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INTRODUCTION OF SOSEY

SOSEY’S PERFORMANCESOSEY’S PERFORMANCESOSEYの競争力

多液性材料をコントロールする技術とノウハウ！
液体制御分野のパイオニアとして他の追随を許さない技術とノウハウをご提案できます。

細かな要望にまで対応する体制と提案力！
検討段階から要望を踏まえた提案力、あらゆることにお応えできるテスト体制により
お客様のご要望を実現致します。

充実したアフターフォローサービス！
急なトラブルをはじめ、定期メンテナンス・パーツ供給体制など、あらゆるフォローに
万全な体制を整えています。

私たちの生活は、私的な生活と企業内での活動とに大別されます。
とりわけ企業内での活動に占める時間が多くかつ、大切な要素を持っています。
企業内活動は、仕事を通じて知識と経験を蓄積してゆくと共に、より良い人生に寄与すべき

「人格」を磨き上げる最適な場所といえます。
その企業内活動を‘永続できる企業’となるためには、社会に貢献できる企業でなければなりません。

そのためには優れた「固有技術の確立」が必須条件です。
私たちSOSEYは『人格形成』と『固有技術の確立』を理念に、より良い人生、社会に貢献
する企業を目指し、日々、熱意と誠意をもって創造性を発揮する努力を続けてまいります。

『人格形成』と『固有技術の確立』。
SOSEY

SOSEY’S POLICYSOSEY’S POLICYSOSEYの経営理念

顧客志向
お客様にとって“良いものづくりとは？”を心がけ
お客様満足の半歩先の「良いものづくり・良いサービス」を誠心誠意努めます。

開発改良
半世紀にわたりお客様の要望を‘カタチ’にしてきたノウハウを次の「オリジナル」に取り組む
創造性を大切にしています。
【進化し続けるSOSEY】をキーワードに開発改良に努めます。

社員主体
「会社は社員のためにある」という理念のもとに、企業活動を通じて
会社の成長を自らの成長とし、社員ひとりひとりが日々、切磋琢磨します。

「人格」「人格」

「固有技術の確立」「固有技術の確立」
『人格形成』『人格形成』『固有技術の確立』『固有技術の確立』

創造型企業



SOSEY’S SOLUTION Ⅰ
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スーパーショットシリーズ
カスタマイズ品を中心に微少量から大流量まで
液体自動制御のあらゆるニーズにお応えします

吐
出
量 

微
少
量

吐
出
量 

大
流
量

SNPシリーズ
ワンダーミックス

使用例
スマートフォンなどのチップ接着
電子部品内部へのポッティングなど

使用例
小さな電子部品へのスポット注入など

使用例
接着剤、ギャップフィラー、OCRなど

使用例
電子部品や制御基板の
ポッティングなど

少量から中流量を
網羅できます。

MSシリーズ MS-002型
毎秒数ミリグラムの微量注入が可能。 
高精度ギヤポンプと小型パワーミキサー
を搭載し卓上サイズのコンパクト設計に
すべてが内蔵。

MRPシリーズ
MRP-015～500型
次世代型ダイナミックディスポミキサーと
超精密ポンプユニットを搭載した
超微小量吐出ディスペンサー。

TSPシリーズ TSP-015~1000型
サーボモーター付超小型SOSEY SOLID PUMP
を2組載せた微少量ディスペンサー。
超軽量、超コンパクト、超高精度。

使用例
自動車のエアロパーツ、
バンパーなど

使用例
自動車のモックアップ、
クレイモデルなど

LMシリーズ LM-800型
低圧リム成形向けに開発された装置。
流量が大きいタイプでウレタン、
エポキシ成形に使用。

VSシリーズ VS-750型
自動車のデザインモックアップを作る
際にモデリングペーストをドラム缶から
直接引き抜き、ベースフレームに直接
盛り付ける事が可能。

TWシリーズ
TW-202SNP型
このユニット内にポンプ、モーター、
ミキサーすべてを凝縮。
省スペースにて注入作業が可能。
ロボットに載せてライン装置に
組み込む際にも大変便利です。

使用例
IGBTやコイル、トランスへの
ポッティングなど

MPシリーズ  MP-202KN型
シリカなどのフィラー成分の多い材料に
対応した装置。
計量部にスネークポンプを採用しフィラー
入りの材料においても連続吐出を可能に
しています。

使用例
各種センサー、家電、
自動車部品の接着や
ポッティングなど
EXシリーズ
EX-202型
高精度ギヤポンプによる
ハイクオリティーな配合比管理。
ミキサーやポンプ、タンクの
サイズバリエーションも豊富です。

パワーミキサーでありながら
ディスポーザブルを実現。
無洗浄方式で、ミキサーは
ワンタッチ交換。
従来洗浄方式で出る廃液処理、
作業環境悪化の問題を一気にクリア。
各種装置に搭載可能。

