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SGI -はじめに

創業實業(中国)有限公司は、中国成長の心臓部「深圳市」を
生産拠点とし、創業当初から日本企業の皆様と共に今日まで
成長して参りました。

また、変化し続ける競争社会の中で「生き残る」為に、日々
自問自答を繰り返しながら事業活動に従事しております。

本資料は、日本企業の皆様方に弊社の取り巻く事業環境を
効果的に活用して頂けるようご準備致しました。

この機会に「SGI」を知って頂くことで、御社の事業活動に
今まで以上に貢献させて頂けたら幸いです。

創業實業(中国)有限公司 日本営業本部

池 海龍



SGI -会社概要

【香港本社】創業實業（中国）有限公司/SG INDUSTRY (CHINA) CO.,LTD

住所：香港九龍旺角通菜街1A-1L威達商業大厦10/F 1003室

TEL：+852-2759 2923 ／ FAX:+852-2759 2926

創業：2007年4月 ／ 資本金：HKD300万(約3,500万円)

年商：HKD11,000万(約15億円）

【中国工場・事務所】深圳市創實精密科技有限公司

住所：中国広東省深圳市宝安区航城街道鹤州恒豊工業城B16棟3楼 〒518126

TEL ：+86-755-27478177(代) ／ FAX ：+86-755-29646334

従業員：133人(2018年12月末現在)

工場&事務所面積：2,000㎡ (月~土勤務)

【日本支店】名古屋支店／SGI - JAPAN

住所：〒454‐0052 愛知県名古屋市中川区花塚町3丁目40番地1F

TEL：052-766-6965 ／ FAX：052-766-6981

※2019年4月移転



SGI -事業概要

【事業内容】

１）各種単品～量産の金属&樹脂の精密機械加工部品・冶工具製作

（一般切削/金型入れ子/JG&PG/架台/製缶/五軸/超硬/セラミック/ロー付け/板金）

２）各種金型（射出成形/プレス/各種鋳造/鍛造/押出/焼結冶金）・成形部品

３）調達代行

【企業特徴】

１）自社工場及び地域特性を活かした協力会社(約80社)との強力なネットワ-クを構築

２）創業以来、輸出を主とした事業実績(日本約85％・欧米約15%)

３）長年の安定供給を可能にする社内組織体制を確立し実行

４）成分分析機・三次元・各種ゲージ等の検査器を揃えながら全点社内検査実施

【主要取引先】

・産業設備メーカー・部品加工社･金型メーカー・自動車部品メーカー

・電子部品メーカー・半導体機器メーカー

・部品商社 他 出荷図面枚数約7,000(出荷出荷企業先約180社)／月平均



SGI -組織体制

【組織構成】

①営業部 - 日本営業部／5名 ＆ 欧米営業部／7名(英語対応可)

②業務部 – ☆見積・製作依頼対応、進捗報告対応窓口

※19名体制／日本語対応可

③工程部 – 見積及び図面データ作成： 14名体制

④購買部 – 生産管理（社内外への製作指示及び進捗管理）

18名体制／内1名：社外進捗パトロール

⑤加工部 –製造及び修正対応：38名体制／部内検査員含む

⑥品質部 –品質管理及び出荷対応：24名体制／梱包係含む

⑦行政部＆財務部 – 8名

総勢133名(2020年6月10日現在)



SGI -特色
 弊社は、品質・納期・コスト・サービスを全面的に重視しております。

“品質は企業存続の命脈である” 事を企業の経営理念としております。

 創業当初から日本国内企業様とお取引をさせて頂いております。

日本企業様のニーズを十分に理解し、高安定率の実績で部品供給しております。

 長年蓄積されたデータを基にQCDSを日々追及し、信用信頼をいただいております。

特に、日本国内のお客様のコストダウンに実質的に貢献できるよう努めています。

 多品種、短納期、単品・少ロット・量産品のカスタム加工部品ニーズに柔軟に対応。

且つ幅広く迅速に対応できる社内システムを構築しております。

 高精度加工技術を保有し、責任感が強くて、高素質の加工・品管隊伍を持っています。

独自の生産システムのもとで、材料入荷～製品出荷まで、ロスなく対応しております。

 お客様からの信頼のもとで、カスタム加工部品以外の商品の調達代行も行っております。

 お客様の要望に迅速に対応し、品質保証・納期厳守でお客様の頼もしい協力社として

今日まで成長させていただいております。



【加工部風景１】 【加工部風景２】

【SGI 組織構成】 【営業部・業務部・工程部・購買部】

SGI -事業環境 ※視察希望対応可(要事前連絡)



