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ホース（サンドポンプ･ランス･水など）
Hose(Sand Pumping, Lance, Water, Etc)
当社では、船底浚渫ホースや製鋼所などの特殊用途のホースを製造しており、耐屈曲性、耐圧性、耐摩耗性に優れた技術を有しています。海外の建設会社や
国内の製鉄所、輸出製品を世界に送り出し、優れた製品品質を認めています。
Our company manufactures hoses with special uses including maritime dredge hoses and steel mills, possessing excellent technology in terms of
ﬂexibillity, pressure resistance, and wear resistance. based on these qualities, we supply overseas construction companies and domestic steel mills and
export products around the world, having been acknowledged for our excellent product quality.

セメント圧送ホース

浚渫ホース

O.B.L Hose

水ホース
Water Hose

マテリアルホース
Material Hose

Dredging Hose

酸素ホース

サンドホース

Oxygen Hose

Sand Hose

ランスホース

ランスホース油圧試験

Lance Hose

Lance Hose Hydraulic test
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耐圧ゴムホースとコンクリートホース
Sleeve Hose and Concrete Hose
当社の特許技術を使用した自動巻き取り機で製造された浚渫ホースとコンクリートホースは、既存製品と比較して均一性、柔軟性、耐久性などの優れた性能
を発揮する画期的な開発品です。私たちの会社の特許である「補強材を巻いて浚渫ホースを生産する方法」。
Dredge hoses and concrete hoses produced with an automatic winding machine which uses our patent technology are innovative developments that
display excellent preformance in terms of qualities including uniformity, ﬂexibility, and durability, when compared to existing products.
Our company's patent ― "A method of producing dredge hoses by winding the reinforce, and the dredge hose manufactured by the said "

耐圧ゴムホース

耐圧ゴムホース

耐圧ゴムホース曲げ試験

耐圧ゴムホース油圧試験

Sleeve Hose

Sleeve Hose

Sleeve Hose Bending test

Sleeve Hose Hydraulic test

コンクリートホース製造（巻線付）

反復圧縮試験

コンクリートホース

Concrete Hose Manufacturing(With Winding M/C)

Repetitive Compression Test

Concrete Hose

レディミックスコンクリート
車両の設置
Ready Mixed Concrete Vehicle
Installation
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工場紹介
First factory Introduction

フォアグラウンドの工場 The ﬁrst factory in the foreground

ゴムチョッパー

22 インチローラー M / C

22 インチカレンダー

プレス 2000 トン / 300 トン

圧力がま

Rubber Chopper

22" Roller M/C

22" Calender M/C

Press 2000Ton / 300ton

Auto Crave

ホース成形機

オーブン加硫（1,2,3）

カットアウトルーム

ガスケットの生産

自動巻き取り機

Hose Molding Machine

Oven vulcanization(1,2,3)

Cutout Room

Gaskets production

Auto Winding M/C
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スーパースプール（セル）ゴムフェンダー
Super Spool(Cell)Fender
スーパースプールゴムフェンダーは、1 セット、2 セット、3 セットのシステムを搭載しており、ドッ
キング時のドッキング衝撃を効果的に軽減します。当社独自の製造方法で製造されたゴムフェンダ
は、高い耐久性、高い反発力、吸収エネルギーを維持し、様々なサイズ（最大 3000H）を生産し
供給しています。
The Super Spool Fender is installed by a method of systems including 1set, 2set and 3set, which
eﬃciently reduces the docking impact when docking vessels.The fender, which is manufactured
with a specialized manufacturing method by our company, maintains high durability, high
repulsive power, and absorbed energy, producing and supplying various sizes(Max 3000H).

円柱鋼フェンダー圧縮試験 Spool Fender Compression Test

0%

15%

30%

55%

スーパー円柱ゴムフェンダー Super Spool Fender Pier mounted
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パフォーマンスグラフ Performance Curve

空式ゴムフェンダー

パフォーマンスグラフ Performance Curve

Pneumatic Fender
空式ゴムフェンダーは、取り扱いが簡単で軽く、設置場所を変えることができ、長期使用に適した、費
用対効果の高い代替品です。優れた品質に基づいて、当社は造船所、軍艦、船舶に使用される様々な種
類の製品を製造し提供しています。
The Pneumatic Fender, which is easy and light to handle and capable of relocation installation at
the place, is a cost-eﬀective alternative, adequate for long-term use.Based on excellent quality, our
company manufactures and provides various types of product used in shipyards, warships, and vessels.

