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A Fully Integrated Operation 社内 一貫生産

Since 1912, one year before Henry Ford 
installed the first moving assembly lines in 
his Highland Park, Michigan plant, the Cold 
Heading Company has been a trusted source 
for cold-formed fasteners in the automotive 
industry. From the earliest mass-produced 
automobiles to the most modern powertrain, 
braking, assembly, and safety system 
applications; our brand is a recognized fixture 
of international manufacturing.

The Cold Heading Company remains a 
trusted source for fasteners today because we 
have adapted to meet the demands of your 
marketplace. You can count on our complete 
design, engineering, and prototyping services 
as project lead times shrink to extraordinarily 
short intervals. Our comprehensive, vertically 
integrated manufacturing network is fully 
geared to offer the most competitive prices for 
a multitude of high quality fastener solutions. 
The ability to control every aspect of the 
manufacturing process allows us to operate  
at a competitive cost while consistently 
producing higher quality fasteners than  
any other competitor.

Throughout the 20th Century we grew as the 
automotive industry developed and expanded 
to reach every corner of the world. In the 21st 
Century we are more poised than ever before 
to meet the challenges you face. Our function 
is to make your job easier while supplying 
the products you can count on for the long 
term. You can trust us to serve as your  
single-source supplier for all of your  
cold-formed fastener needs.

1912年、フォード・モーター創設者のヘンリ
ー・フォードがミシガン州ハイランドパーク
工場に世界初のベルトコンベア式組み立てライ
ンを導入する1年前より今日に至るまで、コー
ルド・ヘディング社（以下、弊社とします）
は冷間成形の締結部品メーカーとして自動車
製造業のなかで信頼を築いて参りました。世
界初の大量生産車より現代式のパワートレイ
ン、ブレーキ、組立品、安全系機器まで、弊
社のブランドは製造業のなかで国際的な認知
を得ております。
弊社から提供できる技術力、デザイン力、そし
てお客様のプロジェクト進行をサポートさせ
て頂く試作品製造の速さにかけては、必ずお
客様にご満足頂けると自負しております。ま
た、社内で一貫された生産システムを持つこ
とにより、様々な角度から製造工程の見直し
を行うことが可能です。その結果、他社製品
よりさらに洗練された、高品質な製品を競争
力のあるお値段にて提供することが可能です。
２０世紀を通して弊社は、自動車産業の発展
と共に世界の隅々まで販売市場を伸ばして参
りました。２１世紀にはより一層、個々のお
客様へのサービス提供の充実化を掲げており
ます。私たちの役割はお客様の生産現場での
作業をよりシンプルに行える製品を供給する
ことです。貴社にとって、そしてまたねじ製
品においても唯一信頼のおけるパートナーと
して迎えて頂けるよう、努力は惜しみません。
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Quality, Engineering  
& Development 技術開発

The Cold Heading Company’s foundational 
strength lies within our full-service engineering 
and development capabilities. As a critical 
component of our APQP process, our 
Engineering Department engages in pre-
production interaction with our customers’ 
product development teams to establish 
crucial parameters involving fastener design, 
joint development, and joint testing. Our 3D 
design and engineering capabilities, coupled 
with rapid prototyping services, are crucial 
in our efforts to produce the highest quality 
fasteners in the industry. Throughout the design 
and development process a primary focus is 
placed on lowering costs, weight reduction, and 
commonization. 

The Engineering Department features a 
comprehensive metallurgical and testing 
laboratory to ensure strict conformity of 
incoming material and component performance. 
The research and development infrastructure 
at the Cold Heading Company allows for 
unrivalled manufacturing support, customer 
satisfaction protocols, and the state-of-the-art 
technology required to provide the modern 
fastener solutions we manufacture. From raw 
material inspections and product performance 
testing to failure analyses and joint evaluation, 
we’re more than just another vendor; we 
function as a valuable partner.

