
会社案内
C O M P A N Y  P R O F I L E
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熱 計測
エネルギー

真空

エレクト
ロニクス

我 は々、

狂人と思われるほどの行動をもって

不可能と思われるほどの難しさに挑戦する。

人間は、

あきれるほどの馬鹿になりきらねば、

夢は実現しない。

（創業者言行録）

バイオ
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   Our company has been consistently dealing with the theme of “heat
and its temperature measurements” since its establishment in 1949.
Since completion of its first products of “sheathed heater” in January
1955, Sukegawa Electric has steadily achieved its mission and
contributed to the industry by turning out the first domestic product of
“sheathed thermocouples”, the ultimate product of ultrafine type
heaters, microheaters and infrared drying equipment.
  The fuel pin simulator for nuclear power experiments, the liquid level
indicator allowing a continuous measurement of heated liquid mineral,
the electromagnetic pump, the electromagnetic flowmeter, other
various pilot apparatus, vacuum system represent a culmination of
comprehensive technical capabilities in heat and its temperature
measurements Sukegawa Electric has accumulated for many years.
  Now these technologies will be passed along to a new technology
of energy, electronics, biotechnology, etc. which will lead the next
generation.

is our registered trademark.

Management Concept
1. Making it a principle to be sincere to customers and aiming at

rewarding their patronage by providing superior products and
through service to them.

2. Aiming at establishing confidence among business connections
and attaining co-existence and co-prosperity by establishing
closer mutual tieups.

3. Aiming at improving the standards of living for employees both
materially and morally through the Company prosperity.

4. Making it a principle to be sincere to stockholders and aiming at
performing sound management and payment of fair and proper
dividends to them.

3

助川電気は昭和24年創立以来一貫して熱とその計測という

テーマに取り組んでまいりました。

昭和30年1月、第1号製品の「シーズヒータ」を完成して以来

「シース熱電対」の初国産化、細線型ヒータの決定版「マイクロヒータ」、

「遠赤外線乾燥装置」の開発と、その使命を着実に

実現し、産業界に貢献してまいりました。

原子力発電実験用の「模擬燃料集合体」や高温液体金属の

連続測定を可能にした「液面計」、「電磁ポンプ」、「電磁流量計」、

及び「各種実験装置」の製作そして真空装置などは助川電気が

永年にわたって蓄積した熱と計測技術の総合的成果です。

そして今、この技術の伝統は次世代をになう「エネルギー」、

「エレクトロニクス」、「バイオテクノロジー」などの

新技術へと引き継がれてまいります。

S U K E G A W A E L E C T R I C

経営理念

1.顧客には、誠実をむねとし、優秀な製品とゆき届いた「サービス」
を提供し、好意にむくいることを目標とします。

2.取引先には、信頼をむねとし、相互の連結を密にし、共存共栄を
はかることを目標とします。

3.社員には、調和をむねとし、協力の精神をもととして、企業の繁栄
につとめ、物心両面より生活の向上をはかることを目標とします。

4.株主には、誠意をむねとし、最善な運営を行い、公正適正な配当
を行うことを目標とします。

は弊社の登録商標です。

（財）日本健康・栄養食品協会認定品

助川電気は「世にない技術への挑戦」をテーマに広く産業界に貢献しています。
Sukegawa Electric Co.,Ltd. widely contributes to the industry
through the theme of  “Challenge to an Unknown Technology.”
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熱と計測のシステムエンジニアリング
SYSTEM  ENGINEERING  FOR  HEAT  AND  ITS  TEMPERATURE  MEASUREMENTS

　独自の技術で開発した機器を組み合わせ、トータルシステムと
して装置全体を設計・製作しています。

  Designs and manufactures all equipment under a total system
by assembling a variety of equipment developed by its own
technology.