空式ゴムフェンダー圧縮試験 Pneumatic Fender Compression Test

0%

15%

30%

60%

チェーンネットタイプ Chain Net Type

スリングタイプ Sling Type

空式ゴムフェンダー Pneumatic Fender Pier mounted
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ハイパー円柱ゴムフェンダー

パフォーマンスグラフ Performance Curve

Hyper Spool Fender
ゴムフェンダ設置スペースが狭い場合や、衝撃吸収範囲が側面の場合は、円柱ゴムフェンダーと
同じシステムゴムフェンダに分類され、優れた圧縮・復元力を発揮します。コーン型 HSP ゴムフェ
ンダは、日本、東南アジア、ヨーロッパ、米国に輸出されています。
Classiﬁed as a system fender, identical to the spool fender, it is applied, with excellent
compression and recovery, when the fender installation space is narrow or the shock-absorbing
range is side.The cone type HSP fender produced usijng our specialized manufacturing
technique is widely exported to Japan, Southeast Asia, Europe, and the US..

HSP ゴムフェンダ圧縮試験 HSP Fender Compression Test

0%

15%

30%

45%

HSP ゴムフェダー HSP Fender Pier mounted
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AOVゴムフェンダー

パフォーマンスグラフ Performance Curve

AOV Fender
AOV ゴムフェンダは反応が少なく、吸収エネルギーが高く、ゴムフェンダを圧縮するとアー
チ状のゴムフェンダがストレスの集中を軽減します。また、オープンタイプも簡単に設置で
きます。
The AOV fender highlights low reaction and high absorption energy, and when the fender
is compressed, the arch shaped fender reduces the concentration of stress.Also, its open
type is easily installed.

AOV ゴムフェンダー圧縮試験 AOV Fender Compression Test

0%

15%

30%

45%

AOV ゴムフェンダー AOV Fender
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ACVゴムフェンダー

パフォーマンスグラフ Performance Curve

ACV Fender
ACV タイプのゴムフェンダは、底面全体に鋼板を差し込んで岸壁に簡単に設置でき、衝撃
吸収性能が向上するように船舶の衝撃をゴムフェンダに均等に伝えます。
The ACV type fender is easily installed to quaywalls by inserting a steel plate to the
whole of the bottom area, and the impact of the vessel is delivered equally to the fender so
that its shock-absorbing performance is increased.

ACV ゴムフェンダー圧縮試験 ACV Fender Compression Test

0%

15%

30%

45%

ACV ゴムフェンダー ACV Fender Pier mounted
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NLゴムフェンダー

パフォーマンスグラフ Performance Curve

NL Fender
NV タイプのゴムフェンダは、OV タイプのゴムフェンダに接触する面積を改善することで、
反応・エネルギー吸収を 10 〜 15％向上させ、PE パッドをゴムフェンダの上部に取り付け
ることができます。
The NV tyep fender improves reaction and energy absorption by 10 〜 15% by improving
the area that comes into contact in the OV type fender, and the PE Pad can be installed to
the top part of the fender.

NV ゴムフェンダー圧縮テスト NV Fender Compression Test

0%

15%

30%

52.5%

NV ゴムフェンダー NV Fender Pier mounted
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岸壁用パネルゴムフェンダー
Panel
DRF システムゴムフェンダーは船舶との接触面積を広く確保し、ゴムフェンダーの前に岸壁
用パネルゴムフェンダーを取り付けることで、船体への影響を低減し、必要性能を超えます。
弊社では、船舶の衝撃エネルギーをゴムフェンダのボディに最も効果的に伝えることができ
るように、最適に設計された岸壁用パネルゴムフェンダーを提供しています。
DRF system fenders secure a wide contact area with vessels and ainstall panels to the
front of the fender to reduce the eﬀect on the hull of the vessel, shich exceeds the required
performance.Our company provides optimally designed panels so that the impact energy
of the vessel can be most eﬀectively delivered to the body of the fender.

