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協和株式会社　関西プラスチック事業設備概要

■ 篠山工場 ■ 篠山工場

　● 小型成形ゾーン（小型機工場）

　　① 成形機　　各成形機に材料乾燥機・金型温調機あり 　　① 小型精密成形機（６台）　各成形機に材料乾燥機・金型温調機あり

　　　・ 350t 　　EC350SXⅢ-17A （電動） 芝浦機械 ３ 　　　・ 50t 　　NEX50-5E （電動） 日精樹脂 １

　　② 成形機取り出しロボット 　　　・ 140t 　　TR140-EH2 （電動） ソディック １

　　　・ YCⅡ-400D-40 ユーシン精機 １ 　　　・ 150t 　　LA-150 （電動） ソディック １

　　　・ YDⅡ-3550D-40 ユーシン精機 ２ 　　　・ 180t 　　TR180-EH2 （電動） ソディック ３

　　③ 冷温水循環装置（チラー）　KCW010HL レイケン １ 　　② 成形機取り出しロボット（６台）

　　④ 質量計量混合機　ACA-50Zb カワタ ３ 　　　・ YA-70DL ユーシン精機 １

　　⑤ 除湿乾燥機　DFC-100Z カワタ １ 　　　・ YA-150D ユーシン精機 １

　　⑥ 除湿乾燥機　DFC-200Z カワタ １ 　　　・ YA-250D ユーシン精機 ４

　　⑦ 金型温調機　TW-400.120 カワタ ２ 　　③ 真空連続式脱湿乾燥機

　　⑧ 粉砕機　MC400-15 ホロン精工 ３ 　　　・ VHM35-LC　ドライヤー 高木産業 ３

　　⑨ 混錬機タンブラー　DMV-100 ダイコー精機 ３ 　　④ 金型温調機（移動側＋固定側） カワタ 各機械

　　⑩ 自動ストッカーシステム装置 ユーシン精機 １ 　　⑤ 自動ストッカーシステム装置

　● 成形ゾーン（第２工場） 　　　・ ACS　ハイデッカー ユーシン精機 ３

　　① 成形機（１０台）　　各成形機に材料乾燥機・金型温調機あり 　　⑥ 空気圧縮機  Z156AS2-R 三井精機 １

　　　・ 850t 　　850MG-110 （多段式） 三菱重工　　 １ 　　⑦ 金型冷却設備　UWT-250 ファンクジョナルフルイット １

　　　・ 850t 　　850em-160 （電動） 三菱重工　　 １ 　　⑧ クリーン環境設備一式 各メーカー １

　　　・ 650t 　　EC650NⅡ-61A （電動） 東芝機械 １ 　　　・ エアシャワー、クリーンユニット、外気導入ユニット、クリーンロッカー

　　　・ 650t 　　IS650GT-59A （油圧） 東芝機械 １ 　　　・ CR服、CR用掃除機、CR下駄箱、パーティクルカウンター、他

　　  ・ 460t 　　FNX460Ⅲ-160A （Nサプリ） 日精樹脂工業 １ 　　⑫ 金型超音波洗浄機　

　　  ・ 450t 　  450MEⅡ-50H （電動） 三菱重工 １ 　　　・ CPS-66-TKP15　クリピカエース ソマックス １

　　　・ 450t 　　EC450NⅡ-26A （電動） 東芝機械 １ 　　　・WAVECLEAN PLUS（第2工場） 三和商工 １

　　　・ 350t 　　EC350NⅡ-17A （電動） 東芝機械 １

　　　・ 220t 　　EC220-6A （電動） 東芝機械 １

　　　・  80t 　　80MSⅢ-5C 三菱重工　　 １

　　② 成形機取り出しロボット（１０台） ■ 大阪技術グループ

　　　・ TWS-1500BM スター精機 １ 　● 金型保守設備

　　　・ YAⅡ-800 ユーシン精機 １ 　　　・ 汎用フライス　BGⅢ-J85他　　　 牧野フライス ２

　　　・ GX-1500SL スター精機 １ 　　　・ ＮＣ放電加工機　EDNC-104他　　　 牧野フライス １

　　　・ YCⅡ-α-400D ユーシン精機 ２ 　　　・ ラジアルボール盤　DPA-J　　　 愛知機械 １

　　　・ YAⅡ-400DLLL ユーシン精機 １ 　　　・ 汎用旋盤　1813　　　 山崎鉄工 1

　　　・ SaⅡ-600D ユーシン精機 １ 　　　・ 精密平面研削盤　GS-BMHF　　　 黒田精工 １

　　　・ ATX-1500（海外仕様） ユーシン精機 １ 　　　・ 精密工具研削盤　YGR-25　　　 牧野フライス １

　　　・ TS-800FM スター精機 １ 　　　・ ダイスポッティングプレス 浅井産業 １

　　③ ガスアシスト成形装置（移動型） アノーバ工業 １ 　● 金型設計支援設備

　　④ ガスアシスト成形装置（KGM分離型） カケンジェネックス １ 　　　・ 3D　CAD設計ソフト　 SOLID　WORKS 3

　　⑤ 冷温水循環装置（チラー）　KCWⅢ=15fz-2P－ATレイケン １ 　　　・ 流動解析ソフト AUTO　DESK １

  　⑥ 移動式冷却装置（チラー）　SL-10A SLM（中国製） １ 　　　  　(Mold Flow Plastics Advisers)

  　⑦ 移動式冷却装置（チラー）　SL-5A SLM（中国製） １ 　　　・ 3D　CADソフト　 AUTO DESK 1

　　⑧ 大型乾燥機（アニール用） タバイエスペック １ 　　　・ 2D　CADソフト　 IJ CAD 1

　　⑨ 空気圧縮機　ZV15AS3-R 三井精機 １ 　　　 

　　⑩ 空気圧縮機　ZV083SR 三井精機 １ 　● 測定機器（三次元測定機）

　　⑪ 空気圧縮機　ZV15AX-R 三井精機 １ 　　　・ XYZAX-PF600A（600X 500X300） 東京精密 １

　　⑫ 除湿乾燥機 カワタ 各機械 　　　・ XM-T1200/1500 ｷｰｴﾝｽ １

　　⑬ 質量計量混合器 カワタ １

　　⑭ 粉砕機 渡部製鋼所 各機械 　● 測定機器（工場顕微鏡）

　　⑮ 金型温調機（移動側＋固定側） カワタ 各機械 　　　・ TMM-260D（工場顕微鏡） トプコン １

　　⑯ 混錬機タンブラー　DMV-100 ダイコー精機 2 　　　・ MF-B1010B（工場顕微鏡）篠山 ミツトヨ １

　● 成形ゾーン（第３工場）