EMP-2

EMP-1

CT

ECM-2

EMP-3

グローブボックス 
Glove Box

ECM-3

EMF-6

PL-1

BL-3

BL-2

EMP-4

EMF-7

EMF-5

EMF-4

H2LD

純化系ユニット 
Purification Unit

プラグ系ユニット 
Plug Unit

DT

ナトリウムループフローシートの一例　Flow Sheet Sample of Sodium Loop

Hi

Lo

Hi

DT-CT
Lo

予熱、加熱ヒータ　Heater 

熱電対　Thermocouple 

レベル計　Level Indicator 

漏洩検出器　Leak Detector 

電磁ポンプ　Electromagnetic Pump 

電磁流量計　Electromagnetic Flowmeter 

ケーブルペネトレーション　Cable Penetration 

プラギング計　Plugging Meter 

水素検出器　Hydrogen Detecter 

ダンプタンク　Dump Tank 

メインヒータ　Main Heater 

エコノマイザー　Economizer

LD

EMP

EMF

CPN

PL

H2LD

DT

MH

ECM

ブロアー　Blower 

クーラー　Cooler 

ベーパートラップ　Vapor Trap 

膨張タンク　Expansion Tank 

フィルター　Filter 

安全容器　Safety Shell 

炉容器　Reactor Shell 

テストセクション　Test Section 

炉心　Reactor Core 

弁　Valve 

電動弁　Electro-driven Valve

BL

CL

VT

EXT

UF

SS

RS

TS

R

■記号説明　Abbreviations Used in the Figure

EXT

EMF-3

EMF-2

UF-1

TS

RS

SS

R

UF-2 BL-1

CL

UF-3

Hi

UF-4

MH

EMF-1

ECM-1

計装ケーブル 
Measuring Cable

電力ケーブル 
Power Cable

Lo
DT-UO2

Hi

Lo
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MIケーブル　　MI  TYPE  CABLE (Mineral Insulated Cable)

　MIケーブルは、耐熱性、絶縁性、さらに機械的強度に優れ、多様な用途に使われています。

一般的なケーブル以外にも各種の信号伝送用としての特殊MIケーブルも製作しています。

  The MI Type cable provides high heat resistance, Insulation and mechanical strength so that it is widely
used for a variety of applications. In addition to the general type MI cable various special versions are also
manufactured as cables for transmission of signals.

同軸ケーブル 
Coaxial Cable

2芯ケーブル 
Two-Core Cable

4芯ケーブル 
Four-Core Cable

多芯ケーブル 
Multi-Core Cable

2重シースケーブル 
Dual Sheathed Cable

集合型ケーブル 
Banded-type Cable

2芯ツイストケーブル 
Two-Core Twisted Cable

4芯ツイストケーブル 
Four-Core Twisted Cable

　シンプルな同軸ケーブルから、外側シースが磁場にさら
されても十分なシールド性を保つ二重シースケーブル、高
周波電送に適したトラキシャルケーブル、シース内部の導
線がたがいにねじれているため誘導ノイズを拾うことなく
正確な信号伝送を行うツイストケーブルなどがあります。

  Simple co-axial cables; double sheathed cables, which
can provide sufficient shielding even when the outer
sheath is exposed to some magnetic field; tri-axial cables
suited for transmission of high-frequency signals; twisted
cables, which are not affected by inductive noise and
which can transmit exact signals, since the conductors
within the sheath are twisted; etc.

ツイスト信号ケーブル　Twisted Signal Cable

真空用MIケーブル
MI Cable for Vacuum

　細径のMIケーブルの両端をセラミック端子構造とした配線用ケーブルです。シース材質がステンレス製のため放出ガスが
少なく、耐熱性にも優れています。

ツイストケーブルX-Ray
Twisted Cable X-Ray

金属シース 
Metal Sheath

絶縁材（MgO） 
Insulator

導体 
Conductor

fukuti
ノート注釈
fukuti : Unmarked
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温度センサー　　TEMPERATURE  SENSORS

　熱電対、測温抵抗体は、温度測定の代表的なセンサーです。

　シース熱電対の初国産化を完成させた技術力は、今日の数多くの製品に受け継がれています。

  Thermocouples and resistance bulbs are representative sensors for temperature measurements. This firm’s
own technology, which brought into existence Japan’s first sheathed thermocouple, is efficiently used in a
variety of new products it has developed.

