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PRESIDENT GREETINGS

我々の進むべき方向と発展は、厳しい日本のお客様の様々な
ニーズの中に存在する！
レモ社は、産業用機器に使われる精密コネクタの専門メーカで、スイス本社
を開発・生産拠点とし世界各国で販売活動を展開しています。
1946年の創業以来、一貫して技術と品質を追求しつづけている業界の
パイオニア的存在です。       
 
レモジャパンは、レモ社の全額出資日本法人として1994年1月17日に設
立されました。
レモ社で製造した各種高品質コネクタの輸入と販売、およびその施工品の
製作と販売をしております。
レモジャパンの活動の役割と使命は、大きく3つに説明されます。      
  

■レモジャパンの役割と使命について        

【1】多種多様な面で世界で最も厳しい要求がなされる日本のお客様へ
的確なサービス・納期で製品を提供すること。        
その実現の為に、ISO9001を2002年度に、ISO14001を2004年度に取得し、更にはソニー株式会社様
のグリーンパートナーとして2005年に認定をされました。レモジャパンがレモ社の100%子会社という利点
をフルに生かし、お客様から頂く需要予測をもとに、的確な納入の実現に向けて出来得る限りの先行手配
等に努めております。現在、欧州における調査機関のコネクタ部門の品質評価では、レモ社は毎年トップの
評価を得ております。

【2】世界で最も高い技術を要した日本のお客様に、非常に短い開発期間でお客様の要求を満たす
高性能、高品質、且つ高信頼性のあるコネクタを開発し提供すること。
その為に、レモ社でコネクタ開発の経験のあるエンジニアがレモジャパンで常勤、各業界で専門知識を
もった専門技術員の積極的雇用、国内におけるレモ製品専用の施工工場の育成に積極的に取り組んで
います。近年、中国をはじめとするアジアに生産の拠点を移す企業が増えていますが、当社が扱う産業機器
用の高品質コネクタのマーケットは、むしろ日本にあり、特に超ハイテク分野に関しては、将来的にも日本が
アジアをリードしていくと考えています。その意味では、日本のお客様の様々なニーズ、要求に応えること、
それが、レモ社全体の将来目指す方向と合致しており、我々の発展につながるものと確信しております。

【3】レモ社がもつグローバルネットワークとレモ社特有のモジュール方式【部品共通化及び必要部品のみの
製作・開発】によって無駄のない製造を行い、限られた地球資源の節約を実現すること。
その為に、製造工程における環境負荷物質の排除など、開発・製造・販売において継続的な環境改善を
実施し、企業としての社会的責任を果たしてまいる所存であります。
これからもレモ社は世界のいたる所で、安定した製品を提供して参ります。

今後、更に多様化するお客様のニーズに応えるためにレモジャパンは、あくまで日本のお客様にご満足いただく
ため、日本的なサービスを第一に心がけ、我々の役割と使命達成の為、常に努力し、未来に向けて高性能コネクタ
のNo.1企業となるよう躍進し続けます。

代表取締役社長　清 水  渡
President    Wataru Shimizu



LEMO GROUP POLICY
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LEMO GROUP POLICY

VISION

高級精密コネクタ・ソリューションのトップメーカーへ。
LEMO GROUPは精密顧客仕様のコネクタ・ソリューションの設計製造について
常にリーダーとして認められること。

MISSION STATEMENT

ニーズを十二分に満たすコネクタ・ソリューションを提供し、
顧客のパートナーとなること。
LEMO GROUPの使命はユーザー様の期待以上の優れた専門的なコネクタ・ソリューションを
供給することにより、顧客のニーズを満たすビジネスパートナーとなること。

CORE VALUES

常に最高・革新の追求。
LEMO GROUPは各社員の能力向上と個人的成長を助成し投資しております。

相互の尊敬と自信に満ちた風土の中で強力で共通した会社文化を育成し、開かれたコミュニケーションを図ること。

顧客からの敬意と愛顧を得るべく、最高品質の製品とサービスを提供する。

製品の設計、製造、販売において業界最高水準を維持し、適切な対応・納期・品質・価格を提供することにより顧客に奉仕する。

我々の使命をはたすべく、新製品と技術の研究開発に投資する。

完全な顧客仕様のソリューションを提供する専門的で特殊なアプリケーションに注力し、世界各国の顧客に対し、
各地域に適合したサービスを提供できる、モジュラーでグローバルな行動組織を開発し、維持する。

