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弊社は、大陽日酸グループの一員として会社設立以来、産業ガスの総合エンジニアリング会社

として機器や設備の設計から製作、施工、公的検査やサービス業務に至る幅広い価値を提供す

ることにより社会に貢献して参りました。

これからも 「信頼と実行」 をキーワードに 技術、保安とコストでお客様の満足をえるよう心

掛け、時代や環境の変化に即応した事業展開を全社員一丸となって邁進する所存です。

何卒、より一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

トップメッセージ

経営ビジョン

産業ガス向け総合エンジニアリングのプロ集団として 「信頼と実行」を旨とし、社会に貢献し

ます。

経営方針

• 技術と保安で顧客の信頼をえます。

• コストで顧客の信頼をえます。

• 仕事の確実さ、取組み姿勢の誠実さで顧客の信頼をえます。

行動規範

• 個人を尊重し合い、豊かな人生を目指そう。

• 自己研鑚につとめ、仕事を通じて人間的な成長を図ろう。

• 人間関係を大切にし、絶妙なチームワークを築こう。

• 風通しの良い、明るく活力のある職場を作ろう。

• 安全と健康はすべてに優先しよう。

統合マネジメント方針

• あらゆる工程のオーバースペックを排除し、市場コストに見合った品質、サービスの提供を

心掛け、あわせて顧客満足の向上を図ります。

• すべての災害は防ぐことができるを旗印に、５S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）を根本と

