




洗浄・乾燥装置の場合

当社が提案するもの

大手製薬メーカー 様
薬剤が入ったシリンジ（円筒形の筒）と可動式のプラン
ジャ ( 押子 )、指をかけるフィンガーグリップを自動で
組付けた上でラベルを貼る機械です。組付けとラベル貼
りを一連の工程で行うことが出来ます。

シリンジ組付けラベラー
大手自動車部品製造メーカー 様
ワークを搬送用カゴに収め、浸積させる事で処理を行な
う装置です。浸積する工程を様々変更する事により、各
種表面処理、洗浄に対応する事が可能です。

アルマイト装置

大手自動車部品製造メーカー 様
ワークを搬送用カゴに収め、浸積させる事で処理を行な
う装置です。浸積する工程を様々変更する事により、各
種表面処理、洗浄に対応する事が可能です。

メッキ・洗浄装置

自動車部品製造メーカー 様
マフラーに SUS 繊維を巻き付ける装置です。巻き強さ、
巻き付け量を操作盤で調整する事が可能で、巻き付け密
度、重量の調整が容易に出来ます。

SUSウール巻き自動機

ヤマモリ株式会社 様
醤油製造工程で使用される、もろみ圧搾充填機。以前は
人の手で行われていた作業の危険性を除去し、かつ効率
化・自動化を実現。もろみ供給量もすべてコンピュー
ター制御としたため、生産効率の大幅アップに貢献しま
した。

もろみ圧搾充填機

大手コンビニエンスストア納入の食品メーカー 様
食の安全がこと注目を集めている現在、おにぎりのラベ
ル画像検査に当社の技術が用いられています。表面の商
品ラベルと裏面のバーコードが正確に貼り付けれられ
ているかを、表裏２枚同時に照合検査します。

おにぎり出荷前検査装置

大手自動販売機メーカー 袋自動貼付機

ラベルメーカー 印刷機付帯設備、 カス取り専用機、 各種ラベル貼り機開発、 ラベリングシステム

大手製品デバイスメーカー HS マシン、TP マシン、ブラウン管下部補正装置、ブラウン管蛍光面外周機、CRT 搬送プラント

大手化成品メーカー 充填機、ラベル貼り装置

大手精密機器メーカー 供給・集積ラック装置、表面処理用キャリア、部品洗浄機、冷却装置、メッキ前処理、メッキ装置

大手部品メーカー 箱替装置、エアーブロー装置、搬送装置、アルカリスプレー洗浄装置、洗浄装置

大手化粧品メーカー RC-10

取引先 機械装置

大手製薬メーカー ラベル貼り機 CP-202、CP-202S、CP-206、CP-206E、CP-206S、CP-207、CP-208、CP-209、RC-105、AAPM、CP-256、CP-206E+LASM 、
CRC-105DAS、RC-106、ES+UV ステッカー貼付機、カートン封印、缶封印、UPL1A/B

大手自動車メーカー アルカリ洗浄装置、超音波洗浄装置、部品洗浄装置、完成品洗浄装置、洗浄用移載装置、超音波洗浄用移載装置、搬送装置、エンジン素材自動搬送装置、タイヤ自動搬送装置、
運搬装置、トロリーコンベアー、スクリューコンベアー、エレベーター、プレス供給装置、絞り機、アルマイト装置１号～４号機、クロメート装置、SUS ウール巻機、
ロールコーター、錫メッキ装置、塗装プラント、塗装設備、成型機、パット前処理ライン、C/P ライン脱脂洗浄装置ピストン樹脂コート成膜装置、乾燥炉、乾燥装置、各種試験機

主要納入事例

納入事例

大切なのは、製品に合わせて最適化さ
れた洗浄・乾燥方法の提案です。
お客様の製品にとって最適な、独自の
技術による独自の方法を見出します。
洗浄液や熱源の選択を熟慮し、経費削
減や環境負荷の軽減も目指します。