シース熱電対

　シース内に高純度の絶縁物と共に熱電対素線が
高密度に充填された構造のため、取り扱いが容易
で、耐久性及び応答性がよく、－269～2,000℃ま
での温度測定に使用されるセンサーです。

Sheathed  Thermocouple
  The sheathed thermocouple is constructed
of high-quality insulation and thermocouple
material conductors, which are packed in high
density and sealed in a sheath. It can be
handled without difficulty and provides high
durability and response. It is used for
measuring temperatures over a range
between －269 and 2,000℃.

シースワイヤー
Sheathed Wire

測温抵抗体素子
Element for Resistance Bulb

Sheathed Resistance Bulb
  Since this resistance bulb has high-
quality insulation and thermoresistive
elements, which are compactly built
into it. It is highly earthquake-proof
and can make precise temperature
measurements.

シース測温抵抗体

　シース内に高純度の絶縁物と共に抵抗素
子をコンパクトに内蔵しているため、耐震
性に優れ、精密な温度測定ができます。

真空用熱電対
Thermocouple for Vacuum
　シース材質がステンレス製のため真空中でガス放出
が少なく、耐熱性にも優れています。

熱流束計
Heat Flux Sensor
　極細径のシース熱電対を測温チップに埋め込んだセ
ンサーです。

テーパー熱電対
Taper Thermocouple
　測温部を細く仕上げ応答性を良くした熱電対です。

温度校正室内

着脱式コネクター付熱電対
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マイクロヒータ　　MICROHEATER

　シースの内部に高純度の絶縁物と発熱体が直線状にコンパクトかつフレキシブルにできているため、各種実験

用及び一般工業用から真空機器に至るまで幅広い用途を持っています。

  Since the thermal conductors inside the sheath are straight, compactly arranged and flexible.
  This microheater is widely used not only for general type industrial plants and various apparatuses for
various experiments but also for facilities associated with vacuum components.

マイクロヒータ
Microheater

Cold End Cold EndHeating Zone

低温リード付マイクロヒータ
Cold End Type Microheater
　シースヒータケーブル内にコールド部（低温リード部）を有する特殊な
マイクロヒータで、真空機器の基板ヒータ等に使用されています。 基板加熱ホットプレート

機器の加熱
Heating of Unit
　真空容器のベーキングヒータ、配管の加熱及び凍結
防止用ヒータ等として数多くの実績があります。

シーズヒータ　　SHEATHED  HEATER

　シースの内部に高純度の絶縁物と発熱体が螺旋状にできているため、高熱流束性に優れ、さまざまな装置の熱

源として適しています。

  Since the thermal conductors within the sheath consist of a coil, Which provides an excellent high-temperature
and high heat flux. This sheathed heater is used as the heat source for a variety of devices.

高耐熱アルミ基板ヒータ

シーズヒータ
Sheathed Heater

発熱線
絶縁材

シース

細径シーズヒータ

加熱器
Heating Unit
　低出力から高出力大型の加熱器があり、第一種圧力
容器、高圧ガス規格の容器も製作しています。
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固定断熱材 

可動断熱材格納部 

石英チューブ 

黒鉛ヒータ 

真空容器 
放熱 

ヒータ内蔵 
石英キャップ 

均 

熱 

領 

域 

真空機器　　VACUUM  COMPONENTS

　半導体製造装置や各種分析装置などで超高真空に対するニーズが高まってきております。

　助川電気は、それに対応して超高真空用アルミニウム合金製真空容器をはじめ、各種真空関連機器を製品化し

ました。

  The market needs for Ultra Vacuum increase by the manufacturing device of semiconductors and various
analyzing devices.
  Sukegawa Electric manufactured various components related to vacuum centering on the alloy aluminum
vacuum chambers for ultra vacuum meeting the market needs.