Extensive Laboratory Capabilities Include:

•	 Torque/Tension Testing
•	 Strain Gauge Analysis
•	 Tensile Testing
•	 Yield Testing
•	 Proof Load Testing
•	 Prevailing Torque Evaluation
•	 Hardness & Micro-Hardness Evaluation
•	 Material Grain Flow Evaluation
•	 Eddy Current Analysis
•	 Micro Control Ultra Sonic
•	 Atlas Copco Toque Arm
•	 Clamp Load Analysis

技術開発力、エンジニアによる統合的な一括
サービス・サポートが弊社の特徴であり、強
みです。弊社のエンジニア部門とお客様の製
品開発チームとの初期開発段階からの関わり
が、弊社のＡＰＱＰ（先行製品品質計画）に
とっても重要な構成部分として、商品のデザ
イン、開発、評価試験を確立していく上で必
要不可欠な要素となります。弊社の３Ｄデザ
インと技術特性は、敏速な試作品の提供と最
高品質の商品を製造する努力を惜しまないと
ころにあります。また、商品のデザインと開発
のもっとも根底にあるのは「コスト低減」、
「軽重量化」、そして製品の「共通化」です。
弊社のエンジニア部門は冶金学のエキスパー
トと試験研究室を備えております。弊社工場
に搬入される鉄鋼線材、ならびに材料成分ま
でを厳しく適合管理しております。弊社にお
ける研究開発設備の充実は他社には類を見な
い製品の製造支援、顧客満足、そして常に進
化したねじ製品を生み出すために重要な役割
を担っています。原材料のチェックから、製
品の能力試験、不良品の解析、そして共同評
価に至るまで、弊社はただねじ製品を売る会
社ではなく、お客様のお役に立てる「パート
ナー」でありたいと考えております。
広範囲な試験機能：
• トルク/張力試験
• 歪みのゲージ管理
• 張力特性
• 降伏点試験
• 保証荷重試験
• 戻り留め性能評価　
• 強度及びミクロ強度評価
• マクロ組織　/　ファイバーフローのチェ

ック
• 渦電流分析
• 超音波ボルト軸力計 （Micro  

control Inc.）
• トルクアーム、 締め付けデータの収 

（アトラスコプコ社)
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AJAX Wire Division AJAX ワイヤー部門

The primary step to meeting the demands of 
our customers’ needs is to ensure a steady 
flow of annealed and processed steel stock. 
Rather than depending upon outside vendors 
for the preparation of our steel for manufacture, 
Cold Heading Company relies on the annealing 
and processing specialists of AJAX Metal 
Processing’s Wire Division.

Our ability to offer both continuous and batch-
style rod annealing at a capacity of up to 230 
tons per day has been a proven safeguard 
against a stoppage of production due to a 
shortage of stock materials. Each batch of steel 
is processed to meet the exact specifications of 
each job. Final surface preparation of annealed 
stock includes acid cleaning and the application 
of lime coating. This in-house annealing and 
processing ability is just one function of our 
comprehensive processes involved in the 
production of cold-formed parts.

Specialists in Wire Rod and  
Processing Services:

•	 Continuous Furnaces
•	 Spheroidize Annealing
•	 Box Furnaces
•	 Stress Relieve Annealing
•	 L.P. Annealing
•	 Acid Clean & Lime Coat
•	 Coil Rod Diameters 1⁄4 - 1 1⁄4 
•	 Rapid Turnaround Capability
•	 Multiple Furnaces For  

Maximum Flexibility
•	 Ample On-Site Storage Capability
•	 Computerized & Controlled  

Annealing Recipes

弊社の目指す「お客様のニーズにお応えするこ
と」への最初のステップは、きちんと焼きな
まし処理された鉄鋼線材の安定供給を保持す
ることです。使用する鉄鋼線材は外部業者に
頼らず、熱処理専門会社であるAJAXのワイヤ
ー部門のスペシャリストに任せており 
ます。
AJAXワイヤー部門では、連続した「一括ロッ
ド処理」で1日最大230ｔの鉄鋼線材を納期遅
れ、在庫切れなく安定して供給できる実績を
積んでおります。1束にまとめられた鉄鋼線材
はロッド管理しており、各工程ごとにきちん
と明細事項を記載しております。熱処理後の
最終工程である表面処理では、酸洗、さらに
石灰槽に浸し石灰コーティングを施します。
冷間加工前に必要となるこれらの熱処理は一
貫した社内作業によって行っており 
ます。
ワイヤーロッド処理サービスのスペシャ 
リスト
• 連続炉
• 球状化焼きなまし処理
• ボックス炉
• 圧力除去焼きなまし処理
• L.P.焼きなまし処理
• 酸洗浄と石灰コーティング
• コイルロッド 直径 1⁄4” – 1 1⁄4”
• 迅速な作業切り替え対応の能力
• 様々な仕様に対応可能な多数の温炉
• 充分な貯蔵能力
• コンピュータ制御による焼きなまし処理
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Wolverine Carbide and Tool
ウルヴァリン カーバイド ＆ ツ
ール

As the creation and rapid development of 
hard metal and carbide tooling became 
an essential component of Just-In-Time 
manufacturing and distribution structures, 
Cold Heading Company looked to create a 
seamless and exact tooling manufacturing, 
procurement, and management provider. 
The result was the founding of Wolverine 
Carbide and Tool.

