人が好き。
自然が好き。
総合生活基盤企業をめざす
アスザックグループ

目標と使命
私たちアスザックグループは総合生活基盤企業として人類
社会において常になくてはならない存在であり続けます。
○お客様の満足
○成長と安定
○新しい産業分野の開拓
○文明と文化の創造
○社会貢献
姿
勢
私たちアスザッカーは、
お客様、地域、社会、私たち相互の
幸せのために、
チームワーク良く、
スピーディーに、創意工
夫で、献身的に尽くします。

私たちは自然環境、
都市環境、
住宅環
境、食・生活環境等のいろいろな分野
でお客様や社会に貢献し、
ひろく豊か
さをお届けしてまいります。

アスザッカーの行動指針
1.お客様や社会に、率直に誠実に奉仕しよう。
2.お客様や社会に、常に新しい・期待以上の価値（製品・
サービス）
を提供しよう。
3.独自の技術を全力で育てると共に、
グループの総合力を
発揮していこう。
すべてに革新し続けよう。
4.すべてが未完であることを自覚し、
5.企業の文化と個人の成長を調和させよう。
6.明るく、楽しく仕事をしよう。

総合生活碁盤企業グループ

アスザックグループ
食べる
健康・食環境

都市基盤

使 う

景 観

インフラエンジニアリング事業部

住宅関連

アルミ事業部

情報関連

P & D事業部
生 産 設 備

メ カ トロ 機 器

電 子 部 品

アスザックグループ

素 材 開 発

装 置 部 品

インテリア

エクステリア

係

ストリートファニチャー

関

公 園 関 係

橋

河 川 関 係

擁 壁 関 係

水 路 関 係

道 路 関 係

ド ライ フ ー ド

自 社 栽 培

各種包装形態

ファインセラミックス
事
業
部

国際業務

食品事業部

暮らす

◉設立／昭和21年4月 ◉代表者／久保正直 ◉企業数／9社
（国内4社、
海外5社）◉事業部数／5事業部 ◉社員数／1,228人
（国内600人、
海外628人）◉取引銀行／八十二銀行、
日本政策金融公庫

アスザック株式会社
◉本社／〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981 TEL.026-245-1000
（代）FAX.026-245-4558 ◉設立／昭和21年4月
◉資本金／6,350万円 ◉代表者／久保正直

アスザックフーズ株式会社
◉本社／〒382-0041 長野県須坂市米持町293-45 TEL.026-245-2531
（代）FAX.026-246-1057 ◉設立／昭和38年11月
◉資本金／9,800万円 ◉代表者／久保正直

インフラ
エンジニアリング
事業部

アスザックは、CO2の排出量が少ない地球環境温暖化防止に繋がるバイコン製品を、
日本でいち
早く製造開始し、
発展させてきました。
コンクリート二次製品は、小さな製品から大型製品にいたるまで、品質が安定し、安全・安心であ

安全で快適な生活環境と
自然との共存を目指して、
確かな技術力と品質をお約束します。

ファイン
セラミックス
事業部

ることが重要です。私たちは、工期短縮のための二次製品ではなく、二次製品であるが故の強度、耐
久性を追求しています。
これからも一歩一歩研鑽を重ね、最新の技術を蓄積することによって、常にお客様にご満足いた
だける品質をご提案し、
生活環境の安心・安全に繋がる
「ものづくり」
にチャレンジしていきます。

車両用防護柵基礎一体型Ｌ型擁壁

暗渠型側溝

ボックスカルバート

【インフラエンジニアリング事業部】
●営業種目/コンクリート製建設資材の製造販売、景観商品・自然石の設計施工、
新技術新製品の研究開発
●所在地
工場/長野県高山村、東御市、飯田市
営業所/長野県高山村、東御市、塩尻市、飯田市

ファインセラミックスは、純度の高い人工材料にナノレベルの化学組成や結晶の構造を制御し、
使
用目的に適した特性や機能をもたせたものです。
これにより、素材特性が用途を限定する従来の工
業材料とは一線を画した、
用途に即した高機能性の提供が可能になりました。
アスザックは、広く産業界で注目されているファインセラミックス素材に着目し、産業技術のダイ
ナミックな発展に貢献してきました。今までの金属材料を上回る、強度、耐熱性、耐薬品性、電気的

