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行列が絶えないお店、また行きたくなるお店、口コミで話題のお店。

こうした人気店には、満足だけでは終わらない、感動を与えてくれる“何か”があります。

食材や調理法、おもてなしの心、さらには空間演出などもその“何か”のひとつ。

そこに厨房機器も加えて欲しいと、タニコーは考えます。

磨き抜かれたステンレス機器がならぶ厨房は、シェフがその腕を存分に振るうためのステージです。

またおいしい食事を提供したいと願うすべての人々にとって、笑顔を生み出す源泉でもあります。

もちろんそれは、有名店や高級レストランだけではありません。

学校給食や社員食堂、ケアセンターでも同様です。

繁盛店をつくりたい。

タニコーは厨房機器のリーディングカンパニーとして、

フードビジネスの成功をお手伝いしたい。そう考えています。

成功をつくりたい。



35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

30,000,000

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

（単位：千円）
成長し続けることで、
お客様の信頼に応える。

業務用厨房機器

ステンレス
特殊加工

家庭用
システム
キッチン

IBC
ステンレス容器

ステンレス
フロアシステム

お客様への最大のサービス、それは何でしょうか？答えは存続することだと、タニコーは考えます。

快適で機能的な、厨房機器の提供。市場に無い製品でも、必要とされれば新たに作る開発力。

お届けした製品を長く使い続けていただくための、サービスやサポートの提供。

私たちは考えます。お客様に信頼され、選んでいただくためにこそ、

存続し成長することが求められるのだと。

フライヤー

ベーカリーオーブン食器洗浄器

学校給食用
大型洗浄機器

スチームコンベクションオーブン

中華レンジ

ゆで麺器

ガスレンジ
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'81 国産初、ケンドン扉式吊り戸棚を発売

'80 国産初、エアーコンプレッサー式麺押し機“しこしこ”を発売

'79.4 業界初、福島鹿島工場において、レベラーを導入

'74 国産初、流し・作業台類を従来の一体完成
型から、脚部等を現地にて組み立て式を採用

'71 国産初、継ぎ目のないステンレス天板
としたガスレンジ・テーブルを発売

'70 国産初、天板に継ぎ目のない本格型中華レンジを発売

'69 国産初、余熱を利用したタンクを装備し、麺一玉毎
に茹でることができるテボを使う中華ゆで麺器を発売

'90 国産初、高火力タイプ本格型中華レンジ「ドラゴン」を発売

'90 業界初、NetWareでCADシステムをネットワーク化

'89 国産初、フランス料理店向けの加熱機器を集合一体構造としたフランス料理店専用レンジを発売

'87 国産初、ステンレス板に#4仕上げ材を採用、パイプ脚に変更

'86 CADシステムを導入

1989

1990

売上高
300億円突破

売上高350億円突破
'01.2 品質マネジメント規格ISO9001の
認証を取得（福島小高工場）

'03 高速オーブン「ビトルボ」で（社）日本ガス協会技術賞受賞

'03.9 品質マネジメント規格ISO9001の認証を取得
（福島鹿島工場、福島原町工場、福島小高第二工場、東日本流通セン
ター、IBC流通センター、西日本流通センター、タニコーテック福井大野第
一工場、タニコーテック福井大野第二工場、タニコーテック福井丸岡工場）