表面処理装置の場合
薬品を用いる表面処理工程において
最も留意すべき点である外界への流
出防止はもちろん、連続して多数の工
程を経る表面処理でありがちな薬液
と洗浄水の混濁を極力軽減するなど、
繊細な気遣いで提案しています。

検査・選別装置の場合
VPP などに代表されるラベル貼り機
で培った高い画像検査技術を応用し、
あらゆる工業製品の検査・選別に活用
します。
完成した製品の納品前検査にも利用で
きるように製造することも可能です。

搬送
限られたスペース、人の動線、設置場
所の考慮など、工場内の物資の搬送を
設計し、お客様の現場環境に最適な搬
送を提案し、さらなる効率化を目指し
ます。

千代田イー・エムでは、ラベル貼り機や洗浄用装置などの機械装置を中心に、
お客様の工場の大きさや使用環境などに合わせて使いやすいものを提案しています。

当社には、世界に一つだけの、お客様のご要望に応えるためのノウハウがあります。
御社のためにできることを共に考えて行きましょう。

Our Business
事業紹介

【受付時間】8：30~17：30【休業日】土・日・祝日

https://chiyoda-em.co.jpTel:0586-69-6102



千代田イー・エムでは、お客様のニーズに合わせた完全オーダーメードの機械装置をお客様と一緒にゼロから創り上げます。
ご依頼内容の達成だけでなく、当社の技術者の挑戦によるプラスαの提案でお応えします。

Technical capabilities

プラスα提案への、飽くなき挑戦

技術開発力

【受付時間】8：30~17：30【休業日】土・日・祝日

処理時間の短縮
自動車のエンジンに使われるピストン頂面のアルマイト処理装置。
インライン化実現のためには短時間で処理を完了する必要がありました。
製品の品質とスピード。当社技術者のアイデアで品質を保ちながらも処理時間を短縮することに成功しました。
実績と経験、飽くなき挑戦心で、お客様のニーズにお応えします。

可能性に挑戦し、進化を形にする

Possibility 可能性を、見出す。可能性に、挑む。 

生産効率の向上

アルマイト処理を短時間で行うためには部品にかける電流を高めればよいのですが、高電流で熱が発生してしまうと製品の品質を落としてしまうという問題がありま
した。そこで当社は加工を施したいピストンを高速回転させ、表面に処理液を噴射するという方法を考案しました。高速回転による冷却効果は従来の数十倍にもなり、
従来の 24 倍の電流をかけても熱の発生を最小限に抑えることができました。

24倍の電流をかけられるということは、処理にかかる時間はその逆数、すなわち24分の1に短縮されることを意味します。さらにプラスα。設備の小型化にも取り組み、
設備に要する床面積を 12 分の 1 まで縮小しました。これはお客様の求めていた目標である 3 分の 1 を大きく上回る成功でした。

VPP の開発当時、当社には既に 1990 年代からの 20 年以上に渡るラベル貼り機の製造実績があり、時代のニーズを可能にする技術力を持っていました。
この技術をもとに共同開発を始めましたが、加熱によるラベルの収縮率と、ラベルを貼る製品の径の大きさとのせめぎ合い。
従来１台の設備で貼付け可能な製品径の許容幅は 15mm 程度でしたが、現在は 22mm 以上の大きさまで対応可能となっています。
これは、まだ誰も創り出していないものへのあくなき挑戦がもたらした結果です。

生産効率の向上を始めとする、千代田イー・エムが挑む『プラスαの提案』の成功は、お客様からの期待と要求の向上につながります。当社では、これが技術者魂に火をつ
け、新たな可能性に挑戦する原動力となります。このサイクルの繰り返しが技術の進化につながり、お客様への最適な答えを導きくための力となっています。

自動車のタイヤを留めるハブボルトの焼入機の改良依頼。お客様の依頼目的は「FA 化によるコスト削減」でした。
1 箱につき 3,750 本ものハブボルトを焼入機に投入する動力を人力から自動化することで、人件費の削減を見込ん
だご依頼でしたが、そこに製造効率アップというメリットを上乗せさせることに当社は成功しました。
従来ハブボルト 2 本の投入に 6 秒かかっていたものを 5 秒にまで短縮。その後、さらに 5 秒で 4 本の投入も可能に
しました。

