


会社概要・所在地・許可

会 社 概 要

■称号　　 株式会社　東新製作所
■創立 昭和26年5月31日
■資本金 2,800万円

■取引銀行 百十四銀行新居浜支店
伊予銀行新居浜支店
三井住友銀行新居浜支店

■役員 代表取締役社長 森　清幸
取締役 浮田　実
取締役 高瀬　亮
取締役(非常勤) 黒澤 健治

■従業員数　 社員64名、常用会社20名、合計84名

所 在 地

■本社・工場 〒792-0893　愛媛県新居浜市多喜浜六丁目3番13号
TEL(0897)46-1177(代)
FAX(0897)46-3775(工務、営業、品質)
FAX(0897)46-2322(業務、経理)
honsya@toshin-seisakusyo.co.jp

■新居浜事務所 愛媛県新居浜市惣開町5番1号
  (住友化学株式会社愛媛工場内)
TEL(0897)35-1561
FAX(0897)33-9706

■菊本事務所 愛媛県新居浜市菊本町2丁目10番2号
  (住友化学株式会社愛媛工場内)
TEL(0897)33-3979
FAX(0897)32-5780

■事業概要 1、化学プラントのメンテナンス、補修工事
2、鉄工製缶、配管工事 
3、機器製作、据付工事 

■主要取引先 住友化学株式会社
住友ケミカルエンジニアリング株式会社
新興プランテック株式会社

許可・登録
■許   可 一般建設業許可(機械器具設置工事業・管工事業・鋼構造物工事業)

許可番号:愛媛県知事許可(搬-26)第2695号



沿　革

昭和15年04月 新居浜市角野町に㈱近藤工作所を設立し、旋盤・仕上による鉄工業を
開始。

昭和26年05月 製缶部門の繁忙と機器大型化に伴い、㈱近藤工作所より同部門を分離
し、資本金400万円にて、㈱東新製作所を新居浜市磯浦町に設立。

昭和51年07月 本社を新居浜市阿島604番地に新築移転すると共に＜共立工業株式会社
＞＜株式会社東新技研＞の二社を吸収合併、資本金を2,800万円に増資
し、経営の合理化を図る。

平成06年05月 本社を多喜浜字多浜155番地5(新居浜工業団地)に新築移転。

平成23年10月 旧株主から新興プランテック株式会社に弊社株式の百パーセントが譲
渡され、新興プランテックグループ企業となる。

組　織　図

社 長

取締役会

住化事業部 新居浜事務所

菊本事務所

製 造

資 材

総 務

経 理

工 務 部

安全衛生管理室

品質管理室

業 務 部

株主総会



施　工　実　績

≪工 事 実 績≫

客　　先 主な工事実績

住友化学㈱様 愛媛工場　機械補修工事(日常メンテナンス・定修工事)
愛媛工場　起業工事(新設・増強・合理化・老朽化等)
菊本工場　起業工事(新設・増強・合理化・老朽化等)

住友ケミカルエンジニアリング㈱様 NMMTプラント建設工事(住友化学㈱様向)
KUT樹脂配管工事(住友化学㈱様向)
青酸タンク廻り高圧ガス認定配管工事(住友化学㈱様向)
イソブチ配管更新工事(住友化学㈱様向)
1MN高圧ガス認定配管工事(住友化学㈱様向)

新興プランテック㈱様 太陽石油定修工事(太陽石油㈱様向)
日本ゼオン定修配管工事(日本ゼオン㈱様向)
TK-701副生重油タンク配管工事(住友化学㈱様向)
シリカ製造設備建設工事(DSL.ジャパン㈱様向)

住共エンジニアリング㈱様 1号1-2海水ストレーナ出口配管補修工事
西火力2号機GSRドレン配管洩れ補修工事

ダイオーエンジニアリング㈱様 19Bﾎﾞｲﾗｰ定期検査作業
23B高ECOﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ復旧工事
N2　Bﾀｰﾎﾞﾌﾞﾛﾜ本体整備工事

ヤスハラケミカル㈱様 TK-020,021 窒素配管設置工事
排水処理設備床板更新工事 
NYS-6架構 6階床設置工事

三井造船㈱様 廃熱ﾎﾞｲﾗｰ更新工事 現地機械工事

帝人㈱様 4ＲＳ撤去据付工事

≪機器納入実績≫

納入先 主な機器納入実績

住友化学㈱様 ドレンタンク(SUS304)・ドレンセパレーター(SUS304)
撹拌槽(SUS316L)・貝殻セパレーター(SS400)
サイクロン(SB410＋SUS304)・純水タンク(SUS304)

住友重機械工業㈱様 天井クレーン用伸縮吊りビーム

新興プランテック㈱様 トレーニングセンター用タワー

ヤスハラケミカル㈱様 撹拌槽(ジャケットタイプ)
トルエンタンク(SS400,消防法)

