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日本フェィウィックは、初代社長藤田譲次とトーマス・フェィウィック氏との運命的な出会いを契機として、1962年6月に誕生しました。
設立当初より、米国Fawick社（現Eaton社）製クラッチ&ブレーキ「Airflex」の日本における代理店として輸入販売をしており、
ニーズの多様化や時代の変化にあわせた取扱商品の拡充、技術的コンサルティングの提供を常に心がけております。
また、トーマス・フェィウィック氏が発明したゴム素材のゴルフグリップ「Golf Pride」の日本における代理店として1964年より輸入
販売しております。Airflex以外のクラッチ&ブレーキも時代のニーズに合わせて展開しております。産業用クラッチ＆ブレーキ
商品とゴルフグリップという2つの取扱商品を事業の中核として、国内はもとより、東南アジア地域に重点をおいたグローバルな
視点で、積極的・戦略的な営業活動を継続しております。
私達は長年にわたり、多様な業界に向けあらゆるニーズに対応できるようチャレンジし続け、お客様に満足して頂けるよう努力して
おります。お客様からは製品の性能だけでなく、日本フェィウィックの技術支援を信頼していると高い評価を頂いております。

Japan Fawick Co., Ltd. was established in June, 1962 by an encounter of 

founder George Fujita and Thomas L. Fawick. Since the founding of the 

company, Japan Fawick has been the distributor of Fawick Co. (currently 

Eaton Co.) to import and sales of Airflex clutch&brakes in Japan. As demands 

of the customer diversify, we always dedicate to expansion of products to 

match changing times, and offer technical consulting.

Also, from 1964, we began import and sales of rubber made golf grip "Golf 

Pride", invented by Thomas Fawick, as a distributor.

By positioning industrial clutch&brake and Golf Pride grip as a core business, 

not just domestic but also in South-East Asia as a key market, we continue our 

sales activities aggressively and strategically with a global mind.

Over many years, we continue to challenge to meet every demands from 

various industries for customer satisfaction.

We receive high reputation from the customer that not just the products we 

offer, our technical support is the reason of trust.

Golf Prideグリップ販売開始
Began sales of Golf Pride grip

GOIZPERクラッチ&ブレーキ販売開始
Began sales of GOIZPER 
clutch&brake

Reスリップブレーキ販売開始
Began sales of Re slip brake

ATB LSクラッチ&ブレーキ
販売開始
Began sales of ATB LS 
clutch&brake

御殿場に商品センター開設
Gotenba Product Center Opened

創立50周年
50th anniversary

本社を東京都中央区日本橋に移転
Headquarters moved to Nihonbashi, 
Chuo-ku, Tokyo

シンガポールに子会社 R.I.K. Industries Pte. Ltd.を設立

Established subsidiary R.I.K. Industries Pte. Ltd. in Singapore

COREMO及びDELLNERブレーキ販売開始

Began sales of COREMO and DELLNER brakes

広島営業所開設
Hiroshima Sales Office opened

大阪営業所開設
Osaka Sales Office opened

資本金1,000万円にて東京都千代田区丸の内に会社設立

Founded a company in Chiyoda-ku, Tokyo, with capital 
of 10 million yen

Airflexクラッチ&ブレーキ販売開始

Began sales of Airflex clutch&brake

1962

1964
1969

1985
1989

1990
1992

2001
2012

2016
2018

会社沿革 Company History

Business

Capital

会社概要 Company Profile

Japan Fawick Co., Ltd.
日本フェィウィック株式会社
商号 Company

June 1st, 1962
1962年6月1日
創立 Establishment

・ Import, export, repair, assemble, and sales of 
   industrial clutch&brakes and related equipments.

・ Sales and installation of industrial equipment.

・ 産業用クラッチ・ブレーキ及び関連機器の
  輸出入、修理、組立、販売

・ 産業用機械、器具類の販売、
  設置並びに据付工事

・ Import and sales of Golf Pride grips

・ Golf Prideグリップの輸入、販売

事業内容

JPY 55,000,000.-
資本金5,500万円
資本金

December
12月
決算期 Fiscal term

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
三井住友銀行

MUFG Bank, Ltd.
三菱UFJ銀行

取引銀行 Financing bank
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クラッチ＆ブレーキ Clutch&Brake

その他 Others

クラッチ&ブレーキは製缶機械、新聞の印刷機、農機、建機の動力負荷試験装置などあらゆる業界に使用されて
おります。世界中にある製品の中からお客様にふさわしいものを見つけ出し、製品の完成度を高めるお手伝いをして
いるのが日本フェィウィックです。
当社のエンジニアリングサポートは豊富な経験をもとに多くの制御・伝達技術に関するトップレベルのノウハウをお客様に
提供します。