して、安全衛生活動を全社員ならびに協力会社と共に取り組みます。

• 省資源、省エネ、廃棄物の削減と生産性の向上および業務の効率化を両立させます。

• 教育・訓練を通じて各活動を活性化させ、阻害要因は速やかに改善を図ります。

代表取締役社長



代表取締役社長 並木 智雄

常務取締役 冨田 雅浩

常務取締役 荒木 克則

常務取締役 渡邉 浩明

取締役 尾崎 一行

取締役 坂根 誠

取締役 坂田 康通

取締役（非常勤） 相田 智之

監査役（非常勤） 竹内 聡一郎

執行役員 池田 昌義

執行役員 幕内 正光

執行役員 林 義明

執行役員 阿部 久志

執行役員 丹羽 隆治

会社データ、役員

役員

会社データ

商号
大陽日酸エンジニアリング株式会社（TNSE）

TAIYO NIPPON SANSO ENGINEERING CORPORATION 

本社
神奈川県川崎市幸区塚越四丁目３２０番地１

大陽日酸(株)川崎事業所ビル２Ｆ

設立 1994年4月1日

資本金 6000万円

年商 205億円（2022年3月期）

従業員 600名（2022年3月末現在）

株主 大陽日酸株式会社（100％）



事業内容、許認可等

1. 高圧ガス供給設備並びに関連ガス供給設備工事業務

2. 高圧ガス供給設備並びに関連ガス供給設備の運転、保守、検査、補修等の技術サービス業務

3. 高圧ガス製造設備並びに関連設備の運転、保守、検査、補修等の技術サービス業務

4. 空調設備工事、給排水設備工事、消防設備工事、電気計装工事並びに関連保守検査業務

5. 高圧ガス設備関連機器の製造、販売業務

6. 高圧ガス設備関連機器の運転、保守、補修等の技術サービス業務

7. 高圧ガス保安法に規定する指定保安検査機関に関する業務

8. 高圧ガス保安法に規定する指定完成検査機関に関する業務

9. 医療、食品関連、化学関連設備工事並びに機器の製作、販売業務

10. ステンレス構造架台の製作、販売業務

11. 上記の項目に関連する業務

• 建設業許可

管工事業 国土交通大臣許可 （特－２９）第１４３２１号

機械器具設置工事業 国土交通大臣許可 （般－２９）第１４３２１号

電気工事業 国土交通大臣許可 （般－２９）第１４３２１号

鋼構造物工事業 国土交通大臣許可 （般－ １）第１４３２１号

• 品質マネジメントシステムＩＳＯ ９００１認証

高圧ガス保安協会 ９９ＱＲ－１７３

• 労働安全衛生マネメントシステムISO 45001認証

高圧ガス保安協会 ２1ＨＲ－０24

• 環境マネジメントシステムＩＳＯ １４００１認証

高圧ガス保安協会 ０８EＲ－７０２

• 指定保安検査機関指定

経済産業省

• 指定完成検査機関指定

経済産業省

• 高圧ガス保安法 経済産業大臣 管類認定試験者

経済産業省 MAB-５０６-M 

• みなし通知電気工事業開始通知

経済産業省通知受理 経済産業大臣通第２０００２号

事業内容

許認可等



沿革



産業ガス事業

水素ステーション

～水素社会の実現に貢献～

二酸化炭素排出量を抑えられる水素ガスは、次世代のクリー

ンエネルギーとして期待されています。

その水素ガスを燃料として、空気中の酸素との電気化学反応

によって発生する電気を使って、モーターを駆動させる燃料

電池自動車へ水素を充填する、水素ステーションの建設を当

社で行っています。

設計圧力は90MPa超と高いですが、これまでの他設備と同様

の施工管理を行い、ご提供いたします。

凍結保存システムメンテナンス

液化窒素の冷熱を利用した技術のひとつとして、凍結保存シ

ステムがあります。医療・医薬・畜産・農業など、多岐にわ

たる分野の研究で利用されており、話題のiPS細胞研究にお

いても試料の保存に使用されています。

貴重な試料の保存には、凍結保存システムの温度管理や液化

窒素の安定供給が不可欠であり、当社では、蓄積された技術

により保守・整備を行い、安定したシステムの稼働をサポー

トしています。

産業ガス配管

当社は、鉄鋼・化学・自動車・医療等、幅広いお客様に向け

て、真空から超高圧、極低温から高温、少量から大量と、

様々なニーズに沿ったガスを供給できるよう、あらゆる角度

から配管施工法の検証を行っています。

高圧ガス保安法等、関連法規の要求事項を満たすことはもち

ろんのこと、昨今、特に強く求められている耐震性能におい

ても、お客様のご要望にお応えすべく、エンジニアリングノ

ウハウを総合的に発揮し、使用条件に合った最適な提案を行

います。

施工にあたっては、徹底した安全管理体制の下、効率化を心

がけ、納期短縮による低コスト化を目指しています。

管工事施工監理技士等の公的資格取得奨励のみならず、検査

員、工事責任者等の社内資格制度化により、工事の安全・品

質の維持・向上を図っています。

高純度配管

エレクトロニクス分野において、高純度ガスを安全に、安定

的に供給するためには、最適な材料選定、施工技術、品質管

理など、多岐に亘る工程において蓄積された技術とノウハウ

の結集が不可欠です。

半導体製造が国内で開始された当初より培ってきたクリーン

施工技術は、高純度配管施工における、当社の根幹技術の一

つであります。

大陽日酸グループとして独自の社内認定制度を有しており、

厳しい管理の下、安全かつ安定な高純度ガス供給システムを

提供してまいります。

＜大陽日酸グループ認定者数 ＞

溶接施工管理者

溶接作業者

溶接検査者

90名

289名

63名



電気計装(電気工事・制御盤製作)

