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Corporate History

会社概要 ●事業分野

電子部品事業部の歩み

1985 年に事業化して以
来、積極的に市場に参
入・拡大を続けており、
現在の主力製品である
タッチパネルは、パソコ
ン、タブレットを中心と
したデジタル機器分野
に活用されています。

・透過型静電容量タッチパネル
・透過型静電容量タッチパネル付
液晶モジュール
・抵抗膜タッチパネル

タッチパネル

アパレルメーカーとして圧倒的な知名度を持つグンゼ。実はタッチパネルメーカーとしても 25年以上の歴史をもち、
業界内でのパイオニアとしてその歴史を刻んで参りました。その生い立ちとは ̶

・高耐光ITOフィルム
・多機能OCA
・高硬度HDフィルム

・ウェットコーティング
・スパッタ
・印刷
・組立／加工

グンゼはこれまでタッチ
パネル用の高機能フィル
ムの開発で培ってきた技
術を用い、タッチパネル
用途だけでなく、 ディス
プレイやその他多くの製
品にも使用できる高機能
フィルムを開発・販売し
ています。

グンゼ亀岡工場では主
に4つの加工からなる工
程で各種設備を保有し
ています。タッチパネル
の生産で培った生産技
術と品質を貴社製品の
生産にご提案します。

機能性フィルム 受託加工

社　名

資本金

売上高

設　立

代表取締役社長

本社（発祥地）

大阪本社

従業員数

グンゼ株式会社

26,071 百万円 

140,521 百万円 （2018年 3月期）

明治 29年 （1896年）8月 10日

廣地　厚

京都府綾部市青野町膳所1番地

大阪府大阪市北区梅田二丁目5番 25号
ハービスOSAKAオフィスタワー

1,757 人（2018年 3月期　単体）
6,754 人（2018年 3月期　連結）

グンゼ綾部本社

創業初期（1900年頃）
製糸場

メリヤス肌着
（1946年頃） インナーウエア製品

パンティストッキング

透明導電性フィルム「GZ フィルム」。1986年発売 クリーンルーム作業風景（1986年頃）

GZフィルムを使用した
タッチパネル試作品

グンゼ記念館（京都府綾部市）

アパレルメーカーとしてのグンゼ
グンゼは、1896年創業の地である京都府何鹿郡（現在
の綾部市）の、地場産業であった蚕糸業の振興によって
地域の産業発展を目指し創業の産声を上げました。その
後は繊維業を中心として、これまで様々な事業に取り組
んで参りました。
時代の移り変わりと共に、需要の減少が著しかった製糸
業に代わり台頭したのが、メリヤスに代表される肌着や
パンティストッキングなどのアパレル事業でした。イン
ナーメーカーとしてのブランドイメージを持つグンゼ
ですが、その歴史の中で培われたのはアパレル業だけ
ではありません。それらアパレル製品を包む包装フィル
ムの自社開発にも、積極的に取り組んで来たのです。

パンスト包装用のフィルムから生まれた　　　　　　
透明導電性フィルム
この包装フィルムの開発・製造の取組みが、後のプラス
チックフィルム事業となり、その技術の応用として機能
性プラスチックフィルムの開発にも着手していったの
です。

　総合アパレル化を図りつつ、
　非繊維分野への展開を推進して
　生活文化産業としてのグンゼの発展を期す。

これは 1990 年代の弊社事業ビジョンとして謳われて
いた言葉です。
新規事業の導入は、経営における最重要課題のひとつ
でした。そこでプラスチック事業部では、1980年より新
しい事業分野を求めて高機能樹脂や新加工技術の本格
的な研究を開始。そのなかから浮かび上がったひとつの
答えが、透明導電性フィルムだったのです。
ビデオデッキなどの映像家電の普及に伴い、エレクトロ
ニクス分野での成長を見据えてスタートした透明導電
性フィルムの研究・開発。基本的にプラスチックフィル
ムの2次加工分野でありながらも、耐久性をはじめとす
る様々な機能評価を繰り返しつつ、1986年に本格生産
を開始。光を通し、電気も通す、画期的な機能性フィルム
「G-TEC」の販売が開始したのでした。

既存事業の応用から新規事業を生み出す　　　　　　
グンゼの成長戦略
機能性プラスチックの製造技術は、その後、フィルム資
材の提供だけでなく、1985 年からなる自社における電
子部品事業部のタッチパネル製造にも応用されました。
タッチパネルの進化には、優れた機能性フィルムの開発
は欠かせません。耐久性や、耐熱、対指紋、低反射など
様々な機能性フィルムの開発にも成功し、今日に至って
おります。
新規事業の開発において、グンゼが目指しているのは
「既存の経営資源に何らかの拠点を持ち、産業社会を革
新するハイレベルな技術を基幹とする事業分野」です。
包装用フィルムの応用から繋がった電子部品事業部の
タッチパネル製造の取組みは、既存事業の応用から新
規事業を生み出すというグンゼの長年にわたる成長戦
略から生まれた事業なのです。その考えは、電子部品事
業だけでなく、生体吸収性をもつ医療材料の開発や、帯
電ベルト製造など高機能プラスチックス分野（エンジニ
アリングプラスチックス）など現在の弊社事業の礎と
なっているのです。



