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Power of powder Technology

私たちは「粉体」とテクノロジーを融合させて
お客様と社会に貢献する新しい価値を創造します。

粉を究めて、新たな価値を。

最先端の
粉体テクノロジー

妥協なき製造技術

食　品 エレクトロニクス

医薬品

化　学
エネルギー
関連

環境
リサイクル

バイオ
テクノロジー

新しい価値の創造

ツカサ工業株式会社
代表取締役社長

　弊社は1946年の創業以来、製造力と設計力の

研鑽に努め、長年にわたり粉体機器の総合メーカー

として、食品・化学・製薬等の幅広い分野のお客様に

粉体技術及び粉体設備を提供して参りました。

　安全性や衛生面を考慮し、安心してご使用いただ

ける製品づくりを心掛け、日々研究、開発、改善活動

に取り組んでおります。その企業活動で継承されて

きた、独自性に富み、高精度に製造された製品は幅

広い分野の方々から高いご評価をいただいており、

これも皆様からのご指導の賜物であると、深く御礼

申し上げます。

　私たちは「変化を後追いする模倣型企業ではなく、

先進的な技術を開発、活用して新しい流れを創造し、

業界の変革をリードする模範型企業」でありたいと

強く思い、日々精進を重ねております。

　また、今後は製販一体の粉体機器総合メーカー

であるという強みを生かし、日本国内のみならず、

世界市場へも事業領域を拡大して参りたいと考え

ております。

　それには、企業体質の強化はもちろん、国際的に

通用する人材の育成と価格体系や品質の確立が必

須であり、それらを実現するため、「粉を究めて、新

たな価値を。」という企業理念のもと、全社員一丸と

なって努力を続けることによって、私たちが粉体業

界の牽引役のひとつとなり、社会に貢献できるもの

と信じております。

　今後も皆様からのより一層のご支援とご鞭撻を

賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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「粉を究めて、新たな価値を。」はツカサ工業のビジョンをひと言で表現したスローガンです。