技術的に優れた幅広いレンジの製品とサービスを提供すべく、コネクション技術のノウハウ開発を行う。

構造的また組織的に会社の独立性を維持し、バランスのとれたグローバルな成長を可能にする投資の為の利益を確保する。
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LEMO SA PROFILE

LEMO SAは1946年に現在の社長アレキサンダー ペッシ氏の祖父にあたるレオン モゥテ氏（Leon Mouttet）が

スイス レマン湖の湖畔の町、モルジュにて金属精密加工の会社として設立しました。当初、電気接点に使用

する特殊な金属加工技術が評価され、スイステレコム向けのリレー接点部品加工を行っていました。

その後、1957年に簡単に抜き差しのできる信頼性のあるコネクタへの要求に対応し、プッシュプルセルフラッチ

方式を自ら開発し、コネクタメーカーとしてコネクタ市場へ本格的に参入を行いました。

数人でスタートしたLEMO SAは2007年時点で従業員数1200名のコネクタメーカーに成長し、その高性能

コネクタは世界中の高性能機器に使用されるようになっています。また現在レモとその関連会社であるREDEL・

coelverは世界各国にある40以上の販売代理店の協力のもと80ヵ国以上の国々で使用されています。

レモコネクタは高品質な産業用特殊コネクタとしては常に世界でトップクラスに評価（米国市場会社の調査

結果）されています。

現在、LEMO SAの本社及び本社工場はジュネーブとローザンヌの中間点のエキュブロンにあります。レモ社は

4か所に製造工場を持ち、多数のCNC機、メッキ装置等の製造設備を稼働させ、全体の98％を自社にて製造

しております。これらは適切な増設による生産量の拡大を容易にし、且つ高品質な商品が確保できます。

レモコネクタは50,000以上の組み合わせが可能なモジュラー設計となっており、多様な分野・要求に応えられる

最適なコネクタを選択できます。



LEMO SA PROFILE
LEMO JAPAN について

LEMO JAPAN PROFILE

レモジャパンは1994年に文京区湯島にてLEMO SAの100％出資子会社として設立され、その後千代田区

岩本町、文京区向丘、杉並区高井戸、そして2012年に港区三田に業務拡張に伴い移転して参りました。

LEMO SAの世界でトップの高性能、高信頼性コネクタを、世界で最も厳しい日本のお客様の要求される納期、

サービスにお応えしご提供することを目標に事業展開をしております。

その実現の為に2002年にISO9001を2004年にISO14001を取得し、ソニー株式会社様のグリーンパート

ナーとして2005年に認定されました。

スイス100％出資の外資ではありますが、あくまで日本のお客様にご満足頂けるサービスを心がけております。

レモジャパンは、コネクタの販売と同様、得意とする分野として顧客様仕様の特殊コネクタ及びケーブルアッセン

ブリを提供させて頂いております。日本のお客様の新規開発のご要求に応えられるよう、日本での開発、製造も

小規模ながら2006年より開始しております。

またレモのグローバルネットワークを利用し、欧州の高品質ケーブルや関連商品の調達を行いお客様のニーズに

最も適したコネクタソリューションを提供しております。

一方、原価の低減が必要な量産品のケーブルアッセンブリに対しては、レモ中国と協力し高品質でLEMOの

品質水準のサービスをご提供できるよう尽力しております。

顧客のニーズに対応すべく多種多様なアレンジをご提案できるよう心掛けております。
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COMPANY PROFILE