Wolverine Carbide and Tool boasts a  
45,000 square foot facility stocked with 
the latest in CNC controlled Wire EDM, 
grinding, sinking, and finishing equipment 
in the industry. Coupled with the ability to 
generate machine replacement parts and 
services for a wide range of manufacturing 
needs, Wolverine Carbide and Tool is an 
essential component in the Cold Heading 
Company’s comprehensive manufacturing 
organization. Continuous improvement 
keeps Wolverine Carbide and Tool on 
the cutting edge of new tool production 
techniques and procedures.

Comprehensive Cold-Forming  
Tooling Source:

•	 Carbide Die Assemblies
•	 Carbide Punches
•	 Carbide Dies
•	 Punch Cases
•	 Punch Holders
•	 Slotted Punches
•	 Feed Rolls
•	 Machine Replacement Parts
•	 Machine Transfer Fingers
•	 Segmented Carbide Dies
•	 Knurling Dies
•	 Die Cases
•	 Straightener Dies
•	 Pointing Tools
•	 Draw Dies
•	 Knock-Out Pins
•	 Cut-Off Knives
•	 Die Blocks
•	 Quils
•	 Quil Cases

硬材と超硬材製のツールの発展に伴い、ジャ
ストインタイム生産システム、またその流通
網が必要となり、弊社はシームレスでより精
密なツールの製造、調達、そして管理運営が
できる供給元としてウルヴァリン カーバイド 
＆ ツールを設立いたしました。
ウルヴァリン カーバイド ＆ ツールは 
４，１８１㎡の敷地を誇り、最新のCNCワイ
ヤ放電加工機、研磨、凹状化、及び仕上げ用の
設備を備えております。自社工場で使用して
いる成形機の交換パーツの製作、メンテナンス
も行っており、コールド・ヘディング グルー
プにとって重要な役割を果たしております。
日々改善をモットーにウルヴァリンは最先端
のツールと製造技術の向上を目指して参ります
多種多様の冷間鍛造金型：
• 超硬金型組み立て
• 超硬パンチ
• 超硬金型
• パンチケース
• パンチホルダー
• 溝付パンチ
• 供給ロール
• 冷間鍛造機械の部品
• 冷間鍛造機械の指
• 分割されたカーバイド金型
• 山型金型
• 金型ケース
• 真直化用金型
• 尖化用ツール
• 引用金型
• ノックアウトピン
• カットオフナイフ
• 金型ブロック
• Quil
• Quilケース
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Hudson Heading
ハドソン  ヘディング（冷間鍛
造）工場

As demand for Cold Heading Company’s 
smaller diameter fastener solutions continued 
to increase, it was necessary to design and 
build a separate facility with a focus on 
producing these products. As a result, many 
engine, internal transmission, and braking 
components in today’s market contain Cold 
Heading Company fasteners manufactured at 
our Hudson Heading facility.

Nearly 100 years of experience in the industry 
guided the construction and development of 
Hudson Heading. Distinctively Cold Heading 
Company benefits such as quick-change 
functionality are inherent throughout the entire 
manufacturing structure. Minimum product 
lead times and reduced inventory levels for our 
customers clearly demonstrate that this new 
manufacturing plant was tailored specifically to 
meet our customers’ contemporary  
market demands.

Hudson Heading Features:

•	 Quick Changeover Technology
•	 High-Speed Progressive Headers
•	 High-Speed Progressive Boltmakers
•	 Standard and Special Fastener Capability
•	 Lean Manufacturing
•	 Error-Proofing
•	 Six Sigma
•	 SPC
•	 TS16949
•	 Formax™ 
•	 Nedschroef™

