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お問い合わせ

■営業本部 〒769-2105　香川県さぬき市末1,236-28
TEL 087-894-9411 FAX 087-894-9555
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百十四銀行 志度支店

アクセス

・高松自動車道「志度I.C.」より車で3分
・JR高徳線「志度駅」より車で10分

サンテクノ志度(志度末工業団地) 全景

■本　　社 〒761-0101　香川県高松市春日町296
TEL 087-841-3211 FAX 087-841-3214

Facilities (Shido-Factory)
設備概要(志度工場)

■一次加工
　・シャーリング 10t×2,000 (アイザワ) 　   1台
　・ブレーキプレス 50ton×1,200 (アマダ) 　   1台
　・自動ガス切断機 直線切り 　   1台
　・ノコ盤 CRA-300 (アマダ) 　   1台

CRA-400 (アマダ) 　   1台

■製缶及び組立工場
　・ターニングロール 10ton 　   1台
　・半自動溶接機 700A/100V (パナソニック) 　   2台
　・半自動溶接機 500A/45V (パナソニック) 34台
　・半自動溶接機 350A/36V (パナソニック) 21台
　・電弧溶接機 500A (パナソニック)   2台
　・電弧溶接機 300A (パナソニック他) 33台
　・TIG溶接機 300A/22V (パナソニック他)   2台
　・スタッド溶接機 (シリコーン他)   4台

■機械加工工場
　・長尺旋盤 4,000L (ダイニチ)   2台
　・普通旋盤 1,500L (ダイニチ)   1台
　・NC旋盤 ST28NATC (ヤマザキマザック)   1台
　・正面盤 φ1,600 (ツダ)   1台
　・フライス盤 #1 1/2 (日立精機)   1台
　・フライス盤 #3 (オークマ)   1台
　・マシニングセンタ #5 (オークマホーワ)   1台
　 #6 (オークマホーワ)   1台
　・NC横中ぐり盤 φ110 (ノムラ)   1台
　 φ130 (東芝機械)   1台
　・NC縦中ぐり盤 2mW×4mL (オークマ)   1台
　・五面加工機 2mW×5mL (オークマ)   1台
　 3mW×6.5mL (オークマ)   1台
　・ボール盤 YD-55他 (ヨシダ他)   5台
　・ラジアルボール盤 1,300 (ヨシダ)   1台

2,000 (若山)   1台
　・ブローチ盤 TK-70 (宝機械)   1台

■表面処理
　・ショットブラスト 吊り下げ式 (金森新東)   1台
　・塗装ブース 換気設備/エアレス他    2式

■荷役運搬設備
　・天井クレーン 10.0ton (自社製・他) 　   3台

7.5ton (自社製・他)   2台
5.0ton (自社製・他)   2台
2.8ton (自社製・他)   9台

　・片門型クレーン 1.0ton (自社製)   2台
　・棟間トラバーサ 10.0ton (自社製)   1台

■ユーティリティー
　・受電設備 750kVA 　   
　・コンプレッサ 22kW (日立) 　   1台

37KW (日立)   1台
　・除湿器 冷凍式 (日立)   1台

■車両等
　・普通乗用車   3台
　・トラック 8ton積 (三菱ふそう) 　   1台

2ton積 (日産)   1台
1.5ton積 (日産)   1台
Wキャブ (日産)   2台
軽トラック (ダイハツ)   3台
軽ハコバン (ダイハツ)   1台

　・フォークリフト 2.5ton (コマツ)   3台

製缶/組立工場 機械加工工場

技術部(設計室)溶接工場

Facebook https://www.facebook.com/



人財・技能・技術
Greetings
ごあいさつ

「ありがとう」が原動力 ～ "Thank you" is our Driving Force ～

「ものづくり」を通じて、たくさんの「ありがとう」を集めたい…これがカワニシの想いです。「十人十色のイメージを形に」を念頭に
長年にわたり培った技術・技能・経験を礎に、柔軟な発想と斬新なアイディアで、お客様一人ひとりの「イメージ」を、しっかり確かな
「かたち」で提案したい。私たちはこれからも「真に価値ある製品づくり」に励んで参ります。

Our Value
企業理念

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を
申し上げます。弊社は1964年の創業以来、
あらゆる産業機械、省力機械を提供して参り
ました。今後もさらに進展が予想される「高
付加価値化」「ニーズの多様化」「グローバ
リゼーション」の中、長年培ったエンジニア
リング力を活かし、お客様にご満足頂ける製
品をお届けできる様、これまで以上に誠意と
情熱を傾けて行く所存ですので、より一層の
ご指導とご鞭撻をお願い申し上げます。