ローターシール®

クイックリリーズバルブ Quick release valve

空圧式、油圧式、コンビネーション式、ドラム式、ディスク式、キャリパー式など小型から大型まであらゆるタイプの製品をご提案します。
社内には技術部門を有し特別な仕様にも対応致します。

固定した配管から回転体へ空気あるいは流体を供給する回転継手です。幅広い業界に対応で
きるよう単通路から複通路まで各サイズをご用意しており特殊品も製作できます。

低速回転からの高負荷試験が可能で、農業機械や建設機械をはじめ、各器具類の性能、衝撃・変動負荷試験に
最適です。また、豊富な機種をご用意しています。

遊星減速機付クラッチ&ブレーキパッケージです。小型から大型までご用意できます。

ダイナモメーター Dynamometer

プラネットプレスシステム Planet press system

適用機械 Applications

空圧式クラッチ&ブレーキ
Pneumatic clutch&brake

油圧式キャリパーブレーキ
Hydraulic caliper brake

水冷ブレーキ
Water cooled brake

空圧式キャリパーブレーキ
Pneumatic caliper brake

高精密クラッチ＆ブレーキユニット
High precision clutch&brake unit

スリップクラッチ&ブレーキ
Slip- clutch&brake

コンビネーション型クラッチ&ブレーキ
Combination clutch&brake

・ 船舶推進軸  Ship propulsion shaft　・ タンカー船  Tanker ship　・ 漁船  Fishing vessel　・ 鍛圧機械  Forging machine　・ 製缶機械  Can making machine　・ 工作機械  Machine Tools　・ 製鉄圧延機械  Iron mill rolling machine　・ 金属加工機械  Metal processing machine　・ 製紙機械  Papermaking machine　・ 印刷機械  Printing machine

・ 掘削機械  Drilling machine　・ セメント機械  Cement machine　・ ゴム機械  Rubber machine　・ 試験機  Testing machine　・ 他  Others

Clutch&brake are used in various industries such as machine for making beverage can, machine for printing newspaper, and testing 
machine for automobile. Japan Fawick support such industries by finding ideal solution from resources throughout the world to help 
improve customer's application.
Our engineering support is based on long-time experience, and we provide top level know-hows on transmission and control devices to 
the customer.

We suggest wide variety of products from small to large, pneumatic, hydraulic, combination, drum, disk, and caliper.
Our in-house engineering team will accommodate to your special specification.

A rotary coupling used to supply air or fluid to a rotor from a fixed pipe. To support wide variety 
of industries, we provide various sizes with single/multi passage. We can also produce special 
order item.

当社のクイックリリーズバルブは空気作動式の三方弁で、エアークラッチやブレーキなどに優れ
た排気特性を実現させる自動急速排気弁です。
A quick release valve is an air-operated three-way valve with  excellent exhaust characteristics for 
air clutch and brakes.

Enable heavy load testing under low speed rotation which was difficult with existing electric dynamometer. Most 
suitable for testing agricultural and construction machines. We also provide various models.

Planetary reduction gear designed for press machine. A system combined with pneumatic clutch and flywheel. 
Available from small to large sizes.
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ゴルフプライドは65年にわたりゴルフグリップで世界をリードしてきました。ラバーグリップ、スリップオングリップの開発
からハイブリッド、コンフォートなどの分野を開拓し、最新のアライン（ALIGN）テクノロジーを生み出してまいりました。
ゴルファーの求めるグリップへの信頼に応えるよう、常に探究心と革新をもって製品を創り出しています。
トッププロを始め、年齢、ハンディを問わずプレースタイルに合った幅広いグリップをラインナップし、ゴルフプライドは
世界中のゴルファーに愛されています。

プロツアー会場でプロのサポートをしています。
第一線で活躍する選手の意見を商品に反映して
います。

「フィーリング・性能が素晴らしい」
ゴルフプライドは世界のトッププロから絶大な信頼を得ています。

品質、デザイン、機能性など高い評価と信頼でゴルフプライドグリップが
世界のトップクラブメーカーに採用されています。

ゴルファーのグリップ交換でゴルフプライドグリップが一番多く選択されています。

四半世紀にわたってメジャータイトル獲得率
85％を誇るゴルフプライドグリップ。

トッププロの絶大な信頼がここにあります。

The most used golf grip by tour players.

The most chosen golf grip by club manufacturers.

