップレベベルの超硬ロッドメ カメ カテテテグテッククは、世界トトップップレベレベベルテグテテックは、世界トップレベル 硬硬ルップップレベレベベル 超硬硬ップレベルの超硬超レベルの超 カルのッククはグ ク
です。独自の開発技術により製製造さ造された最高最高品質より製造さされた最高品質ですで 。独自の開発技術にですで 。独自の開発技術により製造さ た最高品です 独自の開発技術により製造造された最高品質す 独自 開発技術により製造造です 独自の開発技術により製造造されたでです。独自でです。独自 開発技術 より製造ささですす 独自の開開発開発技術によより製製造造さされたた最高品質高品質ですですす 独自の開発開開発技術にですす 独自の開発開開発技術開開発発技術に
超硬超硬ロッドをド ご提供しますます。。超硬硬ロッドをご提供します超硬ロッッドををご提ご 供しし

金型金金型型金金型金型
長年年の開の開発で発 培った技術力によにより、り 非常に高品質質なな発でで培 た技術力により 非常常常にに高品質な発発で培 た技術力により 非非常培った技術力により 非常常にに高非非常常にに高非常常にに高品質なた技術力長年長年 開発で培 技術力力により 非常に高品質質な非常に高品質質ななの開発で培った技術力力に長年長年 開発長長年の開発で培った技術力力により 非常に高品品質質な
超高圧加加工装装置用置用金型金 をご提供提 しまします。す。石油ガス産産業業超高 装装置置用金型を 提供し装置置用金型をご提供します 石石油油ガガス産業超高圧加工工装装置用用金型をご提供します。石油油油ガガス産業超高圧加工工装装置用用金型をご提超高圧圧加工装置用金型をご提供提供しまします 石油ガガス産業業超高超 圧加加工装置用金型をご提圧加工装装置用金金型をご提供供しますす。石油ガスス提供します。石油ガス供しま 油ガガ 産産業超高超 圧圧加工装置用金型をご提供提供しますす 石油ガガスす 石油ガガ 産産業
を含を含む様む様々な産業をサをサポーポートしトしますます。をササポ トします。をを含む様々な産業業ををサポ トしますを含む様々なな産業業む様々々な産業を

タングステン製耐製耐摩耗摩耗部品タングタングステテン製耐耐摩耗部品タングスステン製製製耐耐摩耗タングスステン製耐耐摩耗部品タングステテン製耐耐摩耗部タタングスグステン製耐摩耗摩耗タタングスグステン製
テグテックは、最高品質の質のタンタングスグステンテン製耐製 摩耗部部品ッ はは 最高高品質のタングステテン製耐摩耗部品質 タ グ テテ 製耐摩耗部品品質のテテグテックはは 最高高品質のタングステテン製耐摩耗部品グステテン製耐摩耗部品テグテテックは 最高品高品質ののタンングスグステンテン製耐摩耗部品ンン製製耐摩耗部品テググテテ ク 最最高品質の質のタテグテ クは 最最最高品 のタテグテッテ クは、最高品高品質のタンングスグステテテグ ックはテグテテックは 最高品高品質ののタンングスグステンテン製耐摩耗部品
をレパートリー。摩減や腐食により摩耗摩 しややすいす 箇所所やをレパパートリー 摩減やや腐食により摩耗 すいをレパパ トリ 摩減やや腐食によ 耗ししやすをレ トリ 。摩摩減や腐腐食により摩耗 やす 箇所やをレパパートリー 摩減やや腐をレ すすい箇所やややすい箇所やややをレパ トリ 。摩減や腐腐食によより摩耗しやす耗しややすい箇所や
圧縮強度が必必必必要と要要とされさ る箇所の部品に適しまます。の部品に適しまます圧縮縮強度がが必要とさされる箇箇所の部される箇

