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Tianjin Richpeace Ai Co., 
Ltd (hereinafter referred to as 
"Richpeace") is a high-tech 
enterprise in the field of sewing 
equipment manufacturing. In 
the flexible material application 
industry, it is a global professional 
supplier of “Apparel, Hometextile, 
Automotive, Medical” four types 
of automated manufacturing 
equipment. Since 2009, Richpeace 
has been continuously recognized 
as a national high-tech enterprise in 
China. 

In the past year, the sudden 
pandemic raged around the world; 
almost all countries were in a massive 
shortage of the PPE supply. In this 
challenging situation, Richpeace 
made a quick decision to start fighting 
against the epidemics. With 
our advantages in computer 
control and strong R&D, 
Richpeace completed the 
development of all major 
mask production equipment, 
such as production lines 
for Surgical Masks, KN95/
N95/FF2/FFP3 Folding 
Mask, Cup/Cone Style 
Respirators, KF94 masks. 
Those mask production lines helped 
thousands of customers worldwide 
increase production capacity and 
contribute to the world by expanding 
mask supply in their country. 

Richpeace has achieved growth 
against the trend, achieved operating 
income of 446 million RMB and 

33.1532 million 
RMB in taxes 
throughout the 
year of 2020.

R i c h p e a c e 
was originally 
established in 
1992 in Shenzhen 
and started to 
develop CAD 
software and 
computer control system. After nearly 
30 years of continuous research and 
development investment, Richpeace 
has been professional in the fields 
of cutting and sewing, such as with 
straight knife, round knife, vibration 
knife, laser, ultrasonic and other 
cutting technology, lock stitch, 
chain stitch, ultrasonic welding and 

other automatic sewing technology. 
Main product series include: CAD 
software, pattern room hardware 
equipment, cutting equipment, laser 
equipment, sewing equipment,  
quilting equipment, embroidery 
equipment, mask equipment, 
protective clothing equipment, 

RICHPEACE - The world's leading manufacturing 
company in the field of sewing and cutting

computer electric control, etc . which 
are all in the leading position in the 
global market .

Richpeace factory, ISO9001, 
IS0140001, ISO45001 certificate 
approved, is a National high tech 
enterprise, Top 100 enterprise in 
China light industry. Richpeace 
is listed “National Key Protected 

Enterprises for 
Epidemic Prevention 
and Control,” having 
more than 500 patents 
and more than 50 
software copyright.

In the following 
years, Richpeace will 
continue to be involved 
in R&D and customized 
production of CAD 

software, computer control, automatic 
sewing, CNC cutting, embroidery, 
quilting, laser technology, ultrasonic, 
and automation. We’ll help our 
customers to keep growing and face 
the challenge with better automation, 
greater productivity, and higher 
efficiency.
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RICHPEACE- 縫製と裁断分野の世界トップメーカー

上工富怡知能製造(天津)有限公司

(以下「上工富怡」)は縫製設備製造

分野のハイテク企業であり、フレキ

シブル生地の応用業界において、メ

カトロニクス技術を用いて「アパレ

ル、ホームテキスタイル、

自動車、医療用保護用品」

分野の自動化製造設備を実現

するグローバルサプライヤー

です。上工富怡は2009年以

降、継続して中国の国家ハイ

テク企業に認定されていま

す。2020年には、世界経済が

深刻な打撃を受け世界的な防

護用品不足に直面しました。

当社は長年にわたって蓄積

した柔軟材料の処理技術の

経験を生かし、ゼロからス

タートしたマスク設備の開発と生産

に全従業員を参加させ、わずか2ヶ月

の間にマスク(医療用平面、折りたた

み式、カップ式)の自動製造設備の開

発に成功しました。1,000台以上を製

造販売、世界50ヶ国以上に輸出し、

世界の防疫に貢献しました。2020年3

月19日、中国工業と情報化部から「

感染防止重用保障物資生産企業リス

ト(第1陣)」に指定されました。当社

は急成長を遂げ、通年営業利益4.46

億元、税収3315.32万元を達成しまし

た。

富怡は1992年深圳に設立され、コ

ンピュータCADソフトウェアシステ

ムとコンピュータ制御システムの研

究開発に着手、30年近くにわたり継

続的な研究開発投入とイノベーショ

ン開拓の実績を蓄積し、裁断と縫製

の2つの技術分野の高度な知的財産権

を取得しています。直刀、円刀、振

動刀、レーザー、超音波などの裁断

技術やロック式、チェーン式、超音

波溶接など全方位の自動縫製技術を

持ちます。主要製品として、CADソフ

トウェアシリーズ、パターンルーム

設備、裁断設備、レーザー設備、縫

制設備、キルティング設備、刺繍設

備、マスク設備、防護服設備、コン

ピュータ制御システムなどがありま

す。いずれもグローバル市場のけん

引役となっています。

富怡の工場は天津市宝坻経済開発

区にあり、敷地面積は7万5500平

方メートル、建築面積は4万6900

平方メートル、総資産は2億9000

元です。700人近くの従業員のう

ち、ソフトウェア、コンピュータ

ー制御、機械エンジニアは150人

余りいます。会社はISO品質管理シ

ステム、ISOl4001環境管理システ

ム、ISO職業健康管理システムの大

国際システムの認証を取得し、500

件余りの技術特許と50件余りのソフ

トウェア著作権を所有しています。

富怡の製品は世界のアパレル、ホ

ームテキスタイル、

家具、医療用保護用

品、自動車、エネル

ギーおよび産業繊維

の顧客に向けて、代

表的なプロジェクト

として「富怡／リッ

チピースブランド全

自動テンプレート縫

制システム、テクノ

ロジーサポート重点

項目」があります。

例えば「自動車サンルーフインテ

リジェント化生産設備」、「自動車

加熱シート配線全自動生産ライン自

動化生産ライン」、「全自動ロータ

リーヘッド縫製ミシン」などの優れ

た製品を提供しています。富怡は「

中国軽工業装備製造業の上位企業」

で、2020年には「中国織機産業のコ

ロナウイルス対策先進部門」に選ば

れました。

「科学技術のイノベーション、会

社の管理制度のイノベーションは相

乗効果を発揮し、二つの車輪が一緒

に回転する」と考え、富怡は模索を

続けています。あえてイノベーショ

ンを起こし、一連のユニークなアプ

ローチを採用して、これまでにない

経験を得て、持続的な実績を上げて

きました。同時に、経

済の発展と産業の自動

化のレベルアップにも

寄与しています。

当社は自主的なイノ

ベーションによって、

関連産業チェーンのす

べてのリンクを通し

て、ソフトウェア、ハ

ードウェア、コンピュ

ーター制御、機械、レ

ーザー、超音波マルチ

サイエンスの研究開発

者の優れたチーム力を発揮、フレキ

シブル材料の製造分野でコンピュー

ター最適化を通じて応用工程をコン

トロールし、メカトロニクス設備の

製品設計と製造工程すべてを把握し

ています。「できない縫製はない、

できない裁断はない」を実証してい

ます。

これからも上工富怡は、イノベー

ション、ブランド、ブティック、セ

グメントの4大戦略を実行していきま

す。フレキシブル素材の応用業界で

は、「裁断＋縫制」の設計コンピュ

ータ化、生産自動化、管理情報化に

力を入れています。ソフトウェア、

コンピュータ制御、装置、部品、機

械、カスタマイズプラントの完全な

ソリューションを顧客に提供し、従

来の産業の製造能力を改善・向上さ

せていきます。
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