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設備概要（志度工場）
 Facilities (Shido-Factory)

◆一次加工設備 
　・シャーリング
　・ブレーキプレス 
　・自動ガス切断機 
　・ノコ盤 

◆製缶及び組立工場 
　・ターニングロール 
　・半自動溶接機 

　・電弧溶接機
　・TIG溶接機 
　・スタッド溶接機 
　・溶接ロボット

◆機械加工工場 
　・普通旋盤 
　・長尺旋盤 
　・NC旋盤 
　・正面盤 
　・フライス盤 

　・マシニングセンタ 

　・NC横中ぐり盤 

　・NC縦中ぐり盤 
　・五面加工機 

　・ボール盤 
　・ラジアルボール盤 

　・ブローチ盤 

◆表面処理設備 
　・ショットブラスト 
　・塗装ブース

◆お問い合わせ

▷営業本部/志度工場 
　　〒769-2105　香川県さぬき市末1236-28 
　　　TEL 087-894-9411　FAX 087-894-9555 
▷春日本社 
　　〒761-0101　香川県高松市春日町296番地 
　　　TEL 087-841-3211　FAX 087-841-3214

▷URL 　:  http://www.kawanishi-st.co.jp 
▷E-Mail  :  info@kawanishi-st.co.jp

10t×2,000 (アイザワ) 
50ton×1,200 (アマダ) 
直線切り 
CRA-300 (アマダ) 
CRA-400 (アマダ) 

10ton 
700A/100V (パナソニック) 
500A/45V  (パナソニック) 
350A/36V  (パナソニック) 
500A , 300A (パナソニック他) 
300A/22V  (パナソニック他) 
  (シリコーン他) 
ポジショナ付 (ダイヘン) 

1,500L  (ダイニチ) 
4,000L  (ダイニチ) 
ST28NATC (マザック) 
φ1,600  (ツダ) 
#1 1/2  (日立精機) 
#3  (オークマ) 
#5  (オークマホーワ) 
#6  (オークマホーワ) 
φ110  (ノムラ) 
φ130  (東芝機械) 
2mW×4mL (オークマ) 
2mW×5mL (オークマ) 
3mW×6.5mL (オークマ) 
YD-55他 (ヨシダ他) 
1,300  (ヨシダ) 
2,000  (若山) 
TK-70  (宝機械) 

吊り下げ式 (金森新東) 
密閉ブース/換気/エアレス等
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◆荷役運搬設備 
　・天井クレーン 

　・片門型クレーン 
　・棟間トラバーサ 

◆ユーティリティー 
　・受電設備 
　・コンプレッサ 

　・除湿機 

◆車両等 
　・フォークリフト 
　・トラック 

　・普通乗用車

10.0ton  (自社製・他) 
7.5ton   (自社製・他) 
5.0ton   (自社製・他) 
2.8ton   (自社製・他) 
1.0ton  (自社製) 
10.0ton  (自社製・他) 

750kVA  
22kW   (日立) 
37kW   (日立) 
冷凍式  (日立) 

2.5ton  (コマツ) 
8ton積 
2ton積 
1.5ton積 
Wキャブ 
軽トラック 
軽ハコバン 

3台 
2台 
2台 
9台 
2台 
2台 

1台 
1台 
1台 

3台 
1台 
1台 
1台 
2台 
3台 
1台 
5台

製缶・組立工場(一般産業用機械) 製缶・溶接工場(大型鋼製加工品)

機械加工工場



1964年  1月　川西裕、高松市木太町にて創業。 
1964年12月　本社所在地である高松市春日町296番地 
　　　　　　　に「株式会社川西鉄工所」を設立。 
1966年12月　クレーン製造認可を初取得。 
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　春日本社事務所完成 
1970年  6月　高松市春日町381番地に工場用地及び 
　　　　　　　付属建物を購入、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、溶接ロボット導入。 
1984年  4月　本社工場に機械工場を増設。 
1988年  6月　本社工場組立工場及び技術管理棟落成。 
1991年  5月　本社工場・事務所を建て替え。 
1995年  1月　株式会社カワニシに社名変更、CI導入。 
1998年  1月　志度末工業団地(サンテクノシド)へ進出、 
　　　　　　　営業本部を移転。 
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。 
2014年  4月　資本金を3,000万円に増資。 
2014年12月　志度工場に溶接ロボットを再導入。 
2015年  1月　創立50周年。 
2016年  3月　志度工場に塗装・検査工場を増設。 
2017年  6月　川西弘城、代表取締役社長に就任。

1964年に片田舎の小さな鉄工所として設立以来、多岐にわたる業界のお客様にご指導賜りつつ、 
様々な鋼製加工品や省力化設備機械を創り上げて参りました。これらの経験や学びがノウハウと 
なり、現在のカワニシを支える基礎となっております。 

時は流れ、私たちを取り巻く環境も大きく変化しました。グローバル化と技術革新の急速な進展、
そして今、我が国は少子高齢化が加速し人口減少局面を迎えるという、時代の「大転換点」を迎え
たと言っても過言ではありません。 

この状況下、「より良い製品を世に提供する」という普遍の創業精神と長年培ってきた技術・技能
を土台とし、新たな技術・発想やアイディアを盛り込み、より一層付加価値の高い製品やサービス
を提供できる様、社員一丸となって更に進化して参る所存です。 

