


平成9年（1997年）会社設立以来、工場設備のメンテナンス業と設計製作取付からスタートしま
した。 現在は化学 ・ 医薬品 ・ 食品等のプラント ・ 設備における、 タンク等の製缶、 配管工事、
ポンプやコンベア、 攪拌槽等の回転機器 ・ 機械装置の製作 ・ 据付 ・ メンテナンスを行っており
ます。
特に鉄 ・ ステンレスなどの汎用金属をはじめ、 ハステロイ・モネル・ニッケル・チタン・アルミな
ど特殊金属の溶接や塩ビや PPなど樹脂の溶接 ・溶着を得意としております。
プラント ・設備を企画から設計 ・製作 ・施工 ・アフターメンテナンスまで一貫してトータルに支援
することができます。 協力会社と融合を計りながら、技術力を活かしより安全性と生産効率アップ
を目指して、 あらゆる分野のプラントへ貢献できるよう日々邁進しています。

平成 9年（1997年）会社設立以来、工場設備のメンテナンス業と設計製作取付からスタートしま
した。 現在は化学 ・ 医薬品 ・ 食品等のプラント ・ 設備における、 タンク等の製缶、 配管工事、
ポンプやコンベア、 攪拌槽等の回転機器 ・ 機械装置の製作 ・ 据付 ・ メンテナンスを行っており
ます。
特に鉄 ・ ステンレスなどの汎用金属をはじめ、 ハステロイ・モネル・ニッケル・チタン・アルミな
ど特殊金属の溶接や塩ビや PPなど樹脂の溶接 ・溶着を得意としております。
プラント ・設備を企画から設計 ・製作 ・施工 ・アフターメンテナンスまで一貫してトータルに支援
することができます。 協力会社と融合を計りながら、技術力を活かしより安全性と生産効率アップ
を目指して、 あらゆる分野のプラントへ貢献できるよう日々邁進しています。
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辻　優
つじ まさる

大宅 正明里村 昌平 有川 あゆみ市原 正章
いちはら　まさあき

脇谷 肇
わきや  はじめ

設備

ホアン ヴァン ロイ 北地 崇
きたぢ たかし

吉岡 真一

「モノづくりの様々な支援を通じて、

     一、お客様とより良きパートナーシップを
　　　築き、共に成長する。

　 一、夢がかなう安全、快適な職場づくりを
　　　目指します。」

経営理念

配管と製缶のお見積りを担
当。新入社員に見積りや溶接
・加工等知識を教えます。

配管工事やお見積りに迅速
に応え、パイプのTIG溶接の
に磨きをかけます。

各お客様の求める品質をし
っかり聞くなどして、要望に
応えます。

ややこしい大きな回転機器、
機械装置のオーバーホール
も積極的に機能再生します！

お客様にとことん寄り添い、設備
の課題、お困りごとを一つひと
つ、解決して参ります。

商品を開発し、お客様の設
備工事に取り入れてもらえ
る事も大切にしています。  
    

お客様の求める機能再生技
術の向上を目標としていま
す。

裏波溶接や歪み取りも得意
としています。

お客様のプラントのお困り
ごとをしっかり聞き、図面化
し、解決へと導きます。

お客様への丁寧な対応、
特に電話では、お顔が見え
ないので注意しています。

製缶

設計

事務配管機械

さかいIPC PRESS 日刊工業新聞

■代表取締役

平野  祥之   
ひらの よしゆき

 

さとむら　まさたか よしおかしんいち

村上  和之

設備のＰＦＤ・Ｐ＆ＩＤ図
面化、自動化、ＩｏＴ化、
ＡＩ化を支援いたします。

むらかみかずゆき

おおたくまさあき ありかわ

松山  文隆   

現場での円滑な作業と安全を
第一に日々技術向上を目指し
ます。

まつやまふみたか
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堺環境チャレンジ企業・エコアクション21　認定