製耐製耐摩耗摩耗部品製耐摩耗耗部品製

セセラミック製耐摩耗部耗部品ミセセラミ ク製耐摩耗セラミ ク製耐摩耗耗部部品セラミ 品
テグテグテックは、炭化ケケイ素、窒窒化化ケ化 イ素、窒化ホウ素等テテグテ クは 炭化ケイ素素 窒化ケイイ素 窒化テテグテックは、炭化ケイ素、窒窒化ケイ素素、窒化ホ 等テックは 炭化ケイ素 窒化 等化ケケイイ炭化ケケイイ素 窒化化ケイ素 窒化ホウ素等
様々々な素な 材のセラミッック製ク 耐摩耗耗耗部品をレパートリー。素材の素材のセラミ ク製耐摩摩耗部様々々な素材のセラミ ク製耐摩耐摩耗部品ををレパ トリリ様 な素材 製製耐摩耗耗部 レパ トリセラミ トリのセラミックク製耐耐のセラミックク製耐耐摩耗部部品をレパ トリ

製耐摩耗耗部品製耐摩耗部部

超硬超硬ローールル超硬硬ロ ル超硬超硬ロ ル超硬超
テグテックは、ワワイイヤーロッドや様々な超硬ロールをルををッドドやロッドドや様々々な超硬ロ ルをテグテック イヤ ロッドや様々な超硬ロ ルをグ クはは イイヤ ドや様 な超硬 ル硬ロ ルをグ ク イイヤ ドや様ッドや様々な超硬ロワワイヤイイイヤ ドや様テグテックはは ワワイヤイ ロッドや様々な超硬ロ ルをテグテッ ヤ ロッドや様々な超硬ロ ルルををテグテックは
幅広く取り揃えており、お客様のコスト削減及び、幅広く取り揃揃えており、、お客様のココスト削削減及び、幅広く りり揃え お幅広く取り揃揃えており、お客様のココスト削削減及び、幅広く取り揃えており、幅広広く取り揃えて コスト削ト削減及ト削減及幅広く取り揃えており お客様のコスト削減及び
生産性の向上に大きく貢献します。生産性の向上にに大きく貢貢献します生産性の向上にに大きく貢 ます。献します生産性の向上にに大き上にに大きく貢性の向上に大向上に大生産性の向上に大きく貢献します産性の向上に大きく貢献します生産性の向上に大きく貢献します

タングステン粉末タングステン粉末ン粉末粉末グ 粉末タングステン粉末タングステン粉末
約約100年の歴史を誇る製造技術により、様々な粒粒径約 年約100 造技術ににより約100年の歴史を誇る製造技術ににより、様様々なな粒径約100年の歴史を誇る製造技術によ術により 様々な々な粒径技術により 様々な粒径約100年の歴史を誇る製造技術により 様々な粒径
の高高品質品 タングステン粉末、超硬タングステン粉粉末末高品質タングステン粉末 超硬タングステテン粉粉末グステン粉末 超硬タンングステのの高品質タングステン 粉末末、超硬タングステン粉末
をレをレパーパートリー。レレパ トリををレレパパ トリ 。ををををレレパ トリをを
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※海海外本外本社取扱い製品製品※海※海外本社取扱い製品



自動車産業
自動車産業で使用される2万個を超える部品の製造を、優れたテグテック製品と技術力が幅広くサポートします。

航空宇宙産業
航空宇宙産業は最先端技術の集大成です。飛行機1機の 製作には20万個以上の機械部品が使用され、
これらの機械部品製造に効率的且つ高性能なテグテック製品が 大きく貢献します。

金型産業
21世紀の自動車、家電、電子機器等主要産業市場では、金型成形製品が大量生産されています。テグテック製品は
様々な被削材や加工条件に対応し、粗加工、中仕上げ、仕上げ加工を可能とし、金型産業を幅広くサポートします。

重電産業
世界的にも注目を集める重電産業。電力は産業活動から私たちの日常生活に至るまで多くを支えています。
重電産業のような特定施設においてもテグテック製品は、製造工程の改善に大きく貢献します。

