長崎県のものづくり企業

公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
株式会社
「超高速ターボ機械と発電機の研究・開発企業」

アーカイブワークス

■技術の概要
バイオマス、バイナリー発電に関する技術（ターボ機械、発電機、モーター、回転機械、
熱交換技術）を駆使して環境負荷ゼロの発電システムを提案します。

■技術の特徴
高速発電機、超高速モーター技術
当社は、独自開発したガス軸受けとその周辺技術に長年にわたって取り組んできま
した。ガス軸受けをコア技術としたターボ機械技術をベースに発電機とモーターの
小型化に取り組んでいます。最高回転数 100 万 rpm のターボ機械、30 万 rpm の
モーター、50 万 rpm の発電機の開発・製作が可能です。
超小型ガスタービン技術
家庭用分散電源、携帯機器用・ロボット用・車載用等のモバイル電源、無人飛行機用
等に適用する発電用ガスタービン技術
ラジアルタービン・ラジアルコンプレッサ技術
世界最高レベルのラジアルタービン及びラジアルコンプレッサの設計・製作技術を
有しています。
・作動媒体：燃焼ガス、空気、窒素、水素、ヘリウム、フロン、アンモニア、イソブ
タン、天然ガス。
・温度範囲：―230℃～1400℃で作動する。ガスタービン用、過給器機用、ガス
エキスパンダー用のラジアルタービンの開発・製作
エネルギー変換システム
上記技術を応用した、地熱、廃熱、余剰圧力等を利用した発電システムの開発・製作
・開発実績：水バイナリー発電システム（20kW）
、バイオマス発電用空気タービン
冷却システム

上記技術を応用したパラレルコンピューター用空気冷却システム、空気
冷凍システム、フロン、完全ガス等を使った冷凍システムの設計・製作
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■製品・サービスの紹介
水を作動媒体として 65℃以上の温水を使って発
電する環境負荷ゼロの発電装置。

水バイナリーサイクル発電装置

従来のバイナリーサイクル発電装置で使用され
ているフロンやアンモニア等の媒体、軸受用潤滑油
等を一切使用していないために、温泉や食品関連装
置に安全に使用可能です。
温泉を利用する発電装置で、源泉 85℃のお湯を
使った場合、発電装置から出るお湯の温度は 50℃
から 65℃程度に調整可能であり、冷却装置がなく
ても浴用に使用可能です。
各種の排ガスや廃蒸気等を排出する際に水蒸気
等の煙突からの排出前の冷却装置、焼却炉の燃焼熱
等を使った発電にも利用できます。

水バイナリー発電装置外観図
「水バイナリー発電装置の開発」は、NEDO、「地
熱発電技術研究開発、低温域の地熱資源有効活用
のための小型バイナリー発電システムの開発、水
を作動媒体とする小型小バイナリー発電の研究開
発」を一般財団法人エネルギー総合工学研究所、
東京大学生産技術研究所、株式会社アーカイブワ
ークスが受託して開発を行っているものです。
出展：平成 28 年度 NEDO 新エネルギー成果発表
会 熱利用分野 ―予稿集―
サイズ：長さ：2200mm 巾：2100ｍｍ 高
さ：1900mm 重量：約 6 トン
発電能力：20kW

■主な仕様
お客様のセットに合わせ、最適仕様にてご提案いたします。
【参考仕様】
温水温度

： 85℃

流

： 17.6

量

冷水温度

ton/hr

： 15 ℃

送電端出力： 20 kW
最高回転数： ３６,０００rpm

■納入実績
様々な分野で大学・研究機関・大手メーカー様とお取り引きさせて頂いております。

お問い合わせ先
◆企業名 ：株式会社

アーカイブワークス

発行

◆所在地 ：長崎県大村市東大村 1-2693-46

事務局

◆担当者 ：松尾 栄人

長崎県産業振興財団

◆TEL

研究開発推進グループ

：0957-54-7173

◆E-mail ：e.matsuo@archiveworks.com

公益財団法人

TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社 アバール長崎
「エネルギーマネージメントシステムのソリューション」

エネルギーを「創る」
、「蓄える」、「賢く使う」ための電力変換装置
■技術の概要
太陽光発電／風力発電などの再生可能エネルギー変換技術と系統に接続する
ための系統連系技術を駆使し、地球環境に対して負荷の少ない多様性をもった
スマートエネルギーソリューションのご提案をいたします。
■技術の特徴
◎エネルギー変換技術
380V の HVDC バスにて系統連系インバータ／蓄電池コンバータ／太陽光
発電コンバータ等の各電源機器を接続し、最適なエネルギーミックス／エネ
ルギー管理が行えます。
◎系統連系インバータ技術
電力会社様から要求される系統連系保護規定に適合し、さらに複数台連系時
の単独運転防止機能も対応しています。
単相／三相および AC200V／AC380V の系統に対しての機器を揃えてい
ます。
電力容量 2.５kW～50kW まで製品化しています。
HVDC バスに複数台接続することで電力容量アップが実現できます。
◎蓄電池コンバータ技術
鉛蓄電池／リチウムイオン電池に対し、残量状態により充放電量の制御を行
えます。電池電圧は 48V および 310V 定格の製品を揃えています。
電力容量は 1.2kW～２５kW まで製品化しています。
HVDC バスに複数台接続することで電力容量アップが実現できます。
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◎太陽光発電コンバータ技術
MPPT 制御にて最大電力点での電力変換を行います。
最大電力点電圧 250Ｖ、300V および 650V の製品を揃えています。
電力容量は 1.2kW～25kW まで製品化しています。
HVDC バスに複数台接続することで電力容量アップが実現できます。
◎エネルギーマネージメント技術
エネルギーマネージメントユニットにて HVDC バスに接続される全ての電
源機器の電力変換の管理を行います。
受電電力／負荷電力を観測し、最適なエネルギーシステムからの電力出力制
御を行います。
また、各種入力機能によって気象情報／電池残量情報／日射情報／風速情報
を元に太陽光・風力発電制御／充放電切替等の制御を行います。
■製品・サービスの紹介
ご紹介しましたマネージャー、系統連系インバータ、バッテリコントローラ、
太陽光発電コンバータ、及び、風力発電コンバータの機器を組み合わせることに
よって、お客様のニーズに合わせた電源システムを構築することができます。
また、14.3kW 蓄電システム装置、風力発電独立電源装置の製品もございます。
■納入実績
主に大学・研究機関、大手メーカー、公共団体とのお取引をさせて頂いており
ます。また、風力発電機メーカー様の風力発電とのハイブリッドシステム
案件などにも協力させて頂いております。
【納入事例】
・電力融通実証システム
・独立電源システム

・直流電源供給システム
・工場ライン電力アシストシステム

・避難所非常用電源システム

・植物育成ハウスの電源システム

お問い合わせ先
◆企業名 ：株式会社

アバール長崎

発行

◆所在地 ：長崎県諫早市津久葉町 6-42

事務局

◆担当者 ：営業部企画課 西川、永渕

長崎県産業振興財団

◆TEL

研究開発推進グループ

：0957-25-2003（営業部）

◆E-mail ：sales@avalngsk.co.jp

公益財団法人

TEL：0957-52-1138
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NGASAKI

「ジャパンクォリティーで２４時間テレビＴシャツから高級婦人服まで製造」

株式会社アパレルオオタ

品質Ｑ（Ｑｕａｌｉｔｙ）
・コストＣ（Ｃｏｓｔ）
・納期Ｄ（Ｄｅｌｉｖｅｒｙ）
を高度な縫製技術で実現する純正国産衣料品をお届けします。
■技術の概要
高級婦人服で要求される複雑なデザインや多品種小ロット生産、２４時間テ
レビＴシャツなどで要求される短納期大量生産を機動的な組織と作業効率向上
を追及した縫製設備とで実現し、日本のものづくりや生活文化を反映した高品
質で高感度な衣料品を製造する技術です。
■技術の特徴
□高速自動裁断機
独自のハードウェアと充実したＣＡＭソフトにより、ＣＡＤデータを最大限に活
用し、最速・高精度・高能率の自動裁断を実現する。また裁断経験を生かしたデー
タ設定で、多品種小ロットの顧客ニーズに対応可能となっている。
□入力機能付電子サイクルマシン
大型ラベル・ワッペン・小型ラベル、それらの複数個取りまで広いエリアのほう
製品に対応し、生産の脱技能化と高品質化を実現している。縫い速度が業界トップ
で、瞬間加速・瞬間減速に加えて糸切も高速で確実に切断可能となっている。
□高速バックタックミシン
返し縫いに加えて止め縫いが可能で、テンション調節と安定した生地送りで美し
い縫い目を実現している。
□高速電子閑止めミシン
世界初の電子制御により、縦と横の多種類の縫い目を交互に縫製可能で、きれい
な縫い目と迅速な作業を実現している。
□ボイラー付バキューム台中間アイロン
芯張りン掛けや中間アイロン掛けの工程で使用し、自動制御の温度調整はスチー
ムと電気で簡単に設定変更でき、高級婦人服に求められる品質をクリアーできる。
また、操作も簡単で大幅な生産性向上を実現している。
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■製品・サービスの紹介
パターン作成
サンプル作成

出荷

資材等の手配

プリント

裁断

刺繍

仕上げ

洗いなど

縫製

後加工

（10 ﾗｲﾝ）

■主な仕様
・ベビー服、子供服、婦人服、各種衣料品

・素材：綿、絹、化学繊維など

・肌着、Ｔシャツ、ブラウス、スーツ、ドレス、コートなど

■納入実績
・㈱オンワード樫山 ・㈱ユナイテッドアローズ ・㈱スタイレム ・㈱東京スタイル
・㈱ノーウェア（ベイシングエイブ）
・防衛省（自衛隊 T シャツ）

・㈱サンエーインターナショナル

・日本テレビ系 24 時間チャリティーT シャツ

他

お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社アパレルオオタ

◆所在地 ：

長崎県南島原市加津佐町丁 1595

◆担当者 ：

代表取締役 太田浩二

◆TEL

： 0957-87-5140

◆E-mail ： a-oota@jeans.ocn.ne.jp

発行
事務局

公益財団法人

長崎県産業振興財団
研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
「パワーマネジメントのソリューションカンパニー」

イサハヤ電子株式会社
■要素技術の概要

パワーマネジメントに関する技術（AC/DC コンバータ、DC/DC コンバータ、イン
バータ、PFC（力率改善）、充電制御、パワー素子駆動、デジタル制御など）を駆使し
て標準品～セミカスタム～フルカスタムと幅広く、お客様のご要望に最適な「機器組み
込み型電源」を提案いたします。
（実績として電源出力は～12kW までです。）
カスタム品は自社製ハイブリッド IC をキーテクノロジーとして、小型化、高信頼性
を実現するとともに、短期間でサンプルをご提供します。

■要素技術の特徴
AC/DC コンバータ
一般的な AC/DC コンバータだけでなく、フルカスタム対応にて PFC、DC/DC
コンバータ、インバータ等の組み合わせ等、小型で高効率な複合電源（機器組み込
み型電源）の開発・製作が可能です。
DC/DC コンバータ
一般的なオンボードタイプの製品から、高電圧（～1000V）入力可能な特殊品
も標準品としてラインアップしている他、セミカスタムにも対応いたします。
インバータ
誘導モータ（IM）、永久磁石同期モータ（PMSM）の駆動用インバータ（サーボ
アンプ）や、交流電源の開発・製作が可能です。
PFC（力率改善）
皮相電力を抑え、力率を上げると共に、高調波電流規制対応（IEC61000-3-2
適合）します。単相 100V/200V の共通化も可能です。
パワー素子駆動
電源の効率を左右するパワー素子（IGBT, SiC）の駆動を最適に行うことが可能
なゲートドライブ技術を有し、各種電源に応用するだけでなく、標準品も販売して
おります。
充電制御
定電流、定電圧、充電多段制御、充放電制御（双方向）など、デジタル制御との
組み合わせで様々な充電方式に対応いたします。
デジタル制御
効率や応答性の向上のために、制御を複雑にプログラミングすることが可能な他、
通信を介して状態のモニタリングや協調制御をおこなう事が可能です。
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■製品・サービスの紹介
A4 サイズほどの面積に出力 1.1kW の力
率改善回路、絶縁型 DC/DC コンバータと

機器組み込み型電源 製品事例

モータ駆動用のインバータ、さらに外部機
器へ供給する 3 出力合計 80W の絶縁型
DC/DC コンバータを搭載した、小型な機
器組み込み型電源（フルカスタム）です。
電源入力の力率は 0.99、コンバータ部の効
率は 85%（共に最大負荷時）。
複雑な運転パターンや、通信によるモニ
タリング、他の機器との協調制御等ご要求
がございましたら、デジタル制御にて対応
いたします。
お客様機器の高効率化を目指して、高効
率電源の要素技術開発に取り組んでおりま
す （ 入 力 三 相 200V, 出 力 DC80V,
8.7kW の特定案件で効率 94%達成）
。

用途：産業用ポンプ(ターボ分子ポンプ)
機能：PFC＋絶縁 DC/DC＋インバータ
仕様：入力 単相 85～264Vrms
出力 PFC=380V, DC/DC=110V
インバータ=1.1kW
外部制御用電源 3 出力 80W
サイズ：370×190×100 (mm)
準拠規格：UL60950 , IEC60950-1
IEC61000-3-2 他

■主な仕様
お客様のセットに合わせ、最適仕様にてご提案いたします。
入力：交流 単相 100V/200V, 三相 200V/400V , 直流 ～1000V
出力：交流（モータードライブ、交流電源） , 直流/10kW 以下
機能：定電圧/定電流制御（充電制御）
、力率改善、通信（CANRS-485）、
各種保護機能（電圧、電流、温度、時間管理）

■納入実績
様々な分野で大手メーカー様とお取り引きさせて頂いております。
半導体製造装置、レーザー加工機、無人搬送機、搬送ロボット、産業用ポンプ、
エアコン、業務用冷蔵庫、業務用食器洗浄機、太陽光発電、蓄電システム、
小型 EV コミューター、など
お問い合わせ先
◆企業名 ：

イサハヤ電子株式会社

◆所在地 ：

長崎県諫早市津久葉町 6-41（本社）

◆担当

大阪営業本部

：

◆TEL
： 06-4709-7218
◆E-mail ： osaka@idc-com.co.jp
（大阪営業本部共有）

発行
事務局 公益財団法人
長崎県産業振興財団
研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社イワテック
「O&M 事業者向けの総合補償制度サービス（メンテナンス業務付帯型）」

太陽光発電業界初！O＆M 総合補償制度『メンテナンス Plus』
■技術の概要
太陽光発電所のメンテナンス事業者（O&M 事業者）様
向けに、補償制度と技術サポートを組み合わせた
O&M 総合補償制度「メンテナンス Plus」の提供を開始。
近年重要視されている太陽光発電メンテンスも含めた
トータルプロデュースを行います。

■製品・サービスの紹介
O&M 事業者様が点検時に太陽光発電システムの不具合を発見した場合、原因を明確にする
ための調査や、
「製品瑕疵」
「施工瑕疵」「メンテナンス業務瑕疵」等の責任境界の判定、報
告書の作成業務に係る負担は相当に大きく、また、その補修のための費用負担も、O&M 事
業者様はもちろん、発電事業者様にとっても大きな課題となっておりました。本サービスは、
そのような事案が発生した場合でも、O＆M 事業者様のメンテナンスリスクを軽減し、発電
事業者様の収益最大化に貢献できる、太陽光発電業界初の総合補償制度です。

■技術の特徴
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■主な仕様
①基本補償内容
(１) 対象製品の取扱説明書及び本体貼り付けラベル等の注意事項に従って正常な使用状態
で発生した自然故障（電気的・機械的故障）を対象として、その修理または交換工事費
用を補償いたします。
(２) 発電事業者様加入の火災保険等で補償されない範囲において「災害補償」でバックアッ
プします。火災、落雷、破裂又は爆発、風災、雹災、雪災、水災、盗難、建物の外部か
らの物体の落下、飛来、接触又は倒壊、または車両もしくはその積載物の衝突もしくは
接触。
■対象機器
モジュール、パワコン、接続箱、接続ケーブル、架台、遠隔監視システム、
モニター本体（液晶部分は除く）
②イワテック専門チームによる技術的サポート
イワテックでは高圧・低圧産業用太陽光発電所のシステム設計・調達、メンテナンス業
務も請け負っています。長年のメンテナンスの経験を基に技術サポートを行い、特殊機
器による精密検査のバックアップサービスも行っています。

↑EL 発光試験画像

↑サーモカメラ画像

↑直流回路抵抗値測定

↑太陽電池 I-V 特性

↑ドローンによる赤外線検査

■納入実績
2017 年 4 月より提供開始。現在、加盟登録店募集中。（2017 年 7 月現在）
お問い合わせ先
発行

◆企業名 ：

株式会社イワテック

◆所在地 ：

長崎市宝町７番５号 第２イワテックビル

事務局

◆担当者 ：

営業部（福島・前田）

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 095-843-6448

◆E-mail ： solar＠iwatec.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社イワテック
「再生可能エネルギー発電システムの販売および EPC（設計・調達・施工）」

発電システム設計で培った確かな技術と実績から生まれたイワテック製再生可
能エネルギー発電システム（地熱・温泉発電、太陽光発電）
■技術の概要
太陽光や太陽熱・地熱・バイオマス・風力・水力などのエネルギーは継続して利
用可能であり、自然からの恩恵を受けて発電するエネルギーとして、ほぼ無限に
利用することができると考えられています。これらは、「再生可能エネルギー」
といわれ、発電時や熱利用時に二酸化炭素(CO2)をほとんど排出しない環境性
に優れたクリーンエネルギーです。
弊社は発電システム設計のプロとして、地熱・温泉発電、太陽光発電、バイオマ
スをはじめとした再生可能エネルギー事業に積極的に取り組んでいます。
■技術の特徴
地熱・温泉発電は地下のマグマによって
熱 せられた地下水が熱水や水蒸気とな
り、これらをエネルギー源として発電に
活用するものです。CO2 の排出量が少な
く環境に優しい純国産エネルギーです。

フラッシュ発電

天候や季節による影響が少なく、ベース
ロード電源として期待されています。
蒸気量が多く、温度が高ければ取り出し
た蒸気でタービンを回し発電します。
これをフラッシュ発電といいます。
比較的温度の低い蒸気や熱水でも、低沸
点媒体を用いることで、熱交換により媒
体を気化させタービンを回し発電しま
す。これをバイナリー発電と呼びます。
熱交換後の地熱流体を浴用（温泉）、農業
用ハウスの熱源として利用することも可
能です。

バイナリー発電
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■製品・サービスの紹介
弊社の太陽光発電システムは、自社設計に基づいた OEM 生産による高効率モ
ジュール、性能および信頼性に優れた日本製パワーコンディショナ―、屋根また
は設置面の状態に合わせた最適架台システムの採用により、高性能・高品質・低
価格システムとして、発売以来多くのお客様に高い評価をいただいております。
産業用太陽光発電システムにおいては、EPC（設計・調達・施工）およびメンテ
ナンスまでのトータルサポートをご提供いたします。

■主な仕様
・温泉バイナリー発電システム 50kW 未満
・太陽光モジュール 単結晶 210W（5 ｲﾝﾁ 72 ｾﾙ）、275W（6 ｲﾝﾁ 60 ｾﾙ）
多結晶 265W、275W
■納入実績
・低圧温泉発電システム(50kW 未満) 1 件(2018 年 3 月稼働予定)
・住宅用太陽光発電システム(10kW 未満) 697 件
・低圧産業用太陽光発電システム(10kW 以上 50kW 未満) 668 件
・高圧産業用太陽光発電システム(50kW 以上) 19 件(メガソーラー11 件含む)
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社イワテック

発行

◆所在地 ：

長崎市宝町７番５号 第２イワテックビル

事務局

◆担当者 ：

エンジニアリング部（小野・緒方）

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 095-843-6448

◆E-mail ： solar＠iwatec.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社ウィン＆ウィン
「買うより、作る！！

オリジナル照明の開発をサポート」

LED 照明の特徴である「自由なデザイン性」を活かした、オリジナル照明の
開発・商品化をサポート。LED 照明の製作には、高度な専門知識も高価な生産
設備も必要なく使用場所・用途に応じた少量多品種の照明の開発が可能。
（2020 年：蛍光灯は製造・販売、中止の予定）
■技術の概要
〇一般照明：蛍光灯代替照明（消費電力 1/3）
〇高所照明：水銀灯代替照明（消費電力 1/5）
〇特殊照明：棚下照明・絵画照明・撮影照明等
〇植物育成照明：植物工場用照明・ハウス補光照明等
■技術の特徴
○オリジナル LED 照明の開発技術支援
○内製化により市場価格の 1/5～1/2 で製品化を実現
*半田ごてとドライバーのみで照明の製品化可能
*照明製作に必要な部材を格安で提供可能（1 ルーメン/1 円）
■製品・サービスの紹介
＜水銀灯代替照明＞

＜工場等室内照明＞

＜寺社・美術品特殊照明＞
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＜撮影スタジオ特殊照明＞

<植物工場育苗用照明＞

■主な仕様
消費電力：５W～500W
電源電圧：12V～48V
発光効率：165ｌｍ/ｗ
照射角度：120 度
色温度： 3,000K～10,000K
演色性：Ra95～Ra80
その他：技術サポート
（使用場所等、ご希望に
応じた仕様・設計に対応）
■納入実績
・社内照明の自作･設置

・電気工事会社の開発商品化･外販

・リフォーム会社の開発･商品化
・ハウス農家育苗システム他

・フォトスタジオの自社利用･外販

お問い合わせ先
株式会社

◆所在地 ：

長崎県平戸市新町 48

事務局

◆担当者 ：

平野 信幸

長崎県産業振興財団

◆TEL

ウィン＆ウィン

発行

◆企業名 ：

： 095-0950-22-7522

◆E-mail ：

mail@jpwinwin.com

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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停滞した閉鎖性水域を活き返らせる

NAGASAKI
株式会社 エコ・プラン
こすいじん

ネレード

「 閉 鎖 性 水 域 水 質 改 善 装 置 “子 水 神”（ N E R E I D ）」

流体コンベアー原理を用いた世界初の画期的な水域環境保全装置
低コスト、省エネで 3 次元的大流動を発生、圧倒的なコストパフォーマンス
■技術の概要
水中に複数の上昇流発生装置を正多角形状にある間隔で配置し、水面に同心円
状に拡散する拡散流をそれぞれ発生させ、各拡散流同士の相互干渉を利用して
正多角形上の中心部に、水面から水底に向かう連続、加速集中的な下降流を誘
起させ、上昇流と下降流による上下循環流により閉鎖性水域の水質改善を図る
ものです。
正六角形状の上下循環流
インク流しによる流動可視化実験
集中的下降流

集中的下降流
上昇流×6
上昇流
上昇流
底層拡散流

底層拡散流

底層拡散流

■技術の特徴
1. 従来の循環装置の流動は１方向のみであったが、本装置では３次元的大流動
を発生させ、水質改善を行う
2. アオコの発生抑止効果が大
3. 機器構成がシンプルな為、導入コスト・ランニングコストが安価
4. 可動部が無い水中部はメンテナンスフリーの為、メンテナンスコストも安価
5. 発生した下降流を利用し、微細気泡などの混合拡散を容易に行うことが可能
6. 浅水域（水深１ｍ）から大水深まで適応可能
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■製品・サービスの紹介

子水神 Type-4K

子水神 Type-3K

子水神 Type-6K

■主な仕様
子水神規格参考例
機種規格

※水源の状況により機種規格を設定
水源規格

辺長

筒径

筒長

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(kW)

