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 2008 年 9 月のリーマンクライシスによる世界同時不況により多くの企業が苦

しむ中、我社も同様に大幅な事業縮小を余儀なくされました。更に2010年3月、

予期せぬ工場火災事故に遭遇し、経営苦境は倍増致しました。然し重なる苦難

の中、強い社員の努力によりこれを克服、明日のユニックスを語り合える今日

を迎えることが出来ました。私達ユニックスは火災事故以降、これまでの幅広

い工業部材の取り扱いから起業の初心に返り、ポリウレタン・フッ素・ナイロ

ン等の表面処理加工業に集中することに決したことで今日を迎えることが出来

たと考えております。このことは社員のみならず、お客様と協力会社様及び官

公支援機関や金融機関等、多くの方々のご理解とご支援を頂いたおかげと感謝

いたしております。 

 これからのユニックスは、経営姿勢である「顧客満足から始まる社員満足」

を旨に、各種コーティング加工の品質・価格・納期の顧客満足度の向上を目指

し、中でもポリウレタン原料の研究開発により幅広い産業分野での用途拡大を

進め、成長する企業を目指します。 

 

 

 

代表取締役社長  苗村 昭夫 

1，ご挨拶 
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和・誠実・挑戦 
お客様から信頼と喜びを得る商品を創造し、健康で楽しく働ける事に感謝、真に生活の

向上を共に心の成長を成し、確かな生き甲斐を感じながら、社会の中で活躍・貢献でき

る企業風土の構築を目指します。 

 

できないことはない 
必ずできるということを旨とし、未経験の案件であってもできないと言わない・顧客の

想いと共に発想できるまで考えぬく頑張りとやる気を持って日々臨んでいます。 

ユニックスに任せればなんとかしてくれる、何か解決に向けた提案をしてくれる、そん

な期待を持って相談いただける企業を目指します。 

 

環境に配慮した事業活動 
環境の保全が最重要である事を認識し、 企業活動のあらゆる面で、環境に配慮した行

動を行います。当社の事業活動が環境に影響を与えていることを理解し、その対応行動

する事が会社経営の成長になると信じ、環境マネジメントシステムを運用し、 継続的

改善と汚染の予防と省エネに努めます。 

 

顧客満足から始まる社員満足 
最初の段階でお客様と良く話し合い、密にコミュニケーションを取ることを心がけ、一

歩踏み込んだお客様の心に入っていく商品を提供します。 

礼儀を全ての入り口と考え感謝の心をもってお客様のご依頼に対応します。 

 

５S 活動の徹底 
ISO・エコアクション 21 等の環境活動の一環として、整理・整頓・清掃・清潔・しつ

けの５S を徹底することにより、職場環境の美化・従業員のモラル向上に務めます。 

これ等の行動は、日々の朝礼・毎週の研修会・ＩＳＯの会議などで実践しています。 

  

2，経営理念 

礼儀が全ての入り口である 
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商号  株式会社ユニックス 

創立  昭和 59 年 12 月 1 日 

資本金  2,200 万円 

事業所  本社・本社工場 

〒578-0901 大阪府東大阪市加納 4 丁目 14 番 31 号 

TEL (072) 968 - 1166  FAX (072) 966 - 3233 

URL http://www.unics-co.jp 

E-mail uni@unics-co.jp 

 

役員       代表取締役社長  苗村昭夫 

取締役        苗村朋子 

取締役        細見隆広 

監査役        佐々木圭司 

従業員     12 名 

 

取引銀行   大阪信用金庫 鶴見支店 

三菱東京ＵＦＪ銀行 八尾支店 

三井住友銀行 八尾支店 

大阪シティー信用金庫 吉田支店 

 

関係会社   株式会社シード 

      韓国 UNICS 

 

加入団体   一般社団法人 日本粉体工業技術協会 会員 

      一般社団法人 日中経済貿易センター 会員 

公益社団法人 大阪府工業協会 会員 

東大阪商工会議所 会員・国際振興会 幹事 

日本部品供給装置工業会 理事 

NPO 法人 近畿エネルギー・環境高度化推進ネットワーク副理事長 

大阪府中小企業家同友会・オンリーワン研究会 相談役 

一般社団法人 レーザープラットホーム協議会 会員 

一般社団法人 ネオマテリアル創成研究会 会員 

歴史都市防火システム・機器開発研究会 副会長 

中小 ESCO 事業研究会 代表      

大阪三重県人会 副会長 

3，会社概要 

http://www.unics-co.jp/
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沿革 

昭和 59 年 12 月  ㈱ニュー・サンワの西日本地域代理店として東大阪市にて苗村昭夫が個

人開業 

昭和 60 年 11 月  八尾市にてコーティング工場「大阪ニュー・サンワ」を開設 

昭和 63 年  4 月  「大阪ニュー・サンワ有限会社」とし、資本金 800 万円にて法人化 

昭和 63 年 11 月  低温焼成ファインセラミックの開発に成功し、多色のカラーデザインマ

ンホールを出荷 (徳島市、新居浜市など) 

平成 4 年 10 月  医療現場環境の改善に着目し、注射器溶解機を研究開発、試作機完成 

平成 5 年  2 月  エンプラ加工工場としてＥＰセンターを増設 

平成 6 年  1 月  大阪ニュー・サンワ㈱ 増資(1300 万円) 

平成 6 年 10 月  社名を「株式会社ユニックス」とし、全国に向けての営業を開始する 

平成 7 年 6 月  水力発電所、造船、建業、土木用の大型テクタンマシーン塗装機導入（USA

テクタン社製） 

平成  9 年 1 月 最新ポリウレタン原料 US-1000 の開発に成功 

平成 10 年 6 月  設備増強の為、増資(2200 万円) 

平成 10 年 9 月  神戸市道路公社の新神戸トンネル内ジェットファン及び集中排煙大型フ

ァンにウレタンコーティングが採用され順次施工開始する 

平成 11 年 5 月  パソコンによる営業、経理、工務及びコーティングルームの自動コンデ

ィション測定レコーダー等品質管理を含めたコンピュターシステムを導

入 

平成 13 年 7 月  業務拡大と効率化を計り、八尾工場より現在の東大阪加納工業団地に工

場を取得、移転する。（敷地 600 ㎡、工場事務所 730 ㎡) 

平成 15 年 6 月  東大阪新市庁舎西に完成した大阪産業振興機構クリエンション・コア東

大阪内インキュベート・ルームに入居許可及び常設展示場にも販路拡大、

新製品の創造・研究開発に向けて展開中 

平成 16 年 3 月  昨年 8 月キックオフした ISO14001 認証取得に向け全社員の努力と取引

各社の協力のおかげで認証取得（ISO14001：1996.147226 号) 