タッチパネルヒストリー組織

沿革

会社案内

拠点

SHARP 初代 Zaurus 発売

Microsoft Window95発売

Apple 初代 iPhone 発売

Microsoft Window8発売

抵抗膜マトリクスタッチパネル 上市

抵抗膜アナログタッチパネル 上市

抵抗膜タッチパネル付モニター 上市

抵抗膜低反射

静電容量タッチパネル 上市
Ｎ-trig 方式静電容量タッチパネル 上市

機能フィルム・OCA販売開始

受託ビジネス 開始
静電容量タッチパネル付液晶モジュール
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2015

抵抗膜プラスチック
タッチパネル 上市タッチパネル

1985 年 開発事業部電子機能材料センター設立（滋賀県守山市）
1998年  電子部品事業部に組織改編（京都府亀岡市） 
 エルマ株式会社設立 （京都府亀岡市）
 米国GEUCを傘下とする（アメリカ・テキサス州）
1999年 香港郡智国際有限公司（GGI）設立（香港） 
 東莞長安烏沙郡権電子厰（JQE) 設立（中国広東省） 
2003 年 東莞冠智電子有限公司（GZE）設立（中国広東省）
2009年 郡宏光電股份有限公司（JHOC）設立 （台湾台南）
2010年 台湾郡是股份有限公司設立 （台湾台北市）
 楊郡光電 (廣州 ) 有限公司（YLO）設立（中国広東省）
2014年 韓国グンゼ株式会社設立（韓国ソウル市）
2015年 JQE、GGI を GZH に統合
2017年 郡宏光電股份有限公司（JHOC）撤退 （台湾台南省）
2020年 エルマ株式会社を吸収合併

TAIWAN3

CHINA1
2
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●営業所
●生産工場

❶ グンゼ株式会社 電子部品事業部　亀岡工場 
〒621-0806 京都府亀岡市余部町新堂10番地  
TEL (0771)24-2681

❷ 大阪営業所
〒530-0001 大阪市北区梅田 2丁目 5番 25号  
ハービスOSAKAオフィスタワー 21階
TEL(06)7731-5770

❸ 東京営業所
〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目 10-4 
グンゼ日本橋ビル9階
TEL(03)3276-8717　

●❶

●❷

●❸

❶ 東莞冠智電子有限公司（GZE）
中華人民共和国広東省東莞市長安鎮鳥沙村蔡屋工業園　
郵編 523-871
TEL +86-769-8535-6948

❷ 揚郡光電（廣州）有限公司
中國廣東省廣州經濟技術開發區東區果園一路2 號二樓
TEL +86-20-3212-7000 

❸ 台湾郡是股份有限公司
台北市內湖區瑞光路258巷 33號 3樓
TEL +886-2-8751-2994  

❹ GUNZE Electronics USA Corporation  
2113 Wells Branch Parkway. Bldg. 5400 Austin,  
Texas 78728-6999, USA
TEL +1-512-990-3400
http://www.gunzeusa.com

●❶

●❷

●❸

●❹

管理課

営業統括課

品質保証課

生産統括センター

電子部品事業部

亀岡工場

SCM課

東莞冠智電子有限公司＜GZE＞ （中国）

揚郡光電（廣州）有限公司＜YLO＞ （中国）

台湾郡是股份有限公司（台湾）

Gunze Electronics U.S.A. Corp.（米国）

コンバーティング課

OEM推進課



より良いインターフェイスで、人と、社会と、未来をつなぐ。

F I N E R  I N T E R F A C E
c r e a t e s  b e t t e r  r e l a t i o n s h i p s .

●改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。 ●このカタログは2020年 1月現在のものです。●グンゼ株式会社ウェブサイト http://www.gunze.co.jp

グンゼ株式会社 電子部品事業部

西日本エリア
〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目 5番 25号 ハービスOSAKAオフィスタワー21階
TEL(06)7731-5770

東日本エリア
〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目 10-4 グンゼ日本橋ビル9階
TEL(03)3276-8717　

亀岡工場
〒621-0806 京都府亀岡市余部町新堂10番地  
TEL (0771)24-2681

【お問い合わせ先】

http://www.gunze.co.jp/denzai/