SGI -人財 – 団結・人間力 -

※画像はSGI創業10周年パーティー、年1度の社員旅行、チームワーク訓練の１コマ



【情報共有MT(営業部→各部管理者)】 【各種分析(管理者)】

SGI -OJT研修 社内教育・指導を徹底的に強化

【顧客別対応MT(部門毎都度開催)】 【経営計画書勉強会(心技体の統一)】



SGI -生産･検査保有設備

設備名称 設備名称 設備名称 設備名称

● 5軸～3軸マシニング ● 平面・円筒研削盤 ● ダイカストマシン ● 高度計

● 門型マシニング ● プロファイル研削盤 ● プレス機 ● 硬度測定機

● ワイヤカット加工機 ● ジグ研削盤 ● レーザー加工機 ● 投影検査機

● 放電加工機 ● センターレス研削盤 ● タレットパンチ ● 円筒度計

● 汎用フライス盤 ● ガンドリル ● 三次元測定機 ● 同軸度計

● 汎用旋盤 ● 彫刻機 ● 画像･形状測定器 ● 面粗度測定機

● 卓上・自動旋盤 ● レーザーマーカー機 ● 金属成分分析機 ● 環境試験機

● NC旋盤 ● 射出成型機 ● 工具顕微鏡 ● 各種マイクロメーター

● 複合機 ● 押出し機 ● 金属組織測量機 ● 其他精密検査ゲージ

・各種精密部品加工(熱処理・表面処理含む)対応
・各種検査に対応可能 ※一部協力会社へ要請

【三次元保有ソフト】Pro/E 、 UG 、 MasterCam等
【二次元保有ソフト】AutoCad
【図面受信ファイル】igs、prt、stp、ｘ_ｔ、dxf、dwg、pdf、jpg、

tif、jpg、bmp、doc 、xls.等



-取扱材料一覧 ※日本製材料入手及びミルシート提供は一部可能

【鋼材】
SSシリーズ/S**Cシリーズ/SKDシリーズ

NAKシリーズ/SKHシリーズ

DC53/H13(SKD61)/４４０C/SCMシリーズ/420/P20/PXシリーズ

HPMシリーズSKS3/17-4ＰＨ/SUJ－2/SUM材等

【ステンレス】
SUS303/SUS304/SUS316/SUS316L/S136Ｈ/SUS420J2等

【アルミ】
Ａ2017/A5052/A5056/A6061/A6063/A7075/YH52/YH75等

【銅】
Ｃ1100/Ｃ2800/Ｃ3600/Ｃ3560/BeCu等

【樹脂】
ポリエチレン/ナイロン/ガラスエポキシ/アクリル/POM/ABS

【その他】
超硬/ベークライト/テフロン/チタン/モリブデン/DERLIN/PEEK/他

※上記以外の材料をご要望の場合は見積時に明記願います。



SGI -表面処理＆熱処理

【表面処理】
無電解ニッケル、クロム、亜鉛、鍍金、アルマイト、クロメート

黒染 ､電解研磨、バフ、ヘアライン、PVDコーティング等
※上記以外の加工をご要望の場合は別途お知らせください。

【熱処理】
高周波･火炎･ズブ･浸炭焼入れ、窒化、TD処理等

※上記以外の加工をご要望の場合は別途お知らせください。

【成分分析機】 【膜厚測定】 【硬度測定】 【面粗度測定】



SGI -Network
【協力工場分布】

深圳市宝安区(世界有数の製造業の集約地・珠江デルタの中心・深圳)を
中心に車で半径1時間30分の移動圏内に約80社の協力工場を集約。



【社内告知(掲示板)】 【検査員技能状況表】 【不良不具合情報共有】

SGI -QC活動 ※社内外に対する教育・指導を徹底強化

【協力工場との定期MT】 【不良不具合返却製品置場】 【取引先とのMT(日本研修)】



【品質部１】 【品質部２】

SGI -品質部風景 ※視察希望対応可(要事前連絡)