当社は、大陽日酸グループの一員として、工業用ガス供給の

制御・監視・計測及び電気設備工事に取り組んでいます。

ガス供給設備の高精度化・高効率化・低予算化が進む中、制

御・監視・計測の各システムにおいても、高い信頼性と低コ

スト化が求められています。

お客様のニーズにお応えする独自システムと、施工技術の開

発に努め、未来の安定的ガス供給を通じて、社会に貢献して

まいります。

＜施工事例＞

・半導体製造工場のガス供給警報システムの設計・施工、

制御盤製作

・窒素製造装置の制御盤製作、制御用ソフト作成

・高圧ガス充填設備の制御盤製作、電気工事の設計・施工

・水素ステーション電気設備の制御盤製作、電気工事の

設計・施工

・その他ガス関連の制御・監視・計測システムの構築

シリンダーキャビネット

当社では大学・研究所から量産工場まで、高圧ガス保安法に

対応したシリンダーキャビネット（Cylinder cabinet）や特

殊材料ガスを大量に供給するバルクガス供給システム

（BSGS）を御提供しております。

標準品だけでなく、お客様の要望に応える最適なガス供給設

備を設計、製作いたします。

＜設計製作条件 一例＞

・ガス種、流量、圧力

・ハンドリング（手動型 or 自動型）

・容器形態（10L、47L、930L、1860Lなど）

・以上の設計条件は一例です。左：U-NACSⅡ series
右：C.C Campus series

高純度ガス精製装置

当社は長年にわたり、業界の第一線に精製装置を提供し続け

ております。

対象ガス種は窒素( N2 )、酸素( O2 ) 、水素( H2 ) 、アルゴ

ン(Ar) 、ヘリウム(He)およびアンモニア( NH3 )など多岐に

わたっており、その使用流量範囲においても研究開発用の小

型モデルから大規模工場を対象とした大型モデルまで対応可

能な技術力を有しております。

これまで培ってきたノウハウを駆使し、お客様の要望にお応

えする精製装置を設計、製作いたします。

皆様にご好評いただいておりましたPuremate1000シリーズ

をリニューアルし、2013年より新モデル ”Puremate1400シ

リーズ”の製作を開始しました。

Puremate1000の高性能、高機能はそのままに、本体価格低

減、コンパクト設計、メンテナンススペース削減、省ランニ

ングコストを実現した精製装置です。

Puremate-1400 series 

産業ガス事業



排ガス処理装置

半導体製造に使用されるガスの多くは、可燃性、自燃性、腐

食性、毒性など多くの特性を持ちます。

また、GWP(地球温暖化係数)が高いPFCガスも使用されてお

ります。

排ガス処理装置（除害装置）は、これらのガスを安全に無害

化処理する設備です。

当社は長年にわたって、排ガス処理装置（除害装置）の開発、

設計、製作を行っており、これらのノウハウを元にお客様の

御使用条件に合った最適な設備を提供しております。

処理方式として燃焼式（空冷・水冷）、プラズマ式、吸着式

（乾式）、スクラバーなど 多種多様な排ガス処理装置（除害

装置）を取りそろえております。

高圧ガス保安法、悪臭防止法にも対応致します。

空冷燃焼式バーナー
Saan Burner

その他機器

当社ではお客様からのご要望によりオーダーメイドで半導体

用から一般産業用まで各種ガス機器の設計、製作を行います。

これらの機器は総合的なノウハウを持つ当社の強みを十分に

発揮し、お客様の用途に合わせた最適な機器をご提供致しま

す。

＜機器の一例＞

・ガス分岐ボックス(VMB、バルブマニホールドボックス)

