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当社は、お客様の成功に貢献したいと考えております

「当社のお客様は 
世界中のさまざまな 
業界に渡ります」

自動車＆サプライヤー

航空宇宙
エネルギー

工作機械
工具および金型製造

精密機器

輸送・重工業

医療関連

工具

UNITED GRINDING グループの機械で製造された製品は、常
に皆様のそばにあります。これは、あらゆる業界のトップ企業
が当社に信頼を寄せているためです。

皆様のお手元にある携帯電話の本体を製造するための工具
はおそらく、当社の機械によって製造されています。 自家用車
や、通勤に使用するバスのエンジンとギアのコンポーネント
は、当社の機械で加工されています。休暇で旅行する際、目的
地まで皆様を運ぶ飛行機のタービンの部品も同様です。 ブリ
スターパック、人工膝関節、または腕時計の精密部品を製造
するためのプレートも製造しています。 これらは、当社がサー
ビスを提供する業界のわずか一部に過ぎません。

研削、放電加工、レーザ加工、測定、および複合機械加工用の
精密機械メーカーである当社のお客様は、世界中のあらゆる
場所で、精度および表面品質が重要であるすべての産業で
従事しています。

当社では、お客様の成功に貢献することを最優先課題として
掲げています。 この目標を達成し、世界中のお客様からのさ
まざまな要求に応えるためには、幅広い製品と応用知識、グ
ローバルな展開、経験と情熱が必要とされます。 UNITED 
GRINDING グループは、グループとしての強さを備えているた
め、これらを提供することが可能です。
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グループとしての強み

精密機械メーカーである当社グループでは、 平面研削・プ
ロファイル研削、円筒研削、および工具加工の 3 つの技術が
統合されています。 また、IRPD ブランドの付加製造のコン
ピテンスセンターの運営も行っています。

グループの核を成すのは、MÄGERLE、BLOHM、JUNG、 
STUDER、SCHAUDT、MIKROSA、WALTER および EWAG のブ
ランドです。 また、アメリカとアジアではコンピテンスセンタ
ーを設けています。

平面研削およびプロファイル研削
MÄGERLE 1929 | BLOHM 1924 | JUNG 1919

ブランド MÄGERLE、BLOHM および JUNG は、高精度平面
研削盤およびプロファイル研削盤の包括的なポートフォリ
オを表しています。 最大の繰り返し精度を持つ高性能生産
用研削盤から、最大除去能力を持つカスタマイズされた研
削センターまで、幅広い製品ポートフォリオをご提供してい
ます。

円筒研削
STUDER 1912 | SCHAUDT 1906 | MIKROSA 1878

STUDER、SCHAUDT および MIKROSA は、それぞれ 100 年以
上に渡って、円筒研削における長い伝統を持つブランドで
す。 その幅広い技術コンピテンスは、外面円筒研削、内面円
筒研削、非円筒研削、芯なし研削における最高レベルの要求
に対応する標準機械とシステムソリューションを網羅してい
ます 。

工具加工
WALTER 1919 | EWAG 1946

WALTER および EWAG は、高硬度材の工具にも総合的な精
密加工を施すシステムおよびソリューションプロバイダーで
す。 研削、放電加工、レーザ加工、測定など、すべて当ブランド
から提供されています。 

付加製造
IRPD 2001

IRPD は、付加製造製品の設計、製造、販売を意味します。 プ
ロトタイプから大量生産まで、あらゆる一般的な付加製造
技術において、IRPD は高品質なサービスと製品を提供しま
す。
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「グループの核は私たちの
強力なブランドです。」
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グローバル

私たちは常にお客様のそばにいます。言語だけでなく、地域
ごとのニーズや文化も理解しています。 このため、世界 40 
カ国以上の国々に 20 を超える支社を有し、100 を超える販
売・サービスパートナーと提携しています。

当社はこれまで、15 万台以上の機械を生産し、80 カ国以上
の国々に出荷しています。 

市場でも他に類を見ないような、広範な地域で展開してい
るため、必要な場合には、迅速にお客様の元へ向かい、対応
することができます。

「私たちはお客様を理解して
います。それは、言語だけに限
りません。」
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組み合わされた能力

UNITED GRINDING グループが際立っている点は、高精度機
械と広い地域における展開だけではありません。 お客さま
を成功に導くためには、 サービス、デジタル化およびソフト
ウェア、イノベーションおよび製造における能力など、さらに
多くのことが必要です。

サービスに関する能力: 私たちは、機械のライフサイクル全体
を通してお客様をサポートします。
世界中で約 5 万台の当社製機械が世界中のお客様により
使用されています。 機械の全ライフサイクルを通じて優れ
たサービスを提供することは、私たちにとって非常に重要で
す。 試運転および顧客トレーニングにおけるカスタマーケア
チームのサポートは、当社が提供するサービスの一部に過
ぎません。 機械の寿命が長くなると、メンテナンスや修理、
部品の交換が必要になります。 包括的なリビルドおよびレト
ロフィットをご利用いただくことで、耐用年数を伸ばすこと
も可能です。 

80 カ国以上に所在するお客様に常にサポートを提供し、現
地に迅速に向かえるよう、世界中に約 550 人のカスタマー
ケアスタッフが従事しており、10 カ国語による 50 のヘルプ
ラインを運営しています。

