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ダイキン 強制循環給油装置の特長 

◆新春ご挨拶◆ 
 新年おめでとうございます。新春の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別の 
ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。おかげさまで三共商事は今年創業79年目を迎えますが、伝統と革新を
兼ね備えた会社として益々成長して参りますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。 
 さて昨年は三共商事として初めて、大阪と東京の展示会で英国“KINETROL” 製品を出展致しました。 
ここ数年は設備機器に関するトータルソリューション力の向上に取り組んできましたが、今後は魅力的な海外
製品の発掘にも取り組んで参りますので、探し物やお困り事がございましたら弊社までお問い合わせください。
最後に皆様のご健康ご多幸を祈念しまして新春の御挨拶とさせて頂きます。本年も宜しくお願い申し上げます。                       

【 代表取締役 山路 洋行 】 
 

某製薬メーカー殿より製品充填に使用している充填機のノズル
製作のご依頼を頂きました。充填機メーカーの純正部品は高価
で長納期も要することから、価格を抑えること、また人体に入
る医薬の為、異物混入のないことが条件となりました。クリー
ンルーム内での精密金属部品や不動態化処理を得意としている
メーカーご協力のもと、精密加工、研磨、特殊溶接、洗浄を実
施し電子顕微鏡での異物混入もクリアし納入に至りました。 
 

   ＹＡＧレーザー溶接 
一定周波数の光を発生させ、その光の集光密度を上げる事により、
一部分に集中して熱を加える溶接です。 
溶接による歪みが少なく、細かい溶接ビートで深い溶け込みが可能
な溶接法です。溶接中は不活性ガスを吹き付けることにより溶接焼
けの防止、大気中の異物混入を防ぎます。今回は特殊な溶接を施し
溶接による異物混入の起こりにくい方法をとりました。 

～充填ノズルの精密金属加工(クリーンルーム対応)～ 

②素材調達 ③機械加工 ④脱脂洗浄 ①設   計 

⑥中間洗浄 ⑦YAG溶接 ⑧洗浄（不動態化） ⑤研磨処理 

⑩最終洗浄 ⑪乾   燥 ⑫最終検査 ⑨異物検査 

   超純粋洗浄および顕微鏡検査（クリーンルーム対応） 
不動態化処理洗浄を終えると更にクラス1,000～10,000の環境下
で超純水洗浄を実施し、排出した超純水を電子顕微鏡で確認し異物
の有無をチェック。独自の精密洗浄で汚染物質のないクリーンな表
面に仕上げます。その後クリーンオーブン内で乾燥させ、最終検査
として肉眼では見えないキズ等がないか顕微鏡でチェックし出荷。 
 

電解研磨・精密研磨・または両者の複合研磨法等、
用途やご要望に応じた加工方法を提案致します。 
また、金属だけでなく同様に清浄度が求められる
フッ素樹脂の精密樹脂加工においても金属イオン除
去やパーティクル除去等のクリーンルーム対応が可
能です。精密加工品でお困りの際はお気軽にご相談
くださいませ。        【本社営業 濱野】 

ダイキンの潤滑システムは軸受・歯車等の種類や特徴に
応じて効率よく確実な給油を実現する豊富なラインアッ
プを取り揃えております！大型の生産設備から、中・小
型機械に対応し、あらゆる設備に合わせて様々なシステ
ムを提案をさせて頂きます！ 対熱保全でお困りの際は
お気軽にご相談ください。     【本社営業 羽生】 

ボイラー設備における排熱回収でご使用
の大型送風機において、軸受部の摩擦熱
の温度を下げ、機器の熱負荷を抑えるこ
とで稼働率を安定させたい、とのご要望
に対し、ダイキン製 強制循環給油装置
を用いて軸受部に最適な潤滑冷却システ
ムを構築し、ご採用頂きました。 

～強制循環給油装置における対熱保全～     

  強制循環回路 
 適正な温度と圧力で適量の潤滑油を、最も効率的に給油するシステムです。 
 

  冷却効果 
 摩擦熱及び伝導熱を取り除くことによって、機器の熱負荷低減及び消耗部品 
 等の延命化が期待できます。 
 

      浄化作用 
 循環油の異物を除去し油の劣化を防ぐことで、常に安定した温度管理が期待 
 できます。 
 

  これらの機能はすべて集中的にコントロールされ、生産設備の 
   より高い稼働を保証する優れた保全装置です。 

【対象機器：送風機軸受】 
送風機＞20番手 定格2,260kW 
軸受方式＞すべり軸受 
 

【効果：軸受部温度】 
導入前   導入後 

約70℃ ⇒ 約35℃  

 強制給油装置は他の用途でもお使い頂けます！ 
◆鉄鋼設備＞圧延機主及び付帯ライン ◆セメント機械＞キルン減速機やボールミル 
◆製紙機械＞抄紙機ドライヤロール  ◆圧縮機＞遠心分離機、真空ポンプ 