Type-3K-3-7.5

3ｍ

350ｍｍ

2ｍ

7.5ｋW

400,000ｍ3

Type-4K-3-5.5

3ｍ

350ｍｍ

1ｍ

5.5ｋW

119,000ｍ3

Type-6K-2-0.75

2ｍ

200ｍｍ

0.3ｍ

0.75ｋW(ﾌﾞﾛﾜｰ)

1,000ｍ3

(有効貯水量)

■納入実績

水質改善例（小浦ダム）
溶存酸素量（mg/L）

水温（℃）

お問い合わせ先
株式会社

◆所在地 ：

長崎県長崎市松原町 2648-2

事務局

◆担当者 ：

原 光明

長崎県産業振興財団

◆TEL

エコ・プラン

発行

◆企業名 ：

太田 寛規

： 095-814-9330

◆E-mail ：

kaihatsu@ecoplan-water.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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「船舶の設計・建造・運航分野で魅力的なシステム造りにチャレンジする」

NAGASAKI
株式会社エス・イー・エー創研
“佐世保から、全国へ、そして海外へ、技術提供と情報発信を続けます！“
■技術の概要
船舶の性能計算～設計～建造～運航分野の豊富なノウハウと、最新の ICT や
IoT 技術、3 次元処理等のソフトウェア技術をもとに、お客様のご要望に最適な
システム構築の提案と実現、システムパッケージを開発し販売しています。
船舶設計 3D-CAD「CADMATIC」の日本代理店として、販売・運用支援・
カスタマイズ業務を展開するとともに、
「CADMATIC」
「NAPA」等によるエン
ジニアリング業務も展開しています。国内外の遠隔設計拠点間の CAD データ
連携環境やリモート CAD 設計環境の構築サービス、各種 CAD システム間デー
タ連携システム等も提案し実現いたします。
■技術の特徴
 船舶設計技術と関連分野の豊富なノウハウ
長年培った船舶の設計業務経験と運航管理関連ノウハウを活かし、最適な
システム構築を提供します。
「CADMATIC」
「NAPA」等による船舶基本設
計もお引き受けします。
 3 次元処理ソフト開発技術
設計システムとして今や必須な 3 次元処理・表現をメインとするシステ
ム開発を、自社開発の 3 次元処理システム開発プラットフォーム「3DMaster」により高精度・低コスト(短納期)でご対応いたします。
 ICT、IoT 技術
インターネット利用の、クラウド型データ共有サービスの提供、クラウド
型業務システムの開発、無人海中観察装置の開発などを展開中です。
 3D-CAD システム活用技術
船舶設計ツールの 3 次元システム化、設計拠点間データ連携環境構築、各
種 3D-CAD システムのデータ交換等、幅広くご対応いたします。
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■製品・サービスの紹介
 船舶設計 3D-CAD「CADMATIC」の販売＆サポート
フィンランド Cadmatic 社の 3D-CAD、世界 50 ヶ
国 700 社以上、国内は 24 社が導入。(2018 年 4 月現在)
 船舶基本計画システム「Ship Design Master」
幅広い知識と十分な経験を必要とする船舶基本計画
を『シンプルで軽快な操作性と分かり易い 3 次元表現』
により支援する設計ツール。
 3D モデルビューア「asteroid」
PC, Tablet や OS を選ばないマルチプラットフォ
ーム対応の 3D モデルビューア。汎用データ形式 IGES,
STEP, 3D-DXF, STL, BRep に対応。
 クラウド型 船舶運航支援システム「Ship Management Master」
海上本船、事務所、本船監督(SI)など関係者間の情報
交換や情報共有を、何時でも・何処からでも可能にする
実用的な運航支援システム。
 ローディングコンピュータ(船舶積付計算機)「Loading Master」
簡単操作で様々な積付け計算の試行・安全性確認と
決定が行える。データをインターネットで関係者へ配
信可能。
■納入実績
主に船舶関連の分野で、造船各社様、船舶設計各社様、海運各社様、船級協会
様、大学・高専・研究機関、自治体(長崎県、大分県、佐世保市、宗像市)とお取
り引きさせていただいております。
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社エス・イー・エー創研

◆所在地 ：

長崎県佐世保市花園町１５４番地１

発行

◆担当者 ：

前田 幸喜

事務局 公益財団法人

◆TEL

： 0956-25-0102

長崎県産業振興財団

◆E-mail ：

kmaeda@sea-soken.co.jp

研究開発推進グループ

◆URL

www.sea-soken.co.jp

TEL：0957-52-1138

：
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NAGASAKI
大阪鋼管株式会社
「独自技術の冷間引抜加工による各種異形鋼管・二次加工製品製造技術」

独自技術の冷間引抜加工により各種寸法・形状の異形鋼管から二次加工まで
自社で実施。その高度な製造技術・トータル技術力で新しい商品へもチャレン
ジ！
■技術の概要
冷間引抜鋼管技術は熱間製品に比べ、
「高い寸法精度」
「滑らかな仕上がり表面」
「細径管が可能」という強みがあり、一貫生産体制で原管の製造から加工まで対
応しています。また、インライン･オフラインでの探傷検査などで高品質の製品
をお届けします。ISO、JIS、船級、など各種の認証も取得していますので、安
心して発注いただけます。
製品には異形鋼管・二次加工でも各種を取り揃え､ご要望にお応えしています。
■技術の特徴
□鋼種
炭素鋼鋼管、合金鋼鋼管。
□用途

各種圧力配管用鋼管、ボイラ・熱交換器用鋼管、油圧配管用鋼管、機械構造用鋼
管（各種異形鋼管）
。
□二次加工

曲げ加工、スウェージ加工、ローフィン加工、コルゲート加工、フレアー加工。
□各種異形鋼管

外丸内六角管、外六角内丸管、四角管、六角管など
□長尺管

最大長さ２１．５ｍまで可能です。
□各種認証

＜JIS マーク認証取得＞
炭素鋼鋼管：JIS G3444 一般構造用/JIS G3445 機械構造用/JIS
G3454 圧力配管用/JIS G3455 高圧配管用/JIS G3456 高温配管用
/JIS G3461 ボイラ熱交換器用
合金鋼鋼管：JIS G3458 配管用/JIS G3462 ボイラ熱交換器用
他：JIS G3460 低温配管用鋼管/JIS G3464 低温熱交換器用鋼管
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＜海外規格＞

ASME

公益財団法人長崎県産業振興財団

ASTM

SAE

DIN BS

＜船級認定＞
日本海事協会 アメリカ船級協会 ロイド船級協会 ノルウェー船級協会
フランス船級協会 韓国船級協会 中国験船中心 ドイツ船級協会
＜ISO 認証取得＞
ISO9001「冷間引抜き炭素鋼鋼管及び合金鋼鋼管の設計･開発及び製造」
■製品・サービスの紹介、主な仕様

表面積比
(外面/内面)
3.6～
4.4

外径
(mm)
12.7～
139.8

外径
(mm)
38.1
以下

寸法はご相談に応じます。U 字管、コルゲートは SUS も可。
■納入実績
川崎重工業(株)、(株)ジャパンエナジー、(株)出光エンジニアリング、
住友商事(株)、瀬尾高圧工業(株)、他多数
お問い合わせ先
◆企業名 ：

大阪鋼管株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県佐世保市針尾北町 813-1

事務局 公益財団法人

◆担当者 ：

生産管理部品質管理課 澤田幸路

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 0956-58-5632

◆E-mail ： sawada@osaka-kokan.co.jp

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
粕谷製網株式会社
「高

耐

久

Ｋ

Ｉ

Ｋ

Ｋ

Ｏ

Ｎ

Ｅ

Ｔ」

ポリエステルモノフィラメントを亀甲状に編んだ網ＫＩＫＫＯＮＥＴは耐腐食
性・耐酸性・耐久性に優れた海・山・川どこでも万能な軽量ネットです。
■技術の概要
ＫＩＫＫＯＮＥＴ（亀甲網）は合繊モノフィラメントのトップメーカー東レモノ
フィラメント(株)と養殖海上施設など永年にわたって沿岸漁業資材製造販売に
たずさわってきた粕谷製網が 1980 年から共同開発によって商品化された網
（特許出願多数）で数々の優れた特徴を持っています。耐用年数も 20 年以上の
実績があり、抜群です。

■技術の特徴
＜腐蝕しない＞

＜復元性＞

動物侵入防止では KIKKONET が瞬
時に復元するのでイノシシは侵入を
あきらめます。

KIKKONET は強酸性に腐食されま
せんので火山ガス発生地域や化学工
場などで使用されています。
＜軽い＞

＜強い＞

KIKKONET は強度があり落石防護
ネットに使用されています。

KIKKONET
金網

大目合線径Φ3ｍｍ

線径Φ3.2ｍｍ

KIKKONET の重量は金網と比較
すると五分の一しかなく、現場工
事が安全でスムーズに行えます。
破断強度

比重

60.33ｋN/m

1.38

60.39ｋN/m

7.86
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■製品・サービスの紹介
KIKONET 生簀

熊本城 石垣保護ネット

陸前高田沖防波堤 F-REN マット

■主な仕様

線径 φ3mm
線径 φ2.5mm
線径 φ2.5mm

■納入実績
大淀川支流河川洗堀防止工事（宮崎県）、国東港向田地区海岸侵食防止（大分県）
一般国道 251 号線道路災害防除工事（長崎県）、水漁単第 1 号用宗漁港緩傾斜
護岸修繕工事（静岡県静岡市）、熊本城（熊本市）他
お問い合わせ先
◆企業名 ：粕谷製網株式会社

発行

◆所在地 ：長崎県諫早市川内町 485 番地

事務局

◆担当者 ：深堀 一夫

長崎県産業振興財団

◆TEL

研究開発推進グループ

：0957-22-0373

◆E-mail ：fukahori@kasutani.com

公益財団法人

TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社 勝 手
「洗防畳（ARA BOU TATAMI）は防炎認定を取得した洗える畳です」

洗防畳（ARA BOU TATAMI）はその名のとおり、洗えて衛生的！！（ブラシ
掛け、水洗いＯＫ！） そして防炎付で安心な自社開発の畳です。
（特許出願中）
■技術の概要
濡れてもすぐに乾き、防炎性能についても改善した基材・心材の組み合わせて使
い、異素材を用いてこれまでにない防炎・防水畳を開発商品化。
（2016/6 月）
①防炎性
燃えにくい性質のこと。繊維等小さな火源に接しても容易に燃え上が
らず、もし着火しても際限なく燃え広がらないこと。
（昭和 44 年から消防法に位置づけられた日本防炎協会の定義）
②防水性
何回水洗いしても、洗剤で洗う事が出来る、お手入れが簡単な畳で
介護施設・教育施設にも最適なもの。
③安全・快適性
フローリング等の床に比べクッション性が高いので、転倒時の衝撃を
軽減。断熱性も兼ね備えている。
■技術の特徴
■洗うことができて衛生的
■防炎付で安心
■通常の畳よりも軽量
■自社開発品
■ほどよいクッション性
介護施設をはじめ、教育関係や保育園・幼稚園、防災・備蓄としてなど、様々な
場所でご使用いただけます。

長崎県のものづくり企業

公益財団法人長崎県産業振興財団

■製品・サービスの紹介

■主な仕様
■カラー
・グリーン
・ピンク
・イエロー
■置き畳タイプ
・サイズ：850×850
・厚み：22mm
■敷き込みタイプ
・お部屋に合わせ寸法を取ってきっちり敷き込み致します。
・厚み：55mm
■実績納入
・長崎市内の介護施設様
・大村市内の介護施設様
・長崎市内の保育園様
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社 勝手

発行

◆所在地 ：

長崎県大村市松山町 236-3

事務局

◆担当者 ：

総務部

長崎県産業振興財団

◆TEL

櫨本明子

： 0957-52-3360

◆E-mail ： info@katsute.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社 カミナガ
「ダクタイル鋳鉄パネル枠工法：鋳兵衛・鋳田籠」

鋳兵衛は、沿岸漁業の衰退の大きな原因である藻場の枯渇を改善し、増殖礁・藻
場礁を安定して平らに海底へ設置することを目的としました。
■技術の概要
鋳兵衛・鋳田籠の枠体は主に河川の根固工、護床工、護岸工、落差工で使用され
ています。素材が耐腐食性に優れているため、感潮区域での使用も可能であり、
河川以外では土留工や谷止工としての使用実績もあります。
また、鋳鉄製枠を使う事により微量に溶出する二価鉄が動植物性プランクトン
の生成や水中植物・魚介類の育成に有効に働き、環境保全に役立ちます。又、枠
が強固であるため、詰石は安定し且つ空間も保持される為、魚介類の棲息空間・
荒天時の退避空間にも適します。
■技術の特徴
■強度や延性を改良したダクタイル鋳鉄製で、軽量なため人力作業が可能。
■パネル式のため、短時間での組み立てが可能。
■環境に配慮した材料を使用。
河川・陸上での実績
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■鋳兵衛の紹介（藻場礁・増殖礁）
陸上での組立

沈設完了

沈 設

沈設直後

沈設後 3 か月

沈設後 8 ヶ月

■主な仕様
《鋳兵衛・鋳田籠 標準パネル》

■納入実績
Ｈ30.4.1 現在、陸上・河川で 3７８件（全国）

お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社

◆所在地 ：

長崎県諫早市貝津ヶ丘 489-15

事務局

◆担当者 ：

総務部 菅

長崎県産業振興財団

◆TEL

カミナガ
裕介

： 0957-56-9703

◆E-mail ：

ysuga@kaminaga.co.jp

発行
公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI

「濃度安定性・長期保存性の問題を解決した世界初の弱酸性次亜塩素酸水」

株式会社環境文化研究所

〜 弱酸性次亜塩素水の概念を変えた

〜

ジアットＸ『キレイ空間』
■技術の概要
ジアットＸ『キレイ空間』は「次亜塩素酸だけを取り出す」をテーマに
開発された弱酸性次亜塩素水です。
これを可能にしたのが、ナノテクノロジーの１つである静電場技術です。
従来の弱酸性次亜塩素水の致命的な欠点であった長期保存性・濃度安定性を
世界で初めて解決することに成功しました。
この致命的な欠点を解決すると同時に、独自の技術で浸透性の高さを確保し、
現場レベルでの（除菌）消臭力をさらに高めたのが当次亜水です。
■技術の特徴
従来の弱酸性次亜塩素酸水
優れた性質
◯反応速度は次亜塩素酸ナトリウム
の 80 倍
◎幅広い抗菌範囲
（ノロウィルス含）
◎強力な除菌消臭効果
◎高い安全性
致命的な欠点
「長期保存性、濃度安定性」に問題
が残り信用性が得られず、普及に至
らず。

ジアットＸ『キレイ空間』
特性１：浸透性の確保により、さら
に強力な（除菌）消臭力を実現しま
した。
特性２：従来の弱酸性次亜塩素酸水
の優れた性質はそのままです。
特性３：弱酸性次亜塩素酸水の濃度
安定性・長期保存性の問題を世界で
初めて解決しました。
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■製品・サービスの紹介
空間清浄システム

J-BOY

お部屋の空気を、まるごと除菌消臭・感染予防
【据置型】インフルエンザ予防に特に威力を発揮！
病院や介護施設等で喜ばれています。
ジアットＸは空間除菌消臭力が非常に高い上に、
壁や空調のにおいも取れます。
１台で５０㎡まで対応できる圧倒的効率性を誇る
人気商品です。

電動噴霧器

Splash

除菌消臭作業の大幅な効率化に
【持ち運び型】10m 先まで噴射が可能です。
厨房、ロビー、居室やトイレ等の清掃作業の
仕上げにお勧めです。
作業効率が格段に上がる人気商品です。

■納入実績
ホテル日航ハウステンボス
長崎サンプリエール平安閣
産婦人科宮村医院
その他：病医院・ホテル等

ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート
ベストウェスタンプレミアホテル長崎
ハウスコミュニティ㈱、
敬称略

お問い合わせ先
発行

◆企業名

：

株式会社環境文化研究所

◆所在地

：

長崎市出島町１-43 D-FLAG103 号

事務局

◆担当者

：

矢口

長崎県産業振興財団

◆TEL

：

095-895-5405

研究開発推進グループ

info＠yuiclub.jp

TEL：0957-52-1138

◆E-mail ：

公益財団法人
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NAGASAKI
九州電通株式会社
「次世代通信を担う水晶デバイスの製造・開発企業」

■技術の概要
我が社は、水晶デバイス（水晶振動子、水晶フィルター、水晶発振器）の製造・開発を
行っています。 水晶デバイスの用途が拡大し 、顧客の要求が多様化する中で、旧型のリ
ードタイプから表面実装品（SMD タイプ）までの幅広い製品群を受注生産にて対応させ
て頂きます。従来型の水晶加工技術を発展応用させて、顧客の求める開発ニーズに幅広く
対応出来るように全社を挙げて取り組んでおります。
また、 独自の水晶デバイスの開発依頼、或いは、水晶周辺の回路設計に関するご質問
や解析・評価など、水晶デバイスに関連するご要望に対応し、短納期でサンプルを提供い
たします。

■技術の特徴


水晶振動子


水晶共振子を用いた振動子でリードタイプ、表面実装タイプ（SMD）に対応し様々
な周波数を提供しています。





SMD サイズ：7.5x5.0ｘ1.0 ～



周波数範囲：基本波で 200MHz を提供しています。

2.0ｘ1.6ｘ0.5

水晶発振器


水晶振動子と IC を一体化した製品で、固定発振器（SPXO）、温度補償型発振器
（TCXO）
、電圧制御型発振器（VCXO）など様々な特性を持った発振器を提供し
ています。



厳しい環境下の-40℃～85℃、125℃対応品も用意しており、リードタイプ、表
面実装タイプを提供しています。





SMD サイズ：7.5x5.0ｘ1.4 ～



周波数範囲：基本波で 250MHz を提供しています。

2.0ｘ1.6ｘ0.8

水晶フィルター


デジタル通信の普及下で、特殊なアナログ通信に必要な電波濾波器に用いられ、リ
ードタイプ、表面実装タイプを提供しています。



SMD サイズ：7.5x5.0ｘ1.0 ～



周波数範囲：90MHz を提供しています。

6.0ｘ3.5ｘ1.0
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■製品・サービスの紹介


小型高周波・高精度タイプ水晶発振器（MTT、DTT、MTG、MTO）製品事例
①

周波数温度特性の向上。
従来の AT-CUT 振動子を搭載した SMD 水晶発振器では対応が困難だった、周波数
温度特性が改善できるようになりました。

② 一般の TCXO よりも高周波で且つ高精度タイプの対応が可能。
本製品は 160MHz までの出力が対応可能です。60MHz 以上は、弊社特許を用い
た基本波の反転メサブランクを搭載しております。
③C-MOS タイプでの高周波出力
一般の TCXO が使用できない高周波の帯域でも C-MOS 出力での使用可能で、動
作電圧も 1.8V～3.3V まで対応しています。

■主な仕様
MTT

SMD 7.0x5.0x1.4mm

DTT

SMD 5.0x3.2x1.05mm

MTG

SMD 3.2x2.5x0.95mm

MTO

SMD 2.5x2.0x0.8mm

DTT

MTT

周波数範囲：10.000 - 160.000MHz
周波数偏差：±5ppm,±10ppm (max)

MTO

MTG

温度範囲：-40℃～+85℃（-55℃～+125℃も対応可）
動作電圧：1.8V、2.5V、3.3V

■納入実績
直販及び海外代理店を通して、世界中の様々な電気通信機器関連および自動車関連の各
メーカー様とお取引させて頂いております。

お問い合わせ先
◆企業名 ：

九州電通株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県大村市福重町３４０番地

事務局

◆担当者 ：

生産管理部（松尾、板倉）

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 0957-55-1313

◆E-mail ：

kdk@kdk-group.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
協和機工株式会社
「コンパクト化・低価格化を実現した新型パワースイングジャッキ」

従来大型機に匹敵する能力、作業現場に合わせた省スペース、低価格を実現！
■技術の概要
利用者にとって、①高層ビル密集地など作業スペースに制約がある場所でも
使用でき、海外への搬送も可能 ②現場での組立が可能 ③価格が大型機の３
分の１という低コスト、な新型パワースイングジャッキを開発しました。
■技術の特徴
幅広い地盤の削孔が可能
垂直施工の精度を保持
リモコン操作による安全施工
コンパクトで狭い現場にも対応
油圧駆動による低騒音・低振動の施工
簡易構造による低コスト・高メンテナンス性
新旧比較表

価格
性能
重量
大きさ
（縦ｘ横ｘ
高さ）ｍｍ

新型機

従来大型機

従来小型機

35 百万円

100 百万円

20 百万円

○硬質地盤対応可
○揺動・昇降動作
○油圧ユニット一体
23ｔ

○硬質地盤対応可
○軟質地盤のみ
○全周回転・昇降動作 ○昇降動作のみ
○油圧ユニット分離
○油圧ユニット分離
30ｔ

20ｔ

（ユニット分離）

2550ｘ3700ｘ2090

2300Ｘ2390Ｘ1385

2400Ｘ5500Ｘ1814

（ユニット分離）

（ユニット分離）

2400Ｘ3300Ｘ1814

（ユニット一体）
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■製品・サービスの紹介
寸法図・外観（ＨＳ－1500）

■主な仕様
（本体）

（油圧ポンプユニット）

型式

HS-1500

最大口径

最高使用圧力

23MPa
(230kg/cm2)

電動機出力

37kW+30kW

制御方式

リモコン操作
及び機側操作

Φ1480

揺動トルク

1100kN(112ton･m)

揺動角度

約 25°

引抜力

2800kN(285ton)

圧入力

700kN(71ton)

使用油

ﾀｰﾋﾞﾝ油 No.46

1300kN(132ton)

貯油量

600 ﾘｯﾄﾙ

鋼管把握力
昇降ストローク

500mm

本体重量

20 ton

油圧ポンプ
ユニット重量

3ton

■納入実績・現状
市場投入済み
お問い合わせ先
◆企業名 ：

協和機工株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県佐世保市沖新町 2-7

事務局 公益財団法人

◆担当者 ：

設計技術部 部長代理 有泉真二

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 0956-34-1311(代)

◆E-mail ： ariizumi@kyowakikoh.co.jp

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
協和機電工業株式会社
人々へ、社会へ、そして未来へ

「私たちは環境創造企業です」

各専門分野の技術力を集結して「ワンストップソリューション」で社会に貢献します。

■技術の概要
｢水｣と｢電気エネルギー｣の分野で蓄積してきたコア技術を基盤として、社会環境の改
善や省エネ社会の進展、生産設備の省力化、情報化社会実現などのために、協和機電工
業が保有する研究開発からシステム設計・もの造り・施工・施設運営までの一貫したワ
ンストップ型の問題解決力を、お客様に提供いたします。

■技術の特徴
 水処理・環境
上下水道施設や産業用水処理施設など各種水処理プラントについて、水質や処理目
的に応じた最適な水処理システム及び、その水処理機器をご提供いたします。
 監視制御システム
インターネットを活用した施設や設備の各種監視システムをご提案しています。
 産業機械
各種プラント機器設備及び各種工場内設備生産ラインの自動化、省エネ、省力化機
械設備の設計、製作及び据付工事を行っています。
 ネットワーク・ソフトウエア
お客様のニーズに合わせたシステム設計、ソフトウェア開発、構築、運用フォロー
を行っています。
 制御盤製造
水処理関連の制御盤をはじめ、各種盤の設計・製造、検査・付帯サービスまで、一
貫した生産体制と流れ生産方式によりお客様の生産性向上にお応えします。
 修理・メンテナンス
造船所・製鉄所のモーターやジェットファンなどの修理、修繕工事を行っています。
現地での取り外し、据付工事にも柔軟に対応いたします。
 電気工事
道路照明や信号などの電気設備・通信工事及び建築物の電気設備工事を通して、省
力化・省エネルギー化を推進し住みよいまち・居住空間づくりに貢献しています。
 機械工事
主に上下水道施設の機器据付・配管工事一式及びそれに伴う土木基礎工事などの付
帯工事一式を設計施工管理まで一貫して行っております。
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 電力事業
変電所、発電プラントの建設・増強、電気機器設備据付けを行っています。また、
それらの 24 時間体制の安全管理も行い、高い評価と信頼をいただいております。
 海外事業
国内で培った経験と実績による技術を基に、諸外国の環境技術との融合を図り、地
域形態に適合した環境サービスを提供いたします。