平成 16 年 4 月  クリエンション・コア東大阪、インキュベートルームに入居後研究開発

に努力し各支援機関の各位のご支援もいただき中小企業経営革新支援法

に申請した「ペットボトル滅容器の開発と販売」が承認される 

「大阪府指令経支第 1100-6 号」 

平成 17 年 1 月  創業満 20 周年を過ぎ、最新のコーティングブース、サンドブラスト機及

び大型NCルータ機の導入と共に、事務所の増築と工業内大改装を行い、

業務効率と品質の向上を図る 

平成 17 年 3 月  大阪府立大学と支援企業 4 社と共に新しい推力系 CEES ロケットの打ち

上げに成功 
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平成 17 年 5 月  小型ロケット・グライダー・ペットボトル水ロケット等による低空域に

おけるロボット創造を目的とした「小型ロボット創造グループ」を、企

業連携による新しいビジネスチャンスとして追求する大阪府地場産業等

振興対策費補助金交付決定） 

平成 18 年 5 月  株式会社ユニックス設立 20 周年記念式典を開催 

平成 18 年 8 月  宇宙クラブ関西ロケット機体「ＵＣＫ-０６」の制作・監修をし、フラン

ス大会での打ち上げを成功する（ミッションリーダー） 

平成 19 年 4 月  ＮＣ施盤、ＮＣフライス等自動切削機器５台を導入し、樹脂加工の社内

製作を開始する 

平成 19 年 4 月  産学官連携研究開発の「介護ロボット研究会」を３企業・２大学・１団

体で結成し排泄物処理機開発に着手（研究会代表） 

平成 19 年 8 月  宇宙クラブ関西は昨年に引き続きフランスで、ロケット「ＵＣＫ-０６Ａ」

の打ち上げを成功する 

平成 19 年 8 月  介護ロボット研究会は大阪府の「事業化推進事業助成金」の承認を受け、

市場調査・研究開発を進める 

平成 20 年 7 月  異分野新連携事業分野開拓計画「加熱輾圧機能により作業性が向上した

高機能舗装用プレートユニパクターの製造・販売事業」について認証さ

れる（新連携近畿第 48 号） 

平成 21 年 8 月  経産省、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第 4 条第 1

項に基づく特定研究開発計画「ポリウレタン塗布成形技術の高度化に関

する研究開発を提案し認証された（認定番号近畿 0908016-1） 

平成 21 年 12 月  中国遼寧省鞍山市に於いて環境機器製造企業との間でポリウレタンコー

ティング技術ノウハウ移転契約が成立し同地に合弁企業「鞍山尤尼科斯

新材料有限公司」設立なる 

平成 22 年 3 月  漏電事故による工場火災発生 

周辺企業支援により 2 日後より操業再開 

平成 22 年 6 月  特定研究開発計画認定に伴い、龍谷大学の管理機関としての支援を受け

平成 22 年度戦略的基盤技術高度化支援事業に申請し、研究開発委託企業

の決定がなり、同 9 月正式委託契約となる 

平成 22 年 9 月  ポリウレタン原料の高機能化（高耐熱性・高摺動性等）と自社での製造

を目指して研究開発を開始する(平成 25 年 3 月完了) 

平成 24 年 8 月  低温域温水排熱回収研究開発を「中小ＥＳＣＯ事業研究会」を結成し、

大阪府中小企業中央会の支援のもとで、温泉排水（汚水）熱回収研究を

開始する（研究会会長） 

平成 25 年 4 月  サポイン事業研究開発において、超高耐摩耗性ウレタン新原料 US3000

が完成し、実機実用化試験を経て新原料の商品化が成る 
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■ 表面処理加工のワンストップ・サービス 

ひとえに表面処理加工と言いましても、その分野は幅広く使用目的に対して最適の原料・

施工の選択をしていく必要があります。もし、お客様のご使用条件がはっきり理解できて

いませんと、最適の選択と提案が出来なかったため最高の性能を引き出せなかったばかり

ではなく、致命的な欠陥を与える可能性すらあります。このため、お客様との仕様決定の

お打ち合わせが非常に重要であり、勇気ある決断が必要と感じております。 

ユニックスのポリウレタンコーティング『ユニレタン®シリーズ』は金属をはじめプラスチ

ック、ゴム、コンクリート、木材など幅広い素材への施工が可能です。またフッ素樹脂、

ナイロン、ポリエチレンなど素材・用途に合わせた表面処理をワンストップでご提供でき

ます。  

  

4，事業概要 

•構想検討 

•試作テスト 

•設計・打ち合わせ 

•設計図面 

•施工・設計 

•工程表 

 

•ＡＢＳ 

•テフロン 

•超高分子 

ポリエチレン 

• MCナイロン 

•ジュラコン 

•ウレタンゴム 

•シリコンゴム 

•シート貼り 

•合成ゴム 

•その他の材料 

•ポリウレタン 

•フッ素樹脂 

•塩化ビニール
（PVC） 

•ナイロン 

コーティング 
加工 

ライニング 

加工 

エンジニアリング 

サービス 

エンプラ 

部品加工 
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■ 注文からお渡しまで最短一日の表面加工 

 

 

 

 

ポリウレタンコーティング施工に於きましては、午前 10時までに連絡いただいたご注文に

関し、最短で当日のお渡しが可能です。原則としまして当日入荷分は当日処理を行い、当

日出荷または翌朝配達を行っております。 

20 年間に渡りこのシステムを継続しており、お客様に優れた商品を短納期にて提供してお

ります 

 

■ ポリウレタン加工 

ユニックスの表面加工はパーツフィーダのポリウレタン加工から始まりました。 

長く愛され続けているユニックスのポリウレタンコーティング『ユニレタン®シリーズ』は、

高い特性と機能を確立した多品種の「スプレー式コーティング技術」で常温により施工致

します。金属をはじめ、ゴム、プラスチック、コンクリート、木材など幅広い素材の様々

な形状の機器、装置、施設、部品への施工が可能で、その耐用期間を大幅に伸ばすだけで

なく、多くの高機能の維持、保護による大幅な経済効果が期待できます。 

また、ウレタンコーティングは、お客様の工場内は勿論の事、屋外の作業現場における施

工もお引き受け致します。現場出張コーティング施工につきましてもお気軽にご相談をお

申し出ください。 

 

  

 

     

受注 ご注文・ご相談 加工 受取 納品 

 

検査 

パーツフィーダボウル 

 

スクリュー搬送ホッパー 
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■ 研究開発事業 

当社はお客様により優れた製品をお届けするため、表面加工のみならず、原料の研究開発

に日々力を入れております。 

平成 22年度に経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）の委託を受け、

新素材のポリウレタン原料 US3000の開発に成功しました。 

この素材はポリウレタンの欠点であった低い耐熱温度と、更に、高い摩耗性を克服するも

のです。これまでのポリウレタンの特徴である防振性・弾力性や高摩擦係数はもちろん、

施工のしやすさを残したまま、耐熱性と高い密着強度を実現する画期的な原料となってい

ます。 

平成 25年度は、このサポイン補完研究開発が認定され、180℃を目標とする更なる耐熱性

と、フッ素コーティングに匹敵する高摺動性を兼ね備えた原料開発を目指して研究を継続

しています。 

■ 新原料開発・エンジニアリングサービス 

お客様の「こんなものに表面処理が出来ないかな」をご相談ください。ご相談により現物

サンプルをお持ちいただければ、試作・施工・量産施工までユニックスがご提案させてい

ただきます。 

 

