
ってことない様に見える
  このポンプには、

  世界初の技術が
  たくさん詰まっています。

世界初！！Ｎ社、T社、K社の様な大企業でも出来なかった！
定量性マグネシウム溶湯ポンプ！！

マグネシウム製品って軽薄だけど凄いんです！！
携帯電話のフレームで利用されている事でも解かるように、マグネシウムは薄く
て（0.5mm）、軽くて（比重1.8）、丈夫で、放熱性が良く、電磁シールド性にも優
れていて、世界中で鉱石や海水から採取出来る豊富な資源で、しかも、リサイク
ルが可能と良い事ずくめなのです。
しかし、このマグネシウムは結晶構造が特殊で成形が困難だった事や、製造、加工
工程で発火、爆発の危険性がある事等により普及が今ひとつだった訳です。そこ
で、その危険性を回避し、より安全に製作するためのポンプが必要だった。
それが、マグポン～!!

マグポンマグポンマグポン

マグポンは、マグネシウム溶湯を700℃という高温下で
気密性を保ちながら駆動させるという無理難題を
クリアした優れものです。
その結果、従来の技術では成しえなかった
100g程度の少量のマグネシウム溶湯の定量吐出
をも可能にし、しかも1ショット時の供給誤差を
わずか±2g以内（150ショット時）という驚異的な安定性を
実現しました。
またマグポンはタイマーで吐出量を簡単に制御でき、
流量調整が容易で、デモ機では100g～1500gの
範囲での使用が可能です。
マグポンで従来の常識をくつがえした生産スピードの向上と
不良品率の低下が可能になると共に未だに手作業などが多く
危険が伴う職場環境の改善も同時に行う事が出来ます。

FA.装置.治具.関連納入実績
平成１5年 １月 Ｓ電機向け ペーパーインシュ成形機
 １月 Ｋ社向け バリ取り専用機
 ２月 Ｓ社向け 安全対策用自動開閉扉
 ３月 ねぎ植え機 共同開発及び製作
 ４月 Ａ社向け 原材料投入機
 ４月 Ｍ社向け ビット試作開発
 ７月 Ｎ社向け マウントプリント用治具　１２台
 ８月 Ｍ社向け ハンドル部品溶接治具
 １０月 Ｕ社向け 噴射ノズル製作治具
 １２月 Ｎ社向け ベアリング測定機
平成１6年 １月 Ｔ社向け ブラウン管ＵＶ検査Ｃ／Ｖ
 １月 Ｓ社向け 扉スポット用作業台　２台
 ２月 磁気エンコーダ評価装置
 ７月 Ｂ社向け ＭＧポンプユニット
 ８月 Ｍ社向け 搬送コンベア
 ９月 Ｂ社向け 接着治具
 １０月 Ｍ社向け 搬送装置
 １０月 Ｔ社向け 搬送コンベア
 １２月 Ｍ社向け 搬送コンベア　
平成１7年 ２月 Ｂ社向け 搬送装置
 ２月 Ｍ社向け 搬送コンベア
 ３月 Ｂ社向け 搬送装置　
 ４月 Ｍ社向け 野菜洗浄装置
 ４月 Ｂ社向け 接着ユニット治具
 ５月 Ｈ社向け 扉溶接治具
 ５月 Ｓ社向け 紙検知装置
 ５月 Ｓ社向け 切子バスケット回転機能付装置
 ６月 Ｍ社向け 回転ストッカー装置　１５００φ×２５００Ｌ
 ７月 Ｓ社向け コラム搬送装置
 ８月 Ｓ社向け アルミ台盤ユニット
 ８月 Ｓ社向け アルミ台盤ユニット
 １０月 Ｍ社向け 野菜洗浄装置
平成１8年 １月 Ｓ社向け ＡＬポンプユニット
 １月 Ｓ社向け ガスバーナー装置一式
 ２月 Ｓ社向け アルミ台盤ユニット
 ３月 Ｍ社向け リング製造装置部品５式
 ４月 Ｈ社向け 扉溶接治具
 ５月 Ｎ社向け 溶接位置決め治具及びバリトリ装置
 ６月 Ｓ社向け アルミ台盤ユニット
 ７月 Ｓ社向け エアブロー装置
 ９月 Ｓ社向け かしめ装置
 １０月 Ｓ社向け エアブロー装置
 １２月 Ｓ社向け 大型印刷用ガイド
 １２月 Ｓ社向け ロボット用アーム治具
平成１9年 １月 Ｓ社向け アルミ溶解炉
 ２月 Ｓ社向け ガスバーナー溶解装置
 ３月 Ｎ社向け ３次元溶接位置決め治具
 ４月 Ｍ社向け リング加工装置
 ５月 Ｎ社向け ３次元溶接位置決め治具
 ７月 Ｓ社向け ハンガー取付工事
 ７月 Ｓ社向け 昇降作業台付台車
 ８月 Ｋ社向け ＢＫＴ溶接治具
 ８月 Ｋ社向け レバー溶接治具、加工治具
 ８月 Ｋ社向け ＢＫＴＰＩＰＥ溶接治具、加工治具
 ８月 Ｓ社向け コイル整列装置
 ９月 Ｂ社向け ベルトカット位置決め装置
 １０月 Ｓ社向け パイプベンダー＆内径面取り機

