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株式會社三和トレーディング
〒105-0004 東京都港区新橋3丁目1番9号 301 SHIMBASHI BUILDING 2階
tel 03-6550-9712   fax 03-6550-9713

C O R P O R AT E   P R O F I L E

株式會社三和トレーディング

会社案内



　平素より当社をご愛顧頂きまして、誠にありがとう
ございます。特殊バルブ、配管材料を必要とされる発
電所、工場、エンジニアリング会社様にお取引をい
ただき、創業から30年を迎えました。
　常にお客様からの要望を第一として、迅速な対応
国内外のメーカーから最適な製品を探す努力経験
を踏まえた提案を心がけてきました。
　名前の由来である「三和」とは、お客様良し仕入れ
先良し、そして皆様を結ぶ当社の三者が和をもって繋
がることが出来るよう願いが込められています。時代
の変遷の中で、製品も手法も進化しております。我々
も、新たな技術を研鑽し続けていかなければなりま
せん。また、より一層お客様の要望に応えられるよう、
建設工事の拡充、労働者派遣などに事業分野も広
げてまいります。
　今後とも皆様のお役に立てる 三和トレーディングと
して努力を重ねてまいりますのでどうぞ宜しくお願い
申し上げます。

飽くなき探求心と豊富な経験で、飽くなき探求心と豊富な経験で、
最良のフローをご提案します。最良のフローをご提案します。

Philosophy
［ 代 表 挨 拶 ］

［ 会 社 概 要 ］

社　名	 株式會社	三和トレーディング
所在地	 〒１０５−０００４　東京都港区新橋3−1−9	
	 301	SHIMBASHI	BUILDING	2階	
	 tel.	03−6550−9712 ／ fax.	03−6550−9713
設　立	 昭和６１年１０月
資本金	 ２，０００万円
取引銀行	 みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行
役　員	 取締役会長	 木村	博	
	 副会長	 東	次雄	
	 代表取締役	 木村	美奈子
事業内容	 ○特殊／一般バルブ、配管材、設備機器、計測機器などの販売	
	 ○装置類の製作販売　○配管工事　○機械器具類の設置工事
建設業許可	 管工事業　機械器具設置工事業　他	
	 東京都知事許可（般−29）第１０７７３６号
労働者派遣業許可	 派13−307005

Outline

木村 美奈子
代表取締役社長
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Petrochemistry, Synthetic fiber plant

Environment, Hygiene plant

Semiconductor, Sanitary  plant

University, Research, Development organization

水力発電所

火力・原子力関連施設

石油化学・合繊プラント

環境・衛生プラント

半導体・サニタリープラント

大学・研究開発機関

40年の蓄積された経験とノウハウ 
豊富な情報と幅広いネットワーク

抜群のフットワークと旺盛な探究心
誰にも負けないサービスの精神

総 合 力
三和トレーディングの

Total Skill
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を使用しました。また最大の問題であったスラリーに
よる摩耗対策には、ある特殊金属をボール、シートの
表面に溶射して硬度を上げることで対応。この溶射
金属の選定はもっとも重要なポイントとなりました。

金属同士の接触で流体の流れを止めるメタルシート
バルブは、通常漏れが多くなってしまうのが欠点で
すが、そこにはこのメーカーの長年培ったノウハウが 
活かされ、ほとんど漏れのないバルブが完成しました。

この案件ではバルブ以外にもパイプや継手、その
他アクセサリーに至るまで、同様の厳しい条件に適合
する製品を納入することで、お客様の信頼を獲得する
ことができました。

この時納入したバルブは現在も素材開発の第一線
で活躍しています。このような特殊な製品をメーカー
とともに作り上げていく。それが当社のもっとも得意
とする仕事なのです。

世界中がしのぎを削る新素材開発の最前線でも 
当社の扱うバルブが活躍しています。

ある大手化学品メーカーから寄せられた依頼は、 
「高温・高圧という条件下で、摩耗性の非常に高い 
スラリーを含む流体に耐えるバルブが欲しい」、しかも
高圧ガス保安協会による「高圧ガス認定を要する」と
いうものでした。

摩耗性スラリーはカジリ付きによって弁の開閉を不能
にしたり、弁体や弁座を削って漏れを生じさせたりと、
バルブにとっては大敵となる存在です。また摩耗に 
伴って発生する不純物も製品汚染となる厄介者です。