・ TEOSなどの液体供給機器

・各種ガスの混合装置

・特殊ガス充填設備

・医療用ガス充填設備

合成空気装置

H2/N2混合装置

プラントメンテナンス

エレクトロニクス産業、化学工業、紙・パルプ、ガラス製造

業等においては、雰囲気や酸化促進用として、大量の窒素ま

たは酸素を消費しています。

当社は、それらのガスを365日休まず送り続ける製造プラン

トの、メンテナンスおよび管理業務代行を行なっています。

創業以来、数多くのプラントメンテナンスで蓄積した予防保

全・事後保全のノウハウと、回転機・計測制御・電気・水処

理等の幅広い知識・経験により最適なメンテナンスを最適な

コストで御提案致します。

産業ガス事業



PSAメンテナンス

化学工業をはじめ、鉄鋼、電気、食品などの産業において、

安価で安全に窒素ガスを供給する「PSA式窒素ガス発生装置

（以下、PSA）」は、開発以来、小型から大型、低純度から

高純度と、ユーザーのニーズに広く対応し、使用されていま

す。

また、省電力など地球環境にも配慮した装置です。

PSAによる窒素ガスの安定供給のため、当社は、数多くのメ

ンテナンス実績で培った経験から、最適な保守点検をご提案

いたします。

定期自主検査

当社は、産業ガス供給のプロとして、蓄積された技術と経験

でガス供給システムの保守整備を行い、お客様に「安全」と

「安心」を提供いたします。

また、突発したトラブルにも迅速に対応できるネットワーク

を整えています。

完成検査（高圧ガス保安法）

高圧ガス設備は、その危険性から、高圧ガス保安法の要求事

項を満足することが必要不可欠です。

規制改革により、検査技術、信頼性がある民間企業は、その

要求事項を満たしていることを確認する完成検査を、行なえ

るようになりました。

当社は、経済産業大臣より指定完成検査機関の指定を受け、

全国の一般高圧ガス保安規則が適用される設備において、プ

ロの目による確実な完成検査を実施しております。

祝祭日においても対応し、好評をいただいています。（検査

日程の都合上、ご希望に沿えない場合もございます。）

※完成検査受検後、技術上の基準に適合していると認められ

た場合は、当社より完成検査証を交付します。完成検査証の

写し、指定完成検査機関完成検査受検届を、所轄行政に提出

してください。

産業ガス事業



ガス供給設備等の運転管理

産業ガスを使用する製造工場では連続操業お客様も多く、特

にエレクトロニクス産業では、高純度ガスや特殊ガスなど取

り扱いの難しいガスを、24時間365日連続で使用します。

ガスの安定供給が求められ、これにはガス供給設備の運転管

理がキーポイントとなります。

お客様にこれらのガスを安全にかつ安心してご使用いただく

ために、有資格者や社内認定者などの大陽日酸グループのガ

スプロフェッショナルが、高圧ガス設備、ガスプラント、特

殊ガス供給設備、さらには排気設備まで、運転管理、日常点

検業務を行っております。

保安検査（高圧ガス保安法）

高圧ガス設備は、完成検査受検後、維持管理状況の確認とし

て、定期的に保安検査の受検の義務が生じます。（処理量等

により、保安検査の受検が免除される場合もあります。）

規制改革により、検査技術、信頼性がある民間企業は、維持

管理状況を確認する保安検査ができるようになりました。

当社は、経済産業大臣より、指定保安検査機関の指定を受け、

全国の一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、コン

ビナート等保安規則適用の設備の保安検査を実施することが

できます。（コンビナート等保安規則は一部地域限定）プロ

の目による、確実な保安検査を実施しています。

※保安検査受検後、技術上の基準に適合していると認められ

た場合は、保安検査証を当社より交付します。保安検査証の

写し、指定保安検査機関保安検査受検届を、所轄行政に提出

してください。

産業ガス事業



海外製ステンレス構造架台

当社は新規事業の一つとして、海外製のステンレスを使用し

た架台類の、設計から製作、設置までを一貫して行っており

ます。

ステンレスのＬ材やＨ鋼など、配管類のサポートから構造架

台まで海外製素材を使用し、海外で製作しますので、日本製

と比較しても安価で、しかも良質の製品を提供することがで

きます。

信頼性の高い海外製ステンレス製品による、コスト削減をご

提案いたします。

ご興味のあるお客様は、ぜひ当社へご連絡ください。

サニタリー配管

当社が創業当時より培ってきたクリーン施工技術を強みとし、

半導体工場等と同様、高品質の施工水準を求められる医薬・

食品・飲料分野等へ、新たに展開を開始しました。

工事品質の維持を目的とした社内資格制度と、協力会社に義

務付けている当社独自の溶接作業者認定制度を二本柱に、高

いレベルで均一化された配管施工技術を全国で提供していま

す。

また、配管施工のみならず、各種設備架台の設計・製作、大

型設備の搬入・据付工事も一括してお請けできる体制を整え、

各分野のお客様に評価をいただいております。

室内換気コントロールシステム

ビル空調における冷暖房負荷のうち、外気による負荷は建屋

全体の1/3程度を占めており、外気の過剰換気が大きな要因

と考えられています。

この過剰換気を低減させるため、換気扇の風量をコントロー

ルし、外気の導入量を減らすことで、建物の省エネを実現す

ることができます。

食品・医薬品他

ARU-02C ARU-02S

自動・手動切替タイプ
（手動コントロール付き）

自動タイプ
（手動コントロールなし）



分類 資格名 人数

建設業
関係資格

２級建築士 3

１級管工事施工管理技士 102

２級管工事施工管理技士 76

２級土木施工管理技士 3

１級電気工事施工管理技士 31

２級電気工事施工管理技士 33

監理技術者講習 64

監理技術者資格者証（管工事業） 68

監理技術者資格者証（機械器具設置工事業） 1

監理技術者資格者証（電気工事業） 18

電気関係資格

第１種電気工事士 30

第２種電気工事士 104

第３種電気主任技術者 12

消防関係資格

甲種危険物取扱者 17

乙種危険物取扱者(第１類) 45

乙種危険物取扱者(第２類) 41

乙種危険物取扱者(第３類) 71

乙種危険物取扱者(第４類) 186

乙種危険物取扱者(第５類) 44

乙種危険物取扱者(第６類) 51

丙種危険物取扱者 38

高圧ガス
関係資格

高圧ガス製造保安責任者(甲種機械) 27

