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株式会社テサキ製作所　代表取締役

株式会社ロダン２１　取締役

１．ご挨拶１．ご挨拶１．ご挨拶１．ご挨拶

手崎　貴之

　東大阪市は、工場密度全国一の”モノづくりのまち”として、大小の工場群が軒を並べています。

鋳物、金属加工・板金加工、電気製品、ゴム・プラスチックと多種多様な技術を誇示しています。

  そんな東大阪市で、弊社は平成２年４月、板金加工業を生業として有限会社テサキ製作所を創業しました。

以来、産業用機械、電気機器、印刷機、食品機械等の精密板金加工部品、板金フレーム、ケースカバー等の板金・製缶製品の専門メーカー

として邁進してまいりました。

板金製品は、作った人の気持ちが製品に表れるとの認識の下に、我々はお客様の要求する製品を、より価値のある良い製品にして提供する

様努めております。

平成9年東大阪市の公募により、異業種交流グループ『ロダン21』が結成され弊社も発足に加わりりました。

東大阪市の町工場の匠達の異業種『ロダン21』は、”モノづくり、何でも引き受けまっせ”を合言葉に、新聞を始めテレビでも紹介

され全国から”モノづくり”の相談や依頼を受け、厚い信頼が寄せられています。

また、 弊社独自の取り組みとして、時代の要求に合った新しい発想で新製品の開発にも力を注ぎ、環境保全型商品として、

平成16年1月に小型本格炭焼き窯「炭焼き達人」を当社オリジナル商品として完成し発売するに至りました。

製造業と環境保全の共存を考え、「炭」をキーワードとしての商品開発や新しい取り組みをしていきたいと思っています。

今後とも、暖かいご支援とご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
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一．

一．

一．

基本理念 私たち株式会社テサキ製作所は地球環境保全と製造業との共存

並びに持続可能な発展を目指し、　あらゆる事業活動において環境

保全の継続的改善を全社全員で遂行します。

お客様に喜んでいただけるモノ作りを目指します。

2．経営理念2．経営理念2．経営理念2．経営理念

経営理念経営理念経営理念経営理念

環境方針環境方針環境方針環境方針

社会に貢献できるよい会社を目指します。

仕事をつうじてわれわれの幸福を目指します。

保全の継続的改善を全社全員で遂行します。

基本方針 １． 私たちは、エコアクション２１に準拠した環境管理システムを構築し、

これを継続的に改善します。

２．

３．

４．

５． 環境方針は全社全員が共有し、全員で方針の実現に努めると

共に、一般に公開します。

私たちは、事業活動において発生する廃棄物を削減・減容化し、

再利用やリサイクルに努めます。

環境に関する法令・条例を遵守し、環境負荷の低減に努めます。

炭焼き窯の製造販売を通じて、炭焼きが木質系廃棄物の資源

化

と炭素の固定による地球温暖化防止に貢献する事を訴えます。
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平成２年１月 有限会社テサキ製作所を設立