■ その他の研究開発による問題解決事例 

また、当社は、「顧客満足から始まる社員満足」の理念のもと、ものづくりの技術とノウハ

ウ等を活かし、原料開発に留まらず表面加工以外の分野においても様々な事業を行ってい

ます。お客様より「当社にご依頼頂ければ何とかなる」と認識して頂く為にも、多様な問

題の解決が出来る企業を目指し、これからも積極的に多方面に向けた研究開発事業を展開

して参ります。また、これらの問題可決においては当社の有するノウハウを活かすだけで

はなく、その知識と能力の不足する分野に対しては、幅広く交流させて頂いている多くの

大学教授の方々、並びに公的研究所や専門家の方々からのご支援を頂き、解決の糸口を掴

んでいます。以下、当社の研究開発による問題解決事例をご紹介致します。 
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■ ユニックスのポリウレタン 『ユニレタン®シリーズ』 

当社は、長年のウレタンコーティング技術を活かし顧客の皆様の要求機能と満足度を向上、

施工技術者の作業性と品質保証を担保出来る高機能・高性能ポリウレタンコーティング原

料「ユニレタン」を開発・発売致しました。 

「ユニレタン」はユニックスポウレタン原料の登録商標です。 

ユニックスのポリウレタンコーティング『ユニレタン®シリーズ』は、高い特性と機能を確

立した多品種の「スプレー式コーティング技術」で常温により施工致します。金属をはじ

め、ゴム、プラスチック、コンクリート、木材など幅広い素材への施工が可能で、特に耐

摩耗に於いては驚異の超耐摩耗性を持つ品種もあり、施工を行った機械・機器・装置・施

設・部材等の耐用期間を大幅に伸ばす事が可能です。また、機能・性能・寿命等の向上に

より、大幅な経済効果も期待できます。 

『ユニレタン®シリーズ』は、UN1000, US2000,US3000 等のそれぞれ特性の異なる原料

種から品種を調製し、その機能・性能・用途・価格等に対応した各品種をご用意しており

ます。 

その他にもウレタンの特性を活かしつつ他のセラミックスやフッ素樹脂等との重配合ハイ

ブリッドコーティングにより、新しい特性を引き出し、さらに幅広い応用施工が可能とな

っております。 

 

● ユニレタン®シリーズの特長 

 高い耐摩耗性  粉体・スラリー摩耗に耐える 

 防振・防音性  弾性による音波・振動を吸収 

 良好な弾力性  ゴム硬度 80～95度で緩衝性 

 優れた耐候性  太陽光・オゾン・風雪・海水（黄変色特性改善） 

 耐薬品耐油性  概ね PH3～PH11 の範囲 

 膜厚調整自在  0.1～5㎜が可能でシームレス 

 機能拡大特性  独自の添加剤により導電性・摺動性・自己消火性等 

 食品衛生法適合 厚生労働省告示規格基準適合・欧州 RoHS 指令試験適合 

 耐熱特性    一般ポリウレタンが 70～80℃に対して 100～120℃に向上 

  

5，これまでの事業展開 

（将来的には 150～180℃を目標としています） 
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(1) 幅広い使用用途に対応できる 

ユニレタンのコーティングは、スプレー施工方式であるため、形状、塗布膜厚などを問わ

ず、幅広くお客様のニーズに対応することができます。用途、対象物に応じて、様々な原

料種から、お客様のニーズに最適な品種を選択、コーティング加工いたします。 

◇スプレー施工方式のメリット 

    ・滑らかで継ぎ目のない仕上がり 

    ・単品、量産品でも超短納期 

    ・金型や加熱が不要 

    ・塗布膜厚の調整が容易 

    ・広範囲な材料に対応可能 

    ・メンテナンスや部分保守、修理等も可能 

  ・常温硬化の為、現場施工が可能 

 

 

(2) 高弾性で、優れた吸音特性と防振性を持つ 

ポリウレタンはその高いモジュラス(弾性率)により、作業環境における騒音カット効果を期

待できます。たとえば、ユニレタンのパーツフィーダボウルへの内面コーティングにより、

金属ボウルそのものの場合に比べて、減衰率が約 15～10％向上します。(作業者には約 50％

に減音されるように感じる効果があります)。 

当社のサイレントシートコーティングを外面に施工すると、さらに減音され約１/４程度と

なります。 

 

(3) 耐磨耗性に優れている 

ポリウレタンは強く、軽く、柔軟な素材でありながら、長期の動的な負荷に耐えることが

でき、数ある各種工業材料の中で抜群の耐摩耗特性を有しています。 

ユニレタン®シリーズの US2000 や US3000 から配合した品種の耐磨耗性は、その中でも

優れており、磨耗の厳しい部品搬送用機器へのコーティングでその効果を発揮します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

各種材料物質 摩耗値 mg 

ユニレタン US3000 3～6 

ユニレタン US2000 20～23 

超高分子ポリエチレン 23 

ユニレタン US1000 24～26 

汎用ポリウレタン（他社） 35～60 

耐摩耗鋼板 62 

ステンレス SUS304 82 

炭素鋼材 100 

塩化ビニル 532 

 

摩耗試験：JIS K 7204：1999（プラスチッ

ク摩耗輪による摩耗試験方法）による。 

（テーバー式試験） 

試験荷重 4.9N  

摩耗輪 H18  

試験回数 1000 回 

※表の数値が少ない素材ほど、耐磨耗性に

優れていることを表しています。 

註 1：比重対比は考慮されておりません 

註 2：弊社内での測定値を記載しています 

耐
摩
耗
性
比
較
表 
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(4) 優れた耐候性・電気特性 

ユニレタン®シリーズは安定した化学構造を維持し、光線、酸素、オゾン等に抵抗力を持つ

ため、耐候性に優れています。また、電気絶縁特性が優れており、100℃以下の周波数抵抗

値で 10kＨz までの領域を絶縁することができます。 

 

電気特性 ユニレタン®シリーズ (静電対策用)UNE1 

体積固有抵抗値 Ω/cm 1.0×1012 1.0×107 

絶縁破壊強度 kV/mm 10 － 15 － 

 

また、静電気発生防止の目的で、絶縁性の低いコーティング種 UNE1(表面抵抗値：0.1～

10MΩ、体積抵抗値：0.1～10kV/mm)もご用意しております。 

 

(5) 高い耐薬品性・耐水性・耐油性を持つ 

ユニレタン®シリーズは pH3-11 の範囲で優れた耐薬品性を持ち、また、ほとんどの油脂や

水分等にも良好な結果を示すことから、ろ過器や海洋関係機器にも施工された実績を持っ

ています。また、ユニレタン®シリーズの耐熱温度は約 80～90℃と、汎用ポリウレタンの

70～80℃という数値を上回る耐熱水性を持ち、中でも US3000H は約 100～120℃までの熱

水試験にも耐える耐熱水性を有しており、その施工分野は大きく広がりました。（但し、塗

膜に対しては静止状態での試験環境であり、振動や機械的加圧等の条件によりその耐用限

界に際が生じますので、実機施工前には確認試験をお願いいたします。） 

 

