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■
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■化学：　旭化成㈱　UBE㈱　㈱カネカ　
㈱クラレ　昭和電工㈱　信越化学工業㈱　
住友化学㈱　東京応化工業㈱
三菱ケミカル㈱
■ゴム：　オカモト㈱　住友ゴム工業㈱　
住友理工㈱　TOYO TIRE㈱　西川ゴム㈱　
藤倉コンポジット㈱ 　㈱ブリヂストン　横浜ゴム㈱

■ガラス・窯業：　AGC㈱　黒崎播磨㈱　
太平洋セメント㈱　TOTO㈱　
東海カーボン㈱　日本板硝子㈱　
日本ガイシ㈱　日本特殊陶業㈱
■鉄鋼：　愛知製鋼㈱　㈱神戸製鋼所　
山陽特殊製鋼㈱　JFEスチール㈱　
大同特殊鋼㈱　日本製鉄㈱　日立金属㈱　
㈱淀川製鋼所 
■金属製品：　三協立山㈱　中央発條㈱　
東京製綱㈱　東洋製罐㈱　トーカロ㈱　
日本発条㈱　㈱横河ブリッジ　㈱LIXIL

■非鉄金属：　住友電気工業㈱　
田中貴金属工業㈱　日本軽金属㈱　
㈱フジクラ　古河電気工業㈱
三菱マテリアル㈱　㈱UACJ　リョービ㈱
■機械・工具：　㈱IHI 　SMC㈱　
㈱荏原製作所　オーエスジー㈱　
㈱小松製作所　㈱クボタ　㈱ジェイテクト　
住友重機械工業㈱　ダイキン工業㈱　
㈱タンガロイ　㈱椿本チエイン　
ナブテスコ㈱　日本精工㈱　日立建機㈱
㈱ミスミ　三菱重工業㈱　㈱MOLDINO

1

あらゆる分野で、さまざまな産業で
【主な取引先企業】

航空機、自動車、IT製品から、デザイン・梨地加工
まであらゆる分野に利用され、今や生産現場に不可
欠の技術となった“ブラスト”。私たち不二製作所は
1957年のキャビネット型装置の開発以来、ブラスト
技術のパイオニアとして、お客様からの「こんなこ
とはできないだろうか？」という多様なニーズに、
高付加価値な新技術を次々と開発し応えてきまし
た。それを支えてきたのが、技術者の旺盛な好奇心
とプロフェッショナルとしての真摯な姿勢。かつて
夢であった製品がひとつひとつカタチになっていく。
そこには、きっと私たちの技術があるはずです。
私たち不二製作所は、この先もブラスト技術のパ
イオニアとしてまたリーディングカンパニーとし
てその無限の可能性にチャレンジし、多様な産業
や社会に役立つ新技術を送り続けていきます。私
たちがかなえる夢の数も、この先ますます増えて
いくでしょう。

ブラストの無限の可能性へ、
プロフェッショナルの真摯な姿勢とともに。
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1950 江戸川区西一之江にてコンプレッサー製造業として創業

1957 日本初のキャビネット型サイホン式ブラスト装置
1号機（SF型）を製造・納入

1959「有限会社 不二製作所」設立 資本金50万円

1961 重力式エアーブラスト装置（SG型）の開発に成功

1971 エアーブラスト装置の呼称を『ニューマ・ブラスター』に統一

1970「株式会社 不二製作所」に改組

1978 本社工場を現在地へ建設・移転

1990 資本金1億2,000万円に増資
金属製品の表面熱処理法（WPC処理）特許取得

1986 日本ブラスト加工研究所（ブラスト受託加工）開設

1985 エアーブラスト装置納入実績 累計 10,000台突破

1998 茨城工場第1期棟（延床面積 約1,500m2）開設

1996 精密加工用ブラストSCM型の開発に成功

1997 エアーブラスト装置納入実績累計 20,000台突破

1977 名古屋営業所を開設

2005 茨城工場第2期棟（延床面積 約2,300m2）開設　  
大阪営業所開設
エアーブラスト装置納入実績累計 25,000台突破

“磨くブラスト”シリウス加工の開発に成功

2006 経済産業省『元気なモノ作り中小企業300社』に選出される

2008 本社・工場新社屋完成

2013 資本金を1億円に変更

2012 小牧工場開設
Fuji Blastech (Thailand)開設

2007 本社工場改築（本社・工場 延床面積約14,000m2）
不二ファインテック（精密ブラスト受託加工）開設
東京都から産業振興功労者として表彰

2011 天皇陛下が当社を御視察
多結晶シリコン太陽電池の新作成方法を共同開発

ブラストのリーディングカンパニー、さらにトップメーカーとして

1993 プラズマディスプレイパネル用専用装置  第1号機納入

1999 精密加工用ブラスト機の異物除去システム特許取得

2001 WPC処理が日本トライボロジー学会技術賞を受賞
ガラス工芸教室「あとりえ ル・シェール」開店

2014 茨城工場第3期棟（延床面積約2,300m2）開設
エアーブラスト装置納入実績累計30,000台突破

2017 経済産業省「地域未来牽引企業」に選出される

2018 春の叙勲にて 当社会長 間瀬恵二が旭日単光章を受章

2019 江戸川区環境対策優良事業所に表彰

2020 本社・工場増築（敷地面積約2,477m2、延床面積約6,342m2）

1950年～

1960年～

1970年～

1980年～

1990年～

2000年～

2010年～

2020年

本社工場

茨城工場

名古屋営業所

資 本 金
年　　商
従業員数
延床面積

1億円
67.1億円（2022年3月末 グループ総計）
326名（2022年3月末 グループ総計）
30,162m2（事務所2,235m2）　
本 社 ・ 工 場：14,241m2