The most chosen golf grip for re-gripping.

For over 65 years, we have been the global leader in golf grip, from the invention of rubber grip and slip-on grip, development of 
hybrid and comfort category, and creation of leading-edge "ALIGN" technology.  
To gain trust form the player, we always create product with inquiring mind and innovation.
We have a broad variety of line-ups to meet the playing style from the world's top professionals to everyday golfers.  
Golf Pride is the No.1 grip in golf.

"The feel and performance is excellent"
Golf Pride gain considerable credibility from world's top tour professionals.

Our quality, innovation and close collaborative partnerships have helped make Golf Pride 
the most desired grip brand among golf’s premier club manufacturers.

Golf Pride grips are the No.1 choice on re-gripping market.

We support tour professionals on tour. Feedback from 
the professional are reflected on future products.

毎年ゴルフフェアに出展し多くのゴルフ
ァーにグリップを紹介しています。
お客様には興味を持って頂いており、
多くの質問が寄せられます。

We exhibit our grips in Golf Fair every 
year. We receive many inquiry from 
consumer with interest.

グリップ交換会で直接お客様に新しいグリップの良さを
お伝えする活動をしています。

ゴルフプライドグリップを手に取りやすいように
店頭什器を提供しています。

Conducting Demo Day (Re-grip 
Day) to directly communicate with 
consumers for recommending 
suitable grips.

To make consumers 
easier to fine Golf Pride 
grips at shops, we supply 
selected shops with our 
grip display.



〒103－0021 東京都中央区日本橋本石町3－3－16 日本橋室町ビル6階
TEL：03－6262－6150（代）　FAX：03－6262－6151
http://www.fawick.co.jp/
Nihonbashi Muromachi BLDG., 6F, 
3-3-16, Nihonbashi-hongokucho,
Chuo-ku, Tokyo, 103-0021, Japan
Tel:+81-3-6262-6150  Fax:+81-3-6262-6151

本　　　　社
Head office

〒550－0002 大阪市西区江戸堀1－12－8 明治安田生命肥後橋ビル9階
TEL：06－6449－5081　FAX：06－6449－5082 
Meiji Yasuda Seimei Higo-bashi BLDG., 9F, 1-12-8, Edobori, Nishi-ku, 
Osaka-shi, 550-0002, Japan
Tel:+81-6-6449-5081   Fax:+81-6-6449-5082

大阪営業所
Osaka office

〒733－0001 広島市西区大芝3-14-10 イトービル5 2階
TEL：082－238－1507　FAX：082－237－4329
Itoh BLDG.5, 2F, 3-14-10 Oshiba, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, 733-0001 Japan
Tel:+81-82-238-1507   Fax:+81-82-237-4329

広島営業所
Hiroshima office

〒412－0003 静岡県御殿場市柴怒田962－43
TEL：0550－88－0693　FAX：0550－88－0695 
962-43, Shibanta, Gotenba-shi, Shizuoka, 412-0003, Japan
Tel:+81-550-88-0693  Fax:+81-550-88-0695

商品センター
Product center

シンガポール/タイ/インドネシア/フィリピン
Singapore/Thailand/Indonesia/Philippines

http://www.rikind.com

R.I.K. INDUSTRIES PTE LTD (SINGAPORE)
ECO-TECH@Sunview
1 Sunview Road #06-15 
Singapore 627615

R.I.K. (THAILAND) CO., LTD.
370/3 Fair Tower, 2nd
Sukhumvit Road 50
Prakhanong Klongtoey 
Bangkok 10260, Thailand

R.I.K. INDUSTRIAL SUPPLIES (PHILIPPINES)
Unit 13, Citywalk Building
Admiral Road, Talon 3,
Las Pinas City 1747, Philippines

PT. RIK INDUSTRIES INDONESIA
Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok D1, Unit 37, 2nd Floor
Jalan Letjen Suprapto
Jakarta 10640, Indonesia

主要取扱メーカー Major suppliers
● クラッチ＆ブレーキ： Eaton/Airflex（米国）, Goizper（スペイン）, Re（イタリア）, 
                       ATB LS（英国）, Dellner Brake（スウェーデン）, Coremo（イタリア）

Eaton/Airflex(USA), Goizper(Spain), Re(Italy), 

ATB LS(UK), Dellner Brake(Sweden), Coremo(Italy)

● ゴルフグリップ： Golf Pride
Clutch&Brake Golf grip

海外子会社
Overseas subsidiaries

●海外子会社  Overseas subsidiaries

■ゴルフプライド  Golf Pride

▶サプライヤー  Suppliers