このような厳しい条件をクリアーするため、当社は

独自のネットワークをフル活用して候補となるメーカー
の選定を開始。そして、条件に適合したのが、国内
外の重要プロセスに多くの納入実績を持つある特殊 
バルブ専門メーカーでした。

このメーカーは当社が提示した難易度の高い依頼内
容にもかかわらず「条件が厳しい分だけ腕の振るい 
甲斐がある」と快諾。我々は早速バルブ設計者を伴って
お客様を訪問し、具体的な仕様の検討が始まりました。

双方の技術者の間で様々な検討と解析が重ねられ、 
最終的にバルブの構造は熱影響に強く、メンテナンスの
容易なトップエントリー型のボール弁を採用。本体と
ボールの材質には耐熱性能に優れたインコロイ800H

設計打ち合わせ

1 素材開発の最前線で活躍する
特殊バルブを納入

精密機械加工

三次元計測による寸法検査

◎その他さまざまな過酷条件に対応しています。

◎チタン、ニッケル、ジルコニウム等の高耐食 
バルブにも実績豊富です。

◎配管、継手、計装品、回転機、塔槽類まで様々
な製品をトータルでご提案します。

製造工程

高耐熱ボディ＋ 
特殊金属溶射で解決
漏れゼロに迫る高性能 
メタルシートボール弁

●摩耗性の高いスラリー
を含む高温・高圧流体

●高圧ガス認定が必要

Mission
［要件定義］

Solution
［解決策］

表面研磨
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［ 事 例 紹 介 ］

Example process



常に水面に対して吸引口はフラットな状態を保ち、 
油とともに吸い込んでしまう空気や水の量を最小限に
することが可能になったのです。

センサーが水面に流出した油を検知すると、回収
機のポンプは自動的に起動し、フロートが油を迅速、 
確実にキャッチします。回収された油水は、比重差式
の分離機で油と水に分離されます。

お客様はこのシステムを活用し、外部に放出される
排水を確実、かつ効率的に管理することが可能になり
ます。

排水経路、排水ピットの構造などは各現場ごと異な
るため、当社では全国どこでもメーカー技術者を伴い、
現場調査を実施した上でそれぞれの条件にマッチした

提案をしております。
今後、経済や社会が成熟する中で環境対策は欠か

せないテーマとなっています。当社はこの油回収シス
テムのみでなく、今後も幅広く様々な環境の問題に取
り組んでいきたいと考えています。

近年、環境に対する国民の意識が高まり、多くの 
場面で高いエコ性能が求められるようになりました。
当社もまた、今後さらに力を入れていかなければなら
ない分野と捉え、積極的に取り組んでいます。

この油回収システムはそんな環境への意識から 
生まれました。水力発電所等では動力や潤滑、絶縁など
様々な目的で油を使用するケースが多く、排水系に油
が混入してしまうリスクを抱えています。そのまま流出
すれば環境汚染につながるため、排水管理は河川法
などで厳しく規制されています。

今までも様々な方法で流出油の除去は行われてき
ましたが、多くの場合は時間と労力を必要とし、また最
初は良くても使用しているうちに回収効率が低下して

しまうという欠点がありました。
そこで当社が採用したのは、水面に浮かせた吸引口 

から浮上した油を吸い取るフロート式回収システム 
です。フロートタイプは他にもありますが、水面が波立
つと、吸引口の姿勢を制御できなくなり、空気を大量に 
吸ったり、逆に水面下で水だけを吸ってしまうケース
が多く、これが回収効率の極端な低下を招いていました。
つまり水面に浮いた油だけをできるだけ静かに回収する
ための工夫が必要でした。

この弱点を補うため、当社が提案するメーカーの油
回収用フロートは、吸引口の姿勢を制御するためのフ
ロートを追加した「ダブルフロートシステム」（特許）を 
採用しています。これにより少々の波が発生しても、 