■製品・サービスの紹介
 水処理・環境
水処理システム（海水淡水化、含油廃水処理、廃水リサイクル）
水処理機器（除塵機、汚泥掻寄機、コンベアなど）、防災用品、その他
 監視制御システム
大気汚染常時監視システム、中央監視制御システム、マンホールポンプ
監視システム、Web 監視システム
 産業機械
専用加工機械、搬送、省力化・検査、自動化計装、医療機器
 ネットワーク・ソフトウエア
ネットワーク・サーバ構築、パッケージソフト開発・販売
 制御盤製造
高圧受変電盤、中央監視盤、計装盤、伝統・動力分電盤
 修理・メンテナンス
電動機整備・修理、ポンプ整備、減速機整備、ジェットファン整備
 電気工事
上下水道施設、発変電所建設、道路・トンネル・橋梁・ナイター、情報・通信設備
 機械工事
上下水道施設、工業・農業用水施設、給排水・空調設備、消防設備
 電力事業
変電所、火力発電所、内燃力発電所、水力発電所、マイクログリッド
海洋エネルギー関連機器
 海外事業
汚水処理設備、冷却水設備、海水淡水化設備、浄水装置

お問い合わせ先
◆企業名 ：

協和機電工業株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎市川口町 10 番 2 号

事務局

◆担当者 ：

営業本部

長崎県産業振興財団

公益財団法人

◆TEL

： 095-848-7788

研究開発推進グループ

◆URL

：

TEL：0957-52-1138

http://www.kyowa-kk.co.jp
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NAGASAKI
協和機電工業株式会社
「G-ace」「G-ace＋」含油廃水処理システム

■技術の概要
グリストラップ改善装置「G-ace」はオゾンの微細気泡（マイクロバブル）による浮
上分離効果を利用して、金属加工工場などから発生する切削廃水などの含油廃水を処理
する装置です。グリストラップ高度処理装置「G-ace＋」は微生物担体と MBR 膜を用
いた高性能な小型廃水処理装置で、G-ace と G-ace＋を組み合わせたユニット提案も
可能です。

■技術の特徴
グリストラップ改善装置「G-ace」
 産業廃棄物処理費用大幅カット
産業廃棄物量を最大 95％削減します。
 高含油廃水にも対応
G-ace は鉱物油、動物油など、油分を
含む廃水に効果を発揮します。
 コンパクトで省スペース
小型のユニットタイプなので、輸送コ
ストを抑えることができます。また、
設置場所を選びません。
グリストラップ高度処理装置「G-ace+」
 膜の汚れを防止し、膜洗浄も容易
セラミック製の MBR 膜を使った独自
のユニットで、自己洗浄能力に優れて
います。
 高度な浄化能力
高濃度微生物と MBR 膜によって廃水
を浄化します。処理水は河川放流基準
レベルまで浄化できます。
 コンパクトで省スペース
小型のユニットタイプなので、輸送コ
ストを抑えることができます。また、
設置場所を選びません。
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■製品・サービスの紹介
産業廃棄物量を最大 95％削減

2 ㎥/日の処理ユニットの場合、産業廃棄物処理費

用、ランニングコストを含めても、最大で約 170 万円/月のコスト削減が可能です。

■主な仕様
型式

Ｇ－ａｃｅ

Ｇ－ａｃｅ＋

処理能力

500 L/日

1000 L/日

寸法

W1360×D900×H1700(mm)

W3000×D1500×H2000(mm)

質量

450 ㎏

1000kg

電源

三相 200V/60Hz/2.1kW（*1）

三相 200V/60Hz/1.5kW（*1）

設置環境

屋内（*2）

屋内（*2）

(*1)日本仕様（海外仕様も可） (*2)設置条件等については事前にお問い合わせください

■納入実績
国内外に 7 カ所
 モーター類の高圧洗浄廃水と塗装ブースのケレン廃水を処理して下水放流

５０Ｌ／日
 切削油を濃縮減容、凝縮水を処理して産業廃棄物処分費用を削減

１００Ｌ／日
お問い合わせ先
◆企業名 ：

協和機電工業株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 376-5

事務局

◆担当者 ：

水処理エンジニアリング部門

長崎県産業振興財団

公益財団法人

◆TEL

： 095-881-2534

研究開発推進グループ

◆URL

：

TEL：0957-52-1138

http://www.kyowa-kk.co.jp
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NAGASAKI
協和機電工業株式会社
「M-one」監視制御システム（マンホールポンプ監視制御）

■技術の概要
マンホールポンプ一元管理システム「M-ONE」はインターネットを活用した施設や
設備などの各種監視システムをご提案しています。

■技術の特徴
✓ 机上で全ての広域施設を集中管理
広域に点在するマンホールポンプ施設をインターネットで管理します。また、パソ
コン上で遠隔操作も可能（オプション）
✓ イニシャル、ランニングコストの大幅削減
一体型コントローラで部品点数が大幅削減でき低価格を実現。情報利用料もパケッ
ト通信により、定額制で安心契約です。
✓ インターロック機能を搭載
点在するマンホールポンプが満水時には上流側（送り元）のマンホールポンプを一
時的に停止させ万一のオーバーフローを防止します。
✓ 詰まりも自動で解消
運転、停止とその時の電流値を監視することで、送水しているかどうかを認識、送
信していないと、配管の詰まりと判断し一定時間逆転運転を行います。
（標準搭載）
✓ 瞬時で確実な情報を配信
各施設のデータをリアルタイムに収集。トラブル、警報発生時には、あらかじめ登
録された管理担当者へ瞬時にメールを一斉送信。確認の返信があるまで繰り返し送
信し（回数は任意設定）確実な伝達を行います。
✓ バックアップシステムで停電時も心配いりません
最大 30 分間のバックアップ電源を標準装備。緊急時でも各施設の情報を把握でき
的確な対応が可能です。
✓ コントローラ異常時のバックアップ運転も万全
異常時の場合も、最低限の自動運転を続けます。万一コントローラが異常となって
もフリクトでの強制運転回路を組み込んでいます。
✓ 予防保全
起動時の電流値のトレンド機能を搭載。標準起動電流と比較し、検証することで故
障する前の予防保全計画に利用します。
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■製品・サービスの紹介
制御盤本体はスリムなのに、高機能。リアルタ
イム管理が可能です。 建設コストや管理コスト
のお大幅削減に成功した高機能が自慢です。
地震対策、火災対策、停電対策、雷対策など、
様々な災害対策とセキュリティで安心の情報
サービスを提供します。

■主な仕様
FOMA 回線を利用して複数の現場（ポンプ場等）からデータを定期的に収集し、リ
アルタイムな閲覧用データを構築します。収集データは ID・パスワードによって厳格
に管理され、同時にインターネットに接続できる環境があれば Web 画面で確認できま
す。
➢ 各現場の水位データ、運転状況、故障有無等を Web 画面に表示
➢ 故障発生時には登録されたメールアドレスへリアルタイムにメールを送信し、状
況をお知らせ
➢ 日報・月報・年報及び故障履歴、運転履歴等も表示

■納入実績
マンホールポンプ場はもとより、上
下水道施設、水位観測所、樋門、工場、
気象監視、トンネル監視、交通監視、設
備監視、道路排水監視等の監視システ
ムに有効です。
パケット通信を行っているため通信
コストが抑えられます。また、自前サー
バでなく ASP 方式のためサーバの導
入及び維持管理コストが掛かりません。

お問い合わせ先
◆企業名 ：

協和機電工業株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 376-5

事務局

◆担当者 ：

電機エンジニアリング部門

長崎県産業振興財団

公益財団法人

◆TEL

： 095-881-2578

研究開発推進グループ

◆URL

：

TEL：0957-52-1138

http://www.kyowa-kk.co.jp
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NAGASAKI
協和機電工業株式会社
「海水淡水化システム」海水から飲料水を造水します。

■技術の概要
渇水対策として弊社が保有する「水処理技術」「電気制御技術」を駆使し提供する海
水淡水化システムです。

■技術の特徴
海水を特殊な膜に通し、水分と塩分を分離する技術を用いた海水淡水化ユニットです。
✓ 造水量 5 ㎥/日程度の小型機から、50,000 ㎥/日超の大型設備まで幅広い能力のユニ
ットを製作可能です。
✓ 従来 2 段処理が必要であった逆浸透プロセスを 1 段処理としたことで、イニシャル
コスト、ランニングコストを大幅に低減しました。
✓ 淡水化プロセスで発生する高圧海水のエネルギーを回収することで、省エネを実現
しています。
✓ 前処理に標準で UF 膜を用いているため、海が荒れても安定した処理が可能です。
✓ 小型～中型のユニットはコンテナに収まるサイズを基本とするため、輸送・設置が簡
単です。
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■製品・サービスの紹介
平成 17 年 4 月から造水供給開始した「海の中道奈多海水淡水化センター」は
施主：福岡地区水道企業団による海水淡水化システムです。

■主な仕様
施設規模：50,000m³/日[生産水量]
施設構成：浸透取水設備・UF 膜設備・高圧 RO 設備・低圧 RO 設備・生産水導水設備
放流設備・薬品注入設備
建設場所：福岡県福岡市東区大字奈多字小瀬抜
設計・施工：大林組・協和機電工業 建設工事共同企業体
施設の特徴：浸透取水方式、UF 膜（限外ろ過膜）ろ過、高圧 RO 膜回収率 60%、低
圧 RO 膜によるホウ素除去
施設内部

システム
➢ 取水施設は淡水化センターの外海である玄界灘の約 600m 沖合いに施工され、Φ
600mm の集水管が集水面積 20,000m²に埋設されています。
➢ 浸透取水方式による海底からの緩速ろ過システムです。波浪の影響を受けずに安定した
供給ができます。
➢ 高圧 RO ユニットは 1 基にて 12,000m³/日の能力を持ち、運転台数の調整にて生産
水量の設定を行います。

■納入実績
海の中道奈多海水淡水化センター、沖縄県、五島市

など離島地区にも施工実績あり。

お問い合わせ先
◆企業名 ：

協和機電工業株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 376-5

事務局

◆担当者 ：

水処理エンジニアリング部門

長崎県産業振興財団

公益財団法人

◆TEL

： 095-881-2534

研究開発推進グループ

◆URL

：

TEL：0957-52-1138

http://www.kyowa-kk.co.jp
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NAGASAKI
協和機電工業株式会社
「救水箱」手動・リュックサック式簡易浄水器

■技術の概要
「救水箱」は災害時に貯留水をろ過し、2,000ℓ の飲料水を作ることができる手動・
可搬式の簡易浄水器です。
「救水箱 R」は災害時に貯留水をろ過し、2,000ℓ の飲料水
を作ることができる手動・リュックサック式の簡易浄水器です。

■技術の特徴
「救水箱」
✓ キャスター付きで持ち運びがラクラク！
✓ 組立・操作がシンプルでかんたん！
✓ 大容量ハンドポンプによる豊富なろ過水量！

「救水箱Ｒ」
✓ リュックサックになっているので、持ち運びがラクラク！
✓ 工具は不要！組立・操作はカンタン！
✓ 大容量「ろ過」能力でス～イスイ！
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■製品・サービスの紹介

■主な仕様
型式

KAW-200(救水箱)

KAW-201(救水箱 R)

タイプ

Ｗ４００×Ｈ４００×Ｄ３００

リュックサック

重量

約１３kg（乾燥時）

約９kg（乾燥時）

処理原水

プール水、風呂の残り水、貯水槽の水等

濾過能力

飲料水

200L/時（平均）総ろ過水量約 2,000L

生活用水

500L/時（平均）総ろ過水量約 5,000L

プレフィルター

ポリオフレン ろ過精度５μｍ

鉛、トリハロメタンフィルター

ゼオライト＋繊維活性炭

除菌フィルター

精密濾過膜フィルター 濾過精度０.１μｍ
手動式ウイングポンプ

ポンプ駆動方法

吐出圧力０.２２МＰ

手動式ポンプ

■納入実績
自治体、学校、避難所

など

お問い合わせ先
◆企業名 ：

協和機電工業株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 376-5

事務局

◆担当者 ：

水処理エンジニアリング部門

長崎県産業振興財団

公益財団法人

◆TEL

： 095-881-2534

研究開発推進グループ

◆URL

：

TEL：0957-52-1138

http://www.kyowa-kk.co.jp
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NAGASAKI
協和機電工業株式会社
「高性能繊維濾過装置」

■技術の概要
本装置は、対象原水の濁質除去を目的とした高性能繊維濾過装置です。
独自の技術（特許 第 6325746 号）で「高洗浄復帰性」
「高濁質除去性能」
「高速
濾過」
「高濁質対応」
「省スペース」と総合的に優れた性能を発揮します。各種水処理
設備の前処理として幅広く使用可能です。砂濾過機との置き換えも出来ます。

■技術の特徴
✓ 高洗浄復帰性
逆洗水と空気の力で繊維の汚れを振るい落とします。

✓ 高濁質原水に対応
水質の変動が大きい原水にも安定した運転が可能です。

✓ 高速濾過
砂濾過機の３～５倍（当社比）

✓ コンパクトで省スペース
狭い場所にも設置可能です。

✓ 優れた濁質除去性能
砂濾過機と同等の性能（当社比）

✓ メンテナンスが容易
面倒な濾材の入れ替えも簡単に出来ます。

日本国内特許

取得済

装置設置前

装置設置後
1

原水 処理水
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■製品・サービスの紹介
＜濾過時＞
【上から下へのろ過水の流れ】に加え【独自の内部構造】で繊維を圧縮します。
⇒繊維を十分に圧密化することで濁質除去性能を高めます。
＜逆洗時＞
【独自の技術（特殊な内部構造）
】で圧密化した繊維を空気と水の浮力だけで
引き伸ばし、解れた状態で洗浄します。
⇒繊維が捕捉した汚れを効率良く振るい落とします。

■主な仕様
型式

高性能繊維濾過装置

処理能力
濾過塔内径
ユニット寸法
電源

60～120m3/日（LV40～80）
φ300mm
W1360×1660×H1854mm
三相 200V/0.37kW（*1）逆洗時は 1.93kW

設置環境
濁質除去率

屋内（*2）
～95％（*３）

逆洗水量

0.7ｍ３/サイクル（*３）

逆洗時間

20 分/サイクル（*３）

(*1)日本仕様（海外仕様も可）
(*2)設置条件等については事前にお問い合わせください
(*３)標準仕様です。原水の水質によって異なります。

➢

オプションで遠隔監視による水質の管理も可能です。

➢

少量のサンプルでお試し試験出来ます。原水に合わせた装置を提案いたします。

■納入実績
下水処理場の 3 次処理、動物園の池、防火水槽など
お問い合わせ先
◆企業名 ：

協和機電工業株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 376-5

事務局

◆担当者 ：

水処理エンジニアリング部門

長崎県産業振興財団

公益財団法人

◆TEL

： 095-881-2534

研究開発推進グループ

◆URL

：

TEL：0957-52-1138

http://www.kyowa-kk.co.jp
2
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NAGASAKI
久保工業株式会社
「溶接後の溶接Ｈ形鋼傘ひずみ矯正を、ガス加熱ではなくロール式で安全作業」

オペレーターの経験と習熟を必要としない装置！

■技術の概要
今まで行ってきたガスバーナー加熱での作業ですと、作業者の経験と感が大変
重要となります。作業者の熟練度によっても精度や時間が大きく違ってきます。

そこで弊社のロール式Ｈ形鋼ひずみ矯正装置は、多年にわたる船舶ブロック、橋
梁及び建築鉄骨を製作してきた豊かな経験に基づいて、鋭意研究し改良の結果
完成した画期的な装置です。

■技術の特徴
※ ロール式の矯正装置なので、矯正時間が大幅に短縮。
⇒

10m のＨ形鋼なら約３分で両フランジの矯正が可能

※ メインのローラを取り替えることにより、造船所・橋梁及び建築鉄骨向け等
さまざまな場所での使用が可能。
※ 矯正中の圧力表示やフランジ板厚による矯正作業が、タッチパネルを使用す
ることにより、デジタル表示（見える）作業が可能。（オプション）
※ 製品サイズに応じて、さまざまな機種の選定が可能。
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■製品・サービスの紹介
溶接 H 形鋼ひずみ矯正装置＜KY-1003SK 型＞

■主な仕様
名

称

フランジ歪矯正

フランジ幅（ｂ）

150mm～1000mm

フランジ厚（ｔ２）

6mm～50mm

ウエブ高

（ａ）

400mm 以上

ウエブ厚

（ｔ１）

6mm～25mm

※製品の仕様をお教え下さい。機種の選定を行います。
■納入実績
国内外の造船所・橋梁メーカー・鉄骨ファブリケータ向けに約５００台納入。
お問い合わせ先
◆企業名 ：

久保工業株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県長崎市琴海村松町 511-1

事務局

◆担当者 ：

産業機械部 北浦栄次

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 095-884-0120

◆E-mail ： sanki@kubo-ind.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
サイエンスリサーチ株式会社
試作開発コンサルティング

「医療・福祉関連機器および環境・エネルギー関連機器試作開発」

サイエンスリサーチ株式会社は、平成３０年６月より工場１棟と研究所１棟を
保有し、QOL(Quality of life)の向上を目指した医療・福祉関連機器の開発およ
びモータや発電機などの環境・エネルギー関連機器の開発を行っています。
■技術の概要
医療・福祉関連機器の開発
① パワーリハビリテーション用機器
② 摂食嚥下機能評価用機器
③ 簡易呼気力測定器（ハッピー）
④ 排尿管理システム
環境・エネルギー関連機器
① 低速回転用多極発電機
② 風力・太陽光ハイブリッド発電機
③ マイクロ水力・太陽光ハイブリッド発電機
④ モータ試作開発（PM モータ、SR モータ、リニアモータ、高速モータ、等）
⑤ モータおよび発電機試験用 MG セット
■技術の特徴
医療・福祉関連機器の開発
① パワーリハビリテーション用機器：高齢者の血中酸素濃度を管理しながら大
村湾一周アプリを見て楽しく運動ができる足こぎ蓄電式バイク
② 摂食嚥下機能評価用機器：高齢者の誤嚥を検出するセンシング技術
③ 簡易呼気力測定器（ハッピー）：肺疾患者や高齢者の吹く力を数値的に測定
④ 排尿管理システム：膀胱内の尿量を超音波センサーで測定し管理することで
排尿障害を改善する（開発中）
環境・エネルギー関連機器
① 低速回転用多極発電機：風力発電およびマイクロ水力発電機用
②
③
④
⑤

風力・太陽光ハイブリッド発電機：垂直軸直線翼型風力発電＋太陽光発電
マイクロ水力・太陽光ハイブリッド発電機：マイクロ水力発電＋太陽光発電
モータ試作開発：PM モータ、SR モータ、リニアモータ、高速モータ、等
モータおよび発電機試験用 MG セット：モータおよび発電機の性能試験装置
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■製品・サービスの紹介
医療・福祉関連機器の開発

簡易呼気力測定器
摂食嚥下機能評価用機器
パワーリハビリテーション用バイク

環境・エネルギー関連機器

リニアモータ

風力・太陽光

マイクロ水力発電機

モータ性能試験用 MG セット

ハイブリッド発電機

■主な仕様 お問い合わせください。
自社製品の試作開発技術を活用し御社の製品開発を支援いたします。
■納入実績
長崎大学医歯薬学総合研究科・長崎大学工学部工学コース
鹿児島大学学術研究院理工学域工学系
三菱電機株式会社先端技術総合研究所、他
お問い合わせ先
◆企業名 ：

サイエンスリサーチ株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県長崎市旭町８番２３号

事務局 公益財団法人

◆担当者 ：

犬塚勝利

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 095-861-6330

◆E-mail ： inuzuka@ma.ejnet.ne.jp

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
サイエンスリサーチ株式会社
環境・エネルギー関連機器設計製作
「低速回転用多極発電機および風力または水力・太陽光ハイブリッド発電機」

サイエンスリサーチ株式会社は、平成３０年６月より工場１棟と研究所１棟を
保有し、低回転で電気を生むことのできる多極発電機技術をもとに、自然の力
を活用した垂直軸型風力発電機・マイクロ水力発電機・潮流発電機および洋上
風力発電機などの研究開発に取り組んでいます。
■技術の概要
小型風力発電およびマイクロ水力発電用多極発電機（ＳＧシリーズ）は、垂直
軸型風力発電や小規模水力発電用に開発された低回転対応型発電機です。翼車
と直結することができるので、増速装置が不要となります。
■技術の特徴
風力・太陽光ハイブリッド発電機は、垂直軸直線翼型風力発電機と太陽光発電
を組み合わせることで充電機能を高めた次世代型の新エネルギー発電装置で
す。風力発電機は低回転であるため振動や騒音がありません。電気のない場所
に設置することで、ＡＣ１００ＶまたはＤＣ２４Ｖの電源を供給します。
無落差・水平流れ用マイクロ水力・太陽光ハイブリッド発電機は、自社技術で
ある多極発電機と垂直軸型翼車を組み合わせた水力発電機であり、農業用水路
や下水処理場の排水路など落差のない水路に簡単に設置でき、流速毎秒 0.5m
から発電を開始します。
■製品・サービスの紹介

200W 多極発電機
３D プリント翼車⇒

マイクロ水力・
太陽光ハイブ
リッド発電機

風力・太陽光ハイブ
５ｋW 多極発電機

リッド発電機
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■主な仕様
低速回転用多極発電機
出力仕様 ５０W, ２００W, ５KW
風力・太陽光ハイブリッド発電機
① 風の方向に関係なく風速１ｍから回転開始
② 低回転であるため低騒音かつ低振動
③ 設置面積が小さく、運搬組立が容易
④ 出力はＡＣ１００ＶまたはＤＣ２４Ｖの２ウエイタイプ
⑤ 制御盤から電源を引くことができます
⑥ イルミネーションの点灯時間はタイマー設定可能
マイクロ水力・太陽光ハイブリッド発電機
① 流速 0.5m/s から回転および発電開始
② 低回転であるため低騒音かつ低振動
③ 設置面積が小さく、運搬組立が容易
④ 出力はＡＣ１００ＶまたはＤＣ２４Ｖの２ウエイタイプ
⑤ 制御盤から電源を引くことができます
⑥ 水路の幅と深さに合わせて設計製作いたします
■納入実績
低速回転用多極発電機は、平成２３年６月、5kW マイクロ水力発電用発電機
として納入、平成２５年５月、200W 小型風力発電機用として納入。
風力・太陽光ハイブリッド発電機は、
「平成２０年度長崎県新エネルギー・環境
産業参入支援事業補助金交付事業」にて製品開発、「平成２２年度長崎市トラ
イアルオーダー認定商品（認定番号 22-1）」平成２２年９月、長崎市総合運動
公園に夜間照明用として設置、平成２５年２月、長崎市稲佐山公園および長崎
東公園にペンギンエコツリーとして設置。
マイクロ水力・太陽光ハイブリッド発電機は、平成２９年１０月から西海市崎
戸町に設置し、平成３０年６月実証試験終了。