薬品 短時間 長時間 

酢酸 20％ 可 不可 

塩酸 5％ 良 良 

硫酸 20% 良 可 

アンモニア水 良 良 

灯油 良 良 

ガソリン 良 良 

ビール 良 良 

塩水 5％ 良 良 

 

  

※耐薬品の中で、溶剤関係の薬品であるト

リクロルエチレン、シンナー、メチルクロ

ライド、アルコール類には対応不可ですの

でご注意願います。 

左表は、一般参考比較であり、周囲条件や

コーティング条件により変化する場合もあ

ります。 
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● ユニレタンの物性について 

ユニレタン®シリーズの基本物性をご紹介いたします。 

特性一覧表 

ユニレタン®シリーズ 

US1000 US2000 US3000 US3500 

汎用 耐磨用 超耐磨 耐熱用 

引張強度 
ASTM-D412psi 

(kgf/cm2) 

4,600 

(320) 

4,400 

(309) 

4,800 

(333) 

研
究
開
発
中 

引裂強度 
ASTM-D624psi 

(kgf/cm2) 

430 

(76) 

450 

(80) 

450 

(80) 

100%モジュラス 
ASTM-D412psi 

(kgf/cm2) 

1,600 

(110) 

1,500 

(105) 

1,800 

(125) 

伸び ASTM-D412％ 320 300 330 

硬度 Shore-A ° 85－90 85－90 80－85 

テーバ式摩耗試験 mg/1000 回 20－25 18－23 3－10 

反発弾性 Shore-A ％ 50 50 50 

食品規格法 RoHS 規格 適合 適合 適合 

 

産業別用途・応用例 

電気電子・粉体 自動車・重機器 水利・海洋 

パーツフィーダ 工場作業具 防舷材・船底 

ホッパ・タンク トラック荷台 水中ポンプ 

電子材料プラント ローラ・ケース 水中作業ロボット 

サイクロン フォークリフト 水門水密ゴム 

分級機・バレル トンネルファン 海洋プラント 

電子・原子力 環境・建設 鉱山・土木 

風力発電羽根 産廃ホッパー スクリーン 

原子炉建屋内壁 産廃収集車等 ベルトコンベア 

水中ローター 除雪車羽根 搬送用具・車 

パラボラ AT 階段・手すり コンクリート型枠表面 

配電ボックス 児童遊具・バット シュータ・防音 

 

食品・製薬・航空機・農林業等産業、スポーツ、生活インフラ全ての分野で応用されてお

ります。添加剤の複合により他の機能と性能向上が可能です。 
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● 新原料 『ユニレタン®US3000』 

・経済産業省「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）」委託研究開発認定（近畿

090816-1 号）を受け、完成となりました。 

・新原料 US3000 は、粉粒体プラント潜像装置・機器を中心とした重摩耗に耐える超高

耐摩耗性表面処理材料です（食品衛生法・欧州 RoHS 指令適合）。 

・耐熱性に於いて、従来品の耐熱温度である 70～80℃から、100～120℃まで向上し、

熱湯中使用等施工用途が拡大しました。 

・密着力の同時研究により、これまでに比べ 2 倍以上の密着強度 8～10kgf/㎠を確保で

きます（特殊前処理工程有）。 

・二液混合・常温硬化型で取扱が容易です。屋外での現場施工も可能です。 

 

※17 ページより『ユニレタン®』シリーズ一覧表を掲載しております。特徴等につきま

しては、一覧表をご覧の上ご確認下さい。 

 

 

● 施工事例・用途（工場内・屋外現場施工含む） 

・2 次電池用粉粒体プラント      

・電子粉体材料製造装置、容器  

・重量物搬送機器、パーツフィーダ   

・水中作業ロボット表面  

・産廃収集車             

・原発冷却用取拝水管  

・水門気密パッキング         

・自動組立ロボットフィンガー  

・ローラーコンベアー         

・押し出しスクリュウ  

・乾燥用ホッパー           

・攪拌機 

※上記施工の殆どは、US3000 ナチュラル原料（無着色）を使用し、0.5～3 ㎜のハンドス

プレーコーティングを施しています。流動式、浸漬式、また、添加剤による機能変更等の

特殊仕上げも可能です。添加剤等につきましては別途ご相談下さい。 

 

US3000 コーティング後硬化後の特性 

 

 

  

耐摩耗性 (mg) 3～6 

引張強度 (kgf./㎠) 540 

伸び率 (%) 300 

100%モジュラス (kgf./㎠) 146 

ゴム硬度 (SHORE-A) 80～85 

密着強度 (kgf/cm) 8～10 
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■ 滑り性のよいウレタン、テフタン®コーティング 

テフタン®コーティングとは、ユニレタン®シリーズの中でも、滑り性を付与したウレタン

加工を総称したユニックスの登録商標です。 

テフタン®はユニックスのポリウレタンについての特殊コーティング技術を活かし、ポリウ

レタンの有する高耐摩耗性、高摩擦係数、緩衝性、耐久性とフッ素樹脂の有する摺動性、

低摩擦係数、離型性、耐候性等を取り合わせた新重合コーティングマテリアルです。テフ

タン添加剤は機能別に 5種類ご用意し別売致しております。 

● テフタン®コーティングの特徴 

テフタン®コーティングは、ポリウレタンの特性とフッ素樹脂コートの特性をあわせ持ち、

耐摩耗性が高く緩衝性も有しながら、長寿命で高摺動性のコーティング材として、広い分

野で適用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・塗装膜厚を調整可(0.2t-2.0t(単位:mm)まで) 

・複雑な形状でもほとんどの材質にコーティング可。 

・コーティング材の配合比により、摩擦係数・摺動性の調整可。 

 

・テフタン®のメリット 

(１) ウレタンの高い摩擦係数を改善(金具付ゴム部材でも良好に搬送可) 

(２) 耐磨耗性に優れ長寿命。 

(３) 厚塗りにより緩衝性が活かされ、騒音低減。 

(４) コーティング面の清掃が容易。 

(５) 太陽光、オゾン等に対し優れた耐候性。 

(６) 耐薬品、耐油性も優れ、pH3-11 の範囲で使用可。 

  

フッ素樹脂 
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● テフタン®コーティングの種類 

 

品目名 特徴 使用部位 見本 

UNF1 

(US2000,3000) 

非粘着摺動性 

 

非粘着摩擦係数の改善、表面サラサラ

状態。若干滑りの要求されるワークに

適する。(HS=85°) 

色：緑・黒・白・他(全てに白化傾向あ

り) 

飴等食品、プラ

スチック部品、

布製ワーク等 
 

UNG1 

(US2000) 

非粘着高摺動性 

 

低摩擦・非粘着性を向上した。滑り性

が良い為、フッ素樹脂コートに替えて

耐摩耗性や滑りを目的としたワークに

適する。電気接点ワーク可。(HS=85°) 

色：緑・青・黒・白・他 

電池電極、薄物

部材、ゴム等の

搬送、滑り目的

部品 
 

UNT1 

(US2000) 