2 水面にできるわずかな油膜を逃さない 
高い回収精度

貯油槽
濃厚排油

貯油槽

制御盤

制御盤

油水分離器

サクション
ポンプ

フロートサクション フ
ロ
ー
ト
式
水
位
計

処理水

排水ピット

油水

清水

外部環境へ

レーザー式
油膜検知器

静
電
容
量
式

油
膜
検
知
器

ダブルフロートを採用することにより、	
波立条件下でも効率的に油を回収する
ことが可能となりました。

レーザー式油膜検知器

油回収装置

システム構成例Solution
［解決策］

高効率・高性能の 
ダブルフロート式浮上油回収機と 

高精度・非接触のレーザー式 
油膜検知器をシステム化

●回収精度と回収効率の 
向上

●油の検知から回収までの 
自動化

Mission
［要件定義］

　　

◎当社では油回収システムのほかに、微量油除
去用の油吸着マット、油処理剤などもご提供
しています。

◎ピット壁面への油の浸透を防ぐ排水ピットス 
テンレス化工事も行っております。
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［ 事 例 紹 介 ］
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あらゆる過酷な要求にお応えする経験と
ネットワークがここにあります

プラントエンジニアリングの明日を担う技術者の皆様を力強くサポート

過酷な使用条件と求められる性能

各種法規・規格への対応

特 殊
材 料

● チタン
● ジルコニウム
● ニッケル
● インコネル
● ハステロイ
● インコロイ

● モネル
● モリブデン
● 2相ステンレス
● 非磁性金属
 （ミューメタル）

高圧ガス認定 TTO指針

一種・二種圧力容器 HACCP対応

電気事業法

原子力品質管理

各種防爆

UL/CE/RoHS

消防法認定

求められる性能

様々なバルブおよび関連商品

高温、高圧、高腐食性など 
過酷な条件の流体に対して

■ 特殊金属バルブ
　・純ジルコニウム	
　・純チタン
　・純ニッケル
　・2相系ステンレス合金
　・ニッケル系合金
　		インコネル		インコロイ		ハステロイ		モネル
　・その他各種ライニングバルブ
　		（PFA、ガラス、セラミックライニングetc.）

■ ライニングバルブ
　・グラスライニング
　・樹脂ライニング（テフロン、ナイロン、FRP）
　・セラミック耐火ライニング（1000℃）

更にこのような特殊製品群はバルブだけでなく
配管材料からストレーナなどのアクセサリー類、
計測機器、ポンプやブロワなど幅広くご提供し
ます。

ごく少数の限られたメーカーによる 
特殊機能バルブ

■ 特殊用途向けバルブ
発電所や製鉄所、合繊プラントなどには様々な	
特殊用途のバルブが使用されていますが、近年	
バルブメーカーの淘汰により既設品の更新が
困難になるケースが増えています。当社では	
既設特殊バルブの代替品提案にも実績を上	
げています。

国内外の水力発電所で活躍する 
製品群

■ 水力発電所向けバルブ
　・大口径バタフライバルブ
　・片勾配、平行シートゲートバルブ
　・長軸ゲートバルブ
　・圧油タンク安全弁
　・水撃防止チャッキバルブ

ニッケル製グローブバルブ

チタン製バケットストレーナ ケミカル仕様真空ポンプ

耐酸仕様圧力計

チタン製プラグバルブ

鉄管抜水用アングル弁片勾配電動仕切弁 水撃防止（スモレンスキ）
チャッキバルブ

Product Introduction
［ 取 扱 製 品 ］

取扱製品

製鉄所向けコークドラム切換え弁 特殊スライドゲートバルブ

高  圧

超高真空

高  温 超 低 温

High pressure

Ultrahigh vacuum

High temprature Extreme cold

過酷な

使用条件

耐酸仕様
コントロールバルブ

可燃性・爆発性流体

放射線環境
強腐食性環境

毒性流体

スラリー・高粘度流体

粉体・微粉体

食品・医薬品

ウルトラクリーン

Product Introduction
［ 製 品 情 報 ］
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呼び径 Ｌ φ Ｄ Ｈ ＣＶ値 質量（kg）

80A 298 80 185 500 117 75
100A 352 100 210 520 182 90
125A 403 125 250 600 286 120
150A 451 150 280 650 412 130
200A 544 200 330 690 732 280
250A 673 250 400 750 1143 360
300A 806 300 445 820 1647 710
400A 1080 400 560 1000 2716 1100