駆動モーター

計量ポンプ

主剤タンク

ヒートコントロール

ミキサー

定量吐出バルブ

硬化剤タンク

計量ポンプ

洗浄液タンク
※無洗浄ミキサー
　の場合不要

概略図

ウレタン、エポキシ、シリコーンなどの多液性材料の計量・混合・吐出の
３種類の作業を、高精度で自動的に行う装置です。
自動車部品・各種センサー・家電基板などの生産には欠かせない装置として、
大きな役割をはたしています。



SOSEY’S SOLUTION Ⅱ
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シーリング材専用撹拌機
カルマゼ
建築現場でのコーキング
作業に欠かせない
シーリング材専用撹拌機。
軽くて丈夫、高輝度
LED表示で施工ミスを
防ぎます。

容器サイズ 4L/6Lシーリング缶

容器回転式高粘度撹拌機
デラマゼ
現場＆工場で大活躍する
容器回転式高粘度撹拌機。
容器回転方式により、泡噛み対策も万全。
多種多様なオプション対応も可能。
材料缶を持ち上げて載せるだけの
デラらくホルダー採用。

容器サイズ 20Lペール缶

容
器
サ
イ
ズ 

小

容
器
サ
イ
ズ 

大

容器サイズ
200~3000cc(フレキシブル)

ZEROMAZE-20
ゼロマゼ-20
ペール缶をそのまま使用でき、
真空中で撹拌が可能。
真空ポンプ内蔵。

ZEROMAZE
ゼロマゼ

容器サイズ
20Lペール缶

フルミックス
FM-12型
独自の三次元自転公転運動
により缶を開ける事無く
内容物の撹拌が可能。
エアーモーター仕様も有り。

容器サイズ
18L角缶、20Lペール缶

大型ハードミキサーシリーズ
45L～200L型
UV45L～200L型（真空脱泡・正回転型）
UVR45L～200L型（真空脱泡・自動反転型）
缶の大きさに合わせて、
あらゆるカスタマイズに対応可能。

容器サイズ
～200Lドラム缶

ハードミキサーシリーズ

低粘度から高粘度材料まで
撹拌のあらゆるニーズにお応えします

従来のハンドミキサーなどの撹拌羽根を回転させる方法とは異なり、容器を回転させ、
羽根は固定というユニークな発想から生まれたのがハードミキサーです。
また、従来の羽根回転式のミキサーの様な泡の巻き込みもほとんど無く、短時間で
均一な撹拌を可能としました。
主に建築現場、化学工場、実験室などで、シーリング材、エポキシ、ウレタン、
シリコーンなどの撹拌と脱泡に使用されています。

容器サイズ
200~3000cc(フレキシブル)

MINIMAZE
ミニマゼ
外径90φ～180φ
高さ220mmまで取付可能。

外径90φ～180φ
高さ220mmまで取付可能。
真空中で撹拌可能。



SOSEY’S FULLSUPPORT SERVICE
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フルサポートサービス
導入検討段階から納品後まで、お客様と共に歩みます。

お客様の要望に沿ったカスタマイズで装置をご提案致します。
納品後のアフター対応もSOSEYのノウハウが詰まったソリューションで素早い対応をご提供致します。

ソバックシステム
ニーズの先のニーズに応える

30年以上のノウハウが詰まった、業界でも希有な
真空注入機と真空注型機。

SOLUTION+α
より高い生産性、より複雑な作業性を実現

お客様のご要望にお応えするため、スーパーショットシリーズ
にオプションを加えた仕様モデル。

テストサービス

アフターサービス

■ 注入シミュレーションテスト
材料の特性・ワーク形状を考慮した最適な
注入方法を提案致します。
また、注入時間（タクトタイム）から最適な
ワーク形状・設備提案をしております。

■ 評価サンプル品作成テスト
設備導入前にワークサンプル評価が必要な場合の
サンプル作成をお手伝い致します。

■ 撹拌評価テスト
各種撹拌機で実際の使用方法で評価テスト対応を
しております。

■ 定期メンテナンス（国内・海外）
定期メンテナンスは国内・海外に関わらず、
専門スタッフがお客様の元でメンテナンス対応を
しております。

■ メンテナンスレクチャー
導入いただいた装置の使用方法から簡単な
メンテナンスまでの方法を弊社スタッフにより
レクチャー致します。

■ パーツ供給対応
消耗パーツから故障パーツまで素早く
ご提供しております。

使用例
家電基板、自動車部品、
センサーなど 使用例

航空機部品、EVモーター、自動車部品など

使用例
液体ガスケット、放熱グリス、
携帯電話基板など

各地にLAB.を完備しております。
スピーディなテスト対応が可能です。

欠かすことができないメンテナンス。
スピーディな対応を専門技術者が
行っております。

ディスペンサー
+全自動ロボット
スーパーショットとロボットのコラボレーション。
ワーク搬送タイプやディスペンサー搬送タイプなど
どんな物も製作できます。

ディスペンサー
+大規模搬送設備
大量生産品の注入作業にコンベヤやロボット、真空槽、硬化炉など
どんなものでもコラボレーションする事が可能です。1液タイプディスペンサー

