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1980 年、和椿科技は台湾で第一歩を踏み出す
和椿科技は 30 年間に渡るハイテク産業界での技術経験を有し、高い付加価値のサービスを提供することで、お客様と共に発
展を遂げて参りました。これからも、先進的な高品質モジュールや新しい技術を導入し、常に高品質な工業設計追求と努力
を続けて参ります。

In 1980, Aurotek Took Its First Step in Taiwan
For three decades, Aurotek upholds its reputation and work spirit for sharing high-tech industry experiences, delivering 

high value-added services and solutions, and helping customers achieve greater value through its introduction of 

advanced and quality components, acquirement of new technology concepts, and constant pursuit of excellence in 

industrial design.

一つの資源で完璧なソリューションを提供する
ベアリング、伝動部品、駆動モーター、自動制御、産業ロボット、ＳＭＴ後工程設備、LED や半導体製造装置から、建築分
野における排煙装置、免震、制振装置にいたるまで幅広い商品・技術を提供しております。また弊社は単に製品の提供に留
まらず、課題をトータルで思考し、お客様が利益を享受できる形へ、より進化させたコンセプトで製品を提供いたします。

Your One-Stop Solution Provider
From self-lubricated parts, transmissions, power transmissions, drive systems, to controllers and robotics for PCB, SMT, 

LCD, optical, solar and semiconductor equipment to architectural applications/designs for window operators, seismic 

isolation systems, and anti-earthquake devices, Aurotek offers not only the products but also a potent concept that can 

improve design efficiency, which in turn benefits both designers and users.

社会的認知とその責任
２００１年より第十回国家磐石賞、第四回小巨人賞、第八回イノベーション研究賞、２００８年国家品質賞を受賞いたしま
した。 ”Aurotek” は社名であるだけではなく、私たちが誇りとするブランドです。台湾精品標示の製品を数多く持ち、台湾精
品賞を４度（１金３銀）受賞いたしました。これらの賞は私たちの経営業績と研究開発能力が認められたものであり、和椿
科技全社員の自負と社会的責任を喚起するものです。

Recognition and Responsibility
Aurotek has established a strong brand name and reputation under the “Aurotek” brand. Aurotek is a recipient of 

numerous awards -- 10th Annual National Award of Small & Medium Enterprise, 4th Annual Rising Star Award, 8th Annual 

Small & Medium Enterprise Innovation Research Award, 2008 National Quality Award”, and four-time winner (1 Gold and 

3 Silver) of Symbol of Taiwan Excellence Award. These awards serve as the tangible recognition of Aurotek’s operation 

achievement and R&D competence, and the motivational foundation moving forward.

グローバル化
台湾でスタートし、長年の努力を通し上場するに至り、株主の皆様と経営成果を共有する企業となりました。現在では和椿
科技が提供する製品・サービスは世界各地に及んでおり、仕入先、販売先にとっても、和椿科技はサプライチェーン上無く
てはならない存在です。海外のお客様に即時のサービスを提供できるよう、和椿科技は日本、中国とタイで海外事業と支店
を保有しています。

Global View
Aurotek is a public listing company in Taiwan Stock Exchange. Founded in Taiwan, Aurotek has expanded its reach to 

the global marketplace through years of dedicated work. Aurotek strives at playing the vital role in the supply chain of 

its suppliers and customers. Aurotek has setup oversea offices, plants and subsidiaries in Japan, China and Thailand to 

serve international customers in a real-time and near-site basis. In addition, Aurotek is actively seeking to expand into 

new oversea location in response to market demand.





企業倫理

VISION
伝統的な考えと将来を見据えた戦略で、より美しく、より良い革新的な生活を実現します。                            

"Overturn the Traditional Thinking yet Move Forward and Aggressively to Create An 
Innovated Living for All."

MISSION
一つの資源で完璧なソリューションを提供する

A Complete Solution from One Source 

ORIENTATION
「変化するお客様のニーズに対応するオートメーションとロボットから、SI 分野のリーダー
になるための技術を適用してください」

"Apply the Technology from Automation and Robotics for Varied Customer Needs, in 
Turn, to Be the Leader of SI Field." 
 