様々な高性能特殊バルブ

パイロット弁メンテ時も、オプションの開閉固定装置により流量確保可能です

メタルタッチ高圧ボール弁およびプラグ弁

落水防止弁

［ 特徴 ］
・圧力調整が自力で可能
・電源不要
・災害時にも確実に作動
・応答性に優れる
・シリンダー式
・耐久性抜群
・メンテ費用軽減（対ダイアフラム式）
・アフターフォローも万全

［ 仕様 ］
・使用温度範囲：5～55℃	
オプションにより高温にも対応
・圧力設定範囲：0.1MPa～1MPa
・定格：JIS10K
・作動方式：パイロット式
・弁体：ソフトシート（NBR）
・操作部：スプリングシリンダー式
・呼び径：50A～400A
・適用流体：冷水・温水

［ 用途 ］
・一次側の圧力調整
・配管内の落水防止
・ポンプ二次側の圧力調整
・圧力調整
・圧力保持
・逃がし弁
・戻し弁

メタルタッチボール弁

［ 特徴 ］
・	トップエントリー（バルブを配管したままでメンテナンス可能）
・	高温・高圧、スラリー、紛体での実績多数
・	フローティング／トラニオン型　両方の選択可能
・	エロージョン対策
・	メタルシート材質／ボール表面の硬化材質の選択
・	ガスケットを４面拘束で、封入
・	ファイアーセーフ
・	ボールは表面硬化処理の上、鏡面加工し、異物の噛み込みにも強い耐性

リフト式プラグ弁

［ 特徴 ］
・	電動アクチュエーター付きスイッチ弁
・	300lb、フランジ
・	サイズ：250A×250A×250A
・	材質：F5

［ 用途 ］
・	炭素材：コークドラム設備用	

	

落水防止弁テスト風景

Product Introduction
［ 取 扱 製 品 ］

Product Introduction
［ 取 扱 製 品 ］

トップエントリー
材質：インコロイ800H
600lb、560℃
サイズ：60A~200A
接続：グレイロック継手、フランジ

材質：インコロイ800H
600lb、560℃
ダストキーパー付き
サイズ：25A~150A
接続：グレイロック継手、フランジ

三方切換えボール弁

［ 特徴 ］
・	高圧水用
・	2500lb、角フランジ
・	メタルシート
・	三方向切換式
・	サイズ：150A×150A×150A

［ 用途 ］
・	炭素材：コークドラム設備用

10 Product Introduction 11Product Introduction



非破壊検査機器

工業用内視鏡

GEグループの正規代理店
弊社は米国	GEグループの正規代理店として工業用内視鏡ファイバースコープ等非破壊
検査機器を販売しております。各種設備、建築構造物等の狭い内部の目視点検、寸法測
定のに最適です。遠隔、広範囲の観察に適するズームカメラもラインナップされております。

足場・架台・機械ユニットの製作（各種プラント、発電現場）

レンタル品

風力発電所向け

プラント現場の安全をサポート

■ ドラフト点検用アルミ足場の製作
水力発電所内吸出管（ドラフト）内の点検作業ステージ用足場です。
設置後の安全は、もちろん設置する際の安全確保も非常に重要で
す。足元の安全を確保しながら設置できるよう手順を考案し、単純
に組立てできます。また安心してご使用頂けるよう詳細な強度計算
書も用意いたします。

建設現場に必要なモノを必要な期間お貸しいたします

ハウス、タンク、敷鉄板をはじめ、現場に必要なモノを提供いたします。	
またご予算に合わせたコスト診断も承ります。

■ オイルの清浄化をサポート

［ 取扱製品 ］
・バッテリー
・フィルター、エレメント
・油圧バルブ、ホース
・圧力スイッチ、センサー
・ファン
・エンコーダー
・スリップリング
・ヒューズ
・ドローン	
・無線機
・ブレーキパッド交換
・レーザーアライメント機種販売、測定業務

