
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

株式会社ブラザー 
BROTHER CO., LTD. 

 

〒210-0854 

神奈川県川崎市川崎区浅野町 3番 8号 

TEL：（044）322-7571（代表） FAX：（044）322-7780 

URL：http://www.brotherplating.co.jp  E-MAIL：binfo@brotherplating.co.jp 

 

 

会社案内 

RELIABILITY AND CREATIVITY 

本社・本社工場・第二工場認証 

ISO9001 2003 年 5 月認証取得 

ISO14001 2004 年 12 月認証取得 
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株式会社ブラザー  
BROTHER CO., LTD  

会社概 要 

 

社 名 
株式会社ブラザー 

 

代 表 者 代表取締役社長 石田幸兒  

所 在 地 

(本社及び工場) 〒210-0854 川崎市川崎区浅野町 3 番 8 号 

TEL(044)322-7571(代表) 

FAX(044)322-7780 

(第二工場) 〒210-0854 川崎市川崎区浅野町 3 番 2 号 

(ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾓｰﾙ･ 

ﾌﾞﾗｻﾞｰ) 

〒223-0057 横浜市港北区新羽町 2081 番 
※横浜事業所はメディカル・モール・ブラザーになりました。 

資 本 金 2000 万円  

従 業 員 数 50 名  

事 業 内 容 

(1)半導体製造装置関連の精密・厚付無電解ニッケル及び大型無電解ニッケルの表面処理

加工 

(2)セラミックス上の無電解ニッケル、特殊表面処理加工 

(3)エンジンのシリンダー内面の硬質クロム 

施 設 

(本社及び工場) 敷地面積 2,200 平方メートル 

建築面積 1,006 平方メートル 

(第二工場) 敷地面積 1,800 平方メートル 

建築面積 1,100 平方メートル 

(横浜事業所) 敷地面積 2,100 平方メートル 

建築面積 1,260 平方メートル 

主たる取引銀行 

みずほ銀行 川崎支店 

横浜銀行  川崎支店 

商工中金  川崎支店 

 

主 た る 取 引 先 

キヤノン株式会社、株式会社やまびこ、株式会社日立ハイテクノロジーズ、 

東芝エネルギーシステムズ株式会社、株式会社藤田製作所、 

日本精工株式会社、株式会社アルバック など 

   

 本社及び工場 本社第二工場 
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株式会社ブラザー  
BROTHER CO., LTD  

ご 挨 拶 

 

技術革新の大きな波は、あらゆる産業分野に及んでいます。素材・基礎加工産

業も、もちろんその例外ではなく、われわれめっき業界も、常に新しい技術を開拓

し蓄積して時代の進展に対応していかなければなりません。 弊社は、幸いにして

お取引先の暖かいご指導とご協力により、早くから産業用並びに民生用機能め

っきの加工を柱に先端技術の分野に力を注いでまいりました。その結果、それら

の技術について、皆様から高い評価をいただいております。 今後は更に新技術

の開発に挑み、社員一同の英知を結集して皆々様のご要望に応えられるよう

努力いたす所存でございます。今後ともよろしくご指導、ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

－ 経営理念 － 

1. 社業を永続的に発展させ、公益に奉仕する。  

2. 技術革新により、価値あるものを創造する。  

3. 人間尊重を旨とし、相互理解をする。 

 

  

代表取締役社長 石田 幸兒 
株式会社ブラザー  

代表取締役社長 石田 幸兒 
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株式会社ブラザー  
BROTHER CO., LTD  

沿 革 

 