 （事務所1,453m2）
名古屋営業所：562m2

大 阪 営 業 所：220m2

小 牧 工 場：1,182m2

茨 城 工 場：6,100m2

■不二製作所データ

（株）テックブラスト
（株）日本ブラスト加工研究所：1,334m2

（株）不二ファインテック
Fuji Blastech (Thailand) Co., Ltd

■電気機器：　　アルプスアルパイン㈱　
オムロン㈱　キヤノン㈱　京セラ㈱　
㈱小糸製作所　コニカミノルタ㈱
サンケン電気㈱　ジオマテック㈱
シャープ㈱　セイコーエプソン㈱　ソニー㈱　
太陽誘電㈱　TDK㈱　東京エレクトロン㈱　
㈱東芝　日本電気㈱　パイオニア㈱
パナソニック㈱　ファナック㈱　富士通㈱　
ブラザー工業㈱　㈱日立製作所　富士電機㈱　
㈱ミツバ　三菱電機㈱　ミネベアミツミ㈱　
㈱村田製作所　㈱リコー

■輸送機器：   ㈱アイシン　いすゞ自動車㈱　
㈱エクセディ　川崎重工業㈱　KYB㈱　
㈱シマノ　ジヤトコ㈱　新明和工業㈱　
スズキ㈱　㈱SUBARU　ダイハツ工業㈱　
太平洋工業㈱　㈱ティラド　㈱デンソー　
トピー工業㈱　豊田合成㈱　㈱豊田自動織機　
トヨタ自動車㈱　日産自動車㈱　
日本車輌製造㈱　日立Astemo㈱　
日野自動車㈱　プレス工業㈱　
ヤマハ発動機㈱　本田技研工業㈱　
マツダ㈱　三菱自動車工業㈱　

■精密機器：　朝日インテック㈱　
磐田電工㈱　オリンパス㈱　シチズン時計㈱
㈱島津製作所　テルモ㈱　㈱ニコン　
日機装㈱　HOYA㈱　㈱ムラカミ
■その他：　アサヒビール㈱　㈱アルバック
キリンビール㈱　大日本印刷㈱　帝人㈱
東レ㈱　グローブライド㈱　㈱ツツミ　
㈱ミツトヨ　ヨネックス㈱ 　YKK㈱

※その他納入実績多数
（業種別社名五十音順、敬称略）

（株）日本ブラスト加工研究所

大阪営業所

小牧工場 テスト室



業務を停滞させない、
強力なユーザーサポート。
装置納品後もユーザーの業務を停滞させないこ
と。そのために基本的な消耗品は常時在庫して
います。
また、装置を長期的にお使いいただけるよう、
点検からオーバーホールまで、充実したサポー
トを行っています。

装置製作工程の内製
板金カット・加工から組立てまで、先進工作機の導入により、

自社工場による内製化を実現。

機械加工 レーザー加工 機械加工

溶接加工 プレス加工

装置組立

装置製作工程の内製
板金カット・加工から組立まで、先進工作機の導入により、

自社工場による内製化を実現。

豊富なデータと卓越したブラスト技術が
可能にするユーザーの最適仕様を、設計図へ。

約90名超の設計・開発スタッフという充実
かつ熟練の設計スタッフ陣が業務に最適な装
置を設計。
また、設計の間にも、お客様と緊密なコミュ
ニケーションを保ち、細かなニーズまで確実
に装置の設計図へ反映させています。

技術重視のコンサルティングから、
ユーザーニーズの核心へ。

ブラスト装置製造 ̶̶ 高品質な装置を実現するために ̶̶

都内最大規模・充実した設備から生まれる、
高品質なブラスト装置。

設計図はオンラインで工場へ送られ、装置の製
造がスタートします。本社工場は敷地・空間と
もに都内最大級。レーザー加工機など最新の工
作機械を取り入れ一貫生産することにより、高
品質なエアーブラスト装置を実現しています。

お客様との相談にあたるのは、技術と業界情報
を熟知したエキスパート。
コンサルティングを通じ、お客様のニーズを的
確にキャッチし、最適なソリューションをご提
案します。
「技術」を基本に、細部まで打合せを実施し、
確かな信頼関係のもと仕様を決定しています。 自社工場 により   

装置一 貫生産
ユーザーニー ズに最適な

ブラスト装置を ご提供します

研磨材の噴射・回収・分級を、風力を利用して一体で作り
上げる研磨材循環機構は、エアーブラストのコア技術。
噴射量・噴射圧力の調整で最適な加工能力を創出するとと
もに、高い回収・分級性能で研磨材の質を維持し、加工の
均一性を保つ。不二製作所は、ここに絶対の自信を持って
います。

研磨材循環機構への豊富な理論と
蓄積された技術

研磨材循環

エアーブラストにこだわった充実のスタッフ陣は、最新・
最高のエアーブラスト技術と、それでいてシンプルでイー
ジーなブラスト装置の研究・開発・設計に日夜取り組んで
います。
ユーザーの多様なブラストニーズに最高・最大の技術スタッ
フできめ細かく丁寧に応える。それが不二製作所です。

エアーブラスト専業メーカー最大の
技術スタッフ陣

技術スタッフ

“エアーブラスト”その世界的リーディングカンパニーとして
エアーブラストへの熱き情熱と、そのコア技術である研磨材循環技術、先端技術力、ものづくりへのこだわり、
そして豊富な経験と実績が不二製作所の大きな財産です。
エアーブラスト専業メーカーとしての“誇り”と“責任”で、産業界の様々なニーズに応えるとともに、
先端分野を切り開く技術を生み出しています。信頼される理由がそこにあります。

