
創設
1969年、Getzner, Mutter & Cie社（創業
1818年）の子会社として設立

従業員数  
490 名

年間売上
2019:  11410万ユーロ
2020: 10550万ユーロ
2021: 13410万ユーロ

輸出割当
90%

社長
ユルゲン  ライナルター

Getzner
FactBox

弊社はほぼ50年にわたり、振動
を効率的に絶縁するための

高弾性製品やシステムを開発・製造
しています。 これらは振動や騒音を
効果的に低減し、快適な環境の実
現に貢献します。

当社はお客様の満足度、安全性の
付与および経済的・技術的な更な
る発展の成果に対して公平に誠意
を持って対応いたします。

事業内容
鉄道、建築、産業機械分野における
振動・騒音対策製品およびソリュー
ションの開発、販売。

グローバルな事業展開
ビュルス (オーストリア) の本社に加
え、当社はベルリン (ドイツ)、ミュンヘ
ン (ドイツ)、シュトゥットガルト (ドイ
ツ)、リヨン (フランス)、 パリ（フラン
ス）、東京 (日本)、プネー (インド)、北
京 (中国）、昆山 (中国)  

 およびシャーロット (米国) 、メルボル
ン（オーストラリア） に支店を構えて
います。また、世界40ヶ国に販売特約
代理店を有し、グローバルビジネス
を展開しています。

素材情報
発泡ポリウレタン・エラストマー（単
層/多層マットおよびモールド品）。

登録商標
Sylomer®, Sylodyn®, Sylodamp®, 
Sylocraft® および  Isotop®

当社製品およびソリューションの
利点
–  振動や騒音から環境および設備

を効果的に保護
–  長年の経験とノウハウに裏打ち

された、投資と実用の確実性
–  鉄道線路、産業設備等のライフサ

イクルコストを削減
–  実証された製品寿命の長さ

www.getzner.com 
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AUSTRIA — Bürs     GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart     FRANCE — Paris — Lyon     JAPAN — Tokyo  

INDIA — Pune     CHINA — Beijing     USA — Charlotte     AUSTRALIA — Melbourne www.getzner.com

For 50 years we have been 

developing and manufactur-

ing highly elastic products and 

systems for efficient vibration 
isolation. Our solutions help to 

reduce vibrations and noise effec-

tively, thereby making a valuable 

contribution to the environment 

and benefitting our customers.

We operate as partners and with 

passion to achieve results that 

delight our customers, provide 

them with security and advance 

them in a commercial and tech-

nological sense.

Our core expertise

Vibration isolation in the railway, 

 construction and industry sectors.

We are represented across   

the globe

Alongside our head office in 
Bürs (AT) we have subsidiaries 

in  Berlin (DE), Munich (DE), 

Stuttgart (DE), Lyon (FR), Paris 

(FR), Tokyo (JP),  Pune (IN),  

Beijing (CN), Kunshan (CN), Mel-

bourne (AU) and Charlotte (US). 

We have also established an 

 international network of sales 

partners in a total of 40 coun-

tries.  

Our materials

Foamed polyurethane elastomers 

in the form of single-layer and 

multiple-layer mats and moulded 

parts.

Registered trademarks

Sylomer®, Sylodyn®, Sylodamp®, 

Sylocraft® and Isotop®

The benefits of our products  
and solutions

–  Effective protection of machin-

ery and the environment 

against vibrations and noise

–  Investment and application 

 security from years of experi-

ence and know-how

–  Lower life cycle costs for railway 

lines and technical equipment

– Proven long service life

FOUNDED

1969 as a subsidiary of Getzner, 
Mutter & Cie. 

EMPLOYEES

490

ANNUAL TURNOVER

2019: EUR 114.1 million

2020: EUR 105.5 million

2021: EUR 134.1 million

RATIO OF EXPORT

90 %

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Ing. Jürgen Rainalter