昭和30年 3月 川崎市川崎区渡田新町において、ブラザーメッキ工業所として創業 
自動車部品の表面処理加工を行う 

昭和36年 12月 川崎市中原区下沼部に玉川工場を新設 
油圧機器・輪転機及び金型等の表面処理加工を行う  

昭和39年 2月 ブラザー電化工業株式会社と社名変更する  

昭和39年 5月  本社、金銀等の貴金属の表面処理を行う  

昭和43年 4月  横浜市港北区、横浜工場に硬質クロム部門、機械加工部門を新設。同時に玉川工場を閉鎖する 

昭和43年 11月 農機具用エンジンのシリンダー及びピストン等のアルミ合金上の硬質クロム表面処理加工の量産化技術を開
発し、工場を増設する 

昭和44年 2月  長尺円筒研削加工に着手。工場を新設する  

昭和47年 10月  株式会社ブラザーと社名を変更する  

昭和48年 1月  自動車部品業界の需要拡大により、表面処理工場を増設する  

昭和49年 7月  研究開発部を新設する。 

昭和53年  本社工場に無電解ニッケル表面処理加工部門を新設し、操業を開始する  

昭和56年 10月 資本金 2000万円に増資 

昭和59年 4月  生産の徹底合理化と無公害化を実現するために川崎市川崎区浅野町工業団地に工場を進出する 

昭和59年  川崎区浅野町に本社業務を全面移転し、オフィスコンピューターを導入し財務管理・生産管理に着手 

平成 3年  本社に大型無電解ニッケルめっき設備を新設（高さ 2メートル） 

平成10年  セラミックス上の厚付均一無電解ニッケルメッキの技術開発に成功 

平成12年  大型無電解ニッケルメッキ設備を高さ 3メートルに嵩上げ 

平成13年  従来の精密厚付無電解ニッケルメッキラインを 2ライン増設 

平成14年  横浜工場にエンジンシリンダーの自動クロムメッキ装置を導入 

平成15年  本社工場 ISO9001認証取得  

平成16年  メッキ依頼品の受付、出荷、在庫の把握・管理の生産販売管理システムを確立する 

平成16年 7月  倉庫用地取得（第二倉庫）  

平成16年 11月  斉藤電鍍金工業を吸収合併（第二工場）  

平成16年 12月  本社工場 ISO14001認証取得  

平成17年 2月  私募債発行（横浜銀行）  

平成18年 3月  本社第二工場 超大型無電解ニッケルメッキ設備竣工  

平成18年 4月  本社第二工場稼動  

平成18年 8月  本社 アルミ大型ライン稼動  

平成19年 10月  川崎市産学共同研究開発プロジェクト補助金取得  

平成21年 2月 第５回川崎ものづくりブランドに加工技術「メガニッケル」が認定 

平成21年 11月 経済産業省 ものづくり中小企業製品開発等支援補助金 取得 

平成25年 6月 第17回機械要素技術展にて「ファインブラック」を発表 

平成26年 4月 『炭素繊維強化プラスチックからの炭素繊維の脱落防止方法』 で特許取得 
(特許番号：第5467446号) 

受 賞 歴 

平成 7 年度 神奈川県優良工場表彰 
平成 8 年度 川崎市優良企業表彰 
平成 9 年度、12 年度、15 年度、18 年度 神奈川県知事指定かながわ中小企業モデル工場 
平成 12 年度 神奈川県特定産業集積活性化事業補助金取得  
平成 19 年度 川崎市産学共同研究開発プロジェクト補助金取得 
平成 21 年度 第５回川崎ものづくりブランドに加工技術「メガニッケル®」が認定 

平成 21 年度 経済産業省ものづくり中小企業製品開発等支援補助金取得 

平成 25 年度 経済産業省 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金取得 
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株式会社ブラザー  
BROTHER CO., LTD  

メッキ加工一覧 

超大型無電解ニッケルライン メガニッケル® 

幅２ｍ×４ｍ  深さ３ｍの専用ライン 

重さ１０，０００Kg まで可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社では業界の中でも無電解ニッケルメッキの専用設備を持ち、多様な経験を経て貴重なノウハウを蓄積してまいりました。

特に、半導体製造装置の部品への対応に実績があります。近年、大型部品へのメッキの需要が増えて参りました。そこで、こ

れまでの大型メッキ設備の経験を活かし、超大型無電解ニッケルラインを完成させました。この、超大型無電解ニッケルライン

は、大型無電解ニッケルメッキ設備で蓄えた、経験・ノウハウが使われており、これまで以上に高品質な精密無電解ニッケルメ

ッキを行う事が可能となりました。今後も、お客様からのご指導と信頼のもとに、新素材・難素材に絶えず挑戦してまいりますの

で、ご相談ご用命をお待ち申し上げております。 
 

アルミへの大型無電解ニッケル メガニッケル®FORアルミ アルミへの無電解ニッケルメッキ              

 