高圧ガス製造保安責任者(甲種化学) 14

高圧ガス製造保安責任者(乙種機械) 213

高圧ガス製造保安責任者(乙種化学) 62

高圧ガス製造保安責任者(特別丙種化学) 165

高圧ガス製造保安責任者(丙種化学 液石） 12

高圧ガス製造保安責任者(丙種化学) 14

高圧ガス第一種販売主任者 49

高圧ガス第二種販売主任者 17

高圧ガス第一種冷凍機械責任者 2

高圧ガス第二種冷凍機械責任者 3

高圧ガス第三種冷凍機械責任者 8

液化石油ガス設備士 5

労働安全衛生
関係資格

一般毒物劇物取扱者 45

ボイラー技士１級 6

ボイラー技士２級 12

ガス溶接作業主任者 16

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 173

酸素欠乏危険作業主任者 14

第１種酸素欠乏危険作業主任者 5

第２種酸素欠乏危険作業主任者 105

第１種衛生管理者 67

粉じん関係公害防止管理者 1

溶接・検査
技術関係資格

非破壊検査技術者 溶剤除去性浸透探傷検査レベル１ 9

非破壊検査技術者 溶剤除去性浸透探傷検査レベル２ 29

非破壊検査技術者 浸透探傷試験レベル２ 11

非破壊検査技術者 超音波厚さ測定レベル１ 66

非破壊検査技術者 超音波探傷試験レベル２ 1

非破壊検査技術者 極間法磁粉探傷検査レベル１ 1

非破壊検査技術者 水洗性浸透探傷検査レベル１ 1

非破壊検査技術者 放射線透過試験レベル１ 3

非破壊検査技術者 放射線透過試験レベル２ 1

溶接技能者ティグ溶接 1

溶接技能者ステンレス鋼溶接 11

ＩＩＷ国際溶接技能者 ＩＷＴ 1

溶接技能者銀ろう付 5

溶接技能者アルミニウム溶接 1

アルミニウム合金構造物の溶接施工管理技術者２級 1

情報処理
関係資格

応用情報技術者試験 1

基本情報技術者 3

第２種情報処理技術者 1

ITパスポート試験 78

資格取得者数 2,228

分類 資格名 人数

設備工事

溶接施工管理者 127

溶接作業者 380

溶接検査者 65

公的資格、社内認定資格

公的資格

社内認定資格（溶接関連）

公的資格取得の他、社内認定資格制度を設け、常に社員一丸となりレベルアップを図っています。
上表は溶接関連の資格を抜粋したものですが、詳細につきましてはホームページをご覧ください。



本社
〒212-8553 神奈川県川崎市幸区塚越4丁目320番地1
大陽日酸(株)川崎事業所ビル２Ｆ
（代表）TEL：044-549-9520 / FAX：044-549-9590 

メンテナンス課
〒210-0866 神奈川県川崎市川崎区水江町3-3
TEL：044-266-0231 / FAX：044-266-4383 

会津機器製作所
〒965-0102 福島県会津若松市真宮新町北3丁目22番地
TEL：0242-58-0070 / FAX：0242-58-0073

東北支店
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町7丁目4番地16号
TEL：022-388-7137 / (業務）FAX：022-388-7138

(技術）FAX：022-388-7139

岩手営業所
〒029-4503 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山4-6
TEL：0197-44-5284 / FAX：0197-44-5283

北関東支店
〒323-0819 栃木県小山市大字横倉新田470番地27
（業務）TEL：0285-58-7768 / FAX：0285-35-3212
（技術）TEL：0285-58-7769 / FAX：0285-35-3213

土浦営業所
〒300-0063 茨城県土浦市若松町2丁目7番地
TEL：029-826-4111 / FAX：029-826-0404

関東支店
〒212-8573 神奈川県川崎市幸区塚越4丁目320番地1
大陽日酸(株)川崎事業所ビル２Ｆ
TEL：044-549-9200 / （業務）FAX：044-549-9290

（技術）FAX：044-549-9260

厚木営業所
〒243-0426 神奈川県海老名市門沢橋3丁目7番17号
TEL：046-239-1361 / FAX：046-239-1363

千葉営業所
〒263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町302番3号
TEL：043-255-1637 / FAX：043-256-4469

山梨営業所
〒408-0015 山梨県北杜市高根町下黒沢3054-3
大陽日酸(株)山梨事業所内

中部支店
〒459-8007 愛知県名古屋市緑区大根山２丁目104番地
TEL：052-622-5115 / （業務）FAX：052-625-2638

（技術）FAX：052-624-5920

三重営業所
〒511-0118 三重県桑名市多度町御衣野1563
TEL：0594-48-5210 / FAX：0594-48-5717

関西支店
〒590-0977 大阪府堺市堺区大浜西町4
（業務）TEL：072-232-5970 / (業務）FAX：072-232-7009

中四国支店
〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町3番1号
TEL：082-241-8808 / FAX：082-241-8809

福山営業所
〒721-0927 広島県福山市大門町津之下3011
TEL：084-945-7575 / FAX：084-945-7676

四国営業所
〒793-0003 愛媛県西条市ひうち字西ひうち8番5号
TEL：0897-55-0951 / FAX：0897-55-0950

九州支店
〒803-0802 福岡県北九州市小倉北区東港2丁目3番1号
TEL：093-592-8657 / （業務）FAX：093-592-5830

（技術）FAX：093-592-8825

大分営業所
〒870-0911 大分県大分市新貝11番13号
大陽日酸(株)大分支店内
TEL：097-553-1777 / FAX：097-553-0711

長崎営業所
〒856-0844 長崎県大村市溝陸町206
TEL：0957-56-9272 / FAX：0957-56-9273

熊本営業所
〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水5622-2
TEL：096-292-3511 / FAX：096-233-1818

国内拠点