風力発電
風力発電は今後の代替エネルギー産業を大きく牽引していきます。環境にやさしい未来実現の為、
テグテック製品が風力タービンメーカーを支えています。
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工作機械産業
機械加工はより複雑化し、加工精度のさらなる向上が求めらます。最大限の工作機械性能を引き出す為、
適切且つ高性能な製品を提供します。

小物部品産業
近年、自動車・医療・電子・航空宇宙産業等の発展に伴い、小物部品及び高精度部品の需要が
高まっています。さらに部品の小型化や複雑化が進んでおり、テグテックはこれらのニーズに応え、
小型部品産業に大きく貢献します。

鉄道産業
テグテックは、鉄道産業の製造部品加工におけるツーリング技術を発展させてきました。新規レールの製造、
老朽化したレールや車輪の修繕・交換等様々な場面においてテグテック製品が貢献します。

造船産業
造船産業においても、テグテックは多岐に渡り最高品質の切削工具を供給しています。大型部品やエンジン部品製造の
旋削、ミーリング、ボア、穴あけ加工等、多種多様な加工に対応可能です。



1960年以前

1970年代

1980年代

1960年代

1916. 04

韓国の江原道(カンウォンド)で

上東(サンドン) 鉱山の鉱床を発見

1952. 09

大韓重石（Korean Tungsten Co., Ltd.）設立

1645万7000ドル、韓国GNPの56％相当を輸出

1968. 02

韓国政府と大韓重石の

共同出資でポスコ社を設立

(韓国政府75％、大韓重石25％出資)

1979. 12

ツールホルダー工場を開設

1972. 11

APT(パラタングステン酸

アンモニウム)工場を開設

1974. 02

タングステン金属粉末、超硬

タングステン粉末工場を開設

1977. 11

超硬タングステンチップ工場を開設

1978. 10

CVDコーティング工場を開設

1988. 11

超硬ロール工場を開設

1989. 11

タングステンワイヤー工場を開設



2010年代
2010. 10 

特定輸出企業証明を取得

2012. 04 

テグテック第二工場を開設

2012. 05 

AEO(認定経済事業者)証明を取得

2012. 12 

韓国政府より3億ドルクラス輸出

企業優秀賞を受賞「輸出の塔」

2013. 05  

バークシャーハサウェイ社が

IMCグループ株を100%取得

2014. 03  

テグテック台湾設立

1990年代
1991. 03 

セラミック工場を開設

1998. 08 

IMCグループ加盟、テグテック

（TaeguTec Korea Ltd.）に社名変更

1999. 04 

新マーケティングセンターを開設

1999. 04 

テグテックUSA設立

1999. 04 

テグテックドイツ設立

1999. 04 

テグテックスカンジナビア設立

2000年代
2000. 03 

テグテックイングランド設立

 

2000. 03 

テグテックインド及びインド工場設立

2000. 07 

研究開発（R&D）センターを開設

2004. 06 

テクニカルセンター及び

超硬ロッド工場を開設

2000. 12 -  2010.11                        

日本(テグテックジャパン)、中国、

ブラジル、イタリア、オーストラリア、

トルコ、スロバキア、タイ、

マレーシア、スペイン、インドネシア、

ポーランド、ルーマニア、ロシア、

ウクライナ、南アフリカ、チェコ共和国、

ハンガリー、アルゼンチンの各国に

子会社を設立

2006. 05  

ウォーレン・バフェット氏率いる

バークシャーハサウェイ社が

IMCグループ株の80％を取得

2008. 12 

韓国政府より、2億ドルクラス輸出

企業優秀賞「輸出の塔」を受賞

テグテックジャパン株式会社     14 15





テグテックでは、お客様に最高の製品とサービスを提供する為、各国のチームと強固に連携しています。
海外拠点と韓国本社間での有効な情報交換により、何時も最新工具のご提案が可能です。
各国に配置された技術サポートチームと経験豊富なスタッフが行き届いたサービスを実現します。
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代理代理代理代理代理理理店店店店店店店