ツカサ工業で働く一人ひとりが共有すべき価値観を表しています。

英文のスローガンの「Power」には、社員一人ひとりの英知を結集させるという意味が込められています。

加藤　康弘
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Capture the needs

小さなオプショナルパーツからトータルシステムまで。ツカサでは、お客さまのニーズにあわせて、あらゆるカタチで先進の粉

体技術を提案し、粉体の総合エンジニアリング企業として、お客さまの抱える課題を共に解決していきます。また、あらゆる粉

体機器の設計から製造まで、すべて自社内で対応できるのもツカサならではのこと。システム全体を1社で構築するからこそ、

お客さまのご要望にダイレクト＆スピーディにお応えし、総合的な観点から合理化・効率化がはかれるのです。

ニーズを感じとる。ニーズを先取りする。
粉体技術の総合エンジニアリング企業として。

　ツカサの製品のほとんどがオーダーメイド。扱う粉体の特性、

必要な機器、プラントの規模など、ご要望を徹底してヒアリング

したうえ、経験豊富なセールスエンジニアが、お客さまの抱え

る課題を共にダイレクト＆スピーディに解決してまいります。

コンサルティング

　お客さまの設置条件やコスト条件などのニーズを的確に把

握することで、拡張・改良はもとより、新規製造ラインの構築ま

で、総合エンジニアリング企業ならではの迅速且つ的確なプラ

ンニングで、構造仕様設計・レイアウトなどを行います。

機械設計

　立会機器の試作・実験を繰り返し、万全の状態でお客さまの

工場に実際に設置します。ここから機器ごとの性能検証、プラ

ント全体の動作確認まで徹底チェック。さらに現場での微調整

やカスタマイズを行い、ベストのパフォーマンスを実現します。

試運転立会

　お客さまのベストパートナーであり続けるために、機器のア

フターメンテナンス、操作指導、マニュアル作成、サポートデス

クの設置など、お客さまの安心・安全のため、機器やシステムの

納入後も、有資格者が入念にメンテナンスを実施しています。

メンテナンス

営業/技術



Craftsmanship and Technology

お客さまから信頼されるハイクォリティな製品づくりを可能にするのは、最先端のマシンだけではありません。ツカサでは、熟練

の技能者たちの手作業を通じて、精密さをきわめた「ものづくり」を実践しています。いわば、先進のテクノロジーと「匠の技」

の共同作品が、私たちがお届けする粉体機器の数々なのです。また、工場環境においては、厳しい衛生管理が求められる食品・

医薬品業界向けの機器づくりを基準にして徹底したクリーン化を推進。製品や作業者にきめ細かに配慮したカーペット敷きの

工場は、業界でも先駆的なモデル環境となっています。

ハイテクと人間の感性の融合を通して、
高精度でハイクォリティな製品づくりをめざして。

　大型NC複合旋盤や最新のレーザーマシンなど最先端の工作

マシンでミクロン単位の高精度での加工にも対応します。これら

のハイテク機器と熟練工の「技」をツカサならではのノウハウで組

み合わせ、他の追随を許さない「ものづくり」を実践しています。

機械/レーザー加工

　ツカサが組立・検査でもっとも信頼するのは熟練工の五感で

す。微妙な音の違いや感触などを頼りに全体を組み立て、部品1点

ずつを徹底検査。こうして組み立てられた機器は、担当者の作品

としてイニシャルを刻みたくなるほどの完成度を誇ります。

組立工程/製品検査

　航空機製造技術を原点として、ツカサがつくり出す精密鈑金

は、「薄物」「曲面」加工の優秀さが何よりの特色です。粉体のも

つ繊細さに対応できる柔軟性をもち、粉体をスムーズに通して

洗浄も容易な機器を生み出すのに欠かせない技術です。

精密板金

　ツカサの考える生産管理は、常に製造プロセスの合理化や効率

化をめざし、機器の設計者に対して現場からの提言をフィードバッ

クする役割を担っています。これらを通して、より高品質な製品を

低コストにお客さまにお届けできる生産体制の確立をめざします。

生産管理
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製造/管理
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Staring at the future of powder