PRINCIPLE
新しい価値の創造を目指し、絶えず前進します。迅速なサービスとお客様にご満足頂ける製
品で、ユーザー・ニーズと要求を満たします「誠意と誠実さ」並びに「卓越性」を信念に、
世界で最も優れた企業の一員になる事を目指します。

" 誠実と卓越 "
"Doing Sincerely and Credibly; Making the Better Best"

QUALITY POLICY
イノベーション
高品質で適正価格
高品質で適正価格
世界的に高い知名度

ENVIRONMENTAL POLICY

コンプライアンス準拠
環境保全、絶え間ない改善
資源の有効活用とリサイクル
環境保護の精神
安全と健康第一
環境保護と社内教育を永続
環境対策への取り組みを定期的に発表

BUSINESS PHILOSOPHY

よりよいサービス
よりよい品質
継続的な技術革新 



強力なチームワークは企業の成功への であり、相互の協力を通して、企業の潜在能力を発揮させます。
創業以来、弊社は多方面の方々のご協力の元、多数の表彰を獲得してきました。これらの栄誉は、関係者の方々のご支援とご
協力の賜物です。私達オーロテックはこれからも、働く人達をサポートする精神で、快適さ、品質、親しみやすさ、そして平
等な職場環境を追求して参ります。従業員は会社の最も大切なリソースであり、従業員が幸せに楽しく仕事が出来る事こそが
企業の繁栄の礎であると考えています。

急激な成長と発展を続けている国際貿易市場では、企業を勝利へと導く為には相互協力が欠かせない課題であり、相互協力を
強化する事こそが最大の戦略です。CS（カスタマー・サティスファクション）を常に目標とし、｢自動化ソリューションの提供」
を使命としながら、お客様、サプライヤー様、パートナー様との相互協力を通じて最大の利益を目指します。

常にチャレンジ精神を忘れずに、飽くなき挑戦を続けます。
人材と既存リソースの融合により、製品、技術、組織、マーケティングの総合力を高める事に努めています。
ＰＤＣＡＬ（Plan= 計画、Do=実行、Check= 点検・評価、Action= 改善、Learning= 学習）を常に履行して、正しい結果を
導けるように努めています。
絶え間なきイノベーションへの挑戦と競争力を高め続ける事が私達の企業文化であり私達の信念でもあります。

「Ａｕｒｏｔｅｋ」は和椿科技股份有限公司のブランド名です。
「チームワークと人物本位」が和椿科技股份有限公司のポリシーです。
「ビジネスにおける協力・共有・相互理解」と「既存リソースの融合・イノベーションの創出」こそ「Ａｕｒｏｔｅｋ」のブラ
ンド名の礎です。

ブランド・バリュー



伝動 /駆動機械部品、電子部品 /電子モジュール、自動化制御
システム製品の販売サービス .

環境保護 / 省エネ建材、免震、制振安全装置の製造及び代理
販売サービス .

産業用ロボットの代理販売。ロボット専用チャックの開発・設
計。ロボットを応用した自動化生産ラインの企画・設計・製造
・サービス。

自動化部品

建築用省エネ建材と免震 ･制震安全装置

智動化服務

自社のノウハウによる光通信デバイスの生産設備開発、製造
及び販売サービス .

光通信設備
設備制御モジュール、生産設備と生産システム及びレーザ加
工設備の開発、製造、販売、サービス .

自動化設備

サファイヤ基盤の欠陥検出技術、オートーインプリント技術、
PSS とエピー後基盤の欠陥検査技術、ナノインプリント製造
技術と関連設備の設計・開発・製造及びセールス・サービス .

PSS/NPSS/Epitaxy 生産と検査測定設備

主な取扱い製品 · サービス
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日本 ( 東京 ) 支社
〒 101-0041 東京都千代田区神田須田町丁 1-7-8 
秋葉原シグマビル 2F
TEL :  (03) 5297-7028
FAX : (03) 5297-7029
E-mail :  
https://www.aurotek.com.tw/jp

タイ ( バンコク ) 支社
3 Soi Charoenrat 10, Charoenrat Rd., 
Bangkhlo, Bangkhorlaem, 
Bangkok 10120 Thailand. 
TEL :  +66-2-291-9933 (Automatic 8 Lines)
FAX : +66-2-291-2065
E-mail

本社
114 台北市内湖区洲子街 60 号
TEL :  +886-2-8752-3311
FAX : +886-2-8752-3347
カスタマーサービス：0800-013397

桃園工場
桃園市蘆竹区六福路 61 号
TEL :  +886-3-322-3788
FAX : +886-3-322-0866,+886-3-322-3058

 : 

台中支社
台中市西屯區河南路二段 262 號 7樓之 8
TEL :  +886-4-2452-2822
FAX : +886-4-2451-0073

台中支社
台中市西屯區河南路二段 262 號 7樓之 8
TEL :  +886-4-2452-2822
FAX : +886-4-2451-0073

上海支社
江蘇省昆山市花橋經濟開發區雞鳴塘南路 936 號
TEL :  +86-512-5013-9099, +86-512-5013-9091~7 
FAX : +86-512-5013-9098, +86-512-5013-9089

華南営業所
深圳市龍華新區和平東路 21 號 振華時代廣場 706 室
TEL :  +86-755-2919-5676 
FAX : +86-755-2377-7037 

昆山支社
江蘇省昆山市花橋經濟開發區雞鳴塘南路 936 號
TEL :  +86-512-5797-1581 
FAX : +86-512-5797-1583

 : 