製造製造製造製造製造製造製造造製製造工場工場工場工場工場工場場工場

代理代理代理理理理店店店店店店
子会子会子子会会会子 社社社社社社

切削切削切削切切削切削切 工具工具工具工具具取扱取扱取扱取扱取扱取扱扱グルグルグルグルグルグルグ ープープーププ

産業産業産業産業産産 製品製品製品及び及び及び及び及び及び及及 粉末粉末粉末末粉 取扱取扱取扱取扱取扱グルグルグルグルグルグルググルループープープププ

本社本社本社本社本社本社本社



本社所在地
韓国

TaeguTec Ltd.
1040 Gachang-ro, Gachang-myeon, 
Dalseong-gun, Daegu 711-865, Korea
CT Marketing: Tel.  +82-53-760-7640 
                        Fax. +82-53-760-7660
IP Marketing: Tel.  +82-53-760-7666
                        Fax. +82-53-768-9912
WebWebsitsite:e: wwwwww ta.taeguegutectec co.comm

日本

テグテッグ クジャパン株式会株式会社社
ホームページ： http://www.taegutec.co.jp/

本社 　
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 
千里朝日阪急ビル15F 
Tel： 06-6835-7731　Fax： 06-6835-7732 

東京支店 
〒143-0016東京都大田区大森北1-17-2　
大森センタービル 7F
Tel： 03-5753-6281　Fax： 03-5753-6282 

名古屋支店 　
〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池5-1-5
名古屋セン名古屋 タープラザタ ザビル9F 
Tel： 052-745-2451 　Fax： 052-745-2452 

岡山営業所 
〒700-0921 岡山市北区東古松3-3-32　
ウィンクルム東古松B棟-Ⅱ 
Tel： 086-238-9541　Fax： 086-238-9542

切削工具販売拠点
  アジア

中国
TaeguTec China
Tel: +86-21-5106-1260     
E-mail: mail@taegutec.com.cn

インド
TaeguTec India Pvt. Ltd.
Tel: +91-80-2783-9111  
E-mail: shankar@taegutec-india.com

インインドネドネシアシア
PT. TaeguTec Indonesia
Tel: +62-21-29093176/78/79   
E-mail: sales@taegutec.co.id

マレーシア
TaeguTec Tooling Systems Malaysia Sdn. Bhd
Tel: +60-16624 9432         
E-mail: info@taegug tec.com.myy

 
パキスタン

Dynamic Tooling Services 
TelTel: +: +92-92 51-51 28028061961977    
E-mail: info@dts.com.pk

 
フィリピン

Colt Commercial Inc. 
Tel: +63-2-244-9756    
E-mail: cyrus@colt.com.ph

シンガポール
TT Tooling Systems
Tel: +65-6-4254918    
E-mail: kltan@sinotool.com.sg

台湾
TaeguTec Taiwan
Tel: +886-7-5505996
E-mail: info@tw.taegutec.com

タイ
TaeguTec(Thailand) Co.,Ltd.
Tel: +662-759-9300, 662-759-9172    
E-mail: info@taegutecthai.co.th

アラブ首長国連邦
A.F.Husain
Tel: +971-4-3400034
E-mE mailail: i: infonfo@af@afh-th toolools.cs.comom

ベトナム
DMC Technology Co., Ltd.
Tel: +84-8-62925556     
E-mail: info@dmctech.com.vn

  オセアニア

オーオ ストストラリラリアア
TaeguTec Australia Pty Ltd.
Tel: +61-3-9798-1900   
E-mail: sales@taegutec.com.au