摺動性 

ウレタンとシリコン、フッ素等の重合

塗料で、摺動性と耐摩耗性の両特性を

有する。(HS=95°) 

色：緑・青・黒・白・他 

ゴムと金属組品

部材の搬送 
 

UNY1 

(US2000) 

高摺動性 

ＵＮＴの特性より更に低摩擦・非粘着

性向上させたもの。滑り性が良い為フ

ッ素樹脂に替えて耐摩耗性を重視する

ワークや非粘着の目的。(HS=90°) 

色：緑・青・黒・白・他 

ゴム等の高摩擦

係数部品の搬

送・摺動気密用

ゴム 
 

 （HS=85°表示は、ゴム硬度測定器ショア―A によるものです） 

● テフタン®コーティングの適用用途についてご紹介いたします。 

 

・テフタン®の用途例 

(１)パーツフィーダ、シュート、ガイド等搬送機器部材へのコーティング 

(２)各種ホッパの内面加工(商品、ワークの移動性、保護、消音を確保) 

(３)回転式ホッパ、ボウル等の内面加工(摺動性、消音) 

(４)ゴム製部材、農耕機器、水浄化装置等への応用コーティング 

(５)各種攪拌機器部材へのコーティング 

 

註１：UNT１は電気接点等のパーツフィーダには、導通不良になる場合があるため使用不

可となります。 

註２：摺動性・非粘着性はフッ素塗膜に比べ劣りますので、必ずテスト確認して下さい。 
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品目名 特徴 使用部位 見本 

UN1 

(US2000,3000) 

一般用 

耐摩耗性で、一般的にワークの保

護・防音対策などによい。(HS=85°) 

色：緑・青・黒・白・他 

パーツフィーダ、シュート、ホッパー、紛体

機器、分級器等 
 

UN2 

(US2000,3000) 

耐湿用) 

梨地細目仕上 

シート状の薄いワークや、若干なが

ら油等にて湿っている小さいワー

クに適する。(HS=85°) 

色：緑・青・黒・白・他 

薄物プレス部品、 

電気部品等の搬送時の摩擦の軽減 
 

UN3 

(US2000,3000) 

軽耐油用 

梨地荒目仕上 

UN2に比べ、ワーク形状が大きいも

のや湿り気の多いワークに適する。

(HS=85°) 

色：緑・青・黒・白・他 

プレス、切削部品等の搬送時の摩擦の軽減 

 

UN4 

(US2000,3000) 

耐油用 

凹凸粗目標準仕上 

ワークが切削油等で濡れている場

合で、ワークの重量が重いものに適

する。(HS=85°) 

色：緑・青・黒・白・他 

切削部品、ネジ、ボルト等の搬送時の摩擦の

軽減 
 

UN5 

(US2000,3000) 

重耐油用 

凹凸大きい粗目仕上 

特に強い油、グリースなどの付着ワ

ークに適する。(HS=85°) 

色：緑・青・黒・白・他 

切削部品、ネジ、ボルト等の搬送時の摩擦の

軽減 
 

ユニレタンシリーズ 品目の見方について 

■『ユニレタン®』シリーズ一覧表 
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品目名 特徴 使用部位 見本 

UNE1 

(US1000) 

静電対策用 

 

静電気対策の一策 

抵抗値が低く(0.1～1.0ＭΩ)耐摩耗性の高

い新マテリアル。原色はグレーで多少の着色

は可。(HS=90°) 

色：緑・青・黒・白・他 

薄い金属箔やプラスチック部品等

の搬送 
 

UNF1 

(US2000,3000) 

着摺動性 

 （テフタン） 

非粘着摩擦係数の改善、表面サラサラ状態。

若干滑りの要求されるワークに適する。

(HS=85°) 

色：緑・黒・白・他(全てに白化傾向有) 

飴等食品、プラスチック部品、布

製ワーク等 
 

UNG1 

（US2000,3000） 

非粘着摺動性 

（テフタン） 

低摩擦・非粘着性を向上下。滑り性が良い為、

フッ素樹脂コートに近く耐摩耗性や滑り性

を目的としたワークに適する。（HS=85°） 

色：緑・青・黒・白・他  

電池などの電極、薄物部材、ゴム

などの摺動搬送 
 

UNT1 

(US2000) 

摺動性 

（テフタン） 

ウレタンとシリコン、フッ素等の重合塗料

で、摺動性、離型性と耐摩耗性の両特性を有

する。(湿式) (HS=95°) 

色：緑・青・黒・白・他  

ゴムと金属組品部材の搬送（電通

部品は不可） 
 

UNY1 

(US2000) 

高摺動性 

（テフタン） 

ＵＮＴの特性より更に低摩擦・非粘着性向上

させたもの。滑り性が良い為フッ素樹脂に替

えて耐摩耗性を重視するワークや非粘着を

目的とする。(HS=90°) 

色：緑・青・黒・白・他  

ゴム等の高摩擦係数部品の搬送・

摺動気密用ゴム 
 

UNZ1 

(US1000) 

自己消火 

工場内の安全対策の一策として使用。火災発

生事故の場合、火元を断つと自然に自己消火

する。(HS=90°)色は見本品のみ。 

防火を求める工場内の機器 

 

UN1 

(US3000) 

超高耐摩耗性 

US2000 に比べ、さらに耐摩耗性・耐候性・物

理的強度などに優れている。粉粒体機器や屋

外機器などのコーティングに適する。

(HS=85°) 

色：自然色、緑・青・黒・白・他 

ホッパー、シュート等の搬送部 

直・曲管類、粉粒体機器 

 

タフスプレー 

(TF-1000) 

(厚塗り用、無溶

剤) 

屋外機器、大型ホッパー、シュート等の塗布

面積塗膜厚（5～10）を必要機器。無溶剤で

環境負担少。 

砕石振るい機、スクリーン、産廃

ホッパー、産廃関係機器 
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■ ユニックスのフッ素樹脂コート 

ユニックスのフッ素コーティングは、他の工業材料では得られない、非粘着性、耐熱性、

耐食性、耐摩耗性、潤滑性、密着性等の特性を持った表面処理（塗膜）です。 

当社は創業以来、フッ素樹脂加工において長期に渡る事業実績を積み重ねて来ており、様々

な使用環境、適用部位に対して最高品質の加工をお約束します。 

 

● ユニックスの『フッ素樹脂コーティング』一覧表  

 

記号 品種（原料）名 
耐摩

耗 

非粘

着 

耐蝕

性 
耐熱性 潤滑性 密着性 鉛筆硬度 価格比 

 PTFE(4F) 

グレー・茶・黒・チョ

コ・緑・メタリック（特

注）※緑以外は食品衛

生法に適合 20～30μ 

食品用フライパン・各

種焼型・熱板・パーツ

フィーダ・シュート  

   

連続：280℃ 

断続：315℃ 
  

HB～F 100% 

 

 

PFA 

茶・黒・緑・シルバー・

クリア 50～500μ 

各種合金  業務用飯缶 

餅つき機・製パン機、

ゴム・タイヤ金型等 

   

