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株式会社 有馬工業所 

 
（平成３０年１月） 



会社経歴書 

 

１．商号 株式会社 有馬工業所 

 

１．所在地 

 本社工場 〒５４７－００４１ 

   大阪市平野区平野北２丁目３番２５号 

    ＴＥＬ ０６（６７９１）０１３４ 

    ＦＡＸ ０６（６７９２）１０３２ 

 加美工場 〒５４７－０００１ 

   大阪市平野区加美北７丁目７番４７号 

    ＴＥＬ ０９０（８４６８）９００８ 

    ＦＡＸ ０６（４３０３）１１２３ 

 

１．資本金 ４，４００万円 

 

１．代表者 代表取締役 有馬 伸一 

 

１．取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 上六支店 

  三井住友銀行    平野支店 

  大阪シティ信用金庫  平野支店 

 

１．会社の沿革 

昭和３４年 １月 大阪市東住吉区桑津町６丁目１番地にて、有馬鈑金工作所を個人創業。 

 

 昭和３８年 ４月 大阪市東住吉区加美春日町にて、三長製作所として空調機器関係に進出。 

 

昭和４４年 １月 大阪市東住吉区平野市町１丁目６１番地にて、有馬鈑金工作所と 

    三長製作所を合併し、休眠会社の株式会社大同興業を、株式会社 

有馬工業所と商号変更し設立。 

 昭和４９年 ７月 住所変更で、現住所となる。 

 

平成 ５年 ４月 公共建築協会、評価事業取得（以後３年毎に更新） 

 

 平成 ９年１１月 有馬伸一が代表取締役に就任 

 

平成１０年１２月 大阪市平野区加美北７丁目７番４７号に、加美工場を開設 

 

 平成２１年 ５月 ＩＳＯ ９００１ 認証取得 

 

 平成２３年 ４月 公共建築協会、評価事業更新（６回目の更新） 

 

 平成２４年 ９月 本社工場に塗装設備を導入し、運用開始 

 

１．ホームページ 

 ｈｔｔｐ．／／ｗｗｗ．ａｒｉｍａ－ｗｅｂ．ｃｏ．ｊｐ／ 



１．営業品目 

 ・吹出口・吸込口（空調用機器） 

   ユニバーサル型レジスターグリル（ＶＨＳ・ＨＳ等） 

   スリット型グリル（ＲＧ） ・ライン型ディフューザー（ＢＬ・ＣＬ） 

   エアーディフューザー  ・ノズル・ＰＫ 

 

 ・換気口・ベントキャップ・給排気ガラリ 

 

・防煙防火ダンパー・各種ダンパー・排煙口 

 

 ・クリーンルーム用フィルターユニット 

 

 ・厨房用給排気フード 

 

・その他 別注鈑金製品・鉄工製品 

 

２．メーカー指定 

 ・公共建築協会評価取得（国土交通省） ・住宅都市整備公団 

 ・郵政省  ・大阪府建築部 ・大阪市建築局 

 ・堺市建築局  ・豊中市建築課 ・兵庫県都市住宅部 

 ・神戸市住宅局 ・西宮建設局  ・尼崎市土木局建築部 

 ・その他 

 

３．工場 及び 建物 

 本社工場 敷   地 １９０坪 

   作業場面積 ３３０坪 

   倉   庫  ４５坪 

   事 務 所  ３５坪 

   福 利 施 設  ４０坪 

 

 加美工場 敷   地 １０２坪 

   作業場面積 １２０坪 

   試験場面積  ４０坪 

   倉   庫  ７５坪 

   事 務 所   ５坪 

   福 利 施 設  １５坪 

 