国内へ、海外へ、累計約35,000台の納入実績とエアーブラ
スト専業メーカーとしての60年を超える歴史は、ユーザー
からの信頼のあかし。また、あらゆるブラスト加工のノウ
ハウが蓄積されています。
各分野のトップメーカーからの採用実績も多く、エアーブ
ラストなら、まず不二製作所です。

累計約35,000台の納入実績と
60年を超える歴史

実  績

金属材料の表面加工のWPC処理や、半導体・IT分野に進出した超
精密加工、精密バリ取り・平滑化を実現するシリウス加工など、
先端技術とエアーブラスト技術との融合を常に進めてきた不二製
作所。
蓄積された加工ノウハウに基づく多様な提案力と卓越した開発力
は、まさにエアーブラストのベストパートナーと言えるでしょう。

ブラストの可能性へのチャレンジと
多様なニーズに対応する展開力

先端技術力

納品／アフター

コンサルティング

製　造

設　計

不二製作所のブラスト装置。そこには、常に最高を追及する思想が貫かれています。
研磨材の噴射・分級・回収での最高技術の提供はもちろん、装置の安定稼働や異常検知、さらには加工スペックの検査・維持管理など、
エアーブラスト装置をシステムとしてトータルでとらえ、ハイグレードな装置をご提供しています。
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Te c h n o l o g y

シリウス加工
シリウスZ
シリウスP

CFRP
GFRP

3Dプリンター

バリ取り

ショット
ピーニング

前処理

接着・塗装の
密着度向上に

● 超精密研磨/切削/バリ取り
● コーティング密着前処理

　 　 　 ● 摺動抵抗減少
　 　 　 ●ドロップレット除去
　 　 　 ● 鏡面仕上げ

● 塗装剥離
● 離型剤除去
● 接着前処理

● 3Dプリンター造形品の
　積層段差除去
● 金属造形品の鏡面化
● 樹脂造形品の可視化

●レーザー加工業
（メタルマスク）

● コーティング業
 （各種刃物 etc）

● 機械加工業 （Al、Cu、SUS etc）

● 工具/刃物業 
　（ドリル/エンドミル/精密針/注射針）

● 自動車関連業
　（アルミ加工品）

● 宝飾品業 （各種ジュエリー）

● 印刷業 （印版）

● 金型業 （各種金型）

● 金属製品バリ取り
● プラスチック製品バリ取り
● 金型バリ取り
●リードフレームバリ取り

● 耐久性向上
● 摺動抵抗減少
● 軽量化 ● コーティング/メッキ前処理

● 接着/塗装前処理
● 溶射/圧接前処理
● 溶接前処理

● 金属加工業
　（磁気ディスク）

● プラスチック業
　（PPS樹脂/ポリアミド（PA）/PEEK樹脂 etc）

● 自動車関連業
　（各種パーツ/自動車ホイール）

● 航空機関連業
　（機体/各種パーツ）

● 自動車関連業
　（車体/各種パーツ）

● スポーツ用品/レジャー用品
　（自転車/釣竿/ドローン）

● 航空機関連業 （タービンブレード/各種部品）

● 金型使用企業 （各種金型/ロストワックス）

● 医療業界 （臓器モデル/歯冠）

● 自動車関連業
　（エンジンブロックモデル/各種パーツ）

● 宝飾品業 （各種ジュエリー）

● 橋梁建設業
　（橋梁/橋脚）
● 自動車関連業
　（エンジンバルブ）
●ファッション業
　（メガネフレーム）

● 航空機関連業
　（機体）
● 建材業
　（外装板）
● 金属加工業
　（鍋/フライパン）

超高精度と
デリケートな
加工を両立

超高精度と
デリケートな
加工を両立

金属・樹脂造形品の
デザインを崩さず

加工

金属・樹脂造形品の
デザインを崩さず

加工

繊細なコントロールによる
適切な下地加工

繊細なコントロールによる
適切な下地加工

接着・塗装の
密着度向上に

成型品の
バリを解消

成型品の
バリを解消

金属の
寿命を向上

金属の
寿命を向上

● 自動車関連業
　（ミッションギア/トーションバー/クランクシャフト/車体）

● 航空機関連業
　（タービンブレード/ディスク/ランディングギア/機体/主翼）

● 発電関連業
　（ファンブレード）

● 石油化学業
　（貯蔵タンク）

● 精密機器分野
　（バネ）

WPC 処理

超精密加工

gemini
処理

α処理

デザイン加工
梨地加工

除去/再生/回収
/クリーニング

金型関連

● 耐久性向上　
● 摺動抵抗減少
● 常温拡散

● 粉体流れ改善　
● ふるいの目詰まり軽減
● 撥水(疎水)・親水機能付与

● 金型離型性向上
● 耐久性向上
● 耐摩耗性向上
● 摺動抵抗減少

● パターニングカット　
● ディンプル加工
● 粗面化

● 金型磨き時間削減
● 離型性/耐久性向上
● 型寸法精度向上
● ツールマーク除去

● 木工
● ガラス彫刻
● 石材彫刻
● 美装梨地

● 酸化膜/不純物除去
● クリーニング
● 剥離処理/塗装剥離
●レアメタル回収
● 真空蒸着関連処理

● 自動車関連業
　（エンジン/ピストン/ミッションギア）

● 半導体関連業
　（LTウエハー・サファイアウエハー・
　 シリコンウエハーの裏面処理・リクレーム）

● ガラスへの加工
　（カバーガラスのアンチグレア処理/

φ100μm穴あけ/0.1mm厚のガラス面取り/斜めの穴あけ）

● MEMS関連業（精密基板/光学フィルム）

● 電気/電子関連業（LCD/有機EL）

● 自動車関連業（ボールねじ /ギヤ）

● 金型業
　（ゴム、プラスチック金型/精密プレス加工金型/
　 PCB金型/鋳造型/ダイカスト金型）

● 食品・医薬品製造業
　（網・ふるい/ステンレスホッパー/

輸送管/トラフ/スクリューフィーダー）

● 化学分野
　（トナー/リチウムイオン電池）

● 各種金型製造業
● 各種金型使用企業
　（プレス製品、ダイカスト製品、鍛造品、鋳造品、
　 押し出し品、プラスチック製品、ゴム製品、
　 ガラス製品 etc）