ステッピングモーター
Steping Motor 真空断熱黒鉛発熱体均熱炉

Vacuum Furnace with Carbon Heater
　薄肉板状黒鉛ヒータを暖簾状にぶら下げて高温均熱空間を形成します。また、可動式断熱材により急冷もできます。

冷却機構付高均熱基板加熱ヒータ
Hot Plate with Cold System
　6インチから12インチまでの半導体に対応でき、ヒータ温
度はMAX800℃、Si基板で400℃±2℃を実現し内部冷却機
構によりヒータ温度を600℃から200℃まで20分で冷却可能
です。

アルミニウム合金製超高真空容器
Aluminumalloy Ultra Vacuum Chamber

高真空熱処理炉
High Vacuum Heat Treating Furnace

真空システム
Vacuum System
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溶融金属装置　　MOLTEN  METAL  SYSTEM

液面計
Liquid Level Indicator
　溶融金属用で、誘導型連続式、誘導型上下限式、
誘導型可動式、抵抗型の4種類があり、用途に応じ
て選択できます。

電磁流量計
Electromagnetic Flowmeter
　溶融金属の流量測定ができ、リニア
（直線的）な信号が得られる永久磁石式
です。

電磁ポンプ
Electromagnetic Pump
　溶融金属駆動用の環状流路型リニア誘導式です。
安全性に優れ、高温での連続運転が可能です。

電磁ポンプ
Electromagnetic Pump
　流路部はファインセラ
ミックス円管を用いたリニ
ア誘導電磁ポンプです。さ
まざまな溶融金属に使用で
き800℃での連続運転が可
能です。

静電容量式レベル計
Electrostatic Capacity
Type Level Indicator
　砂型にアルミが充填され
るとセンサーと間の静電容
量が変化します。その変化
によりレベルを判断し電磁
ポンプの出力をフィード
バックすることもできます。

電磁ポンプ式砂型鋳造システム

Electromagnetic Pump Type Sand Mold Casting System
　電磁ポンプは、印加する電圧により流量をコントロールすることがで
きます。従って時間と電圧の組み合わせでさまざまな鋳造形状に合った
鋳込みを実現できます。

誘導型液面計
Induction Type Level Indicator
　誘導型液面計は、検出部コイルに耐熱性
の高いMIケーブルが使用されており、800℃
まで使用できます。

制御盤
Control Panel
　電磁ポンプの出力電圧の
時間に対する変化などのパ
ターンを登録して制御する
ことができます。また電磁
ポンプの内部を予熱する機
能を有しています。

誘導型液面計

電磁ポンプ

溶融アルミ

砂型

ストーク

静電容量式
レベル計

制御盤

鉛ビスマス循環実験装置
Pb-Bi Test Loop
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エネルギー関連機器　　ENERGY  FIELD

各種実験装置

　液体金属ナトリウムをはじめ、高温高圧水などの
各種実験装置を設計・製作しています。

Various Apparatuses for Making Experiments
  This firm is designing and manufacturing various
apparatuses for making experiments including
those for liquid-metal sodium and others which
utilize high-pressure high-temperature hydrogen.

制御装置

　実験設備から原子力発電所向けまで多種にわたり
設計・製作しています。

Control System
   This firm is designing and manufacturing a
variety of control devices ranging from those for
experimental apparatuses to ones for nuclear
power plants.

模擬燃料集合体

　模擬燃料集合体は、実際の原子炉に使用される核
燃料と同一形状で、しかも同等な熱量を発生する発
熱体を組み合わせたものです。

Fuel Rods Simulator
  The fuel rods simulator is the assembly of
exothermic elements having the same shape and
calorific value as the nuclear fuel used in actual
nuclear reactors.

沸騰水キャプセル
Boiling Water Capsule
　商業炉で使用した燃料をキャプセルに組み込んで再照射し燃料の安全性を調べます。

電磁気センサー
Electromagnetic Sensor
　核融合の磁場の動きを計測す
るもので、筒の中にあるコイル
と垂直に通る磁場の強さを調べ
るセンサーです。

燃料電池評価装置
Fuel Cell Test Facility
　溶融炭酸塩型（MCFC）燃料電池の電池本体の信頼性及
び寿命に関する評価試験用の装置です。

電磁ホーン
Electromagnetic Horn
　人工ニュートリノを収束させ、方向をコントロール
するためのもので、強い磁場を発生させ、ビームを正
確に飛ばすために寸法、真円度及び同軸度は高い精度
で製作されています。

燃料電池ガス加熱器
Fuel Cell Gas Heating Unit

熱出力：10MW
模擬燃料棒本数：1,008本
計測用熱電対本数：約600本
最高使用温度：1,173.2K（900℃）
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研究開発　　RESEARCH  AND  DEVELOPMENT

助川電気は、

高度技術化社会に応えるべく、

新製品の開発を最重点に、先端技術・基礎技術の

研究開発に

積極的に取り組んでいます。

  Sukegawa Electric carries out positively basic and advanced
technological research, and tackles development of new products
contributing to the needs of technology-oriented society.