■所 在 地　　　〒５７９－８０２５　　　 ４月 創業 板金加工設備一式をそろえる

　　　　　　     　 大阪府東大阪市宝町５番２７号 ９年3月 アマダ社製タレットパンチプレス「アリエス245Ⅱ」を導入。板金加工の精度の向上と効率化を計る。

■電話番号　　　０７２－９８６－４５３３ ９年１１月 東大阪の公募により、異業種グループ「ロダン２１」の結成に参画

１１年２月 炭焼き窯の研究開発に着手

１５年２月 「炭焼き窯の研究開発商品化及び販路開拓」で経営革新支援法の承認を得る

１５年５月 上記により大阪府より経営革新支援事業の補助事業の決定を得る

　（大阪府指令商振第1019-230号）

１６年１月 小型本格炭焼き窯『炭焼き達人Ｔ１０５』を自社商品として発売

１７年１月 自然流炭焼き窯『炭焼き達人Ｋ４０５』他を加え『炭焼き達人』シリーズを揃える

１７年３月 小型本格炭焼き窯『炭焼き達人Ｔ１０５』を愛知万博瀬戸会場に出品展示、

１７年１０月 「びわこ環境ビジネスメッセ」　に出展し好評を得る

■FAX 番号　　　０７２－９８６－４５３４

■代 表 者　　　代表取締役　　手 崎　貴 之

■設　　立　　 　平成２年１月

 会社概要 会社概要 会社概要 会社概要

３．会社概要/沿革３．会社概要/沿革３．会社概要/沿革３．会社概要/沿革

   会社沿革   会社沿革   会社沿革   会社沿革

■資 本 金　　　１,０００万円

　　　      　　　　・炭やきの会

■社員数 　　　 ６名

       ■商号　株式会社テサキ製作所

　　　　　     　 　・木質炭化学会

■会員　　　     ・東大阪商工会議所

 　　　　       　　・東大阪異業種交流グループ『ロダン２１』

１７年１０月 「びわこ環境ビジネスメッセ」　に出展し好評を得る

　●交通アクセス 以後、毎年出展する

　　自動車 :阪神高速道路東大阪線　水走出口より　３分 １８年１０月 株式会社テサキ製作所に名称を変更

１８年１１月 東京での展示会「中小企業総合展 in Tokyo」　に出展し、

異業種グループ「ロダン21」の一員としてステージプログラムのパネラーとなる

  １９年２月 小型本格炭焼き窯『炭焼き達人』の開発ストーリーがＮＨＫ「もっともっと関西」

で紹介される

１９年２月 「中小企業総合展 in Kansai」　に出展

１９年１０月 「中小企業総合展 in Tokyo」　  に出展

２０年８月 炭粉砕分別機『炭割り達人』を発売　　炭の用途拡大を図る

２２年３月 テレビ大阪「NEWS BIZ」　で、もったいないから生まれた炭焼き窯『炭焼き達人』

が紹介される

２２年８月 自動製菓機械を開発

1個からの板金加工から自然流炭焼き窯『炭焼き達人』　並びに

自動機等の供給体制が整う

　　　　　     　 　・木質炭化学会

　　電　車　 :近鉄東大阪線「新石切駅」より　徒歩６分
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■CNCターレットパンチプレス　アマダ製　アリエス２４５Ⅱ　

■シャーリングマシン　アマダ製　M2545

■プレスブレーキ　アマダ製　RG８０

■セットプレス　アマダ製　SP-30

■コーナーシャー

■３０トンパープレス

■タッピングマシン

■タッピングボール盤

■湿式メタルソー

■溶接機各種

4．事業展開（過去－現在）4．事業展開（過去－現在）4．事業展開（過去－現在）4．事業展開（過去－現在）

事業概要事業概要事業概要事業概要    製造設備   製造設備   製造設備   製造設備

事業沿革事業沿革事業沿革事業沿革

板金板金板金板金 自社製品自社製品自社製品自社製品

異業種異業種異業種異業種

関連関連関連関連

事業 事業
事業

平成２１年６月平成２１年６月平成２１年６月平成２１年６月

香港の植物園へ

３つの事業

■溶接機各種

■スポット溶接機

■スタッド溶接機

■高速切断機

■コンプレッサー

■天井走行クレーン

■各種電動作業工具

■各種測定器具

事業沿革事業沿革事業沿革事業沿革

オリジナル商品の開発商品

化を目指す。

異業種交流グループ

「ロダン２１」

共同受注、情報交換、情報発信

香港の植物園へ

炭焼き窯

初輸出平成１６年１月平成１６年１月平成１６年１月平成１６年１月

『炭焼き達人

Ｔ１０５』発売

平成２年１月平成２年１月平成２年１月平成２年１月

板金加工業で創業

平成９年１１月平成９年１１月平成９年１１月平成９年１１月

異業種交流グループ

「ロダン２１」を立ち上げる。

平成１１年２月平成１１年２月平成１１年２月平成１１年２月

炭焼き窯の研究

開発に着手

オリジナル商品と

して小型本格炭

焼き窯『炭焼き達

人』を発売。
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板金加工を超えた”板金加工を超えた”板金加工を超えた”板金加工を超えた”複合加工複合加工複合加工複合加工”という生産技術が私達の知的資産です”という生産技術が私達の知的資産です”という生産技術が私達の知的資産です”という生産技術が私達の知的資産です

■弊社の板金加工業■弊社の板金加工業■弊社の板金加工業■弊社の板金加工業

５．知的資産「複合加工」５．知的資産「複合加工」５．知的資産「複合加工」５．知的資産「複合加工」

事業概略事業概略事業概略事業概略

板金加工板金加工板金加工板金加工

問い合わせ、問い合わせ、問い合わせ、問い合わせ、

切削、特殊加工。切削、特殊加工。切削、特殊加工。切削、特殊加工。

板金加工、複合加板金加工、複合加板金加工、複合加板金加工、複合加

表面処理、組表面処理、組表面処理、組表面処理、組

事業

出荷出荷出荷出荷

受注

生産工程・日程の作

成、作業指示書、図面

の確認。

東大阪市という地の利

を活かした金属材料、

ゴム、プラスチック部品

及び一般購入品の調

板金加工手順及びプログ

ラムの作成

見積り見積り見積り見積り

板金加工、複合加板金加工、複合加板金加工、複合加板金加工、複合加

工、溶接工、溶接工、溶接工、溶接

立、検査立、検査立、検査立、検査

板金加工を工程中の確認

検査を進めながら実施。

ネットワークを活かし

た切削加工、特殊加

工の手配

切削加工品、特殊加工

品と検金加工品との複合

加工・溶接加工仕上げ加

表面処理加工を施す

接合、組立処理

気密検査等の検査

出荷出荷出荷出荷

受注
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中小企業の新しいビジネスモデル中小企業の新しいビジネスモデル中小企業の新しいビジネスモデル中小企業の新しいビジネスモデル

中小企業を繋ぐコーディネイト力が私達の知的資産です。中小企業を繋ぐコーディネイト力が私達の知的資産です。中小企業を繋ぐコーディネイト力が私達の知的資産です。中小企業を繋ぐコーディネイト力が私達の知的資産です。