主に小口径のねじ製品を得意とした工場です。
会社設立後、当初に比べると直径の小さいね
じへの需要が高まり、その要求に答えるため
に特化された工場の設計、設立が必要となっ
たのが始まりです。結果、今日の市場の多く
のエンジン、トランスミッションの内部、ブ
レーキ部品にハドソン工場の製品が使用され
ております。
設立から100年近くの産業界での経験がハドソ
ン ヘディングの設立と発展に繋がりました。
そしてその恩恵として、市場状況に応じて素
早く変化し、成長できる適応力を社内全体の
モノづくりに活かすことができました。個々
のお客様に特化した市場要求に対応するため
の、リードタイムの最短化、在庫軽減にご協
力させて頂きます 。
Hudson 冷間鍛造工場の特徴：
• 迅速な段取り変えの技術
• 漸進的な高速冷間鍛造機
• 漸進的な高速ボルト・メーカー
• 標準と特殊なネジ類の生産能力
• リン生産
• ポカヨケ
• シックス・シグマ
• 統計的な生産管理（SPC）
• TS16949
• Formax™
• Nedschroef™
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Fremont Heading
フリーモント  ヘディン 
グ（冷間鍛造）工場

Located in Fremont, Indiana, Fremont Heading 
is another new, state-of-the-art manufacturing 
facility within the Cold Heading Company 
industrial network. Specializing in longer bolts 
with wider diameters than those produced at 
Hudson Heading, these products are primarily 
found in engine head-bolt applications, body 
and frame assemblies, as well as within 
structural components.

Fremont Heading is equipped with high-speed 
boltmaker systems for manufacturing a formed 
and threaded product all in one operation. 
Featuring electronically controlled, closely 
monitored manufacturing systems, production 
flexibility is optimized to manage our complex 
customer-designed product base while 
providing the lowest possible cost.

Fremont Heading Features:

•	 Quick Changeover Technology
•	 High-Speed Progressive Headers
•	 High-Speed Progressive Boltmakers
•	 Standard and Special Fastener Capability
•	 Lean Manufacturing
•	 Error-Proofing
•	 Six Sigma
•	 SPC
•	 TS16949
•	 Formax™
•	 Nedschroef™
•	 National™

インディアナ州 フリーモント市に設立。ハド
ソン工場で製造される製品よりも長く、大口
径のねじ製品の製造に特化しております。主
にエンジン機構のヘッドボルト、車体、フレー
ム構造の構築に使用されております。
フリーモント工場では、成型品とねじ付き製
品を一つにまとめて製造するための、高速ボ
ルトメーカーシステムを導入しております。
これは、電子制御、モニター管理された製造
システムです。可能な限りの低コスト製造で
ありながら、生産柔軟性があり、個々のお客
様にて設計された製品ベースに最適化できる
弊社独自のシステムです。
Fremont 冷間鍛造工場の特徴：
• 迅速な段取り変えの技術
• 漸進的な高速冷間鍛造機
• 漸進的な高速ボルト・メーカー
• 標準と特殊なネジ類の生産能力
• リン生産
• ポカヨケ
• シックス・シグマ
• 統計的な生産管理（SPC）
• TS16949
• Formax™
• Nedschroef™
• National™
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Cleveland Division クリーブランド　部門

Located in Cleveland, Ohio, the Cold Heading 
Company’s Cleveland Division features 
advanced cellular manufacturing of critical 
engine fatigue fasteners with externally threaded 
production capabilities range from M5 to M24 
with lengths up to 350mm. 

The Cleveland Division is also equipped with 
three dedicated heat treat furnaces capable 
of processing over 8,000 pounds of per hour. 
The facility has been responsible for producing 
fasteners for the automotive, agricultural, heavy 
truck, and marine industries since 1951. This 
combination of manufacturing and heat treating 
allows for short lead times, competitive cost, 
and superior quality.

Cleveland Features:

•	 Quick Changeover Technology
•	 Advanced Cellular Manufacturing
•	 Long Parts (up to 35:1 Length to Diameter)
•	 High Heat Resistant Materials &  

Super Alloys
•	 65% Lock Thread Parts
•	 Licensed Products
•	 Lean Manufacturing
•	 Error-Proofing
•	 Six Sigma
•	 SPA
•	 TS16949
•	 Taptite®

所在地、オハイオ州クリーブランド市。エン
ジン周りに使用する疲労強度に優れたボルト
の生産を行っております。外径M５～M２４、
首下長さ３５０mmまで対応いたします。また
毎時間８，０００パウンド以上の熱処理が可
能な炉を３炉備えております。クリーブラン
ド部門は１９５１年設立当初より自動車業界、
農業分野、大型トラック、海洋製造業界への
ボルト提供を行っております。
熱処理炉と一体化されたクリーブランド部門は
短納期、低価格、上品質をお約束いたし	
ます。
クリーブランド　特徴
•	 クイックチェンジオーバー
•	 先進的な細胞製造
•	 ロングパーツ（首下３５０ｍｍ）
•	 耐高温鋼材、超合金
•	 ６５％ロックスレッド部品
•	 認可製品
•	 リーン生産方式
•	 ポカヨケ
•	 シックス・シグマ
•	 SPA
•	 TS16949
•	 Taptite®
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STG Division STG 部門

STG was founded with the primary goal of 
providing our international customer base 
with comprehensive fastener solutions with an 
emphasis on the full development, design, and 
production of engineered joints. 