機械設備一覧
 台数 機　械　装　置 型式・能力・サイズ メ－カ－名
 1 ＭＣ－６５Ｖ ６５０×１３００ 大隈豊和
 1 ＭＣ－４５Ｂ ４００×８５０ 森精機
 1 Ｆ－Ｍ２（高速） ４２０×８２０ 森精機
 1 ロボドリル　α－Ｔ２１ｉＥＬ（高速） ４００×７００ ＦＡＮＵＣ
 1 ＮＣフライス－２ＲＮＣ ３１０×７１５ 大隈豊和
 2 汎用縦フライス ２番 ２Ｖ 大鳥機工
 1 汎用横フライス １番 １Ｖ IWASHITA
 1 平面研削盤（ハイコラム３５０Ｈ） ４００×６００ 日興機械
 2 ＮＣ旋盤 ＳＬ３Ｂ ３００φ×６００Ｌ 森精機
 1 ＮＣ旋盤 ＬＶ１００ＰＡＲＴＮＥＲ オ－トロ－ダ－付 森精機
 1 汎用旋盤  ８尺 浜津機械
 1 汎用旋盤  ６尺 WASHINO
 3 汎用旋盤 ５尺 ５尺 WASHINO
 1 コンタ－マシン  ＮＣＣ－３００ ＮＣＣ
 1 自動鋸盤 ＮＣＣ－２５０ ＮＣＣ－２５０ ＮＣＣ
 1 直立ボ－ル盤  ＹＤ２－５５ 森精機
 5 卓上ボ－ル盤  アシナ
 3 タッピング盤  ＫＩＲＡ
 1 転造機 ７ＨＰ ７ＨＰ 日本精密
 1 キ－シ－タ－  タカラ
 2 ＣＯ２溶接機 ３５０Ｋ，２５０Ｋ ナショナル
 3 ア－ク溶接機、アルゴン溶接機  ナショナル
 2 マグネシウム溶湯ポンプ 500ｇ～1500ｇ 自社製
 2 溶解炉　 アルミ300ｋｇ 稲垣鋳物
 3 ガスバーナー、灯油バーナー２基  桂精機
 1 硬度計  三沢精機
 1 自動プロ ＰＯＰＳⅡ  トウエイエンジ
 3 ａｕｔｏＣＡＤ2002、2005　Ｋ－ＣＡＤ  クボタ他
 1 ＣＡＤ／ＣＡＭ　ＣＡＭＢＡＳＥ  ファスコム