　　　東大阪市の異業種交流グループ「ロダン２１」に参加しています。

     弊社は、板金関連、炭関連を引き受けています。

異種交流グループ

■ 「ロダン２１」のシステム「ロダン２１」のシステム「ロダン２１」のシステム「ロダン２１」のシステム ■ 考案者からの依頼で異業種交流グループ考案者からの依頼で異業種交流グループ考案者からの依頼で異業種交流グループ考案者からの依頼で異業種交流グループ

　　　「ロダン２１」が引き受けた製品　　　「ロダン２１」が引き受けた製品　　　「ロダン２１」が引き受けた製品　　　「ロダン２１」が引き受けた製品

５．知的資産「コーディネート力」５．知的資産「コーディネート力」５．知的資産「コーディネート力」５．知的資産「コーディネート力」

①ご相談

ご依頼

②適切な会員企業を選定、

⑤契約成立

すれば、製造

を行う。

異業種協働異業種協働異業種協働異業種協働

ロダン２１

会員企業

事業

　クイックキャッチャー［消防用低水位給水器］

④お見積り提出
③コスト計算提出

ロダン２１

会員企業

ロダン２１

会員企業

「何でもひきうけまっ「何でもひきうけまっ「何でもひきうけまっ「何でもひきうけまっせ！！せ！！せ！！せ！！」」」」

平成１３年平成１３年平成１３年平成１３年

中小企業中小企業中小企業中小企業異業種交流財団異業種交流財団異業種交流財団異業種交流財団

優秀製品賞受賞優秀製品賞受賞優秀製品賞受賞優秀製品賞受賞

平成１３年平成１３年平成１３年平成１３年

消防庁長官賞受賞消防庁長官賞受賞消防庁長官賞受賞消防庁長官賞受賞

受注受注受注受注

デザイン設計、デザイン設計、デザイン設計、デザイン設計、

製造、組立、製造、組立、製造、組立、製造、組立、

検査検査検査検査

出荷、納品出荷、納品出荷、納品出荷、納品
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長年の経験と研究開発に裏打ちされた「炭化技術」長年の経験と研究開発に裏打ちされた「炭化技術」長年の経験と研究開発に裏打ちされた「炭化技術」長年の経験と研究開発に裏打ちされた「炭化技術」 ■弊社のオリジナル商品■弊社のオリジナル商品■弊社のオリジナル商品■弊社のオリジナル商品

■炭焼きの炭化プロセスと応用技術

■炭焼き窯設計の技術

■木・竹酢液採集技術

■木・竹酢液の利用・用途のノウハウ

５．知的資産「炭化関連技術」５．知的資産「炭化関連技術」５．知的資産「炭化関連技術」５．知的資産「炭化関連技術」

自社商品の製造販売自社商品の製造販売自社商品の製造販売自社商品の製造販売

平成15年の経営革新計画の補助事業に採択され商品化

小型本格炭焼き窯「炭焼き達人」T105型

小型本格炭焼き窯「炭焼き達人」T105-M型

自然流炭焼き窯 「炭焼き達人」 K405型

自然流炭焼き窯 「炭焼き達人」 K1200型

炭粉砕分別機「炭割り達人」

水冷式木酢液採集兼煙減量装置 簡易型木酢液採集装置

炭化温度自動制御装置 2点式デジタル温度計

コミュニティ用安全柵

事業

～長年の研究による「炭化技術」が私達の知的資産です～～長年の研究による「炭化技術」が私達の知的資産です～～長年の研究による「炭化技術」が私達の知的資産です～～長年の研究による「炭化技術」が私達の知的資産です～

もったいないから生まれた炭焼き窯・炭化技術もったいないから生まれた炭焼き窯・炭化技術もったいないから生まれた炭焼き窯・炭化技術もったいないから生まれた炭焼き窯・炭化技術

板金加工に用いる鋼板やステンレス版はスキッドと呼ばれる角材で作ったパレットに乗せられて入荷します。板金加工に用いる鋼板やステンレス版はスキッドと呼ばれる角材で作ったパレットに乗せられて入荷します。板金加工に用いる鋼板やステンレス版はスキッドと呼ばれる角材で作ったパレットに乗せられて入荷します。板金加工に用いる鋼板やステンレス版はスキッドと呼ばれる角材で作ったパレットに乗せられて入荷します。

使い終わったスキッド材は焼却場へ持っていき焼却処理をしておりました。が、この立派な角材を焼却するのは「もったいない」使い終わったスキッド材は焼却場へ持っていき焼却処理をしておりました。が、この立派な角材を焼却するのは「もったいない」使い終わったスキッド材は焼却場へ持っていき焼却処理をしておりました。が、この立派な角材を焼却するのは「もったいない」使い終わったスキッド材は焼却場へ持っていき焼却処理をしておりました。が、この立派な角材を焼却するのは「もったいない」

何か有効利用できないかと考え「炭」にして活用することを目指しました。1999年のことです。何か有効利用できないかと考え「炭」にして活用することを目指しました。1999年のことです。何か有効利用できないかと考え「炭」にして活用することを目指しました。1999年のことです。何か有効利用できないかと考え「炭」にして活用することを目指しました。1999年のことです。