'98.10 内部炎口バーナー搭載「ドンブリレンジ」で
（財）省エネルギーセンター「省エネバンガード21」受賞

'98 業界初、低周波電磁連続フライヤーを発売

'00 ステンレスタンク、コンテナ等機器の製造販売を目的にIBC部を開設

'99 スチームコンベクションオーブンを発売

'96 内部炎口バーナー搭載「Vシリーズガスレンジ・テーブル」で（社）日本ガス協会技術大賞受賞

'96 学校給食用食器洗浄機として、食器篭ごと洗浄機を発売

'94 国産初、コンベアを利用した小型卓上連続式フライヤーをチェーンストアー向けに発売

2003

2004

2000

1999

2002

1997

1998

1995

1994

1996

売上高400億円突破

'11.2 業界最多、フライヤー
全30機種を涼厨認定取得

'08.12 システムキッチンDGシリーズが
「キッチン・オブ・ザ・イヤー2008」を受賞

'08.9 家庭用高級システムキッチンDGシリーズを発売

'07.8 コンビニエンスストア向け電気フライヤーユニットを発売

'04.5 品質マネジメント規格ISO14001の
認証を取得 （タニコー株式会社本社）

'05.8 品質マネジメント規格ISO9001の
認証を取得 （北海道工場、北海道流通センター）

'06.5 品質マネジメント規格ISO9001の
認証を取得 （九州工場、九州流通センター）

2010

2011

2008

2007

2006

2013

'12.1 品質マネジメント規格ISO9001の
認証を取得（いわき工場）

'14.4 日本初「涼厨®」仕様の
スチームコンベクションオーブン発売
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コンビニエンスストアー/ファーストフード
ナショナルチェーン、ローカルチェーン、中食、デリバリーなど

調理師学校 和洋中、ベーカリーなど

ベーカリー ベーカリーカフェ、パン工場など

事業所給食 社員食堂、社員寮、研修所・保養所など

業務用
厨房機器

IBC
ステンレス

容器

IBC容器とは
液体、粉体、粒体を収納し、機械（フォークリフト等）による
作業及び、車輌、貨車、船舶で運搬、移動を行う3000L
以下の中型容器。

ステンレス
フロア

システム

衛生的なステンレスフロア事業
ステンレス製ポルカプレート
は、滑り止め効果、排水・水
はけ性に優れた特性を活か
して耐食性・耐熱性・耐久
性・抗菌性・耐衝撃に富ん
だステンレス床材です。

ステンレス素材と加工技術
を活かしたさまざまな製品

家庭用
システム
キッチン

オールステンレスシステムキッチン事業
業務用厨房で蓄積したプロの
ノウハウを家庭用キッチンに融合。

ホテル、レストランを始め、お客様のお店にふたつと同じ物はありません。お一人おひとりのご要望を丹念にお聞きし、
レンジやスチームコンベクション、フライヤー、シンクや洗浄機といった機器を、理想のお店を目指して設計製造を行います。
タニコーは多くの自社製品と全国ネットワークで、お客様に最良の厨房環境をお届けいたします。
また技術開発にも力を注ぎ、省エネ・高効率と言ったエネルギー、環境問題にも積極的に取り組んでいます。
さらに、自社工場生産力を最大限に生かしたオーダーメイド機器を積極的に駆使し、お客様にご満足いただける厨房機器をご用意いたします。

ステンレス加工技術を活かした
ステンレス容器事業
私たちが誇るアドバンテージのひとつに、ステンレス材料をコイル材から仕入れ、
加工できるシステムがあります。また金型も自社工場で製作できる、充実した
工作機械設備を備えています。

UNコンテナ、ドラム缶、ボトル缶、粉体容器、調合タンク、オイルタンク、食油タンク、
廃油タンク、ストレージタンク、液体保冷タンク、ディンプルジャケットタンク、
移動用液体タンク、埋設型タンクなど

あらゆる業種で必要とされる、すべての
厨房機器を作る業務用厨房機器事業

一般レストラン
和食、イタリアン、フランス、中華、カフェ、
居酒屋、ラーメン、そば・うどん、ファミリー
レストランなど

ステンレス
特殊加工

学校給食センター PFI事業など

ホテル/旅館/式場 シティーホテル、リゾートホテル、ビジネスホテル、民宿、結婚式場など

大型オールステン浴槽
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地域ごとに食文化、食環境は違います。だからタニコーは、各地域に営業所を配置。北海道から沖縄まで、日本全国100ヵ所に