お問い合わせ先
発行

◆企業名 ：

サイエンスリサーチ株式会社

◆所在地 ：

長崎県長崎市旭町８番２３号

事務局

◆担当者 ：

開発課

長崎県産業振興財団

◆TEL

小谷直也

： 095-861-6330

◆E-mail ：

n.kotani@honey.ocn.ne.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社西海養殖技研
「次世代型海棲生物付着防止塗料による環境保全型養殖技術を国内外で展開中」

自社ブランドの環境・生物にやさしいファウルリリースタイプ（生物が塗膜に付
着しても容易に自重で離脱する機能）の次世代型海棲生物付着防止剤「セイフテ
ィプロ」を活用した環境保全型養殖技術で、今後、到来が予想される養殖水産物
の国際流通化時代に、必須とされる国際認証などの取得に優位な技術として、国
内外に広く展開中です。
■技術の概要
□安全性：物性のみを活用した「非溶出＋ファウルリリースタイプ」の技術です。
□環境保全性：漁場海底環境の自浄能力活用にやさしい技術です。
□廃棄物減量化＆省力化：除去残滓などの二次廃棄物処理を生じ難い技術です。
■技術の特徴
メカニズム

特徴・問題点

□忌避剤（重金属） □水質・底質汚染
従来技術

化学的

による海棲生物
の付着阻害

□薬剤消耗（溶出）で
の機能低下

□ シ リ コ ン の 撥 水 □環境負荷を低減
性
「セイフティプロ」 物理的

による海棲生物
の自重での剥離
～落下の繰返し

（溶出ほとんどなし）
□長期の防汚効果
□下地処理技術で樹脂
でも優れた塗布性
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■製品・サービスの紹介
【製品】（１液剤、上塗剤、下塗剤、希釈剤）

15kg

【業務委託・コンサル事業】
□調査・開発・評価・役務
□環境保全型養殖技術

3kg

■主な仕様
対象
セイフティプロ
セイフティプロ Ｓ

網篭

一液

浸漬

上塗
下塗
上塗

セイフティプロ ＨＢ
セイフティプロ シンナー

スプレー

下塗
箱物

下塗
－

容量

一液
上塗

セイフティプロ
セイフティプロ F

施工法

スプレー
浸漬
刷毛

希釈用

－

品番

15kg TC-D-N-15
15kg TC-D-N-15S
15kg TC-D-B-15
15kg UC-D-B-15
15kg TC-D-N-15F
15kg UC-D-N-15F
15kg TC-B-T-15
15kg UC-B-T-15
16L D-SS-16

■納入実績
□国立研究開発法人水産研究・教育機構、全国各地自治体、ヤンマー㈱、
ヤンマー造船㈱、富士フィルム㈱、古河電工㈱、㈱LONZA JAPAN、他
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社 西海養殖技研

発行

◆所在地 ：

長崎県西海市西彼町鳥加郷 8-8

事務局 公益財団法人

◆担当者 ：

研究開発担当 北原研司

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 090-9567-1833/0959-28-1237

◆E-mail ：

kkitahara@lily.ocn.ne.jp

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社三基
「木質バイオマスボイラ SANSANBIO」

木質バイオマスを燃料とし温水、温風、蒸気等の熱利用、給湯、暖房、滅菌、
乾燥等に使用。独自の燃焼技術にて高含水率の燃料でも燃焼が可能となり、生木
チップ、廃菌床（椎茸栽培）、または竹チップ等も燃料として利用できます。
■技術の概要
○自動運転
・燃料の連続投入装置を装備
・燃料炉内の燃焼状態にて燃料供給を自動制御
○無煙
・独自の燃焼技術にて、炉内で排ガスを２次燃焼させる事により、煙が出に
くい（生木でも OK）
○簡単操作
・タッチパネルにて運転状態を設定
■技術の特徴
○「焼却炉」技術をベースにして開発
・焼却炉製造技術・燃焼技術・ノウハウをもとに、安全性と使いやすさを追
求し開発された製品です。
○生木チップでも燃焼できる、安全なバイオマスヒーター
・独自の燃焼技術により、含有率の高い燃料でも完全燃焼が可能であるため、
生木チップや廃菌床、廃ホダ木なども燃料として使用でき、安全に燃焼す
ることができます。
・フィーダー（燃料供給機）と燃焼炉が連動しており、制御盤でコントロー
ルしています。タッチパネルにて簡単に風力・燃料の量等を設定・操作が
でき、また自動運転によって大幅な省力化が図れます。
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■製品・サービスの紹介
国産の木質系バイオマスボイラを開発しました。燃料の自動投入、全自動運転
が可能な製品です。これまで燃料に制約を受けていたバイオマスボイラですが、
独自の燃料技術にて高含水率の燃料でも燃焼が可能になり、生木チップ、廃菌床
（椎茸栽培）、または竹チップ等も燃料として利用できます。
温室効果ガス抑制、燃料費削減に効果があり、地域循環型社会形成に貢献ができ
る 製

品です。

■主な仕様
大きさ：3000×3000×3400mm/重量：10253kg/50 万 kcal
■納入実績
長崎県島原市「椎茸生産組合」、長崎県南島原市「椎茸生産組合」、長崎県西海市
「宗教団体」、長崎県西海市「遊湯館」、福岡県岡垣町「いこいの里」、福岡県篠
栗町「オアシス篠栗」、群馬県上野村「椎茸生産施設」、宮城県石巻市「災害廃棄
物処理業務（熱利用）」、北海道札幌市「札幌中央卸売市場リサイクル施設」茨城
県常陸大宮市「三太の湯」「四季彩館」
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社三基

発行

◆所在地 ：

長崎市大橋町 22 番 14 号

事務局

◆担当者 ：

エネルギー事業部

長崎県産業振興財団

◆TEL

内野政美

： 095-847-7171

◆E-mail ： Masami-uchino@sannki-nagasaki.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社三基
「施設園芸用バイオマスヒーター SAN SAN FARM」

木質バイオマスを燃料とし農業施設の暖房に使用。独自の燃料技術にて高含
水率の燃料でも燃焼が可能となり、ペレットを初め、生木チップ、廃菌床（椎茸
栽培）竹チップ等も燃料として利用できます。また、手投入にて丸太（１ｍ程度）
も使用可能です。
■技術の概要
○自動運転
・燃料の連続投入装置を装備(４㎥サイロ)
・燃料炉内の燃焼状態にて燃料供給を自動制御
・栽培品目に応じて、加温を４段階に制御可能
○クリーンな排気
・独自の燃焼技術にて、炉内で排ガスを２次燃焼させる事により、黒煙が出
ません。（生木でも OK）
○簡単操作
・タッチパネルにて運転状態を設定(４段サーモ)
■技術の特徴
○「焼却炉」技術をベースにして開発
・焼却炉製造技術・燃焼技術・ノウハウをもとに、安全性と使いやすさを追
求し開発された製品です。
○生木チップでも燃焼できる、安全なバイオマスヒーター
・独自の燃焼技術により、含有率の高い燃料でも完全燃焼が可能であるため、
生木チップや廃菌床、廃ホダ木なども燃料として使用でき、完全燃焼する
ことができます。
・フィーダー（燃料供給機）とヒーターがセットになっており、制御盤で簡
単に風力・室温等を設定・操作ができるため、自動運転する事で大幅な省
力化が図れます。
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■製品・サービスの紹介
国産の木質系バイオマスヒーターを開発しました。燃料の自動投入、全自動運
転が可能な製品です。弊社の製品は高含水率の燃料でも燃焼可能で、生木チップ、
廃菌床（椎茸栽培）、または竹チップ等も燃料として利用できます。

※温室効果ガス抑制、燃料費削減に効果があり、地域循環型社会形成に貢献でき
ます。
■主な仕様
大きさ：1150×2350×2340mm 出力：116kW/h
■納入実績
長崎県島原市「がまだす椎茸生産組合」、長崎県南島原市「農業組合法人サンエ
スファーム」、長崎県西海市「生長の家総本山」、長崎県西海市「遊湯館」、福岡
県岡垣町「いこいの里」、福岡県篠栗町「オアシス篠栗」、群馬県上野村「村営椎
茸生産施設」、宮城県石巻市「災害廃棄物処理業務（熱利用）」、北海道札幌市「札
幌中央卸売市場リサイクル施設」、長崎県対馬市「民間椎茸生産施設」
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社三基

◆所在地 ：

長崎市大橋町 22 番 14 号

事務局

◆担当者 ：

エネルギー事業部

長崎県産業振興財団

◆TEL

発行
内野政美

： 095-847-7171

◆E-mail ： Masami-uchino@sannki-nagasaki.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
三陽保安産業株式会社
「【人と環境を守る】をテーマに《快適な作業環境づくり》を提案し続け 60 年」

これまで蓄積した技術・ノウハウをベースに、空気の流れを制御する技術で、
多種多様化する工場内の《快適な作業環境づくり》を提案します。
小型移動式から広範囲大型装置まで、各種ご相談に応じます。
■技術の概要
○プシュプル型換気、局所排気、溶接・防塵・ヒューム対策、大気汚染・防音
対策、総合点検・整備契約システム、実演テストなど
○環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１認証取得・継続
○局排・区画排気に関する特許・実用新案、３件所持・２件申請中
○建設業許可票：国土交通大臣許可、管工事業・機械器具設置工事業
■技術の特徴
■プシュプル型換気装置
○密閉式：送風機/あり・なし、下降気流・水平気流
○開放式：送風機/あり、下降気流・水平気流・斜降気流
■局所排気装置
○囲い式フード：ブース型
○外付け式フード：側方吸引・上方吸引・下方吸引
○用途：鋳造トリベ出湯用、グラインダー作業用、粉塵用、電解槽用、
乾式塗装用、印刷溶剤ガス用、溶接ヒューム対策用、ほか
■平行層流排気装置
○広範囲の不特定位置における溶接作業やガウジング作業時のヒューム、
鋳物工場における型ばらし作業時の粉塵等を上昇流に従って吸引排出
■大気汚染防止対策
○吸収法排ガス処理装置、溶剤吸着・脱臭システム、集塵装置・除塵装置
■防音システム
○測定・診断、減音設計、工事施工、測定・引渡し
■総合点検・整備契約システム
○局所排気装置関係・除塵装置関係
■技術開発センター
○テスト用モデルセットを諫早工場に常備、実演テスト可能
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■製品・サービスの紹介
フレコンバッグ粉塵排気装置

コロコン上塗装作業用局所排気装置

伸縮式作業フード排気装置、安全増防爆型

電解槽（クロム酸対策）局所排気装置

スリット式衝突板付局拝装置

有機溶剤タンク局所排気装置

■主な仕様
乾式塗装用排気装置塗装ブースでの性能の例
捕集効果（％）

70～90

想定騒音値（ｄＢ）

装置前面

風量（㎥ /min）
フィルター材質

100～3000

74～78

紙製・樹脂製・金属製他

■納入実績
㈱ＩＨＩ、旭化成工業㈱、㈱荏原製作所、川崎製鉄㈱、川崎重工業㈱、鬼怒川
ゴム工業㈱、㈱クラレ、㈱神戸製鋼所、(独)産業技術総合研究所、信越ポリマ
ー㈱、住友金属工業㈱、大同信号㈱、大日本インキ化学工業㈱、大日本印刷㈱
大和ハウス工業㈱、中国電力㈱、東海旅客鉄道㈱、東京製鐵㈱、ＴＯＴＯ㈱
トヨタ自動車㈱、名村造船㈱、日東電工㈱、日本鋳鍛鋼㈱、㈱ブリジストン
会社概要・お問い合わせ先
◆企業名

：三陽保安産業株式会社

発行

◆住所

：長崎県諫早市西里町８３４

事務局

◆窓口担当者

：江濱 一郎

長崎県産業振興財団

公益財団法人

TEL：０９２－５８１－５８１５

研究開発推進グループ

E-mail：fukuoka@sanyo-hoan.com

TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
三陽保安産業株式会社
「【人と環境を守る】《快適な職場作り》の小型機シリーズ」

創業から６０年間蓄積された空気の流れを制御する技術で開発した、小型機
シリーズ「クドーシズカ」「すいとろー君」「A.C.B.３８」が大好評です。
■技術の概要
□移動式小型集塵機

「クドーシズカ」

静音タイプで優れた集塵性能の移動式小型集塵機を開発しました。
□小型溶接ヒューム回収装置 「すいとろー君」
小型で強力な吸引効果を追求した小型集塵機です。
設置スペースが少ない場所ではシングルタンク。
各種研磨作業やガウジングにも効果のある大風量型ダブルタンク。
汎用性の高い形状で、特注でガス系にも使える活性炭内蔵型も有ります。
□集塵装置付移動型作業台

「A.C.B.38」

研磨・気吹き作業等に最適で粉塵を漏らす事なく吸引する移動式集塵作業台
です。
■技術の特徴
□移動式小型集塵機 「クドーシズカ」
①騒音値 平均 58db：化学工場、半導体工場、研究室、病院等の作業場に
②吸引力が凄い！：発生源から 50cm 離れた位置でも吸引ＯＫ
③エコ製品：0.9kw の使用電力で 22 ㎥/min の風量
□小型溶接ヒューム回収装置 「すいとろー君」
(S)シングルタンク：ブロアー性能 最大 20 ㎥、サイレンサー付静音タイプ
(W)ダブルタンク：ブロアー性能 最大 60 ㎥、サイレンサー付静音タイプ
□集塵装置付移動型作業台 「A.C.B.38」
（Ａ：安全、Ｃ：クリーン、Ｂ：便利）
①粉塵則性能対応型：開口面平均吸込風速 1.0m/sec 以上
②低騒音設計：低騒音型ファン＋本体内部遮音材厚さ 50ｔ、25ｔmm
③パルスジェット装備（オプション）：作業終了後、フィルター自動清掃
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■製品・サービスの紹介
「クドーシズカ」

「すいとろー君」

「A.C.B.38」

■主な仕様
製品

クドーシズカ

すいとろー君
シングルタンク

ダブルタンク

A.C.B.38

型式

HTB-20LA2

HTS-10LA2

HTW-30LA3 ACB38

電源

3 相 200V

3 相 200V

3 相 200V

電動機出力

0.9kw

0.75kw/60Hz 3.7kw

3 相 200V
1.5kw

1.5kw/50Hz

風量

22 ㎥ /min

騒音値

約 58db

本体寸法

744(W)

重量

18 ㎥ /min

45 ㎥ /min

38 ㎥ /min

約 78db

68db

480

770

1209(W)

x 930(L)

x 840

x 1300

x 804(L)

x 989(H)

x1070(H)

x 1500(H)

x 1790(H)

155kg

78kg

155kg

270kg

約 68db

■納入実績
三菱重工業㈱、TOTO㈱、タカラスタンダード㈱、三菱電機㈱、名村造船㈱
長崎刑務所、福岡刑務所、大村工業高校、長崎工業高校、宇部工業高校、
有明高専、西日本プラント工業㈱、JR 博多総合車両基地、JR 熊本総合車両基
地、JR 白山総合車両基地、JR 函館総合車両基地、JR 吹田総合車両基地
JR 梅小路運転区
お問い合わせ先
◆企業名 ：

三陽保安産業株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県諫早市西里町８３４

事務局

◆担当者 ：

江濱 一郎

長崎県産業振興財団

◆TEL

： ０９２－５８１－５８１５

◆E-mail ：

fukuoka@sanyo-hoan.com

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
重松工業株式会社
「精密板金加工から製品組み立てまで一貫生産」

防塵環境での食品／医療関連板金加工～制御盤、ユニットの組立配線～試験まで、
一括受託生産が可能です。
■技術の概要
創業 60 年を迎え、大手電機メーカーとの多種多様な板金製品加工技術を
中核とし、最大製品重量 5 トンの大型板金製品、連結組立配線制御盤から
医療／食品分野の各種金属 精密塗装板金、意匠仕上げ品、国際規格対応の
航空機関連部品塗装など、技術技能の進化応用を推進しています。
■技術の特徴
◎大手電機メーカーＯＢ 専門スペシャリスト（設計、板金、塗装、組配、
機械、メカトロ）を積極雇用し、プロパー連携による顧客要求製品対応力
◎事業戦略方針に基づく 最新鋭設備の導入
設備装置名

導入時期

活用用途例

ベンディングロボット

平成 20 年

曲げ公差 0.1mm の量産精密板金の曲げ加工

防塵塗装ブース・乾燥炉

平成 23 年

精密意匠板金のゴミレスの塗装

バフ研磨機

平成 25 年

医療／食品向け精密ステンレス板金の研磨

パルスＭＩＧろう溶接機

平成 25 年

レーザー/タレパン
複合加工機
3Ｄ

ＣＡＤ

ベルダー研磨機
温度設定機能付き
防塵塗装ブース
ファイバーレーザー
溶接機

溶接歪が少ないという特徴を活かし、
制御盤の扉補強取付他
最大 3048Ｘ1524ｍｍの材料を金型、レーザー

平成 27 年

両方を用いて裏面傷を極小に押えて切断可能。
PCM（塗装）鋼板の加工他

平成 28 年
平成 28 年
平成 28 年
平成 29 年

市場の３Ｄ設計増加に伴い、データ授受による
短納期対応やデータ作成費の削減に効果
医療用精密板金のヘアライン仕上げ前処理
国際規格の塗料での塗装やハイグレードな
塗装品質要求品の塗装
高品質ビームにより高反射材や難材料に対して
も安定した溶接加工が可能
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■製品・サービスの紹介
ご要望に応じて、コスト削減の為の材料選定や構造提案も対応いたします。
図面またはデータでの見積り、製作可否に関してもお気軽にご相談下さい。
○切断加工（板厚の加工可能範囲）
軟鋼：0.5～25ｍｍ、ステンレス：0.3～12ｍｍ、アルミ：1.0～12ｍｍ
この他、電磁鋼板やアクリル板、銅板、型鋼類も加工できます。
（詳細はご相談下さい）
○曲げ加工（板厚の加工可能範囲）
軟鋼は 6ｍｍまで、ステンレスは 4ｍｍまで対応可能。
軟鋼 9ｍｍ、ステンレス 5ｍｍ以上の板厚は、ご相談下さい。
○溶接
半自動、ＴＩＧ、ＭＩＧ、スタッド、スポット溶接に加え、ファイバー
レーザー溶接も採用。
○塗装
脱脂・リン酸鉄系皮膜処理を搭載した自動コンベアライン完備。
粉体塗装、溶剤塗装の脱脂～塗装～乾燥までをライン化。
○組立配線
高圧・低圧インバータ制御装置、受配電盤、応用機等の各種制御盤から産業用
ＰＣ、道路表示装置等の各種電子機器ユニット、電源ユニット、映像装置まで、
製品の形態も大きさも多種対応可能。（5ｔクレーン設置）
○試験
ＩＰｘ５仕様の防水試験、絶縁耐圧試験の他、各種製品試験（高圧試験〈6.6Ｋv〉
、
低圧試験、動力試験、シーケンステスト）、開発検証試験に対応可能。
■納入実績
医療用手術台ステンレスヘアライン製品、食品加工業者様向けステンレス意匠
板金、Ｘ線検査装置、航空機関連部品の国際規格対応塗装、鋳物特殊塗装、
ＪＲ／私鉄向けホームドア板金筐体、回転機関連の送風機、インバータ制御装置、
産業用ＰＣ、大型冷却装置、半導体製造工場向け換気装置、道路表示装置、
重耐塩害塗装の各種装置 など
お問い合わせ先
◆企業名 ：

重松工業株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 183-16

事務局

◆担当者 ：

業務課

長崎県産業振興財団

◆TEL

深井

： 095-882-2032

◆E-mail ：

higematsu-industry@sigematsu.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138

長崎県のものづくり企業

公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
株式会社システック井上
「 「計測」
「制御」
「情報」のナビゲータとして“お客様の夢”を実現する。 」

◎ロケットエンジンの振動・圧力・流量を高速・高精度に「計測」する技術
◎電気・ガス・上下水道のライフラインを安定、安心、安全に「制御」する技術
◎半導体・液晶工場の生産と品質管理を効率よく確実に行う「情報」処理の技術
■技術の概要
各種製造工場の生産/品質管理及び医療システムを、最適な状況でご活用頂く
為に「情報」処理技術のノウハウを活用し、お客様が目指す本来の目的を達成で
きるようナビゲートいたします。
■技術の特徴
□製造業向けのソリューションプロバイダー
半導体工場をはじめ、各種製造業のお客様の 24 時間システムサポート、各種
システム導入、生産ラインの立上業務を通じてお客様のニーズに合わせたソ
リューションを提供します。
□自社開発のパッケージソフト
高付加価値、高品質なお客様のものづくりを自社開発パッケージをベースに
強力にサポート、またお客様固有のニーズにもフレキシブルに対応可能です。
・フレキシブル生産管理パッケージ STIViewer
・リアルタイム SPC 管理パッケージ SPCViewer
・設備稼働管理パッケージ ESTViewer
・設備保全管理パッケージ EQMViewer
・装置オンラインパッケージ

IPCViewer

□「医療情報統合」実現のためのシステム導入及びサービスの提供
全国の国公立・大学病院などにおいて導入・運用実績が豊富な横河医療ソリュ
ーションズ製品を中核とし、
「医療現場全体最適化」を念頭に、医療システム
の円滑な導入・運用はもちろん、お客様の業務の効率化やサービス向上といっ
た課題の解決についても、製品に精通したエンジニアが迅速かつ強力にサポ
ートしています。
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公益財団法人長崎県産業振興財団

■製品・サービスの紹介
ESTViewer（設備稼働管理パッケージ）
◆装置の稼動データを管理サーバーに収集
・格納することで、ブラウザ上で稼働状態を
リアルタイムに把握することができます。
◆ブラウザで表示するため、クライアント側

のインストール作業も必要ありません。
◆工場レイアウトや装置をミニチュアモデル

で可視化し、直観的に把握できます。
◆管理者なら全体を、担当者なら担当装置の

み、と様々な権限設定も可能で、リアルタイ
ムで分かりやすい見える化を実現します。
◆多彩な可視化情報（設備ステータスのガン

トチャート、日別・月別のグループ処理数、
稼働率、エラー解析等）を提供します。
■主な仕様
クライアント：Windows７、１０（Internet Explorer11）
サーバー
：Windows Server 2012
データベース：SQL Server 2012、2014
■納入実績
半導体製造工場、電子部品製造工場、液晶パネル製造工場、フイルム製造工場
機能性材料製造工場 他

お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社システック井上

発行

◆所在地 ：

長崎県諫早市貝津町 1103-1

事務局

◆担当者 ：

佐藤 学

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 0957-25-1301

◆E-mail ： satou@sys-inoue.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
システムファイブ株式会社
「IoT 技術：スモールオフィス向けエネルギー監視（SEMS）」

事務所内のエネルギー消費量を見える化し、無駄な電力使用を抑制します。
電力使用量が計画よりオーバーした場合、節電のリコメンドが出ます。
事務所内電気機器が現在どれくらい電気を消費していたかを皆で把握し
省エネオフィスを実現致しましょう。
■技術の概要

オフィス内の分電盤 3 カ所の消費電力の一括監視が低コストでできます。
・各分電盤のトータル消費電力監視
・各分電盤内のブレーカの 10 箇所の個々の消費電力監視
・分電盤の電力監視データはオフィス内の無線 LAN で小型サーバに送信
■技術の特徴
①各分電盤のトータル消費電力とブレーカ毎(10 箇所)の消費電力監視
事務所内の分電盤のブレーカ毎の消費電力をディスプレイに表示し、ブレー
カ毎に設定した消費電力のアラームレベルにて警報としてメッセージが出せ
ます。
②エネルギー消費量の前日との比較
③現在のオフィスの温湿度と天気予報の表示
④月間エネルギー消費量の比較
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■製品・サービスの紹介
リコメンド表示