5年の歳月をかけ、東京大学での「木炭化学会」へも足を運び、平成15年度の経営革新計画の補助事業にも採択され5年の歳月をかけ、東京大学での「木炭化学会」へも足を運び、平成15年度の経営革新計画の補助事業にも採択され5年の歳月をかけ、東京大学での「木炭化学会」へも足を運び、平成15年度の経営革新計画の補助事業にも採択され5年の歳月をかけ、東京大学での「木炭化学会」へも足を運び、平成15年度の経営革新計画の補助事業にも採択され

小型本格炭焼き窯「炭焼き達人」シリーズとしました。小型本格炭焼き窯「炭焼き達人」シリーズとしました。小型本格炭焼き窯「炭焼き達人」シリーズとしました。小型本格炭焼き窯「炭焼き達人」シリーズとしました。

   また炭焼き煙を採集冷却する木酢液採集装置の開発、商品化、発売をしております。   また炭焼き煙を採集冷却する木酢液採集装置の開発、商品化、発売をしております。   また炭焼き煙を採集冷却する木酢液採集装置の開発、商品化、発売をしております。   また炭焼き煙を採集冷却する木酢液採集装置の開発、商品化、発売をしております。

   お客様のご要望から炭粉粉砕分別機「炭割達人」を開発商品化し木・竹炭の用途の拡大を計り好評をえています。   お客様のご要望から炭粉粉砕分別機「炭割達人」を開発商品化し木・竹炭の用途の拡大を計り好評をえています。   お客様のご要望から炭粉粉砕分別機「炭割達人」を開発商品化し木・竹炭の用途の拡大を計り好評をえています。   お客様のご要望から炭粉粉砕分別機「炭割達人」を開発商品化し木・竹炭の用途の拡大を計り好評をえています。

これからも「炭」をキーワードにした商品開発に取り組み炭の利用の輪を広げていく所存です。これからも「炭」をキーワードにした商品開発に取り組み炭の利用の輪を広げていく所存です。これからも「炭」をキーワードにした商品開発に取り組み炭の利用の輪を広げていく所存です。これからも「炭」をキーワードにした商品開発に取り組み炭の利用の輪を広げていく所存です。

ご期待ください。ご期待ください。ご期待ください。ご期待ください。
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■ 弊社の炭焼き窯の特徴弊社の炭焼き窯の特徴弊社の炭焼き窯の特徴弊社の炭焼き窯の特徴

■ 小型本格炭焼き窯「炭焼き達人」T105型　小型本格炭焼き窯「炭焼き達人」T105型　小型本格炭焼き窯「炭焼き達人」T105型　小型本格炭焼き窯「炭焼き達人」T105型　

・小型ながら、本格的な炭焼き窯の構造と性能を備えています。

・天然の珪藻土断熱レンガを 使用して、自然な風合いと　軽量化を実現しました。

６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介

取扱製品取扱製品取扱製品取扱製品 炭焼き窯炭焼き窯炭焼き窯炭焼き窯

いつでも、どこでも、だれでも、良質の黒炭いつでも、どこでも、だれでも、良質の黒炭いつでも、どこでも、だれでも、良質の黒炭いつでも、どこでも、だれでも、良質の黒炭

が簡単に作れます。

みかん

・天然の珪藻土断熱レンガを 使用して、自然な風合いと　軽量化を実現しました。

　

サイズ 重量 総重量　    　約１４０．５ｋｇ

窯本体 　　　１２６．５ｋｇ

屋根 　　　　１１．５ｋｇ

煙突 　　　　　２．５ｋｇ

構成部材 炭焼き窯本体 内部：　ステンレススチール

外部：　セラミック断熱材及び珪藻土断熱レンガ

台・煙突・キャスター ステンレススチール

主な仕様

炭化室内容量

約約約約 １０５１０５１０５１０５ リットリットリットリット
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■     自然流炭焼き窯　「炭焼き達人」　K405型 　自然流炭焼き窯　「炭焼き達人」　K405型 　自然流炭焼き窯　「炭焼き達人」　K405型 　自然流炭焼き窯　「炭焼き達人」　K405型 　     ■自然流炭焼き窯　「炭焼き達人」　K1200型 　■自然流炭焼き窯　「炭焼き達人」　K1200型 　■自然流炭焼き窯　「炭焼き達人」　K1200型 　■自然流炭焼き窯　「炭焼き達人」　K1200型 　

（Ｋ４０５型）（K1200型)

　　　　　

　　　重量 　　360Kg 1,050Kg

　　構成部材

　　サイズ　　　　　　外寸法 　径979×1,010 　　   　　径1,512×1,221 炭窯本体

　　（ｍｍ） 　　　　内寸法 　径770×930 　　  　 　径1,200×1,115

　　　　　　　A 1,430 1,990 煙突・屋根

６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介

炭化室内容量

４０５４０５４０５４０５ リットルリットルリットルリットル

炭化室内容量

１１１１,,,,２００２００２００２００ リットルリットルリットルリットル

内窯 ステンレススチール（SUS310S)

＆ セラミック断熱材

外カバー ステンレススチール（SUS304)

ステンレススチール（SUS304)

