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T O K U S A I
 Technological Capabilities

株式会社トクサイは、1950年当時の「特殊細線研究所」の名の通り、
“特殊な細い線をつくる会社”として創業しました。
太い素線を、熟練した職人が何度も丁寧にダイスに通しながらつくる、細線、極細線。
タングステン・モリブデンなどの難加工材料は、加熱しながら伸線加工を行い、
最小径φ0.010mm以下まで、さらに電解研磨表面処理で
わずかφ0.0025mmの極細線をつくることができます。
創業から60余年にわたる一貫した伸線加工は、
トクサイが独自に設計した加工機械などの製造設備、製造ラインを構築し、
お客様のさまざまなニーズにお応えしております。
 
トクサイの社員は、一人ひとりが創意工夫のDNAを持つ、技術技能集団。
創業から現在まで続く製造経験で培われた
技術・技能を活かして、未来に向けてさらに進化し、
業界を一歩リードする技術技能集団企業として成長してまいります。

細さの限界に挑戦するトクサイ

伸線後のタングステンワイヤー
φ0.010mm

トクサイ独自の細線製造技術で
電解研磨後のタングステンワイヤーが

φ0.0025mm！

ヒトの髪の毛
φ0.09mm

タングステン細線直径の比較

タングステン生産量の長さ目安

▶1日=およそ2500km
  《日本縦長さ 約2800km》

▶1ヵ月=およそ5万km
  《地球一周 約4万km》

▶1年=およそ60万km
  《地球から月まで 約38万km》

32



T O K U S A I
 Technological Capabilities

株式会社トクサイは、1950年当時の「特殊細線研究所」の名の通り、
“特殊な細い線をつくる会社”として創業しました。
太い素線を、熟練した職人が何度も丁寧にダイスに通しながらつくる、細線、極細線。
タングステン・モリブデンなどの難加工材料は、加熱しながら伸線加工を行い、
最小径φ0.010mm以下まで、さらに電解研磨表面処理で
わずかφ0.0025mmの極細線をつくることができます。
創業から60余年にわたる一貫した伸線加工は、
トクサイが独自に設計した加工機械などの製造設備、製造ラインを構築し、
お客様のさまざまなニーズにお応えしております。
 
トクサイの社員は、一人ひとりが創意工夫のDNAを持つ、技術技能集団。
創業から現在まで続く製造経験で培われた
技術・技能を活かして、未来に向けてさらに進化し、
業界を一歩リードする技術技能集団企業として成長してまいります。

細さの限界に挑戦するトクサイ

伸線後のタングステンワイヤー
φ0.010mm

トクサイ独自の細線製造技術で
電解研磨後のタングステンワイヤーが

φ0.0025mm！

ヒトの髪の毛
φ0.09mm

タングステン細線直径の比較

タングステン生産量の長さ目安

▶1日=およそ2500km
  《日本縦長さ 約2800km》

▶1ヵ月=およそ5万km
  《地球一周 約4万km》

▶1年=およそ60万km
  《地球から月まで 約38万km》

32



T O K U S A I
Products Market

どこまでも細く、果てしなく長く。 トクサイ独自のタングステン細線製造技術

φ1mmx1m

φ0.1mm x 100m

φ0.010mm x 10,000m= 10km

東京スカイツリー
634m

ジェット機高度
10,000m

エベレスト山
8,848m

東京タワー
333m

幼児
1m

自由の女神像
93m

直径1mm・長さ1ｍの原線を
直径0.0100mm・長さ10kmまで
細く長く伸ばすことが可能です

トクサイ製品の用途例

原線から長い線ができる例

照明、半導体、電子機器、医療機器からレジャー用品など
見えないところでさまざまな最先端分野の未来を支えています

54

タングステンワイヤー

照明

単結晶など

工業炉など

レジャー用品

医療機器など

電機製品など

半導体

照明部材

撚り線ロープ

半導体検査装置

メッシュ

電子機器など
電子部品など

医療機器部品

プローブピン部品

めっき/軟線

部品メーカー 最終ユーザー
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会社概要

設立年月日 　1950年9月1日（株式会社特殊細線研究所）
社　　　名 　株式会社トクサイ（TOKUSAI TungMoly Co., LTD.）

代　表　者 　外岡 幸隆
本社所在地 　〒940-1164  新潟県長岡市南陽1-1027-6
　　　　　 　TEL.0258-22-2171（代表） FAX.0258-22-2180
　　　　　 　TEL.0258-88-0101（営業部直通）
事 業 内 容 　各種金属および各種合金の伸線加工、
　　　　　 　伸線・加工品の製造・販売
資　本　金 　33.5百万円
従　業　員 　90名

