
納入実績（海外）

2020年10月19日付

アルファベット順

オーストラリア／Australia

溶融炉用メタル口開閉装置

ブラジル／Brasil
合金鉄製造用溶融還元製錬炉
溶融炉用メタル口開閉装置

ベルギー／Belgium

合金鉄製造用溶融還元製錬炉
ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄ製造用溶融還元製錬炉
溶融炉用メタル口開閉装置

カナダ／Canada

合金鉄製造用溶融還元製錬炉
スラグクリーニング溶融炉

中華人民共和国／China

無人ロール搬送台車システム
自動車部品防錆処理設備

メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉

コーター(防錆液浸け・振切り装置) 
ローラ自動溶接・組立・検査ライン設備
合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉
スラグウール製造用溶融炉
コークス焚き石灰炉

オーストリア／Austria

スラグ溶融試験炉
電鋳煉瓦製造用電気炉制御システム

フランス／France

ブレーキパット用加熱炉

フィンランド／Finland

ミネラルウール製造用溶融炉

ジョージア／Georgia

合金鉄製造用溶融還元製錬炉
溶融炉用メタル口開閉装置

インド／India
合金鉄製造用溶融還元製錬炉
ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉
溶融炉用メタル鋳銑機

インドネシア／Indonesia

無人ロール搬送台車システム
自動車部品防錆処理設備
メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉

コーター(防錆液浸け・振切り装置)
スラグクリーニング溶融炉

カザフスタン／Kazakhstan

合金鉄炉の給電設備
合金鉄製造用溶融還元製錬炉
溶融炉用メタル口開閉装置

大韓民国／Korea

搬送ライン
合金鉄製造用溶融還元製錬炉
ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄ製造用溶融還元製錬炉

スラグクリーニング溶融炉

マレーシア／Malaysia
ロータリーキルン設備
脱臭炉
電線用焼鈍炉（走間炉）

エナメル線用焼付炉
電線用脱脂焼鈍炉

メキシコ／Mexico

合金鉄製造用溶融還元製錬炉
自動車部品防錆処理設備

メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉

コーター(防錆液浸け・振切り装置)

ナイジェリア／Nigeria

重油炊き石灰炉

パキスタン／Pakistan

合金鉄製造用溶融還元製錬炉
ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉

フィリピン／Philippin

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ポーランド／Poland

ミネラルウール製造用電気抵抗炉

旧ソビエト連邦共和国／Russia

キャビン自動溶接組立ライン設備

スペイン／Spain

合金鉄製造用溶融還元製錬炉
溶融炉用メタル鋳銑機

南アフリカ／South Africa 

合金鉄製造用溶融還元製錬炉
ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉
スラグクリーニング溶融炉
溶融炉用メタル鋳銑機

台湾／Taiwan

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄ製造用溶融還元製錬炉
金属シリコン製造用還元製錬炉

トルコ共和国／Turkey

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

タイ／Thailand

電線用焼鈍炉（走間炉）

ウクライナ／Ukraine

合金鉄製造用溶融還元製錬炉
溶融炉用メタル口開閉装置

アメリカ合衆国／USA

自動車部品防錆処理設備
メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉
コーター(防錆液浸け・振切り装置)

ブレーキパッド用加熱炉
電線用焼鈍炉（走間炉）
エナメル線用焼付炉

スウェーデン／Sweden
ロータリーキルン設備
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オーストラリア／Australia

溶融炉用メタル口開閉装置

ブラジル／Brasil

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル口開閉装置

ベルギー／Belgium

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄ製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル口開閉装置

カナダ／Canada

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

スラグクリーニング溶融炉

中華人民共和国／China

無人ロール搬送台車システム

自動車部品防錆処理設備

　　メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉

　　コーター(防錆液浸け・振切り装置) 

ローラ自動溶接・組立・検査ライン設備

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉

スラグウール製造用溶融炉

コークス焚き石灰炉

オーストリア／Austria

スラグ溶融試験炉

電鋳煉瓦製造用電気炉制御システム

フランス／France

ブレーキパット用加熱炉

フィンランド／Finland

ミネラルウール製造用溶融炉

ジョージア／Georgia

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル口開閉装置

インド／India

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル鋳銑機

インドネシア／Indonesia

無人ロール搬送台車システム

自動車部品防錆処理設備

　メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉

　コーター(防錆液浸け・振切り装置)

