価値創造の源泉
三位一体の総合力
「三位一体の総合力」は 、お客様の抱えるさまざまな課題を解決する、ミウラグループ独自のビジネスモデルです。新

技術・
生産力

しい商品を生み出す「技術・生産力」、それを販売する「営業・販売力」、販売した製品を管理する「メンテナンス力」
の 3 つの力によって構成されています 。営業販売力、メンテナンス力によって築き上げたお客様との長期的な関係が
現場のニーズを踏まえた製品・開発につながり、技術・生産力を高めています 。このような有機的な結びつきにより、
熱・水・環境の分野で最適なソリューションを提供しています 。

安心・安全・省エネを追求した伝統の“ものづくり”ノウハウの蓄積
高品質・低コスト・短納期を高次元で実現する生産体制の追求
ボイラ技術をさまざまな用途に派生して展開
省エネ、環境負荷低減型商品の開発

ボイラ機器本体、構成部品・マイコンボードまで、自社開発・自社製造にこだわる
溶接技術の向上と伝承のための溶接道場を整備し、溶接マイスターを養成

ISO14001 の運用のほか、グループ会社の水処理薬品工場では食品安全マネジメントシステムの国際規格ISO22000を取得し運用

ボイラシステムからの技術力の派生
ミウラグループはボイラシステムを核とし、基本技術・部品の応用によって幅広い事業や製品を生み出してきました。

技術・
生産力

舶用事業

バラスト水に含まれるLサイズの生物
類の捕捉と同時にフィルタ洗浄が可
能な画期的な構造のフィルタです。
S サイズの生物類は UV 照射にて確実
に殺滅します。

三位一体の総合力
営業
販売力

食品機械事業

フィルタ＋
UV照射

ケーシングとロータの軸心
を偏芯配置してあり、高粘度
液の移送に一般的である
ロータリーポンプのなかで
も、より高い機能性を持ちま
す。簡単に分解できる構造の
ため、保守管理も容易です。

食機用
ポンプ

メディカル事業

環境事業

舶用立形水管式コンポジットボイラ

燃料電池

POPs分析前処理装置

排ガスはドラムの外側に設置した水管群を通過すること
で熱交換が行われます。
バーナーは最内列水管の内側で燃
焼させ、
ωフロー構造の水管列により熱交換を行います。

都市ガス、空気、水を制御することで
高効率かつ安定的な発電が行え、
余っ
た排熱を温水として回収します。

ダイオキシン類分析に使用する溶媒量を減らし、
コンタミネー
ションを最小限まで抑える構造にすることで、
分析の効率化を
実現します。
世界標準としてグローバルに展開しています。

圧力容器
食品機械事業

バイデルポンプ

メンテ
ナンス力

新事業開発・
熱利用事業

舶用事業

バラスト水処理装置

真空冷却機
水の気化熱を利用した冷却装置です。
真空ポンプと蒸気エゼクタで槽内を
高真空にすることで、蒸発温度を下げ
ます。
調理後の食品を10数分で10℃以下ま
で冷却。雑菌の繁殖しやすい温度帯を
最短で通過できます。

真空
ポンプ

熱回収
技術

ボイラ
システム

減圧沸騰式洗浄器

病院、研究所などではさまざまな器具
の菌をすべて殺滅する必要がありま
す。真空ポンプで圧力容器内の伝熱障
害となる空気を除去し、飽和蒸気で加
圧加熱することで滅菌を行います。

槽内を減圧し洗浄液の沸点を下げ、減
圧沸騰させることで洗浄を行います。
水の蒸発と凝縮で生じる体積変化を
利用することで、チューブや針など管
の内部も洗浄することができます。