超電導ケーブル
Superconductivity Cable

シース外径：φ1.0mm
シース材質：Ag合金
素線本数：61本

臨界電流密度は、液体ヘリウム温度（4.2K）、
磁場10T（テスラ）で、最大7×104A/cm2

銅用レベル計実証試験
Testing of Actual Proof of the Level
Indicator for Copper高出力ヒーターの開発

アルミニウム給湯システム特性試験装置
Testing of Mechanical Characteristics of
the Molten Aluminum Supply System

アルミニウム試験棟
Aluminum Test Plant.

アルミニウム用電磁ポンプ
Electromagnetic Pump for Alminum

アルミニウム関連技術開発　　

アルミニウム試験装置
Aluminum Test quipment.
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ナトリウム試験装置
Sodium Loop

Na用電磁ポンプ
Electromagnetic Pomp for Sodium
Metals

超高真空中での材料加熱試験
Heating Materials in Ultra Vacuum

背面電子衝撃式ウエハー
Back-Bombarded Pedestal Heater : BBP
　円筒容器の内側から電子衝撃することにより1,500℃以上の均一高温加熱が可能です。

縦型CVD・拡散装置用測温ユニット

　1,000℃の炉内温度分布を±0.5℃以下の高精度で3次元的に計測することができます。

その他ナトリウム関連技術開発　　

Na用電磁流量計
Electromagnetic Flowmeter
for Sodium Metals

fukuti
電磁ポンプ

fukuti
電磁流量計

fukuti
ナトリウムループ
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会社概要　　COMPANY  PROFILE

