
Manufacturing Factory



製造部
　

◆ものづくり
製造部では、当社の主要製品であるプラント・化学機械【塔、槽、熱交換器、低温貯槽容器、
その他製缶品】は、技術部門で設計された図面また、お客様よりご支給頂いた図面に基づ
いて、目に見えるカタチに作りあげるところを責任をもって行っています。

当社の製品は、適用温度範囲が広いため（-196℃～700℃）圧力容器等で問題が起きやす
い溶接部分の健全性が要求されます。また、使用される材料・材質が非常に多岐にわたる
ため、その加工に関して専門的な知識や経験を活かしてものづくりを行っております。
 
◆工場ものづくり体制

弊社製造部では、従来の受注形態にとらわれず　製造下請けビジネスとして図面支給での
ものづくり請負、部品製作請負、溶接作業請負を行っております。

特に大型機器の製作について他社に負けない、高品質のものを安価に提供できます。
材料切断からロール成型、プレス成型、組立、溶接、機械加工、一貫生産体制で
品質管理を行い、お客様に喜んで頂いております。





◆生産技術

チューブ自動溶接機

バーリング40A×40A
SUS316LTB-SC ｔ3.2 プラズマ溶接

二相鋼 SUS329J4L

ｔ22 ID250φ 半割加工

鏡板 偏芯バーリング

SS400 ｔ12 Φ2000

鏡板 偏芯バーリング

SS400 ｔ9 Φ2000

ハステロイ22 ｔ30 300R曲げ

コバルト基 ・耐食耐摩耗

ステライト盛り

コバルト基 ・耐食耐摩耗

ステライト盛り



南山田工場

滋賀県湖南市岩根字南山田1622番5

液化ガス用超低温機器製造設備～１式

敷地面積 4,500㎡

滋賀工場

滋賀県湖南市大池町7番地1

門型クレーン 10ｔ ～ 1基

天井クレーン 15ｔ、7.5ｔ、5ｔ、3ｔ 各1基

敷地面積 27,230㎡

本社工場

大阪市淀川区加島4丁目6番23号

天井クレーン 30ｔ ～ 1基

10ｔ ～ 3基

5ｔ ～ 5基
門型クレーン 50ｔ/20t ～ 1基

敷地面積 19,268㎡

・機器単体製作及びプラント装置

・ボイラならびに第一種圧力容器認定工場（制限圧力10MPa）

・高圧ガスに基づく各種圧力容器・消防法適用機器

・3次元プラズマ切断ロボットによる 鏡板単体穴あけ加工

・特殊材料部品単体溶接 ・製缶品単体製作

本社工場のものづくり

滋賀工場のものづくり ・機器単体製作・高圧ガスに基づく各種圧力容器・消防法適用機器

・アルミ蒸発器

・アルミ構造製缶品単体加工

南山田工場のものづくり ・高圧ガスに基づく各種圧力容器

・ろう付け 単体部品加工 ・小物単体部品加工

・シールテープ単体巻き加工



◆生産設備

 　

  

  

 　

  

  

【ロール成型：ベンディングロール】

・板厚30ｔ 板幅3000 最少径600φ

【３次元プラズマ切断ロボット】

・直径3000 板厚50ｔ 孔開け可能

【プレス成型：500ｔプレス】

【ロール成型：ベンディングロール】

・板厚16ｔ 板幅2000 最少径250φ

【竪型旋盤】【プレ－ナ‐ 】

【サブマージアーク溶接、マニプレーター 【ブレーキプレス】



◆日化機　機器輸送

1）通常機器輸送
最大幅3,500　最大高さ3,500　最大重量30トン

2）特殊車両輸送
最大径　φ3,950　長さ10,500Ｌ　最大重量　46トン　「大阪堺港」取得

3）特殊車両輸送
最大径　φ4,730　長さ6,830Ｌ　最大重量　8トン　「尼崎港」取得

4）長尺機器輸送
　　「特車通行許可証」取得 要相談

　