ニュージーランド
TT Paci c
Tel: +64-9-573-1280      
E-mail: sales@iscar.co.nz

  ヨーロッパ

ベラルーシ共和国
Twing-M
Tel: +375-17-506-3238     
E-mail: info@twing.by

ベルギー
Usi-Tools S.P.R.L.     
Tel: +32-42-480-481
      +32-475-783-204         
E-mail: usitools@skynet.be

クロアチア
Intehna Zagreb d.o.o.
Tel: +385-1-3436-919    
E-mE mailail: i: intentehnahna-zazagregreb@zb@zg.tg.t-cocom.hm.hrr

チェコ共和国
TaeguTec R s.r.o.
TelTel: +: +420420 37 373 73 72020 999999  
E-mail: top@taegutec.cz

デンマーク
TaeguTec Scandinavia A/S.
Tel: +45-7022-0103       
E-mail: tts@taegutec.dk 

フィンランド
Knorring OY AB
Tel: +358 9 560 41 
E-mail: knorring@knorring.

フラフランスンス
Ingersoll TaeguTec France S.A.R.L
Tel: +33 (0)1 64 68 45 36    
E-mail: info@ingersoll-imc.fr

 
ドイツ

Ingersoll Werkzeuge GmbH
Tel: +49 2773-742 0   
E-mail: info@Ingersoll-IMC.de

ギリシャ
FG Technotools-G.& K.Fakitsas Co.
Tel: +30-2-10-832-0752    
E-mail: Giorgos@technotools.gr

ハンガリー
TaeguTec Hungary Kft.
Tel: +36-1-273-29-52
E-mail: info@taegutec.hu
Web: http://www.taegutec.hu

アイルランド
Hardmetal Machine Tools Ireland Ltd.
Tel: +353-1-286-2466     
E mE-mailail: s: saleales@hs@hardardmetmetalal.ieie

イタリア
Ingersoll TaeguTec Italia S.R.L.
Tel: +39 02.99.76.67.00      
E-mail: taegutec@taegutec.it

リトアニア 
UAB TTMT
Tel: +370-37-328487        
E-mail: sigitas@ttmt.lt

ポーランド
TaeguTec Poland Sp. z o.o.
Tel: +48 71 785 40 85         
E-mail: sales@taegutec.pl

ポルトガル
Hexatool, S.A.
Tel: +351-244-550424/5   
E-mail: hexatool@hexatool.com

ルーマルーマニアニア
SC TaeguTec Tools SRL
Tel: +4021 210 3108   
E-mail: marian.luca@taegutec.ro



テグテックは近年めざましい成長を遂げています。すす 50以上の海外販売拠点と、世界各国100以上の特約販売店が
強力なグローバル販売ネットワークを形成しています。すす

ロシア
TaeguTec Russia
Tel: +7-495-627-79-17 
E-mail: sales@taegutec.ru

セルビア
Intehna Beo d.o.o.
Tel: +381-11-3149-092   
E-mail: info@intehnabeo.rs

スロバキア
TaeguTec Slovakia, s.r.o.
Tel: +421 41 7000056                      
E-mail: matus@taegutec.sk

スロベニア
Intehna d.o.o.
Tel: +386-1-580-9260    
E-mail: info@intehna.si

スペイン
TaeguTec Spain S.L 
Tel: +34-93-878-7309~10     
E-mail: info@taegutec.es

スウェーデン
SMV Verktyg AB
Tel: +46-371-343-48      
E-mail: verktyg@smv.se 

オランダ
T.C.E.  
Tel: +31 (413) 38 83 10  
E-mail: info@taegutec.nl  
Website: http://www.taegutec.nl 

トルコ
TaeguTec Turkey
Tel: +90-850-201-69-00    
E-mail: info@taegutec.com.tr

ウクライナ
TaeguTec Ukraine
Tel: +38-056-790-84-09 
E-mail: td@taegutec.com.ua

イギリス
TaeguTec UK Ltd.
Tel: +44-1937-589-828     
E-mail: info@taegutec.co.uk

  アフリカ

南アフリカ共和国
TaeguTec South Africa (Pty) Ltd.
Tel: +2711-362-1500  
E-mail: info@taegutec.co.za

