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感謝の思いをもって、
産業の発展に主体的に取り組みます
当社は創業からずっと、多くの人に支えられ、助けられて、ここまで来た

会社です。57年にわたって事業を継続できたのは、当社の思いを信じ、

支えてくれた方達がいたからです。その恩に応えるため、そして日本

産業界の発展の一翼を担うため、今後も、技術商社として、お客様に

とって価値ある機械装置本体・部品・計測器・補修サービスの販売を

続けて参ります。

私たちは日本・世界のどこからでも、お客様の潜在的課題解決につなが

る本当に優れた製品を、技術的責任をもって調査・調達し、心をこめて

販売していきます。そして、得た利益を産業発展のために還していき

ます。

「鉄原実業と取引して良かった」「この会社で働いて良かった」、これか

らも一人でも多くの方にそう思っていただけるよう、私たちは日々、努力

を重ね、挑戦を繰り返していきます。

鉄原実業株式会社
代表取締役社長  水野 剛
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社会的責任をもって製品を調達
心をこめてお客様へ販売

お客様が安心して製品を購入し、そしてそのメリットを感じていただけるよう、技術部が新たな製品の開拓・精査・検
証を行い、マーケティング部と営業部が広範なお客様に細やかに対応すること、わかりやすい製品説明をすることを
目指しています。自社およびパートナー企業様の補修工場での整備対応も承っています。産業機器向けの最新技術
を開発している欧米・欧州企業の製品を国内に提供することで、国内産業の活性化に貢献します。

営業
お客様が必要な時にお伺
いするフットワークの軽
さだけでなく、様々なチャ
ネルを生かして、「お客様
の困った」を解決する製
品提案力が強みです。

マーケティング
市場ニーズ理解と新製品
開拓、Webマーケティン
グを中心としたマスへの
発信等、より多くのお客
様に最新情報をわかりや
すくお届けします。

海外ネットワーク
欧米を中心に産業界で高
く評価されている部品・
装置・システムメーカと連
携。お客様の潜在的課題
を解決する製品の開発を
ともに進めます。

技術
販売する製品の技術・品
質面での精査、トラブル
時対応や現場計測、販売
品のアフターケア等、当
社テクニカルセンターで
一貫してフォローします。

パートナー企業様

機械部品・装置
計測器・システム
補修サービス

お客様

機械・装置メーカ
プロセス産業
重工業

製品・サービス提供製品・サービス調達

マーケティング戦略
複数の販売チャネル
わかりやすい説明
迅速な対応

新製品開拓と検証
提案方針検討
設計仕様検証
品質確認
不良調査



産業機械の性能改善につながる、
装置、部品、計測器、サービス
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遠心機器（ポンプ・圧縮機・攪拌
機等）の軸封用シールです。様々
な用途に多様なラインナップで
対応します。

メカニカルシール
Flowserve

シリンダ弁、ピストンリング・
ライダーリング、ロッドパッキン
等、性能改善・寿命延長可能な
設計品を提案します。

往復動圧縮機部品
COOK COMPRESISION

XP+ハイトルク サーボモータ
用高精度減速機は、大幅なトル
ク向上と高い剛性により、生産
性向上を実現します。

サーボ用減速機
Wittenstein

印刷・コンバーティング機械の
シャフトレス原反保持用のメカ
チャックです。ラグ方式でコア
の損傷を最小化します。

メカチャック
自社製品

フォームフレックスカップリングは、無給油・高トルク対応を実現しま
す。結果、定期的な保守管理がほぼ不要、保守作業効率化が図れます。
冷却塔や立軸ポンプ用の長尺型、工作機械・エンコーダ接続用のマイ
クロカップリング、自動車試験機用の特殊設計型、API等の海外要件
準拠型等、様々な御用途に対応します。当社はフォームフレックス・マ
イクロカップリングの主代理店として、お客様の設計・技術相談に対す
る提案、お急ぎ時の短納期調整、現場対応サポートを行っています。

