細江事業所

BHS

AMANO BULK HANDLING SYSTEM

AMANO PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM

アマノ
バルクハンドリングシステム
アマノ粉粒体空気輸送システム

AMANO BULK HANDLING SYSTEM

●このカタログで使用されている製品の写真は、
出荷時のものと一部異なる場合があります。

また、
仕様及び記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品・
サービス等の詳細についてのお問い合わせ、
ご相談は下記支店・営業所まで。

本社/〒222-8558 横浜市港北区大豆戸町275番地 TEL（045）401-1441㈹ FAX（045）439-1150
アマノホームページ http : // www. amano. co. jp /

CAT-711518
K8411Y50-2012.10

ご用命は信頼と実績の当店で
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適用粉粒体
Major Material that can be Handled

BHS
AMANO BULK HANDLING SYSTEM

生産工程の自動化・省力化を推進し、
作業環境を快適にする、
先進のバルクハンドリングシステム。
AMANOからの提案です。
Amano offers technologically advanced Bulk Handling Systems designed to
further develop production automation, conserve labor resources, and provide a safe,
comfortable, and more productive work environment.

先端技術と柔軟な発想で、
粉粒体技術の未来に挑戦します。
Our cutting-edge technology and
dynamic creativity result in bulk handling
systems designed to meet the challenges of the future.

■アマノバルクハンドリングシステムの起源

炭酸ニッケル

鋳物砂

ABS樹脂

炭酸亜鉛

農薬

PET

尿素

飛灰

PVC

硫安

肥料

アクリル樹脂

硫黄

■有機物系粉粒体

エポキシ樹脂

硫酸ナトリウム

カレー粉

ナイロン

硅酸カルシウム

グラニュー糖

フェノール樹脂

■無機物系粉粒体

コーヒー豆

フッソ樹脂

アルミナ

ココア粉末

ポリアセタール

カーボンブラック

ゴムペレット

ポリウレタン

ガラス

白米

ポリエステル

グラスウール

スープ粉末

ポリエチレン

グラファイト

ゼラチン

ポリカーボネート

コークス

セルロース

ポリスチレン

ショットグリット

チョコレート

ポリプロピレン

シリカサンド

トウモロコシ

ユリア樹脂

セメント

ブドウ糖

発泡スチロール

ソーダ灰

ホップペレット

■一般化学物質

トナー

医薬品
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■Plastics

nickel carbonate

sand for casting

ABS resin

zinc carbonate

agricultural chemical

PET

urea

fly ash

PVC

ammonium sulfate

fertilizer

acrylic resin

sulfur

■Organic powders

epoxy resin

sodium sulfate

curry powder

nylon

calcium silicate

granulated sugar

phenolic resin

■Inorganic powders

coffee beans

fluoroplastics

alumina

cocoa powder

polyacetal

carbon black

rubber pellet

polyurethane

glass

white rice

polyester

glass wool

soup powder

原材料工程内
リサイクルシステム

廃棄物処理場における
10
粉粒体ハンドリングシステム
Bulk Handling System at a Waste Disposal Plant

高圧圧送輸送システム

Dense Phase High Pressure Conveyance
System

ブローポット

12

Blow Pot

ニューメカトロシステム

12

New Mechatronics System

gelatin

連続式・低速高濃度輸送システム

cellulose

吸引回収装置へと進化を遂げ、
空気輸送システムへと発展。
その間に空気輸送シ

●製品粉粒体払出し・包装・出荷システム

polystyrene

shot blast grit

chocolate

HSFSYSTEM

polypropylene

●集塵及びダスト処理及びリサイクルシステム

silica sand

corn

urea resin

cement

glucose

●粉粒体集中回収・貯槽システム

styrene foam

soda ash

hop pellet

■General chemical materials

toner

pharmaceuticals

Amano's first encounter with particles was in 1951. The year 1951 marked
20 years since Amano's establishment and it was also the year in which
industrial vacuum cleaners were put in production. Since then, the vacuum
cleaners have evolved into large particle vacuum collection devices and
pneumatic conveyance systems. Meanwhile, peripheral devices such as
silo systems, mechanical conveyor systems, mixing, classification, and
measurement systems were also developed. When put together, they
made up a comprehensive bulk handling system. In 1984, Amano tied up
with Fluidizer Inc. of the USA General Resource Corp. Group and broadened the technical background dealing with the bulk handling system based
on pneumatic conveyance. And up to the present day, Amano has pursued its original bulk handling technology, which can now be seen in today's
Amano Bulk Handling Systems.

11

HAFSYSTEM

coke

■Origin of AMANO Bulk Handling System

9

Collection, Crushing, Oil Separation, and
Volume Reduction of machining metal
dust

graphite

バルクハンドリングシステムが完成しました。

9

金属切粉の
回収・粉砕・油分離・減容化処理

polycarbonate

日に至るまでアマノ独自のバルクハンドリング技術の開発と実績を重ねアマノ

8

Raw Material In-process Recycling System

polyethylene

●切粉集中回収・減容化システム

8

Product Delivery System

シリカ

●原料・中間製品粉粒体工程間輸送・計量・投入システム

空気輸送を中心としたバルクハンドリング技術の底辺を広げました。さらに今

7

Handling Systems for Raw Material and
Intermediate Products

●原料粉粒体受入・貯槽システム

は USA General Resource Corp．系の Fluidizer Inc.と技術提携を行ない

5

Particle Research and Analysis

え、
工業用真空掃除機の生産に着手しました。
やがて真空掃除機は大型の粉粒体

器を取り込み総合的なバルクハンドリングシステムとなりました。1984年に

3

生産工場内の粉粒体
トータルハンドリングシステム

アマノの粉粒体との出会いは、1951年。この年アマノは会社設立20周年を迎

ステムの開発、サイロシステム、機械式搬送装置、混合・分級・計量などの周辺機

1

■AMANO BHSの一例

■プラスチックス

13

Continuous Dense Phase High Pressure
Conveyance System

低圧圧送輸送システム

14

L AFSYSTEM
Dilute Phase Low Pressure Conveyance
System

silica

perlite

activated carbon

●脱臭及び脱臭剤ハンドリングシステム

stearic acid

bentonite

sesame

●高温排ガス処理及び中和反応剤ハンドリングシステム

terephthalic acid

pigment

sugar

ferromanganese

rare earth magnetic material

paper powder

VAFSYSTEM

fumaric acid

abradant

feed

Dilute Phase Low-pressure Vacuum Conveyance System

potassium chloride

graphite

salt

calcium carbonate

disinfectant

green tea

サイロシステム

Titanium oxide

burned ash

soybeans

zinc oxide

paper slag

starch

SILOSYSTEM

iron oxide

plaster

powdered milk

小型パッケージタイプ輸送装置

fatty acid

porcelain clay

wood powder

calcium hydroxide

asbestos

organic crystallization

Compact Package Type Conveyance
Devices

aluminum hydroxide

colorant

■Examples of AMANO BHS
material bulk unloading & silo systems
•Raw
material or pre-products conveyance & weighing
•Raw
products delivery, packing systems
•Bulk
Dust
collection, dust treatment & re-cycling system
•Bulk material
central collection system
•Machining metal
collection & mass-reduction system
•Deodorizing and dust
bulk handling systems
•High temp. exhaustdeodorizer
gas
treatment
and bulk systems
•