Located within the Cold Heading Company’s 
main Warren, Michigan industrial complex, 
STG’s modern 45,000 square foot 
manufacturing center specializes in the 
production of our largest diameter bolt products 
for use in heavy-duty applications. Benefitting 
from the latest forming technology, this state-of-
the-art plant fully implements optimized transfer 
and tooling design to streamline our high-speed 
forming process. As with all of Cold Heading 
Company’s units, on-site engineering, quality, 
and personnel come standard at STG.

STG Features:

•	 Quick Changeover Technology
•	 High-Speed Progressive Headers
•	 High-Speed Progressive Boltmakers
•	 Standard and Special Fastener Capability
•	 Lean Manufacturing
•	 Error-Proofing
•	 Six Sigma
•	 SPC
•	 TS16949
•	 Nedschroef™

ＳＴＧは、よりカスタマイズを求められる特
殊デザインのボルト開発に特化した部門であ
り、全世界すべてのお客様の要求にお答えす
べく設立されました。
ミシガン州ウォーレン市の本社敷地内に併設
されており、４１８０㎡を擁した製造施設で
す。主に重工業分野での用途に重視した大口
径ボルトを製造しております。他工場同様に
最新の技術、製造施設、優れた製造員を導入
しており、短納期での製品供給を可能として
おります。
STG 特徴
• クイックチェンジオーバーテクノ 

ロジー
• 革新的なハイスピードヘッダー
• 革新的なハイスピードボルトメーカー
• 標準、特殊ファスナー手腕
• リーン生産方式
• ポカヨケ
• シックス・シグマ
• SPC
• TS16949
• Nedschroef™
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Fremont Rolling フリーモント ねじ転造工場

Fremont Rolling is responsible for most of 
Cold Heading Company’s thread rolling 
and washer/SEMS assembly production. 
Designed exclusively for producing an endless 
combination of thread forms, knurling, and 
fastener assemblies, Fremont Rolling has 
quickly demonstrated its value as yet  
another key component in our overall 
manufacturing network.

For example: MAThread™ and our proprietary 
anti-cross threading and fastening systems 
are engineered specifically for use in some 
of your most demanding industrial fastening 
applications. Cold Heading Company’s Process 
Monitoring System controls the processing of 
every single fastener. The facility also houses 
one of AJAX Metal Processing’s three major 
heat treat operations with the overall capacity 
of treating over 20,000,000 pounds per 
month. This capability promotes the efficient 
accommodation of maximum process flexibility 
while minimizing costs related to logistics  
and transportation.

Fremont Rolling Features:

•	 M6–M22 and 1⁄4 - 20 to 7⁄8 - 14
•	 Standard and Special Fasteners
•	 SEMS
•	 Thread Rolling
•	 Pointing
•	 Trimming
•	 Straightening
•	 MAThread™
•	 Taptite®

•	 GT Point Anti-Cross Threading Technology™
•	 Quick Changeover Technology
•	 Formax™
•	 Hartford™
•	 Saspi™
•	 Sanmei™
•	 EW Menn™
•	 Lean Manufacturing
•	 SPC, Six Sigma
•	 TS16949
•	 Error-Proofing

弊社製品のねじ山転造、座金、セムスねじの
製造の大半はフリーモントねじ転造工場にて
行っております。独自の技術を用いた、ねじ
山加工、きざみ付け、座金等の締結部品に製
造可能なこの工場は、弊社の製造工程の中で
も中枢の役割を果たしております。
一例として、MAThread®、弊社独自の斜め締
結焼き付け防止ねじ加工、締め付け加工は、お
客様の強いご要望を受け設計されました。
弊社の作業工程モニター監視システムは、製造
されるねじ製品の一つ一つを全ての工程で監視
することが可能です。例えば、AJAXにある熱
処理ラインにおいては、大きく3つに別れた熱
処理工程をそれぞれ監視し、月に9,072ｔを超
える製品の監視、管理を可能にいたしました。
このシステムにより、効率的・発展的な「も
の」の流れと保管が可能となり、サービス、
物流に至るまでのコスト削減に成功いたしま
した。
Fremont ねじ転造工場の特徴：
• М６～М２２  1⁄4 - 20 から 7⁄8 - 14まで
• SEMS
• ねじ転造
• 尖付
• トリミング
• 真直性矯正
• MAThread™
• Taptite®