2 つのユニット（水平および垂直タイプ）

3 つのユニット
Three Unit

Two Unit(Horizontal and Vertical Type)
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4 つのユニット
Four Unit

その他のゴムフェダー
Other Fenders

BC- ゴムフェンダー BC-Fender

BC タイプのゴムフェンダーは、面圧が低いため、船体だけでなく表面に
も衝撃を与えません。カーブ付きの様々な所に設置するのに適しており、
チェーン、ワイヤー、ロープを使用して船体へ簡単に設置できるので、タ
グボートで使用できます。
BC tyep fenders do not sustain damage to not only the hull but also
the surface due to low surface pressure.It is suitable for installation in
various types of places with curves and is easily installed through the
groves of the hull by using chains, wires, and ropes. It is often installed
with a tug boat.

CYL タイプのゴムフェンダーは、簡単な円筒構造であり、大きな圧縮変形
に対抗して効果的に低い反発力を発揮し、正確なアンカーボルトの配置に
関係なく自由に設置できます。
CYL type fenders have a simple cylindrical structure, eﬀectively stand
up against great compression deformations with low requlsive power,
and are freely installed without regard to an accurate anchor bolt
arrangement.

円柱 - ゴムフェンダー Cylindrical-Fender

BP ゴムフェンダー BP-Fender

BP フェンダー（バンパーフェンダー）は、船舶のサイドドッキング衝撃
を防御する港湾施設に役立ちます。損傷しにくいフォームは、フェンダー
ダメージを最小限に抑え、重力岸壁に適した船体の広い範囲を保護するこ
とができます。
BP fenders(Bumper Fender)are useful for port facilities that protect
against the side docking impact of vessels, and their not easily
damageable form can minimize fender damage and protect the wide
areas of ship hulls, which is adequate for gravity quaywalls.
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ゴム拡張ジョイントおよび開発製品
Rubber Expansion Joint & Development Products
当社は原子力発電所や淡水化施設への配管設備として、最大 130 インチまで生産可能な拡張ジョイントを製造、供給しています。また、宇治大橋と
潜水艦を専用に使用する拡張継手を開発しました。
Our company manufactures and supplies expansion joins as piping facilities to nuclear power plants and desalination facilities, which are capable
of being produced up to a maximum size of 130 inches. We have also developed expansion joints for special use the Geoga-daegyo Bridge and
submarines.

拡張ジョイント
Expansion Joint

拡張ジョイント油圧試験

拡張ジョイントの設置

拡張ジョイントの設置

Expancion Joint Hydraulic test

Expansion Joint installation

Expansion Joint installation

潜水艦ショックマウント圧縮試験
Submarine Shock Mount
Compression Test
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認定書
Certiﬁcation Status

ISO9001

KS

INNO-BIZ

R ＆ D エクスクルーシブ
部門 ･ 認証

KNHP 機器の修理
ビジネス登録

KSP
外注先登録

R & D Exclusive
Department Certiﬁcation

KNHP Equipment Repair
Business Registration

KSP Subcontractor
Registration
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【日本代理店】

有限会社

武田工業

代表取締役 武田雅之
〒 739-0026
広島県東広島市三永２丁目 14-22
Ｔｅｌ： 082-401-2668
Ｆａｘ： 082-401-2669
携帯： 090-9504-8573
E-mail: tkd.masa@sky.megaegg.ne.jp
【韓国代理店】

（株）晟珍産業
〒 48583
釜山廣域市 南區 東明路 176（龍湖洞）
S.W.JIN（陳昇垣）
176, Dongmyeong-ro, Nam-gu, Busan 608-835, Korea
Tel： +82-(0)51-612-0510
Fax： +82-(0)51-612-0525
CP： +82-(0)10-3626-5561
E-mail： sjindjin@naver.com

【韓国製造会社】

（株）東洋企業
Dongyang Co., LTD.
Adress：118Eogokgongdan 1-gil,
Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Tel：82-55-367-2311
Fax：82-55-367-2316