フレキシブルカップリング
大同精密工業

ガス・蒸気タービン、軸流圧縮機、エキスパンダ、冷却塔、エアフィン
クーラ等の回転機で使用されるブレードを供給します。タービン・圧縮
機用ブレードはオランダのStork社から調達します。既設部品図がな
く、使用済み品しかない場合でも、当社の高精度3Dスキャンや材料分
析器を用いてリバースエンジニアリングを実施、同等品の供給が可能
です。冷却塔、エアフィンクーラ用ブレードはイタリアCofimco社、アメ
リカHudson社から調達します。既設老朽化に伴う更新や、既設品性
能を確認したうえでの省エネや効率改善を伴う更新提案が可能です。

タービン・遠心機器用ブレード
Stork / Cofimco / Hudson

当社が販売させていただいている製品の設計・製作を手掛けるパートナー企業様は、市場の意見を取り入れ、製品
開発や品質改善に真摯に取り組まれています。当社はその営業部隊の一翼を担い、製品紹介・販売だけでなく、お客
様のご意見を反映した次世代製品の開発提言や、マーケティング施策の立案を行っています。
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産業向け回転機や高精度工作
機械に適用されるロータリエン
コーダ、位置決め用リニアエン
コーダです。

エンコーダ
提携企業

分解・詳細検査・出荷前性能試
験まで一括で請け負います。仕
様不明な海外ポンプでも対応
します。

油圧ポンプ整備
提携工場

分解・検査・補修だけでなく、特
急時のギア スケッチ製作（代替
含む）にも対応しています。

減速機整備
提携工場

回転機械の軸芯出し、各種機器
の平面度・平行度・同軸度等の
幾何（3次元）計測が容易に確認
できるレーザー型計測器です。

レーザー計測器
Easy-Laser

運転中の遠心機器の内部の転
がり軸受の状態（正常・不良）を
判定するポータブル型計測器
です。

AE診断器
Parker

不良判定が困難な低速回転機
の軸受状態を診断。ポータブ
ル・オンライン、両方に対応して
います。

低速機監視システム
IIU / Bachmann

発電設備内のボイラー内面水冷管、搬送用スクリュー、粉砕用ミルで
適用される、耐食・耐摩耗性能に富んだ肉盛溶接です。自動溶接機を
活用し、工場・現地の両施工体制に対応しています。さらに、WAJ社は
従業員の7割以上が溶接有資格者、様々な溶接自動化手法確立を
追及する技術ベースの会社です。近年、再エネ拡充に伴うバイオマス
発電所建設が進んでいますが、多岐にわたる燃料の影響で、設備の予期
せぬ摩耗や破孔リスクは高まっています。この課題に、鉄原-WAJは
肉盛溶接技術でお応えします。

耐摩耗肉盛溶接
ウェルディングアロイズ・ジャパン（WAJ）

遠心・スクリュー・往復動圧縮機や減速機向けの監視システムです。
部品不良兆候を早期検知、致命的損傷に至る前の保守対応を可能に
します。同社システムは自動診断機能と遠隔サポートが特徴です。
さらに異常時の振動データをすべて記録する「フライトレコーダ」機能
を採用。人員が制限されるにも関わらず、経験と勘に頼ってきた機器
保全の近年の課題解決の一助となります。プロセス産業を中心に多く
の回転機械で採用されています。

回転機監視システム
PROGNOST Systems
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沿革

1964
東京都練馬区にて、水野庄次
郎が鉄くずを中心とした鉄鋳
造に関わる原料の販売を目的
に設立。鉄の原料を販売する
ことから「鉄原実業」を号す。
鉄くず販売継続困難な折、特
殊精工（現 大同精密工業）様
より圧縮機部品の販売を任さ
れる。石油精製プラントでの
営業活動が始まる。
会社黎明期で、どのような仕
事でも足を使って必死で動い
た時代▶商社として幅広製品
を取り扱う下地ができる。