• GT Point Anti-Cross ねじ設計™
• 迅速な段取り変えの技術
• Formax™
• Hartford™
• Saspi™
• Sanmei™
• EW Menn™
• リン生産
• 統計的な生産管理（SPC）
• TS16949
• 標準、及び特殊なねじ類の生産性
• ポカヨケ
• シックス・シグマ

15



fremont rollinG



AJAX Heat Treat Division AJAX  熱処理  部門

With heat treat facilities in Detroit, Michigan, 
Warren, Michigan, and Fremont, Indiana, AJAX 
Metal Processing’s Heat Treat Division has the 
capacity to treat over 20,000,000 pounds per 
month. Our Indiana operations proudly feature 
the latest technology atmosphere controlled 
mesh-belt furnaces with superior material 
handling techniques. Historic data and process 
monitoring systems are integrated throughout 
the entire process to capture all critical 
operating parameters.

The ability for our industrial network to feature 
a series of heat treat facilities equates to an 
unrivalled ability to keep production schedules 
functioning at a rapid pace. A commitment to 
maintaining maximum flexibility and throughput 
allows Cold Heading Company’s global 
customer base to know we are able to handle 
a host of their cold-formed fastener needs 
simultaneously without concern of a back log in 
the process. On-site A2LA certified laboratory 
testing ensures our commitment to  
quality throughout every step of the 
manufacturing process.

AJAX Heat Treat Features:

•	 Atmospheric-Controlled Austenitizing  
& Tempering

•	 Gas Carburizing & Tempering
•	 Carbon Restoration
•	 Multiple Furnaces For Maximum Flexibility 

and Throughput
•	 A2LA Accredited Laboratory for  

Quality Assurance
•	 Real Time Data Collection and Recording of 

all Process History

AJAX の熱処理工程は、ミシガン州のデトロ
イト市、ウォーレン市、そしてインディアナ
州のフリーモント市で行われています。総工
場で月に9,072 tもの処理を行っております。
フリーモントでは優れた材料処理技術を持つ
といわれる雰囲気コントロール可能のメッシ
ュベルト炉を導入しております。製造記録と
作業工程のモニター管理システムによって、
熱処理の全工程を管理しております。
社内間での熱処理施設を使用することにより、
製造スケジュールに沿った敏速な熱処理が行
えます。
弊社は、世界中のお客様からのあらゆるニーズ
に柔軟的な対応をご提供すると同時に、突然の
製品供給停止、生産終了などによるご迷惑をお
掛けしないことをお約束いたします。
弊社の試験室は、A2LA（米国試験所認定協
会）に認定されております。そこで各工程の
品質確認を行っております。
AJAX 熱処理の特徴：
• 雰囲気コントロールされた焼き入れ＆焼き

戻し方法
• 気体浸炭＆焼き戻し
• 炭素復元
• 様々な仕様、生産数量に対応可能な多数の

温炉
• A2LA認可された品質保証研究所
• 実時間データ収集と完全な生産記録 

の管理
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AJAX Plating Division AJAX  めっき処理 部門

AJAX Metal Processing’s Plating Division offers 
the most advanced systems found in industry 
today. Fully automated barrel plating lines have 
the capability to handle a wide variety of part 
configurations and plating types. Multiple batch 
ovens are available for immediate embrittlement 
relief after electroplating. Most metal finishing 
services are shipped out within 24-48 hours 
after receipt.

Further proof of our corporate-wide dedication 
to staying on top of the latest in industrial 
manufacturing is the addition of our new, state-
of-the-art continuous processing line combining 
zinc-plating, bake, and chromate conversion 
requirements in one work center. In addition, 
AJAX Plating Division is continuously  
expanding our portfolio to satisfy our 
international customers’ diverse array of 
application requirements.