低圧吸引輸送システム

会社概要

15

16
17

18

Campany Profile
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生産工場内の粉粒体トータルハンドリングシステム
Total Handling Systems for Bulk Material handled in the Factory

我々の身の回りでは数多くの原料や製品が粉や粒の形で扱われます。非常に微
細な粒子、
衝撃により破砕してしまう粒子、
爆発性に富み取り扱いを誤ると重大
な事故につながる粉体などその性状は様々です。
アマノは、お客様のご計画に基づきその対象となる粉粒体の性状分析からエン
ジニアリングを開始し、粉粒体輸送装置、
サイロ、計量、混合などを含むトータル
ハンドリングシステムをご提案します。
取り扱われる粉粒体に対するご要求として、ISO14000s等に基づく外部への
漏洩の完全な防止や粒子破砕の低減、爆発防止対策、付着防止対策、コンタミ防
止、
微粉除去などがあります。
設備へのご要求としては普遍的なニーズである省
エネルギー、省スペース、合理化、メンテナンスまでを含む自動化等が挙げられ
ます。
アマノバルクハンドリングシステムは原材料、製品粉粒体の取り扱いを経済的
でかつ付加価値の高いシステムとして提案いたします。

■フローチャート Flow chart

ご計画

In the world around us, many raw materials and products are handled in
a powder or granular form. The characteristics of these particles are diverse such as particles that are extremely fine, particles that break easily
due to shock, and highly explosive particles that can result in disastrous
accidents if handled improperly.
Based on our client's plans, Amano starts engineering by analyzing the
characteristics of the particle, then proposes a total handling system that
includes bulk conveyance equipment, silo, measurement equipment, and
mixer.
Our clients have various demands in regards to the handling of the particles such as the absolute prevention of leakage to the outside (as required by ISO 14000s, for example), lowering of the particle breakage,
prevention of explosions, adhesion, and contamination, and removal of
fine powders. The demands in regards to the installation are universal
needs that include energy conservation, space conservation, improved
productivity and ease of maintenance.
Amano proudly proposes the bulk handling system, an economical and
value added system that handles raw materials and product particles.

アマノは、
粉粒体として工場内で取り扱われる原材料、
製品全てのハンドリングシステムを供給いたします。
Amano meets all requirements of handling systems of bulk materials in factories.

SC
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SC

SC

SC

SC

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

専門の営業・エンジニアが提案書作成の為にお客様のご計画を承ります。
M

Recommendation will be offered based on our review on client's plans.

Planning

M

M

M
M

調査・分析

現地調査、粉粒体分析等を行ない、報告致します。
Reporting based on site/particle analysis.

Research and Analysis

基本設計
Preliminary Design

提 案
Proposal

入手した情報、設計条件に基づき、基本計画設計を行ないます。
Preliminary design is prepared based on the information collected and customer requirements.

フローシート・全体機器構成・仕様書と御見積を提出致します。
Recommendations: a flow chart of the system, structure and system specifications along with
estimated cost are prepared.

サイロ
Silos

計量・レベル計測装置
Weighing Scale & Level Sensor

詳細設計
Detailed Design

調達・製作

基本設計に基づき、計画実施の為に細部の設計を行ないます。
Based on the preliminary design, a detailed design is prepared.

構成機器・部品の調達、製作、組立、検査を行ないます。
Procurement, fabrication, assembling and inspection.

Procurement and Production

建 設
Construction

試運転

施工エンジニアの主導で機器据付、配管、電気他ユーティリティー工事を行ないます。
Setting-up utility, installation, piping and wiring works.

輸送装置
Conveyor
■高圧圧送式空気輸送装置
■低圧圧送式空気輸送装置
■低圧吸引式空気輸送装置
■スクリューコンベア
■ベルトコンベア
■バケットエレベータ
■他各種機械式コンベア
■Pneumatic Conveyor
Dense Phase Positive Press. Type
Dilute Phase Positive Press. Type
Dilute Phase Negative Press. Type
■Screw Conveyor,
■Belt Conveyor
■Backet Conveyor
■All types of Mechanical Conveyor

竣工後、所定の性能確認を行ない、本稼動の準備の為に試運転を行ないます。

■ロードセル式バッチ型計量装置
■ロスインウェイト式連続計量装置
■静電容量式レベルセンサー
■振動式レベルセンサー
■超音波式レベルセンサー
■各種レベルスイッチ
■Load Cell Type Batch Weighing Scale
■Loss in Weigt Type Scale
■Conpactance Type Level Sensor
■Vibration Type Level Sensor
■Super Sonic Type Level Sensor
■All types of Level Switches

■円筒形スカート式サイロ
■円筒形架台式サイロ
■角型サイロ
■各種ストレージタンク
■各種クッションホッパー
■Cilindrical Skirt Base Silo
■Cilindrical Silo supported by steel structure
■Square Type Silo
■All types of Strage Tank
■All types of Cushion Hopper

アマノバルクハンドリングシステム

分離・分級装置
Separater & Classifirer

原材料受入ステーション
Raw Material Unloading Station

生産運転

生産運転に立ち会い操作・取扱説明を行ないます。
Witnessed operation and training.

Production Run

保守管理
Maintenance
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弊社及びグループ会社にて保守管理を承ります。
Maintenance services contract.

■ロータリーフィーダー
■スクリューフィーダー
■テーブルフィーダー
■振動フィーダー
■各種供給・排出装置
■袋詰装置
■Rotary Feeder
■Screw Feeder
■Table Type Feeder
■Vibration Type Feeder
■All types of Feeders & Dischargers
■Bagging Machine

AMANO Bulk Handling System

Performance inspection and test run.