助川電気工業株式会社

1949年2月3日

小瀧　理

9億2,110万円

268名 （2017年9月末現在）

〒318－0004　茨城県高萩市上手綱3333-23

TEL. 0293-23-6411　FAX. 0293-22-2909

〒101－0047　東京都千代田区内神田3-16-9　松浦ビル

TEL. 03-3254-7730　FAX. 03-3254-7759

〒530－0054　大阪市北区南森町1-1-25　八千代ビル南館

TEL. 06-6365-6624　FAX. 06-6364-6828

〒732－0052　広島市東区光町1-9-28　第一寺岡ビル

TEL. 082-568-9101　FAX. 082-568-9102

〒305－0047　茨城県つくば市千現2-1-6　つくば研究支援センターC-A-9

TEL. 029-858-6210　FAX. 029-858-6385

〒318－0004　茨城県高萩市上手綱3333-23

TEL. 0293-23-6411　FAX. 0293-22-2909

〒317－0051　茨城県日立市滑川本町3-19-5

TEL. 0294-21-5181　FAX. 0294-21-7591

http://www.sukegawadenki.co.jp

webadmin@net-sukegawa.com

技術部

会社沿革　　BRIEF  HISTORY

1949

1955
1961
1963
1965
1968

1971

1972
1974

1976

1977

1978

1980

1981

1982

1983

1984

1987

1988

1989
1990

1991

1998
1999
2004

2009

2015

Mr. Yokichi Domeki established in Sukegawa-cho, Hitachi
City with a capital of 1 million yen.
Completed sheathed heater and began marketing.
Completed the sheathed thermocouple and began marketing.
Completed the sheathed microheater and began marketing.
Opened Osaka Sales Office.
Completed the sheathed resistance bulb and began marketing.
Completed its own products of high heat flux fuel pin simulator
for the fast breeder and delivered the product to the Japan
Atomic Energy Research Institute.
Increased the capital to 100 million yen.
Constructed a sodium experimental facility for development,
improvement and testing of nuclear power equipment in
Namekawa Factory.
Opened Tokyo Sales Office.
Delivered in ECCS fuel pin simulator to the Japan Atomic
Energy Research Institute after its first-part delivery.
Raised Tokyo Sales Office to the status of Tokyo Branch.
Increased the capital to 150 million yen.
Newly established a wire manufacturing plant as the first
phase of plant expansion projects at Tezuna Kogyo Danchi.
Won the prestigious Tanabe Invention Merits Award for
development of induction type sodium liquid level indicator.
Exported for the first time fuel rods to E. G. & G. Company of
the U.S.A. while delivering the sodium liquid level indicator
to the Electricite de France  (EDF) in France.
Established an assembly factory for large-sized nuclear
power related apparatus as the second phase of Takahagi
Factory expansion project.
Won the Invention Merits Award for development of fuel pin
simulator on the occasion of the Fifth invention honoring
ceremony under the auspices of Japan Society for the
Advancement of Inventions and Nikkan Kogyo Shimbun.
Mr. Yokichi Domeki was granted the Blue Ribbon Medal for
development of fuel pin rods.
Exported for the first time an assembly of heat wire
manufacturing plant to the Soviet Union.
Won the Nishiumi Memorial Award  (Society for Businessmen)
for development of annular passage way and linear induction
type electromagnetic pump.
Won the Science Technology Agency Director-General’s Award
for development of induction type sodium liquid level indicator.
Increased the capital to 260 million yen.
Mr.Yokichi Domeki was granted the Research and Development
Award on the occasion of the First best management honoring
(under the auspices of Nikkan Kogyo Shimbun).
Mr. Yokichi Domeki was granted the Fourth Order of Merit
with Small Cordon of the Rising Sun.
Constructed a clean room facility for assembling of ultra
vacuum components in Takahagi Factory.
Increased the capital to 341.5 million yen.
Mr.Koichi Domeki took his post as the president.
Opened Tsukuba Office.
A Minister of Labor superior prize is awarded as a labor safety
superior place of business.
Stocks are registered into Securities Dealers Association of
Japan.
Increased the capital to 921.1 million yen.
Acquired ISO9001
Acquired JCSS
Acquired ISO14001
Acquired ASME 「U」
The 4th JSME excellent product prize is won from JSME to
the technology and the achievement of Simulated fuel as-
semblies for nuclear reactors.
Mr.Osamu Kotaki took his post as the president.

百目鬼用吉、資本金100万円にて日立市助川町に創立

シーズヒータ完成、市販
シースサーモカップル国産第1号完成、市販
シース型マイクロヒータ完成、市販
大阪営業所を開設
シース型測温抵抗体完成、市販
日本原子力研究所にFBR用模擬燃料集合体を納入

資本金1億円に増資
滑川工場内にナトリウム実験装置を建設

東京営業所を開設
日本原子力研究所にECCS模擬燃料集合体を納入

東京営業所を東京支店に昇格
資本金1億5,000万円に増資
高萩工場第1期工事で伸線工場を新設

誘導型ナトリウム液面計の開発で田辺発明功労賞を
受賞
アメリカEG&G社に模擬燃料棒を、フランス電力庁に
ナトリウム液面計を輸出

高萩工場第2期工事で大型原子力機器組立工場を増設

日本発明振興協会、日刊工業新聞社主催第5回発明大
賞表彰式で模擬燃料集合体の開発に対し発明功労賞を
受賞

百目鬼用吉、模擬燃料棒の開発育成の功で藍綬褒賞
を受賞
電熱線製造プラントをソ連に輸出

環状流路型リニア誘導式電磁ポンプの開発で西海記
念賞を受賞

誘導型ナトリウム液面計の開発で科学技術庁長官賞
を受賞
資本金2億6,400万円に増資
百目鬼用吉、第1回優秀経営者顕賞で研究開発者賞を
受賞

百目鬼用吉、勲四等旭日小授章を受賞

高萩工場内にクリーンルーム棟を建設
資本金3億4,150万円に増資
百目鬼孝一、代表取締役社長に就任

つくばオフィスを開設
労働安全優良事業所として労働大臣優良賞を受賞

株式を日本証券業協会に登録
資本金9億2,110万円に増資

ISO9001 LRQAより認証取得
通商産業大臣より、JCSSの認定取得
ISO14001の認証取得
ASME「U」スタンプの認証を取得
（社）日本機械学会より、原子炉模擬燃料集合体の
技術と業績に対し、第4回日本機械学会優秀製品賞を
受賞
小瀧理、代表取締役社長に就任