  
 

http://matome.naver.jp/odai/2130465971595839901
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高耐震ステンレスパネルタンク“BaiR” 

～     三共商事よりお知らせ  ～ 

セラミックス・WCサーメットの“管内面溶射” 

 

荷重を均等化させるバイアールは高耐性で揺れ
に強く、災害時に安心な新世代型ステンレス製
パネル式タンクです。 
地震大国日本でタンクメーカーとしての課題で
あった「地震に強いタンク」を目的としてコー
ナーRを取り入れた新型を開発致しました。 
建築設備分野はもちろん、特に安全が求められ
るプラント設備分野でも重宝頂いております。 

 【㈱ベルテクノ 東京支店 嶌田氏】 

いつもお世話になっております。 
本社営業部の田邉です。 
三共商事大阪本社の所在する淀屋橋
周辺はオフィス街の為、飲食店が多
数あります。そんな激戦区 淀屋橋の
お薦めグルメ情報を食いしん坊 田邉
がお届け致します。 

 
 

淀屋橋グルメレポート Vol.1 
記念すべき第１回のレポートでご紹介するのは、弊社より 
徒歩1分「淀屋橋じゅうじろう」のランチです。 
ランチメニューは4種類ですが、最も人気があるメニューは
特製トンテキ定食です。野球のグローブの様な形をした肉厚
のトンテキはボリューム満点ですが、女性でも完食できるく
らいデリシャスです。にんにくの有り/無しが選べるので、
午後からのお仕事にも安心です。 
★淀屋橋じゅうじろう★ ※夜の居酒屋営業もお薦めです！ 
大阪府大阪市中央区北浜3-5-19 
ランチ営業：月～土 11:30～14:00 

 
 
 

地震国日本は至るところで大地震が発生しておりタンクメー
カーにとって水槽の耐震性を向上させ、如何なる場合でも水
槽機能の確保は重要な課題となっています。 
ベルテクノ“   (バイアール)” は解析・研究・実験を繰
り返した結果に基づき開発された製品で、造形美だけでなく、
コーナーRにより(by R)、従来のパネルタンクの倍(バイ)以上
の強度がある(アール)ことを可能にしました。 
ハイグレード高耐震性のBaiRは荷重を分散均等化させること
で揺れに強く、震災時に安心な存在です。 

【 容量 】15t～（5,000t迄実績有り） 

 卓越したエネルギー吸収機能 
強靭な柱・梁部材から構成されるフレーム架溝は、
保有耐力接合を用いることによって、接合部の破断
より部材の変形が先行することを確保したので、フ
レーム架構における卓越したエネルギー吸収により
破損から守ります。 
 

 巧みな集中応力緩和機能 
隣り合う両壁部に衝撃し同交差部へ合流しようとす
る貯水は、コーナーRの設置により穏やかな挙動を
呈したので、従来の各部で発生した集中応力が均等
緩和され、タンク外壁の破損による漏水リスクは最
大限に低減されます。 

溶射とは金属やセラミックス、サーメットなどをガスや放電
による熱源を用い溶融噴射し、基材表面に材料を噴きつけて
機能皮膜を形成する表面改質技術で、 各工業分野において 
耐摩耗、耐食、熱遮断、絶縁など様々な目的で用いられます。 
プラント設備におきましてもロールや攪拌翼、軸をはじめ各
機械部品に施工されることが多く、スラリー流体や粉体輸送
設備においても装置缶体内へ施工されるケースがあるのはご
存知ではないでしょうか。しかしながら接続される配管内と
なると一般的にコーティング等の塗布ノズルに比べ溶射ガン
の寸法は大きい為、配管内の溶射施工を断念された経験の方
は少なくないかと思います。ここでシンコーメタリコンが開
発した内面施工用溶射装置を 2事例 ご紹介いたします。 

 

ガラス系材料・電池材料を扱うお客様や、その他
の粉体（医薬、化粧品、化学等）を扱うお客様へ、
耐摩耗による金属コンタミ防止を目的に施工させ
て頂いた実績もございます。 
対象設備は、ホッパー・シュート・ヘルール管等
があり、その他スクリューやインペラ等の複雑な
形状にも対応致します。まずはお気軽にご相談下
さい。 【㈱シンコーメタリコン 営業部 中森氏】 

①セラミックス プラズマ溶射 ②WCサーメット 高速フレーム溶射 
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    ノズル径： 
約φ25mm 

    内径 
φ45mm 

内面施工用溶射装置なら 
内径φ45mmに 

セラミックスのプラズマ溶射 
を実現！！ 

HVOF内面施工用溶射装置なら 
高速フレーム溶射で内径施工が可能に！ 

WCサーメット溶射 
内径φ220mmへの施工実績有り！ 

    溶射ガン径 約φ90mm 

    内径 
φ220mm 
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溶射ガンと被溶射体と 
の噴射角度は45～90 
度が良好な皮膜が得ら
れます。 
これまでの 
HVOF溶射法 
では内径施工 
は困難とされ 
ていました。 


