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エキスパートだからできることが、ある

豊中ホット研究所の使命は、液体･気体の温度制御を含めた配管のエキスパートとして
世界トップレベルの技術開発力で、産業界、

そして社会に貢献すること。
その想いを胸に、社員一丸となってあらゆるご要望にお応えし、

皆様と共に未来を描いてまいります。
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ホースでつなげる地球の未来
-Our hose makes Earth’s future-

〝液体・気体の温度制御を含めた配管の専門

メーカー〟として創業50余年。

仕様、環境、世代、地域文化、価値観など、

さまざまな側面で多様性が求められる新時代に

先駆け、私どもは創業当初から皆様のご要望に

〝オーダーメイド〟でお応えしてまいりました。

当社には、皆様の「こんなものがあったらいいな」

というオリジナリティを形にできる技術開発力と

マインドがあります。

そして、当社の製品が現場で最高のパフォー

マンスを発揮し、ともに未来を想い描き、社会に

貢献できることを望んでいます。

そのための飽くなき品質改善を継続して行い、

「できないことはない」の社是のもと、全社一丸と

なって弛まぬ努力を傾注し、業界トップの実績と

信用を得る企業を目指してまいります。

株式会社豊中ホット研究所

代表取締役社長

河原 年男

未来につなげるオリジナリティ
を形にします。
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水・油・空気・溶液の保温・昇温や凝固・凍結防止、
または粘液・樹脂・油脂の粘度上昇を防ぎ定温移送する
ホースです。ヒータートレースや保温工事設計、それに
伴う手間とコストからお客様を解放できることが弊社
ホースの大きな利点です。

ホットホース・ヒーティングホース

各種工業用ホース。用途に応じて耐圧加工した製品群。
化学薬品・食品・ガス・スチーム用から塗装用、洗浄用
などの様々な使用用途に応じて低圧から超高圧まで
幅広いラインナップで対応いたします。

高圧樹脂ホース・特殊ホース

各種ホッパー、タンク、ポンプ、バルブや配管ラインの
加熱・保温が可能です。被加熱物や使用環境に応じて
最適な製品をオーダーメイドで設計します。着脱タイプ
や一体型など様々なご要望に対応いたします。

フレキシブルヒーター

「このサイズでないと設置できない」「継ぎ手は特殊な形状にしてほしい」
ホースサイズ、使用温度、使用設備、環境等、お客様のご要望はさまざまです。そうしたご要望に応えるべく、当社では
サイズ、形状、材質、特殊仕様など現場のニーズに合わせて個別設計をいたします。また、防滴仕様や結露対策、埃を嫌う
クリーンルーム等の特殊な環境下における防塵仕様、ホースの動きが激しい場所や耐衝撃・耐摩耗性に優れたオリジナル製品、
ヒーターの温度制御用コントローラーも製作可能です。

オーダーメイド製品の開発・設計

弊社は、数多くの実績と独自のノウハウ、確かな技術力であらゆる流体の配管専門メーカーとして約半世紀の実績を誇って
います。創業より積み重ねてきた確かな技術と最新の設備でお客様のご要望に応じた商品開発に努めると共に、各現場の
用途に最適な製品提供に力を注いでいます。

ブレーダー 押出成型機 口金加締機

ホース耐圧試験機 インパルス試験機 破壊圧試験機

製造設備・独自技術について

温体移送・凍結防止・高圧仕様など、お客様の
ニーズを捉えた製品の製造、開発を行っています。

保温断熱材、樹脂チューブ、センサーなどヒーターや
ホース以外にも流体移送・温度制御に関する部材を各
種取り扱っております。

その他・取扱製品

Toyonaka Hot Laboratory Co., Ltd.