天気予報表示

合計消費電力表示

時間帯毎最大電力表示

分電盤ブレーカ毎
消費電力表示
時間帯毎積算電力表示

■主な仕様
〇SEMS パワーユニット

・分電盤トータル電力 1 点／分電盤
・分電盤内ブレーカ電力 10 点／分電盤
・オフィス内温湿度／分電盤

〇SEMS サーバユニット

・SEMS パワーユニットｘ3 台の入力可能
・スタンドアロン型サーバ
・SEMS パワーユニットとは無線 LAN 通信

■納入実績
6台

お問い合わせ先
◆企業名 ：

システムファイブ株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県長崎市葉山１－９－３１

事務局

◆担当者 ：

杉永 淳平

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 095-856-6160

◆E-mail ：

j-suginaga@sfk-nga.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
株式会社シモダアメニティーサービス
「天然成分で安全

天然成分で効果のある

虫よけ剤『サスピュア』」

青森ヒバから採れるヒノキチオールに着目し、商品開発しました。
『サスピュア』は虫除け、抗菌、消臭、防カビに効果を発揮します。
■技術の概要
ヒノキチオールは植物由来の揮発性物質フィトンチッドの一つで、タイワン
ヒノキに多く含まれ、日本の樹木では青森ヒバに多く含まれます。
水性の『サスピュア』に含まれるヒノキチオールの濃度は 150ppm、スプレ
ータイプで、ペットに付くマダニの除去にも有効です。
また長崎県窯業技術センターと協同で、粘度鉱物にヒノキチオールを含ませ
た粉末タイプも開発、こちらは置くだけで３ヶ月間、ダニ除去効果が持続するこ
とが実証されています。
■技術の特徴
●消臭
ヒノキチオールの吸着消臭効果により、汗や靴の臭い、ペットの臭いなどあ
らゆる臭いを消臭します。
●抗菌
一般細菌、大腸菌、真菌（カビ）類など多
くの細菌に対して菌の増殖を阻止する抗菌
効果があります。スプレータイプなら寝具
やカーペットなど洗濯しにくいものにも使
えます。（右表：菌液 0.2ml をサスピュア
19.8ml に添加混合し経過を観察した。）

経過

大腸菌数

添加前

200000/ml

添加後 60 秒
添加後

9900/ml

５分

370/ml

添加後１０分

280/ml

添加後 30 分

10/ml

●防カビ
畳に常在するヒョウヒダニはカビを餌としているため、防カビ効果によっ
てダニが生息しにくい環境になり、カビ類の発生を抑える効果もあります。
●生活害虫の忌避
殺虫剤を一切使わないダニ忌避剤なので、アレルギーの原因となるダニの死
骸やフン（アレルゲン）の発生がありません。犬、猫に付くマダニの除去にも
効果的で吸血中のマダニもポロリと取れます。またシロアリに対しても効果
があります。
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【

ダニの除去効果

公益財団法人長崎県産業振興財団

/

縦軸：ダニ数（匹/半畳）、横軸：月/日
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サスピュア未設置B屋

】

●安全
100％天然素材なので、化学薬剤が使えない敏感な人も安心して利用でき
ます。病院、子供・老人関係の施設などでも皮膚刺激性試験で実証済みです。
また、保存料として食品添加物として認められています。
■製品・サービスの紹介
左：サスピュア（水性）
右：サスピュア（粉末）
「報道センターNBC」「TBS 報道特集」
で本製品が紹介されました。
■主な仕様
・サスピュア（粉末）：
・サスピュア（水性）：

5ｇ×4 包
300ｍｌ～20Ｌまで

■納入実績
インターネット、ラジオ通販
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社シモダアメニティーサービス

発行

◆所在地 ：

長崎市田上 4 丁目 8-13

事務局

◆担当者 ：

下田武志

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 095-820-7001

◆E-mail ： info@sas-ozone.com

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
新生電子株式会社 佐世保工場
「高精度、高性能なモノづくりでお客様に貢献します」

佐世保

「努力、信頼、感謝」を企業理念として、お客様に信頼される工場をめざして
邁進してまいります。
■技術の概要
2009 年に創業を開始した新生電子(株)佐世保工場は、新生電子グループ最新
の工場として他工場と連携を図りながら、基板実装・完成品&ユニット組立事業
で圏内のニーズにお応え致します。
基板実装はクリーン度、温湿度、照度、静電気管理など、それぞれに管理基準を
設け、定期的な監視を実施し、クリーンな環境でモノづくりをしております。
基板サイズは M サイズ（50mm×50mm～330mm×250mm）、L サイズ
（460mm×360mm）まで、豊富なバリエーションに対応致します。
■技術の特徴
産業用はもとより車載機器の実装実績も数多く経験しており、微小チップによ
る高密度、狭隣接実装など 高度な実装にお応えしています。
また、新生電子独自のトレースシステムを導入し（トレ撮れ君）、部品入庫から
出荷までの履歴を一元管理しています。

部材すべてに 2D コードを貼り付け⇒トレ撮れ君で撮像⇒マウンターで整合
性のチェック⇒部品入庫出庫管理、生産管理、治工具の管理、トレサビリティ
など 一元管理を実施しています。
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■製品・サービスの紹介
新生電子グループは『ワンストップソリューション@新生』企画・設計、部材調
達（支給）、単品受注からアッセンブリまでワンストップで「QCD」革新に貢献
致します。

■主な仕様
■SMT-1(M サイズ)

LM⇒はんだ印刷機⇒印刷検査機⇒高速 M⇒多機能 M⇒

多機能外観検査機⇒N2 対応リフロー⇒自動外観検査機
■SMT-2(M サイズ) LM⇒はんだ印刷機⇒印刷検査機⇒高速 M⇒多機能 M⇒
N2 対応リフロー⇒自動外観検査機
■SMT-3(L サイズ) はんだ印刷機⇒印刷検査機⇒高速 M⇒N2 対応リフロー
⇒自動外観検査機
■Dip 槽（M サイズ）基板幅：50mm～250mm 対応
≪その他の主要設備≫
・X 線検査機、自動 5 槽式洗浄機、ルーター式分割機、ダイザ―式分割機、ICT、
コーティング機、はんだ付けロボット
■納入実績
・産業用制御基板
・車載用制御基板
・ディスプレイ基板
・アミューズメント用基板（実装から完成品組立まで）
・完成品から SUB ASSY 組立
・設備機器（設計～部材調達～組立まで）

・制御盤組立

お問い合わせ先
◆企業名 ：

新生電子株式会社 佐世保工場

発行

◆所在地 ：

長崎県佐世保市崎岡町 2720-1

事務局

◆担当者 ：

営業課

長崎県産業振興財団

◆TEL

中山 尚登

： 0956-20-5011

◆E-mail ：

h.nakayama@shinsei-denshi.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
滲透工業株式会社
「表面改質のパイオニア」

表面改質処理により、高温酸化・摩耗・腐食雰囲気などの諸問題を解決
■技術の概要
材料の機械的性質を殆ど劣化させる事無く、材料表面に極めて密着性の良好な、
且つ、耐高温酸化性、耐食性、耐摩耗性、耐焼付性に優れた合金層を提供するの
が金属拡散滲透法です。

■技術の特徴
・カロライジング処理
Ａｌを金属の表面から拡散滲透させることにより、表面に高Ａｌ濃度の合金層
を形成させる処理。耐高温酸化性、耐浸炭性、耐窒化性に優れています。
・アルプレックス処理
アルプレックス処理とは、カロライジング層のマトリックス中に、セラミックス
層が形成されたもので、耐高温酸化性・耐摩耗性・耐食性に優れ腐食性ガス及び
溶融金属にも浸食されにくい処理です。
・クロマイジング処理
Ｃｒを選択的に拡散滲透させた処理。優れた耐摩耗性・耐焼き付き性を有し、
耐高温酸化性、一般的耐食性にも効果を発揮いたします。
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■製品・サービスの紹介

カロライジング処理
○ランスパイプ○熱処理治具、炉内金物○発電ボイラー部品○製鉄所向け部品
○半導体製造設備部品
アルプレックス処理
○発電ボイラー部品○製鉄所向け部品○熱電対保護管
クロマイジング処理
○自動車ターボチャージャー部品○自動車・自転車チェーン部品
○電気・電子部品
■主な仕様
当社の表面改質処理により、高温酸化・摩耗・腐食雰囲気などの諸問題を解決い
たします。あらゆる表面改質のご相談を社員一同心よりお待ちしております。
■納入実績
納入実績のある業種
○製鉄所、鉄鋼メーカー
○自動車、自動車部品メーカー
○自転車部品メーカー
○化学、セメント、石油各種プラント
○発電所、ごみ焼却炉
○電気、電子メーカー
お問い合わせ先
◆企業名 ：

発行

滲透工業株式会社

◆所在地 ： 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 376-10

事務局

◆担当者 ：

長崎県産業振興財団

◆TEL

営業部

営業課

橋口

： 095-882-0630

◆E-mail ： s.hashiguchi@shinto-lance.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社 杉原エンジニアリング
「あらゆる機械を創造する」

省力・省人・無人化を目指し[あらゆる機械を創造する]
■技術の概要
FA 装置の開発・設計。
・各種省力化装置の 設計製作
・ロボット及び周辺機器 設計製作
・各種産業機械 設計・製作
・特殊工作機械 設計・製作
・杉原式肥料累積配合プラント 設計・製作
FA＝ファクトリー・オートメーション、つまり工場の自動化を目指し、
省力・省人・無人化といった社会の要求に応えます。
■技術の特徴
弊社の装置はすべて受注生産であり、世にふたつとない装置を作る技術が最も
大きな特徴となります。よって、大手メーカーのように同じものを大量生産する
のではなく、お客様のニッチなニーズに合わせた製品をゼロから作り上げてい
くことができます。
また、個別の機械を組み合わせ、コンベア、ローダーなどを連携することで、
材料の投入から検査、袋詰め、箱詰めまでを一貫して行う一貫ラインの設計・製
作も対応しております。
近年では、少子高齢化で労働人口減少が懸念される中、ロボットシステム導入
による自動化・省力化は社会的なニーズの一つになっています。弊社の培ってき
た技術力と産業用ロボットを融合したロボットシステムを新たな事業の柱とす
べく、技術開発を進めております。
その他にも「3D CAD」や「画像処理システム」など先端技術を盛り込んだシ
ステム開発を積極的に展開しています。
■製品・サービスの紹介
＜医薬＞
シップ剤製造装置、シップ剤集積装置

他
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＜肥料＞
肥料製造プラント
＜その他＞
自動組立機、自動加工機

他

例）ラミネーター装置
加熱によりベースフィルムに 2 枚のシートを張り合わせる装置
左記は弊社装置の一部です。弊社
のあらゆる装置の数々はホームペ
ージで紹介しておりますので、是
非ご覧ください。
また、弊社の事業は製品と共に培
ってきた経験を活かした「自働化
支援サービス」とも言い換えられ
ます。お困りごとがございました
ら何なりとご相談ください。
■主な仕様
各種自動化装置、省力化装置、産業機械、自動搬送装置、粉体搬送装置、
杉原式累積配合プラント
＜企画・設計・製造・施工＞
■納入実績
シップ剤製造装置・シップ剤集積装置・反転装置・検査コンベア・シート加工機・
検査コンベア・袋詰装置・裁断装置・バルブ組立装置・簡易型ストッカー・波形
製造装置・パレタイザー／デパレタイザー・ラミネーター装置・フィルム延伸機・
メタル自動供給装置・金属部品加工装置 他

お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社杉原エンジニアリング

発行

◆所在地 ：

長崎県西彼杵郡時津町久留里 1048-16

事務局

◆担当者 ：

総務部

長崎県産業振興財団

◆TEL

杉原皓介

： 095-882-4321

◆E-mail ： info@sugihara-eng.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
西部環境調査株式会社
「i-Communication 技術に対応した 3 次元スキャニングシステムを採用」

濁水中の構造物や護岸壁面の亀裂・崩落など、高解像度ソナーを用いた 3D 水
中可視化技術です。
■技術の概要
これまで水中構造物の状態把握には、通常、潜水士による目視調査が行われてい
ました。この潜水作業では、濁りによる視界不良の影響や減圧時間の問題など
様々な制約があり、多くの作業日数や費用がかかっています。また、護岸などの
構造物維持調査では広範囲に目視する必要があり、的を絞った調査とは言い難
い状況です。
今回、弊社が採用している３次元スキャニングシステムは、事前に護岸や水中構
造物をデータとして捉えることで、調査計画など大きく寄与できます。この結果、
ポイント絞った効率良い調査と費用軽減が可能となります。

上段：プールでの計測テスト結果（ノイズをある程度除去したもの）下段：計測テストの模様
※

机、椅子の脚は測定できており、プール壁面の半分はコンクリート、半分はゴムの凹凸で
覆われている様子が撮影されている。

計測テストでは、水の透明度に関係なく数ｃｍ程度の凹凸も計測可能であるこ
とが確認されました。
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■技術の特徴
本機器は、海底や湖底に固定することでより詳細
な構造物の形状を測定することが可能となりまし
た。また、視界が悪い中でも海底や構造物側面の
状態を詳細に計測できる機動性に富んだ県内初の
新技術導入です。データは取扱いが簡単なXYZ形
式を採用し、GISや3D-CADなど特別な変換を必
要とせず利用が可能です

作業状況

■製品・サービスの紹介
【 主な用途 】
・港湾関連施設の維持、点検
・橋脚周りの深掘れ
・ダム堆砂口周辺の状況調査
・魚礁の状況把握など

■主な仕様

ソナーヘッド
(XY 軸に回転)

■対象機関
港湾管理者，橋梁管理機関，ダム管理事務所，港湾施設工事，港湾設計企業 等
お問い合わせ先
◆企業名 ：

西部環境調査株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県佐世保市三川内新町 26 番 1

事務局

◆担当者 ：

調査グループ/土橋，営業課/森田

長崎県産業振興財団

公益財団法人

◆TEL

： 0956-20-3232

研究開発推進グループ

◆URL

：

TEL：0957-52-1138

http://www.serc.jp/
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NAGASAKI
長建工業株式会社
「 鉄・SUS・アルミに自信あり！！ 弊社の強みは一貫生産 」

弊社は製品の設計から展開、切断、曲げ、組立、溶接、塗装、納品までを一貫
して行う事が可能です。もちろん、部分的な対応も可能で一品物から量産物、
様々な材質、形状などにも対応致します。まずはお気軽にご相談ください。
■技術の概要

■技術の特徴
〔設計・展開〕受領図面からはもちろん、スケッチ等からも具現化します。
〔切断〕用途に合わせた方法（ﾚｰｻﾞｰ/ﾌﾟﾗｽﾞﾏ/ｶﾞｽなど）を用いて切断します。
〔曲げ〕角度曲げ、R 曲げなどモノ（板厚/ｻｲｽﾞ）に合わせた機械で施工します。
〔組立・溶接〕様々な溶接機器を揃え、薄板から厚板と幅広く対応します。
〔塗装〕専用の建屋内にﾌﾞｰｽ、乾燥炉を完備し対応しております。
〔納品〕自社便を複数台所有しておりタイムリーにお届けが可能です。
〔その他〕モノづくり以外にも建設部門、商社機能（電材/電設資材など）を
もった部門があるので仕入れも含めた製作や建築関係を含めた
現地施工など様々なリクエストに応える事が可能です。
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■製品・サービスの紹介（仕様）

SUS 1.0ｔ

L350×W250×H150

排気ダクト Φ6,000×H5,000

SUS 1.0ｔ

L350×W250×H150

FDF サイレンサー W4,000×D3,500×H4,000

■主要取引先
三菱重工業㈱長崎造船所様 / 三菱日立パワーシステムズ㈱様 / 時津町役場様
三菱重工船舶海洋㈱様 / 三菱日立パワーシステムズ検査㈱様 / 長崎県様
東芝三菱電機産業システム㈱様 / 長菱ハイテック㈱様 / ㈱新長崎製作所様
菱重 F＆P㈱様 / 長崎自動車㈱様 / 国土交通省様

お問い合わせ先
◆企業名 ：

長建工業株式会社

発行

◆所在地 ： 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷 1000-145

事務局

◆担当者 ：

長崎県産業振興財団

◆TEL

古谷 和行

： 095-882-2485

◆E-mail ：

togitsu@cyouken.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
有限会社東亜工作所
「大型・中型の精密機械加工」

最新鋭の設備を導入し、風力発電機部品、原子力関連部品、液晶
半導体製造装置部品、航空宇宙関連部品等、複雑形状部品の重切削から
高精度切削までの機械加工全般を手がけています。
■技術の概要
創業 65 年の当社は最新の設備と技術力で高品質な製品をお客様に安定提供す
ることを目指しております。大型の工作機械を多数導入しており、大型ターニン
グを 8 台保有しており九州圏内ではトップクラスとなります。また、5 面加工
機、5 軸加工機等大小 30 台の工作機械を保有しており、県内外問わず幅広い
業種の部品加工に携わってきた実績があります。
■設備紹介
五軸加工機（φ2300*1600）

ターニングセンター（φ2500*1850）

ターニング（φ2500*2000）

五面加工機（6000*3000）
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■加工製品の紹介
発電機ケーシング部品加工

機械要素技術展出展作品 1

機械要素技術展出展作品 2

アルミチャンバー部品加工

■主要取引先
三菱重工業株式会社 東芝三菱電機産業システム株式会社
株式会社瑞光 株式会社三井三池製作所
日本ビソー株式会社 株式会社品川工業所
平田機工株式会社

お問い合わせ先
有限会社

◆所在地 ：

長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 376-10

事務局

◆担当者 ：

黒崎 智

長崎県産業振興財団

◆TEL

東亜工作所

発行

◆企業名 ：

： 095-882-5796

◆E-mail ：

kurosaki-t@toak.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社東洋機工製作所
「顧客ニ－ズに応え、あらゆる用途に最適な送風機を設計、製造致します。」

他社に負けない技術力、製造力を活かし顧客満足を得られる製品作り。

■技術の概要
当社の品質方針を「高い顧客満足を目指した、高品質の実現」とし、顧客毎にカ
スタマイズが必要な少量多品種な製品を、あらゆる解析ツ－ル、製造ツ－ル、検
証ツ－ルを活用し顧客ニ－ズに応える高品質な製品を設計、製造しています。
環境先進を掲げ、エネルギ－効率が高く、資源効率に優れた製品の開発を推進し
ております。
■技術の特徴
①顧客毎の様々な仕様に対応するカスタマイズ設計
様々な使用環境、条件に対する材料選定、強度解析による材料、構造決定、
3DCAD による制限スペ－スへの設置検討、気流解析による風の流れの検討
等によるカスタマイズ設計を行っている。
②性能、強度検証
製品性能を確認する性能試験装置による測定、半無響音室での騒音確認
（小型送風機）、送風機羽根車の回転応力測定、加振試験装置による強度検証、
FFT での固有振動数確認による共振防止等による製品品質確認検証を
行っている。
③製品製造技術
鋼、ステンレス、アルミ各種材料の切断（レーザ－、ガス、シャ－切断）、
曲げ（プレス、ベンディングロ－ラ）、溶接（手溶接、ロボット溶接）の設備、
技術を有し、溶接については、欧州溶接規格 EN15085 を取得している。
機械加工設備も有しており、各部の嵌合部、シ－ル部等の精度を必要とする
部分の加工も行っている。
又、回転する羽根車のバランシングマシンによるバランス調整、自社製治具
による組立により、精度のよい製品を目指している。
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■製品・サービスの紹介

①産業用送風機

①産業用送風機
換気、空調、電動機冷却、食品生産
設備用等、様々な用途でご使用頂け
ます。
②鉄道車両用送風機
鉄道車両の空調装置用、主電動機
冷却用、主変換装置等の各種電機品
冷却用等に使用され、国内新幹線
ではトップシェアを誇り、在来線、
地下鉄、又、海外の高速列車にも
採用されています。
■送風機羽根車型式
ターボ形、ラジアル形、多翼形、

②鉄道車両用送風機

軸流形、プロペラ形等の羽根車
をラインアップしております。
■主な仕様
①風量：6000m3/min 以下
②風圧：10000Pa 以下
③駆動モ－タ出力：0.1～110kＷ程度
■納入実績
①産業用送風機
三菱電機(株)、東芝三菱電機産業システム(株)、安川モ－トル、
伸和コントロ－ルズ(株)、多田電機(株)、日清食品 HD(株)等
②鉄道車両用送風機
国内：JR 新幹線、在来線、私鉄、地下鉄等の鉄道会社、三菱電機(株)、
(株)日立製作所、等
海外：米国、英国、中国、インド、豪州、韓国、イタリア、台湾、オランダ等
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社東洋機工製作所

発行

◆所在地 ：

長崎県島原市有明町大三東乙 813

事務局

◆担当者 ：

業務部

長崎県産業振興財団

◆TEL

営業課長

河内利公

： 0957-68-2101

◆E-mail ：

kawauchi＠tkkss.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
有限会社トーワテック
「FA・遠隔監視システムエンジニアリング/センシング技術開発をサポート」

■技術の概要
製造業における生産管理/品質管理といった FA システム開発から自動化制御に
至る要件定義～設計/開発～導入/保守を一貫してサポート！
ビル/商業施設/プラント施設等の中央監視(SCADA/EMS)や遠隔監視および無線
技術やインターネット技術を用いた遠隔制御のご提案も実施し、IoT/M2M（セン
サーネットワーク）といった技術研究とセンシング機器開発、及び共同事業として
の試作開発・評価～製品化展開のサポートも進めております。
■技術の特徴
➢ 半導体工場・プラント系 FA システム事業
工程管理、ロット管理、品質管理、製造指示、進捗管理、生産設備制御等、
トータルシステムソリューションに関する提案を行っております。
また、加工/検査装置、各種計測機器とのインターフェースや PLC 等を用いた
自動化制御から最上位システムとの連携に至る、様々なシステムニーズを一括
してお受けする事ができます。
➢ 見える化・遠隔監視制御・省エネ化事業
DSC（分散制御システム）、SCADA（産業制御システム）による中央監視シ
ステムをご提案いたします。また、各種デバイス（DDC/PLC 等）通信規格に
準拠したオープンネットワーク（BACnet/LON/MODBUS 等）や無線通信技
術（ZigBee/BLE/WiFi）等を用いた最先端システム構成により機器配線設置コ
ストを低減できるシステムもご提案可能です。
➢ IoT/M2M・無線化機器事業（試作～製品化までを一環してサポート）
センシング技術を用いて、様々なデータをオープン化する事を目的としたデ
ータ収集用センシング機器の開発、また収集データのオープン化（DB/クラウ
ド展開）および収集データの分析ソフトウェア開発（傾向監視/故障予兆 分析）
等 IoT に関連する技術開発を行っております。
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■納入実績
半導体工場・プラント系 FA システム事業
 各種設備（製造装置/搬送装置）の自動化制御と稼動管理システム
 生産管理/スケジュール管理システム
見える化・遠隔監視制御・省エネ化事業
 中央監視：クリーンセンター中央監視
下部 PLC/各種 IO 機器、上位 SCADA による
リサイクル品粉砕設備ライン自動制御と稼動管理
 中央監視/遠隔監視：ビル/ファシリティ中央監視
各種 IO 機器/受電設備/照明・空調等を DDC による制御
上位 SCADA による受電/空調/照明等の自動発停と遠隔
監視制御、EMS 分析等
ＩoＴ/M2M・無線化機器事業
 遠隔監視：油圧装置センシング/データ分析機器
Arduino/RaspberryPi/ZigBee を用いた船舶搭載
油圧装置の稼動データ収集とデータ分析（故障予兆）
 遠隔監視：環境データ測定値監視機器





同機器へ収集した環境測定データをクラウド展開し
異常値の検知と各種報告データ集計等の仕組みを実装
異常監視：SmartSensingModule for LoRaWAN
各種既存設備等への"ポン付け"可能なセンシング機器
「積層信号灯」「アナログメータ」「フローメータ」の
異常検知や「振動傾き」「電流(直流/交流)」のデータ
監視を行う IoT センシング機器
画像認識判定エッジコンピュータ
製造業(食品/加工等)での画像認識技術による状態判断
・食品製造ラインでの品種毎の賞味期限自動判定
・食品製造ラインでの商品欠品画像認識判定 etc.