代表取締役社長　川西 英忠

Outline
会社概要

Customers & Partners
お取引先様
■主要取引先(順不同/敬称略)
　　株式会社タダノ及び関連会社
　　シグノード株式会社
　　三菱重工業株式会社
　　ポニー工業株式会社
　　三井造船株式会社
　　日立造船株式会社
　　株式会社クボタ
　　株式会社住友ファインテック
　　ユニキャリア株式会社
　　月島機械株式会社
　　カナモリ システム インク
　　日本アイリッヒ株式会社
　　備商株式会社
　　大銑産業株式会社
　　草野産業株式会社
　　エイチアールディー株式会社
　　株式会社守谷商会
　　椿本興業株式会社
　　全国鋳造関連企業、官公庁
　　...他多数

■従業員
　　73名
　　・事務系 3名　・技術系19名
　　・製造系51名
■事業内容
　　・荷役機械設計製作/据付施工
　　・大型鋼製加工品製造
■許認可等
　　クレーン・テルハ製造認可
　　一般建設業許可
　　技術・技能者多数在籍
　　　・油空圧機械組立整備技能者
　　　・溶接/機械加工技能資格者

■商号
　　株式会社カワニシ
■創業
　　1964年1月15日
■資本金
　　30,000,000円
■役員
　　取締役相談役　　川西 裕
　　代表取締役社長　川西 英忠
　　専務取締役　　　川西 弘城
　　取締役　　　　　川西 淑子
　　取締役　　　　　川西 香寿美
　　監査役　　　　　岩部 隆

■主要購買先(順不同/敬称略)
　　株式会社アムロン及び関連会社
　　株式会社メタルワンスチール
　　　　　　　　　　センター四国
　　株式会社高松溶材社
　　アカシ工具株式会社
　　株式会社椿本マシナリー
　　東洋精機工業株式会社
　　株式会社サンキ
　　菱電商事株式会社
　　極東ポリマー株式会社
　　株式会社タキイネジ
　　新生電気株式会社
　　ライト電業株式会社
　　...他多数
■主要協力会社(順不同/敬称略)
　　株式会社三森
　　正坂鉄工機械株式会社
　　テクノタカギ株式会社
　　奈良電機重工株式会社
　　...他多数

Financial institution
お取引銀行 百十四銀行(東支店)、伊予銀行(高松支店)

中国銀行(高松支店)、日本政策金融公庫 他

Our History
沿　革

1964年  1月 川西裕、高松市木太町にて創業。
1964年12月 現本社所在地である

高松市春日町296に
株式会社川西鉄工所
を設立。

1966年12月 クレーン・テルハ等製造認可を取得。

1967年  8月 資本金を200万円に増資。
1969年  6月 資本金を500万円に増資。

1970年  4月 本社事務所完成。
1970年  6月 高松市春日町381に

工場用地と付属建物
を購入し、第二工場
を開設。

1972年  4月 資本金を1,000万円に増資。
1976年  1月 春日第二工場新築落成、溶接ロボット導入。

1984年  4月 本社工場機械工場増設。
第二工場事務合理化としてオフコン導入。

1988年  6月 本社工場組立工場及び技術管理棟落成。
第二工場に溶接ロボット再導入。

1991年  5月
1995年  1月 社名を「株式会社カワニシ」に変更。

1998年  1月 サンテクノシド(志度
末工業団地)へ進出。
営業本部を移転。

1999年  9月 ホームページ公開、社内LAN敷設。

2000年  8月 川西裕、代表取締役会長に就任。川西英忠、
代表取締役社長に就任。

2008年  3月 志度工場に大型五面加工機を導入。
2013年  3月 志度工場に大型横中ぐり盤を導入。

本社工場、事務所を建て替え。

【各種工場様向天井クレーン・台車等】

【官公庁向けプラント用機器】

【鋳造プラント用設備機器】

【製紙/段ボール製造用設備機器】

【建材製造用設備機器】

【各種工場向省力化・自動化設備機器】

【環境・リサイクル設備機器】

【大型化・高付加価値設備機器】

【走行油圧クレーン用大型鋼製加工品製造】 '6
0年
代

'7
0年
代

'8
0年
代

'9
0年
代

'0
0年
～

2014年  1月 創立50周年。

弊社は2014年1月に創立50周年を迎えました。
私たちは時代の変化や要請に合わせ、一歩一歩、必要となる技術や技能を
ノウハウとして蓄積し、エンジニアリング力を高めて参りました。