 

 

アルミニウムは、私たちの身近な製品から、様々な産業分野にいたるまでに活躍のフィールドを広げています。これはアルミニウ

ムが比重 2.7 と鉄や銅素材に比べ、約 1/3 以下に 軽量化することが可能であり、比強度が大きいため様々な構造材料 

として使用できるからです。 アルミニウム上へ無電解ニッケルメッキを施すことで、部品全体に渡って均一な膜厚で皮膜形成す

ることが可能であり、メッキ後の 熱処理をすることにより、ビッカース硬度を約 HV800 まで上昇させる事が可能となります。 そ

こで、現在では大型なアルミニウム構造体への無電解ニッケルメッキ処理が要望されており、弊社ではそれに応えるために アル

ミ専用の大型無電解ニッケルメッキラインを用意いたしました。 

この大型ラインには、槽寸法 2,000×1000 mm、深さ 3,000 mm のメッキ槽を 2 槽有しており、最大有効寸法 1,900

×900×2,400 mm のアルミ製品にメッキをすることが可能となります。また、1,100×500×1,050 を処理できるラインもご

ざいます。アルミ材料へのメッキをご要望されているお客様は是非ご相談ください。 
※メガニッケル®はブラザーの 2001 年度登録商標です。 

L1200mm×W1100ｍ×H1300mmの専用ライン 

 

 

L2000mm×W1200mm×H3000mmの専用ライン 

重さ 2.8tまで可能 

重さ 2.8tまで可能 
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株式会社ブラザー  
BROTHER CO., LTD  

黒色無電解ニッケルメッキ ファインブラック®（商標登録済） 

弊社は、EU 加盟国内での有害物質「六価クロム」の使用制限に伴い、代替表面処理として黒色無電解ニッケルメッキ、

“ファインブラック”の開発に成功しました。 

この新技術は、均一なメッキ皮膜を得ることが出来、複雑な形状品にもメッキが可能となりました。 

また、反射率は黒クロムメッキと同等で硬度・耐熱性にも優れ、非常に環境負荷の低い皮膜です。 

 

 

 

アルミ部品 ツヤ有り 鉄鋼部品  
左：ツヤ無し 

右：ツヤ有り 
 

■特 徴 

200℃・24 時間でほぼ変色なし 

無電解ニッケルメッキと同等で指定膜厚に対し 10％以内 

鉄・銅・アルミニウムやそれらの合金・ステンレス母材にメッキが

可能です 

お客様と相談の上、素材の表面粗さを変えることでツヤ有り・ 

ツヤ無しに致します 

 

皮 膜 

ニッケル 95～96％ 

リン 3～4％ 

その他 1％未満 

六価クロムを用いておらず、RoHS 規制等の環境対

応皮膜です 

反 射 率 

拡散反射率 4～6％ 

正反射率 0.1％以下 

[可視光域波長 350～800nm に対しての数値] 

耐 熱 性 

耐 食 性 

塩水噴霧 黒色化後 24 時間 RN10 

硬 度 

HV400(黒クロム：HV200～250) 

析出精度 

対応可能母材 

ツヤ有り・ツヤ無し 
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株式会社ブラザー  
BROTHER CO., LTD  

セラミックス上への無電解ニッケルメッキ 

８０ミクロンの厚付け 

厚付け無電解ニッケルメッキ成膜後のリング（直径約８５０mm） 

セラミックスは温度による寸法変化がほとんどなく絶縁性、熱伝導性がよく、耐熱性に優れるため、用途が拡大しています。弊

社独自の技術により、無電解ニッケルメッキの密着性がよく厚付け可能となり、セラミックス製品の精密研磨が容易になりまし

た。特に大型の製品にも対応しており、３m以上の製品にメッキを行っております。窒化系アルミナセラミックス等、種々のセラ

ミックス材料へのメッキが可能です。 

 

カーボン上への無電解ニッケルメッキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カーボン材へのメッキ技術に成功しました。 カーボン材は半導体、液晶製造装置などの分野で広く使用されています。カーボ