商 号

創 立 年 月 日

代表取締役社長

資 本 金

従 業 員

本 社 事 務 所

東 京 支 店

大 阪 営 業 所

広 島 営 業 所

つくばオフィス

高 萩 工 場

滑 川 工 場

ホームページ
ア ド レ ス

代 表 メ ー ル
ア ド レ ス

tsubowa
テキストボックス
大阪市北区天神橋1-19-8　MF南森町3ビル

tsubowa
テキストボックス
06-6882-5155

tsubowa
テキストボックス
06-6882-5122

tsubowa
テキストボックス
530-0041

fukuti
テキストボックス
高橋　光俊
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主要納入先　　MAIN  CLIENTS （敬称略、五十音順）

エネルギー
関西電力株式会社

九州電力株式会社

四国電力株式会社

中国電力株式会社

中部電力株式会社

電源開発株式会社

東京電力株式会社

東北電力株式会社

日本原子力発電株式会社

北陸電力株式会社

北海道電力株式会社

電気・機械
株式会社アルバック

S M C 株 式 会 社

株式会社荏原製作所

キヤノントッキ株式会社

京 セ ラ 株 式 会 社

株式会社島津製作所

シャープ株式会社

新明和工業株式会社

住友重機械工業株式会社

株 式 会 社 チ ノ ー

東京エレクトロン株式会社

株 式 会 社 東 芝

豊田合成株式会社

日新電機株式会社

株式会社日立国際電気

日立GEニュークリア･エナジー株式会社

株式会社日立製作所

株式会社日立パワーソリューションズ

富士電機株式会社

三菱電機株式会社

三菱日立パワーシステムズ株式会社

横河電機株式会社

輸送用機器
株 式 会 社 I H I

アイシン精機株式会社

川崎重工業株式会社

ス ズ キ 株 式 会 社

ダイハツ工業株式会社

株式会社デンソー

トヨタ自動車株式会社

日産自動車株式会社

日立造船株式会社

株式会社ＳＵＢＡＲＵ

本田技研工業株式会社

マ ツ ダ 株 式 会 社

三井造船株式会社

三菱重工業株式会社

ヤマハ発動機株式会社

鉄　鋼
株式会社神戸製鋼所

JFEスチール株式会社

新日鐵住金株式会社

ＪＸ金属株式会社

石油化学
出光興産株式会社

株 式 会 社 ク レ ハ

コスモ石油株式会社

昭和電工株式会社

ＪＸTGエネルギー株式会社

住友化学株式会社

三井化学株式会社

三菱ケミカル株式会社

研究機関・大学
宇宙航空研究開発機構

核融合科学研究所

高エネルギー加速器研究機構

電力中央研究所

日本原子力研究開発機構

量子科学技術研究開発機構

大 阪 大 学

九 州 大 学

京 都 大 学

東 京 工 業 大 学

東 京 大 学

東 北 大 学

名 古 屋 大 学

北 海 道 大 学

FIRM  NAME SUKEGAWA  ELECTRIC  CO., LTD.

ESTABLISHMENT February 3, 1949

PRESIDENT Osamu Kotaki

CAPITAL 921.1 million yen

EMPLOYEES 268

HEAD  OFFICE 3333-23 Kamitezuna, Takahagi, Ibaraki
Phone: 0293-23-6411

TOKYO  BRANCH Matsuura Bldg., 3-16-9 Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo
Phone: 03-3254-7730

OSAKA  SALES  OFFICE Yachiyo Bldg.,Minamikan 1-1-25 Minami morimachi kita-ku, Osaka
Phone: 06-6365-6624

HIROSHIMA  SALES OFFICE Daiichi Teraoka Bldg., 1-9-28  Hikarimachi, Higashi-ku, Hiroshima
Phone: 082-568-9101

TSUKUBA  OFFICE Tsukuba Kenkyu Shien Center,.C-A-9  2-1-6 Sengen, Tsukuba, Ibaraki
Phone: 029-858-6210