【品質部３】 【品質部４】



【問合せ】 担当：池海龍

携帯：＋86-185-8904-9060／国内外通話可能

TEL : ＋86-755-27478177(代)

SGI -お取引開始にあたって

皆様方にSGIの事業環境を最大限に高効率で活用いただけるよう

業務部を取引窓口とし、生産現場と迅速な連携を日々追及致します。

※メール応対を主に確実な図面翻訳を目指し尽力して参ります。

【見積・製作依頼】 lymanzhangcn@sgi.com.hk（TO：業務部）

sgisalesdep1@sgi.com.hk （CC：池海龍）

まずは、弊社の価格・品質・納期面で対応能力を実感していただく為、

サンプルの図面をメール頂ければ、迅速に見積を提出させて頂きます。

※必要に応じ、無料サンプルのお届けも可能です。

(Masamitsu Uchiyama)

mailto:lymanzhangcn@sgi.com.hk


SGI -留意事項 ※取引事前確認で下記A or Bを協議させて頂きます

A.弊社日本支店との取引をご希望の企業様は下記のご案内となります。

・お見積、ご請求書式、振込先(名古屋銀行口座)等は日本支店にて対応

・日本国内消費税を徴収いたします。

※弊社が直接輸入者になる為、輸入消費税は弊社にて納税致します。

※輸出入時に製品添付義務のあるinvoiceの保管義務は弊社となります。

B.お客様側が輸入者での取引をご希望の場合は下記のご案内となります。

・お見積、ご請求書式、振込先(香港口座)等は香港法人にて対応。

・輸入者責任は全てお客様側となります。(税関事後調査対象）

☆通常業務における対応場所は下記の通りです。

・見積対応、製品製作、出荷業務は全て深圳事務所で対応致します。

・図面確認・問合せ等の連絡は弊社業務部よりご連絡致します。

・製品納入はDHLを主に指定納入場所へ直接配送致します。



SGI -見積依頼について

【見積・製作依頼】 lymanzhangcn@sgi.com.hk（TO：業務部）

sgisalesdep1@sgi.com.hk （CC：池海龍）

見積依頼時は、見積図面を添付した上でメール本文へ補足情報を

明記して下さい。メールにて業務部で受付致します。

※受付後、速やかに翻訳対応(日本語 ⇔ 中国語)し、回答致します。

※画像はイメージです。

←件名の頭に【見積依頼】と明記ください。

①加工条件等は事前にお知らせ下さい。
②希望納期がある場合は本文へ記載
③回答期限がある場合は本文へ記載
④リピート性の有無
⑤CAD等、データの有無
※情報はひとつでも多く頂けたら幸いです。

ミルシートやヒートチャートが
必要な場合は、見積時にお教え
ください。
ご協力お願い致します。

↑ 見積図面を添付して下さい。

mailto:lymanzhangcn@sgi.com.hk


SGI -見積書ご提出について

業務部よりメールでご回答いたします。※見積依頼メールへRe:

見積回答は24時間以内の返信を目指し、各部連携対応致します。

※取引条件(取引形態：日本or香港、送料単価の記載方法等)は要事前打合せ

備考
1.納期：実働日
2.納品場所
3.梱包
4.発送方法
5.お支払い条件
6.価格変動について
7.見積有効期限

想定されるリスクを記載します

見積番号で管理しています

取引形態(日本or香港)により異なります

原則は依頼人様所属先名義で作成致します

原則は依頼人様所属先住所を記載します



SGI -製作依頼について

製作依頼時は、①製作図面 ②見積書 の添付＋補足情報を本文に

明記して下さい。メールにて受付いたします。

※御社内仕様の注文書等がございましたら添付願います。

sgisalesdep1@sgi.com.hk （CC：池海龍）

【見積・製作依頼】 lymanzhangcn@sgi.com.hk（TO：業務部）

※画像はイメージです。

←件名の頭に【製作依頼】と明記ください。

原則は見積書記載内容に
従い製作を進めます。

最終確定納期は、
製作依頼メールへ返信回答
させて頂きます。 寸法不明箇所等、急を要する問合せを

させて頂く場面もございます。
ご協力お願い致します。

↑ ①製作図面 ②見積書 を添付してください。

① ②

mailto:lymanzhangcn@sgi.com.hk


SGI –製品発送先について

製品発送先は日本国内のみならず、お客様からのご指示に従い

各国の指定先事業所へ発送対応致します。※主にDHLにて配送

※お客様各国現地法人とのお取引形態(納入方法や取引通貨等)は、

別途ご相談させて頂きます。(欧米、東南アジア等への納入実績有)

※画像はイメージです。

東南アジア

日本

欧州
米国中国



【防錆対策】 【使用梱包材】 【部品梱包後、検査図面添付】

SGI -出荷方法＆荷姿

【出荷荷姿】送料軽減できるよう納期が近いものは集約し集荷致します。



SGI -出荷案内について

☆弊社業務部より下記の資料を出荷案内メールに添付いたします。

添付：①送り状、②納品書、③納期管理表、④invoice

※上記はイメージ画像です。

←↑荷物追跡は次項をご参照下さい。

↓通関状況により実配達日と異なる場合があります。

↓添付内容は取引条件により異なります。

←原則担当者様へ報告致します。



【宅急便】DHLを主にDoor to Doorでお届けいたします。
その他：佐川急便/EMS(発送日より2~4日間) ※各社の40~50％割引価格

【一般エアー便】 発送日より最短2~4日間で配達できます。

【混載船便】 発送日より最短10～15日間で配達できます。

SGI -納入方法

特別通関 ※香港税関にて1日滞留

●該当条件

①１箱：20㎏以上

②１箱：8,000元以上

《所要日数》

出荷

↓

最短３日間

※直接輸入者は弊社名古屋営業所

輸入関連事務は全て弊社が担当

通常通関 ※出荷日翌朝に日本税関を通関

①第一便：集荷／19：30

②第二便：持込／20：30

出荷（輸出）
御社＝入荷

11：00 ～ 13：00

【御社へ出荷案内を通知】 【御社での確認事項】

・送り状No.を追跡し

配送状況の確認

・送り状を送付

・納品書を送付
・納品書と現品照合

～納品までの流れ（日本）～ ※欧米、東南アジア等への納入実績有



【検索HP】http://www.dhl.co.jp/ja/express/tracking.html

SGI -荷物追跡方法( )

【荷物集荷】

【現在状況】

【センター引取り希望の場合】

・受取人様よりカスタマーセンターへ連絡し手続きをお願いします。

【DHL僻地扱い(委託配送)の場合】
・委託配送(佐川急便、トナミ運輸等)エリアは追跡出来かねる場合があります。

※上記はイメージ画像です。

送り状No.を入力し追跡検索

送り状No.



-最良のパートナーとして

日本企業の皆様方に、弊社の事業環境を最大限に活かし
高効率な事業活動を行って頂きたい一心でございます。

お取引先様の事業形態により「お付き合い」の形は様々です。

世界有数の工業地域と評される「珠江デルタ地域」で鍛え抜
かれた弊社の経験を、日本企業の皆様に「還元(貢献)」でき
るよう、これからも絶えず成長することで最良のパートナー
として事業活動(委託加工ならびに管理事業)に従事致します。

今後ともご指導のほど宜しくお願い致します。

創業實業(中国)有限公司

日本営業本部 内山将光

※40周年を迎えた深圳市



【2020.6.15改定】