先端素材技術で限りない可能性に挑戦し、

産業技術のダイナミックな発展を支えます。

特性などの豊かな可能性を持つ優れた素材を最大限に活かせるよう、
これからも挑戦し続けていき
ます。

ファインセラミックス製品群

曲げ試験機

マシニングセンター

【ファインセラミックス事業部】
●営業種目/高機能構造用ファイ
ンセラミックスの製造販売
●所在地
工場/長野県高山村
営業所/長野県高山村、東京、
ISO 9001
大阪、福岡
JCQA-1769
●関連会社
ASUZAC CO.,LTD.
（ベトナム） 平成15年4月認証取得

ISO 14001
JCQA-E-0932
平成17年3月認証取得

アルミ
事業部
アスザックが開発した“Ｖプロセス”は、従来の鋳造方法に比べ、低公害・省資源・省エネルギーを
実現した画期的な鋳造方法です。私たちはこの鋳造方法を幅広く活用し、高い品質と厳格な管理体
制で、
多様化するお客様のご要望にお応えしています。

景観性、利便性、
エコロジー、
アルミ鋳物のメリットを
すべての人にお届けします。

海外に２つの鋳造設備を有し、
少量多品種の部品製品から、大型品の高速・大量生産まで、
フレキ
シブルに対応しています。
今後、
さらに持てる技術を駆使し、芸術性の高い景観製品から日本工業を支える精密機器部品ま
で、
あらゆる産業ニーズに応えるアルミ製品をご提案いたします。

ベンチ
ベンチ

ルーバー：
長野市ものづくり支援センター

鋳造ライン

【アルミ事業部】
●営業種目/アルミ建材、土木・
景観製品の製造販売
●所在地
事業本部/長野県高山村
●関連会社
ISO 9001
JCQA-1769
ASUZAC CO.,LTD.（ベトナム）
ASUZAC ACM CO.,LTD.（ベトナム） 平成15年4月認証取得

P&D
事業部

ISO 14001
JCQA-E-0932
平成17年3月認証取得

P&Dは、Plan（設計）&Development（開発）
という意味です。私たちは長年培ってきた水分検知
技術を利用し、
ロングセラーとなっている雨センサーを中心とした各種検知センサーの設計、開発に
力を注いでいます。
また蓄積されたセンサー技術、
メカトロ技術を駆使し、研究機関と協力して得た理論を組み込む
ことで、農作物の病害虫予察装置や、
自然災害の監視警報装置等を設計、開発。製造まで一貫して

すべてのお客 様と深 くかかわりながら、
技 術 集 団として専 門 機 能を発 揮します。

行うことで、
お客様の多様なニーズにお応えしています。
さらにアスザックグループ各事業部の省力化機器、生産設備を設計、製作することで、従業員に
とって快適で安全な職場環境を整えています。

アスザックフーズ カウントコンベア

農作物病害虫予察装置

マンホール水位計データ

【P&D事業部】
●営業種目/各種センサー及びセンサー
応用機器、生産設備の製造販売
●所在地
事業本部/長野県高山村

平成11年10月認証取得

食 品
事業部

ライフスタイルの多様化に伴い、
より美味しく、
より健康的で、
かつ安全な食事を手軽
に楽しみたい、
というニーズはますます高まっています。
アスザックフーズは、
エアードライ・フリーズドライの技術を駆使し、乾燥野菜や乾燥

手軽さと美味しさのテクノロジーにアプローチし、
トップクラスの食品 乾 燥 技 術で愛 情を届けます。

果物を中心に、開発・製造・販売までを一貫して行っています。
原料は、
日本、
中国、
ベトナムのすべての拠点で栽培段階までたどれるトレース管理を
確立。安心・安全な食材を最適な状態で産地から取り寄せて加工した製品は、技術力・
シェア共に業界トップクラスの実績を誇っています。
私たちが今、
目指しているのは、世界の人たちに手軽な美味しさを楽しんでいただくこ
と。
これまでに築き上げてきた確固たる固有技術をベースに、乾燥食品のパイオニアと
して、
あらゆる食材の分野で海外に通用する
「世界共通商品」
の開発に挑んでいます。