●フラットパネル製造業
　（反射板/バッキングプレート/防着板）

● 自動車関連業
　（シリンダーブロック）
● 半導体分野
　（OA機器/レーザー加工品）
●レンズ製造/加工業
　（光学レンズ/ドーム用天蓋）
● 金型/鋳物業
　（塗型材・離型剤除去/中子砂除去）

● 建設/住宅業
　（外装成形板）
● 印刷業
　（アルミ枠）

金型の
弱点を一掃
金型の
弱点を一掃

デザイン
用途に
デザイン
用途に

製品の
リフレッシュに
製品の
リフレッシュに

コーティングレスでの
撥水(疎水)・親水機能
粉体付着抑制の付与

コーティングレスでの
撥水(疎水)・親水機能
粉体付着抑制の付与

マイクロオーダーにも
対応する物理的
表面加工法

マイクロオーダーにも
対応する物理的
表面加工法

マイクロテクスチャ
による表面強化
方法

マイクロテクスチャ
による表面強化
方法

最表面 の強度・
硬度の  向上を
実現

最表面 の強度・
硬度の 向上を
実現

● 電気/家電業
 （携帯/デジタル製品外装）
● スポーツ用品業
 （ゴルフクラブ）
●ファッション業（メガネフレーム）

● 建設/住宅業
 （内・外装化粧板）
● 工芸品製造業
 （木工食器）
● 美術デザイン業
 （ガラス細工、ステンドグラス）
● 石材業 （墓石家紋・字彫り）

● 金型業
　（ダイカスト金型/プレス金型/鍛造型）

● 刃物業 （ドリル/エンドミル）

● 印刷業（コピーロール成形金型） 

● 医療業界（各種医療機器部品）

社会を動かす、さまざまなフィールドへ。
多彩なブラスト技術が、あなたの近くで活躍しています。

表面処理から始まったブラスト加工。それは今日、多様な機能の付加を実現しその用途の幅を広げています。
自動車エンジンの金属部品や半導体のSAWデバイスへの実績は、その技術利用の可能性を表すものです。
私たち不二製作所はブラストのトップメーカーとして、この進化をさらに推進しています。

ブラスト、その原理と基本メカニズム
“ブラスト”その原理は砂漠の砂嵐。吹き付けられた砂粒によって起こる表面の

多様な模様などにヒントを得たものと言われています。原理の単純さゆえに

応用も容易で、また加工対象物の素材を選ばない特長も持っています。

不二製作所は、その原理を自在にコントロールする高い信頼性の

技術と、豊富な研磨材のバリエーションで時代のニーズに

応える多彩な表面加工を実現しています。

研磨材（メディア）の衝突を利用するエアーブラストは、物理的加工法であり、さまざまなワーク材質への適用が可能です。
また、ドライ工法であり、一般に環境に優しく低コストと言えます。

圧縮エアーの噴射を利用したエアーブラストは、小型～大型、軽量～重量、平面～コーナー部・複雑形状など、加工する
ワーク形状を選ばず、あらゆる形状への加工対応が可能です。中には、屋外での作業も実現する設備もあります。

ノズル方式を採用するエアーブラストでは、ノズルの距離・角度・方向の設定が容易であるほか、ノズル本数の増減も任意
で対応でき、手動／自動を問わず、ユーザーの生産要求に応じた高い生産自由度がご提供できます。ロボットとの組み合
わせで、高い正確性と移動スピードを実現することも可能です。

400商品を超える研磨材（メディア）との組み合わせは、さまざまな材質に対する多様な加工表面の生成を可能にします。
その無限大ともいえる加工の可能性は、ユーザーの要求を必ず満足させるでしょう。

エアーブラスト工法の特徴

物 理 的 加 工 法 ／ ド ラ イ 工 法

あらゆる形状に対応するエアー工法

生 産 自 由 度 の 高 い ノズ ル 工 法

研磨材（メディア）との組み合わせで広がる可能性

さらに、分野を超えた技術応用、新たな業種への技術利用
『役立つ何かが、きっとある』

さらに、分野を超えた技術応用、新たな業種への技術利用
『役立つ何かが、きっとある』

など、ブラスト技術のフィールドはますます広がっています。
それがブラスト技術です。
など、ブラスト技術のフィールドはますます広がっています。
それがブラスト技術です。
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広がるブラスト技術の
バリエーション。
その用途は、あらゆる分野、
さまざまな業種で。

加工前 加工後　

シリウス加工®

● 金型の面改善
● 工具・刃具の微小バリ取

り（5μmレベル）
● ステンレス溶接焼けの除去
● コーティング膜の前処理・

後処理
● レーザー加工後のドロス

除去
● ドロップレット除去

用　途 弾性体であるメディアが加工表面を
滑動しながら加工することにより、
微小な研削加工を実現します。ノズ
ルを利用した噴流加工のため複雑形
状や大型ワーク・重量ワークの加工
や、自由な加工ポジション設定も可
能です。
また、作業工程の自動化、噴射ノズ
ルの複数化にも対応できます。