販売・サービス拠点を構え、お客様の近くで顔と顔を合わせられる販売体制を構築しています。

またメンテナンス体制も充実。全国どこででも、迅速で確実なメンテナンスをご提供します。

タニコーが誇るのは「規模ではなく、満足と安心」です。

近くにあるではなく
近くにいる安心。 ● 東北事業部 12カ所

● 南関東事業部 8カ所

▶ショールーム
▶テストキッチン
▶メンテナンス
　コールセンター
▶川崎営業所
　サービス課

● 北信越事業部 8カ所

● 関西事業部 11カ所

▶大阪営業所
　サービス課

● 九州事業部 14カ所

● 中国事業部 6カ所

▶ショールーム

● 東関東事業部 5カ所

▶ ショールーム（ACTIVE、千葉、
OAK STAGE）

全国

100拠点の
ネットワーク

● 北海道事業部 9カ所

▶システムキッチンショールーム（TRY）
▶ショールーム

見積書・
契約・発注

決定した図面と見積
書をお客様に提出し
ます。お客様が設計・
価 格 にご 納 得 後、
ご契約、発注業務を
行います。

図面の
確認・決定

お客様が納得される
まで繰り返し設計を
いたします。

納品・
引き渡し

工事完成に伴い、製
品の納品、引き渡し
を挙行します。

営業担当
が

訪問

営業担当が、直接、
お客様のお店を訪問
します。

製造・
品質検査

発注図面に合わせ
製品を各工場にて
製造し、品質検査の
後、流通センターより
製品出荷します。

ワークフロー

ショールームへお越しください。

〒213-0027
神奈川県川崎市高津区野川3666
☎044（755）8081　FAX.044（755）8082

東名川崎ショールームNEXT
〒123-0872
東京都足立区江北6-5-2
☎03（3854）3261　FAX.03（3896）2761

〒261-0005
千葉県千葉市美浜区稲毛海岸2-1-28
☎043（248）0791　FAX.043（248）0773

千葉ショールーム

打ち
合わせ

お客様が希望
す る 厨 房 の
必要な情報を
ヒ ア リ ン グ
します。

現場管理

お 客 様 が
お店を使用
できるまで
総合的に現
場を管理。

定期点検・
メンテ
ナンス

万一、製品が
故障した場合
はメンテナン
ス担当が修理
に伺います。

全国年中無休
24時間受付

全国87ヵ所に展開し
た営業所と主要地域
に配したサービス課
を中心にメンテナンス
コールセンターも設置
し、迅速かつ安心のメ
ンテナンスを提供いた
します。

設計・提案
（図面・提案書）

CAD を用い
て製 品 仕 様
などが入った
図面を作成し
ます。

設計から製造、販売、施工、メンテナンスまで、
事業に関わるすべてを自社の全国ネットワークでお応えします。

川崎営業所大阪営業所

宇都宮営業所

柏営業所

	 業務用厨房機器ショールーム（テストキッチン）

〒142-0041
東京都品川区
戸越1-7-20
☎03（5498）7112　
FAX.03（5498）7917

キッチンギャラリー
〒068-0111
北海道岩見沢市
栗沢町由良2-9
☎0126（45）3123　
FAX.0126（45）3105

ＴＲＹ

	 システムキッチンショールーム

岡山ショールーム
〒700-0936
岡山県岡山市北区富田505-5
☎086（221）5632　FAX.086（221）5635

〒068-0111
北海道岩見沢市栗沢町由良2-9
☎0126（45）3123　FAX.0126（45）3105

北海道ショールームACTIVE
〒320-0851
栃木県宇都宮市鶴田町1611-1
☎028（647）1431　FAX.028（647）1432

● 四国事業部 4カ所

千葉営業所

● 本社部門
▶本社営業部
▶官需部
▶ IBC 事業部
▶機器事業部
▶システムキッチンショールーム
  （キッチンギャラリー）

本社

● 東京事業部 9カ所

▶サービス課
　（東京、城東、城北）
▶ショールーム（NEXT）

城北営業所

● 北関東事業部 4カ所

▶ショールーム（AVENIR）

高崎営業所

〒462-0011
愛知県名古屋市北区五反田町1-1
☎052（325）4811　FAX.052（325）4871

CRAFTAVENIR
〒370-0852
群馬県高崎市中居町1-9-3
☎027（395）6041　FAX.027（395）6040

OAK STAGE
〒277-0872
千葉県柏市十余二538-5
☎04（7197）2662　FAX.04（7197）2812

● 東海事業部 10カ所

▶ショールーム（CRAFT）

名古屋営業所
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タニコー発、業界標準。

お客様のさまざまなご要望にお応えするた
め、部品ひとつひとつの製造も自社で行っ
ています。各種工作機械を駆使し、金型から
自社内で製造。部品サプライヤーの影響を
受けず、納期管理をはじめ、それぞれの厨
房にあわせたユーザビリティーの追求が可
能。またコストを抑えて、多品種展開を行う
ことができます。

