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Close to you by Authentec.
オーセンテックは、お客様のそばにいる企業でありたい。

オーセンテック会社案内

C l o s e  to  yo u  by  Au t h e nte c .

オーセンテックは、お客様のそばにいる企業でありたい。 Co r p o ra te  P ro f i l e



オーセンテックが目指す未来

オーセンテック株式会社  代表取締役  髙田  全

自社製品の企画開発とグローバル展開をさらに進め、
今後も品質とメンテンス性に重きを置いた「設計思想」と「お客様の声」を
反映した製品を提供することで、社会の発展に貢献していきます。
さらには、50年後、100年後を見据え、目指すのは将来性とやりがいに溢れ、
社員の子どもたちが働きたいと思う会社の理想の姿を実現させることです。
新たなオーセンテックの挑戦に、是非ご期待ください。

オーセンテックの起源
オーセンテックの起源は、通称タレパンと呼ばれる
タレットパンチプレス（TPP／Turret Punch Press）の
メンテナンス事業（レトロフィット・移設・改造・修理）が起源です。

AuDeBu（オーデブ）の由来
オーセンテックの主力製品であるAuDeBu（オーデブ）は、
Authentec Deburring Machine （オーセンテック・
デバリング・マシン）の組み合わせから生まれたブランド名です。

現場主義のデザイン思考
オーセンテックが自社製品のデザインにこだわる理由は、
表層的な意匠ではなく現場に負担の少ない「壊れにくい機構」を
追求した設計思想による製品の企画・開発をしているからです。

企業理念
お客様の声を「アイデア」に
お客様の笑顔を「力」に

「ものつくり」に貢献する会社でありたい。
そして社員が自信を持ち

挑戦し続ける事を誇りとしたい。

オーセンテックは、S D G sの趣旨に賛同し、
お客様の声を「アイデア」に「ものづくり」を通じて、

「社会の発展」に貢献していきます。

詳細はH Pをご参照ください 。



2004年
宮城県にサービス拠点を開設。
東北地区の業務を本格的に開始。
ミクロジョイント外し工具
「プルプル君」を販売開始。

2007年
チェコ、メキシコ、
に進出。

2003年
大阪府にサービス拠点を開設。
関西地区の業務を本格的に開始。

2002年7月
板金加工機のセールス・メンテナンス・
レトロフィットの業務を目的とした
オーセンテック株式会社を設立。
サービス拠点を開設し関東圏の
事業展開を開始する。

社名オーセンテックの由来は、Authentic（オーセンティック）と、
Technology（テクノロジー）を組み合わせた造語です。
Authenticは、本物、正真正銘、信頼、正統派、などの意味を持っており
Technologyは、科学技術、工業技術、応用科学、術語、などの意味を持っています。
この2つの意味を掛け合わせ生まれた社名が、「本物・誠実・信頼の
精神を育んだテクノロジーを提供する会社＝Authentec」の由来です。

2006年
国内外大手各社と基本契約を締結。
事業の拡充を図る。

2008年
台湾進出。

2013年
ニュージーランド、
フィリピン、進出。

2015年
タイ、インドネシア、
ベトナム、進出。

2018年
髙田浩の代表取締役会長就任に伴い、
髙田全が代表取締役就任。

2009年
AuDeBu1000を
自主開発・販売開始。
MF-Tokyo
国際展示会に初出展。

2010年
Mini AuDeBuを
自主開発・販売開始。
機械要素技術展
（東京・大阪）に出展。

2012年
AuDeBu600
を自主開発・
販売開始。

2011年
簡易型
バリ取り機
Carry
AuDeBuを
販売開始。

2013年
AuDeBu1000の
進化版AuDeBu MPを
MF-Tokyoにて初披露。
簡易洗浄機
AuDeBu Racoonの
試作機を完成。

2014年
マレーシア、
シンガポール、
中国、進出。

2015年
AuDeBuBlacklineを
MF-Tokyoにて初披露。

2017年
AuDeBuCX、AuDeBu1000MPF、
AuDeBu Racoon800、AuDeBu1002 Robot
等をMF-Tokyo2017にて初披露。

2015年
業務拡張のため本社移転。

2012年
神奈川テクニカルセンター開設。

2017年
業務拡張のため
神奈川テクニカルセンター移転。

2019年
レベラー取り扱い開始。

事業内容

社歴・沿革

会社概要

企画・開発・販売  

メンテナンス

アフターフォロー  

●バリ取り機AuDeBu（オーデブ）シリーズの企画・開発・販売
●洗浄機Racoon（ラクーン）シリーズの企画・開発・販売
●ロボットAuDeBu Robotの企画・開発・販売
●AuDeBuシリーズ消耗品の企画・開発・販売

●自社製品の設置・点検・修理
●アンリツ社製タレットパンチプレスの修理・移設・改造・再生
●LISSMAC（リスマック）社製バリ取り機の設置・点検・修理
●TRUMPF（トルンプ）社製板金加工機械の設置・点検・修理
●ARKU（アルク）社製レベラーFlatMasterの設置・点検・修理
●Fladder（フラッダー）社製バリ取り機の点検・修理

●LISSMAC社製両面バリ取り機の販売
●TRUMPF社製板金加工機械の販売
●ARUK社製レベラーFlatMasterの販売
●アンリツ社製タレットパンチプレスの中古機販売
●キャドマック社製CAD/CAMソフトウェアの販売
●板金加工周辺機器の販売

社名 オーセンテック株式会社  （Authentec Co., Ltd.）

本社所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目3番2-225号
  
サービス拠点 神奈川テクニカルセンター（神奈川県相模原市）  ※ショールーム併設

関西テクニカルセンター（大阪府寝屋川市）
東北テクニカルセンター（宮城県仙台市）

代表者 代表取締役社長　髙田  全

資本金 1 ,000万円

設立 平成 14年（2002年）7月

電話番号 042-701-0285 042-701-0286

URL

ファクス

Ｅメール https://authentec. jp/ info@authentec. jp

事業内容

主要取引銀行

  1 ：バリ取り機、洗浄機、ロボットシステムの開発・販売
2：板金加工機の設置・メンテナンス
3：各種板金加工機械・ソフトウェア及び消耗品の販売

   
三菱UFJ銀行／三井住友銀行／きらぼし銀行／城南信用金庫

プルプルくん

神奈川テクニカルセンター（神奈川県高座郡寒川町） オーセンテック本社（神奈川県相模原市南区） 神奈川テクニカルセンター
（神奈川県相模原市緑区長竹424ｰ1）

Carry AuDeBu AuDeBu600 AuDeBu1300

2020年
AuDeBu
Racoon1000を
販売開始。

AuDeBu Racoon1000

2021年
IoTサービス
「aCloud」を
提供開始。

aCloudAuDeBu BlackLine1100 AuDeBu1002Robot

AuDeBu BlackLine650 AuDeBuCX

AuDeBu Racoon800

AuDeBu1000MPF

Mini AuDeBuAuDeBu1000

オーセンテック本社（神奈川県相模原市南区

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ARKU社 FlatMaster
オーセンテック株式会社

製 品 一覧