Test Run

供給・排出装置
Feeder & Discharger

■フレキシブルコンテナ開袋受入装置
■紙袋開袋受入装置
■ローリー車接続受入装置
■Unloading Station
for Flexible container
for Paper Bags
for Tank Lorry

制御装置
Control System

粉砕・混合装置
Mill & Mixer
■各種粉砕装置
■各種混合装置
■All types of Mill
■All types of Mixer

■DCS制御システム
■ＰＬＣ制御システム
■生産管理システム
■保全監視システム
■DCS, PLC
■Production Control System
■Maintenance Monitoring System

■バグフィルター
■サイクロンセパレーター
■重力沈降式セパレーター
■風力式分級機
■振動フルイ機
■各種分離・分級装置
■Bagfilter
■Cyclone separator
■Gravity Type separator
■Pneumatic separator
■Vibration Sifter
■All types of separator & Classifier
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粉粒体の調査・分析

㈱環境衛生研究所

Particle Research and Analysis

粉粒体を多角的に検証し、
ハンドリング方法へ専門スタッ
フがご案内いたします。
粉粒体計画にあたり最も大切なことは 粉 について知ることです。
(株)環境衛生
研究所では、
対象粉粒体についてあらゆる角度から検証をおこない粉粒体ハンド
リング計画に必要な粉体データを供給いたします。
(株)環境衛生研究所とアマノ
(株)との万全な協力体制によりより高度なシステム構築を実現しています。

Environmental Technology Co., Ltd.

Particles are analyzed in detail for best recommended
handling method.
The most important factor in designing a Bulk handling system is knowing about the "particle." At Environmental Technology Co., Ltd., we will
inspect particle from various angles and provide data that are pertinent in
designing its handling system. In collaboration with Amano Cooperation,
highly sophisticated handling systems are developed.

粉粒体ハンドリングシステムの設計データを収集
Collection of Data that is Used to Design Bulk Handling Systems

多様化する粉粒体に対応するため、
より高度なデータを
効率よく収集することが可能な装置・機器を設置してい
ます。
空気輸送においては輸送距離は短距離39ｍから長距離184mまでテスト可能で
す。
目的に応じて高圧圧送、
低圧圧送、
吸引輸送の各輸送テストをおこなうことが
できます。
あらゆる場面を想定したハンドリングテストを行うことで最適なシス
テム設計にお役に立ちます。

粉粒体ハンドリングテストプラント
Bulk Material Handling Test Plant

In order to meet the diversified bulk handling needs,
we have set up necessary equipment and devices that
allow highly sophisticated data to be collected efficiently.
For pneumatic conveyance, a conveyance distance of 39 m to 184 m can
be tested using at this facility. Various conveyance tests such as highpressure conveyance, low-pressure conveyance, and vacuum conveyance
are performed. Performing handling tests under various conditions helps
in the design of the best-suited system for particle.

設備の特長
1.高圧圧送ライン
高圧圧送ラインに使用する供給装置には、ブローポットとファインフィーダーGXを備えました。ブローポットは長距離・大容量の輸送に適し、
ファインフィーダーGXは高濃度連続輸送に適しています。また、当ラインには、輸送物の閉塞を防ぎ、安定した低速輸送を実現するための独
自技術として、ニューメカトロシステム・ブーストエアーノズルを設置しています。この他、184mのラインには54ポイントの圧力センサー
をはじめ、空気量センサー・質量センサーを設置し、検知したデータのグラフィック表示を外部出力が可能となっています。

2.低圧ライン
ルーツブロワーを空気源とした低圧ラインで、
圧送式と吸引式の輸送テストができます。
圧送式と吸引式の切換は自動でできます。

3.FAコントローラー
運転制御には最新システムを導入しています。テストプラントのすべての作業情報が把握でき、操作はパソコン画面でおこなえる集中
制御システムです。

4.サニタリーライン
食品・薬品などを対象としたラインで、高圧圧送と低圧圧送および低圧吸引の3つの輸送方法に切換可能です。また、容易に分解・
洗浄できるように、機器はステンレス製、輸送配管はフェルール継手となっています。

5.電解水洗浄システム
サニタリー粉粒体輸送ラインに、床面洗浄や配管および、機器の洗浄を目的に酸性電解水/アルカリ電解水生成装置FW-7000
を常設しました。FW-7000は酸性電解水とアルカリ性電解水を生成し、用途に応じて使い分けます。

■主なサービス内容
●粉粒体物性測定

●作業環境測定

6.データ解析

1）粉粒体物性測定
2）粒度分布測定
3）粒子形状測定

1）鉱物性粉塵測定
2）有機溶剤測定

7.開発支援機能

●粉体爆発性試験

●集塵装置用フィルターの性能試験

質量、圧力、流量など約80ポイントのセンシングにより、多彩なデータ解析がその場でおこえます。
装置のモジュール化により、容易なレイアウト変更が可能となっており、当社開発センターにて開発をした構成機器の組み入れ
や、データ収集に対応できる構造となっています。

●臭気濃度測定

Facility Features
1. High-pressure conveyance
As the feeder on the high-pressure conveyance, a blow pot and Fine Feeder GX are provided. The blow pot is suitable for long distance and large
capacity conveyance, and Fine Feeder GX, for high-density and continuous feed. Also, this line is provided with a new mechatronical system, the
boost air nozzle, originally developed by us with the intension of eliminating feed line block and realizing a sustainable low speed stable conveyance.
Besides, a 184m long line is furnished with a pressure sensor having 54 sensing points and an air-flowrate/mass sensor, the data from which can be
externally output as a graphic display on the screen.

●環境計量証明事業登録を要する分析業務
●環境管理システム構築運営業務
（ISO-14000に基づく事業所の環境対応支援業務）など

2. Low-pressure pressure-feed/suction line
This low-pressure line provided with a Root’s blower serving as the air charger is capable of conducting conveying capacity test either in pressurefeed mode or suction mode. The switching between these two modes can be made automatically.

3. FA controller

Main Services
•Particle Physical Property Testing
1. Particle physical property testing
2. Granular distribution testing
3. Particle shape testing
•Particle Explosiveness Testing
•Work Environment Assessment
1. Mineral powder testing
2. Organic solvent testing
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•Bromic Concentration Testing
•Performance Testing of Dust Collection Device Filters
•Analysis for Environmental Measuring Certificate Registration
•Engineering & Management of Environmental Control
Systems
(These services support the management and implementation of environmental measures, such as those based on the
ISO 14000 Series standards.)

