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NewWave　
常に新たな時代のうねりを生み出す原動力 でありたい。

おかげさまをもちまして、当社は1930年に東京品川で
創業後、2014年で84周年を迎えることが出来ました。
この間、一貫して特殊抵抗溶接プラント、プラスチック及
びゴム押出プラント、電線製造装置をお客様のニーズに
応え設備を納めて参り、各分野ではトップメーカーとして
大きく評価と信頼を受けて来ました。
早くから完全個別受注生産体制を敷きニーズに細かく対
応して参りましたが、その中でいかに品質向上を計りなが
ら、コストダウンを行うかが近年の最重要テーマとなって

きています。
これに対応出来るよう、ここ数年社内システム及びNC機
械、試験設備へ多くの投資を続けて来ました成果が目に
見える形で出てきました。
今後とも積極的に研究開発に取り組み、また全社的品質
管理を徹底し、お客様の信頼を得られる製品とサービス
をスピーディーに提供できるよう努力して参ります。
今後とも宜しくご指導賜りますようお願い申し上げます。

M I T S U B AM I T S U B AFROM

本社（パークブルーム三葉）●

上田工場●

押出成形機部門、電線製造機械部門、電気溶接機部門を主軸に、制御情報処理部門も擁し、
それぞれの異なった分野の技術を総合し、システム化・全自動化・合理化に活かしています。
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常に新たな時代のうねりを生み出す原動力 でありたい。
M I T S U B A

理解と協力
Understanding & Cooperate

感謝・奉仕・調和
Gratitude, Service & Harmony

創造
Creation

M I T S U B A

MITSUBAの
企業理念

創業の精神

創業社長の教え
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High-Technology.
私たちは、高度な技術力と創造力を持つ
スペシャリスト集団です。

High-Technology.
技術者なら必ず一度は夢に描くことがあります。それは、

「ここにしかない技術」で独自の製品を創り出す、という

こと。私たちは日々研鑽を重ねて技術力に磨きをかけ、

そして、どんな小さな発想も見落とすことのない創造力

を駆使して夢を実現へと結びつける努力を続けています。

私たちの高度な技術とフレキシブルな発想により生み出

された数々の製品は、常にユーザー様から高い評価をい

ただいております。

これからも、MITSUBA の技術力と創造力にご期待くだ

さい。

お客様のニーズをカタチに。
製品開発の母胎である試験工場から、数々の新しいシステムが生み出され

ていきます。ここには、お客様のニーズを事前に具体化するための各種試
験設備・計器類が整っており、まさにお客様の要望をカタチにする空間です。

■試験設備（樹脂用）
PVC、PEなどの汎用樹脂からフッ素樹
脂、エンプラまで様々な樹脂に対応出来る
よう数多くのスクリューを揃えています。
複数の押出機を組み合わせチューブ押出や
芯材被覆のテストが可能です。

NewWave　M I T S U B AFROM

試験依頼 試験実施
試験結果
レポート

見積書提出 契約
納品までの

流れ

　　　　　　　　　　　　　　試験工場

私たちは、高度な技術力と創造力を持つ
スペシャリスト集団です。
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●プラスチック & ゴム押出成形

抵抗溶接●
●自動化

●自動制御

基本技術

MITSUBA's
Key technology

■試験設備（ゴム用）
お客様の要求に合わせノンピンタイプ、ピ
ンタイプ、最新鋭のピンコンバートタイプ
の押出機でテストが可能です。
それぞれの押出機にギヤーポンプやベント
（真空引き機能）を付加したテストも可能
です。

■ブラベンダー粘度計
過去に押出実績のあるゴムの全てが、デー
タベースとして登録されています。
ユーザー固有のゴムを測定することにより、
最適な押出の設計が可能です。

■キャピラリーレオメーター
シート、異型、電線無調芯ヘッド設計に威力
を発揮します。
このデーターを解析すること及び過去の豊
富な経験により最適な押出設計が可能です。

設計 資材調達
製造

（加工・組立） 
検査 立会試運転 納品

Go to the future....

基本技術

技術の複合化

どんなに素晴らしい工場が

あっても、技術がなければ

ただの箱。

MITSUBA では、当社が持

つ優れた基本技術により、

様々な製品が生み出されて

いきます。

複合化商品
● ALC 鉄筋カゴ自動溶接ライン
●光ファイバーライン
●全自動ロール製造装置

Go to the future....
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High-
Quality.