Product Introduction
［ 取 扱 製 品 ］

Product Introduction
［ 取 扱 製 品 ］

メンタービジュアルIQ
世界特許の3Dフェーズ計測機能を
搭載した高機能モデル
Wi-Fi遠隔操作も可能

エクセルLV
観察に特化した格安モデル
CCDカメラ型高画質画面として
最安値を目指します

GEの工業用内視鏡は、世界最高画質の44万画
素を実現。全てハンディタイプで簡単操作。
メンテナンスもスピーディです

タービン油　移送ポンプユニット
流量：200L/min
インバーター制御による
流量コントロール機能

高効率大流量　ろ過装置
グラスファイバーエレメント
ろ過精度：β値×μm（c）≧1000
流量：80L/min	～

鋼製水タンク
短期・中期の液体保管用
安全性・耐久性を重視
地下水・汚染水・処理水向け

緊急浮上油回収ユニット
水面追従抜群のフロート式給水サクションと吸水した油水を撹拌
せずに回収・移送する専用ポンプユニットです。速やかに効率よ
く水面の油を回収します。	 	 	

2階建て

連棟ハウス

敷鉄板
工事侵入道路、仮設用道路
軟弱地盤覆工
作業場養生、重機作業など
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Product Introduction
［ 取 扱 製 品 ］

大型加工品

ポンプ、コンプレッサー

請負工事・メンテナンスサービス

■ 各種工事
・配管工事、ライニング工事
・機器据付
・各種洗浄、塗装工事

■ メンテナンスサービス 
   （現場修理／工場修理）
・手動バルブ、自動バルブ　	 	 	
・安全弁、減圧弁

・バイパス弁、特殊バルブ、ガバナー

・水中ポンプ、陸上ポンプ

・大型コンプレッサー

・自動ストレーナ	 	 	

大型でかつ精度を要求される加工品は、対応可能なメーカーや工作機械が限られてしまうため信頼して任せられる引き受け手を探すのは
一苦労です。そこで当社では、お客様のニーズを分析し、加工先の選定、梱包そして輸送手段までトータルでお引き受けいたします。

■ 水中ポンプ、陸上ポンプ、コンプレッサー

風車のブレード

大型シャフト製作

水中ポンプ

ダイアフラムコンプレッサー 真空ポンプユニット

直径4m超の大型サイクロン

大型シャフトの陸上輸送

陸上ポンプ
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C-14、トリチウム　サンプラー UHV	大容量エアーサンプラー

X線分析装置　X-Supreme8000X線膜厚計　X-Strata920

■ その他、国内・海外製品問わず、必要なモノをお探しいたします。

放射性粒子　サンプリング機器

バッテリー内蔵　小型サンプラー

大気中の放射性粒子、粉じんを適格にサンプリング

■ F&J エアーサンプラー、フィルターホルダー
エアーサンプラーとは、大気中の粉じんや放射性粒子などを補修する
装置です。特に緊急事態に対応すべく、バッテリー／バッテリーチャー
ジャーを搭載したモデルを多数揃えています。1年ごとの校正をお引
き受けいたしております。

●主な用途
・原子力施設での放射性粒子の捕集
・作業環境測定（粉じん、VOC）
・病院内核医療施設でのヨウ素捕集

●主な特徴
・	表示は全てデジタル
・標準状態に自動補正
・ニッケル水素バッテリー
・容積／時間による自動停止
・流量精度：±4％F.S.

●その他のモデル
・	超大容量エアーサンプラー
・C-14、トリチウムの捕集
・フィルターホルダー
・高精度	校正器

蛍光X線分析装置

■ エネルギー分散型X線分析装置
測定元素範囲：Na（11）～U（92）
資料形態：液体、紛体、固体、ペーストフィルム、
フィルター、粒

■ エネルギー分散型蛍光X線膜厚計
主にメッキ生産現場の品質管理
受入検査で使用される
メッキ層の厚みや成分比を計測します

■ 小型引張試験機
超小型で、SEMの中でに引張・圧縮・曲げ試
験が可能
X線解析、X線断層撮影機、AFM・SPM（原子
間力顕微鏡）の装置中でも使用できます

Product Introduction
［ 取 扱 製 品 ］

Product Introduction

バッテリー内蔵
小型吸引ポンプ

［ 取 扱 製 品 ］

バッテリー内蔵
小型サンプラー

真空機器・試験装置

大学、研究機関に豊富な納入実績

■ 各種真空容器
・小型～大型（胴径φ300超）	
		真空チャンバー	
・スペースチャンバー
・各種真空炉
高真空から超高真空でご要望に応じて様々な	
真空チャンバー、タンクを設計製作します。

