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CONCEPT
オリジナリティとアイディアが和同のソリューション。

鮮やかな和同レッドが、信頼の証

　雪国の生活を支える除雪機。農園で縦横に走る草刈機。鮮やかな和同レッドに身
を包んだオリジナルブランドの製品は多くのユーザーから信頼を集め、あらゆる場面
で活躍しています。農業機械で培った技術力をベースに、家庭・業務用の除雪機の
開発・生産システムを構築し、大手メーカーとの OEM 生産をはじめ中型・大型除
雪機の国内生産台数トップを占めています。

人間を磨き、技術を磨き、
商品を磨きつづける。

地方の発想、個性を活かす

　研究・開発型企業。和同産業の特徴は研究開発部門を核とした独創性が一番に
あげられます。地方ならではの発想と着眼点、フットワーク、鋭く切り込む機動力
が研究・開発型企業の原動力となっています。和同産業が登録したパテントは累計
100 件以上。いままでもそしてこれからも独創力をカタチにする実現力にリミット
はありません。

常にオリジナリティを。それが企業戦略

　「商品開発の原点は、ユーザーにあり」。それが和同産業という開発型企業の意思
そのものです。大手メーカーの協力企業が多い地方にありながら、自社ブランドを
開発・製造・販売する和同産業の企業力には、ユーザーの視点に立った独自のマー
ケティング力と、オリジナリティを追求し続けるフロンティアスピリットがバックボー
ンになっています。

企業は人間力。発想が未来を支える

　環境産業やシルバー産業などのビジネスフィールドは新たな可能性を秘めたマー
ケットです。時代を見据えた敏感な先見性と、ひとりひとりの想像力が試される時
代だからこそ人間力を重んじています。「商品力も技術力も、人間力で決まる」。既
存のカテゴリーにこだわらないフロンティアスピリットと自由でフレキシブルな人材
を大切にしています。

貢 献

協 力

研 鑽

創意とは

経 営 理 念

地域社会に密着し、
利益を還元しつづける。

研鑽とは

互いに協力し合い、
生き甲斐のある職場を目指し、
輝きつづける。

協力とは
開発、改善活動を継続し、
社員の幸福を実現しつづける。

貢献とは

社　　是
わが社の商品が、社会に貢献することを使命とし、
縁ある人々の幸福を実現する。

しあわせ

創 意

Company Outline Company Outline



産業機械
industrial machinery

独自に開発した含油廃水
処理装置の供給を通じ、
クリーンな環境づくりを
サポートしています。

除雪機械
snow removing equipment

開発・製造・販売までを
一環システムで提供する
除雪機。国内生産高No.1
を実現しています。

PRODUCTS
技術力と商品力に裏付けられた3つの事業を中心に展開。
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◆開発基本方針
1. 常に技術の創造と革新で技術立社に挑戦する。
2. ニッチの分野でトップを目指し、オリジナルな
　商品を開発する。
3. 地球環境に配慮した商品を開発する。
4. 安心・安全・高付加価値な商品を開発する。

◆販売基本方針
1. お客様第一主義に徹し真心をもって行動する。
2. 真心をもって造り上げた商品を公正な利潤で
　販売する。
3. 市場拡大にむけ、積極的・肯定的に取り組む。
4. 感謝され、喜ばれるサービスを提供する。

農業機械
agricultural machinery

乗用草刈機、豆刈機、
肥料散布機、除草機、
下草刈機など幅広い製
品を生み出しています。



会社概要

■設　　立 /1941年 5月 
■資 本 金 /4900万円 
■代 表 者/代表取締役社長　照井政志 
■従業員数 /190 名
■事業内容
　除雪機・農業機械・産業機械（環境機器）の開発・設計・製造・販売 
■事業所
　本社・工場：岩 手 県 花 巻 市 実 相 寺 4 1 0 番 地 TEL.0198-24-3221 FAX.0198-41-1221
　岩見沢営業所：北海道岩見沢市大和 2条 3丁目9 番地 TEL.0126-22-6221 FAX.0126-32-2162
　長野営業所：長野県長野市大橋南 2 丁目 19 番 TEL.026-285-0885 FAX.026-285-0887
　岡山出張所：岡山県倉敷市沖新町 5 番地 8 号 TEL.086-426-0050 FAX.086-426-0100
■主要取引先
　本田技研工業（株）、（株）クボタ、ヤンマー（株）、各地の農業機械販売店 
■許認可事項
　ISO9001／登録証番号：JQA-QM5922
　　　　　　　登録事業者：和同産業株式会社  本社・工場
　　　　　　　登録活動範囲：除雪機、草刈機、豆刈機、廃水処理装置の設計・開発・製造及びサービス支援
　　　　　　　　　　　　　　（除雪機、草刈機、豆刈機のサービスパーツ供給及び除雪機の指導教育訓練）
　ISO14001／登 録 番 号：JQA-EM3683
　　　　　　　登録事業者：和同産業株式会社  本社・工場
　　　　　　　登録活動範囲：除雪機、草刈機、豆刈機、廃水処理装置の設計・開発・製造及びサービス支援
　　　　　　　　　　　　　　（除雪機、草刈機、豆刈機のサービスパーツ供給及び除雪機の指導教育訓練）