お問い合わせ先
◆企業名 ：

有限会社トーワテック

発行

◆所在地 ：

長崎県諫早市宇都町 19-4

事務局

◆担当者 ：

IT エンジニアリング GR 津田 芳宏

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 0957-22-3744

◆E-mail ：

y.tsuda@towatec.com

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
長崎機器株式会社
「計量包装から出荷まで、一貫して責任を持ちます」

1951 年（昭和 26 年）の設立以来、自動計量機、自動包装機、フレコン充
填機、集積包装機（商品名：サッカー）等の機械を開発し、蓄積された技術で今
日まで進化をさせてまいりました。
■技術の概要
〇自動計量機（ＰＳ-5100）
・コンタミレス構造
・計量制御部のユニット化
・高精度、高能力
〇自動包装機（ＭＺ-Ｖ）
・コンパクト化（従来方式の約５６％：当社比）。
・製品充填から袋内脱気、袋口シール迄を連続で行います。
■技術の特徴
〇自動計量機
・全ての駆動装置及び軸受けを計量部外に設置し、ボルトレスによる組立に
て製品への異物混入（部品・擦れ粉等）をシャットアウト。
・上記構造と共に、計量部は粉塵の堆積を極力少なくする構造により、清掃
等のメンテナンスが簡単。
・計量制御はカットゲート（サーボモータ式、エアシリンダ式）、
電磁フィーダ、スクリューフィーダの組合せにて選択可能。
計量する製品に応じ最適なユニットを選択。
・高機能計量コントローラ及びサーボモータにより、高精度、高能力を実現。
○自動包装機
・従来横送り方式を縦送り方式にすることによりコンパクト化が可能。
狭い工場でも、自由にレイアウトの構築が可能。
・サーボシステムを導入することにより、袋送りと下部コンベアを連動させ
ることで充填袋の搬送が安定。
・ノズル式脱気装置を組み込むことにより、袋内のエアを抜き、パレット等
に積み付けても荷崩れがしにくくなります。
・温度制御方式インパルスシール機にて確実なシールを行います。
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■製品・サービスの紹介
○自動計量機（ＰＳ－５１００）

◎自動包装機（ＭＺ－Ｖ）

■主な仕様
○自動計量機（ＰＳ－５１００）
計量方式：ネット計量
計量制御：サーボ式カットゲート
計量能力：800～1400 袋/時
計量精度：±1/1000～±1/2000

◎自動包装機（MZ-V）
充填重量：10～30kg
処理能力：600 袋/時以上
袋サイズ：～540W/～820L

■納入実績
国内大手石油化学、肥料、飼料、食品等の工場他、海外 65 ヶ国に輸出。
※記載商品の外にも、省力化機器を製造しておりますので、HP を参照下さい。

お問い合わせ先
◆企業名 ：

長崎機器株式会社

◆所在地 ：

長崎県西彼杵郡時津町元村郷 820

◆担当者 ：

営業本部 営業技術部 畑辺

◆TEL

： 095-882-2411

◆E-mail ： info@nagasaki-kiki.co.jp
◆URL

：

http://www.nagasaki-kiki.co.jp

発行
事務局

公益財団法人

長崎県産業振興財団
研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
長崎菱電テクニカ株式会社
「現場の声から生まれた生産支援ツール」
ものづくり ひとづくり 未来づくり

ものづくりの付加価値向上と生産性向上を目指した、生産支援ツールの開発
及び製品化を積極的に進めています。
■技術の概要
得意とするものづくりをベースに、生産支援システム（作業支援・作業分析・
自動化など）による、省力化・高生産性・高品質を実現しています。
■技術の特徴
改善に最も必要とされる現場の声を機能として装備し、誰にでも使いやすい
操作のシンプル性を追求した生産支援ツールです。
■製品・サービスの紹介
○デジなび工房
デジタル作業指示システム
ロータリー式ピッキング

ヒューマンエラー防止（品質向上）
素人工化
作業者育成期間の大幅短縮
作業負担軽減
トレサビリティー管理

※開発実証中

３Ｄプリンタ造形：龍頭
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○むだトル～ノ
・ＩＥ手法の時間研究を効率的に支援するソフトウェアです。
従来：ストップウォッチでの時間測定
当社システム：撮影した動画を基にクリック操作で簡単に時間を記録
動画と分析結果のリンクで作業を定量的に見える化（時間分析）

・動作環境
Windows 7 以降
Windows MediaPlayer12 以降
Microsoft Excel2013 以降
※マイクロソフト製品の名称及び製品は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

○より太郎（より線の提供）
ボビン供給・直接加工により
・２～4 芯のより線を全自動加工
・電線カット不要（全長尺対応）
・お好みのよりピッチを実現
・より戻し（ねじれ防止）対応
・φ0.２～3.９ｍｍに対応

より太郎

■納入実績
デジなび工房：社内生産ライン導入
むだトル～ノ・より太郎：一般販売準備中
お問い合わせ先
◆企業名 ：

長崎菱電テクニカ株式会社

◆所在地 ：

長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 517-7

◆担当者 ：

営業部

◆TEL

社会インフラ営業課

： 095-881-1413

発行
事務局

公益財団法人

長崎県産業振興財団

◆E-mail ：

Ryotech@rk.MitsubishiElectric.co.jp

研究開発推進グループ

◆URL

http://www.ryoden-technica.com/

TEL：0957-52-1138

：
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NAGASAKI
株式会社中野製作所
「接着剤を使わないゴムと樹脂の複合材製造技術『ラジカロック®』」

■技術の概要
『ラジカロック®』とは、ゴムの成形時に生じるゴムの分子鎖の架橋反応を、
ゴムと樹脂の分子鎖の間でも発生させることで、ゴムと樹脂の分子鎖を化学結
合させる技術です。化学結合による分子間架橋結合のため、結合強度（接着強度）
が高いのが特徴です。
■技術の特徴
優れた接着強度
『ラジカロック®』はゴムと樹脂の分子鎖を化学結合させる技術なので、
接着剤を使わずに極めて強固に結合した複合材を製造することが可能です。
難接着材でも接着が可能
特に接着が難しいと言われるシリコーンやナイロン樹脂においても十分な
接着強度を確保できます。
安全性の向上
接着剤の毒性や臭気などの理由で接着剤を使わずにカシメやネジで固定す
る場合、部品の脱落の心配がありますが、
『ラジカロック®』ならそのよう
な問題も起こりませんので、飲料や食品医薬関連分野でも活用できます。
金属代替による軽量化が可能
通常、ゴムを接着して使用する場合、ステンレスやアルミなどの金属部品
を使用するため重くなります。
『ラジカロック®』なら金属を樹脂に置換る
ことができ、軽量化が可能となります。
複雑な形状や微小な製品も製造が可能
『ラジカロック®』はゴムと樹脂の界面で架橋反応が起こり結合します。
そのため、接着剤を塗布する必要が無く、小さな部品や複雑な製品でも
安定して結合させることが可能となります。
■製品・サービスの紹介
樹脂と複合化できる工業用ゴム製品全般の開発と製造が可能
⇒EPDM・ウレタン（ミラブル）・シリコーン・NBR（HNBR）など
樹脂と複合化できる高機能ゴムの開発と製造が可能
⇒耐摩耗性向上や高摩擦・セラミック粒子含有ゴムなど
『ラジカロック®』を使用した高機能ゴムとの結合製品の開発と製造が可能
⇒マラソンシューズや紳士靴の靴底など
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■主な仕様
お客様のニーズに合わせ、最適な使用をご提案致します。
樹脂材質：ｍ-PPE、PA612、PPA など
ゴム材質：EPDM・ウレタン（ミラブル）・シリコーン・NBR など
ゴム特性：摩耗性、摩擦特性、状態物性など
■納入実績
様々な分野で大手メーカー様と直接お取引させて頂いております
金融機器端末の搬送ローラー、金銭機器端末の給紙ローラー、
発券機用ローラー、スポーツシューズ・紳士靴の靴底など

お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社中野製作所

発行

◆所在地 ：

東京都葛飾区細田 3-30-6

事務局

◆担当者 ：

タスクマネジメントグループ 中山

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 03-3658-7257

◆E-mail ：

yoshi_nakayama@nakasei.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
中野鉄構株式会社
「ONLY

ONE ロボット溶接システム」

今までにない ONLY ONE ロボット溶接システムの販売から治具製作まで
あらゆるニーズに対応する自動溶接トータルコーディネートの実現！！
■技術の概要
従来、ユーザー様の負担が大きかったロボット溶接機を独自の技術で
システム化し、ユーザー様がスイッチを押すだけで溶接工程が完成する
自動化システムを御提案致します。
■技術の特徴
★従来のロボットシステムの問題点
① パッケージシステムによる製作品目の制限
② 治具及びシステム変更フォロー体制の不足
③ ティーチング変更に要する手間
⇒

折角購入したロボットが貴社に眠っていませんか？

★ONLY ONE ロボット溶接システムの利点
① 世界で一台しかないロボット溶接システムの構築
② 治具及びシステム変更フォロー体制の構築
③ 使用開始後の必要に応じティーチング請負可能
④ 溶接機以外の搬送・運搬までのトータル自動化の御提案
★ロボットシステム導入までの流れ
① 製作したい図面の引取
② 予算金額のヒアリング
③ 設置可能スペースのヒアリング
④ 溶接スピード・方法などのヒアリング
★製作メーカーでなければ出来ない受託生産対応
※導入したロボットシステムで製作出来ない場合は当社で受託生産可能！
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■製品・サービスの紹介
○大型製品ロボット溶接システム（受注生産品）

○小型製品ロボット溶接システム（受注生産品）

※詳細はユーザー様のニーズに合わせ製作させて頂きます。
■主な仕様
溶接ロボット
溶接電源
オプション品

：FANUC ARC Mate 0iB 100iC 120iC
：350A、500A【FANUC、ダイヘン、リンカーン】
：各種治具 、 1 軸ポジショナー 300K～1000K
2 軸ポジショナー 500K
※その他ニーズに合わせ御提案させて頂きます。

■納入実績
詳細は下記にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
◆企業名 ：

中野鉄構株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県西彼杵郡時津町日並郷 3611

事務局

◆担当者 ：

中野 匡

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 095-882-0362

◆E-mail ：

nakano.tk@triton.ocn.ne.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社ナカムラ消防化学
「人と環境に優しい消火用品：火護之守シリーズ」

総務省より認可された国内８社ある消防ポンプ自動車製造メーカーの１社で
す。消防ポンプ自動車以外にも消火薬剤や消火器具などのオリジナル製品を開
発。
「消防・防災の総合メーカー」を目指し、海外も視野に入れた取組をしてい
ている会社です。
■技術の概要・特徴
○火護之守オートマチック
ホルダーを壁や天井に固定させ、本体をセットするだけで配管工事は不要。火災
発生時は７２℃でヘッドのハンダ部分が溶けて脱落し、圧縮されていた消火薬
剤が噴出して消火します。自動消火の為、お留守やおやすみの際に、万が一火災
が発生した場合、ダイレクト消火で瞬時に危険火を制圧します。
○火護之消球
ボール型消火容器を、火元近くの床や壁に投げるだけで容器が割れ、消火剤がす
ばやく気化し、炎から熱と酸素を奪い消火します。消球は（簡単）火に向かって
なげるだけ！難しい操作は一切いりません（経済的）消火器のように薬剤を詰め
替えるコストが不要（軽い）ボールに入った消火剤なので、子供やお年寄りでも
使えます（安全）消火剤には人体に無害な薬剤を使用しています。
○消火パック
箱のまま鍋に入れるだけ、熱でパックが破断して、天ぷら火災専用消火薬剤が
確実に消火します。
■製品・サービスの紹介

火護之守
オート
マチック

火護之消球

消火パック
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■主な仕様
（火護之守オートマチック）
・本体容器：ステンレス
・消火薬剤：粉末（ＡＢＣ）
・感知温度：72℃
・サイズ ：幅 135mm、高さ 150mm
・総重量 ：1.35ｋg
・総質量 ：600ｇ
（火護之消球）
・対応火災：
A 火災（木材・紙など）
B 火災（油・ガソリン・灯油など）
・個包装サイズ：
85Ｗ ｘ 85D ｘ 135H mm
・重量
：３７０ｇ
（消火パック）
・対応火災：
油量 1L 以下のてんぷら油火災
・主成分 ： 炭酸カリウム
・箱寸法 ：
40mm x 250mm x 15mm
・消火剤量：80ml

■納入実績
JA、かんぽ生命、東急ハンズ、福祉施設や消防団など

お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社ナカムラ消防化学

発行

◆所在地 ：

長崎県大村市平町１９３３

事務局

◆担当者 ：

取締役

長崎県産業振興財団

◆TEL

中頭徹男

： 0957-52-1617

◆E-mail ：

nfc.co@siren.ocn.ne.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138

長崎県のものづくり企業

公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
株式会社西日本工業
「製缶品製作の『ものづくりの技』が、我社の主力商品です。」

造船関連艤装品を主として、製缶品、大型製品からステンレス、アルミ製品製作
等の鋼構造製品製作から設備保守等の修理改造を行っています。
■技術の概要
各種溶接資格者（平均年齢 32 歳）と、熟練技術者に指導された若い作業者が、
曲げ、仮組、溶接、仕上を行い、厳重な製品管理の基で、お客様に喜ばれる製品
を納入します。
■技術の特徴
50 有余年の造船製品製作で培った、厚板展開製品から大型タンク等の容器類、
及びアルミ製の船舶用マスト等の製造と焼却施設の定修工事等各種の現地工事
も行っています。
■製品・サービスの紹介
・各種船舶艤装品の製作

・護衛艦用マストの製作

・各種焼却設備の製作

・各種製品の中国からの輸入業務
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公益財団法人長崎県産業振興財団

■主な仕様
加工可能な材質
軟鋼、ステンレス、アルミなど
施工など計画
公共工事、一般土木工事、設備等補修復旧工事等

■納入実績
・船舶用製品・・・各種船舶用艤装品
（レーダーマスト、フォアマスト、排ガス管、ダクトなど）
・鋼構造製品・・・
大型分割式サイクロン、スクリューコンベア、クレーン用架台など
・ステンレス製品・・・タンク、スクリューコンベアなど
・アルミ他製品

・・・アルミ製煙突、ポスト類、ダクトなど

・各種機械製品

・・・スクリューコンベア装置、給餌装置など

・設備、環境関連工事・・・焼却場年次点検工事、環境設備改修工事など
・自社製品・・・畜産関連製品、小型焼却炉、閉鎖型植物工場など
・海外輸入製品・・・各種船舶用艤装品、その他大量製作品など

お問い合わせ先
株式会社

◆所在地 ：

長崎県佐世保市広田４－２－１

事務局

◆担当者 ：

総合管理

長崎県産業振興財団

◆TEL

西日本工業

発行

◆企業名 ：

岩本

： ０９５６－３８－４３０５

◆E-mail ： info@nishinihonkogyo.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
株式会社西日本メタル工業
「船舶居住区内の鋼製扉をすべてオーダー品で設計・製造～防音&防火扉」

人と人、空間と空間をつなぐドア。高い安全性と機能性を追及して、安心と快適
を提供します。
■技術の概要
船舶 A・B 級防火戸、建物用特定防火戸、スクールパーテイション、船舶艤装
品、ビル内外装品、アルミ/ステンレス装飾戸、自動閉鎖引戸、各種プラント品
の設計・製造。
■技術の特徴
防火試験

社内遮音仮試験

遮音性能：遮音値 RW（重みつき音響透過損失）30ｄB 以上
測定方法は JIS A 1416：2000「実験室における建築部材の空気
遮断性能の測定方法」による。
（試験機関：(一財)日本建築総合試験所）
防火性能：国土交通省型式承認/防火戸（日本海事協会（NK）より認定書取得）
防火クラス：A-0 級/5type、A-60 級/2type
B-0 級/3type、B-15 級/4type
各種認定取得：JG（国土交通省/内航船・外航客船など）
NK（日本海事協会/外航貨物船など）
BV（フランス船級協会）
ABS（米国船級協会）
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公益財団法人長崎県産業振興財団

■製品・サービスの紹介
フェリーいしかり

フェリーきずな

黒島フェリー

■主な仕様
Max Clear Size：1100W x 2200H
（特殊品：1800W x 2200H、1060 x 2100H）
素材：スチール、ステンレス
■納入実績
長崎船舶装備(株)、今治造船(株)、(株)大島造船所、(株)名村造船所、福岡造船(株)
三菱重工業(株)、守谷輸送機工業(株)、ナガベア(株)、菱電エレベータ施設(株)
お問い合わせ先
発行

◆企業名 ：

株式会社 西日本メタル工業

◆所在地 ：

長崎県長崎市田中町 416 番地

事務局

◆担当者 ：

設計部

長崎県産業振興財団

◆TEL

渡邊俊弘

： 095-838-2211

◆E-mail ：

n-metal@j.email.ne.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
株式会社 日本ベネックス
「設計～組立までの一貫生産により、高品質な板金加工を実現します」

九州最大級の最新式板金加工設備を保有し、
熟練した技術者集団がお客様のニーズにお応え致します。
■技術の概要
・パンチ・レーザ複合機による高精度な板金加工（板厚 0.5 ミリ～6.0 ミリ）
・構造のご提案から「設計・切断・曲げ・溶接・塗装・検査・試験・出荷」
までの一貫生産が可能
・1/1000 ミリの精度を有するワイヤー放電加工機での加工
・クリーンブースでの高品質塗装
・試作品・開発品などを含む少量多品種の効率的な生産
・VE 活動で、お客様の付加価値を向上させるご提案
■技術の特徴
・0.1 ミリの精度で薄板板金切断
・24 時間稼働による短納期対応（午前中受注～当日夕方出荷）
・3D CAD を使用した高精度な設計・技術者１５名
・IoT 技術による機械設備の自動運転
・配電盤組立 国家検定１級 4 名、２級６名 各種制御盤の配線組立
・金属塗装

国家検定 1 級２名、２級３名 メラミン、ウレタン、アクリル、
粉体塗装
・溶接有資格者１８名 半自動、TIG、MIG 溶接
・QC 検定 2 級 3 名、3 級３名 ISO9001 に基づく品質管理（各種検査・試験）
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公益財団法人長崎県産業振興財団

■製品・サービスの紹介
・大型映像装置
・道路情報板
・発車時刻案内板
・フォールディングシャッター
・船舶用機器
・パワコン収納盤
・蓄電池収納盤
・タービンブレード用ゲージ
・部品製造装置の板金加工品
・精密機器製造装置の板金加工品
・産業機器の板金加工品

（大型映像表示装置）

■主な仕様
下記の設備を所有しております。
・ACIES2512T（パンチ・レーザ複合機）
出力 4kW、加工範囲 2500×1270
・ACIES2515T（パンチ・レーザ複合機）
出力 4kW、加工範囲 2500×1525
・ワイヤー放電加工機
50A
1300×1000×400
・塗装クリーンブース
4900×8150×3300
・ベンディングマシーン 35 ㌧～170 ㌧、最大加工幅 3110 ミリ
・Solid Works（3D-CAD）、Sheet Works（3D-CAM）
・メタルエステ ME－2307（バリ取り機）最大加工幅 1000 ミリ
■納入実績
・総合電気機器メーカー
・精密機器メーカー

・工作機械メーカー
・産業機器メーカー
・機械/プラントメーカー

お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社

◆所在地 ：

長崎県諫早市津久葉町 99-48

◆担当者 ：

営業 上戸、木下

◆TEL

日本ベネックス

： 0957-26-5111

◆E-mail ：

発行
事務局

公益財団法人

長崎県産業振興財団

m-kamito@japan-benex.co.jp

研究開発推進グループ

kinoshita-k@japan-benex.co.jp

TEL：0957-52-1138
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公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
株式会社日本ベネックス
「太陽光発電は自家消費の時代へ」

太陽光発電は近年の設置コストの低下により電力会社への売電ではなく、発
電した電気を自ら使う自家消費型で十分に採算が取れる時代になりました。工
場・倉庫・物流設備などを所有されている方はぜひご相談下さい。
■技術の概要
自家消費型の太陽光発電システムは、主に工場や倉庫、商業施設の屋根に設置
し、発電した電気を売電せずに自ら消費することで電気料金を削減します。

自家消費型太陽光発電所の例 (日本ベネックス本社工場)
■技術の特徴
自家消費型の太陽光発電所は、売電型の太陽光発電所と比較して以下のような
メリットがあります。
・電力系統側に電気を流さない(逆潮流しない)ため、電力側の事情に関わらず設
置可能(九州電力管内でも設置可能)
・売電型の太陽光発電所と比べ、系統連系費用、変電設備の設置費用が不要なた
め低コストでの設置が可能
・自家消費型は FIT 制度に依存しないため、太陽光パネルの保証期間である 25
年以上の収益が見込める
・環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の対象となり、交付が認
められると設置費用の 3 分の 1 が補助される
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公益財団法人長崎県産業振興財団

■製品・サービスの紹介
日本ベネックスは九州地区や関東地区を中心に 48 ヶ所、約 18MW の太陽
光発電所を設置してまいりました。2015 年には、自家消費型太陽光発電とリ
チウムイオン蓄電池を組み合わせた電力使用のピークカットシステムが「長崎
県元気なものづくり企業成長応援事業」に認定され、本社工場に実証設備を設置
いたしました。
設置環境や電力使用量に応じた最適な自家消費型太陽光発電システムの提案
をいたします。

自社発電所(千葉県流山市：2,382kW)

リチウムイオン蓄電池(48kWh)

■主な仕様
・太陽電池モジュール：10kW から 2,000kW 程度
・パワーコンディショナ：10kW～1,000kW
(設置状況に応じて最適な容量を提案いたします)

■納入実績
太陽光発電システムの設置実績：日本全国 48 ヶ所、出力約 18,000kW
ピークカット蓄電システム(長崎県諫早市)
48kWh
EV リユース蓄電池(鹿児島県薩摩川内市) 600kWh
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社日本ベネックス

発行

◆所在地 ：

長崎県諫早市津久葉町 99 番地 48

事務局

◆担当者 ：

環境エネルギー事業部 平山

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 0957-26-9505

◆E-mail ：

benex-solar@japan-benex.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社バイオジェノミクス
「世界初。完全オーダーメイドのバイオスキンケア製品」