ニーズに
合わせた部品を
自社で生産

排熱を集中排気し、機器の放熱を大幅に削減することで、空調設備に頼らずに
快適な厨房環境を実現する「涼厨®」。この「涼厨®」製品には、冷却空気の自然
吸気や排気熱がおよばない構造、表面温度が65℃以下など、厳しい基準があり
ます。タニコーのガス厨房機器は、標準仕様のままで、この厳しい基準をクリア。
触っても熱くない厨房機器を既存価格でご提供します。さらに作業環境の改善、
空調コストの低減に貢献します。

受賞実績

タニコーって、そうなんだ。

涼厨  快適で働きやすい厨房づくりに貢献

涼厨仕様　ベーシック・スチームコンベクションオーブン

省エネ・高効率機器内部炎口バーナー搭載ガスレンジ

「ゆで麺器」
それは、ある人物がタニコーを訪れたことから始まりました。依頼内容は、誰
でも簡単に麺をゆでることができる機械を作って欲しいというものでした。
そこで考えたのは、1 つの鍋にザルを使って小分けにしてゆでること。そして
濁ったお湯は、余熱を利用して温めたお湯を少しずつ足して排水するという
仕組みでした。こうして世界初のゆで麺器「TU-1 型」が完成。このゆで
麺器の登場により、ラーメンの作り方は大きく変わることになったのです。

「ステンレスレンジ」
ガスレンジの甲板部分はステンレスが一般的ですが、昭和40年代頃は鋳
鉄が当たり前。鋳鉄は錆びるため、使用後は砥石で磨かなければなりませ
ん。この過酷な労働を軽減させたいと考えたタニコーは、高級品のステンレ
スを甲板に採用。最新設備を利用して、大量に生産することで生産コストを
下げ、手頃な価格でステンレス製ガスレンジを提供することに成功したので
す。国内初のステンレスレンジ「TGR-90」は、こうして誕生しました。

商標「　　　」「　　　」は、大阪瓦斯株式会社の登録商標です。

業界初。材料のステンレスをコイル単位で仕入れるのも、タニコーの
特長です。コンピュータ管理のもと、最適なサイズに自動で裁断される
ステンレスコイル材。この独自の原材料加工ラインによって、長尺もの
の製作においても溶接が不要。またコイル単位での仕入れにより、
コストダウンを実現しています。

長尺ものの製作を可能にする
ステンレスコイル材

開発ストーリー業界
標準

製品の各箇所に衛生を保つために必要な、“掃除のしやす
い”設計を施しました。厨房の衛生環境が向上するのはもちろ
んの事、清掃作業者の負担も軽減いたします。

福島小高工場・福井大野工場は、カスタムシン
ク、カスタムワークテーブル、カスタムキャビネッ
トが認証されました。
福島鹿島工場は、カスタムシンク、カスタムワー
クテーブルが認証されました。
福島原町工場は、カスタムクリーンディシュテー
ブル、カスタムソイルドディシュテーブルが認証
されました。

「ＮＳＦ」認証取得 格段の清掃性能。公衆衛生の最高基準！

R

NSF認証

内部炎口バーナー搭載業務用ガス厨房機器
コンロ「ＮＯx-ＴＧＤ-３」

省エネバンガード21
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Network >>  P09-10

タニコーは、お客様に品質を保証する仕組みを備えています。
開発本部内に品質保証部を設置。開発段階から、機能や安全性など、
求められるスペックを十分に満たす製品づくりを徹底しています。さらに
日常業務としてお客様の声を大切にし、日々改良改善活動を怠りません。

品質保証

品
質
保
証
部

開
発
本
部

P
I
委
員
会

お
客
様

営業所

営業所

営業所

品質と
技術

I SO9001 全国に広がる工場の主要工場※で品質国際管
理規格であるISO9001:2000 の認証を取得致し
ました。これにより、当社の品質マネジメントシステム
が国際的に認知され、“お客さま主義”を掲げる当
社の経営モットーの一つが高品質製品の製造体制
において具現化されました。
今後は、当社経営理念である“お客さま主義”を徹
底するためにも、全社一丸となって、ISO9001 のシ
ステムを活用した高品質な製品の製造に、いっそう
努力してまいります。