認証番号

商品特許

社内の取り組み

『一発！早出しクン』特許取得
特許第5638156号

『一発！早出しクン』商標登録証
登録第5893140号

『貯液槽およびそのライニング方法』
特許取得　特許第5616512号

『経営革新に関する計画』
大阪府指令経支第1109-111号

ケイ・エイチKY五訓プラスワン
　（毎朝朝礼にて唱和）

安全会議（毎月開催） 読書会「理念と経営」
の勉強会（毎月開催）

勤続賞（勤続 5年・10年）

３Ｓ活動① ３Ｓ活動② 社内技術講習

お客様への溶接講習① お客様への溶接講習② 20周年記念事業②

ＫＨ社内溶接コンクール

20周年記念事業①
　　（ビンゴ大会）

9

奨励

5

平成20年3月開催｢第44回堺市溶接コンクール｣
半自動炭酸ガスアーク溶接の部（一部）
「努力賞」受賞
受賞者:脇谷 肇

平成28年3月開催「第52回堺市溶接技術コンクール」
アーク溶接の部
「銀賞」受賞
受賞者：脇谷 肇

海外

機械保全技能士   　級

■大阪ものづくり優良企業賞 ■堺技衆 ■新商品の生産による新事業分野開拓事業者認定

認証No.0055

受賞歴
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設　計

溶接・製缶・機械装置・組立

・フローシート
・据付図面
・配管アイソメ
・CAD
・製缶、機械図面

機械加工

人材支援

配管工事
・鉄　・SUS304～316L

ﾟﾌﾝﾟﾎ・ ーリタニサ・
・スケジュール管等
・塩ビ、PP、FRP等
・テフロンライニング配管
・保温、保冷工事

・タンク
・撹拌槽
・サイクロン
・電気分解槽
・２段ダンパー

・コンベア
（スクリュー、チェン、ベルト）

・コンデンサー
・熱交換器
・原料投入装置

土木・建設工事

メーカー
・ポンプ　・ブロワー
・グラスライニング撹拌槽
・計測機器・集塵機
・ギャングソー

ブロワ

ポンプ

ギャン
グソー

・設計
・タンクヤード
・スレート
・アスファルト
・アルミサッシ
・エレベータ
・ピット
・溝
・床塗装

電気工事

重機・重量物
・ユニック
・レッカー、ラフター
・フォークリフト
・カニクレーン

塗装工事

保温保冷工事

・耐薬品
・Vフロン
・フタル酸
・エポキシ樹脂

ケイ・エイチ工業株式会社

ユニット会社

・制御盤
・シーケンス
・配線工事
・配管工事
・計装工事

・工務、保全、営繕業務
・CAD設計業務
・その他軽作業　等々

設備支援

・24時間緊急時対応
　修理
・ちょこっとメンテ
・定期メンテナンス
・設備更新、移設工事
・耐磨耗処理
・研究開発支援

購買支援

定期メンテナンス・ちょこっとメンテ・点検保守

機械機器撤去・据付

・機器の設計、選定から
　納品まで
・ｽﾃﾝﾚｽ容器
・ポンプ・ブロワー
・集塵機
・テフロンライニング配管材
・圧力計
・フレキ（SUS、樹脂等）
・スケール除去システム

コンパクト集塵機 テフロンライニング配管材

水質改善装置
アキュサイトクリーナー

イカリマーク圧力計

化学・医薬品・食品プラント・等々

設備・機器の設計、製作、撤去・移設

プラントメンテナンス
現場確認､打合わせから工事完了まですべて自社で行います。

（お客様ごとの専属担当制）

・旋盤
・フライス盤
・ボール盤
・コンタマシン
・キーシーター
・メタルソー

機械加工
・大型旋盤
・ＭＣ
・大型フライス盤

メンテナンス
・スクリュー修理
・バルブ等修理
・ポンプ・ミキサー
　等修理
・コンベア修理
・ベアリング交換
・撹拌槽修理

お悩み
解決！

私たちは
工場・プラント
の相談窓口
です。
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コンパクトエンジニアリング

Case

01 撹拌槽据付配管工事

Case

02 第1種圧力容器など
据付配管工事

- 攪拌槽 -- 小型攪拌槽 -

拡大図 【モデル釜】
　

お客様の
 お悩み

解決策

●　研究開発用の超小型の撹拌槽をイメージ通りに作ってくれるようなエンジニア会社がなくて
　　困っていました。

●　お客様が見えていないような技術的な課題と設計上の課題も一緒に考え、克服し、作りあげ
　　ます。

お客様の
 お悩み

解決策

●　3000万円しか予算がないのにいつもお願いしているエンジンニア会社に相談したら、5500万円
　　かかると言われて困っていました。

●　仕様を満たしながらも安くできる設計、機器の選定をすることで追加予算をとっていただき
　　3500万円でプラントを作ることができました。

※イメージ写真

Case

03 商品充填装置据付
配管工事

Case

04 薬品供給設備据付
配管工事

●　食品プラント　●　本社工場　●　新商品充填装置一式工事

￥15,800,000-

お客様の
 お悩み

施工実績

О製油

●　下水処理場　●　泉北下水処理場　●　次亜鉛素酸供給設備据付配管一式工事

￥10,470,000-
施工実績

堺市上下
水道局
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予算にも！環境にも優しい！！機能再生

機能再生しませんか？

こんな困ったことはないですか？
・メーカーが潰れてしまって…。
　　直すことが出来ない！
　　取り寄せることも出来ない！
・買い換えるにも予算の問題が！

①

② ③ ④

⑤

壊れた部品だけ
取替え出来ればな?!

