本

（3270）
2007 FAX 03
（3245）
0203
店 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 TEL 03
● 運搬機械営業グループ TEL 03
（3270）
2007
● プラント営 業グループ TEL 03
（3270）
2006
● 産業機械営業グループ TEL 03
（3270）
2005

運搬機械 56JE-5

2019.3. 2000V
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● 流体機械営業グループ TEL 03
（3270）
2008
● 鉄 構 営 業 グ ル ー プ TEL 03
（3270）
2009
● 減 速 機 営 業グル ープ TEL 03
（3270）
2003

札 幌 支 店 〒062-0932 札幌市豊平区平岸 2 条 6 丁目 1 番 14 号 TEL 011
（817）
3700

FAX 011
（817）
1626

大 阪 支 店 〒550-0004 大 阪 市 西 区 靭 本 町 1 丁 目 11 番 7 号 TEL 06
（6448）
6851

FAX 06
（6441）
6537

福 岡 支 店 〒812-0025 福 岡 市 博 多 区 店 屋 町 1 番 35 号 TEL 092
（271）
8871

FAX 092
（271）
0653

名古屋営業所 〒458-0045 名 古 屋 市 緑 区 鹿 山 2 丁 目 27 番 地 TEL 052
（895）
5381

FAX 052
（895）
4113

広 島 営 業 所 〒730-0051 広 島 市 中 区 大 手 町 2 丁 目 7 番 10 号 TEL 082
（247）
4548

FAX 082
（246）
2354

北九州営業所 〒808-0021 北 九 州 市 若 松 区 響 町 １ 丁 目 ３ 番 地 TEL 093
（751）
5780

FAX 093
（751）
5781

三 池 営 業 所 〒836-8588 大 牟 田 市 新 港 町 6 番 地 15 TEL 0944
（51）
6116

FAX 0944
（52）
1397

Unloading and Loading at Port-Terminals, Self Unloading system,
Open Yard Storage System, Indoor Storage System, Belt Conveyor system.

2-1-1, NIHONBASHI-MUROMACHI CHUO-KU, TOKYO 103-0022 JAPAN
PHONE : +81-3-3270-2007 FAX : +81-3-3245-0203
E-Mail : matehan@mitsuimiike.co.jp Homepage : http://www.mitsuimiike.co.jp
支店・営業所は ISO 登録事業所外です
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運搬機械営業部・プラント営業部は、石炭鉱山会社をルーツに持
つ当社の中にあって、石炭の貯蔵、輸送、ハンドリング設備の供給と

運搬機械の納入実績（海外）

Delivery Record of Material Handling Machines ( OVERSEAS )

メンテナンス・アフターサービスを担うことから始まっています。
そのユーザー兼メーカーの体質は、信頼性のみならず安全性、利便
性を追求した商品開発に繋がり、100 年を経た現在もその本質は変
わりなく現有製品に継承されています。
当部門は、石炭や鉄鉱石、石灰石などの鉱物資源はもとより、木材や
ウッドチップなどの森林資源、FGD 石膏や焼却灰などの産業排出物、
自動車タイヤや一般家庭ゴミなどの廃棄物まで、ありとあらゆる物のハ
ンドリングを商域としており、近年は省力化や省スペース型の設備の
開発、環境調和や公害防止に対応したシステムを開発し、急速にその
実績が拡大しています。
私達は、新たな機器の開発構想として、環境に
配慮した、人と自然に優しい物流システムの開
発をテーマに、有効資源の再利用や再資源化、
また省力化や省スペース型の諸設備の重なる
研究・開発に努め、新時代の快適な作業空間
の創造に挑みます。

Preface

Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. grew out
of a leading coal-mining conglomerate, and
the Material Handling Machinery Division
was originally established to supply facilities for the storage, transportation and handling of coal, as well as to provide related
maintenance and after-sales service.
Our ability to view technology from the perspective both of a manufacturer and a user
is a telling advantage in developing products that are not only
reliable, but also safe and convenient. This was true a century
ago and remains true to this day.
Our diverse products now handle much more than such traditional mineral resources as coal, iron ore, and limestone. We
also offer solutions for forest resources ( lumber, wood chips,
etc.); industrial byproducts ( FGD gypsum, fired ash, etc.); and
waste products ( car tires, household garbage, etc.). In short,
we can handle anything. Noteworthy among our recent developments are various labor-saving and space-saving items,
along with environmentally friendly and anti-pollution systems.
Sales have been especially brisk in these areas.
Our stance in development is to create material handling systems that embody our concern for nature. The Mitsui Miike
brand is designed to be easy on people and on the environment. Our accumulated R&D expertise enables us to offer compact, easy-to-use new items, many of which support the public
reuse and recycling of valuable resources.
We hope you enjoy our contributions to a new generation of
user-friendly workspaces!