ツカサでは、従来の粉体技術にさらに磨きをかけるだけでなく、新しい研究分野にも積極的に進出しています。例えば、食の安

全性への関心の高まりに対応して、粉体の衛生管理にいち早く取り組んだのは私たちでした。また、粉体を処理した後に発生

する廃水の浄化システムの開発など、地球規模の環境問題への取り組みも大きなテーマです。さらに、バイオテクノロジーや

ハイテク触媒の活用、まったく新しい性質をもった新素材の粉体への対応など、私たちは常に「攻め」の姿勢で研究開発を推

進しています。

食の安全性、地球環境、バイオテクノロジーなど、
粉体の向こうに未来社会のあり方を見つめて。

　本社内のテスト場及びテクノタワーでは、大規模な食品・化学

工場をそのまま再現。粉体加工の自動化、工程間の自動搬送、

ライン全体の制御など、テスト試作から製造委託までを網羅し

た実機によるプロモーションと実験を行っております。

テスト場とテクノタワー

　原材料の加工から消費者の手に渡るその瞬間まで。「ツカサ

HACCPプロジェクト」は食の安全性を見つめ続けます。例えば、

機器の内部に付着した粉体を高圧エアーで除去し、機器内を常に

衛生的に保つ「パウクリーンシステム」はその成果のひとつです。

HACCPプロジェクト

　ツカサの研究テーマは「省エネ・ハイブリッド・衛生管理・多機能化・

コストダウン」など多彩。先進のテスト機器をそろえ、研究スタッフ

がデータ収集とその分析に取り組んでいます。また、新しく開発さ

れた機器はすぐにテスト場でのノウハウの蓄積をはかっています。

テスト機器

　ツカサのシステム設計の基本ポリシーのひとつが「ハイブリ

ッド＝融合」です。ひとつの装置に複数の機能をもたせることで、

美観性や洗浄性が飛躍的に向上。さらには省スペースやコスト

ダウン、省エネルギーにも貢献するエコ・デザインです。

ハイブリッドパウダーシステム

研究/開発



技術史
（製品開発史）

会社沿革

会社概要

初代取締役社長　加藤博司

30周年記念碑
「三大精神」

40周年記念碑
「リヒューマンテック」

中央職業能力開発協会会長賞

50周年記念碑
「NEXTRY」

▲粉体技術センター及び社屋全景

1946年 1月 加藤博司が加藤溶接工業所を創立し、非鉄金属の溶接業を始める
1969年 10月 資本金500万円にてツカサ工業株式会社を設立
1974年 4月 第15回創意工夫功労賞として科学技術庁長官賞を受賞
1980年 2月 ツカサ商事株式会社を設立し、販売購買部門の拡充を図る
1987年 12月 資本金5,000万円に増資する
1988年 8月 「工場内の快適環境」をテーマとしたワークプラザ５ヵ年計画を計画、着手
1990年 4月 フィンランドのエルコマット社と北欧及びEUにおける「パウチェンジ」の総販売代理店契約を締結
1993年 4月 シンガポールのスター・ユニオン・エンジニアリング社と空気輸送システムの中国・ASEANにおける
  総販売代理店契約を締結
1996年 4月 タイのサタケ・タイランド社と「パウフィルター」の製造販売契約を締結
2003年 4月 第1回モノづくりブランドNAGOYAを受賞
2003年 11月 第37回中小企業研究センター賞「全国表彰」を受賞
2004年 3月 初年度「愛知ブランド企業」に認定
2009年 6月 元気なモノ作り中小企業300社「日本のイノベーションを支えるモノ作り中小企業」部門に選定
2009年 8月 ワークプラザⅡ「オフィスとファクトリーの融合」計画、着手
2012年 5月 上海知可颯貿易有限公司設立
2014年 3月 ツカサメガソーラー武豊発電所稼働
2015年 10月 ツカサメガソーラー本社発電所稼働
2016年 1月 「粉体技術センター」を増設

1968年 1月 アーク溶接仮付用保護面「デンメン」を開発し、製造販売を始める
1970年 4月 電溶ケーブル巻取機「デンドラ」を開発し、製造販売を始める（第14回、15回、20回全日本中小企業

輸出見本市において、中小企業長官より優秀商品として認定）
1973年 3月 粉体移送用組立式スポート「ダクトン」を実用化、製造販売を始める
1978年 6月 粉体プラント及び関連機器の設計、製造販売を始める
1987年 5月 粉体機器「パウフィルター」「パウチェンジ＆ゲート」「パルス&シャトルフィーダー」を規格シリーズ化

（第31回全日本中小企業輸出見本市において、中小企業長官賞を受賞）
1995年 7月 世界最小クラスの自動開袋機「パウオープナー」を開発し、製造販売を始める
1996年 10月 自動給袋ロボット「デパレタイザーロボ＆パレタイザーロボ」を開発し、製造販売を始める
1996年 6月 粉粒体用サイロ「パウサイロシステム」、硬質アルミ合金製ローターリーバルブ「パウローター」を開発し、

製造販売を始める
2002年 10月 超コンパクト解砕機「パウカッター」を開発し、製造販売を始める
2003年 6月 衝撃式粉砕機「ラインミル」を開発、製造販売を始める
2003年 8月 粉体トレーサビリティソフト「パウトレース」を開発し、販売を始める
2004年 12月 第2回新機械振興賞をHACCP、GMP、AIBに対応した篩い装置「ラインシフター」の開発に対して受賞
2006年 8月 微粉砕機「パウジェット」を開発する
2007年 1月 「パウミキサー・コニカル横型」を開発し、製造販売を始める
2007年 5月 「パウミキサー・コニカル竪型」を開発し、製造販売を始める　
2009年 6月 気流式粉砕機「ウェーブミル」を開発し、販売を始める
2011年 4月 「クリーンローダー・ダストレス型」を開発し、販売を始める
2011年 5月 「ディバイダースケール・シンプル」を開発し、販売を始める
2016年 11月 「ディバイダースケール・ダンピング型・コンパクトタイプ」を開発し、販売を始める
2018年 6月 「ディバイダースケール・ターミナル着脱型」を開発し、販売を始める

社 名

所 在 地

創 業

設 立

資 本 金

役 員

取 引 銀 行

建設業者登録

関 連 会 社

営 業 品 目

ツカサ工業株式会社

〒475-8550 愛知県半田市中午町178番地

TEL(0569)22-3111  FAX(0569)21-0101

1946年1月

1969年10月

5,000万円

代表取締役会長 加藤文雄

代表取締役社長 加藤康弘

常務取締役 上村信作

取締役 加藤和子

取締役 加藤めぐみ

三菱UFJ銀行 半田支店

半田信用金庫 本店

知多信用金庫 本店

みずほ銀行 名古屋中央支店

愛知県知事(般)第43537号(管工事業・機械器具設置工事業)

ツカサ商事株式会社

〒475-8550 愛知県半田市中午町178　ＴＥＬ(0569)22-1213

株式会社ツカサ

〒475-8550 愛知県半田市中午町178　ＴＥＬ(0569)22-3111

上海知可颯貿易有限公司【Shanghai Tsukasa Trading Co., Ltd.】

〒201800 中国上海市嘉定区博乐南路158号903室

TEL +86-21-5990-2573 

TSUKASA INDUSTRY(THAILAND) CO., LTD.

〒10540　19/99 Moo. 4, Bangkaew, Bangphli, Samutprakarn, Thailand

TEL +66-80-294-8206

粉砕、分級、乾燥、混合、計量、輸送、供給、排出、貯槽、集塵、トレーサビリティなどの粉体機器およびプラント設計施工
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概要／沿革