Ｋ４０５型の

３倍の容量

主な仕様

　　　　　　　A 1,430 1,990 煙突・屋根

　　　　　　　B 1,230 1,840 台車及び屋根吊り上げ装置

　　　　　　　C 1,450 1,780 キャスター

　　　　　　　D 2,425 2,720

　　　　　　　E 207 259

■ 　「炭焼き達人　K405型」「炭焼き達人　K1200型」の製品特徴　「炭焼き達人　K405型」「炭焼き達人　K1200型」の製品特徴　「炭焼き達人　K405型」「炭焼き達人　K1200型」の製品特徴　「炭焼き達人　K405型」「炭焼き達人　K1200型」の製品特徴

90度まで横に傾けられる可傾式で、炭材の出し入れ作業が楽々！

自然流炭焼き窯は、少量の木っ端や木切れを燃料とし、火付きが早い黒炭窯。

空気孔の調節が自由にできるので、時間の長短もOK.。高温精錬も可能。

可傾式なので、松ぼっくり炭・いが栗炭や枝炭等の飾り炭も壊さずに、出し入れ可能。

キャスター付なので移動が簡単。どこでも炭焼きができます。移動楽々移動楽々移動楽々移動楽々

飾り炭作りも楽々飾り炭作りも楽々飾り炭作りも楽々飾り炭作りも楽々

省エネ設計省エネ設計省エネ設計省エネ設計

抜群の作業性抜群の作業性抜群の作業性抜群の作業性

温度調節自由自在温度調節自由自在温度調節自由自在温度調節自由自在

ステンレススチール（SUS304)

一般構造用鋼材溶融亜鉛鍍金仕

上

亜鉛鍍金付鉄板・ブレーキ付ゴム
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■ 炭割り達人炭割り達人炭割り達人炭割り達人    炭は燃料以外にも、砕いて大きさ別に分別すると、いろんな用途で活用することができます。その砕く手間を一気に解消します。

外形寸法 全幅　       　１２３０ｍｍ

全高　      　１４８５ｍｍ

全長　      　１２２０ｍｍ

６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介

炭粉砕分別機炭粉砕分別機炭粉砕分別機炭粉砕分別機

主な仕様

の３種類に同時に分けられます。
砕かれた炭はふるいで

特に適した使用

全長　      　１２２０ｍｍ

性能 ローラー回転数　　　　　　９回転/分

 周波数　　　５０/６０Ｈz

振動数　 　　４７．５/５６．５Hz

　木炭粉砕能力（参考）　  ２０ｋｇ/１０分

　　              強力に炭をくだく二本のローラー

電動機 ローラー用モーター　    単相１００Ｖ　４００Ｗ　

   減速比 １/２００

　　　　　　　電動機　ふるい用モーター     　  単相１００Ｖ　１００Ｗ

   減速比１/５

　送風機　　　　     　　　　　単相１００Ｗ　２５Ｗ

　　ふるい振動数　     　　  　４３２０回/分

パトライト付き操作盤

　　・単相100V仕様で、電灯線や発電機で何処でも動かすことができます。

炭焼き窯ご購入のお客様

の要望で作り上げました。

・30度の角度の付いた

歯を持つ2本のロー

ラーで 強力に炭を砕

・逆転もできる使いやすい操

作盤。 ローラー回転中は、

パトライトが点滅します。 非

常停止ボタンも操作し易い位

置に設けてあります。
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■ 水冷式木酢液採集兼煙減量装置水冷式木酢液採集兼煙減量装置水冷式木酢液採集兼煙減量装置水冷式木酢液採集兼煙減量装置

外形寸法 　　　　　　幅　　 　　８００ｍｍ

　　　　　　全長　　 １６９０ｍｍ

　　　　　　高さ　　　１４４０ｍｍ

本体内容量 ４３２リットル

６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介

木酢液採集装置木酢液採集装置木酢液採集装置木酢液採集装置

主な仕様

「農経しんぽう」 （2008年10月6日付１１面） でも紹介されました。

「炭焼き達人「炭焼き達人「炭焼き達人「炭焼き達人K405K405K405K405型型型型」でご利用可能

送風機 　　　　　　単相１００Ｖ　４０Ｗ

・３枚の天然繊維フィルターで煙の粒子を捕集します。

・４０ｍのステンレスパイプの中に水を通して煙を冷却し、木酢液をグングン採集します。

・送風機で排気しますので炭焼き窯に負担を掛けません。

■簡易型木酢液採集装置■簡易型木酢液採集装置■簡易型木酢液採集装置■簡易型木酢液採集装置

炭焼き達人炭焼き達人炭焼き達人炭焼き達人T105T105T105T105型型型型

炭焼き達人炭焼き達人炭焼き達人炭焼き達人K405K405K405K405型型型型

でご利用可能
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■ 炭化温度自動制御装置炭化温度自動制御装置炭化温度自動制御装置炭化温度自動制御装置 ■ コミュニティ用安全柵コミュニティ用安全柵コミュニティ用安全柵コミュニティ用安全柵