※ 認証取得工場：福島小高、福島鹿島、福島原町、
いわき、北海道、福井大野第1、福井大野第2、丸
岡、九州

品質への取り組み
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築
工事標準仕様書（機械設備工事編）」に適合する品
質・性能が確保されている事を社団法人公共建築協
会より評価をいただいております。

公共建築協会評価

公共建築協会評価書

厨房設備施工に必要な資格だけではなく、施設計画時において、建築
設備設計、献立作成、調理運営、ＨＡＣＣＰチーム構築など、多角的な協
力を行う体制を整えています。

在籍有資格者（平成27年5月現在）

資格名 人数
監理技術者 8 名
1級建築士 1 名
２級建築士 7 名
１級管工事施工管理技士 11 名
２級管工事施工管理技士 28 名
１級厨房設備施工技能士 209 名
２級厨房設備施工技能士 74 名

資格名 人数
１級厨房設備士 33 名
２級厨房設備士 192 名
管理栄養士 1 名
栄養士 5 名
調理師 7 名
HACCPコーディネーター 6 名
　 有資格者延べ人数 582 名

※運用フロー概念図



お客様の思いを
カタチにする。

お客様のご要望はさまざま、ひとつとして同じお仕事はありません。そしてお客様が求める厨房やシステムの機能、形態もさまざまです。

オープンキッチンからこだわりのキッチン。システムキッチンや厨房機器以外のステンレス容器、さらにはステンレスフロアなど、

タニコーは永年の間培った経験や知識と技術で、お客様の思いをカタチにしていきます。

オープンキッチンに合わせ、円形や一体天
板構造、鮮やかなカラー仕様など、来店者を
も魅了するライブ感あふれる厨房が出来上
がりました。
❶  シェフを引き立たせる大型フランスレンジ、天板は

全て一体構造
❷  ブラックステンレスをふんだんに使ってシックな雰囲

気と豪華さを演出したショーカウンター
❸  本格中華レンジ「エンペラー」を円形に配置、勿論

天板は一体構造。ガラス越しに厨房を魅せます
❹   五徳までもオリジナルデザイン。大理石トップも美し

く調和
❺  鮮やかなカラーシート貼りが印象的な大型本格

中華レンジは一体構造を採用
❻  美しさにこだわったアイランドキッチン。レストランロ

ゴも入れました

調理人の夢の空間、城。
素材にこだわる、デザインにこだわる、
機能にこだわる、思いのこもったプレミアム
キッチン。

❶  中華レンジやグリドル、焼き物器までも組み込んだ
システムレンジ。ツマミは特注のアルミ削りだし

❷  扉の取っ手にもこだわり、ステンレス削り出しのオリ
ジナルデザイン

❸  特殊素材ブラックステンレス製一体カウンター
テーブル

 ❹ 安全性と作業効率にこだわった連続炊飯システム

❺  船舶を模したシステムレンジ。境目のないフラット
トップとツマミにもこだわり

1 2こだわりの
キッチン

魅せる
キッチン

❶

❷ ❸

❹ ❺
❻

❶

❷
❸

❹
❺

フレンチレストラン

中国レストラン調理師学校

調理師学校 フレンチレストラン

フレンチレストラン

フレンチレストラン

学校給食フレンチレストラン 結婚式場調理師学校
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会社
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ステンレス加工を知り尽くしたタニコーだか
らこそできる、曲げ、折り、溶接技術。
磨きなどの表面加工も多彩な仕上げが
可能です。