環境計量証明事業登録第322号
作業環境測定機関登録第22-31号

Due to its most up-to-date control system, the total operating information of the test plant can be grasped and centralized operation control can be
done by the manipulation of PC screens.

株式会社 環境衛生研究所

This is a foodstuff and chemical feed line that can be switched among high-pressure conveyance, low-pressure conveyance, and low-pressure suction line.
The line components are made of stainless steel and conveyance piping uses ferrule joints for easy disassembly and cleaning.

〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1丁目6番2号
TEL（053）484-1475 FAX（053）484-1476
E-mail Miyakoda̲Lab@amano.co.jp
Environmental Technology Co., Ltd.
1-6-2 Shinmiyakoda, Hamamatsu, Shizuoka, Japan 4312103
Phone: +81 (053) 484-1475 FAX: +81 (053) 484-1476
E-mail Miyakoda_Lab@amano.co.jp

4. Sanitary line

5. Electrolytic water cleaning system
The acid electrolytic solution and alkali electrolytic solution maker FW-7000 is equipped to the sanitary powder/grains conveyer line to carry out
washing of the floor as well as pipes and components of the line. FW-7000 makes acid electrolytic solution and alkali electrolytic solution which are
properly applied for the different purposes.

6. Data analysis
Variouse analysis on data from approximately 80 sensing points of mass, pressure, flaw-rate, etc. can be conducted on the spot.

7. Development-support function
The line equipment is modularized for easy change in the layout. This will also facilitate line’s incorporation of new components developed by our
Development Center, and data collection from the line for further development.

アマノ㈱ 細江事業所
静岡県浜松市北区細江町気賀8123番地
TEL（053）523-1804 FAX（053）527-2109
Amano Hosoe Facility
8123, Kiga Hosoe-cho kita-ku Hamamatsu-shi, Shizuoka
Phone: +81 (053) 523-1804 FAX: +81 (053) 527-2109
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原材料・中間製品ハンドリングシステム

製品払出しシステム

Handling Systems for Raw Material and Intermediate Products

Product Delivery System

製造工場に粉粒体の形態で入荷する原材料を受入れ貯留し適時・適量を生産ラ

製品が粉粒体である場合、その品質保持・包装計量精度が重要です。工場から出

インへ供給するシステムです。
原材料受入の方法はタンクローリー車、
フレキシ
ブルコンテナバグ、
ペーパーバッグと様々です。
アマノでは受入形態に合わせ作
業効率が良く、
粉塵漏洩のないクリーンな原料受入ステーションを提供します。
粉粒体原材料はサイロで保管され、生産ラインからの要求信号によって自動的
に計量・配合され円滑に供給されます。
各装置間の粉粒体輸送にはアマノ空気輸
送システムが活躍します。
粉粒体のハンドリング特性やご要求により、
最適な輸
送システムを選択します。
原材料の使用実績・在庫量管理にはアマノ生産管理シ
ステムが、運転監視・メンテナンスにはアマノ環境設備監視/保全支援システム
がサポートします。

原料受入ステーション
Raw material unloading station

This system receives and stores raw materials in powder form and supplies an appropriate amount at the appropriate time to the production line.
There are various ways in which the raw material are received such as
tank trucks, flexible container bags, and paper bags. Amano provide the
most efficient, leak-free, and clean raw material unloading station. The
raw materials in powder form is stored in silos. When a request signal is
received from the production line, the system automatically measures and
mixes the raw material needed for the production. Amano's pneumatic
conveyance system plays an active part in transporting the powder between devices. Depending on the handling characteristics of the powder
and client's requests, the best-suited conveyance system is selected.
Amano's production control system will manage the amount of raw material used and the stock. In addition, Amano's environmental equipment
monitoring and maintenance support systems will monitor and maintain
the operation.

荷される粉粒体製品は偏析やダメージを受けない状態で扱われる必要がありま
す。その輸送には破砕を極限まで低減するアマノ空気輸送ニューメカトロシス
テムが採用されます。包装形態に合わせ、ペーパーバッグ充填装置、フレキシブ
ルコンテナ充填装置、タンクローリー積載装置などがあります。

If the end product is particle, retaining its quality and precise measurements of packages are crucial. The particle product delivered from the
plant must be handled with care so that it is not deformed or damaged in
the process. For its conveyance, Amano's pneumatic "new mechatronics"
system is used to minimize the breakage. Various accessory devices are
available to handle the final packaging such as paper bag filling device,
flexible container filling device, and tank lorry loading device.

製品サイロ
Product silo

輸

送

Conveyance

適用例
■樹脂・活性炭・ゴム・ペレットその他粉粒体化学製品／化学品製造
■セメント・パーライト／セメント・建材製造
■顆粒・結晶製品・その他粉粒体食品材料／食品・農業・農薬・肥料製造

ストックタンク
Stock tank

■炭酸カルシウム・その他鉱物粉／鉱業・電力
■薬品・薬剤／薬品製造

Applications
輸 送

計

Conveyance

貯 留

包

Storage

装

Packaging

計 量

出

Measurement

配

量

Measurement

荷

■ Resin, activated carbon, rubber, pellet, and other powder chemical products/Chemical product production
■ Cement, perlite/Cement and building material production
■ Granulated powder, crystal products, and other powder food
material/Food, agriculture, agriculture chemical, fertilizer production
■ Calcium carbonate and other mineral powder/mining industry,
electricity
■ Chemicals, medicine/chemical production.

Delivery

合

原材料工程内リサイクルシステム

Mixing

Raw Material In-process Recycling System

輸

送

Conveyance
粉粒体を原材料として製造された製品の最終加工段階において発生する端材や

ストックタンク
Stock tank

適用例
■樹脂原料／プラスチック成型品製造、
樹脂コンパウンド製造
■鉱物原料／建材ボード製造、
セメント二次製品製造

生産ラインへの供給
Supply the production line

集塵・回収された粉体は、生産ラインの上流に還元して、原料の一部として再利
用されることが少なくありません。加工ライン各所で発生したこれら資源物を
空気輸送を利用して生産ラインに戻すことが可能です。

The waste material or powders that result during the final process of a
product made from raw materials are often returned to the beginning of
the production line and reused. These resources that are created at various points of the process line can be fed back to the production line by
using a pneumatic conveyance system.