1液タイプの接着剤やグリース、
UV硬化樹脂なども扱う事が可能です。
粘度の高いものでも難なく塗布できます。
SSPシリーズ
SSP-015～1000型

Model
SVP-2000型
計量部には、高精度で耐摩耗
加工のギヤーポンプを使用し、
フィラー含入の低い材料の
真空注入に最適です。
主に電機モーターコイル、
コンデンサーなどのエポシキ
樹脂注入に使用します。

Model
SOV-100A型
工業用モデル成型機の手動タイプ
ですが、脱泡一撹拌一注型作業の
全自動化も可能。
槽サイズW500×D500×H850。
その他サイズも作成致します。



COMPANY PROFILE

9 10

2021年4月現在

設 　 　 立 1970年12月7日

資 本 金 1,500万円

代 表 者 代表取締役　朝山 真輔

従 業 員 数 50名

事 業 所 本社・工場（名古屋）/営業拠点：東日本エリア（東京）・中日本エリア（名古屋）・西日本エリア(大阪)

グループ企業 SOSEY TAIWAN、SOSEY CHINA、SOSEY KOREA

主 要 製 品
エポキシ・ウレタン・シリコーン自動ディスペンサー、自動真空注型機、接着剤吐出機、
塗布機、ウレタン・シリコーン・エポキシ塗装機、シーリング用混練撹拌機

主要取引先
トヨタ自動車、日産自動車、本田技術研究所、豊田自動織機、デンソー、カルソニックカンセイ、
ケーヒン、アイシン精機、矢崎部品、スタンレー電気、住友電装、パナソニック、東芝、ソニー、
シャープ、三菱電機、TDK、ヤマハ、ミネベアミツミ、富士電機、他 （順不同、敬称略）

事 業 内 容
エポキシ・ウレタン・シリコーン樹脂の自動定量注入機と撹拌機の総合専門メーカー。
自社開発の特許製品の開発・製造・販売。

■ 

概
要

■ 

沿
革

■ 

組
織
図

■ 

M
A
P

名古屋市南区南野1‒99 〒457‒0068
本社／TEL（052）612‒7321㈹
　　　FAX（052）611‒2011
営業／TEL（052）613‒2511
　　　FAX（052）613‒2539

■本社工場・営業部（中日本エリア）
東京都港区芝浦 2丁目8‒14
第2AKビル 1F・2F　〒108‒0023
TEL（03）3455‒7141㈹
FAX（03）3455‒7256

■営業本部（東日本エリア）
大阪市淀川区西中島6‒9‒27
新大阪メイコービル102 〒532‒0011
TEL（06）6303‒7141㈹
FAX（06）6306‒4544

■営業部（西日本エリア）

1970年 高粘度液体の混合撹拌機開発を目的として‘日本ソセー工業株式会社’を設立
1971年 容器回転式高粘度撹拌機‘ハードミキサー’『MK-Ⅱ』を開発・販売

1973年 台湾・台北に‘SOSEY TAIWAN’ 設立
1972年 2液自動計量混合機‘スーパーショット’を開発・販売

1981年 真空注入機・真空注型機‘ソバックシステム’を開発・販売

1993年 小型真空ハードミキサー『ミニダッポウ』を開発・販売

1999年 当社初のプランジャーポンプ搭載機『PG-100』開発・販売
無洗浄式パワーミキサー『ワンダーミックス』SNPシリーズ開発・販売

2006年 ハードミキサーMKシリーズ後継機種『TR-14』開発・販売

2012年 ポンプ一体型自動注入機『ツインモジュール（TWシリーズ）』開発・販売

2014年 小型吐出機ソリッドポンプ『TSP＆SSPシリーズ』開発・販売

2018年 次世代型ダイナミックディスポミキサー『MRP Mixer』開発・販売
ハードミキサーTR-14後継機種『デラマゼ』開発・販売

2019年 ミニダッポウ後継機種『ZEROMAZE』開発・販売

2015年 シーリング材専用撹拌機『カルマゼ』開発・販売

2020年 ミニハードミキサー後継機種『MINIMAZE』開発・販売
2021年 真空ハードミキサー後継機種『ZEROMAZE-20』開発・販売

1995年 無洗浄式スタチックミキサー『NONSOLミキサー』KNシリーズ開発・販売

2000年 韓国・ソウルに‘SOSEY KOREA’設立

2004年 中国・上海に‘SOSEY CHINA’設立

2008年 スクリューポンプ搭載・モデリングペースト小型自動吐出機
『ツールマン VS-750』開発・販売

技　術　部 開発課

製造技術部 製造 1課
製造 2課

設計課
電気課

営　業　部

第1営業グループ

社　長

営業本部（東日本エリア）
中日本エリア
西日本エリア

第 2営業グループ 営業本部（東日本エリア）
中日本エリア
西日本エリア

海外事業部 台湾
中国
韓国

総　務　部 業務課
資材課

採用

大阪営業所＆LAB.大阪営業所＆LAB.

営業本部＆LAB.営業本部＆LAB.

東京工大
付属校

麻布ラーメン

愛育病院

あすか製薬

ドトールコーヒー