  北米

アメリカ
Ingersoll Cutting Tools
Tel: +1-815-387-6600     
E-mail: info@ingersoll-imc.com

  南米

アルアア ゼンチン
TaeguTec Argentina SA
Tel: +54-11-4702-6222    
E-mail: ventas@taegutec.com.ar

 ブラジル
TaeguTec Brasil Ltda.
Tel: +55-11-3868-6032    
E-mail: vendas@taegubrasil.com.br 

チリ
Cutting Tools Chile E.I.R.L.
Tel: +56-2-553 6944
      +56-2-552 1181 
E-mail: ventas@cuttingtools.cl

産業製品販売拠点 

  アジア

インド
Metal Trade International 
Tel: +91-93392-07614 / 91-98458-65508
E-mail: mti@metaltrade.co.in

zimit.bhagat@metaltrade.co.in 

マレーシア
Origen Corporation Sdn Bhd
Tel: +603-5882-5203         
E-mail: ksachow@origen.com.my

フィリピン
Colt Commercial Inc.
Tel: +63-2-244-9756  
E-mail: al@colt.com.ph

台湾

Tel: +886-2-27527075  
E-mail: zimerman@ms1.hinet.net

タイ
First Engineering Overseas Co., Ltd
Tel: +662-748-8341~3 
E-mail: charuvat@feothailand.com

sanisa@feothailand.com

ベトナム
Viet-Thai Engineering Jsc (Vtec)
Tel: +84 - 4 - 2220 7908
E-mail: vtec-jsc@fpt.vn

  ヨーロッパ

ベラルーシ共和国
Mr. Ki-Young Choi
Tel: +375 222 27 93 67
      +375-291 819533  

E-mail: belkorea@hotmail.com

フランス
Indeltech
Tel: +33-683-561301     
E-mail: delahais.patrick@wanadoo.fr 

ドイツ
InterCast GmbH
Tel: +49-2151-1585-80
E-mail: sener@inter-cast.de

 
イタリア

Mr. Gianantonio Pelizzari
Tel: +39-30-231-0335    
E-mail: giana@tin.it

Metalchimica srl
Tel: +39 011 6692057 
E-mail: giorgio.spinosa@metalchimica.it

ロシア
Sulzgitter AG
Tel: +7 (495) 6636351  
E-mail: sulzgitter@gmail.com

スペイン
Eurosider Sistemas Y Servicios En Siderurgia, S.L
Tel: +34-943-213-033   
E-mail: jaeurosider@sarenet.es

トルコ
ARK Industry Products Trade Ltd
Tel: +90 216 416 7510   
E-mail: ark@atlas.net.tr

  北米

カナダ
Mr. Mike Klinginsmith
Tel: + 1 216 406 0582
E-mail: mike@taegutec.us.com

メキシコ
RollEct Steel Consulting S.A. de C.V.
Tel: +52 777 317 9723      
E-mail: ricardo@grupocapsa.com.mx

アメリカ
Ingersoll USA
Tel: +1-724-822-9755  
E-mail: john.gass@taegutecusa.com

Mr. Mike Klinginsmith
Tel: + 1 216 406 0582
E-mail: mike@taegutec.us.com

BP Metals Company
Tel: +1 817 307 1821
E-mail: berwin.price@ialloys.com

  南米

アルアア ゼンチン
TaeguTec Argentina SA
Tel: +54-11-4702-6222
E-mail: amicheletti@taegutec.com.ar

ブラジル
ICD-Reata Representação Ltda
Tel: +55 71 3022-0323
E-mail: edson.taegutec@icd-reata.com.brr r

Tatiana.taegutec@icd-reata.com.br

テグテックジャパン株式会社     



 Japanese Version: 04/2015
 ©TaeguTec LTD.

テグテックジャパン株式会社

●#7890013