会社沿革

1950 東京都品川区で創業　株式会社特殊細線研究所
1956 大田区に矢口工場
1967 長岡市に寿町工場
1971 同 東蔵王工場
1973 東蔵王工場増築
1984 東蔵王第二工場
1990 長岡市南陽 新工場移転
1991 社名変更「株式会社トクサイ」
1997 長岡工場増築
1998 ISO9002 認証取得
2000 ワイヤー加工製品、新素材応用への取組み開始
2003 ISO9001 認証取得
2009 長岡に本社業務を統合
2012 クラッド製造開始
2016 エントランスをリニューアル
　　　　創業から現在そして未来へ続く製品をご紹介 
現在に至る

経営理念

株式会社トクサイは人間尊重の立場に立って顧客、協力会社、
従業員並びにその家族を大切にすることを基本として、
トクサイの持つ細線技術のより高度化、先端化、応用化を追及し続け、
世の中の人々に光のある豊かな生活を提供することをめざします。

経営方針

１． 顧客第一、消費者志向に徹する。
２． 国際視野にたって企業経営を行う。
３． 社員に自己実現の場を与え、資質を最大限に発揮させる。
４． 伝統あるシステム技術を駆使し時代の先取りを行う。
５． 公害並びに災害をなくし自然との調和をはかる。
６． 公正な利潤を確保し、株主･社員および社会に報いる。

伸  線
φ１mmから、自社オリジナル伸線機にて、
職人が、何度も丁寧にダイスに通しながらつ
くる、細線、極細線。
タングステン・モリブデンなどの難加工材
料は、加熱しながら伸線加工を行い、最小
径φ0.010mmまでの極細線をつくること
ができます。

直線矯正加工
自社オリジナルの直線機と、独自のノウハウ
により、優れた直線性・良好な表面を有す
る製品の提供ができます。
φ0.010mmへの直線矯正加工実績もあり
ます。

表面処理電解研磨
電解研磨
電解液中で、金属線に通電し、金属表面を溶
解、表面状態をコントロールすることができます。
また、タングステンは、最小径φ0.0025mm
まで製作できます。
酸化皮膜付け
特殊な処理により、金属の酸化皮膜の厚さを
コントロールし、均一かつ目的の色を得ること
ができます。
樹脂コート
偏芯が少なく均一なコート厚、またワイヤー全
長への密着性に優れたコートもできます。最小
線径φ0.010mmへのコート実績もあります。

先端加工
独自のノウハウにより、お客様のご要求に
合わせた先端形状の製品を提供することが
できます。

圧  延
ワイヤーをロール圧延することで、連続長の
あるリボン材を製造することができます。
厚さ0.010mmx幅0.075ｍｍの圧延実績
もあります。

熱処理
自社オリジナルの熱処理装置で、テンショ
ンアニール・溶体化処理・時効処理など、
様々な熱処理ができるため、お客様のご要
求に合わせた、引張強さ・伸び・硬度・直線
性などのコントロールができます。

めっき
各種金属線に、金、銀、銅、ニッケル、亜鉛、
パラジウムなどの金属を「全長連続めっ
き」することができます。
めっき厚が非常に安定し、密着性に優れた
めっき性能を有しております。

クラッド
クラッドとは、異種金属同士に圧力を加え
る事によって接合する技術です。
トクサイでは、プラチナパイプの中にタン
グステン、モリブデン 、ニッケルの異種金
属線を入れて伸線し、接合することができ
ます。芯金

クラッド材料

［取扱材料］ タングステン / モリブデン / ステンレス / ベリリウム銅 / ニッケル・チタン合金 / その他金属・合金

トクサイの仕事   ［製品案内］ 会社概要

日本三大花火大会の一つである長岡まつりの復興祈願花火フェニックス。
毎年8月1日から3日に長岡市内各地で行われ、
前夜祭、昼行事、大花火大会、灯籠流しなどの行事があります。
トクサイはこの大花火大会に協賛しております。

トクサイ本社・工場

伸線機工場

トクサイ商品例展示のエントランス
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