TAKAHAGI  FACTORY 3333-23 Kamitezuna, Takahagi, Ibaraki
Phone: 0293-23-6411

NAMEKAWA  FACTORY 3-19-5, Namekawa-honcho, Hitachi, Ibaraki
Phone: 0294-21-5181

The Kansai Electric Power Co., Inc.
Kyushu Electric Power Co., Inc.
Shikoku Electric Power Co., Inc.
The Chugoku Electric Power Co., Inc.
Chubu Electric Power Co., Inc.
Electric Power Development Co., Ltd.
Tokyo Electric Power Company, Incorporated
Tohoku Electric Power Co., Inc.
The Japan Atomic Power Company
Hokuriku Electric Power Company
Hokkaido Electric Power Co., Inc.

ULVAC, Inc.
SMC Corporation
EBARA CORPORATION
Canon Tokki Corporation
KYOCERA Corporation
SHIMADZU CORPORATION
Sharp Corporation
ShinMaywa Industries, Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
CHINO CORPORATION
Tokyo Electron Limited
TOSHIBA CORPORATION
Toyoda Gosei Co., Ltd.
Nissin Electric Co., Ltd.
Hitachi Kokusai Electric, Inc.
Hitachi-GE Nuclear Energr,Ltd.
Hitachi, Ltd.
Hitachi Power Solutions Co., Ltd.
FUJI ELECTRIC CO., LTD.
Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Hitachi Power Systems., Ltd
Yokogawa Electric Corporation

IHI Corporation
Aisin Seiki Co., Ltd.
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
SUZUKI MOTOR CORPORATION
DAIHATSU MOTOR CO., LTD.
DENSO CORPORATION
Toyota Motor Corporation
NISSAN MOTOR CO., LTD.
Hitachi Zosen Corporation
SUBARU CORPORATION
Honda Motor  Co., Ltd.
Mazda Motor Corporation
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Yamaha Motor Co., Ltd.

Kobe Steel, Ltd.
JFE Steel Corporation
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
JX Nippon Mining & Metals Corporation

Idemitsu Kosan Co., Ltd.
KUREHA CORPORATION
Cosmo Oil Co., Ltd.
Showa Denko K.K.
JXTG Nippon Oil & Energy Corporation
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsubishi Chemical Corporation

Japan Aerospace Exploration Agency
National Institute for Fusion Science
High Energy Accelerator Research Organization
Central Research Institute of Electric Power Industry
Japan Atomic Energy Agency(JAEA)
Quantum and Radiological Science and Technology(QST)
Osaka University
Kyushu University
Kyoto University
Tokyo Institute of Technology
The University of Tokyo
Tohoku University
Nagoya University
Hokkaido University

・Takahagi
・Hitachi
・Tsukuba
・Tokyo

Osaka
・

・Hiroshima

Transportation

Electric and Machinery

Energy Steel

Petrochemical

Research laboratories and University

tsubowa
テキストボックス
MFMinamimorimachi3 Bldg., 1-19-8 Tenjimbashi Kita-ku, Osaka

tsubowa
テキストボックス
06-6882-5155

fukuti
テキストボックス
NIPPON STEEL CORPORATION

fukuti
テキストボックス
Mistui E&S Holdings Co., Ltd

fukuti
テキストボックス
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION

fukuti
テキストボックス
三菱パワー株式会社

fukuti
テキストボックス

fukuti
テキストボックス
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

fukuti
テキストボックス
三菱重工業株式会社

fukuti
テキストボックス
日本製鉄株式会社

fukuti
テキストボックス
Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.

fukuti
テキストボックス
株式会社アイシン

fukuti
テキストボックス
AISIN CORPORATION

fukuti
テキストボックス
ヤマハ発動機株式会社

fukuti
テキストボックス

fukuti
テキストボックス

fukuti
テキストボックス
Yamaha Motor Co., Ltd

fukuti
テキストボックス
Mitsutoshi Takahashi

fukuti
テキストボックス
JERA Co.,Inc.

fukuti
テキストボックス
株式会社　JERA

fukuti
テキストボックス
Resonac Holdings Corporation

fukuti
テキストボックス
ENEOS株式会社

fukuti
テキストボックス
ENEOS  Holdings, Inc. 
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ENOS
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