● 鏡面研磨
● 工具の磨き
● 金型の磨き
● 光学金型の磨き
● ドロップレット除去
● 自動車部品の磨き
● 半導体関連部品
● コーティング下地処理

用　途 シリウス加工より更に鏡面研磨に特
化した表面処理方法です。操作性の
良いノズル方式、ワークサイズ・形
状を選ばない高い加工自由度、自動
機可能という特徴をそのままに、磨
きに特化し、鏡面性のある加工面を
作ることが出来ます。
「噴流加工」の特性を活かし、数十
μmの小さな凹部の鏡面仕上げ、直
径数mmの穴底面鏡面加工ができま
す。また、均一な表面特性に仕上げ
ることにより金型寿命や成形品質を
向上させます。

シリウスZ®加工

“自動機で磨く”局所の鏡面化・平滑化に微小・内面交差バリ取り、薄膜除去、面改善に

“さらなる技術の進化と可能性の追求”このチャレンジスピリッ
トがブラスト技術の用途を広げ、分野／業種を問わず、もの
づくりの現場に欠かせない加工技術として利用されています。
私たち不二製作所は、これからもブラストのリーディングカンパ
ニーとして、新たな技術の開発とともに、社会や家庭を豊か
にするブラスト技術の利用・応用を進めていきます。
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真鍮 真鍮

アルミ アルミ

銅 銅
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● ギア・シャフトなど、各
種金属部品の疲労強度・
耐久性向上

● ドリル・エンドミルなど、
刃具・工具の寿命向上

● エンジン部品など金属製
品の摺動性向上

● 各種金型の耐久性／抜け
性向上

用　途 微粒子メディアを高速で噴射し、金属製
品の最表面の組織を微細化し、硬さ・靭
性・圧縮残留応力を向上させる高度な
加工方法です。
刃物・金型・各種金属部品の耐久性向上
の他、製品表面に生成する微細な凸凹
（マイクロディンプル）による摺動抵抗
低減効果で、耐摩耗性も向上します。
常温拡散・浸透めっき法による機能性
被膜の付与など、表面改質がもたらす
多様な機能を提供します。
ショットピーニングとの併用による相乗
効果も期待できます。

WPC処理®

最表面改質→耐久性・摺動性向上に

ショットピーニング

● 金属疲労強度向上
● 軽量化
● 応力腐食割れ防止
● 耐チッピング性向上
● 塑性加工（ピーンフォー

ミング）

用　途 金属疲労への対応が重視される製品
の寿命を極限まで引き出し、疲労破
壊や応力腐食割れを抑えます。加工
においては、噴射量・速度の調整や加
工方向・角度の設定が容易で、特定範
囲の集中加工も可能です。
自動車や航空機など多くの輸送機器
に利用され、信頼性向上や軽量化に
大きく貢献しています。
Nadcap※対応も可能です。

※国際特殊工程認証制度
（National Aerospace and Defense 

Contractors Accreditation Program）

金属部品の疲労寿命の向上に

● サポート材除去
● 積層段差除去
● 金属製品の磨き
● 樹脂製品の可視化

用　途 3Dプリンターでの造形品は、素材を
積み上げて作り上げている原理上
「表面の積層段差」や、「サポート
材」の除去が必要です。ブラストで
積層段差を除去することで、樹脂製
品なら内部の可視化、金属製品なら
鏡面化が可能です。ブラストなら、
手磨きが不可能な箇所もピンポイン
トで磨くことが可能です。また、凸
部を削らずに磨くことができるの
で、意図した寸法に仕上げることが
できます。手作業よりも大幅な工数
削減が図れます。

3Dプリンター造形品

3Dプリンター造形品の積層段差除去から可視化まで

α処理®

● 切削工具の寿命向上
● 金型の離型性・耐久性向上
● コーティング・メッキ後の
  製品の摺動性向上
● 高硬度材料の摺動性向上

用　途 α(アルファ)処理専用メディアを噴射
し、金属の最表層をナノ結晶化させる
ことで、硬度・耐久性を向上させま
す。その表面テクスチャは摺動性向上
にも効果的です。
非常に微細なテクスチャ形成技術なの
で、刃物の刃先、金型などの高精度部
品のエッジをだらすことなく加工する
ことが可能です。DLCなどの硬質膜、
Crメッキなどの膜の上から加工できる
ので、膜を剥離することなく摺動性を
向上させます。
その他、セラミックス、樹脂などにも
加工することができます。

高精度部品の摺動性、耐久性向上に

加工前 加工後

NAK80 磨き加工 プリハードン鋼 磨き加工

微細ドリルのR付け

加工前 加工後
加工前 加工後

拡大

● 粉体流れ改善
● 粉体輸送機器の

粉体面摩擦抵抗低減
● ふるいの目詰まり軽減　
● 撥水(疎水)・親水機能の

付与

用　途 gemini(ジェミニ)処理は粉体に適応す
る微細な凹凸を付与し、表面状態を改
善することで、摩擦抵抗の軽減による
ホッパーやシュートへの粉体付着、ふ
るいの目詰まりを抑制します。コー
ティングの様に剥離の心配が無いた
め、食品や医薬品工場などの異物混入
が許されない製造現場に最適です。
また、表面を撥水(疎水)傾向にし、水切
れを良くすることによる洗浄性の向上
効果があります。反対に、表面粗さを
微細にコントロールすることで、形状・
寸法変化が少ないまま親水性を高める
ことも可能です。

gemini処理®

コーティングレスでの粉体付着抑制効果・水切れ改善用途に

金網：目開き34μm 440メッシュ材料：シリカ粉　写真提供：株式会社興和製作所様

ナイロンメッシュ：目開き1000μm 糸の太さ：Φ515μm 17メッシュ　巾規格：110,142cm　
材料：ホットケーキミックス粉　共同開発：株式会社田中三次郎商店様