スラグクリーニング溶融炉

カザフスタン／Kazakhstan

合金鉄炉の給電設備

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル口開閉装置

大韓民国／Korea

搬送ライン

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄ製造用溶融還元製錬炉

スラグクリーニング溶融炉

マレーシア／Malaysia

ロータリーキルン設備

脱臭炉

電線用焼鈍炉（走間炉）

エナメル線用焼付炉

電線用脱脂焼鈍炉

メキシコ／Mexico

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

自動車部品防錆処理設備

　　　メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉

　　　コーター(防錆液浸け・振切り装置)

ナイジェリア／Nigeria

重油炊き石灰炉

パキスタン／Pakistan

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉

フィリピン／Philippin

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ポーランド／Poland

ミネラルウール製造用電気抵抗炉

旧ソビエト連邦共和国／Russia

キャビン自動溶接組立ライン設備

スペイン／Spain

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル鋳銑機

南アフリカ／South Africa 

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉

スラグクリーニング溶融炉

溶融炉用メタル鋳銑機

台湾／Taiwan

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄ製造用溶融還元製錬炉

金属シリコン製造用還元製錬炉

トルコ共和国／Turkey

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

タイ／Thailand

電線用焼鈍炉（走間炉）

ウクライナ／Ukraine

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル口開閉装置

アメリカ合衆国／USA

自動車部品防錆処理設備

　　メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉

　　コーター(防錆液浸け・振切り装置)

ブレーキパッド用加熱炉

電線用焼鈍炉（走間炉）

エナメル線用焼付炉

スウェーデン／Sweden

ロータリーキルン設備





*
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中華人民共和国／China

無人ロール搬送台車システム

自動車部品防錆処理設備

　　メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉

　　コーター(防錆液浸け・振切り装置) 

ローラ自動溶接・組立・検査ライン設備

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉

スラグウール製造用溶融炉

コークス焚き石灰炉

大韓民国／Korea

搬送ライン

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄ製造用溶融還元製錬炉

スラグクリーニング溶融炉

台湾／Taiwan

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄ製造用溶融還元製錬炉

金属シリコン製造用還元製錬炉

インド／India

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル鋳銑機

インドネシア／Indonesia

無人ロール搬送台車システム

自動車部品防錆処理設備

　メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉

　コーター(防錆液浸け・振切り装置)

スラグクリーニング溶融炉

マレーシア／Malaysia

ロータリーキルン設備

脱臭炉

電線用焼鈍炉（走間炉）

エナメル線用焼付炉

電線用脱脂焼鈍炉

タイ／Thailand

電線用焼鈍炉（走間炉）

フィリピン／Philippin

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

パキスタン／Pakistan

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉

オーストラリア／Australia

溶融炉用メタル口開閉装置

フィンランド／Finland

ミネラルウール製造用溶融炉

ベルギー／Belgium

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄ製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル口開閉装置

フランス／France

ブレーキパット用加熱炉

スペイン／Spain

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル鋳銑機

ポーランド／Poland

ミネラルウール製造用電気抵抗炉

旧ソビエト連邦共和国／Russia

キャビン自動溶接組立ライン設備

オーストリア／Austria

スラグ溶融試験炉

電鋳煉瓦製造用電気炉制御システム

トルコ共和国／Turkey

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

カナダ／Canada

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

スラグクリーニング溶融炉

アメリカ合衆国／USA

自動車部品防錆処理設備

　　メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉

　　コーター(防錆液浸け・振切り装置)

ブレーキパッド用加熱炉

電線用焼鈍炉（走間炉）

エナメル線用焼付炉

メキシコ／Mexico

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

自動車部品防錆処理設備

　　　メッシュベルト式連続乾燥・焼付炉

　　　コーター(防錆液浸け・振切り装置)

ブラジル／Brasil

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル口開閉装置

南アフリカ／South Africa 

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ製造用溶融還元製錬炉

スラグクリーニング溶融炉

溶融炉用メタル鋳銑機

ウクライナ／Ukraine

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル口開閉装置

ジョージア／Georgia

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル口開閉装置

カザフスタン／Kazakhstan

合金鉄炉の給電設備

合金鉄製造用溶融還元製錬炉

溶融炉用メタル口開閉装置

ナイジェリア／Nigeria

重油炊き石灰炉

スウェーデン／Sweden

ロータリーキルン設備
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