A

B D

C E
F

G H

A 管理・開発棟
B 製缶工場
C 自動倉庫棟
D 開発実験棟 I 機械組立棟 2

F 厚生棟
G 機械組立棟 1
H MC・NC 加工工場

自社開発のシステムと、徹底した品質管理で
生産にあたります。

上田工場
全景

NC 機械工場 ●

技術開発 ●

ワンダラー

CNC マシン（NC 旋盤 450）

三次元測定検査器

NC 自動プログラムシステム

豊富なＮＣ工作機械は、ＮＣ自動プロ
グラムシステムによりＮＣプログラムが
作成され、部品加工を行います。
特にスクリュー切削盤（ワンダラー）と
自社開発ＮＣプログラムシステムによ
り、複雑な形状スクリューが完全再現
され、また加工時間の短縮が図られま
した。

設計・開発室

CAD システム

機械設計、電気設計、情報技術のスペシャ
リストが一同に集まったフロアー。
自由闊達なコミュニケーションと共有のＣ
ＡＤ用図面サーバーにより、顧客ニーズに
合致した製品が生み出されます。

I

E 加工部品管理棟

● 生産管理システム
自社開発の生産管理システム。
各種サブシステムから構成され、ＥＲＰ

（Enterprise Resource Planning）
システムにほぼ近い機能を有します。
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Products Guide 1

溶接機部門

ＡＬＣ用鉄筋かご自動溶接ライン

発泡コンクリート建材の補強鉄筋に使用するかごで、ビルから一般住宅
まで多く使われています。
多品種、少ロットに対応しオンラインで一枚毎に、幅、厚み、長さ、強度
の異なるかごを生産できます。

溶接金網のタテ筋をセットして起動すると、ヨコ筋を自動供給して溶接
し、ＮＣ制御により自動的に溶接金網を製作します。機種は全自動、半
自動、手動と各種ありロードメッシュ、Ｕ字溝等コンクリートの補強金網
を生産します。

WELDING
MACHINES

全自動システム化で、
高度なコスト・パフォーマンスを図ります。

半自動金網溶接機

タイヤチェーン、ロードチェーン等、用途に合わせ
て各種のラインを取り揃えております。ワイヤーを
フープ材で供給すると、矯正、ノッチング、リンク
成型リンク接続、タテリンク溶接、ヨコリンク溶接
をして完成します。

チェーン
製造ライン

全自動ドアロック
熱カシメ装置

プレート及びＵ型部品をバケットに投入して置くと、
パーツフィーダーで整列供給し、プレートに刻印して
組み付けし、抵抗加熱で熱カシメして払い出されます。

全自動リング製造装置
ワイヤーをコイルでセットしておくと、計尺、
リング成型、バット溶接、バリ取り、アニール
を自動的に行いハンガーに払い出されます。
用途はビードワイヤー、扇風機ガードリング
等、高精度のリングを生産できます。
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Products Guide 2

押出成形機部門
（樹脂・ゴム）

EXTRUDING
FORMING
MACHINES

豊富なラインナップと品質。
生産性の向上に貢献します。

タイヤ、ベルト、ゴムシートの生産用。
ゴム特性を最大限引き出す目的で、ベント式ピン押出機、
ベント式ピンコンバート押出機の組み合わせもあります。

ゴム用
ギヤーポンプ

フィーダー用押出機と組み合わせることにより、低温押出、精密押出
を実現できます。次世代の押出システムとして多くのアプリケーショ
ンが期待されています。

ヒューエルホース、フレオンホース、ラジエーターホース等、
各種製造システム（スパイラル装置含む）の提供が可能です。
ＴＰＸ樹脂押出機との組み合わせにより、環境対応システム
を提供できます。

ホース製造ライン

シリコン
押出装置

大型ストレーニング装置、食品関係
チューブ、医療関係チューブというよ
うに川上から川下までカバーできて
います。

多層押出機

自動車用ボディーシール（メタルインサート等）に多数の実績を
もっています。高粘度ソリッド材にピン押出機を採用することに
より、品質向上を図れます。

ロール
製造装置

日本国内において圧倒的シェアーをもっ
ています。
ＯＡ機器用ロールから大口径ロールまで
各種システムの提供ができます。

ローラーヘッド
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EXTRUDING
FORMING
MACHINES

下向き押出により偏肉を抑えた薄
肉チューブの生産が可能です。

医療用三層チュ−ブライン

ギヤーポンプを採用することにより、非常に高精度の押出が可
能です。三葉独自の制御技術により、三層間の各層厚さを連続
的に変更できます。

PE パイプライン
三葉独自のスクリュー及びシリンダーデザインに
より、ハイパフォーマンスの押出量が得られます。
架橋（ワンステップ、ツーステップ）にも適用でき
ます。