機械の

お任せ下さい!!

復活!!

設計

溶接 設置

メーカー廃盤で部品も

無いし、保証も切れてるしな?!

お任せ下さい！

施 工 実 績

分解!!

コストダウンをお考えの方へ！

37%37%
のコストダウンを

　　　実現!!

腐食対策のご案内腐食対策のご案内

お任せ下さい!!

設備のイニシャルコスト
を下げたい！

腐食による設備の
劣化を防ぎたい！

既存のチタン製タンクを
更新したいけど、見積金額
が高くて更新できない！

お任せ下さい!!
大阪府立大学と共同研究開発

チタンライニング工法！
特許
取得

あなたのお悩み…。

・無垢のチタン製タンクよりも３７％も
　安く作ることができる。

【ライニング可能な金属】
・チタン・ハステロイ・モネル・ステンレス
・鉄など

５０年以上の現場
メンテナンス経験
者による実績
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研究開発 パイロットプラント
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予算にも！環境にも優しい！！機能再生

裏波溶接

洗浄装置

攪拌槽

■ 完成_設計図 ■

■ 完成_設計図 ■

【モデル釡】
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設備支援

CAD

手描き略図_台車

手描き略図_ウォーターロック下部
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テフロンライニング配管材の腐食

分解をして修理
クリーンセンター南工場
集じん灰処理装置改修工事・取替工事／搬出コンベアー製作据付

クリーンセンター南工場　ポンプ設備外補修工事

クリーンセンター南工場　排水処理原水ポンプ補修工事汚泥引抜ポンプ補修工事

ブロワーオーバーホール修理
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汎用施盤加工
ボール盤加工
曲げ加工
NC加工
プレス盤加工

「フライス盤加工」
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ノギス型自動縮尺デジタルスケール　　　　　　

『一発！早出しクン』メディア紹介

■産業情報化新聞社

■日刊工業新聞

■　販売中！　■

研修支援

出前講習

「出前講習」は、溶接など種々の情報や技術などについて、ご依頼先の要望に沿った内容で、
 ご依頼先に出向いて講習を行うものです。

＜溶接講習＞

＜図面講習＞ ＜カップリング講習＞
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《納入実績》

株式会社アイ・エー・エッチ
朝日ウッドテック株式会社
旭化成ファインケム株式会社
荒川化学工業株式会社
株式会社アルバック
上野製薬株式会社 伊丹工場
エスフーズ株式会社
株式会社大阪ソーダ
大阪富士工業株式会社
大阪ガスリキッド株式会社
岡村製油株式会社
オガワ産業株式会社
オリエント化学工業株式会社
株式会社ガスアンドパワー
株式会社金澤鍍金工業所
関西クリアセンター
カンケンテクノ株式会社
株式会社カンキョウ
有限会社関西貿易
菊水テープ株式会社
キューピー株式会社
京和ブロンズ株式会社
極東開発工業株式会社
有限会社共新技工
株式会社クリーンステージ
ケイミュー株式会社
コトブキ薬粧株式会社
株式会社三洋化学研究所
株式会社サンライズ　堺工場
サンライズMSI株式会社
シャープ化学工業株式会社
昭南機工株式会社　泉州工場

日清オイリオグループ株式会社
ニッタ株式会社
新田ゼラチン株式会社
ネスレ日本株式会社
株式会社バーテック
富士タルク工業株式会社
富士チタン工業株式会社
藤本化学製品株式会社
扶桑化学工業株式会社
株式会社プラネット
HOYA CANDEO OPTRONICS株式会社
ホクシン株式会社
株式会社マルマサフード
山文油化株式会社　吹田工場
合同会社ユー・エス・ジェイ
吉村油化学株式会社
堺市上下水道事業管理者
堺市クリーンセンター
【南工場・東第一工場
　・東第二工場
　・南部処理場
　・浄化ステーション】
泉北環境整備施設組合
堺市三宝下水処理場
堺市石津下水処理場
堺市泉北下水処理場