日本自動袋詰機工業㈱様 充填用空気ホルダー(SUS304)



分類 免許資格項目 取得者数

管工事施工管理技士 １級 2名
土木施工管理技士 １級 1名
一級機械保全技能士（機械系保全作業） 3名
二級機械保全技能士（機械系保全作業） 24名
三級機械保全技能士（機械系保全作業） 4名
一級機械保全技能士（設備診断作業） 1名
二級機械保全技能士（設備診断作業） 2名
一級配管技能士（プラント配管作業） 2名
二級配管技能士（プラント配管作業） 6名
三級仕上げ技能士（機械組立仕上げ作業） 2名
ＰＴレベル１（浸透探傷試験） 5名
ＰＴレベル２（浸透探傷試験） 2名
ＰＤレベル１（溶剤除去性浸透探傷） 1名
ＲＴレベル１（放射線透過試験） 1名 分類 免許資格項目 取得者数

ＵＭレベル１（超音波厚さ測定） 1名 講　　習 酸欠・硫化水素危険作業主任者 53名
溶接管理技 ＷＥＳ1級（溶接管理技術者） 1名 特定化学物質等 作業主任者 9名

ＷＥＳ2級（溶接管理技術者） 12名 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 22名
ボイラー整備士 5名 有機溶剤作業主任者 32名
クレーン運転士 3名 足場の組立て等  作業主任者 32名
ボイラー技士1級 1名 石綿作業主任者 2名
危険物取扱者（乙種２類） 1名 プレス機械の作業主任者 2名
危険物取扱者（乙種３類） 1名 玉掛技能者 57名
危険物取扱者（乙種４類） 11名 小型移動式  クレーン運転 5名
危険物取扱者（乙種６類） 1名 ガス溶接 35名
危険物取扱者　（丙種） 2名 床上操作式  クレーン運転 44名
第一種衛生管理者 8名 フォークリフト運転 8名
移動式クレーン運転士 2名 職長教育（製造） 35名
第一種電気工事士 1名 職長・安全衛生責任者教育（建設） 39名
第二種電気工事士 2名 車両系建設機械運転 1名

溶接免許 特別ボイラー溶接士 3名 ボイラー取扱者 2名
普通ボイラー溶接士 4名 普通一圧取扱 1名
JIS Z 3821　手溶接技能取得者 13名 第一種消防設備点検資格者 1名
JIS Z 3841　ｽﾃﾝﾚｽ鋼溶接技能取得者 20名 酸素欠乏危険場所の作業に係る業務 24名
JIS Z 3861　半自動溶接技能取得者 7名 アーク溶接等の業務 31名
JPI 7S 3 1　石油学会溶接技能取得者 2名 研削砥石取替え等の業務 45名

クレーン運転の業務 21名
揚貨装置運転の業務 1名
高所作業車運転の業務 9名
フォークリフト運転業務 1名
動力プレス金型等取扱業務 28名
作業長業務 9名
危険予知訓練 　リーダー研修 8名
酸素欠乏危険作業等特別教育インストラクター 1名
防火管理に関する講習 1名
安全管理者選任時研修 2名

特別教育

その他研
修会

保有免許資格者・教育状況

建設業資格

技能検定

NDI免許



機械設備

主要設備 仕様 数量

≪鉄工機械≫

 油圧プレス  300t 1
 その他 2

 ベンディングマシーン  1,100㎜×φ70　 1
 1,700㎜×φ180 1

 コンプレッサー  日立（PB-D7.5H6）、他 4
 パイプベンダー 4
 ターニングロール  1,000㎏～2,000㎏ 4
 ポジショナー  250～450㎏ 5

≪工作機械≫

 フライス盤 1
 ボール盤 7
 シャーリングマシーン  3,050㎜×12㎜ 1

 1,700㎜×φ180　12㎜ 1
 鋸 盤 6
 プラズマ切断機 3
 パイプ開先加工機  φ140～300 1
 パイプネジ切機 1

≪溶接機械≫

 ＴＩＧ溶接機  200～300 26
 交流溶接機  内装型 22
 炭酸ガス溶接機  350～500 7
 自動溶接機  パイプエース 2

≪運搬機械≫

 天井クレーン  10t 1
 5t 2
 2.8t 8

本社配置図　　（9,751㎡）

配管棟（1,521㎡）

製缶棟（2,335㎡）

休憩室

倉庫（750㎡）

倉

庫

事務所

立体駐車場

115ｍ

110ｍ



〒792-0893
愛媛県新居浜市多喜浜六丁目3番13号
TEL(0897)46-1177(代)
FAX(0897)46-3775(工務、営業、品質)
FAX(0897)46-2322(業務、経理)
URL:honsya@toshin-seisakusyo.co.jp
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株式会社 東 新 製 作 所


