
 

 

夢をカタチに 
生命を吹き込むスペシャル・パートナー 
A special partner to breath life into dreams and give them shape 
 

成形用金型を適正温度に保ち、品質の向上、成
形サイクルの向上に寄与する金型温度調節機。
近年の超精密、高品質を要求される時代において、
ますますその重要性は高まっています。 
サーモテックは、量から質へ、さらに環境へと
シフトするプラスチック成形品に対する様々な
ニーズに応え、「夢をカタチに、生命を吹き込
むスペシャリスト」として、構造変化する経済
社会のなかで自らの知識とノウハウを結集し、
常に前進を目指し明日を拓く技術者集団として
邁進していきます。 

We offer mold temperature controllers that 
maintain the molds at the most optimum 
temperature to ensure quality and shorten 
molding cycle times. 
To live with the demand for highest preci-
sion molding and quality,the more precise 
temperature control is highly demanded in 
any plastics molding industry. 
THERMOTEQ is responding to diverse 
needs in plastics molding industry,in which 
trends are shifting from quantity to quality 
and more to environmental friendliness. 
As specialists capable of breathing life into 
dreams and giving them shape,we are bring-
ing together all our knowledge and know-
how,striving as engineers to build  a new 
future for our ever-changing economy.

日本の近代化とともに近年のプラスチック成形

技術の進展にはめざましいものがあり、精密機

器や高機能樹脂の開発によって、品質、機能性

への要求も急速に高度化しています。私たちサ

ーモテックは、設立以来蓄積してまいりました

熱管理技術と貴重な経験から、数多くの製品を

開発し、お客様から好評を得て年々業容を拡大

することが出来ました。更に、これらのノウハ

ウを活用し、高度に細分化されたニッチな分野

で高い技術力と競争力を有する「電気、計装、

通信に至る温度管理機器の総合エンジニアリン

グ会社」を目指してまいる所存です。 

今後ともご指導、ご鞭撻を賜ります様よろしく

お願い申し上げます。 

As the modernization of Japan progresses, 

we have seen remarkable advances in plas-

tic molding technology in recent years, and 

the development of precision equipment 

and highly functional plastics has brought 

about a rapid increase in the demand for 

higher levels of quality and functionality. 

Since our company was founded, we at 

THERMOTEQ have put our extensive tem-

perature control technology and abundant 

experience to work in the development of a 

wide range of products, which have been 

well received by our customers and have 

led to an expansion of our business. It is 

our goal to put this know-how into practice 

and become a general engineering compa-

ny for electrical, metering and communica-

tion devices used in temperature control, 

using our technology and corporate 

strength to compete aggressively in this 

highly specialized field.  

We appreciate your  continuos   guidance and 

encouragement.

代表取締役社長　中村博史 

President   H.NAKAMURA
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●（株）カワタ●（株）レイケン 

プラスチック成形用金型温度調節装置 

印刷機用多軸型温度調節機 

マグネシウム射出成形機用金型温度調節機 

ダイキャスト用温度調節機 

電子機器用温度調節機 

太陽光発電セル製造ライン用急加熱急冷却シ

ステム 

リチュームイオン電池キャパシタンス製造用ロ

ール温調装置 

（株）カワタと（株）レイケンの共同出資にて（株）サーモテックを設立。［資本金2,000万円］ 
本社を大阪市西区、工場を三田市福島に開設し金型冷却装置の製造を開始する。 
設計・製造部門を増強し、金型温調機（TWシリーズ）と金型冷温調機（KCWシリーズ）の 
本格的開発、設計および製造を開始する。 
KT型マイコン搭載金型温調機（TW-LD、MD）の開発に成功し、 
シリーズ拡大と同時に金型冷温調機（KCWシリーズ）への搭載により、新鋭化を行う。 
Disk用途の需要増により、Disk専用高性能機（TWDSシリーズ）を標準化し量産を行う。 
第三者割当増資を実施。［資本金3,340万円］ 
［持株比率：（株）カワタ 51.6％（株）レイケン33.3％その他15％］ 
高機能型ニーズに伴い次世代型マイコンMTCシリーズを開発し、金型温調機および 
金型冷却温調機に搭載し、汎用範囲を拡大。 
業容拡大に伴い生産能力増強のため、大阪市西成区に本社および工場を全面移転する。 
ISO 9001 認証取得 
金型冷却機の冷媒をオゾン層破壊係数“0”の新冷媒（Ｒ407Ｃ）に変更。 
金型温度調節機において通信機能（SPI・MODBUS）を確立。 
成形製品の転写性・表面性状を大幅に改善する金型急加熱急冷却システム（ＴＥＳ）を完成。 
工場全体の冷却水供給システム・ダイナエコウォーターシステムを完成。 
ノンケミカルで水質管理・温度管理が可能に。 
大型チラーの短納期対応を可能にしたＫＣＷⅢシリーズを完成。 
電気式水処理機 ダイナクリーンＤを標準装備したＫＣＷⅢシリーズを完成。 
太陽光発電セル製造ライン用に急加熱急冷却システム（TESシリーズ）を販売開始。 
水用金型温調機180℃仕様を販売開始。 
リチュームイオン電池キャパシタンス製造用ロール温調装置を販売開始。 
内部統制システム推進による経営体質の強化。 
蒸気仕様の急加熱急冷却システム（TESシリーズ）を販売開始。 
業容拡大に伴い生産能力増強のため、本社工場を全面移転した。 
敷地面積 4,628ｍ2　　床面積 5,429ｍ2 