関連会社機械設備一覧
 台数 機　械　装　置 型式・能力・サイズ メ－カ－名
 2 精密治具中削盤 ＪＵＤＩＣ ７Ａ 三井精機
 1 精密治具研削盤 ４ＧＢ 三井精機
 2 治具フライス盤 ＫＦＰＬ１００×２５０ 牧野フライス
 1 ＮＣ放電加工機 ＳＤ１００ＥＮＣ 黒田精工
 2 精密内面研削盤 ＧＵＩＭ 大隈鉄工
 5 万能円筒研削盤 Ｓ２０－２ スチューダー他
 5 平面研削盤 ＧＨＬ－Ｂ６１２Ｌ 日立精工他
 1 光学ならい研削盤 ＧＬＳ－１２５Ａ ワシノ
 1 センタ－ラップ盤 ２５／９０ 自動機械
 1 精密ホ－ニング盤 ＦＫ－８ 富士ホーニング
 1 三次元測定器 １０００×１３００ カールツァイス
 2 万能投影機 ＰＭ－ＤＯＡ 東芝
 4 横形測定器 １８０×Ｉ／１０００ 黒田精工
 2 縦形測定器 １５０×Ｉ／１０００ 三豊
 2 電気マイクロメ－タ－ ＢＭＡ７７ 三豊
 4 ハイトマスタ－  三豊
 25 ゲ－ジブロック  黒田精工
  他 各種測定器



定量性がある。
特許取得済。

200g吐出設定時に、
わずか±2gの
重量誤差という
正確性。

凄さ
その1

吐出後の
湯切れの良さ。

吐出後に溶湯がピタッと
止まる。
他社では出来ない。
これは本当に凄い！

凄さ
その2

ワンタッチで
簡単設定。

ワンタッチで吐出量、サイクル
時間を簡単に設定できます。
デモ機は、150g～1500g
までの範囲で使用可能です。

凄さ
その3

ポンプ本体の
回転部がない。

ポンプ本体の回転部が
ありません。
駆動部もほんの10ミリ。
つまり抜群の安定制を誇ります。

凄さ
その4

シ－ルパッキンを
使用していない。凄さ

その5
装置全体のバラシ
組立が容易。

固まりにくいうえ、
装置全体のバラシや組立を
容易に行うことができます。

凄さ
その6

先端ノズルも簡単に
交換可能。

先端ノズルが部分が固着した
場合などでも、すばやく
簡単に交換が可能。

凄さ
その7

価格が安い!!

従来他社品と比較してください。
この性能でこの価格！
ぜひご連絡下さい。

凄さ
その8

これも
凄くないですか？

マグポン　仕様

ダメな某社のマグネシウム溶湯ポンプを使用
できずに困っていたある社長さんの姿を見て
何とか出来ないものかと思い開発に着手。

高温下で正確に稼働するポンプの構造
は何か無いだろうか？

社長が紙パックのジュースを飲んでい
る時にひらめいた！

試作機を作り上げ、水でのテストを実
施。この結果、少量でも誤差なく作動す
る事を確認。

約700度のマグネシウム溶湯でテスト
し問題なく動作し、開発に成功！

マグネシウムの少量吐出テストを実施
し性能を確認。

吐出量を180g・190gの2種類でテ
スト。

±2g以内という驚異的な吐出における
安定性を実現！

定量性マグネシウム溶湯ポンプの実用への流れ
困
っ
た
な
ぁ

おまかせ
下さい!

●ポンプ本体SUS430仕様。
　（給湯用交換パイプ１式含む）
●ポンプ能力1ショット150g～1.5Ｋ仕様。
　（容量等は打合せ後設定）
●ワンショットサイクルタイム20秒。
　（サイクルタイム設定は打合せ後設定）
●駆動は空圧、ガス圧電気制御方式。
●ヒーターは、900度を限度に使用可能。
●温度センサーは、1000度を限度に使用可能。
●溶湯のフィルター処理は吐出口のハニカムで
　兼用。

●バブリング用パイプは別途支給。
●マグネシウム素材、6フッ化ガス、アルゴンガス、
　チッソガスは別途支給。
●制御盤までの電源供給および本体までの空圧
　は別途支給。
●ヒーター、温度センサーの予備は別途。
●酸化物の発生、除去、清掃、素材不良などによ
　るマグネシウム独特の特性による障害や、高温
　化での使用耐久性、耐熱性などに不確定要素
　が多々ありますので、問題発生時には双方誠意
　を持って協議した上で、これを解決する。
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