■穀類／食品加工・製造
■化学物質／樹脂原料・化学製品・肥料製造
■造粒カーボン・シリカ・薬品粉体／タイヤ・ゴム製品製造

加工ライン
Process line

■鋳物砂・ベントナイト・シェル砂・添加材／鋳物製造
■スプレーハイド／タイル製造・窯業
■石灰・添加材／鉄鋼業

集塵・回収
Dust collection
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適用例

Applications

■樹脂製品製造ラインの端材・フラフの再利用

■ Resin material/plastic molding production, resin compound production
■ Mineral material/building board production, cement secondary product production
■ Grain/food processing and production
■ Chemicals/raw resin material, chemical products, fertilizer production
■ Granular carbon, silica, chemical powder/tire and rubber
production
■ Casting sand, bentonite, shell mold sand, additives/
cast metal production
■ Palletized clay/tile production, earthen production
■ Coal, additives/steel industry

■鋳造ラインの鋳物砂の再利用

粉砕・輸送

■タイヤ・ゴム製造ラインの集塵粉体の再利用

Crushing

■その他製造工程から発生する粉粒体の再利用

Applications
ストックタンク
Stock tank

生産ライン
Production line

■ Reuse of the waste material or fluff that is created from a resin
product production line
■ Reuse the sand from the casting line
■ Reuse collected powder from the tire or rubber production line
■ Reuse powders that are created from other production processes
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集塵粉体の回収・分別・無害化処理

リサイクル・廃棄物処理施設における粉粒体ハンドリングシステム

Dust Collection, Separation, and Defusing Process

Bulk Handling System for Recycling & Waste Disposal Plants

工場の各作業工程において発生する粉塵は集塵装置によって捕集されます。工
程や粉塵の種類によって分別して回収し他業種の原材料として利用できる場合
があります。
また、
各集塵装置で回収された粉塵の処理が粉塵の二次飛散を招か
ないように集中して加湿や造粒を行なう方法もあります。広い工場内のダスト
を一ヶ所に集中回収することを目的にアマノ空気輸送装置、サイロシステムが
採用されます。

Dust that are created at various processes of a factory are collected by
dust collecting devices. The dust is collected separately according to the
process and powder type. Sometimes these dust can be used as raw
material in other industries. There are methods to humidify or granulate
the dust in order to prevent secondary spreading caused by the collection
process. Amano's pneumatic conveyance systems and silo systems are
used to collect the dust around a large factory.

現在では、家電リサイクル、生ゴミ減量、バイオマス発電、自動車リサイクル、土
壌改良など、
さまざまなリサイクルプラントが建設されています。
これらのプラ
ントにおいては、
様々な場面で粉粒体ハンドリングシステムが活躍します。
施設
で扱われるあらゆる粉粒体のハンドリングが可能です。アマノでは破砕物やゴ
ミなども専用機器を用いてハンドリングシステムを構築することができます。
また空気輸送を応用したセントラルクリーニングシステムも施設の安全確保、
美化に一役買っています。

Recycling plants of all types are currently being built for recycling household appliances, reducing organic waste, generating electricity from biomaterial, recycling Automobile and soil improvement, etc. These plants
all make use of Bulk handling systems for various applications and needs.
Amano offers help processing virtually any type of Bulk that these facilities create. At Amano we create handling systems incorporating special
equipment for crushed materials and waste. Our central cleaning systems also use air-feed to keep the facility safe, clean and nice looking.

各集塵装置
Dust collecting equipment

輸

送

適用例

Conveyance

■鋳造ラインの各種集塵ダスト
■焼却場の灰・廃活性炭・その他薬剤

ストックタンク

■食品工場の脱脂大豆粉・その他

Stock tank

■プリント基板などの加工屑

Applications
加湿・造粒

■Various dust from a casting line
■Ashes, waste activated carbon,
and other chemicals from a furnace
■Defatted soy beans, etc. from
food plants
■Process scrap from printed-circuit boards

Humidify, granulate

払出し・引き取り
Delivery or pick up

金属切粉の回収・粉砕・油分離・減容化処理
Collection, Crushing, Oil Separation, and Volume Reduction of machining metal dust

金属を加工する際に発生する切削粉を一括回収し、再資源として払い出すシス
テムです。
一般の粉粒体と異なり粉砕・油分離・圧縮減容を行ないます。
各加工機
から発生する切削粉を一ヶ所に集中回収するためにアマノ空気輸送システムが
威力を発揮します。

金属加工機

This system collects the machining metal dust that results when metal is
processed and treat it so that it can be reused as raw material. Unlike the
handling of other particles, this system crushes the machining metal dust,
removes its oil, and compresses it in order to reduce the volume. Amano's
pneumatic conveyance system provides excellent results in collecting the
machining metal dust that is created at various processing stages.

Metal processing machine

適用例
■消石灰他、
中和剤の貯留・供給装置
■活性炭供給装置・廃活性炭回収装置
■熱分解カーボンの炉への吹込み装置
■飛灰輸送回収装置
■ゼオライト貯留・供給装置
■セントラルクリーニング装置
■高温有害ガス除去システム
■脱臭システム
■ゴミハンドリングプロセス用集塵装置
■生ゴミ・廃果実等乾燥減容・分解装置
■エアーシャワー
■ゴミ・破砕物輸送回収装置
■食品絞り粕・抽出粕等輸送装置
■加熱型・土壌改良装置
■バイオマスエネルギープラント
■ダイオキシン作業対応集塵装置

Applications
油分離・粉砕
Oil separation, crushing

輸 送
Conveyance

ストックタンク
Stock tank

圧縮減容
Compress to reduce the volume

適用例
■ＮＣ工作機、フライス盤、旋盤などからの切削粉の処理

Applications
払出し・引き取り
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Delivery or pick up

■ Process machining metal dust that is created by NC machine tools, millers, lathes, etc.