お客様のニーズに最適な製品を提供すること。
そして、さらにお客様にご満足していただける製品の
開発が、我々の使命と心得ています。

沿革
福岡市博多区に於いて、高圧ホース・耐溶剤ホースの製造販売開始
ホットホース、パイプ加熱ヒーターの製造販売開始
インパルス高圧テストポンプ設置
テープヒーター・カバーヒーターの製造販売開始
営業と工場直轄のため、豊中市利倉に移転統一拡張し、名称を豊中ホット研究所とする
塗装用エアレスホース製造販売開始
資本金500万円で株式会社豊中ホット研究所として法人組織設立
九州工場設立
資本金を1,000万円に増資する
ナイロンチューブ押出成型機設置
PVC・ウレタン・熱可塑性エストラマーコーティング押出成型機設置
スチーム用アイロンホースの製造販売開始
テフロンチューブ押出成型機設置
スチーム用プレス機ホースの製造販売開始
高周波用電線製造販売開始
シンテープヒーター製造販売開始
東京営業所設立
事業拡張のため九州工場を日南に新設し移転 
ISO9001:2000認証取得
東京工場設立
株式会社太洋と事業統合し、製造技術部門と販売部門を一体化する
東京営業所、東京工場を大田工場に移転（大森：テクノフロント森ヶ崎）
インパルス試験機導入
九州工場を移転（宮崎市:田野町西工業団地）
大阪営業所を移転（三国：ピカソ三国ビル）
東京営業所を移転（港区芝大門）
本社を移転（大阪市淀川区新高）、大阪工場・研究所を統合移転（豊中市庄内）

1967年 8月
1971年 5月
1985年 1月
1985年 6月
1986年 4月
1987年 1月
1987年 4月
1987年 5月
1990年12月
1991年 4月
1991年11月
1992年 5月
1993年12月
1994年 1月
1995年 5月
1999年 1月
1999年 4月
2002年 2月
2002年 7月
2003年 2月
2006年 6月
2009年11月
2010年12月
2015年 4月
2017年11月
2019年  1月
2019年  4月

取得認証
ISO9001/JQA-QM8519
株式会社豊中ホット研究所　大阪工場
プラスチック耐圧ホース及びヒーティングホース
配管加熱用リボンヒーター及びカバーヒーターの設計・開発及び製造
株式会社豊中ホット研究所　九州工場
プラスチック耐圧ホース及びヒーティングホースの製造

認 証 規 格
登録事業者
登録活動範囲

関連事業所
ISO9001認証
JQA-QM8519

九州工場・大阪工場

主要納入先（敬称略、順不同）
トヨタ自動車株式会社
株式会社ロッテ
日産自動車株式会社
株式会社資生堂
本田技研工業株式会社
花王株式会社
マツダ株式会社
久光製薬株式会社
株式会社SUBARU

ライオン株式会社
スズキ株式会社
ユニ・チャーム株式会社
ダイハツ工業株式会社
株式会社フジクラ
いすゞ自動車株式会社
株式会社堀場製作所
川崎重工業株式会社
直本工業株式会社

株式会社大島造船所
ニチレキ株式会社
三菱重工業株式会社
東京エレクトロン株式会社
パナソニック株式会社
宇宙航空研究開発機構
富士電機株式会社
防衛省・自衛隊
 ほか
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主要製造設備
樹脂チューブ押出成型機 4台
PVC・ウレタン・熱可塑性エストラマーコーティング
押出成型機 1台
編組機 16打5台
 24打19台
 32打1台
 48打3台
 64打1台
 80打2台
 8×8  2段打3台
 高速16打3台
ワインダー 8台
口金加締機 7台
テープヒーター編機 2台

オーブン 7台
スポット溶接機 2台
工業用ミシン 4台
コンプレッサー 4台
ホース耐圧試験機 3台
耐電圧試験機 3台
破壊圧試験機 1台
TIG溶接機 1台
アーク溶接機 1台
計尺切断機 1台
ホース洗浄用アプリケーター 1台
スパイラル線巻機 1台
インパルス試験機 1台
NC旋盤 2台
汎用旋盤 1台

九州工場

大田工場

東京営業所

本社・大阪営業所

会社概要
名　　称
創　　業
会社設立
資 本 金
所 在 地

代 表 者
従 業 員
取引銀行

株式会社豊中ホット研究所
1967年8月1日
1987年4月1日
10,000,000円
本　社 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高3-9-14
TEL.06-6396-8525　FAX.06-6396-8672

大阪営業所 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高3-9-14 ピカソ三国ビル4F
TEL:06-6396-8525　FAX:06-6396-8672

東京営業所 〒105-0012 東京都港区芝大門１-1-32 芝大門トーセイビル4F
TEL:03-5843-7531　FAX:03-5843-7532

大阪工場 〒561-0832 大阪府豊中市庄内西町4-3-11
TEL:06-6152-5425　FAX:06-6152-5472

大田工場 〒143-0013 東京都大田区大森南4-6-15 テクノフロント森ヶ崎209
TEL:03-5737-7221　FAX:03-6423-9375

九州工場 〒889-1702 宮崎県宮崎市田野町乙1742-46
TEL:0985-86-1588　FAX:0985-86-1541

代表取締役社長　河原年男
70名（2019年4月1日現在）
りそな銀行　豊中服部支店