AJAX Plating Features:

•	 Approved ZinKlad™ Applicator
•	 Zinc
•	 Zinc Iron
•	 Zinc Nickel
•	 Tin Zinc
•	 Combined Zinc Plating – Bake – Chromate 

Work Center
•	 Trivalent Chromate Conversions
•	 Color Dyes
•	 Phosphate Coating
•	 Paint Coatings
•	 Multiple Embrittlement Relief  

Baking Ovens

AJAX 金属処理部門では最新式の全自動バレ
ルめっき処理装置を使用し、幅広い形状の部
品を、様々なめっき種にて処理することが可能
です。多数のバッチ式ベーキング炉により、
電気めっき処理後の脆化を防止いたします。
ご依頼を頂いた製品は受取後、大半は24時間
～28時間後には出荷となります。
この製造業界での最先端技術を維持し、お客
様にご満足頂くために、亜鉛めっき、ベーキ
ング、クロム酸酸化のすべてを継続的に行え
る最新式の装置を導入いたしました。今後と
も、弊社は個々のお客様の様々なご要望にお
応えし、ご満足頂けるように皆様と共に成長
を続けて参ります。
AJAX めっき処理の特徴：
• ZinKlad™に認可された塗布装置工場
• 亜鉛
• 亜鉛コバルト
• 亜鉛鉄
• 亜鉛ニッケル
• スズ亜鉛
• 合同の亜鉛めっき処理 ― 焼き上げ処理 ―

クロム作業センター
• 六価クロム変換
• 色染料
• 燐上塗り
• 塗料上塗り
• 多数の脆化除去、ベーキング炉
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Cold Heading Company utilizes AJAX Metal 
Processing’s Locking & Sealing Division to 
handle all of our customers’ adhesive and 
sealant applications. As a fully authorized 
applicator, AJAX’s automated high-speed 
processing lines apply both 3M™ and Loctite™ 
adhesives and sealants as well as nylon 
thread “patch” applications to meet specific 
automotive and industrial engineered fastener 
requirements. We also routinely apply a host 
of generic treatments to meet our customers’ 
diverse specifications. 

Locking and sealing applications are typically 
used on products that are subjected to 
operating environments where vibration is an 
issue. This is why we have made the investment 
to ensure our entire locking and sealing 
operations are accompanied with full service 
laboratory services for performance verification. 
As with all of Cold Heading Company’s 
operations, rapid turnaround capabilities are 
inherent without sacrificing accuracy  
and quality.

AJAX Locking & Sealing Offers:

•	 Nylon Thread Patch
•	 3M Fastener Adhesive™
•	 OEM Approved Thread Sealants
•	 Loctite “Dri-Loc”™ Adhesive
•	 Loctite “Vibra-Seal”™ Sealant
•	 High Speed Application Equipment  

for Rapid Turnaround Needs
•	 Full Service Laboratory for  

Performance Verification

ねじ、締結部品に接着性、密閉性が必要なお
客様向けにサービスを提供しております。完
全に自動化された高速処理ラインにより、自
動車向け、産業機器向けの3M™ 、Loctite™
規格の接着加工、密閉加工、そしてゆるみ止
めとしてのナイロンパッチ処理を行っており
ます。またお客様のそれぞれの仕様に合った
処理を常に提供しております。
緩み防止、密閉性保持の必要なねじ類は主に
振動が問題とされる場所で使用される製品が
多くみられます。弊社では、より確実な緩み
防止、密閉性を追求するため、社内に試験室
を設け性能の検証をおこなっております。弊
社のすべての部門に共通しておりますが、「
精度」と「品質」の犠牲を伴わずに、いつで
も方向転換が可能な製造スタイルをモットー
としております。
AJAX Lock ＆ Seal による提供：
• ナイロンねじパッチ
• ３M™ねじ粘着剤
• 自動車製造メーカー認可のねじ密封
• Loctite “Dri-Loc”™ 粘着
• Loctite “Vibraseal”™ 密封
• お客様のニーズに迅速に答える高速度塗装

設備
• 全行程、一括性能検証サービスを提供する

研究所

AJAX Locking  
& Sealing Division

AJAX  ロック＆シーリング  
部門
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Quality Assurance  
& Distribution 品質保証と発送

The Engineering Department establishes the 
manufacturing parameters of each project 
through initial interaction with our customers. 
These preliminary discussions establish 
the template for the entire manufacturing 
process from development to delivery. The 
Cold Heading Company achieves world-class 
performance through the application of Total 
Quality Management (TQM), Error Proofing, Six 
Sigma Techniques, Statistical Process Control 
(SPC), and comprehensive operator training. 
Our goal has been and always will remain zero 
defects through variation reduction.

The packaging and distribution of our products 
is an essential part of our quality assurance 
structure. The warehouse and distribution 
operation is geared to fulfill our customers’ 
Just-In-Time Delivery schedules. Internally, 
Cold Heading Company’s abilities for quick 
turnaround and rapid tooling changeover keep 
in-house inventories at their most efficient 
levels. Add in our utilization of automated 
packaging equipment, automated laser 
package tracking, and electronic inspection, 
you can see how Quality Assurance is a 
science at Cold Heading Company.