（国内）
（DOMESTIC）

Stacker（S）

266 units

Max. 6,500 t/h

Reclaimer（R）

245 units

Max. 8,000 t/h

85 units

Max. 11,200 t/h

Stacker-Reclaimer（SR）

Continuous Ship Unloader（CSU）7 units

Max. 2,800 t/h

Ship loader（SL）

Max. 6,500 t/h

51 units

Silo system（SILO）

Max. 100,000 ton/silo
Max. 500 t/h
Max. 20,000 DWT

Vertical belt conveyor（VBC） 111 units

Max. 2,000 t/h Highest 47m

Pipe belt conveyor（MPC）

Max. 2,500 t/h Longest 1,600m

73 units

鉱業、鉄鋼、金属

  

石炭 coal
鉱石 iron ore
石灰石 limestone
副原料 miscellaneous
コークス coke
ボーキサイト bauxite
ペレット pellet
ニッケル鉱 nickel
焼結鉱 sinter

S,R,SR,SL,VBC,LLC,CSU
S,R,SR,SL,VBC
S,R,SR,SL,MPC
S,R,SL
S,R,SR,SL,MPC
S,R,SR
S,R,SR,SL
S
S,R,SR,SL,VBC,MPC
SL,VBC, MPC

Mining, Iron and steel, Smelting

電力

Electric power plant

石炭 coal
コークス coke

クリンカ clinker
ペレット pellet

PKS palm kernel shell
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5 units

Self-unloading system（SUL）24systems

水砕スラグ water granulated slag

1

108 units

Level luffing crane（LLC）

ウッドチップ wood chip

F

     W

S,R,SR,SL,VBC,CSU,VBC,MPC,SILO
S,R
R
SILO,SIBC,MPC
SILO,SIBC,MPC
SILO,SIBC

港湾 Harbor

              R

石炭 coal
鉱石 iron ore
コークス coke

海運 Shipping

S,R,SR,SL
S,SR
S,SL

石灰石

              D

石炭

Construction

coal
sand
粘土 clay

VBC
SL
VBC
破砕コンクリート crushed concrete VBC
土砂

coal

limestone

コークス coke

石膏

S,R,SR,LLC,VBC,MPC
S,R,SR,SL,VBC,MPC
R,LLC

粘土

SL,MPC

gypsum

SL,VBC

clay

MPC

硫安・尿素 ammonium・urea

s

v

ウッドチップ・バーク wood chip・bark S,SR,VBC

セメント・アッシュ cement・ash

SUL
SUL
水砕スラグ water granulated slag SUL
PKS palm kernel Shell
SUL

  

Paper manufacturing, Chemical, Cement
石炭

石炭 coal
石灰石 limestone

建設

製紙、化学、セメント

水砕スラグ water granulated slag
砂利・骨材
クリンカ
脱水ケーキ

VBC, MPC

gravel・pebble

VBC, MPC

filter cake

VBC

clinker

タイヤチップ

SL

tire chip

VBC, MPC
VBC

2
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三井三池の荷役運搬機械 MMM'S MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
物流の合理化は私達の願い…… それは小さな地球を大きく使います。Rational logistics: great use of a small world

シップローダ Ship Loader

連続アンローダ Continuous Ship Unloader

and
g
n
i
d
Unloa erminals
T
Port-

スタッカ Stacker

ing
Load

at

Yard tem
n
e
p
O
ys
S
e
g
Stora
スタッカリクレーマ

tem
s
y
S
l
o
Contr
セルフアンローダシステム

コントロール システム

Self Unloading System
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r
Indoo e System
g
Stora

Electrical and Control System

サイロ貯蔵システム

Silo Storage System

r

Self U
m
Syste

3

Stacker-Reclaimer

eyo
v
n
o
Belt C
m
Syste

ing
nload

MDM ( Mitsui Discharge Machine) VBC ( Vertical Belt Conveyor )