ンは金属に比べて、以下のような特徴があります。 

① 熱膨張が小さい 

② 熱伝導性に優れる 

③ 電気伝導性に優れる 

④ 軽量かつ高剛性がある 

しかしながら、欠点として母材から発塵する粉が原因で使用箇所が限られてしまいます。そこで弊社ではカーボン上に無電解

ニッケルメッキを施す事により、発塵を抑えクリーン環境でも使用できる製品を実現しました。詳細につきましては、弊社にお問

い合わせ下さい。 

 

カーボン材料 

カーボン材料にニッケルめっきを被覆 
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株式会社ブラザー  
BROTHER CO., LTD  

精密厚付無電解ニッケルメッキ 

均一なメッキ すぐれた耐食性 

弊社では業界の中でも早くから無電解ニッケルメッキの専用設備

を持ち、多様な経験を経て貴重なノウハウを蓄積してまいりました。

特に半導体製造装置の部品への対応には、実績があります。 

 

 

 

 

 

無電解ニッケルメッキ製品及び特徴 

製品一例 

⚫ 弊社のメッキ設備の特徴は、小はピン類から大は幅２メートル、深さ３メートルまでの大型部

品に対応できる複数の専用ラインをもち、アルミニウムからセラミックス材料まであらゆる素材に

対応できることです。また、半導体製造装置部品等の精密加工用に超均一厚付メッキが可

能です。 

⚫ 品質の安定に不可欠の液管理にはコンピュータを使

用した自動分析、自動補給を採用しています。 

 

 

 

⚫ 硬くて耐摩耗性がある 

ビッカーズ硬度 HV500（非熱処理）HV1000（400℃熱処理後）の硬さをもち、磨耗しにくい。 

⚫ 膜厚が均一で寸法安定性にすぐれる 

電気メッキと違ってメッキ分布が均一なので、製品の場所による膜厚の差がほとんどない。 

⚫ 耐食性にすぐれる 
比較的薄いメッキ厚さでもピンホールが少なく、しかも厚さが均一なので鉄合金、銅合金、アルミニウム合金上にメッキす
ることによりステンレスに匹敵するすぐれた耐食性を与えることができる。 

⚫ 磁性がない 

磁性がないので非磁性を要求される用途に使用できる。 

⚫ ハンダ付けができる 

アルミニウムやセラミックス材料にハンダ付け性を与えることができる。 

■要求性能と応用例 

要求性能 応用例 

硬さと耐摩耗性  ギヤー、ピストンシリンダー、シャフト、金型、ブレーキ等  

寸法安定性 精密、光学機械の各部品 

耐食性  バルブ、パイプ、ロール、シリンダー、プレート、ノズル等  

非磁性  ハードディスク下地メッキ  

ハンダ特性  ICヘッダ、ハーメチェックシール、アルミニウムケース等  
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株式会社ブラザー  
BROTHER CO., LTD  

硬質クロムメッキ(アルミ素地上) 

特殊技術によりアルミの弱点を打開 

アルミニウムは合金を含め、部品の軽量化の目的で多用されますが、アルミニウム合金のままでは耐食性が劣るので、メッキによる

表面処理が必要です。一方アルミニウム合金は空気中で酸化しやすく、密着性の良いメッキには特殊技術が要求されます。 

弊社では独自のアルミニウムケイ素合金のエンジン部品への硬質クロムメッキ工法を確立しました。特に精密エンジン部品の要求

品質は厳しく、硬さ、寸法膜厚等の品質管理を徹底してお得意様から絶大な信頼を頂いております。 
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株式会社ブラザー  
BROTHER CO., LTD  