東京女子医科大学(皮膚科)、長崎国際大学(薬学部)、バイオジェノミクスの産学
連携プロジェクトによって開発された、自分の肌から採取した“美肌菌”を培養
し自分の肌に戻して整える“オーダーメイド”バイオスキンケア製品の開発。
（特許取得：日本、中国、韓国）
■技術の概要
腸内細菌のバランスが健康に大事なように、皮膚の菌バランスも肌の健康にと
って重要です。
“美肌菌”とは、皮膚に棲息する大切な善玉菌のひとつ。
“美肌菌”
は黄色ブドウ球菌などの悪玉菌を抑制し、肌のうるおいやバリア機能を守る働
きがあります。産学連携プロジェクトによって開発された製品は、現在「美肌フ
ローラ-（図 1）」として製造を行っております。
※（図 1）美肌フローラ

本製品は①～⑤の技術で構成されています。
① 皮膚に棲息する皮膚常在菌の採取
② 美肌菌の単離
③ 単離美肌菌の培養
④ 凍結乾燥による美肌菌の基礎化粧品化
⑤ 単離美肌菌の永久保存（凍結保存）
従来の基礎化粧品とは一線を画し、保湿因子を補うことに重点を置くのではな
く、自分に棲息する美肌菌を増加させて、皮膚の保湿改善、弱酸性化、肌のキメ
改善にはたらきかける製品を開発しました。
■技術の特徴
▶ 自分の美肌菌を製品化するため安心してご使用頂けます。
▶ 1 回の使用で約 10 億個の美肌菌を肌へ戻します。美肌菌はグリセリン含む
天然の保湿成分を作り出し、水分の蒸散や紫外線を防いで肌を守ります。ま
た悪玉菌を抑制するため、肌トラブルの要因を排除し、美肌に寄与します。
▶ 一度採取した美肌菌は半永久的に保存が可能なため、2 回目以降の購入時に
は保管菌の使用によって短期間で製品化が可能です。
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公益財団法人長崎県産業振興財団

■製品・サービスの紹介

皮膚常在菌の採取

凍結保管（美肌菌バンク）

皮膚常在菌の培養

形態観察

製品化（美肌フローラ）

バイアル瓶 1 本に約 10 億
個の美肌菌がパウダー状に
なって入っています。

■主な仕様
▶「美肌フローラ」は週に 2 回お風呂上りの清潔なお肌に塗布し就寝します。
▶「美肌フローラ」は、1 回の製造で半年分を製造します（美肌菌粉末 54 本
入り）
▶「美肌フローラ」には、自分の美肌菌であることを証明する“美肌フローラ
証明書”が発行されます。
▶「美肌フローラ」は、
“美肌菌バンク”として半永久的に美肌菌を保管するこ
とが可能です。又、必要な時に保管菌から短期間で製品化が可能です。
■納入実績
▶ 美容皮膚科クリニック
▶ エステサロン
▶ 健康食品、化粧品販売会社
お問い合わせ先
発行

◆企業名 ：

株式会社バイオジェノミクス

◆所在地 ：

長崎県大村市雄ケ原町 147-40

事務局

◆担当者 ：

営業企画部 小川樹里

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 0957-54-3529

◆E-mail ：

otoiawase@biogenomics.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社濱田屋商店
～ 創業 1931 年 ～「折れない」「錆びない」「緩まない」ボルトを目指して

ボルト・ナットの形状は至ってシンプル。使われる環境によって仕様が決まりま
す。材料はその中でも特に重要な要素であり、当社はこれまでの実績と研究開発
により、材料特性を活かした製品づくりに努めています。
■技術の概要
①ボルトの転造加工
（最大 M300 まで）

②大型熱間鍛造
（最大加工径 180mm）

③シャフトの切削加工
（L/D＝50 以上）

■技術の特徴
①転造：連続的メタルフローと残留圧縮応力とで疲労強度と降伏強度を向上
②鍛造：最大 180mm、最長 1,500mm のような大型鍛造ボルトから、全自動
鍛造機による量産など幅広いニーズに対応可能
③長尺シャフト：ワークの共振を抑え、超長尺シャフトの切削加工を実現
■製品・サービスの紹介
・発電プラント関連：ガス、蒸気、水力タービン用ボルト／ナット
油圧用ボルト／ナット
・舶用ディーゼルエンジン関連：メインボルト／ナット、各種船級対応
・造船関連：リーマーボルト／ナット、主機据付ボルト／ナット、甲板機械据付
用ボルト／ナット、U ボルト
・風力発電関連：タワー用ハイテンションボルト／ナット、ナセル＆ブレード用
ボルト／ナット、基礎アンカーボルト／ナット
・橋梁、土木関連：橋脚用アンカーボルト／ナット、ロープネジ、高力ボルト
・自動車部品関連：ボールスタッド、ボールタイロッド、ステアリング用
ソケット、インプットシャフト、アウトプットシャフト、カウンターシャフト
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公益財団法人長崎県産業振興財団

タービン

造船

風車

風車アンカーボルト

橋梁アンカー

自動車部品

■主な仕様
・M4～M300：一般規格サイズのボルト・ナット調達から、大型特殊ネジの切
削／転造加工など
・素材：SS400、S45C、SCM435、SNCM439、SUS304 など
■納入実績
・東芝、日立製作所、富士電機、ＩＨＩ、三菱日立パワーシステム
・三井造船、日立造船、ディーゼルユナイテッド、ジャパンエンジンコーポレー
ション、赤阪鐵工所、新潟原動機
・大島造船所、佐世保重工業、名村造船所、新来島どっく、尾道造船
・川田工業、横河ブリッジ、エムエムブリッジ、駒井ハルテック、山九

お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社濱田屋商店

発行

◆所在地 ：

長崎県佐世保市三川内新町 15－1

事務局

◆担当者 ：

営業

長崎県産業振興財団

◆TEL

伊藤 進

： 0956-20-3010

◆E-mail ：

hamadaya.sasebo@alpha.ocn.ne.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社 PAL 構造
「海洋再生可能エネルギー装置など水中構造物の設計・開発サービス」

構造と流体の相互作用を取り扱う最先端の CAE 解析で水中構造物の設計･開発
を支援します。
■技術の概要
潮流や波力を利用する海洋再生可能エネルギー装置は海中で稼働します。こ
れら装置の構造物やローターブレードは、潮流や波などの流体外力に対して堅
牢かつ安全でなければなりません。
海洋再生可能エネルギーの普及や発電コストの低減には、安全性、耐久性、お
よび経済性に優れた発電装置が必要で、その設計･開発には、流体と構造の相互
作用を取り扱うマルチフィジックス解析が不可欠です。
弊社は、豊富な経験とマルチフィジックス解析を駆使する高い技術力で、潮
流・波力発電装置など海洋再生可能エネルギー装置の設計・開発を支援します。

■技術の特徴

従来の解析手法

流体解析→流体力を計算

マルチフィジックス解析手法

流体解析→流体力を計算

一方通行

相互に作用

構造解析→機器の変形を計算

構造解析→機器の変形を計算

流体挙動と構造挙動を個別に取り扱う

流体挙動と構造挙動を一体で取り扱う

精度の高い設計、評価が可能
マルチフィジックス解析手法の特徴
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■製品・サービスの紹介

■主な仕様
解析ソフト：LS-DYNA、Abaqus、自社開発ソフト
キーワード：FEM 計算、振動応答／共振、構造変形／破壊／損傷、疲労寿命、
構造-流体連成、圧縮性／非圧縮性流体、ナビエ・ストークス方程式、層流／乱
流、揚力／抗力、カルマン渦、渦励起振動
■納入実績
東京大学、長崎大学、重工メーカー
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社ＰＡＬ構造

発行

◆所在地 ：

長崎県長崎市旭町 8-20

事務局

◆担当者 ：

フロンティア事業開発部

◆TEL

： 095-801-5776

◆E-mail ：

kusuba@pal.co.jp

楠葉 貞治

公益財団法人

長崎県産業振興財団
研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社 PAL 構造
「閉鎖性水域における物質の流動機構把握のためのシミュレーション解析」

水と物質の流動モデリング、シミュレーション解析をとおして、水環境の保全・
改善に貢献します。
■技術の概要
内湾や湖沼、貯水池といった閉鎖性水域では、流域から流入した汚濁原因物質
が比較的長期にわたって滞留し、その間に物理学的・生物学的等作用を受けて複
雑に変化します。そのため、水域の水質を維持・改善するには、様々な側面から
の対応が必要となります。その一つが、水域内での物質循環メカニズムの適切な
把握です。
弊社では、より良い水環境の創出に貢献することを目的としてコンピュータ
シミュレーションモデルを開発し、水や物質の流動解析サービスを行っており
ます。
■技術の特徴
<水・物質の流動解析>
水域内での流動を 2 次元平面流、3 次元流れとして解析することが可能です。
<密度成層の取り扱い>
大気との熱収支と内部輸送、また、水中の懸濁態・溶存態物質の質量収支をモ
デル化しています。水温と物質濃度に応じた密度変化を考慮した解析を行うこ
とができます。
<汚濁物質の分布予測>
水質の汚濁に関わる物質の時空間変化の解析が可能です。
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■製品・サービスの紹介

■主な仕様
・流体運動モデルと質量・熱量収支モデルで構成
・別途開発の降雨－雨水/汚濁物質流出モデルとの連携可能
・気象モデルの予測値を用いたシミュレーションが可能、など。
■納入実績
開発実証中
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社ＰＡＬ構造

◆所在地 ：

長崎県長崎市旭町 8-20

◆担当者 ：

フロンティア事業開発部

◆TEL

： 095-801-5776

◆E-mail ：

kusuba@pal.co.jp

発行
事務局
楠葉 貞治

公益財団法人

長崎県産業振興財団
研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
「 Ｄ Ｌ Ｃ 膜 受 託 コ ー テ ィ ン グ 、 成 膜 部 品 製 造 」

ファインコーティング株式会社

低音プラズマ処理、フッ素含有ガスドープ処理などの独自技術と大型チャンバ
ーによる量産性を備えたＤＬＣコーティング技術
■技術の概要
ダイヤモンドに類似した硬質炭素薄膜材料であり、ダイヤモンドライクカーボ
ン（Diamond-Like Carbon：DLC）と呼ばれています。ダイヤモンドとグラ
ファイト（黒鉛）の中間的な特性を持ちます。

■要素技術の特徴
・低温（150℃以下）処理技術
・複雑形状品への成膜技術
・成膜の厚さのコントロール技術
・大型部品への処理
（1400 ㎜×1700 ㎜）
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■製品・サービスの紹介

スクリーンマスク（發液機能付加）

搬送ガイド部品（相手攻撃性低減）

その他の製品例
・塗装用スプレーガンノズル（非付着性）
・ロール（長尺）

・スリットコータ―

・食品加工用刃物

・半導体製造部品

・石英ガラス

・樹脂押出機部品

・画像認識用治工具 ・材料物性測定機器部品
ボールねじ（低摩擦係数）

■主な仕様
・大型チャンバー：1,400X1,700mm
・膜厚（標準）： ～1.5μm
DLC は金属へのコーディングを主としていますが、当社はプラスチック・ガ
ラス・セラミックなどの絶縁体などへの DLC コーティングの実績もありま
す。
■納入実績
納入実績のある業種
・電子部品製造、半導体製造、食品加工機製造、船舶製造、自動車部品製造、評
価機器製造、医療機器製造、アクセサリー等製造
お問い合わせ先
◆企業名 ：

ファインコーティング株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県大村市赤佐古町 450-1

事務局

◆担当者 ：

代表取締役 古田 英司

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 0957-46-7891

◆E-mail ： e.furuta@fine-coating.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社富士商工
「装置作りで信頼・安心に応え、社会貢献を目指す」

自社一貫した生産体制で鉄鋼、鉄道、電力、食品、畜産、水産、リサイクルな
ど様々な業種の装置作りを行っています。
■技術の概要
➢ 装置の設計、製作、組立、納入設置まで、対応いたします。
➢ 生産性及び安全性の向上、品質の安定、ニーズの多様化にお応えする
装置作りを目指します。
➢ 主に炭素鋼、ステンレス鋼の製缶、機械加工、塗装、装置組立、運転調整、
据付工事、引き渡しまで一貫して責任を持って対応いたします。
■技術の特徴
➢ 設計から装置完成まで一貫した生産体制が特徴です。
➢ 製缶、機械加工、塗装はもちろん、第１工場の組立定盤（有効広さ 約２５
ｍ×４０ｍ）を始めとし、第２工場、第４工場と併せ、充分な組立スペース
を備えています。
➢ 天井走行クレーン（１０ｔｏｎ×２基）のフック下高さは約１１．５ｍある
為、背が高い装置の組立にも対応可能です。
➢ 制御、機内配線まで含めて弊社工場内にて対応可能な為、ユーザー様の御立
会検査にも対応いたします。
➢ ISO 9001:2008,JIS Q 9001:2008 取得（初回登録日:2003/1/28）
＜第１工場＞
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■製品・サービスの紹介
◆ ベルトコンベア

◆ ローラーコンベア

◆ フレックスコンベア

◆ ローラーテーブル

■納入実績
日鉄住金レールウェイテクノス㈱、日立造船㈱、黒崎播磨㈱、JDC㈱、
日新工機㈱、㈱不二越、山九㈱、産機エンジニアリング㈱、㈱ジェイペック、
日鐵住金溶接工業㈱、栗田工業㈱、ジェイエイ北九州くみあい飼料㈱、
アリアケジャパン㈱、㈱SUMCO、㈱ThyssenKrupp Otto、
㈱西日本流体技研、クアーズテック長崎㈱、明星工業㈱、金子産業㈱、
スクレッティング㈱

他

お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社 富士商工

発行

◆所在地 ：

長崎県佐世保市広田４－５－２７

事務局

◆担当者 ：

営業部

長崎県産業振興財団

◆TEL

吉田 治

： ０９５６－３８－２１９２

◆E-mail ：

yoshida@fujisyoko.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138

長崎県のものづくり企業

公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
株式会社 マテックス
「過去の英知はそのままに、変化を恐れず若き力で未来にチャレンジ。」

「熱」に関して-196℃から+2000℃まで、幅広くお客様のニーズにお応えし
技術の提供を致しております。
■技術の概要
熱絶縁施工技術を駆使して、熱の損失を防ぎ、省エネルギー対策、CO2 排出量
削減に対して大きな役割を果たし、地球温暖化防止に寄与します。
■技術の特徴
1. 船舶における、過給機製缶、諸配管、タービン各種防熱工事
2. 焼却場、火葬場における環境装置関連の保温板金防音工事
3. 焼鈍炉、溶融炉、バイオマス発電装置の耐火断熱工事
4. 排気ダクトサイレンサー布団製作取付工事
5. その他、保温保冷板金 防音
6. 学生のインターンシップ実施

耐火断熱工事の設計施工

■製品・サービスの紹介

セラミック工事

製材所：焼却設備
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過給機製缶作業

船舶用排ガス管防熱作業

バグフィルター

焼鈍炉

■主な仕様
お客様のニーズに合わせ、最適な仕様のご提案いたします。
➢ 各種保温材取扱い
➢ 各種外装材
➢ 各種耐火断熱材（煉瓦、不定形、セラミック）
■納入実績
船舶、ガス、サイレンサー、バグフィルター、バイオマス発電、焼却炉、電気
炉のほか、総合研究設備など、様々な分野で大手メーカー様とお取引をさせて
いただいております。
お問い合わせ先
株式会社

◆所在地 ：

長崎県長崎市田中町 608 番 73

事務局

◆担当者 ：

三田村

長崎県産業振興財団

◆TEL

マテックス

発行

◆企業名 ：

龍太郎

： 095-838-6440

◆E-mail ：

matex@kkmatex.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138

長崎県のものづくり企業

公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
宮本電機株式会社
超省エネ高輝度 LED 集魚灯

「あかす」

10 万ルーメン（600Ｗ）という高輝度で極めて高い発光効率を実現、また小
型軽量で従来通りワイヤー吊下げ可能な LED 集魚灯
■技術の概要
本 集 魚 灯 は 光 源 に COB 型 高 輝 度 LED を 採 用 し て お り 、
170lm/W と高い発光効率と照度低下率 0％の LED 集魚灯の開
発に成功し、少ない消費電力で極めて高い集魚性能を実現しまし
た。さらに、海水中を一番透過し易く、集魚効果の高い青色～緑
色の波長帯（450～550nm）を採用しています。本 LED 集魚
灯を使用することで、発電用燃油を大幅に削減することが可能と
なります。又、調光機能により集魚作業の効率を高めます。
■技術の特徴
○ COB 型 600W の光モジュールを搭載しており、その発光量は 100,000 ㏐
以上と業界最高水準です。
○ 搭載の LED は、海水中を最も透過し易く、集魚に最適な青色～青緑の波長帯
（450～550nm）を採用しており、紫外線・赤外線を出しません。それに
より日焼けの防止が出来、発熱量も少ないため船上が熱くならず又、虫が寄
ってこない等、過酷な作業環境の改善が出来、作業効率が上がります。
○ シリコン製レンズ(20 ㎜厚)を使用しており、衝撃に強く、ハードな使用環境
に最適で無駄な照射の少ない理想的な配光が出来、有効照射率を高めます。
○ 熱交換率の高い水冷式ヒートシンクを使用している為､冷却水を循環させる
のみで発熱を適正にします。又、照度低下率０％で長時間点灯しても明るさ
は変わりません。小型軽量(約 3 ㎏)で今までの様にワイヤー懸架で取付ける
事が出来、工事費用を大幅に低減できます。又、場所を取らない為、今まで通
りの作業スペースを確保し、安全な作業が行えます。
○ 本集魚灯はメタルハライド灯に比べ発光効率(光の強さ)で約２倍、採用のレ
ンズを使用することで有効照射率(海面照射/全光量)が約３倍、有効視感度(有
効波長/全波長)で約２倍以上となり、少電力で本集魚灯４灯(２．４kw)でも
メタハラ装備船(5ｔ未満船)で最大の全点灯(３０ｋｗクラス)に匹敵し、驚異
的な集魚能力を発揮します。
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■製品・サービスの紹介
集魚灯漁では主に使用されている集魚灯はメタルハライド灯で、大きな消
費電力のため発電コストの負担が問題になっていました。又水銀を含まない集
魚灯の開発が求められており LED 化が以前から研究されていましたが、まだ満
足するものは一部（サンマ漁）を除いて殆ど無く、いまだ普及実用化には至って
いません。 当社が開発した集魚灯の優れた集魚能力、耐久性、経済性、作業効
率について漁業者の方々に様々な機会を通じて認知してもらい、今までの LED
集魚灯のイメージ（暗い、集魚能力が弱い等）を払拭することが出来れば、その
普及に貢献できると確信します。
本開発の LED 集魚灯は平成 27 年から実装しての実漁開始、現在は 5ｔ未
満（艇長：約 15m）の漁船 5 隻(五島福江船籍)に搭載し継続して操業試験中で
すが、その極めて高い集魚能力と調光機能により、対象の魚種、漁法に合わせ集
魚灯の明るさを調整し（操って）漁をしています。その評価は、非常に高く、良
い成果が上がっています。

■主な仕様
定格出力：600Ｗ

光束：100,000 ㏐

重量：約 3 ㎏

調光：5～100％

■納入実績
平成 29 年４月発売開始
お問い合わせ先
発行

◆企業名 ：

宮本電機株式会社

◆所在地 ：

長崎県佐世保市三川内新町 8 番地 9

事務局

◆担当者 ：

営業部

長崎県産業振興財団

◆TEL

大河原

： 0956-20-3103

◆E-mail ： info@miyamoto-dennki.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社メカトロニクス
「特注電子回路で製品開発・研究をサポート」

電子回路の設計部門を自前で持つことの出来ない中小企業の助人です。新製品
開発のお手伝いから省力化設備の開発まで何でもご相談下さい。
大学や公設試、企業の研究者などがその研究過程において市販の機材の組合せ
では不都合なときなどに、特殊な測定器等の機材の製作等も行っております。
■技術の概要
製品組み込み用の特定用途電子回路基板の設計・製作を行います。多くの場合、
マイコン制御となりますのでプログラム開発も同時に行います。ご要望により
単品や試作のみ、少量生産から年間 1000 個程度までの製造を得意としており
ます。産業用の用途が多いために一般家電等の民生品に求められる低コスト大
量生産は得意ではありません。
自社製品としては長崎県工業技術センターにて開発された計測原理を利用し
て果物用の『N-１非破壊糖度計』として製品化し、2009 年から主に果樹生産
農家に販売しております。
■技術の特徴
一般的な小規模電子回路基板、制御、計測等複合要素を必要とする電子回路の
設計・試作・量産まで。
個々の要素技術を極めるということではなく幅広い技術要素の統合を得意と
しています。従いまして業界の便利屋的な存在です。

プリント基板設計

実装設計

マイコンソフト設計

ＰＣアプリ設計
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■製品・サービスの紹介
N-1 糖度計は、僅か２秒で糖度の測定ができま
す。果実の表面に測定ヘッドを当てて、ボタンを押
すだけで糖度を確認することができます。もちろ
ん、果実を傷つける事もありませんので、より頻繁
で細やかな糖度管理が可能となります。

大量測定をサポートする
卓上測定用のオプション機
器もございます。

最新の情報は弊社ホームページに掲載しております。
（http://mechatronics.co.jp）
■主な仕様
・制御用電子回路基板または装置(主に製品組み込み用)
・計測用電子回路基板または装置(研究用または製品組み込み用)
・研究・実験用機材(大学や研究機関用)
・省力化装置(主に生産工場用)
■納入実績
三菱重工業㈱等には主に省力化装置、パナソニックグループには FAX 用回路
基板試験装置等の生産機材。
大学などの研究機関に対しては実験等で必要となる特殊用途の電子回路や測
定器。
自社製品『N-1 非破壊糖度計』は果樹生産農家や農協、農業系学校、企業等に
560 台(H29 年 4 月現在)を販売。
お問い合わせ先
◆企業名 ：

株式会社メカトロニクス

発行

◆所在地 ：

長崎県佐世保市瀬戸越 4-4-26

事務局

◆担当者 ：

立石、垣本、下野

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 0956-40-7802

◆E-mail ： sales.@mechatronics.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
「湯川王冠株式会社」
「パイプ絞り加工と独自の絞り装置技術のパイオニア企業」

配管用パイプの縮径・拡径加工技術と独自の製造装置により、レジューサ一と
パイプが一体となった複合パイプを作ります。

■技術の概要
パイプの端部や中間部を絞り加工（縮径加工）することによって、新たな機能
をパイプに付加します。例えば、レジューサ付きパイプ、パイプ杭、装飾用パ
イプなどを製作することができます。

■技術の特徴
弊社の特有技術であるヘラ鉸り加工とは、金属の平板をお椀状や筒状に成型加
工する技術です。また、パイプの曲げ加工などの成型加工も得意な技術です。
これらのベースとなる塑性加工技術の応用展開としてパイプを縮径加工するこ
とに挑戦し、実現しました。
まず、配管用のパイプの端部や中間部を絞り加工することができる日本初の
配管用パイプの絞り加工機を開発しました。このパイプ絞り加工機は縮径だけ
ではなく拡径も行う事ができる機能を有している。
パイプ絞り加工機を設置後は種々の試作検討を行う事によって、パイプ径、
板厚、材質等の違いによる最適な加工条件を確立しています。

■製品・サービスの紹介
スピニング（ヘラ鉸り）加工やプレス鉸り加工の次のステージとして、
「パイプ
絞り加工品」の製作を開始しました。パイプに絞り加工を施すことによって、
レジューサの機能を兼ね備えるパイプなどの斬新なパイプを生み出すことがで
きます。
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製品の例