連続：260℃ 

断続：310℃ 
  

HB～F 160% 

 

 
 
 
 

U
F

 0
 

 

変性フッ素テフロンＳ 

グレー・茶・緑・黒・

メタリック（グレー・

黒） 7～15μ 食品用

パーツフィーダ・ボル

ト・ナット等 低温焼

成用（ゴム・プラスチ

ック）（ハードコート） 

   

連続：

150-215℃ 

連続：

200-232℃ 

  

H～3H 80% 

 

 

  

U
F

 4
 

U
F

 5
・

6
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記号 品種（原料）名 耐摩耗 非粘着 耐蝕性 耐熱性 潤滑性 密着性 
鉛筆硬

度 
価格比 

U
F

 7
・

8
 

 

ＰＴＦＥ／ＰＦＡ 

グレー・茶・黒・チョ

コ・ブラックメタリッ

ク（特注） 30～50μ 

パーツフィーダ関係

部品・印刷機械部品・

化学薬品関係 耐摩

耗・耐触用 (4Ｆ) 

   

連続：260℃ 

断続：310℃ 
  

B～HB 180% 

 

U
F

I 

ＦＥＰ(4-6F) 

緑・黒・チョコ・メタ

リック 15～25μ 

ビーカー・インクパン 

糊付け機械･攪拌機 

印刷ローラー 

   

連続：204℃ 

断続：232℃ 
  

F～H 130% 

 

その他特殊仕上げ 

特
殊
仕
様 

厚塗ピンホールレス加工 

耐腐蝕用ピンホールレス加工（３００μ以上）ＰＦ

Ａ・ＦＥＰやゴム、プラスチック等への低温焼成用コ

ーティングもあります。ご相談ください。 

超非粘着（タックフリー）加工 

シルバーストーン加工 

他のフッ素コーティングに比べ抜群の非粘着特性路

有し、粘着性を持ったワークの搬送機器表面処理用 

 低温焼生用加工 
PFA・FEP やゴム、プラスチック等への低温焼成用

コーティング。耐熱温度 120℃ 膜厚 10μ 

註１：色調は限定されますのでご相談ください。（食品用には基本的に緑は不可です） 

注 2：フッ素コーティングは、耐熱性・摺動性・防蝕性・離形性・耐薬品性などにその機能

を発揮致しますが、ピンホール・耐摩耗性・密着性・表面硬度などに於いて劣る特性

もありますので、選定には十分注意し又、ご相談ください。 
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入 出 入 出

22℃ 27℃ 92℃ 36℃

井戸水 蒸気ドレン

■ 開発実績一覧 

ユニックスはウレタン･テフロンコーティングの他にも、様々な工業用品を開発して参りま

した。こちらでは開発製品のラインナップについてご案内致します。 

● 重油使用量と CO2 排出量の削減を可能にする「低温排熱回収システム」 

近年、異常気象等による地球温暖化が指摘されており、当社は、その原因とされる二酸化

炭素の削減について、資源・エネルギーの面から取り組むべきであると考えます。 

この課題に対し、当社も会員として所属する大阪府中小企業家同友会・環境部会の有志 7

社が「環境新エネルギー研究会」として大阪府産業技術総合研究所の支援を受け、既存技

術を応用した低温排熱システムを研究・開発し、有馬温泉の旅館へ納入致しました。 

当社は企業代表としてこの研究・開発を推進して参りました。 

開発した省エネルギー技術は、既存ラインに熱交換器を設置し、重油使用量の削減と二酸

化炭素排出量の削減を実現するというものです。 

導入後の成果として、一年間の重油使用量は 7％削減され、金額にして 461 万円のコスト減

を実現しました。また、二酸化炭素排出量においても一年間で 147 トンの削減を実現して

おります。 

この低温排熱回収システムは、蒸気ボイラーを使用するホテル、銭湯、工場及び事業所等、

幅広い業種・分野での効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

  

← 重油削減量と平成 19 年 9 月～平成 20

年 8 月の平均価格を基に算出した投資額

の回収年数 約 0.6 年 

導入した省エネルギー技術 熱交換器の入出温度（9 月） 

※この研究は大阪府中小企業中央会の認定支援を受け「中小 ESCO 事業研究会」として、

2012 年度、2013 年度も継続して採択され、研究会々長として研究しております。 

重油使用量 CO2排出量 削減金額
導入前 781,068L/年 2107ton/年
導入後 726,549L/年 1960ton/年
削減量 54,519L/年 147ton-CO2/年 461万円
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・サンペット 36 

太陽熱温水器 

● NEP防音カバー パーツフィーダ用防音カバー 

・現在販売中 

 

 

 

 

 

・過去の開発実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工場内の作業環境改善！消音を目的とする防音カバ

ーです。カバーを取り付けることにより従来の雑音

が半減され、作業 改善で能率向上にも繋がり好評を

得ております。コンパクト設計・軽量・省スペース

で取り付けも簡単。また、耐水・耐油性も高く錆の

心配もございません。 

 

・プレートユニパクター 

アスファルト加熱式輾圧(て

んあつ)機 

(特許第 4000181 号) 

・缶ペコポン 

減容器 

・セフティポン 

注射器滅菌溶解器 

 

・おむすびころりん 

おにぎり成型器 

( 特許第 3868897 号) 



 

23 

 

 

 

■ お客様の加工したいモノをお聞かせください 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6，製品ラインナップ 

エンプラ部品加工・材料 

MC ナイロン・ジュラコン・フッ素樹脂・UHMW・

ベーク・スーパーエンプラ 

各種産業機械、省力機、ロボット等に幅広く使

用されている軽量で強靭なエンジニアリング

プラスチック部品をＭＣ・ＮＣ自動機による単

品加工でお客様のご要望にお応えいたします。

スーパーエンプラも取り扱っております 

表面処理・溶射 

タフラム・ニダックス・ニフグリップ 

テフロック等各種 

同業・協力会社との連携により受注。複・

重合施工により更に高機能性表面処理が

可能です。溶射は DLC、チタン、セラミッ

クス等の他、ポリウレタンコーティングと

のハイブリド加工も可能です。 

コーティング加工 

大型(砕石振動ふるい機・1000Lセラミ

ック攪拌容器等)、小型(パーツフィー

ダボウル・ホッパー・シュート・ロボ

ットフィンガー等)・部品サイズや形状

を選ばずに施行。耐磨耗、高摩擦、低

摩擦、導電性、耐油性などに加え、粉

粒体機器（コンタミ防止）など幅広い

選択が可能。 

ウレタン・フッ素樹脂、ナイロン・塩化ビニール・

ポリエチレン 

ライニング加工 

ウレタン・シリコンゴム・合成ゴム・帆布ベルト材・

ポリエチレン、ハバジット、ニューライトグリップ 

ウレタンシートやベルト用シート(ハバジッ

ト・ニューライトグリップなど)の各社指定材

料によるライニング。耐振、耐油性接着剤に

より高寿命。騒音を減らすサイレントシート

も好評です。 
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セラミック・切削加工品・金型焼成など 

セラミック金属加工製品 

協力会社との連携によりセラミックや

各種金属加工品を受注致します。これ

等の表面処理・２次加工等を合わせて

サービス致します。 

消音・制振施工 

サイレントコーティング 

摺動音・振動騒音等の固有音に対する吸

音・防振効果が大きく、外部からの振

動・騒音に対しても吸振・吸音効果を発

揮し、摺動性をたもったまま低減させる

施工です。他の防音・制振用対策に比べ、

外観やスペース等を損なう事がありま

せん。 

大型機器・屋外現場出張施工 

各種高機能特性を活かし、大型機器や屋

外の構造物に現場出張施工が出来ます。 

 