（株）カワタ・（株）レイケン・（株）サーモテックの共同出資でレイケンタイランドを設立。 
省エネ機として水冷インバーターチラーの販売開始。 
省エネ機としてクーリングアシスト機能付チラーの販売開始。 
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THERMOTEQ is established through joint investment by 
Kawata and Reiken Inc.(Paid in capital: 
¥20,000,000.) 
Head office was set up at Osaka and main factory 
was made at Sanda City,Hyogo prefecture,where 
manufacturing of mold temperature controller was 
started up. 
Increase paid in capital for¥33,400,000. 
(Kawata:51.6%, Reiken:33.3%, others:15%) 
In order to increase production capacity,head office 
and work shop have been moved to Osaka. 
ISO 9001 certification obtained. 
All refrigerant for Mold Chiller is changed to New Re-
frigerant (R407C) which has No destructive factor 
for Ozone layer. 
Communication function(SPI.MODBUS)at Mold tem-
perature controller is set up. 
Rapid Heat up/Rapid Cool down System(TES)for mold 
is completed, by which transferability/surface quality 
of molded products can be significantly improved. 
Cooling water supply system for total workshop 
called DynaEco Water system is completed, by that 
water quality control as well as water temperature 
control can be achieved. 
Large capacity Chiller Series KCW Ⅲ is completed to 
cope with far shorter delivery lead time.  
New KCW Ⅲ series integrated with Dynakleen D(Elec-
trolysis water treatment) as standard is completed.  
Rapid heating/cooling system (TES series) for solar 
cell production line released. 
Water temperature controller for molds with 180℃ 
specification released. 
Roll temperature controller for lithium-ion cell capaci-
tance production released. 
Internal control system put in place to improve man-
agement practices. 
Steam-based rapid heating/cooling system (TES ser-
ies) released. 
Main factory moved to enable increased production 
capacity for expanded operations. 
Site area: 4,628 m2  Floor area: 5,429 m2 

Reiken (Thailand) Co., Ltd. is established through the 
joint investment of Kawata Mfg. Co., Ltd., Reiken Inc., 
and Thermoteq Mfg. Co., Ltd. 
Water-cooled inverter chiller is released as energy-
saving equipment. 
Chiller with cooling-assist function is released as en-
ergy-saving equipment.

1990 
 
 
 
 
 
 
1999 
 
2000 
 
2001 
2001 
 
 
2001 
 
2002 
 
 
2005 
 
 
 
2006 
 
2006 
 
2008 
 
2010 
 
 
 
 
 
2011 
 
2012 
 
 
2013 
 
 
2013 
 
2015

January  
 
 
 
 
 
 
April  
 
July  
 
A p r i l   
June 
 
 
October 
 
May 
 
 
March 
 
 
 
April  
 
October 
 
December 
 
March  
 
 
 
 
 
September 
 
May 
 
 
July  
 
 
August 
 
October

Corporate history

 :THERMOTEQ MFG.CO.,LTD. 
:January 31st,1990 
:¥33,400,000.- 
:Representative &  
Managing Director 

Hiroshi Nakamura
 

Executive Director Yoshihiko Sukeda 
Director Masahiro Takatsuka 
Director Hidenori Morihata 
Director Masaki Hashimoto 
Auditor Toyoharu Jo 
Manufacturing of:- 
Mold temperature controller for plastics molding 
Multi-circuit temperature controller for printing machines 
Mold temperature controller for Magnesium molding 
Temperature controller for Die cast 
Temperature controller for electronics equipment&devices 
Rapid heating/cooling system for solar cell production line 
Roll temperature controller for lithium-ion cell capacitance 
 

Corporate name 
Start up date 
Paid in capital 
Board members 
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先進技術と 
トータルシステムで貢献 
Contributing through cutting-edge technology and 
total integrated systems

Control technology and systems developed   
with emphasis on environment. 
 

環境第一に 
温度管理技術とシステムを開発する 

多様化・高度化するニーズに対応し、射出成形機周辺機器、

繊維・フィルム・ボトル用大型乾燥機、粉粒体配合プラン

ト機器を３つの柱に、柔軟な発想でシステムエンジニアリ

ングをトータル的にカバーする一貫したサポート体制を確

立し、「人に優しいシステム創り」を追求しています。 

 

In order to respond to even more diverse, higher-level 

needs, we have built an integrated support system that 

flexibly covers all aspects of system engineering in 

three areas of peripheral equipment: injection molding 

machines, large dryers for fiber, film and bottles, and 

powder mixing plant equipment. Using these resources, 

we are building reliable systems that are user friendly. 