・炭化温度自動制御装置本体と特殊扉とで ・自治会・町内会等のコミュニティで

　設定した温度で±１０℃で自動制御します。 　「炭焼き達人」K405型を使用される

・良質の茶の湯炭づくりができます。 　場合は当製品のご使用をお勧めします。

・折りたたんで収納することもできます。

６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介

炭化温度自動制御装炭化温度自動制御装炭化温度自動制御装炭化温度自動制御装
安全柵安全柵安全柵安全柵

形式 二分割折りたたみ式

■ 2点式デジタル温度計2点式デジタル温度計2点式デジタル温度計2点式デジタル温度計 寸法 幅　　　１５６５ｍｍ　

全長　　１９００ｍｍ

高さ　　１３９５ｍｍ

・窯の中の温度と、煙の温度を同時に 重量 ５４ｋｇ+５２ｋｇ　　＝総重量１０６ｋｇ

　測ることができます。

・大きな文字で見やすいです。 構成部材 一般構造用鋼材溶融亜鉛鍍金仕上げ

キャスター ・亜鉛鍍金付鉄板

・自在ブレーキ付ゴム車輪８個使用

温度計温度計温度計温度計

主な仕様
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■                     クイックキャッチャー［消防用低水位給水器］クイックキャッチャー［消防用低水位給水器］クイックキャッチャー［消防用低水位給水器］クイックキャッチャー［消防用低水位給水器］

型式 RM-65 品番 R-0067 口金 町野式オス65 

材質 ステンレス・アルミ（口金） 性能 毎分600リットルまで対応 

サイズ 180×215×360 mm 重量 3.5 kg 

６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介６．自社商品の紹介

産業用機械・機能部品産業用機械・機能部品産業用機械・機能部品産業用機械・機能部品

主な仕様

<クイックキャッチャー発売元>　株式会社ロダン２１　TEL.06-6784-4328

・水深５㎝でも吸い上げられる。

・水位の低い用水路や河川から吸水に。

・酒樽の底に溜まった酒を最後まで汲み取る等、様々な場面での用途で使用可。

考案者は西宮市の元消防団で、「ライト洋菓子店」を経営する林田高明さんと伸生さん親子です。

阪神大震災の時、西宮消防団で活動されていた林田さん。消防栓が使えず、川の水を

吸水するにも水位が浅く、給水できず、目の前で燃え盛る火事を消すことが出来ませんでした。

その時のとても悔しい想いをバネに林田さんは川・用水路浅くてもできる給水器を考案。

ロダンに製造の依頼に来られました。１０回以上の改良試作の末、完成商品化にこぎつけました。

平成１３年平成１３年平成１３年平成１３年

財団法財団法財団法財団法人中小企業人中小企業人中小企業人中小企業異業種交流財団異業種交流財団異業種交流財団異業種交流財団

優秀製品賞受賞優秀製品賞受賞優秀製品賞受賞優秀製品賞受賞

平成１３年平成１３年平成１３年平成１３年

消防庁長官賞受賞消防庁長官賞受賞消防庁長官賞受賞消防庁長官賞受賞

13



新聞　 新聞　 新聞　 新聞　 

・フジサンケイビジネスアイに「炭焼き達人」T105が掲載（2004年3月19日）

テレビテレビテレビテレビ ・農経しんぽうに「炭焼き達人」T105が掲載（2004年4月5日）

・NHK生放送番組　『さらさらサラダ』で「炭焼き達人」が紹介（2005年5月18日） ・南紀州新聞に「炭焼き達人」のユーザー様が掲載（2004年10月3日）

・NHK番組　『ほっとイブニング』で「炭焼き達人」が紹介（2005年6月7日）　 ・農機新聞に「炭焼き達人」が掲載（2005年1月25日）

・NHK番組『もっともっと関西』で炭焼き達人が紹介（2008年2月） ・農経しんぽうに「炭焼き達人」が掲載（2005年1月31日）

・農機新聞に「炭焼き達人」が掲載（2005年3月15日）

・朝日新聞夕刊に「炭焼き達人」が掲載（2005年4月19日）

・『びわ湖環境ビジネスメッセ２００５』（2005年10月19日～21日） ・夕刊フジに「炭焼き達人」が掲載（2005年9月2日）

・『愛・地球博』に出品（2005年3月25日～7月3日） ・南紀州新聞に「炭焼き達人」のユーザー様が掲載（2006年1月15日）

・『第10回　大師の里・彦左衛門のあじさいまつり』に参加 ・北國新聞に「炭焼き達人」が掲載（2008年1月3日）

・『びわ湖環境ビジネスメッセ２００６』（2006年10月25日～27日） ・日刊工業新聞に「炭焼き達人」が掲載（2006年1月21日）

・『中小企業総合展　2006 in Tokyo』（2006年11月29日～12月1日） ・農経しんぽうで『炭割り達人』の販売開始を紹介（2008年10月6日）

・『中小企業総合展　2007 in Kansai』（2007年2月21日～2月23日） ・奈良日日新聞に弊社主催、奈良公園鹿苑での炭撒き作業が掲載

・『びわ湖環境ビジネスメッセ2007』。（2007年10月24日～10月6日） （2009年2月16日、19日）

７．マスコミ開示７．マスコミ開示７．マスコミ開示７．マスコミ開示

マスコミ掲載マスコミ掲載マスコミ掲載マスコミ掲載

イベントイベントイベントイベント

炭関連炭関連炭関連炭関連

ｓ

・『びわ湖環境ビジネスメッセ2007』。（2007年10月24日～10月6日） （2009年2月16日、19日）

・『中小企業総合展　2007 in Tokyo』（2007年10月31日～11月2日） 雑誌・本雑誌・本雑誌・本雑誌・本

・『エコライフやまがた２００８』（2008年10月24日～10月26日）

・『びわ湖環境ビジネスメッセ2008』（2008 年11月5日～11月7日） ・『サライ』　２００４年４月１５日号に「炭焼き達人」T105が掲載（2004年4月15日）