新事業開発・
熱利用事業

高効率な熱交換器により、空気を圧縮する時に
発生する圧縮熱を高温水として回収します。

排ガスボイラ
発電機から発生する排熱を、蒸気や温水の形で
効率的に回収するコジェネレーションシステ
ムは、最大効率約80%を実現します。

膜技術
アクア事業

アクア事業

膜式脱酸素装置

水分子だけ通し、イオンなどの水以外の不純物を通
さない特殊なろ過膜（RO膜）を利用し、水の不純物
（イオンなど）を除去することに使われています。

メディカル事業

高圧蒸気滅菌器

新事業開発・
熱利用事業

蒸気駆動エアコンプレッサ

純水装置

軟水化
技術

分析の
自動化技術

脱気モジュール内の中空糸膜と、真空
ポンプで作られた真空状態により、水
に含まれる溶存気体を、中空糸外に排
気することに使われています。

アクア事業

家庭用軟水器軟太郎ソフティナ
イオン交換樹脂により、水中の硬度成分をイオン交換で除
去します。業務用から家庭用まで幅広く展開されています。

スチームシステムによる良質な蒸気の安定供給
ボイラの性能を最大限に引き出すシステムを提供しています。

生産設備

営業
販売力

お客様が抱えている問題の
解決を提案する提案型営業

メンテ
ナンス力

ボイラの性能を維持し、故障を
未然に防ぐビフォアメンテナンス

国内約 100 拠点に約 350 人の営業担当者を配置

国内約 100 拠点でグループ約 1,200 人のフィールド

ボイラや水処理機器を対象とした「水診断」を実施し、

エンジニア
（ FE ）がビフォアメンテナンス

1 日3,000 検体以上のデータ保有

機械・水管理などの幅広い分野のメンテナンスをワンス

工場やプラントの「省エネ診断」による現状分析を踏ま

トップでカバーできる高い技術力を具備

えた最適提案

オンラインセンターで 24 時間 365 日トラブル対応

環境汚染物質の分析業務が可能

長期間供給可能な安心の部品調達能力

ゼロケミシステム

脱酸素とイオンコントロール技術でボイラ水処理を無
薬品化し、環境保護とコスト削減の両立を実現します。

原水

クすることで、長期間供給可能
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部品自動倉庫によるスピーディな管理と供給を実現

複数台のボイラを効率的に運転
制御し、生産設備に必要な蒸気
を必要なだけ、より早く、より安
定的に供給します。

廃温水熱・蒸気
ドレン回収
システム

工場内の生産工程後
に排出される廃温水、
蒸気利用後の蒸気ド
レンを回収し有効に
活用します。

水分析

フィールドエンジニアが定期点検で缶水
を採取し、科学分析センターで分析を行
いお客様に報告します。また、膨大な水
質データは製品開発にフィードバックさ
れます。

分析数 1日3,000検体以上

年間約750,000検体

ネットワークシステム

水処理装置からボイラまで、ボイラ
室のエネルギー管理に、人手をかけ
ず計測・記録の自動化を実現します。

• メンテナンスに必要な主要部品を自社で製造し、常時ストッ
•

MIシステム

保守契約制度ZMP

ミウラのフィールドエンジニアがトラブル
を事前に防止するビフォアメンテナンスを
実施、オンラインで24時間365日見守りな
がら、定期点検で部品の交換・調整、水分析
を行い故障を未然に防ぎます。

私たちミウラの技術は高く評価され、数々の栄誉に輝いています。ミウラグループがこれまで受賞した各賞はウェブサイトでご覧いただけます。

https://www.miuraz.co.jp/winning/

統合報告書 2020
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価値創造の源泉

トータルソリューション
ミウラグループが提供しているのは 、主力の貫流ボイラとボイラで培った技術を核として 、周辺機器である水処理機
器、食品機器、メディカル機器、排ガスボイラなどの機器を組み合わせた「トータルソリューション」です。お客様の工
場や船舶、病院など幅広い現場で抱える全体のエネルギー問題の解決に向け、製品・サービスのベストミックスにより、
省エネルギーに優れた各種設備の最適化をワンストップで提案しています 。

工場トータルソリューション
蒸気、水処理、排ガス、廃温水、廃熱、熱媒などに関するノウハウと技術を活用し、工場設備における省エネ・活エネを工場全体から見直し
ボイラシステムの省エネ、トータルな水処理システム、未利用エネルギーの有効活用、圧縮空気設備の省エネなど、工場を支える各種設備の
最適化をサポート

ボイラシステムの省エネ提案

圧縮空気設備の省エネ提案

高効率ボイラ設備とオンラインメンテナンス網で、

工場全体におけるボイラとコンプレッサの最適利用

お客様のスチームシステムの保守管理をサポート
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活エネルギーの提案

工場トータル水処理提案

省エネにつながる未利用エネルギーの有効活用の提案

工場全体の水処理最適システムご提案

舶用機器トータルソリューション

食品機器トータルソリューション

病院トータルソリューション

ボイラだけでなく、船上焼却炉、舶用造

食品工場、学校給食、老人ホームや病院

医療器具の洗浄・乾燥・滅菌のメディカル

水装置、海洋生態系維持のためのバラス

の調理など幅広い分野の食品業界におい

製品の提案から、病院で使用する水処理

ト水処理装置など、船上でのエネルギー

て、食材の解凍から加熱処理・冷却、殺

製品、厨房で使用する食品機器をライン

の有効活用、海洋環境の保全などの課題

菌・保存、冷水冷却まで、ミウラならでは

アップ 。燃料切替ボイラなど先進の病院

をトータルに解決。

の熱と真空の技術を活かし最先端の食品

システムをコーディネイト。

機器を開発し、食の安心・安全と作業の
高効率化とコスト低減を提案。
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