❶  大物一体加工のステンレス浴槽

❷ 長板1枚物を曲げ加工と異種表面研磨で異彩

6

液糖貯蔵タンクから食品容器や化粧品原料タンク、オイルタン
クや攪拌機付きコンテナなど多用途のステンレス容器。

❶  食油貯蔵用設置型タンク、保温加熱タイプも製作できます

❷ 色々な種類を1つに集約可能な設置型3連タンク

❸  フォークリフト搬送を主とした液体用IBCコンテナ
（内容物により材質、多仕様あり）と、粉体容器と
して、また混合容器として使用可能なコンテナ

4 IBCステンレス容器
オールステンレスのフロアを実現。抗菌性・
抗カビ性・耐磨耗性・耐熱性・耐薬品性に
優れる上、従来のチェッカープレートと異な
るポルカプレートを採用し、滑りにくく清掃
性向上にも優れるため、厨房や食品工場
に最適。

❶  全溶接による施工により床下への高い防水性

❷ 側溝・排水枡の端部と底部は全てＲ加工

5ステンレス
フロアシステム

ステンレス
特殊加工

永年の業務用厨房機器製造で培ったステ
ンレス加工技術でプロの機能とプライベート
キッチンに求められる機能のすべてを兼ね
備えたオールステンレスキッチンシリーズ。

❶  ビルトインオーブンが入ったブラックステンレスの
バックキャビネットとキッチン

❷  5メートルの一枚天板を一部カウンターの様に変
形。高度な技術を要する技

❸  トップに立ち上げた15mmドリップガード（水返し）は
熟練した技術者のみがなしえる技

❹  2槽シンク、ガスコンロとIHコンロを組み込んだア
イランドキッチン

❺  バイブレーションとブラックステンレスを組み合わせ

たキッチン。設備機器は海外製品をビルトイン

❻  オールヘアライン仕上。ダストボックスやディス
ポーザーが組みこまれたお客様仕様のキッチン

3システム
キッチン

❶
❷

❸

❶ ❷

❶ ❷

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

人材
教育

事業
紹介

会社
概要

施工
事例

品質と
技術

ネット
ワーク

Products >>  P13-14

施工
事例



敷地面積／34,500㎡
主要生産品目／規格・オーダーガス機器、
ステンレス製品、部品加工、ステンレス容器

福島鹿島第二工場

いわき工場

敷地面積／18,500㎡
主要生産品目／規格電気機器、オーダーステ
ンレス製品、規格シェルフ、ステンレス容器、
スチームコンベクションオーブン

敷地面積／2,200㎡
主要生産品目／オーダーステンレス製品

川崎野川工場

タニコーは、北海道から九州まで国内11カ所（※グループ工場を含む。）の製造工場を構え、全国のお客様へ高品質な製品を迅速にお届けできる生産体制を整えています。  
厨房機器の主材料となるステンレス鋼は、コイルごと一括仕入れのため、高品質な製品をお求めやすい価格でご提供することが可能です。また、ご購入後の維持管理期間に
おいてもスムーズに消耗部品等をお届けでき、長期にわたり製品を安心してご使用いただけます。タニコーはお客様のさまざまなご要望にお応えするために、お客様の側で
製品を作る事にこだわります。こだわりの国内生産で“お客様の思い”を具現化し、日々進化した製品をお届けいたします。

こだわりの国内生産
会社概要

●商　号 タニコー株式会社 
●創　立 昭和21年3月1日
●資本金 520,000,000円 
●代表者 代表取締役社長 谷口 秀一
●事業所　本社/東京
　　　　　営業所/全国87ヵ所
　　　　　出張所/4ヵ所
　　　　　工場/11ヵ所（グループ4工場含む）　

●本社所在地

〒142-0041
東京都品川区戸越一丁目7番20号
☎03（5498）7111（代）
http://www.tanico.co.jp

●事業内容

業務用厨房機器及び関連機器各種（ガスレ
ンジ、ガステーブル、IHコンロ、スチームコンベ
クションオーブン、コンベクションオーブン、高速
オーブン、中華レンジ、ゆで麺器、フライヤー、焼
物器、ベーキングオーブン・シンク、調理台・作業
台、食器洗浄機、食器消毒保管庫、冷蔵庫、
冷凍庫）、移動型・据置型ステンレスタンク、ポ
ルカプレート、排水枡・側溝、システムキッチンの
製造、販売、設計、施工、及び海外厨房機器の
輸入販売。
その他、上記に付帯する業務。

●建設業許可

国土交通大臣　許可　（般-23）第13069号 

建築工事業　大工工事業　屋根工事業　
管工事業　タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業　内装仕上工事業

