■日本のボッシュ・グループ会社

基礎データ

ボッシュ株式会社
Bosch Corporation
本社
TEL
設立
資本金
売上高 2018

：
：
：
：
：

株主
代表取締役社長
従業員数

：
：
：

主要事業内容

：

URL

：

（2018 年 12 月期）

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7
03-3400-1551
1939 年 7 月 17 日
17,000 百万円
連結／335,643 百万円
単独／328,823 百万円 (2018 年 1 月～12 月実績)
Robert Bosch Investment Nederland B.V.=100%
クラウス・メーダー
連結／6,109 人
単独／ 5,333 人
ディーゼルおよびガソリン用エンジンマネジメントシステム・コンポーネント、乗用車向けブレー
キシステム、トランスミッション制御、エアバッグ用コントロールユニット、自動車用センサー類、
ステアリングシステム等の開発・製造・販売。自動車機器アフターマーケット製品、自動車整備
機器、電動工具の輸入販売・サービスなど。
http://www.bosch.co.jp/
※ボッシュ株式会社の事業所、連結子会社および関連会社一覧は、末頁に掲載

ボッシュ・レックスロス株式会社
Bosch Rexroth Corporation

（2018 年 12 月期）

：
本社

（東京本社）〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-6-7
（土浦本社）〒300-8588 茨城県土浦市東中貫町 5-1
営業本部 03-5485-7146
建機統括 03-5485-7146
産機油圧統括 03-5485-7147
産機FA統括(FAシステム) 03-5485-7031
産機 FA 統括 (サーボシステム) 03-5485-7240
サービス統括部 029-831-8104
1934 年 1 月 1 日 （旧内田油圧機器工業(株)設立）
3,237 百万円
24,975 百万円
Robert Bosch Investment Nederland B.V.=99.3% その他＝0.07％
フォアイ・ラオ
487 人
アキシアルピストンポンプおよびモーター、油圧トランスミッションシステム、ギヤポンプ
およびモーター、ラジアルピストンモーター、油圧バルブ（建設機械、車輌および産業機械
用）、油圧システムなどの油圧機器の製造、輸入販売およびサービス、
FAモジュールコンポーネント・タイトニングシステム、ACサーボドライブシステム・コントローラ
ーなどの輸入販売およびサービス

TEL

：

設立
資本金
売上高
株主
代表取締役社長
従業員数
主要事業内容

：
：
：
：
：
：
：

URL
主な拠点

： http://www.boschrexroth.co.jp/
【土浦工場】
〒300-8588 茨城県土浦市東中貫町5-1
TEL: 029-831-8181
【ヘグランド営業所】
〒223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜1-11-2
TEL: 045-900-904
【産機名古屋営業所】
〒486-0932 愛知県春日井市松河戸町2-1-17
TEL:0568-35-7701
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【産機大阪営業所】
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町8-10アドバンス江坂ビル6F
TEL： 06-6385-1871
【産機九州営業所】
〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町3-1博多リバレインオフィス11F
TEL：092-263-8550
【土浦サ－ビスセンタ－】
〒300-8588 茨城県土浦市東中貫町5-1
TEL： 029-831-8104
【横浜サービスセンター】
〒223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜1-11-2
TEL： 045-540-0471
【名古屋サービスセンター】
〒486-0932 愛知県春日井市松河戸町2丁目1番地17
TEL：0568-35-7701

ボッシュ パッケージング テクノロジー株式会社
Bosch Packaging Technology K.K.
本社
TEL
設立
資本金
売上高 2018
株主
代表取締役社長
従業員数
主要事業内容
URL
主な拠点

：http://www.boschpackaging.jp/
【関西営業所】
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3 SORA新大阪21 18F
TEL：06-6391-4641
【コンピテンスセンタージャパンアンドビジョンテクノロジー】（むさし工場内）
〒355-0813埼玉県比企郡滑川町月輪1464-4
TEL：0493-81-5068

日本インジェクタ株式会社
Nippon Injector Corporation
本社
TEL
設立
資本金
売上高
株主

：
：
：
：
：
：

代表取締役社長
従業員数
主要事業内容
URL

：
：
：
：

（2018 年 12 月期）

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-22 渋谷プレステージ 7F
03-5466-2550
1982 年 8 月 13 日
11 億円
113 億 70 百万円
Robert Bosch Investment Nederland B.V.=100%
ベアント・バーカイ
232 人
医薬用製剤包装機械、検査機、包装資材、食品・飲料包装機械、製菓機械およびシステムの
製造販売と輸入販売、エンジニアリング・サービスの提供