エンジニアリング部門では、お客様との初期打
合せの段階から、それぞれの製品の製造工程
のシュミレーションを行います。そして、こ
れらの準備段階での話し合いを雛形として、
全体の製造手順、そして開発から発送までの
手順を把握して参ります。
弊社は、総合的な品質管理（ＴＱＭ）、ポカ
ヨケ、シックス・シグマ、統計的なプロセス
管理（ＳＰＣ），そして充実したオペレータ
ー教育を用いることにより、世界に誇れる実
績をあげております。弊社の目標はこれまで
も、そしてこれからも、バラつき低減による
「不具合ゼロ」の製品提供です。
弊社の品質保証を語る上で欠くことのできな
い部分は、梱包と商品の発送です。
倉庫からの発送業務はお客様からの指定納期を
厳守としたスケジュール管理をしております。
製造工程内での作業、製造効率の向上で社内在
庫の過剰を防ぎ、円滑な倉庫管理が保たれてお
ります。さらに、自動検品システム、自動梱
包、バーコード管理により、品質保証にかけ
る弊社の業を認識頂けると自負してお 
ります。
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Global Reach グローバル企業へ

The Cold Heading Company was born with the 
advent of the automotive industry. Since 1912, 
we have adapted and evolved our operations 
in step with the technological advancements 
made by our core customers. As automotive 
plants spread throughout the United States, we 
were early pioneers in the development of the 
logistics required to provide the high quality 
fasteners needed to keep up with explosive 
demand throughout our customers’ extensive 
manufacturing networks.

As automotive manufacturing became a global 
rather than purely North American concern, 
the Cold Heading Company extended our 
reach throughout the world. As a result, our 
experience in established as well as emerging 
markets is considerable. Today, you will find our 
fasteners within a host of vehicles plying the 
streets of every continent on the globe. This has 
been possible not simply due to the superior 
products we manufacture, but in large part 
because we speak your language, wherever 
your facilities may be. 

弊社は自動車の誕生と共に生まれた会社で
す。1912年に設立以来、お客様の技術の進歩
と歩幅を合わせながら共に成長、発展して参
りました。
自動車製造工場が全米各地に設立され、各工場
での需要が高まりはじめると、高品質のねじ
製品を各地に的確にお届けするロジスティッ
クスの構築が必要となりました。弊社は今日
の発展の礎をそこで築きあげました。
自動車の生産が北米以外での国々でも行われ
るようになり、弊社も世界市場に踏み出すこ
とになりました。そのなかで得られた経験は
数えきれません。今日、街を走る車両には弊
社のねじ製品が多数使用されております。こ
れは、単に弊社の製品が優れていたというこ
とではありません、お客様の生産拠点が世界
中のどこにあろうとも、弊社がお客様と同じ
言語を話すことにより、双方の理解をより深
めて、ニーズを満たしてきた結果だと確信し
ております。

Part Configurations

Cold Heading Company’s 
manufacturing network produces the 
following part configurations:
•	 Hex Flange
•	 Hex Cap
•	 Pan Head
•	 Studs
•	 Wheel Bolts
•	 Weld Bolts
Application
•	 Critical and Safety
•	 Powertrain
•	 Suspension
•	 Assembly
•	 Production
•	 Prototype
Product Range
•	 M6 up to 150mm length*
•	 M8-M14 up to 350mm length*
•	 M16-M24 up to 250mm length*
* depending on part configuration

 
Cold Heading 社の製造ネットワークの部品系
列は以下になります：
• 六角フランジ 
• 六角キャップ 
• なべ（頭）ボルト 
• スタッドボルト 
• 車輪ボルト 
• 溶接ボルト  
適用箇所 
• 安全最重要視部位 
• パワートレイン 
• サスペンション 
• アセンブリ 
• 量産 
• 試作  
商品範囲（サイズ） 
• Ｍ６ 首下長さ １５０mm まで* 
• Ｍ８～Ｍ１４ 首下長さ ３５０mm まで* 
• Ｍ１６～Ｍ２４ 首下長さ ２５０mm まで* 
• *部品形状のより異なる場合があります。
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586-497-7000
586-497-7078 fax

21777 Hoover Road
Warren, Michigan 48089
www.coldheading.com

For more information visit us at 
www.coldheading.com