昭和化学工業株式会社
住化カラー株式会社
住友化学株式会社
進興電気工業株式会社
新興化学工業株式会社
株式会社品川工業所
積水化成品工業株式会社
株式会社積水化成品九州　豊前工場
株式会社センエイ
株式会社センシュー
泉陽光学株式会社
株式会社タイカ
大醤株式会社
ダイトーケミックス株式会社
株式会社ダイカン
株式会社ダイサン
株式会社高丸食品
田中手帳株式会社
株式会社DABOジャパン
玉川エンジニアリング株式会社
テイカ株式会社
株式会社テシマ化研
株式会社DINS堺
DKSHジャパン株式会社
東洋ハイテック株式会社
株式会社十川ゴム
辻寛敷物株式会社
株式会社鉛市
日和合精株式会社
日澱化學株式会社
日昇実業株式会社
株式会社日新化学研究所

『ケイ・エイチ工業㈱』メディア紹介

『堺市溶接技術コンクール』
アーク溶接の部で
金賞受賞!!



平成 9年 1月14日　会社創業・設立

　　　　　　　　　[業目：工場設備のメンテナンス業と設計製作取付]

平成10年 9月11日　大阪府知事許可（般-15）第109463号

　　　　　　　　　機械器具設置工事業 取得

平成15年10月　　　人材アウトソーシング業開始

平成16年 4月 2日　大阪府知事許可（般-16）第109463号

　　　　　　　　　管工事業 取得

平成16年10月 1日　厚生労働省許可

　　　　　　　　　有料職業紹介事業許可27-ユ-300084　取得

平成17年 5月 1日　厚生労働省許可

　　　　　　　　　一般労働者派遣事業許可 般27-300335　取得

平成18年 8月22日　本社工場移転

平成19年 4月20日　(株)ハンソン機建の代理店販売開始

平成19年 4月 1日　堺商工会議所「堺技衆」　認証　　　　　　　　

平成19年 6月 5日　KHスタッフステーション株式会社設立

　　　　　　　　　[人材部門別法人化]

平成19年11月24日　アキュサイトクリーナー代理店販売開始

平成21年 3月30日　フルオニックス代理店販売開始

平成25年 9月    　大阪府立大学と共同研究開始

平成26年 8月　　　KHスタッフステーション株式会社

　　　　　　　　　中百舌鳥へ移転

平成26年 9月19日　貯液槽およびそのランニング方法

                                        　特許取得

　　　　　　　　　特許第5616512号

平成26年10月31日　縮尺スケールに用いるカーソル

                                          特許取得

　　　　　　　　　特許第5638156号

平成28年 1月25日　大阪府知事『一発　早出しクン』　

　　　　　　　　　新商品の生産による新事業分野開拓

                                                                                               事業者　認定

平成28年11月 4日　『一発！早出しクン』　商標登録

　　　　　　　　　登録第5893140号

平成28年 6月　　　『一発！早出しクン』販売　開始

平成29年 2月 7日　大阪ものづくり優良企業賞2016　受賞

平成31年 2月22日　『Speed Scale』　商標登録

　　　　　　　　　登録第61232585号

【 沿 革 】
ケイ・エイチ工業株式会社

大阪府知事許可（般-20）第109463号　　機械器具設置工事業

大阪府知事許可（般-20）第109463号　　管工事業

堺市指定給水装置設置工事事業者　　第919号

人材アウトソーシング（派遣事業・紹介予定派遣事業・業務請負）

KHスタッフステーション株式会社

http://www.kh-ss.com/

本社　　　　　〒599-8246 大阪府堺市中区田園969番地1　TEL 072-234-0781　FAX 072-234-0751

弁天オフィス　〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天4丁目10−21

平成 9年 1月14日

1,505万円

代表取締役　平　野　祥　之

化学・医薬品・食品プラントにおける設備支援・人材支援・購買支援

紀陽銀行　　　　　 堺支店

京都銀行　　　　　 堺支店

第三銀行　　　　　 堺支店

大阪シティ信用金庫　初芝支店

近畿大阪銀行　　　 深井支店　　　　

南都銀行　　　　　 初芝支店

大阪商工会議所

堺商工会議所

名古屋商工会議所

堺溶接工業協会

堺経営者協会

一般社団法人日本ボイラー協会

公益社団法人日本プランントメンテナンス協会

盛和塾

大阪府中小企業家同友会

社 名
  　　 
  　　　
  　　 
   
   
   

所 在 地

 　    

創 業  

資 本 金   

代 表 者   

事 業 内 容   

取引金融機関

所 属 団 体 　　  　　　
  

42 43
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