：
：
：
：
：
：
：
：
：

(2018 年 12 月期)

〒250-0295 神奈川県小田原市高田 313
0465-42-6111
1986 年 4 月 1 日
2,400 百万円
6,677 百万円
Robert Bosch Investment Nederland B.V. 50% ＝50%
三菱電機(株)＝50%
奥村 俊文
251 人
ガソリン燃料噴射システム、およびその他の燃料を使用する応用製品の製造・販売
http://www.nikk.co.jp/
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イータス株式会社
ETAS K.K.
本社
TEL
設立
資本金
株主

：
：
：
：
：

代表取締役社長
従業員数
主要事業内容

：
：
：

URL

：

主な拠点

：

（2018 年 12 月期）

〒220-6217 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-5 クイーンズタワーC 17F
045-222-0900
1998 年 10 月 9 日
125 百万円
ETAS GmbH＝100％
(ETAS GmbH は Robert Bosch GmbH 100%出資子会社）
横山 崇幸
75 名
自動車制御システム開発支援ツール、サイバーセキュリティシステムの開発、販売、
エンジニアリングなど
https://www.etas.com/
https://www.escrypt.com
【宇都宮オフィス】
〒321-0953
栃木県宇都宮市東宿郷一丁目6番12号
ビッグ・ビー宇都宮 4F
TEL:028-612-6291
【名古屋オフィス】
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目26番13号
ちとせビル6F
TEL: 052-562-1999

ボッシュセキュリティシステムズ株式会社
Bosch Security Systems Ltd.
本社
TEL
設立
資本金
株主
代表取締役
従業員数
主要事業内容

：
：
：
：
：
：
：
：

URL

： https://www.boschsecurity.com/jp

主な拠点

(2019 年 5 月期)

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-6-7
03-5485-4427
1981 年 3 月 5 日
10 百万円
Robert Bosch Investment Nederland B.V.=100%
ウィルフレッド・スティーマン、マティアス・フィッシャー
19 人

ネットワークカメラ、IP 監視システムをはじめとしたセキュリティ機器、マイクロホン、
スピーカー、アンプ、ミキサーなどのプロ・業務用音響機器、また、インターカム、無線デ
ィスパッチシステム、会議システムなどの通信・制御機器の輸入販売および関連する
一切の業務

【馬込リペアセンター】
〒143-0025 東京都大田区南馬込5-42-18 日本通運㈱馬込航空貨物センター内
TEL：03-5485-4434
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ITK エンジニアリングジャパン株式会社
ITK Engineering Japan Inc.
（2018年12月期）

本社

： 〒105-0014 東京都港区芝 1-10-13 芝日景有楽ビル 6F

TEL
設立
資本金
株主
代表取締役
従業員数

：
：
：
：
：
：

主要事業内容

URL

03-6435-3811
2010 年 10 月 13 日
10 百万円
Robert Bosch Investment Nederland B.V. (100%)
佐藤 元彦
41 人
・ソフトウェア及び組み込み制御開発
・モデルベース開発及びテスティング
： ・コントロールシステム設計及びシグナルプロセッシング
・上記、コンサルティング、コーチング
・テストベンチ及びオートメーションシステムの設計・施工・運用
・イメージプロセシング
： http://www.itk-engineering.jp/

株式会社 Advanced Driver Information Technology
Advanced Driver Information Technology Corporation
本社
TEL
設立
資本金
株主

従業員数
主要事業内容

URL：

：
：
：
：
：

〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町 1-1（(株)デンソー本社内）
0566-61-4548
2003 年 5 月 22 日
100 百万円
Robert Bosch Car Multimedia GmbH50%
（Robert Bosch GmbH 100%出資子会社）
(株)デンソー＝50%
： 矢口 健
： 35 人
： 車載インフォテインメントシステム向け次世代プラットフォーム開発

