
金属熱処理装置一覧

特徴 処理 温度などなど 処理・対象素材などなど

油冷鋼、空冷鋼、ハイス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。熱処理が一台で処理できる複合型装置。一台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。処理で処理できる複合型装置。きる複合型装置。複合型装置。 油冷鋼、空冷鋼、ハイス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。熱処理

　 油冷鋼専用焼入炉。自動で油焼入れを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。で処理できる複合型装置。油焼入れを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。行うため、安定した品質管理を行うことが可能。うため、安定した品質管理を行うことが可能。した品質管理を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。行うため、安定した品質管理を行うことが可能。うことが一台で処理できる複合型装置。可能。 油冷鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼入

30, 60 kg/gross

安価で無酸化熱処理が可能。シンプルな構造で操作も簡単。で処理できる複合型装置。無酸化熱処理が一台で処理できる複合型装置。可能。シンプルな構造で操作も簡単。な構造で操作も簡単。で処理できる複合型装置。操作も簡単。も簡単。簡単。 無酸化熱処理

低温域での焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。で処理できる複合型装置。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。幅広く使用されています。く使用されています。使用されています。

低温焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し、メッキ後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。ベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。硬化処理、乾燥

低温焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し、メッキ後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。ベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。硬化処理、乾燥

30kg 雰囲気焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し、銅の焼なまし、ベリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しの熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼なまし、ベリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻し銅の焼なまし、ベリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しの熱処理が一台で処理できる複合型装置。時効硬化、バネ材の焼戻し材などの熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し

焼入れ 浸炭・浸炭窒化・窒化

油冷鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼入れ、浸炭焼入れ、浸炭窒化、焼なまし

金型・金型部品の熱処理が一台で処理できる複合型装置。硬窒化、軟窒化

金型・金型部品の熱処理が一台で処理できる複合型装置。硬窒化、軟窒化

シリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しーズ名名/装置名
※カタログPDFリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しンク有り有りり 区分/処理重量

　Aシリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しーズ名
多種少量部品の熱処理が一台で処理できる複合型装置。無酸化焼入れを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。行うため、安定した品質管理を行うことが可能。う小型熱処理炉の熱処理が一台で処理できる複合型装置。代表的機種で処理できる複合型装置。す。
機械構造で操作も簡単。用鋼（炭素鋼・合金鋼）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっとと工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。チック有り金型鋼）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっとの熱処理が一台で処理できる複合型装置。それぞれに幅広く使用されています。も簡単。っと
も簡単。適した機種を揃えています。した機種を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。揃えています。えています。
無酸化雰囲気の熱処理が一台で処理できる複合型装置。中で熱処理を行うことにより、酸化や脱炭を抑制することができます。で処理できる複合型装置。熱処理を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。行うため、安定した品質管理を行うことが可能。うことに幅広く使用されています。より、酸化や脱炭を抑制することができます。脱炭を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。抑制することができます。する複合型装置。ことが一台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。きます。

鉄系(鋼)
一般熱処理

焼入れ
焼なまし
光輝処理

高温（～1060℃)
高温（～1250℃)
空冷/油冷あり

・機械構造で操作も簡単。用鋼（炭素鋼・合金鋼）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと
・工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。チック有り金型鋼）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

　>   SAM 多機能熱処理炉 ※ 25～100 kg/gross 600～1250℃

　>   SA 油槽付無酸化焼入炉 ※ 25～150 kg/gross 600～1060℃

　>   SAG ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。冷却専用焼入・焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。炉 ※ 焼入れから焼戻しまで焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。しまで処理できる複合型装置。1台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。処理可能。 500～1060℃ 500～1060℃ 空冷鋼（SKD）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっとの熱処理が一台で処理できる複合型装置。熱処理

　>   AVC 加圧ガス冷却真空焼入炉ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。冷却真空焼入炉 真空中で加熱するので光輝熱処理が可能。また、窒素ガスで加圧冷却を行う（で加熱するので光輝熱処理が可能。また、窒素ガスで加圧冷却を行う（加熱するので光輝熱処理が可能。また、窒素ガスで加圧冷却を行う（するので加熱するので光輝熱処理が可能。また、窒素ガスで加圧冷却を行う（光輝熱するので光輝熱処理が可能。また、窒素ガスで加圧冷却を行う（処理が可能。また、窒素ガスで加圧冷却を行う（が可能。また、窒素ガスで加圧冷却を行う（可能。また、窒素ガスで加圧冷却を行う（また、窒素ガスで加圧冷却を行う（窒素ガスで加圧冷却を行う（ガスで加圧冷却を行う（で加熱するので光輝熱処理が可能。また、窒素ガスで加圧冷却を行う（加圧冷却を行う（を行う（行う（う（N
2
 280kPa）。また、窒素ガスで加圧冷却を行う（ 500～1250℃ 空冷鋼（SKD, SKH）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっとの熱処理が一台で処理できる複合型装置。光輝焼入・焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し