春日本社工場全景

春日第二工場全景

志度工場

Our Competense
コンピタンス 「空論」ではなく現実の「もの」にする。計画段階からアフターサービスまでの「一貫した体制」と実績

 に基づいた「技術・技能・人財」こそが、弊社のコンピタンス(強み)です。

トータルエンジニアリング

豊富な実績と発想力

Competense

・計画/設計から製作/据付/試運転まで、一貫体制を確立。
・長期実績を有する信頼の調達先と協力工場体制。

・資格保有技術者/技能者が多数在籍。
・各種溶接機、精密/大型機械を有する社内設備。

・官民/業界を問わぬ幅広い実績。
・実績に基づく「柔軟」かつ「QCDバランス」思考設計。

【イメージ・ご要望】

【専門技術・技能】
調達先・協力企業

お客様

「真に価値」のある
製品とサービスを提供

Products
 - Steel Components -

製品概要① 株式会社タダノ様のサプライヤーとして、重要溶接構造物の製造を行っています。大型の鋼製加工品製造を
得意とし、SS/HT材を問わず、製缶・溶接・機械加工・塗装・検査まで対応致します。

TADANO GR-600N2

旋回台下部フレーム

走行シャシーフレーム

ブーム用サポート

シングルトップ

Products
 - Equipments for Industry -

製品概要② お客様の「あったらいいな」を実現。計画・設計から製造・据付・試運転まで、シームレスなサービスを
提供致します。稼働後のアフターフォロー、改造等の対応も万全です。弊社製品のフィールドは多岐多様、
納入実績を取り纏めた「製品紹介カタログ」も併せてご覧下さい。

自走式門型クレーン

LPGガスタンク用台車

荷役搬送設備

鋳造プラント砂処理設備

振動ふるい(サンドシフター)

マテリアルハンドリング設備

転造ネジ製造ライン

コイル自動結束機/ラッピング装置

■クレーン類
　・天井クレーン
　・門型クレーン
　・ジブクレーン
　・スタッカクレーン
　・クラブバケット
■台車類
　・有軌道台車
　・客車移動台車

…etc.

小さなものから大きなも
のまで…単に吊る・持ち
上げるだけでなく、旋回
や位置決めなど、お客様
のニーズに合わせたユニ
ークな搬送設備を提供し
ます。

省力化・自動化設備

■鋳造設備向け設備
　・各種冷却設備
　・サンドクーラー
　・サンドシフター
■各種マテハン設備
　・各種コンベア
　・バケットエレベータ
　・空気輸送設備
　・ホッパ/ビン/タンク
　・フィーダー類
　・破砕機　　　 …etc.

塊状や粉状物を運ぶ・砕
く…鋳造プラント設備で
培ったノウハウで、様々
な条件の搬送物に適した
マテハン設備を提供いた
します。

安全・確実…生産性を飛
躍的に向上させる設備を
お客様の利便性最優先の
提案を致します。

■省力化自動化設備
　・転造ネジ製造ライン
　・プレス素材供給装置
　・建材製造ライン
　・建築機械製造ライン
　・油圧歪取装置
　・直線自動溶接装置
　・パレタイザー
　・結束/ラッピング装置
■その他
　・F15戦闘機探傷設備
　・石室解体クレーン

…etc.
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ワークフロー

お客様のイメージや現地
の条件、ご予算を加味し
過去の実績をベースに、
機器・設備をご提案いた
します。

計画内用を反映した確定図、製作図へと
展開し、ご承認を頂きながら具現化して
いきます。材料・資材は実績と信頼ある
複数の商社及びメーカより調達、お客様
のご指定にもお応えできる体制です。

高い技能を有する製造スタッフ、信頼ある協力
工場により、一品一品、心を込めて製造致しま
す。フレキシブルな製缶工場、大型精密機械導
入により、大型かつ高精度な鋼構造物の製造に
も対応致します。

製品は全て、社内試運転
を行い出荷致します。
有資格者による溶接部非
破壊検査も可能な体制と
なっています。

現地での据付、試運転調整業務も御任せ下
さい。スーパーバイザーの派遣にも対応致
します。稼働後のトラブル対応は勿論の事
使用条件の変更等に伴う改造にも対応させ
て頂きます。