・『’０８元気城下町～ＰＩＣＡメッセ　大和郡山』（2008 年11月23日～24日） ・『ドゥーパ』２００４年４月号に「炭焼き達人」T105が掲載（2004年4月）

・『中小企業総合展　2008 in Tokyo』（2008 年11月26日～11月28日） ・『ベストセラー徹底ガイド　全国版　２００５年度』に「炭焼き達人」が掲載（2004年9月）

・杉浦銀治先生の講演会「炭はいのちも救う」国際ソロプチミスト奈良 ・『e-中小企業ネットマガジンvol.0260』（中小企業庁の中小企業ネットマガジン）の

　－平城主催に弊社も協力　　 （2009年2月13日） 　　巻頭コラムで弊社が紹介される（2006年12月13日）　

・『大師の里・彦左衛門のあじさい祭り』（三重県多気郡多気町) ・『ビープラッツプレス』Vol.76に「炭焼き達人」が掲載（2007年5月）　

（2009年6月14日） ・『提言』2009年5月1日付（一般社団法人 中央企業組合総合研究所発行）　に

・『びわ湖環境ビジネスメッセ2009』（2009年10月21日～10月23日） 　「炭焼き達人」が掲載

・『びわ湖環境ビジネスメッセ2011』。（2011年10月19日～10月21日） ・『月刊　石垣』2009年7月号（日本商工会議所発行）に「炭焼き達人」が掲載

・『大阪アウトドアフェスティバル２０１４』（2014年3月8日～9日） ・『望星』２月号（東海大学出版会の月刊誌）　　特集「炭ふたたび！」に

「東大阪の町工場が炭焼き窯をつくりました」」が掲載　（2012年2月）

その他その他その他その他 　　　・大阪府開設・運用のBMB（ビジネスマッチングブログ）にて「炭」や「炭焼き達人」に関する様々な話題で参加（2009年4月2日）
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テレビテレビテレビテレビ 　■NHK教育テレビ　■NHK教育テレビ　■NHK教育テレビ　■NHK教育テレビ                     『東大阪元気工場』『東大阪元気工場』『東大阪元気工場』『東大阪元気工場』

　　『まちへ飛び出そう』　　『まちへ飛び出そう』　　『まちへ飛び出そう』　　『まちへ飛び出そう』 　　　異業種交流グループ『ロダン２１』

　　　代表幹事　品川　隆幸　著

　　　２００３年２月６日　小学館文庫

　　　ロダン２１会員２社が

　　　紹介されました。 本書の中で有限会社テサキ製作所

（現　株式会社テサキ製作所）が紹介されました。

■ 『挑戦する中小企業　in OSAKA』『挑戦する中小企業　in OSAKA』『挑戦する中小企業　in OSAKA』『挑戦する中小企業　in OSAKA』

　　　企業クローズアッププロジェクト 　著

■テレビ大阪『NEWS　BIZ』■テレビ大阪『NEWS　BIZ』■テレビ大阪『NEWS　BIZ』■テレビ大阪『NEWS　BIZ』 　　　２００７年１２月　星湖舎

　　　　本　　　　　　本　　　　　　本　　　　　　本　　■■■■

７．マスコミ開示７．マスコミ開示７．マスコミ開示７．マスコミ開示

異業種協働異業種協働異業種協働異業種協働
異業種協働異業種協働異業種協働異業種協働

『町工場の大いなる挑戦、炭焼き窯が

「新時代の炭文化」を作る！』と題し、

株式会社テサキ製作所が紹介されています。

ラジオラジオラジオラジオ ■毎日放送ラジオ■毎日放送ラジオ■毎日放送ラジオ■毎日放送ラジオ

　『ごめんやす。馬場章夫です』　『ごめんやす。馬場章夫です』　『ごめんやす。馬場章夫です』　『ごめんやす。馬場章夫です』

        　 雑誌        　 雑誌        　 雑誌        　 雑誌

　　毎日放送ラジオの長寿番組で
　　　  　　　　  　　　　  　　　　  　

■ 『通販生活』２００２年秋号『通販生活』２００２年秋号『通販生活』２００２年秋号『通販生活』２００２年秋号

　　取材を受け紹介されました。 　株式会社カタログハウス

当社開発商品

「クイックキャッチャー」

■NHKラジオ第1放送■NHKラジオ第1放送■NHKラジオ第1放送■NHKラジオ第1放送 が紹介されました。

　NHKワールド・ラジオ日本　NHKワールド・ラジオ日本　NHKワールド・ラジオ日本　NHKワールド・ラジオ日本

　『私も一言!夕方ニュース』　『私も一言!夕方ニュース』　『私も一言!夕方ニュース』　『私も一言!夕方ニュース』
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「炭焼きは地球を救う！」は、国際炭焼き協力会会長、炭焼き会副会長の杉浦銀治先生（2013年吉川英治文化賞受賞）の奥深い言葉です。