リクレーマ Reclaimer

パイプベルトコンベヤ Pipe Belt Conveyor

普通トラフコンベヤ Trough Belt Conveyor

ドーム貯蔵システム Dome Storage System
4

2022/01/31 18:59

港湾荷役機械

Unloading and Loading at Port-Terminals
海から陸へ… 陸から海へ… 私達には境界がありません。 Sea to land, land to sea : our solutions know no boundaries

BE 式連続アンローダ
Continuous Ship Unloader
of Bucket Elevator Type
取扱物 Material
: 石炭 Coal
揚荷能力 Unloading capacity : 700 t/h
対象船型 Vessel
: 60,000 DWT
旋回半径 Slewing radius
: 37 m

バラ物シップローダ
取扱物 Material 		
積荷能力 Loading capacity
対象船型 Vessel 		
旋回半径 Slewing radius

Ship Loader for Bulk
: 石炭 Coal
: 6,000 t/h
: 25,000 〜 125,000 DWT
: 50 m

スタッカ

セメント用シップローダ
取扱物 Material 		
積荷能力 Loading capacity
対象船型 Vessel 		

BE 式連続アンローダ
Continuous Ship Unloader
of Bucket Elevator Type
取扱物 Material
: 石炭 Coal
揚荷能力 Unloading capacity : 2,800 t/h
対象船型 Vessel
: 80,000 DWT
旋回半径 Slewing radius
: 45 m
5

MHS20220128.indd 5-6

コークス用シップローダ
取扱物 Material 		
積荷能力 Loading capacity
対象船型 Vessel 		

Ship Loader for Cement
: セメント Cement
: 2,000 t/h
: 20,000 DWT

Ship Loader for Coke
: コークス Coke
: 600 t/h
: 700 〜 8,900 DWT

取扱物 Material 		
積荷能力 Loading capacity
対象船型 Vessel 		
リーチ Reach		

移動式シップローダ
取扱物 Material 		
積荷能力 Loading capacity
対象船型 Vessel 		

Ship Loader for Bag
: 尿素 Urea
: 3,000 Bag/h
: 35,000 DWT
: 29 m

Ship Loader of Mobile Type
: 石油コークス Oil coke
: 200 t/h
: 1,600 DWT
6
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オープンヤード貯蔵設備

Open Yard Storage System
揚げる、降ろす、移動する。今、私達は荷役の原点にいます。

Loading, unloading, transportation : get things done with the professionals

リクレーマ
（ブリッジタイプ）

スタッカ
取扱物 Material 		
積付能力 Stacking capacity
パイル高さ Pile height 		
旋回半径 Slewing radius

スタッカリクレーマ
取扱物 Material 		
積付能力 Stacking capacity
払出能力 Reclaiming capacity
パイル高さ Pile height 		
旋回半径 Slewing radius

取扱物 Material 		
払出能力 Reclaiming capacity
パイル高さ Pile height 		
レールスパン Rail span

Stacker

: 石炭 Coal
: 1,500 t/h
: 750 t/h
: 12 m
: 44.5 m

取扱物 Material 		
払出能力 Reclaiming capacity
パイル高さ Pile height 		

リクレーマ
取扱物 Material 		
積付能力 Stacking capacity
払出能力 Reclaiming capacity
パイル高さ Pile height 		
旋回半径 Slewing radius

: 鉱石 Iron ore
: 1,300 t/h
: 14 m

スタッカリクレーマ
（ブリッジタイプ）

Reclaimer
: 鉱石 Iron ore
: 平均 8,000 t/h 最大 10,000 t/h
: 平均 8,000 t/h 最大 11,200 t/h
: 18 m
: 50 m

取扱物 Material 		
積付能力 Stacking capacity
払出能力 Reclaiming capacity
パイル高さ Pile height 		
軌条半径 Rail radius 		

リクレーマ
（スクリュータイプ）
取扱物 Material 		
払出能力 Reclaiming capacity
パイル高さ Pile height 		
切出幅 Reclaim wide 		

スタッカリクレーマ
取扱物 Material 		
積付能力 Stacking capacity
払出能力 Reclaiming capacity
パイル高さ Pile height 		
旋回半径 Slewing radius
7
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Stacker-Reclaimer
: コークス Coke
: 300 t/h
: 300 t/h
: 10 m
: 31.5 m

: 石灰石 Limestone
: 500 t/h
:7m
: 19 m

リクレーマ（ブリッジタイプ） Reclaimer（Bridge Type）

: 石炭 Coal
: 3,000 t/h
: 13 m
: 41 m

Stacker-Reclaimer

Reclaimer

（Bridge Type）

リクレーマ
取扱物 Material 		
払出能力 Reclaiming capacity
パイル高さ Pile height 		
旋回半径 Slewing radius