R&Dセンター テストキッチンの
「クックラボ」

高速液体クロマトグラフ質量分析計（LC/MS/MS）

Farm to Fork

アスザックフーズ
自社ブランド商品
「茶碗蒸しの素」

包装製品

ベトナム自社農園（ほうれん草）

アスザックフーズのアンテナショップChef́s Table

アスザックフーズの商品を、実際に試して購入できるアンテナショップ「Chef́s
Table」。
フリーズドライの美味しさを試食しながら、
アスザックフーズの商品を
知ることができるコミュニケーションスペースです。お気軽にご来店ください。
〒382-0041 長野県須坂市米持町293-72
TEL.0120-817-014
営 業 日／毎週月～金曜日
営業時間／9:00～17:00
専用駐車場無料（6台）

ASUZAC FOODS SHOP Chef's Table

【食品事業部】
●営業種目/食品の製造販売
●所在地
工場/長野県須坂市
営業所/長野県須坂市、東京、大阪、福岡
●関連会社
亜旭昌
（紹興）食品有限公司（中国）
ASUZAC FOODS CO.,LTD.（ベトナム）
DALAT ASUZAC FOODS CO.,LTD.（ベトナム）

アクセス／上信越自動車道須坂長野東イン
ターチェンジより5分

ISO-14001
JCQA-E-0917

ISO-22000
JCQA-F-0002

平成15年10月認証取得

平成19年3月認証取得

アスザック株式会社
本
社
〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
Tel.026-245-1000 Fax.026-245-4558
【インフラエンジニアリング事業部】
事業本部
〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
Tel.026-245-6567 Fax.026-248-3710
設計課
〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
Tel.026-246-6186 Fax.026-246-6189
北信営業所
〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
Tel.026-245-1520 Fax.026-245-5219
東信営業所・東部工場
〒389-0512 長野県東御市滋野乙1304
Tel.0268-62-0121 Fax.0268-62-3004
中信営業所
〒399-0705 長野県塩尻市広丘堅石2145
Tel.0263-52-1220 Fax.0263-54-2776
南信営業所・飯田工場
〒399-2221 長野県飯田市龍江5571
Tel.0265-28-7050 Fax.0265-28-7052
高山工場
〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
Tel.026-248-5003 Fax.026-245-5219
バイコン工場
〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
Tel.026-248-5140 Fax.026-248-2640
【アルミ事業部】
事業本部
〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
Tel.026-245-1001 Fax.026-245-9374
【ファインセラミックス事業部】
事業本部・工場
〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
Tel.026-248-1626 Fax.026-251-2160
東京営業所
〒101-0047 東京都千代田区内神田3-6-1 さんしんヒロセビル3F
Tel.03-3251-8225 Fax.03-3251-8226
大阪営業所
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-3-4 新大阪高光ビル7F
Tel.06-6309-1879 Fax.06-6309-1793
九州営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル8F
Tel.092-431-2330 Fax.092-477-3031
【P&D事業部】
事業本部・工場
〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
Tel.026-246-2711 Fax.026-248-3816
【アスザックフーズ株式会社】
本社・工場
〒382-0041 長野県須坂市米持町293-45
Tel.026-245-2531 Fax.026-246-1057
東京営業所
〒101-0047 東京都千代田区内神田3-6-1 さんしんヒロセビル3F
Tel.03-3251-8221 Fax.03-3251-8226
大阪営業所
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-3-4 新大阪高光ビル7F
Tel.06-6309-1869 Fax.06-6309-1894
九州営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル8F
Tel.092-472-3605 Fax.092-477-3031
旭開発株式会社
〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981
Tel.026-245-6981 Fax.026-245-4558
【関連会社】
亜旭昌
（紹興）
食品有限公司
（中国）
ASUZAC FOODS CO.,LTD
（べトナム）
ASUZAC CO.,LTD
（べトナム）
ASUZAC ACM CO.,LTD
（べトナム）
DALAT ASUZAC FOODS CO.,LTD
（ベトナム）