我々は、産業革命以来特にここ100年で、大量の化石燃料である石炭・石油を消費して大気中の二酸化炭素を増やしてきました。

これが今深刻な地球温暖化という問題になっているといわれています。地中から掘り出したり汲み上げたりした化石燃料を燃やして排出下二酸化炭素は大気中に

増え続けるばかりです。植物が吸収して植物の個体に蓄積され吸収された二酸化炭素は自然に土にもどると言われていますが、実は微生物が分解して、

再び二酸化炭素と水になっています。

唯一、海水中に溶け込んだ二酸化炭素は、サンゴが吸収しサンゴ礁として半永久的に二酸化炭素を固定し地中にもどすことになると考えます。

我々人間ができる二酸化炭素の固定手段は、唯一「炭焼き」です。二酸化炭素を吸収した木や竹を「炭」にして燃料以外の用途に使うことによって

地中にもどしたことに等しいのです。「炭」にすれば、半永久的に炭素はそれ以上分解しないで固定されます。特に農業関連用途に使うことは素晴らしい作物の収穫

を約束してくれるでしょう。

私たちはこれからも炭焼きと農業分野での普及活動を続けていきます。

８．地域社会貢献８．地域社会貢献８．地域社会貢献８．地域社会貢献

■主な普及活動■主な普及活動■主な普及活動■主な普及活動

2009年2月12日奈良公園鹿苑で炭撒きを行いました。 弊社工場前で実際に炭焼きをして体験して頂けます。 ■「炭焼きは地球を救う！」

　　<主催>　環境ボランティア団体森の子クラブ 炭焼きを通じて炭焼きのプロセスを体得して頂けます。 をテーマに中学校へ出前授業

　　　　　 　　国際ソロプチミスト奈良ー平城 炭・木酢液の使い方を習得してもらいます。

　 <参加>　国際炭焼き協力会の杉浦銀治会長 「炭焼きは地球を救う！」を体験できます。 ■地元の中学生の職場体験の受け入れ

元東邦大学教授　大森貞子先生 板金加工の技術と、モノづくりの楽しさを

竹林整備 体験

2003年より奈良県は生駒市高山地区の竹林整備活動

をしています。毎月第二日曜日午前10時から12時まで 炭焼き窯工場見学

毎回10～15名参加しています。 「炭焼きは地球を救う！」の意義を体得

継続する事が大切！

第1回 2009年9月21日

第2回 2009年11月22日

第3回 2010年1月24日

炭焼き体験教室炭焼き体験教室炭焼き体験教室炭焼き体験教室 教育活動教育活動教育活動教育活動
炭撒き炭撒き炭撒き炭撒き
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知的資産経営とは 知的資産経営とは 知的資産経営とは 知的資産経営とは 問い合わせ先 問い合わせ先 問い合わせ先 問い合わせ先 

□商 号： 　　　　　　 株式会社テサキ製作所　

□住 所： 　　　　　　　　〒５７９－８０２５　

　　　　　　 

□電 話 番 号： 　　 ０７２－９８６－４５３３

□担 当 者 名： 手 崎　貴 之

□メールアドレス： sumiyaki@tesaki.co.jp

知的資産経営報告書とは 知的資産経営報告書とは 知的資産経営報告書とは 知的資産経営報告書とは 

　　　　　　　　　　９．知的資産経営報告書とは　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．問い合わせ先 　　　　　　　　　　　９．知的資産経営報告書とは　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．問い合わせ先 　　　　　　　　　　　９．知的資産経営報告書とは　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．問い合わせ先 　　　　　　　　　　　９．知的資産経営報告書とは　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．問い合わせ先 　

「知的資産経営報告書」とは、目に見えにくい経営資源、即ち

非財務情報を、債権者、株主、顧客、従業員といったステーク

大阪府東大阪市宝町５番２７号

知的資産経営とは、従来バランスシートに記載されている資

産以外の無形の資産であり、組織における競争力の源泉で

ある人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランドなど）、組織

力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には表れ

てこない、目に見えにくい経営資源の総称を意味します。

注意事項 注意事項 注意事項 注意事項 

非財務情報を、債権者、株主、顧客、従業員といったステーク

ホルダー（利害関係者）に対し、「知的資産」を活用した企業

価値向上に向けた活動（価値創造戦略）として目に見える形

でわかりやすく伝え、企業の将来性に関する認識の共有化を

測ることを目的に作成する書類です。

経済産業省から平成１７年１０月に「知的資産経営の開示ガ

イドライン」が公表されており、本報告書は原則としてこれに

準拠しています。

本知的資産経営報告書に掲載しました将来の経営戦略及び

事業計画ならびに付帯する事業見込みなどは、全て現在入

手可能な情報をもとに、当社の判断にて掲載しています。
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