
創業以来、自動車の「摩擦・摩耗」をテーマに、その基礎研究から応用にいたる

幅広い技術を蓄積し、 「トライボロジー（摩擦工学）のスペシャリスト」として、発展してきました。

モノづくりにこだわり、「創意と工夫」「絶えざる改善」「チームワーク」を柱として、魅力ある

製品をご提供し、 お客様の信頼にお応えします。

Taiho Means Reliability
With this as our motto.

We at Taiho Group respond to the trust that our customers have lodged in us, by supplying quality products in 
anticipation of future needs and based on rational solutions.

昨年からの変更点

お問い合わせ先

・トップメッセージをインタビュー形式へ
・特集記事を３つの分野ごとに掲載
・各事業所の取り組み事例など詳細をWEB版で掲載
・親しみやすさ、読み易さに配慮して、
　重要な情報・取り組みを掲載
・表紙及び内面のデザイン

CSR推進室　TEL：0565-28-2225（代） FAX：0565-28-2227
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