
ボイラ事業
 蒸気ボイラ　  温水ヒータ・ボイラ
 熱媒ボイラ　  ボイラ周辺機器

舶用事業
 舶用補助ボイラ　  船上焼却炉
 舶用造水装置　  バラスト水処理装置

食品機械事業
 解凍装置　  加熱調理機　  冷却機
 冷水製造装置　  レトルト殺菌機　  高圧洗浄機

新事業開発・熱利用事業
 エアコンプレッサ　  排ガスボイラ
 廃熱ボイラ　  ヒートポンプ
 業務用燃料電池　  水素製造装置

ランドリー事業
 業務用洗濯機　  業務用乾燥機
 業務用脱水機

メンテナンス事業
 ZMP（有償保守管理）契約　  有償メンテナンス
 技術指導　  メンテナンスリース

アクア事業
 ろ過システム　  純水システム　  脱気システム
 業務用軟水装置　  排水リユースシステム
 ボイラ水処理システム　  家庭用軟水器

メディカル事業
 洗浄器・乾燥機　  高圧蒸気滅菌器
 エチレンオキサイドガス滅菌器　  管理装置
 蒸気発生装置　  産業・研究用滅菌器

環境事業
 環境汚染物質の分析サービス
 ダイオキシン類自動前処理装置
 PCB分析前処理装置　  POPｓ類自動前処理装置

海外事業
 17の国・地域にて218拠点、7工場を展開
 23ヵ国（日本を除く）に販売

（2020年3月現在）
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At a Glance

ミウラグループは、主にボイラおよび関連機器などの製造販売・メンテナンスを手がけています。
主力の貫流ボイラとボイラ技術を基盤とする水処理機器、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、工場の「トータルソリューション」をグローバルに提供し、メーカー独自の「ワンストップ・メンテナンス」
を展開しています。

国内機器販売事業
 蒸気ボイラ   温水ボイラ
 システム機器   エアコンプレッサ  
 水処理機器   業務用軟水器  
 ボイラ用水処理薬品   特機製品  
 舶用機器   食品機器  
 メディカル機器   冷熱機器用薬品  
 ダイオキシン類分析

社会のなかのミウラの製品

海外機器販売事業
 蒸気ボイラ   温水ボイラ  
 システム機器   水処理機器  
 ボイラ用水処理薬品  
 特機製品   食品機器  
 メディカル機器

国内メンテナンス事業
 有償メンテナンス  
 保守契約（ZMP等）  
 点検契約  
 メンテナンスリース

海外メンテナンス事業
 有償メンテナンス  
 保守契約（ZMP等）
 点検契約

国内ランドリー事業
 ランドリー機器  
 有償メンテナンス

セグメント別事業概況 事業内容

売上収益

143,645百万円
（2020年3月期）

営業利益

18,540百万円
（2020年3月期）
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小型貫流ボイラの国内シェア  No.1

舶用ボイラの搭載数国内  No.1 業務用軟水装置の国内シェア  No.1

ダイオキシン分析前処理装置の国内シェア  No.1

真空冷却機の国内シェア  No.1

業務用クリーニング機器の国内シェア  No.1
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遊園地
遊園地でもミウラのボイラが活
躍中。子どもたちの夢の国を、
見えないところで支えています。

コンビナート
ミウラのボイラは、石油化学コ
ンビナートでも活躍しています。オフィスビル

1ヵ所で製造した冷水や温水、蒸
気を複数のビルや建物に送り、冷・
暖房、給湯を行う「地域冷暖房」に
もミウラの技術が生きています。

病院
医療器具の洗浄や滅菌のためのメ
ディカル機器やボイラ、水処理装置
が多くの病院に納入され、医療現
場の安心・安全に貢献しています。

一般工場
化学、機械、電気、自動車などの各種工場
でボイラ、エアコンプレッサ、水処理装置
が活躍。さらに未利用のエネルギーの有
効利用にもミウラの技術が生きています。

貨物船
舶用ボイラから海洋生態
系維持のためのバラスト
水処理装置まで、ミウラ
の多彩な舶用機器を搭載
した船が、世界の海を航
海しています。

食品工場
解凍から、加熱、冷却、殺菌まで食品
加工ラインでさまざまな食品機械が
活躍。品質の高い食品づくりをボイラ、
エアコンプレッサ、水処理装置などと
総合的に効率よくサポートしています。

産業用洗濯工場
ホテルや病院からクリーニングに出
された寝具類、飲食店でのおしぼ
り・テーブルクロス・ユニフォーム
などを洗濯するため、連続式洗濯
機や乾燥機などが活躍しています。

商業施設
燃料電池は、CO2排出量を削減でき
るクリーンな電力源です。飲食店、集
合住宅、福祉施設などに導入可能。
先進技術を活用しお客様の省エネル
ギー、地球環境の改善に貢献します。

学校
校舎をはじめ学校施設の冷
暖房システムや学校内の食
堂の厨房設備で、多彩なミウ
ラ製品が活躍。快適な学校
生活をサポートしています。

住宅街
戸建て用、浴室専用、ペット専用
と、3タイプの家庭用軟水器を揃
え、一般家庭にも軟水のある豊
かな生活をお届けしています。

商店街
クリーニング店、豆腐店、銭湯などで
は取り扱いのしやすいボイラが、レス
トランやカフェなど飲食店ではさまざ
まな食機製品が活躍しています。

豆腐店
銭湯

クリーニング店
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