デジタル化とソフトウェア能力: 当社製機械には、自社開発に
よるインテリジェンスが搭載されています。
精密機械メーカーである当社は、機械製造に加え、 ソフトウ
ェアも自社開発しています。 当社製機械に搭載されている、
機械操作以上の機能を備えたインテリジェンスが作り出さ
れます。 私たちが有するの膨大な材料およびプロセスに関
する専門知識が、このソフトウェアの開発に活用されている
ため、使用者の作業を大幅に簡素化します。 

デジタル化はさらに進んでおり、機械のネットワーク化、プロ
セスの簡素化と透明性、そして最終的には製造における生
産性の向上を目的としています。 これを実現するために、長
年に渡り、お客様の業務をサポートする新しいデジタルソリ
ューションを開発してきました。
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「当社のお客様は精密
製品を製造しています
が、それは精密に製造さ
れた機械を使用しての
み可能です。」

イノベーション能力: お客様の成功にはイノベーションが必要
です。そのため、研究開発は当社にとって大きな意味を持ちま
す。
私たちは、技術の最先端であるというだけでなく、未来の技
術の採用に取り組んでいます。 実施した IP 登録はすでに 500 
を超え、これは継続的に増加しています。

私たちは、イノベーションをお客様の成功への鍵であると考
えているため、経済状況に関係なく、年間 40 万人時を超える
時間を研究開発のために投資しています。 

製造能力: 品質に関係する部品の製造は、第三者に委託する
ことはありません。
当社のお客様は精密製品を製造していますが、それは精密
に製造された機械を使用してのみ可能です。 当社では、品質
に関連する部品の製造を第三者に委託せず、世界の 3 つの
製造拠点にて自社製造することで、機械の高い精度を実現し
ています。 機械の組み立てはさまざまな場所で行われます
が、国際的に同一の規定された設計図に従って組み立てられ
ます。 これにより、迅速かつ柔軟な対応が可能になり、より短
い納期でお客様に機械を提供することができます。 これを実
現するために、当社の製造拠点は高い基準を満たす必要が
あるため、ほとんどの ISO 認定を受けており、継続的に最適化
されています。 
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情熱と知識を持って

私たちにとって大切なものはすべて、社員なくしては実現で
きません。 当社の 30 カ国を超える国々の約 2500 人の社員
は、日々、お客様のために多大な情熱をもって業務に携わっ
ています。 100 年以上に渡ってずっと。

社員たちは、当社にとってだけでなく、お客様にとっても最も
重要な成功要因です。 なぜなら当社の社員たちは、「精度」
という言葉にふさわしい、そしてお客様が期待する製品とサ
ービスの品質を提供するために必要な能力と実力を有して
いるからです。

当社では、教育・訓練への投資を重要視しており、これはま
た知識とノウハウの基盤を築き上げるものです。 そのため
当社では、若い社員たちがしっかりとした訓練を受けること
ができるように努めています。

当社の企業文化は、互いに尊重し合い、信頼し、志を高め、
正確さに情熱を注ぐことによって特徴付けられています。

「社員たちは、当社にとっ
てだけでなく、お客様にと
っても最も重要な成功要因
です。」
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お問い合わせください！

詳しい情報をご希望ですか ? 当社ウェブサイトでは、より詳しい情報、および当社の連絡先情報を参照いただけます。 
ご連絡をお待ちしております。 

UNITED GRINDING Group
  grinding.ch

UNITED GRINDING North America
  grinding.com

UNITED GRINDING China
  grinding.cn

IRPD
  irpd.ch

MÄGERLE
  maegerle.com

BLOHM
  blohm-machines.com

JUNG
  jung-machines.com

STUDER
  studer.com

SCHAUDT
  schaudt.com

MIKROSA
  mikrosa.com

WALTER
  walter-machines.com

EWAG
  ewag.com

UNITED GRINDING グループの社員全員は、お客様、パート
ナー、投資家の皆様のために日々全力を尽くしており、これ
が変わることはありません。
今日製造する者には、責任があります。 このため私たちは、
未来の環境および社会の要件に適合するよう、未来を総合
的に見据えています。 当社は、100 年以上に渡って培った経
験、独創性、および長期的戦略を基盤とした企業戦略の上
に成り立っています。 

精密加工の世界市場において、信頼できる長期的指向パー
トナーとして認知されており、最も洗練されたソリューショ
ンのトッププロバイダーです。 この卓越した市場ポジション
は、お客様に常に最高の品質を届けるためのコミットメント
であると考えています。 これからも、これを持続していきま
す。 当社の製品とサービスによって、お客様にさらに成功を
収めていただくことが当社の目標です。

UNITED FOR YOUR SUCCESS

1514

+150 000 
納入機械

~50000 台の設置
機械

~2500  
人の社員

+15000  
の顧客 

~30 
国籍

~10% 
訓練生

+20 所在地

+40  
カ国に所在

~550 
カスタマーケア

スタッフ

100% 
独立
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「製品とサービスによってさら
に成功を収めることが当社 
の目標であり、目標であり 
続けます。」
Stephan Nell, CEO UNITED GRINDING Group