社　名 レモジャパン株式会社

所在地 本　社
〒108-0073
東京都港区三田2-7-22
TEL 03-5446-5510（代）　FAX 03-5446-5511

神戸営業所
〒657-0035
兵庫県神戸市灘区友田町3-6-15 KHK灘ビル5階
TEL 078-846-2002（代）　FAX 078-846-2036

設　立 1994年1月17日

資本金 5,000万円

決済期 年1回・12月

従業員数 40名（グループ全体 約1200名）

株　主 INTERLEMO Holding SA

取引銀行 三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行

役　員 代表取締役　清水　渡
代表取締役　アレキサンダー　ペッシィ
取　締　役　アルベルト　メラン
監　査　役　平田　登



HISTORY
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HISTORY

1994年 1月

1994年 7月

1995年 10月

1998年 3月

1999年 1月

2000年 7月

2001年 6月

2002年 11月

2004年 7月

2004年 12月

2005年 12月

2007年 6月

2008年 5月

2011年 6月

2011年 11月

2012年 5月

2013年 8月

日本市場拡販のために東京都文京区湯島にレモスイスの
日本法人として資本金1,000万円でレモジャパンを設立。
大阪営業所を大阪市港区に開設。

資本金を3,000万円に増資。

業務拡大につき本社を千代田区岩本町に移転。

資本金を5,000万円に増資。

業務集約化のために大阪営業所を東京本社に統合。

業務拡大につき神戸営業所を神戸市中央区に設立。

業務拡大につき本社を文京区向丘に移転。

ISO9001認証取得。

ケーブルアッセンブリビジネスを開始。

ISO14001認証取得。

ソニーグリーンパートナー認定。

業務拡大につき本社を杉並区高井戸に移転。

業務拡大につき神戸営業所を神戸市灘区に移転。

東日本大震災復興支援として物資支援及び義援金1,000万円を寄付。

派遣による施工ビジネスを開始。

業務拡大につき本社を港区三田に移転。

業務拡大につき神戸営業所を現在地に移転。



APPLICATION
アプリケーション

APPLICATION

放 送 関 係

HDTV 用スタジオカメラ

放送中継車

中継用カメラクレーン
原 子 力 関 係

燃料リサイクル設備

モニタカメラ

放射線測定監視装置

医 療 関 係

MRI・CT 診断装置

各種カテーテル

医療用モニタカメラ

患者モニタリングシステム

歯科用治療装置 / 生命維持装置

計 測 関 係

非破壊検査測定器

半導体測定装置 / 温度測定装置

地殻移動測定装置

オシロスコープ用カレントプローブ

レーザー計測装置



APPLICATION
アプリケーション

APPLICATION

自 動 車 関 係

衝突実験計測装置

走行実験用データ収集装置

フォミュラカー用電装装置
産 業用 機 械 関 係

半導体製造装置

工作機械

印刷機機器

研 究 開 発 関 係

核物理学実験測定装置

電子加速器

天文台用特殊望遠鏡

宇 宙 航 空 関 係

宇宙ステーション

実験モジュール



Quality・Environmental Policy
環 境 理 念

（2013/3/1 現在）

ISO9001
品質保証の国際
規格の認証取得

ISO14001
環境品質の国際
規格の認証取得

RoHS 規制
有害物質の規制に基づき
適用除外項目にて適合

REACH 規制
高懸念物質について非含有で
あることを保証します

ソニーグリーンパートナー
ソニー㈱様の

環境品質保証体制の
監査に合格

Quality・Environmental Policy

環 境 理 念

環 境 方 針

レモジャパン株式会社は地球環境保全が人類の重要課題であることを認識し、社会のニーズを満たすビジネスパートナー

として環境に配慮した企業活動を行い、一層の環境保全に努めます。

1. 環境法規制及びその他の要求事項を順守します。

2. 環境影響を考慮した商品の提供により、環境に貢献する取引の推進を行います。

3. 日々の活動において、省資源・省エネルギー・廃棄物の減量・資源の再利用を推進します。

4. 環境マネジメントシステムを構築し、環境目的・環境目標の設定と定期的な見直しにより、機械的改善を図ります。

　 また、システム運用の徹底により全社員の環境意識向上と地球環境保全を目指します。

5. この環境方針は、社外に公開します。



LEMO GROUP
レモグループ

LEMO GROUP

LEMO  HEADQUARTERS / SUBSIDIARIES

LEMO  DISTRIBUTORS

■本部/スイス LEMO S.A.

■オーストリア LEMO Elektronik GesmbH

■デンマーク LEMO Denmark A/S

■ドイツ LEMO Elektronik GmbH

■イギリス LEMO UK Ltd

■日本 LEMO JAPAN Ltd

■ノルウェー
　/アイスランド LEMO Norway A/S

■アメリカ LEMO USA Inc

■中国 LEMO Trading(Shanghai)Co.,Ltd
 LEMO Electronics(Shanghai)Co.,Ltd

オーストラリア・ブラジル・カナダ・チェコ・ギリシャ・インド・イスラエル・ニュージーランド

ポーランド・ロシア・南アフリカ・韓国・台湾・トルコ・ウクライナ

■フィンランド
　/スウェーデン LEMO Nordic AB

■フランス LEMO France Sàrl

■ハンガリー REDEL Elektronika Kft

■イタリア LEMO Italia srl

■オランダ
　/ベルギー LEMO Connectors Benelux

■香港 LEMO Hong Kong Ltd

■スイス LEMO Verkauf AG

■スペイン
　/ポルトガル IBERLEMO S.A.

■シンガポール LEMO Asia Pte Ltd

（2011/5/1現在）
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