■ Device that stores and supplies calcium hydroxide,
neutralizing agents, etc.
■ Device that supplies activated carbon and collects
waste carbon
■ Blowing Device for the pyrolytic carbon incinerator
■ Fly ash conveyance collection device
■ Device that stores and supplies zeolite
■ Central cleaning device
■ Hazardous gas removal system
■ Deodorization system
■ Dust collector device for waste handling process
■ Dehydrator reducer and decomposer for raw garbage and
discarded fruit
■ Air shower
■ Waste & crushed particle conveyor/collection systems
■ Pulp - juice extract conveyor equipment
■ Heating soil improvement equipment
■ Biomass energy plants
■ Dioxin treatment type dust collectors
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高圧圧送輸送システム

HAF

SYSTEM

Dense Phase High Pressure Conveyance System

■仕様 Specifications
輸送速度）Conveyance speed: 1〜15m／s
輸送量）Conveyance capacity:〜200t／h
輸送距離）Conveyance distance:〜2000ｍ
輸送圧力）Conveyance pressure:〜＋700kPa
空気源）Air source:コンプレッサー Compressor

ブローポット

輸送量に応じて最適なブローポットが選定可能。

Blow Pot

高濃度で粉粒体を効率的に輸送。

バッチ輸送に不可欠なブローポット。
バルクハンドリングシステムの目的と能力
0°

W

に応じて標準型を9機種ラインナップ。
お客様のご要望に応じて異種材質や特注
対応も可能です。

輸送用空気の静圧を利用してプラグ状の輸送粉体を押し動かして輸送

The best-suited blow pot for the conveyance capacity is selectable.

します。HAFシステムでは輸送速度が低速なため輸送粉体の破砕がほ
90°
輸送方向

とんどありません。低破砕・長距離・大量輸送に最適なシステムです。

Blow pot is a must for batch conveyance. Nine standard models are available from which you can select the best-suited model based on the purpose and performance. Special orders are also taken to match client's
needs such as the material making of the blow pot.

Efficient High-Density Particle Conveyance
By using the static air pressure of the conveyed air, the "plugshaped" powder is pushed along the pipe. The conveyance speed
is ultra slow on the HAF system, and there is hardly any breakage. This system is best suited to low-breakage, long-distance,
large capacity conveyance.

■仕様 Specifications
型

式

W

Type

H

I.D

a

b

c

標準容量（ ）
Standard Capacity

BP-50

781 440.8

1180

500

150

354

1094

50

BP-100

781 527.4

1250

600

150

354

963

100

BP-250

816 659.9

1452

750

150

412

1097

250

BP-400

826 789.8

1732

900

150

417

1377

400

BP-750

836 876.4

1981

1000

200

461

1601

750

BP-1000

956 1092.9

2202

1250

200

540

1732

1000

H

c

I.D.

D

b

システム例
Model System
a

SC PG

D
SC PG

排気

LA H
LA HH

LA H

864

1223

2411

1400

150

479

2075

1500

BP-2000

1048

1320

2789

1500

200

528

2384

2000

BP-3000

1120

1493

3105

1700

200

515

2686

3000

標準的な材質はSS400又はSUS304です。

注）10〜20バッチ/時が標準的な選定です。

The standard material used to construct the silo is the SS400 or the SUS304.

Note: The typical selection is 10 to 20 batches/hour.

ニューメカトロシステム

SC

BP-1500

ブースターノズル Booster nozzle
圧力センサー Pressure sensor

New Mechatronics System
理想的な長さのプラグが超低速で移動

M
M

1. Optimum plug length

微粉の長距離輸送や破砕の許されない粉体の輸
送に最適な高精度輸送システム

Plugs that are ideal in length move at ultra low speed.

移動するにつれ相互に連結し始める。閉塞の要因となる。

2. Plugs start to join

HAFシステムがより進化しました。
輸送管全域に圧力センサーとブーストノズ
ルを設置。
自動制御でプラグ
（※）
間の圧力差を検知し最適な箇所に最低限のブー
SC

ました。

圧力センサーが閉塞の前兆を感知。圧縮エアーを噴射

3. Compressed air injection

M

High-precision conveyance system for transporting particles
over long distances or transporting fragile particles without
breakage

PS PG
FG

LA

Improvement has been made to the HAF system. Pressure sensors and
boost nozzles have been installed over the entire conveyance pipe range.
By detecting the pressure differences between plugs(*), the system can
automatically control the pressure by supplying minimum amount of boost
air at optimum locations. This achieves "ultra-low speed conveyance that
prevents particle breakage and blockage.

■特長
●超低速輸送のため輸送粉体の破砕がほとんどない。

■主な適用粉体

Suited to Convey

●微粉の長距離・大量輸送に最適。

・ 造粒カーボン
・ ベントナイト
・ 鋳造砂
・ シェル砂
・ 微粉炭
・ 炭酸カルシウム
・ アルミナ
・ 染料
・ 顔料
・ 水酸化アルミニウム
・ 澱粉

• granular carbon
• bentonite
• Sand for casting
• Shell mold sand
• fine coal
• calcium carbonate
• alumina
• colorant
• pigment
• aluminum hydroxide
• starch

●輸送空気量が少なく低コスト。
●停電後の輸送再開性に優れる。

Characteristics
•Because the conveyance speed is ultra slow, there is hardly any breakage.
•Best suited to long-distance and large capacity conveyance.
•Low cost since the air flow rate for conveyance is small.
•Recovery from a power disruption is excellent.
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As the plugs move along the pipe, they start joining together
Causing blockages.

ストエアーを供給することで 超低速・低破砕輸送 を閉塞のおそれなく実現し

LA L

PG

Injects compressed air 圧縮エアー噴射

※プラグとは輸送粉体が凝集し輸送管内を栓状で移動する状態
* Plug is a condition in which the conveyed particles are condensed and
moved along the conveyance pipe in a lump.

チェックバルブ付ブーストノズル
Booster nozzle with Check valve

圧力センサー
Pressure sensor

The pressure sensor detects a sign of a blockage.
Injet compressed air

長くなったプラグを最適な長さに分断。

4. Plug separation
Separates the joined plug into optimum lengths.

ブローポットへ充填された粉粒体は輸送管へプラグ状態で送り出され前後の
圧力差により輸送管内を移動します。
移動するにつれ粉粒体プラグは相互に連
結し長いプラグが形成されます。一定間隔で輸送管全域に設置された圧力セン
サーの隣接した２個の圧力検出値に一定以上の差を生じると瞬間的にバルブ
が開いて輸送管内に圧縮空気を噴射し粉粒体プラグを適切な長さに分断しま
す。
ニューメカトロシステムでは不規則なプラグ長さや挙動を呈することなく
輸送管端部まで極低速輸送を可能にしました。