【本社･工場】ステンレスの壁面と柱を美装梨地仕上げしております。



● 塗装前処理
● 面改善・塗装前
● メッキ前処理
● 溶射前処理
● ロー付前処理
● テフロン前処理
● コーティング前処理
● 接着前処理
● 圧接前処理

用　途 塗装や接着の下地面をブラスト処理
することで、ピュアな面の出現と界
面の粗面化とともに表面積を増加さ
せ密着度を向上させます（アンカー効
果）。
塗装・接着に限らず、溶射・テフロン・
メッキ・CVD・PVDなど各種コーティ
ング処理に幅広く利用されています。

前処理

あらゆる製品の接着・塗装などの前処理に
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● レアメタル回収・再生
● クリーニング
● スケール除去
● 塗装剥離
● 中子砂除去
● 押出スクリュー炭化樹脂

クリーニング
● 建材用外壁金型のクリー

ニング
● 真空蒸着関連処理

用　途 エアーブラスト加工は、スケール除去
や塗装剥離、中子砂除去、真空蒸着治
具の被膜除去などのクリーニングにも
利用されています。手作業に比べて極
めて短時間での加工ができるため、合
理的で速い生産復帰が可能です。ま
た、レアメタル（Au、Pt、Niなど）を
使用したバッキングプレートや金属薄
膜、ICチップなどの除去および回収に
も活躍しています。

クリーニング/回収/再生/除去

金属の機能再生、レアメタルの回収に

a

● 医療用容器、スクリーン印
刷用メッシュ等の精密洗浄

● 乾燥炉、焼成炉等の各種炉壁
のヒュームガス付着物除去

● 精密ゴム製品のバリ取り
● プリント基板の半田ス

パッタ、フラックス除去
● 食品用搬送、焼成ライン

コンベアー等の雑菌発生
防止の洗浄

● 金型の錆、制御盤内の汚
れ除去

用　途 ドライアイスは、ワークに衝突する
と昇華（気化）するので研磨材の残留
なく、安全で衛生的なクリーニング
ができます。衝突の際に発生する膨
張エネルギーと、製品に付着した汚
れを一瞬に凍結させ脆くすることで
汚れを除去します。硬度が低くワー
クを痛めることがないので、精密な
部品の洗浄にも向いています。ま
た、機械や金型などを分解せずに洗
浄できます。

ドライアイス洗浄

残留物を嫌う、食品関係や医療関係のクリーニングに

半田スパッタ除去

食品用メッシュベルト

a

油+カーボン付着物除去
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● 美装梨地
● 機能としての梨地
● ガラス工芸
● 木材の木目出し
● 石材・陶器の彫刻

用　途 梨地加工は、細かい凹凸による光の
乱反射から金属表面にやわらかい感
じと渋味や深みを出すデザイン工法
のひとつでデジタルカメラやスマー
トフォン、さらには建築物の内・外
装など幅広く使用されています。デ
ザインとしての利用のみならず、キ
ズ隠し・艶消しなど機能表面として
も活用されています。
デザイン加工では、木材の木目出
し、石材・ガラス彫刻など美術デザイ
ン分野にも利用されています。

デザイン加工/梨地加工

製品の外装デザイン表現に

金型製作時に発生する機械加工後の
ツールマークや、放電加工後の白層
などの加工変質層をエアーブラスト
により除去し、金型の耐久性や離型
性の向上に寄与致します。
手作業では難しい細溝やコーナー部
へ加工が容易なため、金型表面の改
質と同時に磨き作業の効率化も実現
します。

● 成型性の改善
● 磨き作業の効率化
● 耐久性向上
● 離型性向上
● 型寸法精度向上
● ツールマーク除去
● 金型クリーニング

用　途

金型関連

金型の表面改質及び加工変質層除去に

コアピンの摺動性向上

加工前

加工後

● 各種ウェハー（Si・Pzt・
水晶・石英ガラス・セラ
ミックス）などの穴あけ、
ダイシング、リクレーム
等

● フェライト基板のダイシ
ング

● マイクロリアクターの流
路加工

用　途 半導体をはじめとする先端 IT産業に
おいても、もはやエアーブラストは
不可欠な技術です。
ガラス・シリコン・セラミックスなど
の脆性材料に貫通加工・エッチング加
工・溝加工などの切削加工ができ、定
量安定噴射制御による高い加工再現
性と加工量のコントロールが可能で
す。アスペクト比2以上の加工も可能
です。ノンケミカルなドライ工法で
広範囲の加工、パターニング加工に
適しています。

超精密加工

硬脆性材料のマイクロオーダーの切削・粗面加工に

ビア加工ピン立て加工

● 離型剤除去
● 塗装前処理
● 接着前処理
● コーティング前処理
● 複雑形状の切断加工
● 角穴・丸穴の穴あけ加工
●トリム加工

用　途 CFRP/GFRPは、炭素繊維にダメー
ジを与えずに離型剤残りを除去する
ことや、前処理としての適切な下地
作りが難しい素材です。また、成形
後の二次加工が難しいという難点が
あります。
当社のブラスト技術なら、炭素繊維
にダメージを与えずに表面粗さをコ
ントロールできます。刃物では難し
い複雑形状もブラストでは自動加工
可能です。

