
■ 沿革 Company history   

2014年4月1日   
パナソニック株式会社・モノづくり本部・生産技術開発センター内の成
形技術開発センター、高度生産システム開発センター、パナソニック 
プロダクションテクノロジー株式会社を統合し、パナソニック プロダク
ションエンジニアリング株式会社を設立 

April 1,2014 
The Panasonic Production Technology Co., Ltd. merged with the Mold & Die  
Technology Center and the Advanced Production System Development Center  
in Global Manufacturing Division of Panasonic corporation; consequently,  
the Panasonic Production Engineering Co., Ltd. was established.  

■ 概要   Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ ｐｒｏｆｉｌｅ 

２０１４年 ４月 １日 

１０億５千万円 

５４３名 （4/1現在） 

パナソニック株式会社 （100%） 

１６４億円 （2014年度計画） 

設 立 

資 本 金 

従業員数 

株 主 

販 売 額 

Founded Aplil 1, 2014 

1,050 million yen 

５４３ (As of April 1,2014） 

Panasonic (100%) 

16.4 billion yen 

Employees 

Stockholder 

Share capital 

Sales target 

■ 役員 Officer  

代表取締役社長    井上 博之 

代表取締役副社長  松田 雅信 

取 締 役          柳本 努 

取 締 役          櫻井 秀樹 

President                Hiroyuki Inoue 

Vice President        Masanobu Matsuda 

Director                     Tsutomu Yanagimoto 

Director                          Hideki Sakurai   

(FY2014) 

■ 人員構成 Personnel organization 

Software 
Technical service 
Customer service 
business 

ＩＴシステムソフトソリューション 
IT system software solutions 

設備開発支援 
Equipment development support 

設備・情報システム 
保守サービス 
Customer service 

高い技術力であらゆる 
モノづくりを支援 

設備納入後も安心してお使いいただくためにサービス体制を構築しています。 

●お客様のニーズに合わせた保守契約サービス 
●各種補修パーツのご提供 

● MES: Manufacturing Execution System 
● Energy management system "SE-Navi" 

  ソフト・技術サービス・ＣＳソリューション Software, technical services and CS solutions 

Support of manufacturing with 
high technical capabilities 

● Maintenance contract tailored to customer needs 
● Provision of repair parts 

お客様の工場を「測定可能な生産現場」に変革し、

材料・エネルギー・設備稼働の全般において高効

率な工場を実現します。 

●ＭＥＳ：製造実行システム 
●エネルギー管理システム『 ＳＥ-Ｎａｖｉ 』 

Customer's factory is revolutionized to "Production site that 

can be measured", and a highly effective factory is achieved in 

all of the material, energy, and the equipment operation.  

様々な量産工場で培った経験と技術力により、設備

開発から製品開発まで幅広い設計ソリューションを

提供します。 

●機構設計部門 

 ・高性能３DCADによる、ユニット～ライン一式 

●ソフトウェア設計部門 

 ・リアルタイムＯＳ、Windows～各種オープンソースまで 

●ＣＡＥ解析 

 ・構造解析/ 熱流体解析/ 樹脂流動解析 

A broad design solution from facility development  to product 

development  is offered by the experience and the technology 

cultivated at a variety of mass production factories.  

●Mechanism design section 
  Product line complete set from unit assembly by  
  high performance 3DCAD 
●Software development section 
   Realtime Operating System and Windows-various open source.  
● Computer aided engineering 
  Structural analysis/Computationa l fluid dynamics/Resin  
   flow analysis 

The system of service to use at ease until the end of the life cycle of 
equipment is constructed. 
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