●建築士事業所登録

東京都知事登録第47903号

一級建築事務所

お客様の成功に
貢献する会社でありたい。

厨房、キッチンあるいは仕事場。

色々な呼び方がありますが

食に関わるお店の基本はやはり厨房にあると思います。

良いお店には、良い厨房がある。

では良い厨房とは何か？

調理人のこだわりや夢、使命や喜び

果ては哲学なのかもしれません。

そんな仕事人が夢中になって働ける場所

足りないものなど無く、余計なものも何ひとつない。

それが、真にプロの居場所ではないでしょうか？

私共が思う厨房はそんな場所です。

大きな施設、小さな厨房、ひとつとして同じ環境はありません。

そんなひとつひとつを、持てる知識と技術で

お客様と共に実現していきたい。

そして厨房設備に関わらず、お客様が必要とされることを

ぜひともお手伝いさせていただきたい。

なぜなら、お客様の成功

それこそが私共の成功だからです。

代表取締役社長

谷口	秀一
代表取締役会長

谷口	一郎

敷地面積／25,500㎡
主要生産品目／規格・オーダー食器洗浄機、
炊飯関連機器

福島原町工場

製造工場
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会社
概要

北海道工場

敷地面積／25,300㎡
主要生産品目／規格・オーダーステンレス製
品、ステンレス容器、システムキッチン、規格
電熱機器

敷地面積／126,600㎡
主要生産品目／規格・オーダーステンレス製
品、電熱機器、消毒保管機器、大型食器洗浄
機、スチームコンベクションオーブン、連続炊
飯ライン、ステンレス容器

福島小高工場

関連会社

敷地面積／23,100㎡
主要生産品目／規格・オーダーガス機器、
ステンレス製品、部品加工

（株）タニコーテック大野第2工場

敷地面積／22,000㎡
主要生産品目／規格・オーダー電熱機器、
ステンレス製品、材料加工

（株）タニコーテック丸岡工場

敷地面積／5,700㎡
主要生産品目／
規格・オーダーステンレス製品

（株）タニコーテック・大野第1工場

敷地面積／13,600㎡
主要生産品目／
規格・オーダーステンレス製品

（株）タニコーテック九州工場

タニコー主要設備ラインアップ
レベラー 各機種により板厚0.5t〜6.0tに対応 計     5 台
プレス 30トン〜1,000トンまで各機種 計  80 台以上
プレスブレーキ 30トン〜1,000トンまで各機種 計100台以上
シャーリング 各機種により板厚0.5t〜10.0tに対応 計  60 台以上
コーナーシャー 各機種により板厚0.5t〜6.0tに対応 計  25 台以上
ベンディンクローラー 各機種により板厚0.5t〜15.0tに対応 計  10 台以上
レーザー加工機 3次元レーザー他各種 計  10 台以上
タレットパンチングプレス 計  30 台以上
自動搬送ターレットパンチシステム
レーザーパンチ複合加工機
ロボットベンダー
エアークランプシーマ（自動溶接機） 計     6 台
シーム溶接機 計     4 台
TIG溶接機 （ロボット溶接機含む） 計120台以上
アーク溶接機 計  80 台以上
スポット溶接機 自動スポット溶接機他各種 計  30 台以上
スタット溶接機 計  10 台以上
スピニングマシン 最大φ1800他各種 計     5 台
フランジングマシン 3.0t〜6.0t、φ3000 1 台
工作機械関連 マシニングセンター、φ5000シングルコラム立型をはじ
め各種NC旋盤、フライス盤、研磨機、研削盤、ボール盤、ネジ切り盤、
両頭フライス等
その他 プラズマ溶接機、プラズマ自動切断機、開先加工機、バリ取
り機、各種カッター、パイプベンダー、アングルベンダー、太陽光発電
10KW、純水供給設備等

運搬出荷検査組立

規格
製品

オーダー
製品

部品設計

CAD

構造設計

金型

ガスプラント

耐久テスト
NCタレット・シャーリングライン

デザイン設計
プラスチック

部品加工

安全テスト
FNS

セルライン

レベラーライン
板金矯正切断装置

技術
開発 試作

原材料
加工

ライン

生産システム

敷地面積／22,000㎡
主要生産品目／規格・オーダーガス機器、
ステンレス製品、機械加工部品、ベーカリー
オーブン、金型加工

福島鹿島工場

NC自動折曲げライン



内定者研修
厨房業界の概略や、

社会人としての
心構えを学ぶ。

新人研修
フォローアップ
実際の業務に就き経験した

仕事の振り返り。
今後のスキルアップを

目指す。

実践研修
実践的な研修を行う事で、

配属後スムーズに
仕事が行えるようにします。

新入社員研修
基礎研修を通して、

総合的に学ぶ。
 （ビジネスマナー、各職種の

仕事内容、会社案内作成研修）

配属

ホームページをご覧ください。
http://www.tanico.co.jp/company/recruit/

タニコーの人気商品で作る

おいしいレシピ集

VOICE !