Reclaimer
: 石炭 Coal
: 1,200 t/h
: 16 m
: 57 m

Stacker-Reclaimer

（Bridge Type）
: 石灰石 Limestone
: 1,000 t/h
: 550 t/h
: 15 m
: 45 m

Reclaimer（Screw Type）

: ウッドチップ Wood chip
: 200 〜 800 m3/h
: 22 m
: 10 m

リクレーマ
（スクレーパタイプ） Reclaimer
（Scraper Type）
取扱物 Material 		
払出能力 Reclaiming capacity
パイル高さ Pile height 		
レールスパン Rail span

: クリンカ灰 Clinker
: 350 t/h
: 19 m
:4m
8
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屋内貯蔵設備

Indoor Storage System（Dome & Silo）
私達は狭い地球を上手に綺麗に利用します。 Space solutions: neat and efficient use of any location

Silo Storage System
( MDM-TR Type )

BC チューブギャラリ
Belt Conveyor tube gallery
受入フィーダ
receiving feeder

積付機
stacker

吸気ダクト
air inlet duct

サイロ貯蔵システム
（MDM-TR方式）
受入コンベヤ
receiving conveyor

取扱物 Material
貯蔵容量 Storage capacity
受入能力 Receiving capacity
払出能力 Discharge capacity

Silo Storage System

（MDM-TR Type）

: 石炭 Coal
: 31,000 t/silo x 4 silos = 124,000 t
: 1,500 t/h
: 40 〜 400 t/h

サイロ貯蔵システム
（MDM-TR方式）
取扱物 Material 		
貯蔵容量 Storage capacity
受入能力 Receiving capacity
払出能力 Discharge capacity

Silo Storage System

（MDM-TR Type）

: 石炭 Coal
: 33,000 t/silo x 12 silos = 396,000 t
: 4,600 t/h
: 90 〜 900 t/h

集塵機
dust collector
払出フィーダ
discharge feeder
換気ファン
exhaust fan

払出機 ( MDM-TR )
Mitsui Discharge Machine Traveling Rotary
払出コンベヤ
discharge conveyor

( MDM-TR )
Discharge Machine

サイロ貯蔵システム
（MDM-TR方式）

払出機

受入ライン
払出ライン

取扱物 Material 		
貯蔵容量 Storage capacity

		

受入能力 Receiving capacity
払出能力 Discharge capacity

Silo Storage System

（MDM-TR Type）

: 石炭 Coal
: 70,000 t/silo x 8 silos = 560,000 t
: 70,000 t/silo x 4 silos = 280,000 t
: 6,000 t/h
: 3,000 t/h
: 100 〜 1,000 t/h : 55 〜 550 t/h

ドーム貯蔵システム Dome Storage System
（SR方式）
（SR Type）
払出機（ MDM-TR ）

Mitsui Discharge Machine Traveling Rotary
9
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取扱物 Material 		
貯蔵容量 Storage capacity
受入能力 Stacking capacity
払出能力 Reclaiming capacity

: 石炭 Coal
: 150,000 t
: 3,000 t/h
: 600 t/h
10
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屋内貯蔵設備

Indoor Storage System（Dome & Silo）
人と環境に優しいハンドリング設備。………それは私達の発想の原点。

サイロ貯蔵システム
（旋回スクリュー方式）
取扱物 Material 		
貯蔵容量 Storage capacity
受入能力 Receiving capacity
払出能力 Discharge capacity

Silo Storage System

（Rotary Screw Type）
: 乾燥オガ Woody debris
: 13,000 m3 x 1 silo
: 150 m3/h
: 200 m3/h

Friendly on people and the environment : the cornerstone of our handling philosophy

サイロ貯蔵システム
（RotaRecAll方式）
取扱物 Material 		
貯蔵容量 Storage capacity
受入能力 Receiving capacity
払出能力 Discharge capacity

Silo Storage System

（RotaRecAll Type）
: ウッドチップ Wood chip
: 15,000 m3 x 2 silos
: 500 m3/h
: 160 〜 800 m3/h

サイロ貯蔵システム
（MDM-RR方式）
取扱物 Material 		
貯蔵容量 Storage capacity
受入能力 Receiving capacity
払出能力 Discharge capacity