https://www.adit-jv.com/
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ボッシュ株式会社 事業所一覧
本社
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7
TEL: 03-3400-1551
事務所：
宇都宮事務所
〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-7 NBF宇都宮ビル 8F
TEL: 028-639-0278
志木事務所
〒352-8572 埼玉県新座市北野3-4-1
TEL: 048-470-1551
横浜事務所
〒224-8501 神奈川県横浜市都筑区牛久保3-9-1
TEL: 045-912-8000
横浜第二事務所
〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 8-33 サウスコア 5F (総合受付）
Tel: 045-912-7924
横浜第三事務所
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-3 あいたい6F
ボッシュ オートモーティブステアリング テストセンター
〒223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜2-7-5
小田原事務所
〒250-0295 神奈川県小田原市高田313
ボッシュ燃料電池センター山梨
〒400-0016 山梨県甲府市武田二丁目10－19 マルトビル1F & 2F
浜松事務所
〒430-7727 静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー 27F
TEL: 053-451-6790
豊田事務所
〒471-0027 愛知県豊田市喜多町2- 160 コモ・スクエア ウェスト 7F
TEL: 0565-37-1450
三河安城事務所
〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1-15-10 シティタワー 7F
TEL: 0565-37-1463
大阪事務所
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3 SORA新大阪21 18F
TEL: 06-6394-8016
広島事務所
〒732-0824 広島県広島市南区的場町1-3-6 広島的場ビル 5F
TEL: 082-261-0177
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工場：
栃木工場
〒329-2741 栃木県那須塩原市北赤田1588-1
TEL: 0287-37-4601
主要品目：ブレーキ用ハイドロリックユニット、センサー類他
むさし工場
〒355-0813 埼玉県比企郡滑川町月輪1464-4
TEL: 0493-56-6200
主要品目：ブレーキ用バキュームブースター、マスターシリンダー他
東松山工場
〒355-8603 埼玉県東松山市箭弓町3-13-26
TEL: 0493-22-1551
主要品目：ディーゼルエンジンコモンレールシステム用レール、インジェクター他
寄居工場
〒369-1234 埼玉県大里郡寄居町大字折原1744-1
TEL: 048-581-1231
主要品目：ディーゼルエンジン燃料噴射装置用ノズル、ノズルホルダー他
太田工場
〒370-0426 群馬県太田市世良田町3000
TEL: 0276-52-5361
主要品目：ディーゼルエンジンコモンレールシステム用高圧ポンプ他
苅田事業所
〒800-0321 福岡県京都郡苅田町新浜町1-56 (株)バンテック新浜ロジスティクセンター内
TEL: 080-4898-4430 （事業所代表携帯電話）
主要品目：シャシーシステム コントロール モビリティソリューションの製造
テストコース/センター：
女満別テクニカルセンター
〒099-2371 北海道網走郡大空町女満別中央322-4
TEL: 0152-74-4601
塩原試験場（テストコース）
〒329-2812 栃木県那須塩原市金沢向山249-1
TEL: 0287-37-4691
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ボッシュ株式会社 連結子会社＆関連会社（国内）
株式会社フジアイタック
〒367-0118 埼玉県児玉郡美里町大字広木 1573
TEL: 0495-76-3221
主な事業内容：燃料噴射装置部品の製造
群馬精機株式会社
〒370-0871 群馬県高崎市上豊岡町 561-24
TEL: 027-344-1121
主な事業内容：燃料噴射装置部品の製造
株式会社エフエイニイガタ
〒949-4352 新潟県三島郡出雲崎町大字大門 376-4
TEL: 0258-78-4141
主な事業内容：燃料噴射装置部品の製造
関東精圧工業株式会社
〒367-0213 埼玉県本庄市児玉町秋山 2101
TEL: 0495-72-2951
主な事業内容：プレス部品製造、販売
ボッシュエンジニアリング株式会社
〒220-6218 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-5 クイーンズタワーC 棟 18F
TEL: 045-650-5610
主な事業内容：自動車部品の開発およびアプリケーション（適合）開発などのエンジニアリング業務
およびモータースポーツ製品の販売
ボッシュサービスソリューションズ株式会社
〒352-8572 埼玉県新座市北野 3-4-1
TEL: 048-458-3500
主な事業内容：自動車向サービス（緊急通報サービス等）、ビジネプロセスアウトソーシング

ボッシュ株式会社 子会社（海外）
ボッシュオートモーティブタイランド
7/102 M.4 (Amata City), T. Mabyangporn A. Pluak, Daeng, Rayong 21140, THAILAND
TEL: +66-38-956-019
主な事業内容：ブレーキブースターの製造、販売

7