弊社協力の運送会社により、特殊通行許可申請を行うことで、
大型機器の輸送が可能です。



◆所有設備 ◆組織図 ２０20年10月１日現在
クレーン設備

30t/20ｔ ヤードクレーン 1台
30t/5t 天井走行クレーン 1台
10t 天井走行クレーン 3台
5t 天井クレーン 3台 　
4.5t 天井走行クレーン 4台
2.8t 天井走行クレーン 5台
2t ホイスト本体 2台
0.5t ホイスト本体 1台
　 1台

製缶設備
大型ベンディングロール　ｔ30×3000 1台
中型ベンディングロール　ｔ16×2000 1台
小型ベンディングロール　ｔ6×1000 1台
500t プレス 1台
100t プレス 1台 ◆各種資格所持者
300ｔブレーキプレス 1台 溶接資格
ギャップシャー 1台 特別ボイラー溶接士 7名
高速度開先加工機 6台 普通ボイラー溶接士 18名
エアー式パイプ開先加工機 1台 Ｚ３８０１（アーク溶接） 10名
　 　 Z３８１１（アルミ） 16名

溶接設備 Ｚ３８２１（ステンレス） 35名
TIG溶接機 30台 Ｚ３８４１(半自動） 28名
TIG自動溶接機 1台 Ｚ３８９１（銀ろう付け） 6名
CO2/MAG溶接機 12台 Ｚ３８０５（チタン） 11名
サブマージアーク溶接機 4台
プラズマ溶接機 5台 日本溶接協会（ISO14731/WES8130）
管端シール自動溶接機 2台 溶接管理技術者 １級 5名
熱交チューブ自動溶接機 2台 溶接管理技術者 ２級 13名
配管自動溶接機 2台 ＩＩＷ国際溶接技術者 ２名

ＩＷＰ溶接作業指導者国際資格 ３名
機械設備 ＷＥＳ８１０７アーク溶接作業指導者 ４名

ターニング（立旋盤） 1台
普通旋盤 2台 非破壊試験（国家資格）
正面旋盤 2台 浸透探傷試験（レベル2） 17名
8尺旋盤 1台 超音波探傷試験（レベル2） 1名
卓上ボール盤 4台 放射線透過試験（レベル2） 3名
ラジアルボール盤 1台
ＮＣボール盤 1台 技能検定（国家資格）
立型フライス盤 1台 鉄工　製缶技能士　1級 5名
セーパー 1台 鉄工　製缶技能士　2級 9名
スロッター 1台 機械加工　普通旋盤1級 1名
オープンプレーナー 1台 機械加工　普通旋盤2級 1名
フランジフェーサー 1台
　 　

真空設備 　
　 ヘリウムリークデテクタ 2台
　 真空ポンプ ５台

◆製造鋼種 ◆得意とする製作機器
炭素鋼 SS400,SM400B,SB410,SLA325A 塔・槽・熱交　類
オーステナイト系ステンレス SUS304,304L,316,316L,その他 製品重量30ｔ
フェライト系ステンレス SUS430,405 ※30ｔ　以上も要相談
二相ステンレス SUS329J4L
スーパー二相ステンレス UNS　No.S32750
クラッド鋼 チタン/炭素鋼　,　ハステロイ/炭素鋼　,  ステンレス/炭素鋼/ステンレス
特殊材料 チタン TP270/TP340　,  ハステロイ C22/C276　,　銅 C1220　,　アルミ A5052
　 ニッケル , モネル , MAT21 , インコネル , カーペンター , ジルコニウム , タンタル , ニオブ

◆各種適用法規の対応可能 ◆資格
高圧ガス保安法 高圧ガス設備製造事業所　
労働安全衛生法 ボイラーならびに第一種圧力容器認可工場（圧力１０MPa迄）
（ボイラー、第一種/第二種圧力容器、小型圧力容器　等） 汽罐ならびに特殊汽罐認可工場（圧力１０MPa迄）
ガス事業法 高圧ガス容器製造事業所
消防法 容器再検査所登録工場
中国ML規格　D1,D2