試験に必要なものはすべて揃います

■ 真空用コンポーネント
・高真空～超真空バルブ
・チューブ、フレキ、フランジ、継手
・真空ポンプ
・排気システムの設計制作
真空試験装置に必要なあらゆるコンポーネント、	
部品類をご提供いたします。

研究開発の先端をサポート

■ オリジナル試験装置
その他お客様のご要望に応じて、様々なオリジ
ナルの試験装置を設計、製作します。

減圧環境室

回転機可視モデル（設計者教育用） サンプリングポット 円筒基盤回転試験装置 5軸試料位置決め装置

各種真空部品

スペースチャンバー

超高真空オールメタルバルブ

真空排気セット

高真空角型ゲートバルブ 真空部品

超高真空チャンバー

反応プロセス試験装置
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日本の産業界全般にわたる
数々のお客様すべてが、当社の信頼の証です。

厳しく品質が問われる
重要なプラント、設備に貢献してまいりました。

株式会社IHI機械エンジニアリング

株式会社IHI機械システム

JFEエンジニアリング株式会社

株式会社JPハイテック

POSCO Engineering Company

旭化成株式会社

旭化成エンジニアリング株式会社

荒川化学工業株式会社

株式会社アルバック

イームル工業株式会社

エステック株式会社

荏原工業洗浄株式会社

株式会社エリオニクス

王子エンジニアリング株式会社

王子マテリア株式会社

株式会社大湊精電社

関東電化工業株式会社

株式会社クレステック

三愛プラント工業株式会社

三機工業株式会社

山九プラントテクノ株式会社

株式会社三興

三興コントロール株式会社

三南石油化学株式会社

三養化成株式会社

株式会社三養ホールディングス

株式会社ジェイペック

芝工業株式会社

昭和環境システム株式会社

昭和電工株式会社

信越エンジニアリング株式会社

信越化学工業株式会社

新興プランテック株式会社

新日本空調株式会社

新菱冷熱工業株式会社

株式会社水力機電工事

住友化学株式会社

住友金属鉱山株式会社

住友金属鉱山エンジニアリング株式会社

宇宙航空研究開発機構

NTT物性科学基礎研究所

科学技術振興機構

自然科学研究機構 分子科学研究所

情報通信研究機構

高エネルギー加速器研究機構

日本原子力研究開発機構

理化学研究所

京都大学

埼玉大学

首都大学東京

東京工業大学

東京大学

東京大学 生産技術研究所

東京電機大学

東北大学

新潟薬科大学

北海道大学

原料製造化学プラント

化学品製造プラント

炭素材コークドラム設備

半導体洗浄薬液注入装置

回収リサイクル設備向

原子力発電所

水素化樹脂製造設備

化学品製造プラント

水力発電所

テレフタル酸製造プラント

放射性粒子捕集用

ポリカーボネード製造プラント

廃液処理プラント

研究開発

フィッシュミールプラント脱臭設備

亜臨界-メタン発酵試験設備

炭素材コークドラム設備

九州工場　製造プラント

SILES PJ大船渡実証試験

水力発電向け

ゴミ焼却設備

石油プラント

製薬会社向け

プラント設備

コンプレッサー

水車製造

京浜事業所　

京浜事業所　

京浜事業所　

火力発電所

精油所

日光工場

ドラフト給気弁

水力発電所

水車製造

京浜事業所　

小出事業所／狭山事業所

上士幌

自動車メーカー

鉄鋼用

インコロイ800Ｈ高温高圧ボール弁
φ300×1000　サイクロン

8Bｘ8Bｘ8B　電動アクチュエータ付スイッチ弁

溶接タイプベローズシール自動弁、手動弁

ドライ真空ポンプ、バルブ

高温用（1000℃）スクリューダウン　アングル弁

プロセス用高圧弁、ジャケット弁、ボール弁

ジルコニウム製ボール弁、グローブ弁

安全弁更新

チタン製ボール弁、グローブ弁、チェッキ弁

Ｆ＆Ｊエアーサンプラー

ドライルーツ式　真空ポンプ

ボール弁、グローブ弁、フレキシブルチューブ
φ4000 スペースチャンバー蓋

角形ゲート弁、防火ダンパ　ボールゲート弁

高圧ボール弁、電磁弁、安全弁

150A、2500＃クラス　高圧水切換弁

自動弁、手動弁、アクセサリー計装品

自動ボール弁、フレキチューブ、レベルスイッチ

800A　水車入口弁

二重フラップダンパ

150A　ボール弁交換