 

エレベータードアの気密ゴム 

潜水作業ロボット 

 

高速道路トンネル排気大型フアン 

採石場振動振るい機 

（耐摩耗性・耐食性機能） 

人工衛星追尾パラボラアンテナ 

（摺動性・耐候性機能） 
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■ ノウハウ・技術力の蓄積 

● 営業情報のデータベース化 

当社では、他社様との長年のお付き合いにより蓄積された営業情報をデータベース化し管

理しています。データベースの活用により、当社が持つ幅広いネットワークへ迅速かつ的

確にアクセスすることが可能となっています。 

 

● 高品質、短納期を実現する技術・ノウハウの蓄積と管理 

当社では創業から 30 年に渡り培った技術・ノウハウ蓄積し、管理をすることにより、当社

全体で共有しております。これにより、不足の事態においても滞りなくお客様に対応でき、

安定した品質と納期での商品のご提供が可能となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7，当社を支える知的資産 

技術・ノウハウ・情報 

工程管理 

売上管理 

案件報告 営業進捗 

高品質・短納期 
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■ 高い技術対応力 

● 少数精鋭による一丸となった事業活動 

社内でのコミュニケーションを密に取ることにより、同じ考えを共有し高い団結力とモチ

ベーションを常に維持しています。従業員自ら行動し、お客様と共に課題解決を探り、お

客様と共に発想の転換を行える体制を整っています。 

それは、リーマンショックと工場火災という大きな危機を乗り越え、生み出された団結力

があるからです。平均年齢も若く、全員が力強い活力に満ちた状態で勤務しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 技術営業による安心の受注体制 

営業担当者がお客様と密にコミュニケーションを取り、間違いのないご満足いただける加

工をお約束します。 

 

 

■ ISO14001、エコアクション２１についての取り組み 

この事業活動が環境に影響を与えていることを理解し、環境マネジメントシステムを運用

し、 継続的改善と汚染の予防は当社の社会的責任であると考え平成 16 年 3 月に当社は

ISO14001 を取得し、平成 20 年 3 月には、ISO14001 を更新しました。更に、エコアクシ

ョン 21 の認証を目指した取り組みを行っています。 

  

寒い冬期は幼い頃を思い出し「おし

くらまんじゅ」で暖かく、連帯感を！ 

コーティング作業現場 

慎重・繊細・集中の真剣勝負 
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■ 当社代表の発明力・開発力 

社長は会社員時代に特許を300件ほど出願し、ベストセラー商品も数多く生み出しました。

起業独立後も、必ず解決できる・発想が出るまで考えるという妥協することのない強い意

欲は現在も衰えることなく、数々の賞を受賞し又、経済産業省や大阪府の認定研究開発事

業を数多く取得する中で、特許も数件取得しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特許・実用新案・商標登録 

区分 名称 出願・登録番号 

特許 パーツフィーダカバー 1994年出願 2003年登録：特許第 3442882号 （２００６年 権利消滅) 

特許 医療用廃棄物溶解装置 1994年出願 2004年登録：特許第 3556699号 （２００９年 権利消滅) 

特許 医療用廃棄物処理装置 1997年出願 2006年登録：特許第 3772000号 （２０１３年 権利消滅) 

特許 握り飯の製造装置 2002年出願 2006年登録：特許第 3868897号 

実案 芳香発生体 2007年出願 2008年登録：登録第 3139341号 （２０１１年 権利消滅) 

商標 テフタンコーティング 2003年出願 2004年登録：登録第 4788559号 

商標 太陽温水器サンペット 2003年出願 2004年登録：登録第 4752722号 

商標 輾圧機「ユニパクター」 2007年出願 2008年登録：登録第 4788559号 

商標 ウレタン原料ユニレタン 2011年出願 2012年登録：登録第 5460504号 

商標 
 

2011年出願 2012年登録：登録第 5460503号 

特許 塗布ガン 特願 2012-080891 実用化に向け審査請求中 
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■ 経済産業省・大阪府認定補助事業及び、産学連携 

 研究開発認定補助事業・産学連携事業 

 

1992年「使用済み注射器滅菌装置」自力開発・商品化（八尾商工会議所表彰） 

1993年「コンピューター拡大描画機（1.2×1.8ḿ）」自力開発・商品化（同上） 

2004年 中小企業経営革新支援法認定「飲用缶減容機」（龍谷大学）：経済産業省 

2005年 先端技術創出型産学官開発認定「無人飛行技術利用」（JAXA）:大阪府 

2006年 大阪地場産業等振興対策事業認定「小型無人機」（岐阜大学）：大阪府      

2007年 事業化推進助成事業認定「排便介護ロボット」（大産大学、近畿大学）：大阪府、 

2008年 異分野連携新事業分野開拓（新連携）「ﾌﾟﾚｰﾄコンパクター」（大阪産業大、大阪

府産技研）:経済産業省 

2009年 特定研究開発計画認定「ポリウレタン高機能・高性能化研究開発」：経済産業省 

2010年 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）採択「同上ポリウレタン原料委託研

究開発」（龍谷大学、和歌山大学）：経済産業省           

2010年～2013年 3月サポイン研究完了、4月以降補完研究継続（龍谷大学、和歌山大学） 

2013年 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金採択「高機能・高性能

ポリウレタン原料の製造及び、新型ガン塗布装置の製造販売」（和歌山大学）：

中小企業中央会（経産省委託） 

 

 大学向け企業講義等の外部機関講演・支援活動 

 

2005年 液体窒素ロケット（CEESロケット）開発の企業支援：大阪府立大学支援 

2006年「低温排熱回収熱交換器」企業グルーフﾟ代表:中小企業家同友会・大阪府産技研 

2006年「宇宙クラブ関西」UCKロケット製作とフランス遠征打ち上げのグループ支援： 

    ミッションリーダー（大阪産業大学、大阪桐蔭学生が中心） 

2007年 琵琶湖鳥人間大会出場支援：阪南大学 

2007年 液体窒素ロケット（CEESロケット）発射成功。硬度 200ｍ上昇：大阪府立大学 

2008年 大学中小企業講座臨時講師：阪南大学、大阪商業大学 

2009年 大学中小企業講座臨時講師：阪南大学、大阪産業大学、近畿大学 

2010年 大学中小企業講座臨時講師：阪南大学、大阪産業大学、近畿大学 

2011年 大学中小企業講座臨時講師：阪南大学、大阪産業大学、近畿大学 

2012年 大学中小企業講座臨時講師：阪南大学、大阪産業大学、近畿大学 

2013年 大学中小企業講座臨時講師：阪南大学、大阪産業大学、 

2013年 液体窒素ロケット（CEESロケット）発射成功。硬度 300ｍ上昇：大阪府立大学 
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■ お客様の要望にお応えする工場設備 