The particles that have been filled in the blow pot are transferred to the
conveyance pipe in units of plugs. Due to the differences in the pressure
before and after the plug, the particles move along the conveyance pipe.
The pressure sensors are installed at constant intervals along the conveyance pipe. If two neighboring sensors detect a pressure difference
that is above a certain level, a valve opens instantaneously and compressed air is emitted into the conveyance pipe. In effect, the particle
plug is divided into appropriate lengths. With this new mechatronics system, ultra-low speed conveyance over the entire conveyance pipe became possible without encountering undesirable effects such as irregular plug lengths and abnormal behavior.
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連続式・低速高濃度輸送システム

HSF

SYSTEM

Continuous Dense Phase High Pressure Conveyance System

低圧圧送輸送システム

■仕様 Specifications
輸送速度）Conveyance speed:1〜15m／s
輸送量）Conveyance capacity:〜20t／h
輸送距離）Conveyance distance:〜300ｍ
輸送圧力）Conveyance pressure:〜＋300kPa
空気源）Air source:コンプレッサー Compressor

■仕様 Specifications
輸送速度）Conveyance speed: 15〜40m／s
輸送量）Conveyance capacity:〜100ｔ／h
輸送距離）Conveyance distance:〜200ｍ
輸送圧力）Conveyance pressure:〜＋100ｋPa
空気源）Air source:ターボ／ルーツブロワー Turbo/roots blower

LAF

SYSTEM

Dilute Phase Low Pressure Conveyance System

高シールロータリーフィーダーを使用した連続輸送システム。

最もベーシックな圧送システムです。

（PAT.P.）
新開発の高シールロータリーフィーダーを使用したコンパクトな高圧

輸送空気の動圧を利用して輸送粉体を浮遊させ比較的低濃度で輸送し

圧送システムです。
ブローポットを使用したシステムと比較し粉体供給

ます。
輸送速度は、
高圧圧送式
（HAF）
よりも大きく一般的には20〜30

部をシンプルにすることができます。輸送速度は4〜6ｍ／sと超低速

ｍ／sです。

なため輸送粉体の破砕がほとんどない連続式・低速高濃度輸送システム

The Most Basic Positive Pressure Conveyance

です。また特殊なヘリカルローターを採用し、噛み込みによる粉粒体の

By using the dynamic pressure of the conveyance air, the particles are flown through the conveyance pipe at relatively low densities. The conveyance speed is much greater than that of the
high-pressure conveyance system at a typical speed of 20 to 30
m/s.

破砕を大幅に低減しました。
（PAT.P.）

Continuous Conveyance System that Uses High Pressure Type Rotary Feeder
This is a compact high-pressure conveyance system that uses a
newly developed High Pressure Type rotary feeder. The particle
supply section is simplified as compared to the system that uses
blow pots. Because the conveyance speed is low, between 4 and
6 m/s, particle breakage rarely occurs. This is a continuous lowspeed high-density conveyance system. In addition, the special
helical rotor has a mechanism that prevents breakage (Patent
Pending).

システム例
Model System

システム例
Model System
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R
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R
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S
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S
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S
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S
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PS

S
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S
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S
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PT

TG

■特長
M

●超低速輸送のため輸送粉体の破砕がほとんどない

M

●連続輸送が可能なため輸送効率が高い
●造粒物、
ペレットの輸送に最適。
●設備をコンパクトにできる。
●配管径が小さくてすみ設備費を抑えられる。

■特長

●輸送終了時の吹上現象による輸送粉体の破砕がない。

• Minimum particle breakage due to ultra low-speed conveyance.
• Since continuous conveyance is possible, it is highly efficient.
• Ideal for conveying particles and pellets.
• The installation is compact.
• The diameter of the conveyance pipe can be kept small to reduce equipment expenses.
• There is no particle damage caused by air blow down at the end of the conveyance.
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●設備構成がシンプルなため導入費用をおさえられる。

■主な適用粉体

Suited to Convey

・ 造粒カーボン
・ 各種樹脂ペレット
・ 各種結晶粉粒体
・ コーヒー豆
・ 白米
・ 澱粉

• granular carbon
• various resin pellets
• various crystal particles
• coffee beans
• white rice
• starch

●一個所から数箇所への分散輸送に最適。

Characteristics
• The installation configuration is simple which keeps the initial cost down.
• Ideal for transporting particles from one location to multiple locations.

■主な適用粉体

Suited to Convey

・ ベントナイト
・ 炭酸カルシウム
・ セメント
・ 消石灰
・ テレフタル酸など

• Bentonite
• Calcium carbonate
• Cement
• Calcium hydroxide
• Terephthalic acid
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低圧吸引輸送システム

■仕様 Specifications
輸送速度）Conveyance speed: 15〜40m／s
輸送量）Conveyance capacity:〜100t／h
輸送距離）Conveyance distance:〜200ｍ
輸送圧力）Conveyance pressure:〜−60kPa
空気源）Air source:ターボ／ルーツブロワー Turbo/roots blower

VAF

SYSTEM

Dilute Phase Low-pressure Vacuum Conveyance System

サイロシステム

SILO

SYSTEM

数箇所から一個所への集約輸送に適したシステム。

各種粉粒体に最適なサイロをエンジニアリング

輸送粉体を空気と共に吸込み大気圧以下の圧力の気流で吸引輸送しま

粉粒体を保管するサイロはバルクハンドリングシステムを構成する中で最も重要な装置の一つである

す。
輸送用空気の動圧を利用して輸送粉体を浮遊させ輸送します。
輸送

といえます。粉粒体の特性をよく把握し、保管中の粉粒体の変質、固化を防止し排出が円滑に行なわれ

風速は一般的には20〜30ｍ／sです。吸引輸送は輸送物の冷却・乾燥

ることが重要です。
また保管中に必要な情報をどのような検出方法によって得るかも大切なファクター

効果があり、狭く深いところからの輸送にも最適です。

です。
アマノサイロシステムは粉粒体の調査分析から得られた情報を設計に盛り込み、
これまでの実績
をふまえ円滑な運用を可能にします。
サイロは大別すると円筒型、
角型に分けられ、いずれも円錐、
角錐

System Suited to Collective Conveyance from Multiple Locations

のホッパー部分を備えます。粉体の流動性が不良の場合には平底型のサイロとし円滑な運用を実現し
ます。

By sucking both particles and air, the particles are conveyed by
the air flow resulting from sub-atmospheric pressure. By using
dynamic pressure of the conveyance air, the particles are lifted
and transported. The conveyance air speed is typically 20 to 30
m/s. Vacuum conveyance produces cooling and drying effects on
the conveyed items, and is best suited in conveying particles from
narrow and deep locations.

