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フォークリフト 株式会社 豊田自動織機
担当部門名
L&Fカンパニー
技術部 EC開発室
L&Fカンパニー
研究開発センター

コーポレート・センター
電動化プロジェクト

連絡先
住所

キーマン、担当者名

電話番号

備考

専務取締役○○○○
（エレクトロニクス事業部長、共和工場長、工
場長、研究開発センター担当）

本社
〒448-8671
愛知県刈谷市豊田町
2丁目1番地

TEL 0566-22
（代表）

高浜工場
〒444-1393
愛知県高浜市豊田町
2丁目1番地1

主査 ○○○○、○○○○
○○○○

TEL 0566－53-ＸＸＸＸ

組織図

EC開発室 室長(主査）
○○○○

開発概況・経緯
2010年 7月29日

4.0tおよび4.5t車を追加新発表

2009年12月15日

3.5トン積みディーゼルエンジン式ハイブリッド
フォークリフト「GENEO-HYBRID」を発売発表
ＧＥＮＥＯ ＨＹＢＲＩＤ
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掘削機械 株式会社小松製作所
担当部門名

連絡先
住所

研究本部

〒254-8567 神奈川県
平塚市万田 1200

開発本部

〒254-8555 神奈川県
TEL 0463-22-ＸＸＸＸ
平塚市 四之宮３丁目２５－１

備考

技監 ○○○○

TEL 0463-35-ＸＸＸＸ

所在地
部署名

キーマン、担当者名

電話番号

建機第一開発センタ
環境商品開発グループ長
○○○○

国内において最も普及し
ている油圧ショベルに対し，
燃費低減を目標としたハ
イブリッド油圧ショベルの
開発を2005 年より本格的
に開始

開発概況・経緯
電話番号

住所

本社

03-5561-2616

〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6
コーポレートコミュニケーション部

研究本部

0463-35-9206

〒254-8567 神奈川県平塚市万田 1200

粟津工場

0761-43-4711

〒923-0392 石川県小松市符津町ツ 23

金沢工場

076-237-2200

〒920-0225 石川県金沢市大野町新町 1-1

大阪工場

072-840-6102

六甲工場

078-855-0127

茨城工場

029-265-2370

小山工場

0285-28-8111

〒323-8558 栃木県小山市横倉新田 400

郡山工場

024-959-3955

〒963-0215福島県郡山市待池台1-1

湘南工場

0463-22-8415

〒254-8555 神奈川県平塚市四之宮3-25-1

コマツテクノ
0558-83-2930
センタ

2010年11月29日 新型ハイブリッド油圧ショベルHB205/HB215LCを全世界の市場
へ導入開始
2009年10月2日 ハイブリッド油圧ショベルの販売拡大を図るため、キーコンポー
ネントを製造する湘南工場(神奈川県平塚市)の生産能力を増強
2008年 5月13日 建設機械で世界初となる、ハイブリッド油圧ショベル「PC200－8
ハイブリッド」を発売

〒573-1011 大阪府枚方市上野 3-1-1
〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西
4-6
〒312-0004 茨城県ひたちなか市長砂 16346

〒410-2506静岡県伊豆市徳永 697

PC200－8ハイブリッド
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ハイブリッド油圧ショベルHB205]

鉄道 株式会社日立製作所 社会産業インフラシステム社
交通システム事業部
連絡先

担当部門名

住所

電話番号

東京エンジニアリングセンタ

東京都千代田区外神
田一丁目18番13号（秋
葉原ダイビル）

03-3258-1111
（大代表）

水戸交通システム本部
交通システム開発センタ
（車両用制御システム）

茨城県ひたちなか市
市毛1070番地

029-276-ＸＸＸＸ
（総務）

備考

○○○○
鉄道駆動システム研究開発

2007年4月
東京エンジニアリングセンタ
には，事業部の機能を担う車
両システム本部と輸送システ
ム本部，鉄道車両の設計/製
造拠点である笠戸交通シス
テム本部，車両用電気品な
どの設計/製造拠点である水
戸交通システム本部などが
持つ技術力を統合し、鉄道

笠戸交通システム本部
車両システム設計部

○○○○
公民車両の設計取り纏め

組織図

社会・産業インフラシステム社

キーマン、担当者名

車両や車両用電気品の受
注前の技術提案、設計支
援から仕様決定まで、これ
まで国内の複数の事業所
で分担してきた機能を秋葉
原に統合体制を確立

開発商品
マーケティング統括本部
営業統括本部
IEP推進本部
交通システム事業部
社会システム事業部
産業システム事業部
笠戸事業所

ハイブリッド駆動システム
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〒150-0013 東京都渋谷区初台1-51-1
TEL：03-6300-6020 FAX：050-3488-5712
E-mail :mat@tokyoitc.jp

