
◆当社の対応サイズ

鋼板サイズ　４.７m×23m
大型鋼構造物（定盤幅５０m×200m）

搬出能力　540t（実績）
※3基吊り（200t×2基、300t×1基）

月産６,000t
（船体ブロック+舶用装置+舶用艤装品）

◆当社実績

IWAKITEC CO.,LTD.

2021.09

【営業品目】 
舶用関連製品
・ハッチカバー ・リフタブルデッキ
・各種Ｒo/Ｒo装置 ・船体ブロック 
・上部居住構造物 ・各種船舶
装置・陸上機械関連製品
・連絡橋 ・ドックゲート ・鉄骨橋梁
・コンテナクレーン ・その他大型製缶品
建設業（愛媛県知事認可）
・建設工事業 ・鋼構造物工事業 
・塗装工事業 ・管工事業 
・土木工事業 ・水道施設工事業

【会社概要】
 会社名／イワキテック株式会社
本　　社 〒794-2410  愛媛県越智郡上島町岩城6017
本社工場 TEL/0897-75-2121　FAX/0897-75-3157 
因島工場 〒722-2198  広島県尾道市因島重井町474-7
  TEL/0845-25-1145　FAX/0845-25-1370
向島工場 〒722-0073  広島県尾道市向島町111
  TEL/0848-20-6040　FAX/0848-20-6045
資本金／ 8,580万円
社員数／ 450名（協力会社含む）

国内製造で迅速対応致します!

IWAKITEC CO.,LTD.

私達は、地域と共生し地域の活性化に
         貢献する 100年企業を目指します。

1957年創業
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広島空港広島空港 広島県尾道市因島重井町474番地の7

広島県尾道市向島町111番地向島工場

因島工場

 愛媛県越智郡上島町岩城6017番地

工場敷地 8,000m2

建物（延） 6,600m2

生産能力 月産500トン

向島工場概要

NCフレームプレーナー

NCプラズマ切断機 2台

300トン油圧プレス 1台

1台

向島工場主要機械設備

120トンジブクレーン 1基

●高速道路

●飛 行 機
●新 幹 線
 （高速船）

（至本州）福山西ＩC から 30分
（至四国）今　治ＩC から 50分
広島空港から車で 50分
新尾道駅から車で 25分
三原駅から徒歩で港へ
港から高速船で15分

工場へのアクセス　※因島工場

（50トン/30トン）

InnoshimaFactory

MukaishimaFactory

Head Factory

4,000

1,500



◆連絡橋 Bridge And FloatingPier

貴社のお悩みにピンポイントでお手伝い！

【図3】 条材NC【図3】 条材NC【図１】 FEM強度解析【図１】 FEM強度解析 【図2】 板巻きパイプ展開【図2】 板巻きパイプ展開

岩城橋岩城橋 小漕港小漕港

長江港長江港

【図5】 防熱【図5】 防熱【図4】 スクラバー取付【図4】 スクラバー取付

製缶工事
大型鋼構造物
船体ブロック
バージ建造
公共工事（連絡橋等）

陸送
バージ輸送
199/499船輸送各種塗装工事

各種電装工事
各種防熱工事

【図５】

HC部品手配
HC訪船修理
HC補修技師派遣

鋼材表作成
鋼材市中/ロール手配
　※メーカー指定可能
ショットブラスト

取材
外板展開
ネスティング
データ作成
パイプ一品図作成
板巻きパイプ展開【図２】

（　　　　　　　）開発  ハッチカバー
リフタブルカーデッキ
Ro/Ro装置
ドックゲート
バージ

強度解析【図１】 （　　　　　　　）
各種製作（国内）
各種調達（海外）
各種取付
パイプ
※ポリライニング管含
マンホール、ラダー
ルーバー
螺旋階段

スクラバー取付【図４】

◆Ro/Ro 装置 Ro/Ro System

◆リフタブルデッキ Liftable Car Deck

◆バージ Barge

◆船体ブロック Hull Blocks

◆大型製品 Heavy Products

◆ドックゲート Dock Gate

生産性向上・工程平準化に貢献します！

塗装
電装
防熱

塗装
電装
防熱

組　立組　立 艤　装艤　装 各種輸送各種輸送 アフター
サービス
アフター
サービス

設　計設　計 現　図現　図 素材購入素材購入 加　工加　工

鋼板NC（プラズマ/レーザー）
条材NC【図３】
FP条切り加工
各種プレス曲げ工事
ぎょう鉄

After Service

Transportation
Painting

Heat Insulation

Electrical Outfitting

OutfittingFabrication & AssemblyCutting & BendingMaterial ArrangementProduction DesignEngineering & Design



ばら積貨物船

ばら積貨物船

※最大重量105t
※スクラバー搭載型
　ファンネル10基

当社実績 当社実績

（平成元年～令和２年）（平成元年～令和２年）

◆ハッチカバー Stell Hatch Cover◆ファンネル Funnel

ぎょう鉄（撓鉄） Line Heat Bending
船首部分などの流線型の複雑な曲げ加工は、職人の技が活かさ
れています。
当社では熟練工の高い技術でモノ作りを行っています。

船種に応じたカバーを、設計からアフターサービスまでお応えします。
特に、ポンツーンタイプは質・量ともに豊富な経験があります。

１４０基達成 3万600枚

コンテナ船

ポンツーンタイプ

ローリングタイプ

フォールディングタイプ