パイプ絞り装置

■主な仕様
加工可能なパイプ材質や寸法は以下のとおりです。
パイプ径

：φ３４mm～１１４mm

最大厚み

：９mm

最大パイプ長：2,000mm
パイプの材質：鉄、ステンレス、アルミ、銅他

■納入実績
装飾用パイプ、レジューサ付き配管など多数

お問い合わせ先
◆企業名 ：

湯川王冠株式会社

発行

◆所在地 ：

長崎県佐世保市広田 4-2-9

事務局

◆担当者 ：

熊澤

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 0956-38-4325

◆E-mail ： info@yukawaoukan.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
流体テクノ株式会社
「舶用省エネ装置『舵面上省エネフィン』の開発」

舶用省エネ舵フィンの開発を行い、省エネステータ及び舵面上省エネフィンと
のコンビネーションによる省エネ効果を増強させます。
■技術の概要
船舶用プロペラは回転流を発生することにより、エネルギー損失が生じる。プロ
ペラ前のフィンで回転流を発生させて、プロペラ回転流を減少させることによ
り、プロペラのエネルギー損失を減少させる。また、プロペラ後方のフィンで、
さらにプロペラの回転流を回収する。これらにより船の推進効率を２重に向上
させる。

■技術の特徴
省エネ舵フィンの開発を行い、省エネステータ及び舵面上省エネフィンとのコ
ンビネーションにより、省エネ効果５～８％を達成できる。

省エネステータ
３－４％省エネ
省エネステータ」200隻以上の装着実績

舵面上省エネフィン３－４％省エネ
研究開発対象の従来「舵上省エネフィン」

トータルで 5～８%の省エネ化
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■製品・サービスの紹介
船型開発
① 船舶の初期検討、船型設計、３DCAD による線図作成
② CFD 計算（流体計算）による船型、性能評価
③ 船舶の船型設計コンサルタント
システム開発受託・販売
① 船型設計・性能計算用プログラム“Initial Lines Gene”
② 試運転計測と解析（Ship Performance Tester & Analyzer)
③ 船舶の就航実績の解析・評価
④ 船舶遭遇海域波浪推算システム(Oceanus)
船舶用省エネ装置の研究開発と設計・製作・装着監理
① 省エネステータ(Eco-Stator)
② ラダーバルブ
③ ブラケットステータ
試験研究用船舶模型の製作及び製作管理
② 推進性能試験用模型船製作（L=1m-7m)
② 操縦性・波浪中等の運動試験用模型船製作(L=2m-3m)
■主な仕様
省エネステータや舵フィンは、新造船、既存船に関係なく装着可能です。また、
船のサイズにも関係なく装着可能で、溶接により船体へ取り付けられます。
省エネとしての効果は船種や船型、特に船尾形状などにより異なりますが、これ
までに調査した結果によれば通常の船型で５%から８％の省エネ効果が可能で
す。本装置を装着した場合、ほとんどの船で船体振動の低減が示されています。
■納入実績
①省エネステータ
②ラダーバルブ
③舵フィン

：
：

国内外販売実績
国内 ３隻

：

今後営業予定

約３００隻

お問い合わせ先
◆企業名 ：

流体テクノ株式会社

発行

◆所在地 ：

佐世保市常盤町１－７ジブラルタ生命ビル

事務局 公益財団法人

◆担当者 ：

玉田 丈朗

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 0956-42-1685

◆E-mail ：

ttamada@fluidtechno.com

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
菱計装株式会社
「計装技術をベースに電気・機械・ソフトウェア技術を駆使する開発支援企業」

「水中から宇宙まで」を視野に、先端技術を適用した装置開発を支援します。
■技術の概要
・水中機器関連技術
当社は、防衛製品（水中）のメンテナンス及び電池・電動機パワーシステムの整備用機器の
設計・製造を行うことが事業の一つの柱となっています。この経験技術をベースとして、Ｒ
ＯＶ（有線誘導型）やＡＵＶ（自律航行型）など、比較的小型な海中（水中）ロボットの開
発に、長崎大学や佐世保高専と協同して挑戦しています。
・陸上用計装技術
当社のもう一つの技術ベースが、火力発電所や原子力発電所の計装技術です。また、シーケ
ンス装置の計装も行いました。これら、シーケンス制御とＰＣ制御を融合した装置に、画像
解析機能を付与した製品開発を行います。
・航空用パワーシステムへの適用技術
航空機業界にもＥＶ化の動きがあります。パワーシステムに防衛製品（水中）の電池・電
動機システム技術が有効であり、九州大学の小型電気飛行機研究を支援しています。
・宇宙機器の開発を支援した経験を生かし、大学学生衛星用機器の試作支援を行っています。

■技術の特徴
当社の持つベース技術から取り組める、適用技術のネットワークを下図に示します。
なお、九州大学、長崎大学、佐世保高専等の専門的な知見を活用した開発支援が可能です。
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■製品・サービスの紹介
【研削砥石切れ刃自動解析装置】

二値化処理

画像取得

砥石面の一例

データ化
測定結果の一覧表例

数値データ化の手順

・平面型研削砥石に固着されている砥粒（粒径 100μm 程度以上）の
品質（円形度、外部欠陥・内部欠陥の大きさなど）を、画像処理技術
を用いて数値データとして解析します。
（カメラ変更で微細粒径に対応可能。）
・ラインカメラで画像取得を行い、広い範囲に分布する研削に関与する

番号

重心x座標

重心y座標

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

35833.836
36662.16
27735.359
28549.152
30575.328
35244.254
36226.199
37698.086
38572.078
39626.688
25675.969
26751.336
28241.904
29225.928
30274.309
31092.252
36527.219

4246.523
4342.154
5024.492
4864.246
4453.292
4830.646
5078.769
4424.861
4616.123
4859.077
5502.646
5218.338
5637.046
5430.277
5277.785
5055.508
5717.169

切れ刃ライン頂点数 円形度

5
4
3
4
4
4
4
4
3
4
5
4
4
4
4
4
2

0.741
0.71
0.72
0.743
0.794
0.806
0.698
0.783
0.85
0.76
0.767
0.813
0.688
0.782
0.733
0.74
0.514

実面積

6594
6776
4546
5142
3640
7896
4924
4139
2135
7028
5539
8452
6407
5121
5810
4041
812

切れ刃逃げ面面積等の砥粒特性値を取得できる。また、砥粒配置図と
円形度の度数分布例

して表示可能。（表示方法はカスタマイズ可能）
・研削砥石上の全砥粒についての２次元（Ｘ－Ｙ）座標を自動決定し、
対象砥粒の座標値をインプットすることにより、観察位置を自動セッ
ティングすることができます。
・エリアカメラの高倍率で画像取得を行うことができ、個々に砥粒状態の
細部観察が精密にできます。

■主な仕様

■納入実績

外形寸法

縦 92cm×横 112cm×高さ 186cm

重 量

装置本体のみ：約 450kg

最大消費電力
測定方法
カメラの光学倍率
測定対象粒径

6kw（パソコン含む）
ラインカメラとエリアカメラ搭載
エリアカメラ

140 ～ 1400 倍

ダイヤモンド 100～300μm（自動解析）

軸位置制御精度

【紹介技術適用】
精密砥石製造会社
【航空・宇宙機器開発】
九州大学、ＪＡＸＡなど
【計装技術製品】
三菱重工業

精度 0.5μm

X-Y 軸位置制御精度

特機部門
風車部門

精度 2μm

等

お問い合わせ先
菱計装株式会社

◆所在地 ：

長崎県諫早市津久葉町 1883-20

事務局

◆担当者 ：

技術顧問

長崎県産業振興財団

◆TEL

中島

諫早工場

発行

◆企業名 ：

昭二

： 0957-25-0111

◆E-mail ：

nakajima@ryokeiso.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
菱興産業株式会社
「地球を救う RYOKO フルボ酸生成システム」

人類と多くの生き物達が健康で長生きするために、フルボ酸は最も重要な必須
元素です。安心・安全で豊かな田畑・山・川・海を取り戻します。
■技術の概要
環境機器
１. 『フルボ酸』・『フルボ酸堆肥』
菱興産業３８年の経験と技術で、添加物を一切使用せず天然自然の素材で
生成した安心・安全な環境蘇生材です。
不適正な環境で荒廃してしまった田畑・海・河川・湖沼・養殖場を、人類と
多くの生き物達が安心安全な食生活により、健康に長生きできる環境と、豊
かな美しい昔の環境に取り戻す環境改善システムです。
２. 『バイオ燃料装置』
畜糞・農漁業廃棄物・木質廃棄物等を燃料に、暖房用の温水を作る事がで
きます。鶏糞等の処理はゼロに等しいランニングコストで済みます。
■技術の特徴
○フルボ酸・フルボ酸堆肥
森林で落葉樹等が、微生物により醗酵・分解･無機化の過程でフルボ酸が生成
されます。フルボ酸のキレート作用で、地下水や有機物中のニ価鉄や珪酸は
取り込まれ水溶性となります。
フルボ酸は、消化器官が無い植物に窒素・燐酸・カリを運ぶ、人体のヘモグロ
ビンと同様、必要不可欠な元素です。
海での５年以上に及ぶ長期間テストでは、ヘドロの分解・ハマグリやアマ藻
の出現、豊富な釣果。
生けすテストでは、３～４日で藻やコケを分解。掃除は２～３月間なし。
水の透明度・魚貝類の生命力の向上・生臭さ解消・食味の向上など驚くべき
検証結果です。
○バイオ燃料装置
密閉構造と二次燃焼システムで、悪臭・煤塵・ダイオキシン発生を防止しま
す。
１時間で約 1.7Ton（温度・燃焼条件変動）の温水が製造可能です。

長崎県のものづくり企業

■製品・サービスの紹介
○フルボ酸
海中では、フルボ酸 10kg を 10ｍ四方に 5
袋敷設、杭打ちロープで固定します。海苔養殖
は、養殖網に約 2m 間隔で吊しますと、色落
ち防止と成長が早まり黒光の美味しい極上の
りが増産できます。
屋内水槽では、光フェントン反応の為、蛍光灯
など僅かでも光が必要です。ポンプ等で水流
を作ることで、酸素の供給に繋がります。

公益財団法人長崎県産業振興財団

こけ類・底のへドロ(硫化水素)を分解
山下鮮魚店（長崎市横尾市場）

○フルボ酸堆肥
田畑では消化器官がない農産物に栄養分を供給して、土 1：空気 1：水 1 のふ
かふかの水捌け・水持ちが良く肥料の流出が少ない理想的な畑土をつくります。
健康で安心・安全な美味しい農産物が確実に増産できます。
○バイオ燃料装置
着火時だけバーナーによって着火を行い、温度上昇と共に自動的に自然焼にな
り、消費エネルギーは廃棄物燃料定量供給器モーターと、燃焼空気用送風機の
僅かな電気代だけです。重油の 1/6～1/10 の燃費。
■主な仕様
○フルボ酸：沿岸・養殖池 10～20Ton／10kg、水槽 1～2Ton／200g
○フルボ酸堆肥：10 アール当り／10kg
○バイオ燃料装置：鶏糞・牛糞など 1 日 24 時間で 1,000kg の処理能力
■納入実績
養殖業・鮮魚店・飲食業（生け簀）・水耕栽培・養豚業など

お問い合わせ先
発行

◆企業名 ：

菱興産業株式会社

◆所在地 ：

長崎県長崎市西海町 2167-1

事務局

◆担当者 ：

代表取締役 太田東洋彦

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 095-884-1829

◆E-mail ： inform@a-ryoko.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138

長崎県のものづくり企業

公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
菱興産業株式会社
「湿粉・乾粉・水も運ぶ空気輸送システム

エアーブローフィーダー」

粉粒体空気輸送の最高峰を目指し、高度な技術を駆使して開発さ
れた輸送システム
■技術の概要
＜粉体加工機器＞
１．空気輸送機（エアーブローフィーダー）：湿粉体も輸送可能
２．ミキサー（リボン型・V 型・W 型・振動空気）：精密混合可能なミキサー
３．粉砕機（カッティングミル・ケージミル）：熱変性無し、粒径任意設定可能
４．乾燥機（流動型・スプレー・ロータリーキルン・熱風）：特殊型・多種
■技術の特徴
○ 空気輸送機（エアーブローフィーダー）
世界で一つ独自技術で湿潤粉体も空気輸送可能です。コンプレッサーの圧縮
空気と粉・粒体を混合状態にして、ダクト内を輸送するものです。
輸送過程の異物混入がなく衛生的です。
輸送経路が自由で狭いスペースに設置可能です。
運転制御や自動化が可能なため、製品の品質管理・コスト低減に最適です。
○ ミキサー（リボン型）
設置面積当りの処理量が大きく、短時間で混合ができます。
○ ミキサー（V 型）
死角のない全体混合。こわれやすい粉体の混合に最適です。
○ ミキサー（W 型）
こわれやすい粉体の混合に最適で、より精度の高い混合が可能です。
○ 空気・振動・流動混合機 ～業界初 高度技術混合～
静かで軟らかい振動と、気流で結晶破壊等無く粉体に優しい混合、そのまま衛
生的に輸送を行います。
○ 粉砕機（カッティングミル・ケージミル）
圧縮粉砕ではなく剪断・衝撃粉砕するため、発熱が極めて少なく微熱性の原
料も熱変性なく粉砕できます。
○ 乾燥機（流動型・スプレー・ロータリーキルン・熱風）
豊富な製造経験と導入実績を元に、多種多様の中から設定に合わせられます。
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製品・サービスの紹介

公益財団法人長崎県産業振興財団

＜エアーブローフィーダー＞

★濡れた粉粒体・不定形・高比重・超微粉も安定輸送が可能
★遠心脱水機等から乾燥機への輸送・スラリー輸送も可能、完全排出型で装置内
残量ゼロ
★輸送物・物性に合わせ、高・低圧輸送、高・低濃度輸送が設定自由
★全て 2kg／ｃ㎡以下の空気圧で長距離輸送も可能
★連続輸送式とバッチ式・バッチ連続式あり
★計量輸送も可能で、複数の目的場所に輸送可能
★輸送物を水に切替え洗浄後、エアーを流し乾燥させての清掃作業が簡単
★使用目的に合わせ自由な計画が可能、シンプルで親切な使いやすい構造

■主な仕様
型番

H

W×L

D

ｄ

輸送量

840mm

450mm

300mm

200mm

～500 kg/Hr

1000mm

500mm

350mm

200mm

1000 kg/Hr

RAF-5
RAF-10

■納入実績
シャボン玉石けん㈱／漂白剤、㈱ニッチツ／シリカ粉、JX 日鉱日石金属／銅粉
伯方塩業㈱／湿塩・焼塩、ダイヤソルト㈱／食塩、など４００台以上の納入実績
お問い合わせ先
発行

◆企業名 ：

菱興産業株式会社

◆所在地 ：

長崎県長崎市西海町 2167-1

事務局

◆担当者 ：

代表取締役 太田東洋彦

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 095-884-1829

◆E-mail ： inform@a-ryoko.co.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138

長崎県のものづくり企業
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NAGASAKI
有限会社 冷熱技研
「

ＮＥＷリキッドスノー

」

国産初となる本格的海水シャーベット氷製氷機の製品化に成功、ＨＡＣＣＰ
基準等を満たす信頼性の高い製品。「革命的な魔法の氷」で水産業界に貢献中。
■技術の概要
海水シャーベット氷とは海水を冷却して作る氷で、海水と微細な氷粒が重量
比 65 対 35 程度で混合したシャーベット状の氷です。-1.8℃付近のこの氷で
活け締めすると魚は即死し、芯温０℃以下まで極めて短時間で冷却されること
で、魚のエネルギー物質である ATP の分解が極小で乳酸の発生も少なく理想的
な活け締めを実現。加えて出荷や保冷にはシャーベット氷から海水を抜いた脱
水氷を使うことで長時間の鮮度保持が可能。特に本県特産のアジやサバ、大型の
養殖マグロやきびなごなどの小型魚にもきわめて効果的でこれからの差別化戦
略の有効な手段になると思われます。また、海外への魚輸出には HACCP（危
害要因分析重要管理点）のクリアが可能な設備として欠かせない存在です。
装置としては、200Ｌ/４時間の小型機から 15Ｔｏｎ/日の大型機までの 8
モデルが標準化されています。
■技術の特徴
1. 純国産機（Made in Japan）
長崎県の支援を受け開発、100％国産のシャーベット氷製氷機です。
2. 魚の鮮度に革命をもたらす技術
強い冷却力で魚を瞬殺し死に際して無駄なエネルギーを使わせず、体温をマ
イナスにキープし細菌の繁殖を抑え、浸透圧差にもとづく魚体への水分移動
を防止することで高鮮度を長時間保ちます。
3. イニシャルコスト・ランニングコストとも大幅改善
特別な収納建屋は不要、土間に並べて設置ができます。氷の搬送はポンプで
行うので、省人・省力化を実現可能。また、ランニングコストも(原理上)あら
ゆる製氷設備の中で最小になります。
4. 1 台４役
この製氷機は魚冷却用の氷を作るだけでなく、出荷用、凍結用および解凍用
の氷まで作ることができます。それぞれの用途で従来の設備をしのぐ結果を
得ることができます。
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公益財団法人長崎県産業振興財団

■製品・サービスの紹介
冷凍機、製氷機（アイスゼネレーター）、タンク、攪拌機（アジテーター）、循
環ポンプ、排出ポンプ等からなるシステム。海水のろ過・殺菌装置を付属可能。

■主な仕様
ミニシリーズ（タンク 1 基）：200L/400L、小型シリーズ：1ｔ/2ｔ/3ｔ
大型シリーズ（タンク２基）：5ｔ/10ｔ/15ｔ
・電源容量；３相２００V、6～54kW
・運転制御；PLC 制御
・冷媒；R-404A

・アイスゼネレーター型式；回転掻き取り式

■納入実績
・マグロ延縄船/高知県；２ｔ
・水産加工/北海道；5ｔ
・魚加工/マレーシア；5ｔ
・養殖マグロ、ブリ/長崎県；５ｔ
・さんま棒受け船/岩手県；6ｔ
・養殖アジ、サバ/長崎県；10ｔ

お問い合わせ先
◆企業名 ：

有限会社 冷熱技研

発行

◆所在地 ：

長崎県長崎市琴海戸根町 452-3

事務局

◆担当者 ：

代表取締役 保坂征宏

長崎県産業振興財団

◆TEL

： 095-884-1313

◆E-mail ：

pxjws727@ybb.ne.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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公益財団法人長崎県産業振興財団

NAGASAKI
有限会社メタルアート
「レーザ Cutting 技術の蓄積により薄板精密切断～厚板切断までの切断プロ集団」

■技術の概要
当社は加工した鋼板を販売しているシャーリング（切り板）会社です。鋼板の
切断加工はもちろん、薄板切断設備も所有しており 0.01t～の薄板加工から切
断可能です。（SS、SUS、AL、真鍮、リン青銅など。）
※レーザ切断ですので、レーザ光を反射する材質は加工不可となります。
■技術の特徴
◆加工材料（加工実績）
SS、SUS、AL、真鍮、リン青銅、ケイ素鋼板、アクリル（樹脂）、木材、Ti、
など様々な材質の加工実績があります。
※加工されたい材質・板厚に関してはご相談下さい。
◆レーザ加工
5 台の CO2 レーザ加工機を所有しており、お客様の依頼内容に合わせて最適
な加工が可能な機種で切断をしております。
創業当時より 18 年間蓄積された加工条件データに基づき、最適な加工
setting により高品質な製品製造を実現しています。

◆小ロット多品種対応
当社にご注文頂く 9 割以上が量産品では無く、小ロット多品種のスポット品
です。小さな製品１つからでも当社は加工をしております。
CAD/CAM を効率的に運用し複数のｵｰﾀﾞｰを割り振り、ネスティングしてい
る為、短納期を実現しています。
◆ガス溶断、シャーリング加工、曲げ加工
幅広かつ厚板の加工から、剪断、曲げ加工と各種加工を行っております。
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公益財団法人長崎県産業振興財団

■製品・サービスの紹介
◆製品サンプル紹介

※各製品の切断において高精度の加工を実現しています。材質・板厚にもよりますが、
モータコア試作サンプル等では寸法精度±0.02mm 程の高精度加工実績があります。

薄板加工の熱歪みを抑えた加工が可能です。その為、高品質な薄板の精密切断
を実現します。加工が困難な薄板精密切断加工を得意としておりますので、加
工方法の置き換えとして、ワイヤーカット加工やエッチング加工に対して価格
面や納期面でもメリットが出ます。
また、上記以外の各種鋼板切断受託加工をしておりますので、切断でお困りの
際は何なりとご相談下さい。
■納入実績
当社は直接・間接を含め約 200 社以上のお取引先があります。
各鉄鋼関係各社様、建築板金各社様、造船業種各社様、電子部品製造業各社様、
模型作成各社様、デザイン関連各社様、搬送機器各社様、制御盤製造各社様、
看板製造業各社様、加工受託商社各社様などとお取引させて頂いております。
会社概要・お問い合わせ先
◆企業名

：有限会社メタルアート

発行

◆住所

：長崎県西彼杵郡時津町浦郷 546-7

事務局

◆窓口担当者

：取締役工場長 尾崎、営業 吉田

長崎県産業振興財団

TEL：095-882-2285
E-mail：metalart@luck.ocn.ne.jp

公益財団法人

研究開発推進グループ
TEL：0957-52-1138
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NAGASAKI
株式会社 コムテック
市販の船底塗料にたった 1％添加するだけで驚きの効果が！
海棲生物付着忌避添加剤

「Ｓｅａ Ｃｌｅａｎ」

船艇オーナーのあなた！ フジツボでの悩みにサヨナラ!!
Ｓｅａ Ｃｌｅａｎで船底革命！ 効果が認められなければ『全額返金』します!!
■技術の概要
「Ｓｅａ Ｃｌｅａｎ」は、特殊セラミック（製法
特許出願予定）の起電力効果により、フジツボなど
の海棲生物の付着を長期間妨げます。
この製品は、粉末状の無機物で特殊セラミックを
3～13μm 程度に微粒子化したものです。
市販の船底塗料 4ｋｇに一袋（40ｇ）を添加し、
電動攪拌機で十分に（5 分以上）攪拌して、塗料の
使用方法に従って船底に塗布してください。
当社の実証実験で 1 年以上の付着忌避効果があることを確認しています。
また、
「Ｓｅａ Ｃｌｅａｎ」は、長崎県窯業技術センターの分析により、有害
な重金属などは含まれていないことが確認されています。
■技術の特徴
セラミックの起電力による海棲生物忌避効果を、物理的に証明することは難し
いのですが、当社における 4 年以上の実証実験で効果を確認していますので、
絶対の自信を持ってお奨めします。
『効果が認められなければ全額返金』は弊社の自信の表れです。
以下の実証実験写真でご確認ください。

他船舶の例

塗装から約 1 年後

実証船実験前

（2014/10/3）
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Sea Clean 添加・攪拌（2014/10/4）

1 年後

実証船塗装後（2014/10/4）

（2015/10/16）

左側は高圧洗浄後

拡大写真

1 年後もフジツボの付着はなく、高圧洗浄のみで船底掃除完了
写真の○印部は、海水取入口で未塗装のため、フジツボがビッシリ！

■主な仕様
Ｓｅａ Ｃｌｅａｎ（微粒子粉末） 袋入
小売価格 ８，０００円／袋（税別）

40ｇ

■納入実績
大村市漁業協同組合、個人（船舶所有者）多数
お問い合わせ先

発行

◆企業名 ：

株式会社コムテック

事務局

◆所在地 ：

長崎県大村市玖島 2-391-7

長崎県産業振興財団

◆担当者 ：

代表取締役 伊藤輝年

研究開発推進グループ

◆TEL

： 0957－53－7733

◆E-mail ： mail@comtech.co.jp
◆ＵＲＬ ：

http://comtech.co.jp/

公益財団法人

TEL：0957-52-1138