４．工場設備 

 高圧受電設備（キュービクル）     ２式 

 タレットパンチプレス ２０ｔｏｎ・ＮＴ仕様（アマダ）  １台 

 タレットパンチプレス ２０ｔｏｎ・ＮＴ仕様（アマダ）  １台 

２５００mm ８５ton ＮＣ折曲機・ＮＴ仕様（東洋工機）  １台 

 ２５００mm ８０ton ＮＣ折曲機（アマダ）    １台 

 ２０００mm ５０ton ＮＣ折曲機（アマダ）    １台 

 ＮＣレベラーフィーダー（アマダ）     １式 

 ６０ton サーボプレス（アマダ）     １台 

 １５０ton 油圧プレス  １台 ・７５ton パワープレス １台 

 ３０ton パワープレス  １台 ・２５ton ハイトッププレス １台 

 ２０ton パワープレス  １台 ・１５ton パワープレス ４台 

 ７ton エキセンプレス    １０台 ・コーナーエッジシャー ２台 

 ２５００mm シャーリング ＳＲＣ付（アマダ）   １台 

２５００mm シャーリング（アマダ）     １台 

 ２０００mm ウレタン・ベンディング３本ロール（住谷製作所） １台 

 １０００mm ベンディング３本ロール     １台 

 ５００mm  ウレタン・ベンディング２本ロール（アイセル） １台 

 ポンチング アンド カッティングマシン    １台 

 レジスターグリル用羽根成型ロール     ２台 

 ハイスピン リベッティングマシン ６台（５台は、自動順送り装置付） 

 リベットセッター  ２台 

 羽根切断機     １台 ・油圧式羽根挿入機  ５台 

 ＹＡＧレーザー溶接機  １台 

ＴＩＧ溶接機     ８台 ・スポット溶接機    １１台 

 ＣＯ２ 溶接機     ４台 ・電気抵抗溶接機  ２台 

 ボール盤     ５台 ・タッピングボール盤  ２台 

 アルミ切断機     ５台 ・アングルカッター  ２台 

 コンプレッサー    ５台 ・簡易リフト   ２台 

 空調機        １１台 ・工場内走行グレーン  ５台 

 半自動梱包機   ３台 

 塗装ブース（サンエス工業） ２台 

 スラットコンベヤー型乾燥炉（正英製作所） １台 

 その他 製造装置  １式 

 

 コンピューター    ２１台 

・ＣＡＤＣＡＭソフト（ＣＡＤＭＡＣ）   ４ライセンス  

・汎用２次元ＣＡＤ （フォトロン、ＲａｐｉｄＰＲＯ） ８ライセンス 

・３次元ＣＡＤ （フォトロン、Ｒａｐｉｄ３Ｄ） ３ライセンス 

・熱流体解析ソフト （Ｐｈｅｎｉｃｓ）   １ライセンス 

・販売管理ソフト・会計ソフト・給与計算ソフト  １式 

 



 空調試験装置 

・デジタル風速計（カノマックス）   １台 

・デジタルマノスターゲージ（長野計器）  ２台 

・データロガー熱電対共（日置電機）   １台 

・発煙装置（ダイニチ）    １台 

 

騒音試験装置 

・精密騒音計、1/3オクターブバンド（小野測器） １台 

・簡易騒音測定室（関東工業）   １式 

 

 荷重測定装置 

・デジタルフォースゲージ、２０ＫＮ（イマダ） １台 

・荷重試験装置（自社製）    １台 

 

塗装試験装置 

・膜厚計、磁性･非磁性体用（サンコウ電子研究所） １台 

・光沢計（堀場製作所）    １台 

・鉛筆ひっかき硬度試験器（自社製）   １台 

・測色計、調色システム（クラボウ）   １式 

 

 

５．主な納入先 

 ・（株）朝日工業社  ・浦安工業（株）  ・潮冷熱（株） 

 ・（株）五建工業  ・沢設備工事（株）  ・三機工業（株） 

 ・三宝電機（株）  ・三冷社（株）  ・新日本空調（株） 

 ・新菱冷熱工業（株）  ・住友電設（株）  ・（株）大氣社 

 ・ダイキン工業（株）  ・ダイキンＭＲエンジニアリング 

 ・（株）ダイダン  ・大冷工業（株）  ・高砂熱学工業（株） 

・東洋熱工業（株）  ・日比谷総合設備（株） ・日本ファシリオ（株） 

・不二熱学工業（株）  ・その他 多数 

 

 

６．主な販売会社 

 ・（株）アシスト  ・奄美電業（株）  ・安藤産業（株） 

 ・エフテック（株）  ・協和機工（株）  ・栗本商事（株） 

 ・京信興業（株）  ・（有）コーセイ  ・三喜工業（株） 

 ・（株）三晃   ・サンベック（株）  ・サンレイ（株） 

 ・（株）総販   ・タイセイ（株）  ・ジャパンアイビック（株） 

 ・ティトラスト（株）  ・（株）東伸   ・日新産業（株） 

・（株）丸山産業  ・（株）ナニワ空調機器 ・原田産業（株） 

・北陸グラスロン（株） ・その他 多数 

 