お店紹介

食の情報誌

カレントニュース

名古屋営業所
Test Kitchen
Showroom

厨房ドック

使って、感じて！

4/15 OPENOPEN

Test Kitchen
Showroom

4/15
年2回の厨房出張点検を致します

カレントニュース読者様へのプレゼント企画

NEWS 35No.

CURRENT

多店舗展開
へとつなげる成功のカギ多店舗展開
へとつなげる成功のカギ

メーカーだからと言って、ものづくりだけが仕事ではありません。

お客様の成功に貢献できるように、より良い営業をして、より良い設計をして、より良い物をつくって……

それらに最高の支援をするために、ヒトを育てるたくさんの人材プログラムを用意しています。

お客様とのつながりは人
だから、タニコーは人を育てます。

先輩社員に聞く！

仕事のやりがい
名古屋営業所　二年目  営業

最終学歴  商学部 マーケティング学科
最近食べた美味しい物  名古屋名物　あんかけスパゲティー

　入社した頃は分からない事ばかりで、代表製品であるスチー
ムコンベクションオーブンについて聞かれてもすぐにはお応えで
きずにいました。その後、知識や経験を身につけお客様にすんな
りと対応できるにつれて、お客様からレシピについての相談をお
受けしたり、買い替えのご相談をいただいたりして、お客様とのコ
ミュニケーションの機会が増えていきました。
　それらお客様とのやり取りのひとつひとつが信頼へとつな
がって、感謝のお言葉をいただき、製品購入へと繋がった時は自
分の成長を実感できます。まだ、二年目ですが、大手チェーン店
の仕事にも携わることができ、これからが楽しみです。　

熊本営業所　一年目  営業
最終学歴  社会環境学部 社会環境学科
最近食べた美味しい物  YOKOBACHIの馬刺し　

　新人で右も左もわからず、とにかく現場である厨房（お店）へ
行けば何か身になることがあると思い積極的に厨房へ出向き、
些細な変化も上司に報告しました。いよいよ搬入日（製品を納め
る日）となり、「製品が納まらない（入らない）！」というハプニング
がありましたが上司を始め現場の方々の暖かなサポートがあり何
とか製品を納め、オープンできる状態にまでこぎつけました。
　そのお店のオープン当日、予想を上回るお客様が行列を作っ
ているのを見た時、感慨深い思いになり、次はもっと大きな仕事
がしたいという活力になりました。

東京営業所　一年目  設計
最終学歴  生産工学部 機械工学科
最近食べた美味しい物  蒙古タンメン中本のラーメン

　設計は現場に出向く事が多くないため、レイアウト図面やオー
ダー品の製品図面を描く時は、担当営業からお客様とのお打ち
合わせ内容を聞き、そこからお客様のご要望を汲み取って図面
を描きます。
　ある病院の依頼でオーダーのホットフードカートの図面を描き
ましたが、現場に出向いてお客様と直接お打ち合わせをしたわ
けではないので、開業するまでは不安でいっぱいでした。しかし
ながら、大きな障害もなく無事に開業した時は、自分が苦労した
箇所やこだわりを持って設計した箇所が形になり、強い満足感
が得られるのと同時に、仕事にやり甲斐を感じました。

“やる気”に応える人材育成プログラム
入社前後の新人研修に始まり、その後も、個々のスキルアップに合わせた研修を行います。また、研修だけではなく、

資格試験取得のための勉強会や製品勉強会等も積極的に実施しています。

２月 4月

5月〜
7月

8月

次年度
4月 幅広い活躍のフィールド

営業

製造

調理

メンテ
ナンス

事務

設計

施工

たくさんの事業
厨房機器、IBC、

フロアシステム、システムキッチン

成長したいという思いがあれば、
その気持ちを最大限に支援し、
活躍のフィールドを
用意しています。

“成長”を実感できます

CS研修
顧客満足向上を
目的とした研修

製品勉強会
資格試験
勉強会

ネクスト
リーダー研修

次世代のリーダー候補に対し
マーケティング、部下育成等の

研修を行う

幹部研修

その後は経験に応じたさまざまな研修が用意されています。
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