CFRP/GFRP（コンポジット）関連

CFRP/GFRPの切断・穴あけや離型剤除去、塗装前・接着前処理に

ライン幅：300μm
深さ：520μm±10μm

加工前 加工後

表面の離型剤除去

● 金型成形品・プラスチック
● レーザー加工品
● 機械加工部品
● ダイカスト品
● レニー樹脂
● リードフレーム
● プローブピン
● 積層セラミックコンデンサー

用　途 金属や樹脂などの機械加工・金型成
型において、製品のバリの除去は高品
質な製品づくりに欠かせません。ブラ
ストでのバリ取りは、バリを研磨材で
破壊しエアーで吹き飛ばす合理的な
加工法です。
複雑な形状や穴の中などの交差バリや
機械的に処理しにくいものにも効果が
あります。

バリ取り

樹脂／ダイカスト製品／Al、SUS、Cu部品の仕上げに

加工前 加工前 加工前

加工後 加工後 加工後

PEEK樹脂 エポキシ樹脂(リードフレーム) アルミダイカスト

大型ロールへのめっき前処理

調理器具へのフッ素樹脂コーティング前処理



スチールショット

セラミックス系。比重が軽く不純物が少ないので、半導体部品や非弱
材料に対しての切削、表面粗しに適しています。

セラミックス系。フジランダムA / WAより硬度があり、高硬度のワー
クに使用します。

特殊タイプ
WPC加工用。摺動性を向上させます。

昇華性。製品に付着した汚れを一瞬で凍結させ、脆くし除去します。
メディアの残留がないため、安全で衛生的なクリーニングが可能です。

ドライアイス

二硫化モリブデン

スーパーハードタイプ セラミックス系。鋭い角と適度な靭性を持つ研削力が大きい研磨材で
す。下地処理・スケール除去・バリ取り等に広く使用されます。

セラミックス系。高純度のアルミナ研磨材。
白色のため、鉄分の残留や変色を嫌うワークに適しています。

フジランダムA

フジランダムWA

フジランダムGC

フジランダムC

セラミックス系。破砕しにくく、消耗の少ない研磨材です。ワークの粉じ
ん等のコンタミ（汚染）に強く、純度の高い研磨材の質が維持できます。

セラミックス系。高密度、高硬質、長寿命という特性を持ち、安定した梨地
仕上げや錆を気にするステンレス鋼のショットピーニングに適します。

ハードタイプ

ステンレスラウンド
カットワイヤー 金属系。消耗が少なく、長持ちします。スケール除去等に使われます。

金属系。低硬度なため、バリ取り・スケール除去などに使われます。

セミハードタイプ

ガラス系。代表的な研磨材の一つで、梨地加工ほかブラスト加工に
広く使われます。

ステンレスビーズ

ガラスビーズ
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研磨材
400商品以上もある研磨材。硬度・粒径・形状など多彩な研磨材ラインアップが、ブラストの多様な加工を下支えしています。
素材自体の品質はもちろん、均質性、耐用性においても高い評価をいただいています。

粒径1μm〜2,000μm、多彩な研磨材ラインアップがブラスト加工の可能性をさらに広げます

代表的な研磨材ラインナップ

プラスチック系。低硬度で、樹脂製品のバリ取りに適しています。ナイロンメディア

シェーブメディア

ピーチ

重曹

円柱

多角形

多角形

多角形

球形

球形

球形

金属系。強力な研掃力あり、スケール除去や塗装の下地に使われます。スチールグリット 多角形

スチールショット
金属系。ブラストで最も広く使われている研磨材で、バリ取り・スケ
ール除去のほかショットピーニングに使用されます。

球形

球形

球形

球形

多角形

多角形

多角形

多角形

円柱

特殊

ソフトタイプ

タイプ 品　　名 形状 主な特徴・用途

ナイロンメディア シェーブメディア

重曹

スチールグリット

ステンレスビーズ

ステンレスラウンド
カットワイヤー

ガラスビーズ

ジルショット HDC

スチールショット

ドライアイス二硫化モリブデン

スチールビーズ

フジランダムA

ジルコンビーズ

ピーチ

金属系。バリ取り・スケール除去のほかショットピーニングやWPC
加工に使用されます。

プラスチック系。ナイロンよりも硬く、バリ取り・クリーニング等
広く使用されます。

植物系。低硬度で加工物に傷をつけることなく研掃します。

水溶性。研磨材の残留を嫌う加工に適します。

ジルコンビーズ

ジルショットHDC
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テストやアウトソーシングのニーズに
新製品の開発現場における試作品製作やテスト加工、製品ラ
イフサイクルの短期化や投資効率向上のためのアウトソーシン
グニーズの高まりなど、受託加工にかかる企業のニーズは高
まっています。これからも最新のブラスト設備で熟練のブラ
スト加工をご提供し続けます。
又、開発や試作、装置導入までの繋ぎ、そして経費節減の
時には装置レンタルサービスをご利用下さい。 各種のレンタ
ル機（３０台）を保有していますのでご要望にあった装置を
お選び頂けます。

・低温恒温恒湿度器（アドバンテック東洋)	・卓上形精密万能試験機（島津製作所)
・分光光度計（日本分光)	 ・超微小硬度計（島津製作所)
・形状解析レーザー顕微鏡（KEYENCE)	 ・レーザー顕微鏡（KEYENCE)
・マイクロスコープ（KEYENCE) ・表面粗さ測定機（東京精密)
・微小硬度計（ミツトヨ) ・摩擦摩耗試験機（RHESCA)
・原子間力顕微鏡（AFM)(日立ハイテクサイエンス)
・走査電子顕微鏡（SEM)(日立ハイテクノロジーズ)
・レーザー回折式粒度分布測定装置（島津製作所)
・ポータブル型X線残留応力測定装置　μ-X360（パルステック工業)
・エネルギー分散型X線分析装置（EDX)(オックスフォード・インストゥルメンツ)