タックラベル製造販売の株式会社 岩田レーベルとラベル貼り機の千代田イー・エムの技術の粋が詰まった、「バイ
アルプロテクトパック（VVP）」。
これは、注射剤容器にロット番号などを印字したラベルを貼り付けるための製品で、バイアル瓶を入れた樹脂製コッ
プに熱で縮む性質のラベルを巻き付けた後、ラベルを熱収縮させることによって全体を覆うものです。
この製品の特長は、バイアル瓶にラベルを貼り付けるという元来の役割だけでなく、バイアル瓶の破損防止・UV カッ
トによる内用液の保護などの付加機能を持っている点で、医療業界などで広く採用されています。

https://chiyoda-em.co.jpTel:0586-69-6102



About Us
会社概要

会社沿革

創業年月日 昭和 47 年 11 月 1 日

設立年月日 昭和 49 年 4 月 1 日

資本金 3,000 万円

1972 年 千代田 EM 工業創業

1974 年 株式会社千代田イー・エムに改組・改称

1979 年　 尾西工場完成

2009 年 新工場増設

会社の商号 株式会社 千代田イー・エム（株式会社 岩田レーベルグループ）
英文表示 : CHIYODA E・M Co.,LTD.

役員 代表取締役社長　安藤　昭好
取締役　　　　　岩田　真人
監査役　　　　　半谷　聡

所在地 愛知県一宮市西萩原字若宮前 18 番地 1
TEL：0586-69-6102（代）　FAX：0586-69-6168

従業員 全社 34 名（2019 年 4 月 1 日現在）
営業部 3 名、　技術部 12 名、　製造部 19 名

事業内容 ・搬送装置設計製造
・乾燥機及び洗浄機設計製造
・工場合理化設備設計製造

取引銀行 名古屋銀行　津島支店
尾西信用金庫　稲沢支店

・表面処理装置の設計製造
・実験装置の設計製造
・検査装置の設計製造

・治具バスケット設計製造
・配管設備設計製造
・ラベル貼り機の設計製造

お客様の要求は、まさに千差万別。
その一つひとつに果敢に挑戦し、求められた以上のものを創造すること
は、私たち自身の喜びです。そのためには、時代の流れや世の中のニーズを
常に学び続ける不断の努力が必要であることは言うまでもありません。

Challenge

C
数年前に不可能だったことが可能になり、数年前は非常識だったことが常
識となる。目まぐるしい時代の変化は、私たちに求められる進化と正比例
しています。刻々と変化する要求に対して最適な答えを提案するために、
私たちは進化を続けます。
時代の最先端は、私たちの技術が生まれる現場にあります。

Evolution

E

最大限の幸福をお客様に得ていただくことが、私たちにとっての最大の幸
福であり、お客様にも私たちにもメリットがあるビジネスこそが、感動を
呼ぶものだと考えています。「自利利他円満」と「挑戦と創造」の精神で、お
客様に付加価値と感動を与える製品サービスを提供し、社会が共有できる
最大限の夢を実現させるため、これからも歩み続けます。時代の最先端は、
私たちの技術が生まれる現場にあります。

Maximum

M

社是

品質方針

関わる人たちの幸せを実現する

会社案内

https://chiyoda-em.co.jpTel:0586-69-6102
【受付時間】8：30~17：30【休業日】土・日・祝日

自分の利益（自利）が、そのまま他人の利益（利他）になる
ようなやり方を完全に実行する（円満）。

自利利他円満

難しいことや今までにないことに果敢に挑み、新しいことを
創り出していく。

挑戦と創造

皆で共有できる夢（大きな目的・目標）を持ち、
それを実現するために一歩一歩努力していく。

千代田イー・エムはお客様に安心、信頼して使って頂ける機械装置を提供し、
生産効率の向上、製品品質の向上に貢献する。

夢に克つ

2018 年 10 月 1 日
株式会社 千代田イー・エム
代表取締役 社長　安藤昭好
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