本社設備 

■主要メッキライン  

名称 槽数 
めっき槽寸法 

（L・W・H） 
有効寸法（L・W・H） 表面処理の種類 素材 

1ライン  1  4,000×1,200×1,050  3,800×300×500 
無電解ニッケル 

（厚付け100μm） 
長尺セラミックス 

2ライン  1  1,100×1,000×1,600  900×500×1,100 
無電解ニッケル 

（厚付け100μm） 
鉄鋼・ステンレス・銅・真ちゅう  

3ライン  3 1,200×1,000×1,500 950×600×1,050 
精密無電解ニッケル  

（厚付け100μm）  

（超厚付け200μm）  

鉄鋼・ステンレス・銅 

2F・ 4ライン  2  1,100×1,000×1,000  900×500×800  無電解ニッケル（薄付け）  
各種素材（鉄鋼・銅・ステン

レス・アルミ・カーボンなど）  

2F・ アルミライン  1  1,200×1,100×1,300  1,100×500×1,050 
無電解ニッケル 

（薄付け・厚付け）  
アルミ  

2F・ 試作槽  1  600×600×750  500×500×800  研究テスト 各種素材・特殊素材など  

アルミ大型ライン  2  2,000×1,200×3,000  1,900×900×2,400  
無電解ニッケル 

（厚付け100μm） 
アルミ  

超大型ライン  1  4,500×2,500×3,000  3,500×1,800×2,300  
無電解ニッケル 

（厚付け100μm） 
鉄鋼・ステンレス 

大型ライン  2  2,000×1,600×3,000  1,800×950×2,300  
無電解ニッケル 

（厚付け100μm） 
鉄鋼・ステンレス 

剥離ライン  2  1,000×900×1,300  800×600×1,050 
鉄鋼上の 

無電解ニッケル剥離  
鉄鋼  

黒ニッケルめっき  2  
1,100×1,000×1,600 

1,100×700×1,600  

900×500×1,100 

900×500×800  
黒色電気ニッケルメッキ 

各種素材（鉄鋼・銅・ステン

レス・アルミ）  

 

■材料別メッキ可能最大寸法一覧  

めっき種類 素材 条件 最大寸法 最大膜厚 

無電解ニッケル 

鉄・鋳物  
通常 950×600×1,050 100μｍ 

大型 3,500×1,800×2,300  100μｍ 

ステンレス  
通常 950×600×1,050 100μｍ 

大型 ご相談願います － 

銅・真ちゅう 
通常 950×600×1,050 100μｍ 

大型 ご相談願います － 

アルミ 
通常 1,100×500×1,050 100μｍ 

大型 1,900×900×2,400 100μｍ 

セラミックス 

通常 500×300×500  100μｍ 

大型 3,800×300×500 100μｍ 

その他 ご相談願います － 

カーボン ご相談願います － 

その他素材(ガラスなど) ご相談願います － 

黒ニッケル 

鉄・鋳物  通常 900×500×800 要相談 

銅・真ちゅう 通常 900×500×800 要相談 

アルミ  通常 ご相談願います 要相談 

超厚付無電解ニッケル 最大 200μm 対応できますので相談願います 
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■主要設備  

名称 台 形式 メーカー 有効寸法最大重量 

フォークリフト（大） 1 FD50AT-8 コマツ 7,000kg 

フォークリフト（小） 2 PJO2 日産 2,500kg 

ホイスト式クレーン(大) 2 NHED10-M 日本ホイスト 10,000kg 

ホイスト式クレーン(大) 4 Super V2800 日立 2,800kg 

ホイスト式クレーン(中) 2 Super V2000 日立 2,000ｋｇ  

ホイスト式クレーン() 4 IV-500 KITO 500kg 

電気炉（大） 1 M-4500-BS 富士科学器械 
（1,450×4,400×2,400mm） 

（最大 500℃）  

電気炉（大） 1 M-2500-B-586 富士科学器械 
（1,450×1,200×2,400mm） 

（最大 500℃）  

電気炉（中） 2 BK-18 ミナモト電機 
（700×1,050×400mm） 

（最大 300℃）  

電気炉(小) 1 BK-12 ミナモト電機 
（700×700×700mm） 

（最大 300℃） 

電気炉(高温) 1 FV-770 アドバンテック 
（600×600×600mm） 

（最大 650℃） 

 

