明治41年の創業以来、長年にわたり時代が求める砕石機械の数々を供
給してまいりました。
この長年の蓄積した技術をもとに、工レクト口二クス技術を加えた新た
なシステムの開発、そして他の業界とも積極的に交流をはかり、多くの
知識を取得し、幅広い確かな技術で対応します。

Improvement and Innovation

Since its establishment back in 1908,NAKAYAMA has long been committed
to offering quality aggregate production equipment geared toward the needs
of each era. Based on our long experience, we are coping with today's
demands by developing state-of-the-art crushing/recycling systems infused
with electronics, know-how and advisory information acquired from
industries in other fields.

中山鉄工所は、CIM(コンピュータにより統合された製造)化、SIS(戦略情報システム)化を指向しています。
これらによって、社
内の情報、お客様の情報を効率良く取り込み、図面化、生産化を自動化して行きます。究極の効率化により人間の創造性を
伸し、やりがいのある会社環境を目指しています。
CIM (Computer Integrated Manufacturing) and SIS (Strategic Information Systems) are underway in NAKAYAMA. With
these computerized systems we can establish a reliable network for our overall production system from the input of a
variety of customers' demands to their output in viable forms of products, thereby maximizing designing and production
efficiency.
NAKAYAMA tries to creat an office and factory environment where our staffs’ creativity is enhanced through their jobs.

m

●機械工場
マシニングセンタ１台、NC旋盤１台、汎用旋盤３台、CNC旋盤１台、NC横中グリ盤
１台、汎用横中グリ盤２台、NCターニング１台、汎用ターニング３台、
プレナー１台、
セーパ１台、
ラジアルボール盤２台、マグネットボール盤２台、卓上ボール盤２台、
ドリル研磨機１台、工具研削盤２台、帯ノコ盤１台、定盤２台、溶接機２台、
エアコンプレッサ１台、計測器１式、天井走行クレーン４台

●製缶工場
レーザ切断機１台、溶接ロボット１台、半自動溶接機８台、溶接機７台、エンジンウエ
ルダ１台、
スタッド溶接機１台、
自動ガスプレナー１台、
自動ガス切断機１台、酸素集
合装置１式、
プラズマ切断機２台、
シャーリング１台、ベンディングロール１台、
歪矯正機１台、ポジショナ２台、ウイビング機１台、油圧鋲打ち機２台、
帯ノコ盤１台、砥石切断機２台、ポンチングマシン１台、天井走行クレーン３台、
門型クレーン１台

●組立工場
半自動溶接機１台、溶接機３台、
シャープカッタ１台、ポンチングマシン１台、
卓上ボール盤３台、マグネットボール盤２台、卓上グラインダ３台、バランサー１台、
塗装機６台、塗装乾燥機２台 、塗装ブース３基、
リングヒータ３台、油圧トルクレンチ
１式、パイプマシン１台、洗浄装置２式、エアコンプレッサ２台、各種油圧器具１式 、
破砕テスト設備１式、試運転設備２台、骨材試験室1式、大型ディーゼル発電機２台、
フォークリフト５台、油圧ショベル１台、計測器１式、天井走行クレーン４台

日立建機株式会社、
日工株式会社、
酒井重工業株式会社、有限会社中山商事、
N.C.S.S.(ナカヤマ・クラッシング・サービス・シンガポール)
●Machining

古河キャステック株式会社、株式会社香春製鋼所、
ラサスティール株式会社、新東工業株式会社、
清本鉄工株式会社佐賀支社、
東亜工機株式会社、豊鋼材工業株式会社、株式会社ブリジストンIPW、
内山電機株式会社、児玉電機株式会社、
株式会社九州電機製作所、株式会社フクエヌ、
力ネテック株式会社、
日本エリーズマグネチックス株式会社、
中川内伝導機工株式会社、
日本ハ一ドメタル株式会社、富士ダイス株式会社、
株式会社松島電機製作所、株式会社鹿島製作所、
有限会社蒲原鉄工所、株式会社イトウサービス、
有限会社高橋合金工業所、有限会社堤鉄工所、
有限会社南九州メカニック、有限会社福岡オオタ、
有限会社中信建機

Plant

Machining center: 1 unit, NC vertical lathe: 1 unit, General purpose lathe: 3 units, CNC lathe: 1 unit, NC horizontal boring and milling
machine: 1 unit, General purpose horizontal boring and milling machine: 2 units, NC turning machine: 1 unit, General purpose turning
machine: 3 units, Planer: l unit, Sharper: 1 unit, Radial drilling machine: 2 units, Magnet drilling machine: 2 units, Bench drilling machine:
2 units, Drill grinding machine: l unit, Cutter grinding machine: 2 units, Band sawing machine: 1 unit, Surface plate: 2 units, Welding
machine: 2 units, Air compressor: 1 unit, Measuring instrument: 1 set, Overhead traveling crane: 4 units.

●Steel

fabricating plant

Laser cutter: l unit, Welding robot: 1 unit, Semi-automatic welder: 8 units, Welding machine: 7 units, Engine-driven arc welding machine:
1 unit, Stud welder: 1 unit, Automatic gas planer: 1 unit, Automatic gas cutter: 1 unit, Oxygen collection device: 1 unit, Plasma arc cutting
machine: 1 unit, Shearing machine: 1 unit, Bending roll: 1 unit, Straightening machine: 1 unit, Positioner: 2 units, Weaving machine: 1
unit, Hydraulic press: 1 unit, Band sawing machine: 1 unit, Abrasive cut-off machine: 2 units, Punching machine: 1 unit, Overhead
traveling crane: 3 units, Portal crane: 1 unit.

●Assembling

Plant

Semi-automatic welder: 1 unit, Welder: 3 units, Sharp-edged cutter: 1 unit, Punching machine: 1 unit, Bench drilling machine: 3 units,
Magnetic drilling machine: 2 units, Bench grinding machine: 3 units, Balancing machine: 1 unit, Painting machine: 6 units, Paint drying
machine: 2 units, Painting booths: 3 units, Ring heater: 3 units, Hydraulic torque wrench: 1 unit, Pipe cutting machine: 1 unit, Cleaning
machine: 2 units, Air compressor: 2 units, Hydraulic device: 1 set, Crushing test equipment: 1 unit, Test working equipment: 2 units,
Aggregate laboratory: 1 room, Large-size diesel generator: 2 units, Forklift: 5 units, Hydraulic shovel: 1 unit, Measuring instrument: 1 set,
Overhead traveling crane: 4 units.