1975
特殊精工（翌年 大同スプラ
グ）様のカップリング販売事
業開始に伴い、営業部隊の一
翼として活動開始。
▶以降、現在に至るまで産業
機械、自動車試験機、製紙・
印刷機械など、様々な機器に
販売。

1980
米国COOK Manley社（現 
COOK COMPRESSION社）
の旧代理店担当と面会。
▶米国視察ツアーなど、様々
な企画を通じて、石油精製・石
油化学の保全担当の方に海
外製品の優れた視点を理解、
導入いただく。
▶2008年には、旧代理店が
事業撤退したため、米国と直
接取引を開始。

1985
創業者　水野 庄次郎 退任、
代表取締役　水野 俊一 就任

1988
初の社員旅行。行先は台湾。故
宮博物院に行ったことは営業
の語り草に。以降、継続的に国
内・国外を皆で巡り、宿で語り
合い、団結力を強めていった。

1998
1991年より国内で事業を開
始したアルファ・ゲトリーベ社
（現 ヴィッテンシュタイン社）
の減速機を納品。
▶以降、代理店として木工
機・自動車試験機・プレス機
メーカへの共同販売体制を
確立。

2000
英国Holroyd Instruments
社（現 Parker社）の軸受診断
用計測器"MHC"を開拓。
▶振動解析・状態監視分野に
取り組み始める。展示会出展
をはじめ、様々な業界のお客
様への提案を広げる。

2003
お客様を介してウェルディン
グアロイズ・ジャパン様と出
会い、耐摩耗肉盛溶接の営業
開始。
▶以来、製紙会社様を中心に
全国の発電市場へ進出。

2005
展示会出展中の山口産業様と
出会い、Easy-Laser®の共同
拡販を開始する。

2010
ドイツPROGNOST（プログ
ノスト）社の機器監視・診断シ
ステムを開拓。
▶従来の振動解析知見を
ベースに、常時監視システム
に取り組む。

2018
お客様からのご依頼やご相談
に基づき、熱交換器用ファンブ
レード、軸流圧縮機・タービン
用ブレードの海外調達を開始。

2010
水野 俊一 退任、
代表取締役　加藤 隆一 就任

2014
埼玉県 坂戸市にテクニカル
センター設立。技術検討、部品
補修、品質検査、物流の拠点
として位置づけ。技術力ある
商社を目指し始める。

2017
加藤 隆一退任、
代表取締役　水野 剛 就任
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企業情報

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市生野区巽中2-1-9 E号
TEL : 06-6752-6012

鹿 島 営 業 所 茨城県神栖市大野原1-3-25 ビューロハピネスC 102号
TEL : 0299-91-0276｠

九 州 営 業 所 福岡県福岡市博多区井相田1-9-6
TEL : 092-558-1197

徳 山 出 張 所 山口県周南市野上町2-37 藤商野上ビル1F
TEL : 0834-27-4501

水 島 出 張 所 岡山県倉敷市北畝2-3-45 ホワイトピア兼信101
TEL : 086-486-2646

坂戸テクニカル
センター

埼玉県坂戸市中小坂119-1
TEL : 049-277-4400

中 部 営 業 所
三重県四日市市諏訪栄町7-34 四日市近鉄ビル7F
SYNTHビジネスセンター近鉄四日市 部屋番号：107
TEL : 059-337-8868

ネットワーク

会社概要

石油精製・石油化学・自動車製造・自動車部品製造・研究開発・
製紙・印刷・フィルム加工・製鐵・セメント・プラスティック製品製造・
タイヤ製造・電気部品製造

エンドユーザー

製紙機械・印刷機械・紙工機械・フィルム加工機械・電動機・
発電機・風水力機械・各種試験装置・工作機械・鍛圧機械・
シミュレーションシステム・ロボット

O E M

主な販売先

鉄原実業株式会社

〒179-0081　東京都練馬区北町7丁目13番19号

03-3937-0631（代表）

03-3937-1572

1964年7月25日

1,000万円

1,895百万円（2020年）

38人

社 名

本 社

T E L

F A X

設 立

資 本 金

年 商

従 業 員 数