設備機器 メーカー名 台数 

真空脱泡混錬機 － 1台 

高温熱処理機（MAX400℃） － 1台 

テーバー摩耗試験機 TP 技研株式会社 1台 

ピーリング試験機 神港精機株式会社 1台 

電子式膜厚測定機 キーエンス 2台 

サンドブラスト機 厚地鉄工株式会社 2基 

ガラスビーズブラスト機 厚地鉄工株式会社 1基 

４ｍコーティングブース アネスト岩田株式会社 2基 

圧送式大型塗装機（USA.グラコ） ＵＳＡ 1台 

自動ローラー塗装装置 株式会社ユニックス 1台 

大型インバーター回転テーブル台 株式会社ユニックス 1台 

インバーター水平回転軸装置 株式会社ユニックス 1台 

インバーター垂直回転軸装置 株式会社ユニックス 1台 

二液混合定量供給装置(モーノポンプ） 兵神式装備（株） 1式 

有機溶剤蒸留再生装置（塩化メチレン） コーベックス(株) 1式 

ウレタン原料ディスパー混練機（80Ｌ） 浅田鉄工(株) 1式 

その他付帯設備（コンプレッサー等々）  1式 

 

  

 

 

 
 

各種試験・測定機器類 
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■ 高品質短納期を実現する幅広いネットワーク 

● 代表が築いたネットワーク 

大阪府中小企業家同友会・オンリーワン研究会相談役や日本粉体工業技術協会会員等とし

ても活動しており、幅広いネットワークを構築しております。これらのネットワークは当

社の財産となっており、事業活動の上で欠くことのできない存在となっています。 

また、ネットワークを拡大するため、機械工業展や粉体工業展などの展示会に積極的に出

展し当社の技術をアピールしております。 

 

● 3 社 8 種類から選べるコーティング用原料 

 

表面加工を施した機器の性能を最大限引き出し、不具合なく機能させるためには、最適な

材料選択が欠かせません。当社では過去から培ったネットワークにより、当社専属メーカ

ーの原料の他に 3 社 8 種類の原料からお客様のニーズに合った最適な原料を選択し、より

優れたソリューションをご提案しています。また、テフタンコーティング原料につきまし

ては、2014 年度より自社生産の開始を行う予定であり、機械装置の準備を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

US3000，US2000 

主剤・硬化剤 4kg 
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■ 研究開発 

● コーティング原料の研究開発・産学連携 

平成 22 年から産学連携（龍谷大学・和歌山大学・企業）「サポイン事業」の支援を受け新

原料の委託研究開をして参りました結果、US3000 の開発に成功しました。しかしながら多

くの産業分野機器・装置へ応用展開を図るには、様々なニーズ対すことが重要で耐磨耗性

に優れた US3000 の１品種のみで対応することは困難です。そこで耐熱性に優れた品種と

して「耐熱性ポリウレタン US3500」を設定し、商品化を目指した研究開発を行っています。 

US3500 が目標とする耐熱温度は 150～180℃であり、本原料が実用化されれば表面加工業

会において革新的なものとなると確信しています。 

また、ものづくり試作支援補助金を活用し原料の製造装置の導入を決定しており、今後は

原料メーカーとしても事業を展開して参ります。 

 

● 施工機械の研究開発 

新原料に最適で、施工現場の環境にも配慮し、様々な形状の機器・装置への塗布成形に適

応できる、原料ロスゼロを目指した「新塗装ガンの開発」を行いました。（特許出願中） 

新塗装ガンによる塗布は実用化のための実験段階でありますが、塗布した 2 次電池電極材

製造プラントは順調に稼働中であり、実用化に耐える性能を発揮しています。 

当社は研究開発型企業としての強みを活かし、これからも研究開発を続けて参ります。 

 

● 新商品の開発 

学校での野球の打撃練習の際に発生する金属バットの打撃音が騒音となり、近隣住民の方

の問題となっておりました。当社は練習用バットにウレタンコーティングを施し、防音性

を高めたバットを提供することにより課題の解決に成功しました。 

またパタークラブにコーティングを施すことにより、防音性はもちろん飛距離の調整によ

る性能の向上も実現させたパタークラブの開発にも成功しております。今後の工業用機器

以外の新たな分野で、高機能特性を活かしたコーティングの商品化を目指し研究を進めて

参ります。 

 

 

 

 

 

 

  

8，これからの事業展開 



 

32 

 

■ 環境対策 

● 工場移転による事業発展 

環境の改善と事業の発展を目的として将来的に、工場の移転を計画しています。 

移転後の工場にて太陽光発電システムの設置工事を行い、ISO14001 の更新及びエコアクシ

ョン 21 の取得を目指します。 

 

● 廃棄物を資源に変える企業 

補助金を活用し廃液処理の装置を自社に導入することにより産業廃棄物の削減を実現しま

した。また、やむなく排出した廃棄物は粉砕しポリウレタンで固め、シート上に加工し防

音用シートとして販売していきます。 

廃棄物をゴミとして処理するのではなく、財産として活用しゴミの出ない企業を目指しま

す。 

また、ポリウレタン原料の有する特性をより深く理解した上で、その特性を活かした応用

製品や既存の商品改善などについて、これからも改善と工夫、研究を続けて参ります。 

 

● 汚れない作業場の実現 

塗装は汚れるという常識を一新し、フォーマルな姿でも作業のできる清潔な職場環境の実

現を目指します。 

ロボットアームを使っての容器内での作業が可能となれば、作業着に着替えることなく作

業が可能となります。 

職場環境の改善は従業員のモチベーション向上はもとより、新規雇用者にとっても魅力を

感じる要因となり、職場環境によるミスマッチを減らすことができます。 

 

■ 海外拠点の展開 

韓国と中国において現地企業と協力して事業展開をしています。今後、国内での需要の減

少も予想されるため、韓国・中国も拠点として当社の技術で現地のコーティング業を牽引

していきます。現地に当社が開発した新原料を供給することにより、新素材の販売ルート

を拡げ業務拡大をおこなって参ります。その為、中国上海にて２回の「上海国際粉体展」

や、国内での展示会に積極的に展示営業をお叶っています。 
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知的資産とは、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。よって、「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。  

 

＜注意事項＞  

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。  

そのため、将来にわたり当社の取り巻く経営環境（内部環境及び外部環境）の変化によっ

て、これらの記載内容などを変更すべき必要が生じることもあり、その際には本報告書の

内容が将来実施又は実現する内容と異なる可能性もあります。よって、本報告書に掲載し

た内容や数値などを、当社が将来に亘って保証するものではないことを、十分にご了承願

います。  

 

 

9，知的資産経営報告書とは 