Silo Storage System

（MDM-RR Type）
: 排脱石膏 FGD Gipsum
: 1,500 t x 3 silos = 4,500 t
: 70 t/h
: 40 〜 400 t/h

フィーダ作動説明図

ドーナッツサイロ
貯蔵システム（RFR方式）
取扱物 Material 		
貯蔵容量 Storage capacity
受入能力 Receiving capacity
払出能力 Discharge capacity
11
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Doughnut Silo
Storage System（RFR Type）

: 石炭 Coal
: 50,000 t x 6 piles = 300,000 t
: 2,000 t/h
: 400 〜 1,000 t/h

切妻貯蔵システム
（ホッパフィーダ方式）
取扱物 Material 		
貯蔵容量 Storage capacity
受入能力 Receiving capacity
払出能力 Discharge capacity

Gable-Roof Storage System

（Hopper Feeder Type）
: 石炭 Coal
: 70,000 ton
: 600 t/h
: 180 t/h

サイロ貯蔵システム
（MDM-FR方式）
取扱物 Material 		
貯蔵容量 Storage capacity
受入能力 Receiving capacity
払出能力 Discharge capacity

Silo Storage System

（MDM-FR Type）
: 石炭 Coal
: 3,300 t
: 1,320 t/h
: 8 〜 80 t/h

サイロ貯蔵システム
（MD方式）
取扱物 Material 		
貯蔵容量 Storage capacity
受入能力 Receiving capacity
払出能力 Discharge capacity

Silo Storage System

（MD Type）

: RPF 、カットタイヤ Cut tyre
: 100 m3 、220 m3
: 58 m3/h 、58 m3/h
: 10 m3/h 、20 m3/h
12
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ベルトコンベヤ設備

Belt Conveyor System
大量に、自在に、高く、遠く、早く、使いやすく。 Volume, flexibility, height, distance, speed: all this and ease of use

パイプベルトコンベヤ
（MPC-W）
取扱物 Material 		
能力 Capacity 		
機長 Length 		
パイプ径 Pipe Dia. 		

急傾斜ベルトコンベヤ
（SIBC）

Pipe Belt Conveyor

（MPC-W）

取扱物 Material 		
能力 Capacity 		
傾斜角度 Inclination 		
ベルト幅 Belt width 		

: 水砕スラグ Water granulated slag
: 510 t/h
: 113 m
: ∅315 mm

普通トラフコンベヤ
取扱物 Material 		
能力 Capacity 		
機長 Length 		
ベルト幅 Belt width 		

移動式ベルトコンベヤ

: 石炭 Coal
: 6,000 t/h
: 1,590 m
: 2,200 mm

取扱物 Material 		
能力 Capacity 		
機長 Length 		
走行速度 Travelling speed

( SIBC )

取扱物 Material
能力 Capacity
ベルト幅 Belt width

( MPC )

取扱物 Material
能力 Capacity
パイプ径 Pipe Dia.

取扱物 Material 		
能力 Capacity 		
揚程 Lift elevation 		
ベルト幅 Belt width 		
13

MHS20220128.indd 13-14

Vertical Belt Conveyor

（VBC）

: 石炭 Coal
: 40 t/h , 150 t/h
: 18 m , 26 m
: 750 mm, 1,050 mm

トリッパベルトコンベヤ
取扱物 Material 		
能力 Capacity 		
機長 Length 		
ベルト幅 Belt width 		

: ウッドチップ Wood Chip
: 1,200 t/h
: 45°
: 2,400 mm

Trough Belt Conveyor

急傾斜ベルトコンベヤ
（SIBC）
& パイプベルトコンベヤ
（MPC-W）

垂直ベルトコンベヤ
（VBC）

Steep Incline Belt Conveyor

（SIBC）

Tripper Belt Conveyor
: 石炭 Coal
: 4,600 t/h
: 225 m
: 2,000 mm

Belt Conveyor of Mobile Type
: 採石 Quarried stone
: 700 t/h
: 25 m
: 60 m/min

Steep Incline Conveyor

（SIBC）

Pipe Belt Conveyor

（MPC-W）

: RPF, カットタイヤ Cut Tyre, 木屑 Wood Refuse
: 50 〜 433 m3/h
: 600 〜 1,200 mm
: スラッジ Sludge
: 20 m3/h
: ∅150 mm

パイプベルトコンベヤ
（MPC-S,W）

Pipe Belt Convetor

（MPC-S,W）

取扱物 Material : 石炭 Coal、石灰石 Limestone、コークス Coke、ペレット WoodPellet、
   チップ WoodChop、各種スラグ Slag、他各種バラ物 etcBulkmaterial
能力 Capacity : 最大 1,800 t/h
機長 Length
: 最大 1,603 m

14
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セルフアンローダシステム

周辺機器

Self Unloading System

Peripheral Equipment

私達の持てる技術とユニークな発想で、物流の合理化を創出します。

資源リサイクル分野でも各種機器を取り扱っています。

Various applications in material recycling field also available

Proprietary technology and unique vision : the keys to rational logistics

シュレッダー
Shredder
減容と再利用に！ Reduce and reuse!