サイロの建設に当っては、
サイロ本体・付属機器と基礎・土木工事をトータルで計画し、
お客様のコスト
セーブに協力致します。サイロ本体の構造と地盤データに基づく基礎計画をトータルでエンジニアリ
ングすることでトータルコストを削減いたします。

The Best-Suited Silo engineered for the Various Particles

システム例
Model System
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■標準的なサイロの寸法 Standard Dimensions of the Silo (Unit: mm)

M

M

M

M

M

M

The silo which stores the particles can be considered one of the most important devices that
make up the bulk handling system. It is important that the characteristics of the particles are
well understood so that the stored particles do not alter or solidify and that the discharge is
performed smoothly. In addition, the method in detecting and collecting the necessary information is another important factor. Amano system incorporates into the product design the
information that is obtained from analysis of particles, and allows smooth operation backed by
years of experience. The silo can be classified into two major types, cylinder type and square
type. In either case a hopper is provided (cone or pyramid). If the flow property of the particle
is poor, a flat-bottom silo is used to achieve smooth operation. For the silo construction, a total
plan encompassing the silo unit, accessory equipment, and the basic and civil engineering
work is prepared. This will provide cost savings to our clients. By engineering the entire basic
plan based on the construction of the silo and the foundation data, the total cost will be reduced.
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■特長
●設備構成がシンプルなため導入費用をおさえられる。
●粉体供給源が深いところや、
狭いところからの輸送に最適。
●一個所からの集約輸送に適している。

Characteristics
• The installation configuration is simple which keeps the initial cost down.
• Best suited in conveying particles from deep locations or narrow locations.
• Ideal for collective conveyance from multiple locations
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Suited to Convey
• rubber pellet
• Sand for molding
• dust (for dust collection)

・ 鋳造砂
・ 集塵ダスト など

c

■主な適用粉体
・ ゴムペレット

標準的な材質はSS400又はSUS304です。
ご要求により異種材質でも製作致します。
The standard material used to construct the silo is the SS400 or the SUS304.
We can also construct the silo using other materials upon request.
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小型パッケージタイプ輸送装置
Compact Package Type Conveyance Devices

吸引回収装置/セントラルクリーニング装置
Vacuum type collector/Central cleaning equipment

ローダーミニ

集中回収方式で工場全域の粉粒体/床ゴミ
を一ケ所に収集。

FPVシリーズ

工場内に設置した1つの吸引源本体を、部屋、通路など各フロアーに設

●ステンレス製本体は、
水洗いが可能です。
工具不要で分解が容
易です。
また、接粉部（装置内の粉体が接する部分）は、
粉溜り
を防止する設計になっています。

けられた吸引口
（インレットバルブ）
とパイプ配管で接続。
吸引口にホー
ス、
管棒などのアタッチメントを接続するだけで粉粒体/床ゴミ回収作
業が行えます。

●フィルターは、
一般粉体用成形フィルターと、
微細粉体用の樹
脂フィルターを用意しました。

Collect Particles and Floor Dust of the Entire Plant
using a Centralized Collection System
With this system, one vacuum source (that is installed in the plant)
is connected to inlet valves that are located in various rooms and
pathways through a pipe arrangement. Particles and floor dust
can be collected simply by connecting a hose or a attachment
into the inlet valve.

●機種毎にブロワー・排出部等をオプションとして用意しています。

Loader mini
FPV-40/40X

FPV-50/50X

成形フィルター

樹脂フィルター

一般粉体用

微細粉体用

最も多くの集塵機
や粉体回収機に使
用されています。

微細な粉体も確実に
捕集します。

Molded filter

Resin filter

水洗いOK

For general fine
powder particles
It is used for the
most of dust
collectors or
powder recovering
equipment.

ローダーミニシリーズ
Loader Mini Series

FPV-65/65X

For fine particles
It steadily captures
even fine particles.
Washable by water.

使用例：袋詰め／混合機気や軽量機への原料輸送
An example of use:
Raw material transportation to mixing, bag filling,
or metering machines.

FPV Series
• The stainless-steel body allows washing by water. It is
easily taken apart without using tools. In addition, the
portions in contact with powder particles are designed to
be free from power buildup.
• Two types of filters are prepared, one is a molded filter
for general power, and the other is a resin filter for fine
particles.
• Blowers, exhaust units, etc. for each model are offered
as option.

エゼクタータイプ

EV-5L/10L
●吸引空気源はエゼクターポンプです。
●吸引時間・排出時間をエアタイマーで設定できます。

海外グループネットワーク

●電気部品がないため、防爆区域で使用できます。

Overseas group network

●低速・吸引プラグ輸送ができます。
●破砕が許されない粒体の輸送に最適です。

Ejector Type

EV-5L/10L

• Suction force is generated by an ejector pump.
• Pneumatic timer can be used to set the suction and discharge times.
• Absence of electrical parts allows use in electrical hazardous areas.
• Low-speed plug conveyance is possible.
• Ideal for conveying particles that are not be damaged.

アマノ株式会社
Amano Corporation

株式会社環境衛生研究所 都田Lab.
Environmental Technology Co., Ltd.

Amano Korea Corporation

ブロワータイプ

FV-3

アマノメンテナンスエンジニアリング
株式会社
Amano Maintenance Engineering Corporation

●エネルギー効率の高いブロワータイプ、ランニングコストが有利です。
●長寿命ブラシレスモーター搭載、長時間メンテナンスフリーで使用できます。

Amano Cleantech Malaysia SDN.BHD.

●吸引時間・排出時間をタイマーで設定できます。

世界に広がるアマノのネットワーク
Amano's Global Network

Blower Type
エンジニアリング本部（細江事業所）電話053-523-1804

FV-3
17

• Higher energy efficiency of the blower results in lower running costs.
• Durable brush-less motor requires no maintenance for extensive periods of time.
• Timer can be used to set the suction and discharge time.

PT Amano Indonesia

FAX.053-527-2109

東日本エンジニアリング部（東京） 電話03-3543-4113

FAX.03-3543-4124

中部エンジニアリング部（名古屋） 電話052-723-1321

FAX.052-719-1472

西日本エンジニアリング部（大阪） 電話06-6531-9131

FAX.06-6539-2062
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