燃料ホースに代表される溶剤搬送
用チューブ成形装置です。
安定した真空圧を有するサイジン
グ水槽や束取機、切断機など要望
に応じたラインシステムとしてご
提案させて頂きます

束取及び結束を完全自動で行います。
架橋チューブ、コルゲートチューブ、給油パイプ、
ガーデンホースの束取ができます。

対面式と同一面板式を用途やレイアウトによって
選択出来ます。
打ち数も最大 24 打＋ 24 打まで対応可能で、低
張力で糸をワークに巻き付けることが可能です。
機械速度 ： 最高 15m/min

フッ素樹脂
薄肉チュ−ブライン

（内径サイジング式）

油用や水用などの内圧の高い用途に使用される補
強糸入りの樹脂ホース製造ラインです。スパイラ
ルマシンを含むラインとして提供可能です。

フッ素樹脂／
ナイロンチューブ
ライン

ターレット式自動束取結束装置

補強層入り
樹脂多層
ホースライン

スパイラルマシン
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Products Guide 3

電線製造装置部門 WIRE
COATING
MACHINES

全自動化システムを
押し進めるラインナップ。

VVF タンデムライン

絶縁被覆～シース被覆の両工程に連動
制御を行うことにより、同ライン上で
タンデムでの生産ができます。また弊
社独自開発のＰＰバンド結束機を用い
ることで線速もアップ致します。

絶縁ケーブル
被覆ライン

近年急速に普及が進んでいるインター
ネットなどの高速通信ネットワーク用
ケーブル生産ラインです。
引取スピードが安定しているので、高
品質ケーブルの生産が可能です。

低張力で線伸びに安心な設計となっています。
デュアル巻取機の採用でボビン切り替えを自動で行います。

プレヒーター

被覆材料がＰＶＣからＰＥ
に変更されるに従って、ま
すますプレヒーターの必要
性が高くなってきていま
す。芯線サイズの設定によ
り、設定温度に対し正確に
コントロールするので安心
です。

光コードライン
（石英系、ＰＯＦ）

芯線＋抗張力繊維（１芯、２芯）専用ライン、光コード及び光ドロッ
プワイヤー兼用ラインをシリーズ化してあります。
貴社ニーズにマッチした仕様が選択可能なように、豊富なバリ
エーションの巻取機がシリーズ化されています。

極細線同軸
ケーブルライン
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自動車電線ライン
自動束取ライン、シングル自
動巻取ラインがあります。
色替装置（HS フローチェン
ジ）との組み合わせで、多品
種生産へ対応可能です。

デュアル巻取機

高速電線製造ライン用巻取機です。
満巻きボビンを停止することなく、空ボビ
ンへ切り替えるので連続生産が可能です。

HS フローチェンジ
2 台の押出機を使用し、色替
えを連続的に行う装置。
内＆外層切り替え、被覆＆
オーバーフロー切り替えの 2
機種あります。

自走式と吊り下げ式の両タイプがあり、ドラム鍔径
φ2300 まで対応可能です。

シリコンゴム電線ライン

シラン架橋
押出ライン

ワンステップシラン架橋押出
装置。
グラニュール及びペレットに
対応可能で、高い架橋特性
が得られるスクリュー構造に
なっています。

結束は PP バンド、紐、ラミテープなど様々な方式に対
応可能です。
トラバースは様々な線種でご満足頂ける巻姿で巻けるよ
うにピッチコントロール可能な電気式を採用しています。

耐熱性の高いシリコン電線を製造す
るライン。
加硫にはインフラヒーターを使用し、
加硫効率の高い装置です。
シリコン電線専用のシングル全自動
巻取機が用意されています。

門型巻取機

自動束取
結束装置

スキン層やストライプ用のサブ
押出機として、既設ラインの様々
なレイアウトに組み込めるよう
設計をその都度行っています。
弊社のＨＳフロー（色替装置）
と 2 台のサブ押出機を組み合わ
せることでライン停止することな
く色替えが可能です。

縦型押出機



MITSUBA MFG.CO.,LTD.
本　　社

〒142-0062 東京都品川区小山5丁目1番1号　Telephone03-3711-5101（代表）  Facsimile03-3711-5109

上田工場
〒386-8638 長野県上田市中央東5番14号　　Telephone0268-24-3131（代表）  Facsimile0268-24-3136

http://www.mitsuba-ss.co.jp

本社…山手線目黒駅より東急目黒線で 3 つ目［西小山駅］下車、徒歩約 5 分

上田工場…上信越自動車道［上田菅平I.C］より車で約5分、長野新幹線［上田駅］下車、車で約10分

1410R01-006-M