《 用 途 》タイヤ、木材、プラスチック類、金属容器類、紙類、PET ボトル、ガラス類、一般家庭ゴミ
《Usage》Tire, Wood, Plastics, Metal containers, Papers, PET bottle, Glasses,
Household garbage.

Self Unloading System of
Coal Bulk Carrier

石炭船自動荷役システム
取扱物 Material 		
積荷能力 Loading capacity
揚荷能力 Unloading capacity
船サイズ Vessel size 		

Class		

石炭、石灰石船
自動荷役システム

: 石炭 Coal
: 4,000 t/h
: 4,000 t/h
: 12,600 DWT
: NK

取扱物 Material 		
揚荷能力 Unloading capacity
船サイズ Vessel size		

Class 		

石炭船自動荷役システム
石灰石船自動荷役システム
取扱物 Material 		
積荷能力 Loading capacity
揚荷能力 Unloading capacity
船サイズ Vessel size 		

Class		

Self Unloading System of
Limestone Bulk Carrier

取扱物 Material 		
揚荷能力 Unloading capacity
船サイズ Vessel size 		

: 石灰石 Limestone
: 1,500 t/h
: 2,000 t/h
: 20,000 DWT
: NK

MDM-VBC System

Class		
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ボーマティック・シュレッダー Bomatic Shredder

: 石炭、石灰石 Coal, Limestone
: 1,800 t/h
: 19,000 DWT
: ABS , CR

Self Unloading System of
Coal Bulk Carrier

木屑廃材シュレッダー

Wasted Wood Shredder
ECO 破砕機

コンベヤ

Mitsui Unicrex Shredder

: 石炭 Coal

: 1,500 t/h
: 6,000 DWT
: NK

スクリーニング用・分級装置
Roller Screen

ローラースクリーン Roller Screen

VBC

ブームコンベヤ

15

Self Unloading System of
Coal & Limestone Bulk Carrier

MDM

オプション（ ローラースクリーンクラッシャー ）

Roller Screen Crusher
16
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その他の製品

Other Products
MITSUI MIIKE はその誕生から１世紀を越えました。 MITSUI MIIKE: more than a century of experience and expertise
減速機

Reduction Gears

掘進機械

Tunnel Equipment

送風機

Fans

一般産業用送風機
遊星減速機 ( リクレーマホイル駆動用 ) Planetary Reducers (Reclaimer Wheel Drive )

シールド掘進機

Fan for General Industries

(TBM) Tunnel Boring Machine (TBM )

遊星減速機 ( トピードカー駆動

電動機

( ロードヘッダ ) Tunneling Machine ( Road Header )

Pumps

各種防災設備用ポンプ

樋解体機

Fan for Tunnel Ventilation

Trough Cleaner

乾式集塵機

上下水道設備用ポンプ

Pump for flood control

集塵機

トンネル換気用送風機
トンネル掘進機

ポンプ

Pump for water supply and drainage

Dust Fixtractor

Dust Fixtractor

プール

高精密プレス加工機 Fine Blanking

Water Pool

) Planetary Reducers (Torpedo Car )

Electric Motors

建設機械

Constraction Equipment

高炉用樋解体機

Blast Furnace Trough Cleaner

防災機械

各種防爆用電動機

Various Electric Motors of explosion proof

各種プール

Various Pools

Disaster Prevention Equipment

ファインブランキング

搬送用ローラー

Fine Blanking

Limber Roller

多目的掘進機 (MT ツインヘッダ )

Attachment for Hydraulic Excavators (MT Twin Header)

三重籠型電動機

Electric Motor of Triple Squirrel Cage Rotor Type
17
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水中掘削機 ( アクアヘッダ )

Aqua Excavator(Aqua-header)

土嚢造成機

Sandbag Maker

リンバーローラー

Linber Roller
18
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