「ありがとう」が原動力…これが私達カワニシの企業理念です。これからも「ものづくり」を通じ
て「喜び」と「感動」を創造し、たくさんの「ありがとう」を集められる企業を目指します。

◆商号 
　株式会社カワニシ 
◆創立 
　1964年1月15日 
◆資本金 
　30,000千円 
◆役員 
　代表取締役　川西 弘城 
　取締役　　　川西 香寿美 
　取締役　　　川西 裕 
　取締役　　　川西 淑子 
　取締役　　　森本 一雄 
　監査役　　　岩部 達雄

◆社員数 
　75名 (2017年6月現在) 
　・事務系 4名　・技術系19名 
　・製造系52名(内9名契約社員) 
◆事業内容 
　・大型鋼製加工品製造 
　・荷役機械設計製作/据付施工 
◆許認可等 
　・一般建設業(機械器具設置) 
　・クレーン/テルハ製造認可 
　・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

◆主要お取引先 
　株式会社タダノ及び関連会社 
　ポニー工業株式会社 
　エイチアールディー株式会社 
　中和機械株式会社 
　椿本興業株式会社 
　株式会社守谷商会 
　KANAMORI SYSTEM Inc. 
　草野産業株式会社 
　大銑産業株式会社 
　日本アイリッヒ株式会社 
　備商株式会社

…他多数 
◆主要協力会社 
　株式会社三森 
　正坂鉄工機械株式会社 
　奈良電機重工業株式会社 
　有限会社ONE-UP 

…他多数

◆主要購買先 
　株式会社アムロン・関連会社 
　株式会社メタルワン 
　　　　スチールセンター四国 
　アカシ工具株式会社 
　極東ポリマー株式会社 
　株式会社サンキ 
　株式会社高松溶材社 
　株式会社タキイネジ 
　株式会社椿本マシナリー 
　東洋精機工業株式会社 
　ライト電業株式会社 
　菱電商事株式会社 

…他多数 
◆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
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　　  ↑営業本部/志度工場外観 
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代表取締役社長　川西 弘城

製品概要②
  Products - Iron Structures

　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なっています。大型鋼製加工品製造を得意とし、SS/HT材を種と 
　した製缶・機械加工・塗装・検査まで対応致します。

旋回台下部フレーム

走行シャシーフレーム

伸縮ブーム用サポート

シングルトップ

「空論」ではなく現実の「もの」にする…
長年培ってきた経験と実績に基づいた 

技術・技能・人財を活かした「ものづくり」 
これこそが私たち最大の強みです

コンピタンス Our Competence
①トータルエンジニアリング

・構想、計画段階から設計、製作、据付までワンストップ。 
・信頼ある各種専門技術メーカ、工場及び調達先との協力体制。

②人財・技能/技術・設備

・資格保有技術者及び技能者、高スキル熟練工が多数在籍。 
・大型鋼構造物の製缶、溶接、機械加工、組立が可能な設備群。

③豊富な実績と発想力

・官民問わず、幅広い分野にわたる納入実績。 
・実績をベースとした柔軟かつQCDバランスの取れた設計能力。

お客様のイメージ・ご要望 
「あったらいいな…」

本当に使える 
「真に価値」ある製品とサービス

製品概要①
  Products - Original Machines

　計画・設計から製造・据付・試運転まで、高い技術・技能を有するスタッフがシームレスにサービスを提供致します。設備稼働後のフ 
　ォローや改造等への対応も万全。多分野にわたる、様々な弊社の納入実績を取りまとめた「製品カタログ」も併せてご覧下さい。

荷役搬送設備 マテハン設備 省力・自動化設備

小さなものから大きなものまで…単に吊るだけ
にとどまらず、旋回や位置決め等、お客様のニー
ズに合わせたユニークな搬送設備を提供いたし
ます。

塊状や粉状の物質を運ぶ、砕く…鋳造砂処理の
プラントで培ったノウハウで、様々な条件の搬
送物に適したマテリアルハンドリング設備を提
供いたします。

人手では大変な作業を機械設備で…安全・確実
に生産性を向上させるため、お客様それぞれの
ニーズに合わせ、オーダーメードで投資効率の
高い設備機械を提案いたします。

自走式門型クレーン

LPGガスタンク用台車

鋳造プラント砂処理設備

振動ふるい

転造ネジ製造設備

素材自動搬送設備

◆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 

…etc. 

◆台車類 
・有軌道台車 
・無軌道台車 
・AGV 
・リフト機能付台車 
・トラバーサ 

…etc.

◆鋳造設備向け機器
・各種冷却設備
・サンドクーラー
・サンドシフター 

…etc. 

◆各種マテハン機器 
・各種コンベア 
・バケットコンベア 
・空気輸送
・貯留機器 
　(ホッパ・ビン類) 
・切出し装置 
　(フィーダー類) 

…etc.

◆省力自動化設備 
・転造ネジ製造設備 
・板素材供給設備 
・建材製造ライン 
・建機塗装ライン
・油圧歪取り装置 
・直線自動溶接装置 
・パレタイザー 

…etc. 

◆その他
・F15探傷設備 
・石室解体クレーン 
・バイオマス原料 
　　　　　供給設備

…etc.
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