 

As diverse needs are shifting from quantity to quality 

and toward protection of the environment, demand is 

increasing for greater quality and functionality in plastic 

molded products. With the development of high-

precision molding technology and highly functional plas-

tics, we are developing systems that satisfy new trends 

and are friendly to the environment, based on the knowl-

edge and experience we've built up over the years.

近年の精密成形技術や高機能性樹脂の開発にともなうプ

ラスチック成形品に対する品質や機能性への要求が高度

化するなか、量から質、そして環境へとシフトする多様

なニーズに応えるため、蓄積してきた熱管理技術の知識

と経験をベースに、新たなトレンド、自然に環境に優し

いシステムの開発を進めています。 

●コンパクト設計でハイコスト・パフォーマンスを実現した 
　ネットワーク対応の直接冷却式金型温度調節機 

高性能・高精度・高安全性をここまで凝縮 
Quest for Higher Performance! Save cost,space and energy.  
Improve the molding productivity.

最新の小型・大型標準機 
Newest small-size and larger standard chiller

●超耐熱シールレスポンプ搭載で省エネに貢献する 
　アラーム付専用コントローラー装備の高安全設計温調機 

●特殊ポンプ採用で高圧力・大流量を実現 
　高精度・高機能を誇る直接冷却方式の温調機 

●大流量・短時間昇温でロールやジャケットなどの 
　特殊成形品の温度コントロールに最適の温調機 

●大型コンデンサー採用で猛夏でも楽々運転を実現する 
　クーリングタワー不要の屋内設置型空冷式チラー 

空冷式チラー KCAシリーズ KCL-4018HH

●環境に優しい工場循環水と水温管理で 
　ハイサイクル、高品質安定成形を実現した冷温調機 

環境保護対応冷媒仕様温度調節機 KCWシリーズ 

ディスク専用金型温度調節機 TWSDA.TWDSシリーズ 
MOLD TEMPERATURE CONTROLLER TWSD.TWDS series

Temperature chilling-heating unit KCW series

Air cooled Chiller KCA series KCL-4018H

特殊温度調節機 KCTシリーズ 
SPECIAL PURPOSE TEMPERATURE CONTROLLER KCT series

高温用油加熱式金型温度調節機　 KCOシリーズ 
 FULL AUTOMATIC OIL TYPE MOLD TEMPERATURE CONTROLLER KCO series

TW  Series MOLD TEMPERATURE CONTROLLER TW Series

マイコン搭載金型温度調節機 TWシリーズ 
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Networkable direct-cooling mold temperature controllers realize 
high cost performance in a compact design.

Chilling-Heating unit realizes fast cycle times and consistent 
quality in molding, using plant circulating water and water 
temperature control for greater environment friendliness.

Direct-cooling temperature controllers offer high precision 
and safety while achieving high pressure and large volume 
through the use of special pumps.

Dedicated alarm-equipped temperature controllers with 
very safe designs contribute to energy conservation 
through the use of seal-less pumps that are highly heat 
resistant.

Air-cooled chiller for indoor installation uses a large 
condenser for easy operation even on the hottest days of 
summer and requires no cooling tower.

Temperature controller ideally suited to temperature 
control of special molded products, such as rolls and 
jackets, offers large volume and fast heat-up times. 
 

 

 



 

■株式会社サーモテック大阪新工場　施設概要及び作業工程紹介 THERMOTEQ Head Office Plant:  
Outline of the facilities and introduction of operation processes 

■機器簡易選定表 ■サーモテックのプラスチック成形工場温度管理システム THERMOTEQ Thermal Control Systems 

●自動倉庫全景 ●自動倉庫オペレーティング 

●出荷チェック ●技術ミーティング（小会議室） ●職場ミーティング（大会議室） ●食堂 

●技術書類作成 

Equipment selection table
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●工場 

03～60　HpKCWⅢ-fz 
KCWⅢ-fz 
KCWⅢ-fz(2P) 
KCWⅢ-εz(2) 
KCWⅢ-Hεz(2) 
TWF-LD 
TWK-MD 
TWF-HHDN 
KCOⅢ-L 
KCOⅢ-MN 
KCOⅡ-HN 
KCOⅢ-HH

（水） 
（水） 
（水） 
（水） 
（水） 
（水） 
（水） 
（水） 
（油） 
（油） 
（油） 
（油） 

40～60　Hp

10～30　Hp
10～20　Hp

冷却水＋10℃から 
冷却水＋10℃から 
冷却水＋10℃から 

 Max.160℃ 
   Max.199・200℃ 
         Max.250℃ 
       Max.300・320℃ 

03～30　Hp

媒体温度と 
型式 

Medium 
temperature  
VS  
Equipment

媒体温度℃ Medium temperature 10 18 20 305℃ 7 40 95 120 135 150 160 200 250 320

 
 

Max.95℃ 
Max.120℃ 

Max.180℃ 

●技術室 

●検査工程 