和同産業株式会社
品質へのこだわり
環境への配慮。

ISO9001
「顧客満足向上を目指し、みんなで取り組む 改善活動」

品質方針

そのために「ひとりひとりが、自分たちの仕事の能率を上げ、良いものを作り、
安く提供し、お客様に満足していただくことである。」
◎品質方針がすべての階層に理解され、実行され、維持されることを確実にするた
め各部長を通じて、品質方針の各職場への掲示、朝礼での説明などにより、自部
門のひとりひとりへの理解・徹底を図る。
◎品質方針の内容を基に、要求事項への適合と品質マネジメントの有効性の維持
的改善を推進する。

ISO14001 環境基本方針

「地球環境へ配慮した事業活動で環境負荷を
　　　　　　　　低減する事を目標に取り組みます。」
基本的には、製造業（除雪機、草刈機、豆刈機、排水処理装置等）として
の事業活動による環境影響に対して適切で、且つ、和同産業としての環境
基本方針に沿った活動に取り組む。
行動に当たっては、明確な目的及び目標を定め、P • D • C • A をまわして継続
的な改善を図る。
［　行動指針　］
１）製品開発においては環境影響へ配慮した設計•開発に努める。
イ）環境負荷物質の削除に努める。

２）生産活動においては環境負荷の低減に努める。
イ）消費エネルギーの削減など省資源に努める。
ロ）排出される廃棄物を削減する。
ハ）職場環境の向上に努める。

３）包装及び輸送において資源の低減化に努める。
４）協力工場等に環境負荷低減への協力に努める。
５）環境関連法規の順守
環境に関する法律、規制及びその他の要求事項を順守すると共に、自主的な
管理•監視体制の確立により環境汚染の予防に努める。

６）環境目的•目標の制定と定期的見直し
事業活動に伴う環境影響評価を行い、環境目的•目標を定め、環境保全の維持
向上に努める。また、環境パフォーマンス向上のため、環境目的•目標を定期
的に見直し、環境影響を継続的に改善する。

７）当社で働くまたは、当社のために働くすべての人は「環境基本方針」を理解し、
行動指針に沿った行動が出来るように広報活動を実施する。

会社沿革
東北資源株式会社として、金属材
料の仕入れ販売業、金属の委託
機械化工業を経営する。
和同産業株式会社と名称変更し、
鋳造工場、木工工場を整備し、鉱
山機械部品、家庭用金物、家具の
製造を開始する。
本田技研工業株式会社より、耕転
機用アタッチメントメーカーとして
指定される。
農業公論社主催による国内農機具
10大機械に乗用代掻整田機が選
定され機械化賞を受ける。
第 1 回秋田県総合発明展に於いて
「スノーブル」が工業技術院長賞
を受ける。
花巻市実相寺に本社•工場を移転す
る。
岩手県発明工夫展に於いて「草刈
機装置」が発明協会会長賞を受け
る。
東北地区発明展に於いて「投雪機」
が発明協会会長賞を受ける。
取締役社長三國丑蔵が勲四等瑞宝
章を叙勲する。
岩手県発明工夫展に於いて「Y2-S
型豆刈機」が特賞を受ける。
取締役社長三國丑蔵が会長とな
り、取締役三國慶耿が社長に就任
する。
岩手県発明工夫展に於いて「S100
除雪機」が仙台通産局長賞を受け
る。
岩手県発明工夫展に於いて「S35A
型除雪機」が優秀賞を受ける。
日本発明振興協会•日刊工業新聞
社主催の第 12 回発明大賞に於い
て「走行型除雪機」が考案功労賞
を受ける。
環境事業部を設立する。「含油廃
水処理装置」にて特定中小企業者
新分野進出等に関する法第３条第
3項の承認を受ける。
取締役社長三國慶耿が工業所有
権制度関係功労者表彰に於いて、
特許庁長官表彰を受ける。
カチオン電着塗装工場完成
ISO9001認証取得　JQA-QM5922
ISO14001認証取得　JQA-EM3683
取締役社長三國慶耿が会長とな
り、執行役員照井政志が社長に就
任する。
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昭和 36 年
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昭和 53年

昭和 55年

昭和 56 年

昭和 61年

平成 7年

平成 13年

平成 12 年
平成 16 年
平成 24 年

OUT LINE
ユーザーからの信頼とかけがえのない地域環境のために。
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