■解析・分析機器 

 名称 台数 形式 メーカー 特徴 

マイクロスコープ  1 VHX-600  キーエンス  
倍率は100～1000倍まで 簡易三

次元計測が可能  

金属顕微鏡  1 BX60M  オリンパス 
製品表面形態の観察 10倍～

1,000倍  

デジタル顕微鏡  1 DG-2A  スカラー  
現場においての大型部品の 表面形

態の 観察 10倍～200倍  

走査型電子顕微鏡  1 JSM-6390  日本電子  
表面形態の 観察 1000倍～

50,000倍  

原子吸光度計  1 Analyst 100  パーキンエルマー 各種溶液の微量金属濃度の測定  

電磁式膜厚計  1 MP30  フィッシャー・インスルメンツ 
非破壊式による鉄鋼へのめっき 膜

厚管理が可能です。  

ベーター線後方散乱方

式膜厚計  
1 MMS/3AM  フィッシャー・インスルメンツ 

非破壊式によるセラミックスへのめっき

膜厚管理が可能です。  

表面粗さ計  1 SJ-301  ミツトヨ  製品表面の表面粗さの測定  

ビッカース硬度計  1 HM-115  アカシ 製品表面の硬度測定  

引張圧縮試験機  1 SV-55C  今田製作所  皮膜の密着強度測定  

ICP発光分光分析装置 1 PS7800 日立ハイテクサイエンス 
めっき液等の微量金属成分の定量

分析 
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有資格者一覧 

 

 
資格名 有資格者数 

玉掛資格者 22 

クレーン特別教育修了者  18 

フォークリフト運転技術者  23 

上級表面処理技術講座修了者(一般めっきコース )  7 

一級めっき技能士  1 

二級めっき技能士  21 

水質関係第二種公害防止管理者  2 

劇毒物取扱者  5 

有機溶剤取扱者  7 

特定化学物質取扱主任者  7 

乾燥設備作業主任者  2 

クレーン運転士（5t 以上）  6 

小型移動式クレーン  1 

ISO 内部監査員（9001・ 14001）  35 

安全衛生推進者  1 

安全管理者  1 

危険物取扱者乙種２類，４類，６類  2 

第一種衛生管理者 1 

ボイラー取扱技能講習修了者 4 
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ISO 認証の取得 

ISO9001 2003 年 5 月認証取得  
2017 年更新（2015 年度版） 

 

ISO14001 2004 年 12 月認証取得  
2017 年更新（2015 年度版） 

 

 

環境方針 

株式会社ブラザー本社工場及び第二工場は、超大型部品への無電解ニッケルメッキ、硬質クロムメッキ、精密厚付

けメッキを得意な分野とし、半導体製造装置、液晶製造装置、小型エンジンメーカーなどのお客様に高い評価を得てお

ります。 

会社の経営理念に基づき、本社工場及び第二工場に関わる活動、製品及びサービスの環境に及ぼす側面の改

善・削減に努め、地球環境保護のため、環境方針を定め積極的に取組んで参ります。 

１. 環境に関する法規制、及び会社が同意するその他の要求事項を順守します。  

２. 地球環境への負荷を軽減するシステムを作り継続的改善につとめ、環境保護及び環境汚染の予防に努めます。  

３. 環境パフォーマンスを向上させるため、環境目的・目標を設定し、年度計画に基づいて実施し、定期的に、又は

周辺の変化に応じてレビューを行います。  

４. 環境方針は文書化し、実行・維持し、当社で働く人又は当社のために働くすべての人に周知します。  

５. この環境方針は会社のホームページでも公開しております。 

ホームページアドレス  http://www.brotherplating.co.jp  
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当社ホームページ Topics より抜粋 

 

 

 川崎ものづくりブランドに認定 

2009 年 2 月 12 日（木）、川崎商工会議所内にて弊社が、第５回“川崎ものづくりブランド”の認定式で加工技術

「メガニッケル」で、認定証および盾を授与されました。古くからものづくりの町である川崎には、優れた製造技術を持った中

小企業が数多く集まり、素晴らしい製品を生み出し続けています。川崎ものづくりブランド推進協議会では、これらの中小

企業が生み出した、特に優れた工業製品を“川崎ものづくりブランド”と認定しています。認定された製品は、いずれも独

自性・実用性が高い物ばかりで、これまで４回で２９製品が認定されています。例年ですと「製品」が対象になりますが、

今回初めて当社の「加工技術」【メガニッケル（超大型無電解ニッケルメッキ）】が技術及びシステムとして認定をいただ

き、認定式では阿部川崎市長より盾が、西岡会頭より認定証が授与され、弊社スタッフが受賞プレゼンテーションをさせ

ていただきました。 

 

2009 年 2 月号より 