ボール弁、グローブ弁、チェッキ弁

200A、125A　電動三方弁

安全弁　３×4　他

マクロ入口弁φ770　修理

材料保管

スキッド製作

バルブ放射線照射試験、熱蒸気環境試験

バルブ、ポンプ　メンテナンス工事

圧縮機点検整備

蛍光X線分析計

制御盤　現地調整

配管工事

水車入口弁修理、ジェットブレーキ弁

LP装置部品　設計・製作

GE製　工業用内視鏡

油回収装置　600型

電磁流量計、積算計、熱交換器

シャフト機械加工　60ton

50台

3基

1台

150台

500台

4台

150台

67台

200台

200台

15台

6台

300台

1台

500台

50台

1台

1500台

460台

1台

3式

1式

500台

3台

42台

1台

1式

32本

1式

１式

１式

1台

1式

１式

3式

1式

2基

1台

1式

1式

平成19年 4月

10月

平成20年 3月

平成21年 10月

 10月

平成22年 8月

 12月

 12月

 12月

平成23年 3月

 8月

 9月

 9月

 11月

 12月

平成24年 1月

平成25年 5月

 8月

平成26年 5月

 11月

平成27年 5月

 11月

 11月

 11月

 12月

 12月

平成28年 2月

 2月

 4月

 5月

 6月

 7月

7月

 8月

 8月

 8月

 8月

 8月

 9月

 10月

［主なお取引先］

一般企業

大学・研究機関

住友ケミカルエンジニアリング株式会社

株式会社セイシン企業

株式会社成和エンジニアリング

セントラル硝子株式会社

株式会社大気社

ダイヤ資材株式会社

大陽日酸株式会社

宝酒造株式会社

中部電力株式会社

株式会社千代田テクノル

電源開発株式会社

東亞合成株式会社

株式会社東京エネシス

東京電制工業株式会社

東京電力株式会社

株式会社東芝

東芝プラントシステム株式会社

東芝三菱電機産業システム株式会社

東邦化工建設株式会社

東邦テナックス株式会社

東レ株式会社

東レエンジニアリング株式会社

日揮株式会社

日揮プラントイノベーション株式会社

日揮プラントソリューション株式会社

日本ガイシ株式会社

株式会社日本環境調査研究所

日本工営株式会社

株式会社日本製鋼所

日本曹達株式会社

日曹エンジニアリング株式会社

日立空調関東株式会社

株式会社日立製作所

日立造船株式会社

株式会社フクダ

分光計器株式会社

三菱化学エンジニアリング株式会社

三菱化工機株式会社

三菱原子燃料株式会社

三菱重工業株式会社

三菱電機株式会社

三菱マテリアルテクノ株式会社

三菱マテリアルトレーディング株式会社

株式会社ユーラスエナジージャパン

リマテックホールディングス株式会社

［ 納 入 実 績 ］

Our Works

Main Clients

＊水力発電所向け油回収システムは現在までに全国12ヵ所に納入いたしました

Our Works ／ Main Client
［ 納 入 実 績・お 取 引 先 ］

信越化学工業（株）

旭化成（株）

三菱化学（株）／坂出工場

住友ケミカルエンジニアリング（株）

日揮プランテック（株）

日本ガイシ（株）

三菱化学エンジニアリング（株）

住友化学（株）

（株）JPハイテック

三養ホールディングズ

東電　福島原子力発電所

POSCO Engineering Company

三菱原子燃料（株）

大陽日酸（株）

リマテック（株）

リマテック（株）

三菱化学エンジニアリング（株）

リマテックホールディングス（株）

リマテックホールディングス（株）

イームル工業（株）

（株）IHI環境エンジニアリング

三愛プラント工業（株）

日揮（株）

新菱冷熱工業（株）

（株）日本製鋼所

東芝プラントシステム（株）

（株）東芝

（株）東芝

（株）東芝

（株）宮都機工

（株）宮都機工

王子マテリア（株）

中部電力（株）

（株）水力機電工事

東芝プラントシステム（株）

（株）東芝

（株）JPハイテック

（株）JPハイテック

日立空調関東（株）

東芝三菱電機産業システム（株）
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