■主な測定装置

測定／検査体制

ブラスト受託加工・装置レンタル

延床面積約6,100m2を誇る日本最大級のブラスト受託加工専門工場。
長さ3,000mmの板ものなど大型ワークの加工も可能です。［テックブラスト］

加工室［本社工場］

業界随一の測定・検査体制で先進のブラスト技術をサポート
加工物に新しい機能を持たせる先進のブラスト加工を、業界
随一の測定・検査体制でサポートします。光学・レーザー・電
子の各顕微鏡を完備し、3万倍までの表面形状のチェックが
できるほか、ブラスト加工で改質された表面も元素レベルで
成分分析が可能です。
その他にも、硬度計・摩擦摩耗試験機・摺動試験機などブラスト
加工の検査に欠かせない測定・検査体制が充実しています。

フジランダムGC

フジランダムWA

フジランダムC

原子間力顕微鏡(AFM)

レーザー回折式粒度分布測定装置

分光光度計

レーザー顕微鏡

卓上形精密万能試験機

形状解析レーザー顕微鏡

ポータブル型X線残留応力測定装置　

走査電子顕微鏡(SEM)
/エネルギー分散型X線分析装置（EDX）

マイクロスコープ

表面粗さ測定機

微小硬度計

摩擦摩耗試験機
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自動車（A/T）、航空機（ブレード）部品に多用。
安定噴射を実現するユニットを搭載することで仕上がりの
バラつきを無くし、製品の
品質を保ちます。

ライン対応型ショットピーニング
ロボットとコンピューター監視システム（AMS2432D規格
に準拠）を組合せ多彩なレシピを
可能にした航空機専用装置。

ロボットショットピーニング

ニューマ・ブラスターの製作例です。

13

連続・バッチ処理と汎用性に優れています。

開口テーブル型

大テーブル上にワークを乗せ上面側を自動加工。

自動回転テーブル型

小物・中物を自転公転させ効率良く加工する
割出し型自動機です。

間欠回転テーブル型

ワークを保持すること無く全面加工が出来ます。
水平搬送なので、ライン化にも対応。

跳ね上げ搬送型

超大型ワーク用、防塵服を着た作業者が室内で加工します。
加工室内全体に一定方向の気流を作り出し、換気スピードを
劇的に改善することで、視界良好のまま加工することができます。
低床タイプのフロアーレベルは
床上 400mm〜 製作可能です。
（ピットレスタイプ）

ルーム型（LF型）

大型基板用ライン加工機（加工幅3,000mm）
ハイパーガンを採用。数ミクロンの研磨材を定量噴射し、
基板を痛めることなく加工します。また、広面積の噴射で
加工の高速化も同時に実現しています。

ローラーコンベア型（大型基板加工用）
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ワークサイズキャビネットで上面を全て加工可能な
省スペースタイプ。

隔壁型（3軸方式）

バレルカゴ型
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コンベア型
小物から大物サイズの円形状のワークをピンチベルトで
回転搬送させ1パスで全面自動加工。

ピンチベルト型
汎用性があり長尺大物の加工向きです。
（ローラー方式、バー方式）

台車式と制御軸（X・Z・θ1・θ2軸）の組合せにより
多種ワークに対応。

多軸制御型
台車式とロボットの組合せにより複雑なワーク形状に対応。

ロボット型

薄い基板を吸着保持し高速回転で加工。

ワーク吸着型（テーブル式） ロール加工機
小型から大型ロールを手動機から全自動機まで
幅広く対応が可能です。

粉塵付着無くマスクレスによる
クリアなライン加工が可能。

エンドレスベルトの回転でワークを混転させながら全面加
工します。
バレルカゴ型に比べ、一度により多くのワークを投入でき
ます。長尺物や重量物にも向いています。ベルトを逆回転
させることで、ワークの取り出しが自動でできます。

マスクレス型

エンドレスベルト型
バレルカゴの回転でワークを混転させながら全面加工します。
小物部品のバッチ処理に最適です。



精密加工型

押出成形機や射出成形機のスクリュークリーニングに
最適です。

スクリュークリーニング型

キャビネットに入らない大型ワーク加工用。

ロールの自動加工例

容器内外面加工型
油、水ぬれ製品の加工が可能。 ボンベ等の容器の自動加工。

ウェットブラスト

コンプレッサー不要の省エネタイプの自動機

ブロワ型

加工前

汎用手動機以外にもユーザーニーズに合わせた装置を設計製作します。豊富な実績を生かし、短納期で使い易い装置を提案致します。

３Dプリンター造形品の仕上げ装置

ディスク式ペンシル
ブラスト装置(φ1.0)
(#220〜#3000)

加工後

精密バリ取り（ゴム、アルミ、プラスチック等）を
洗浄不要で連続加工。

自動ドライアイスブラスト装置

ドライアイステーブル型

大型基板縦流し両面加工機（省スペースタイプ）

バキューム型 小物用磨き自動機
今までにないスタイリッシュなデザインとコンパクトなサイズ
で、置き場所を選びません。

汎用手動機
様々な用途・ワークに対応する手動機。

規格化することで低価格を実現した自動機シリーズ。

低価格規格型自動機（LCFABシリーズ）

自動回転テーブル型 間欠回転テーブル型

特殊手動機
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