　>   LAM たて型雰囲気加熱炉 30～200kg/gross 600～1060℃

　R-Lシリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しーズ名 鉄系(鋼)
一般熱処理

焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し
焼なまし

低温（～300℃）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと
低温（～450℃）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

・鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。低温焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し・時効硬化処理
・ベーキング・乾燥処理・樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。硬化処理

　>   LT精密低温熱処理炉 ヒーターはシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。シーズ名ヒーターなの熱処理が一台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。、長寿命かつ保守点検も容易。かつ保守点検も容易。保守点検も容易。も簡単。容易。
炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。熱風循環構造で操作も簡単。に幅広く使用されています。より、温度など分布が良好。が一台で処理できる複合型装置。良好。

炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。容積
 0.2～1.8m³ ～280℃

　>   LD台で処理できる複合型装置。車型低温熱処理炉
台で処理できる複合型装置。車ごと入れる複合型装置。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。量産処理が一台で処理できる複合型装置。可能。
レールな構造で操作も簡単。付なの熱処理が一台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。、台で処理できる複合型装置。車はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。ス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。ムーズ名に幅広く使用されています。出し入れ可能。し入れ可能。
炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。熱風循環構造で操作も簡単。に幅広く使用されています。より、温度など分布が良好。が一台で処理できる複合型装置。良好。

炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。容積
1.5～8.0m³ ～280℃

　>   RAガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。雰囲気低温熱処理炉
無酸化で処理できる複合型装置。低温の熱処理が一台で処理できる複合型装置。熱処理が一台で処理できる複合型装置。可能。
昇温、降温とも簡単。に幅広く使用されています。短時間で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。きる複合型装置。効率設計。
炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。熱風循環構造で操作も簡単。に幅広く使用されています。より、温度など分布が良好。が一台で処理できる複合型装置。良好。

15～60kg/gross 150～400℃ 銅の焼なまし、ベリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻し合金の熱処理が一台で処理できる複合型装置。光輝焼なまし及び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処時効硬化処理。マグネ材の焼戻しシウム合金の熱処理が一台で処理できる複合型装置。熱処
理。応力除去焼なまし。その熱処理が一台で処理できる複合型装置。他無酸化加熱処理。

　R-Hシリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しーズ名 中で熱処理を行うことにより、酸化や脱炭を抑制することができます。温域での焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。で処理できる複合型装置。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。幅広く使用されています。く使用されています。使用されています。ア
ルな構造で操作も簡単。ミニウムの熱処理が一台で処理できる複合型装置。溶体化処理や脱炭を抑制することができます。時効硬化処理に幅広く使用されています。も簡単。使用可能で処理できる複合型装置。す。

鉄系(鋼)
一般熱処理

焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し
焼なまし

低温（～550℃）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと
低温（～650℃）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

・鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。中で熱処理を行うことにより、酸化や脱炭を抑制することができます。・高温焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し・時効硬化処理・焼ばめ
・ベーキング・乾燥処理・樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。硬化処理

　>  RBM/RH流気式高温炉 ※
低温域での焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。から焼戻しまで高温域での焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。まで処理できる複合型装置。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。しが一台で処理できる複合型装置。可能。
炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。熱風循環方式に幅広く使用されています。より温度など分布が良好。が一台で処理できる複合型装置。良好。
内は熱風循環構造により、温度分布が良好。装はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。ス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。テンレス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。製で堅牢、高寿命。で処理できる複合型装置。堅牢、高寿命かつ保守点検も容易。。

50～100kg/gross

100～550℃
（RBM）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

100～630℃
（RH）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し（低温～高温）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと、焼ばめ、
溶接後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。応力除去、アルな構造で操作も簡単。ミニウムの熱処理が一台で処理できる複合型装置。T4,T5,T6処理

　>  TAF/TAF-H全自動で油焼入れを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。繰返し焼戻炉 ※し焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。炉 ※
昇温→保持→冷却を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。自動で油焼入れを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。で処理できる複合型装置。行うため、安定した品質管理を行うことが可能。える複合型装置。。
プログラムで処理できる複合型装置。運転するので誰でも簡単に処理可能。する複合型装置。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。誰でも簡単に処理可能。で処理できる複合型装置。も簡単。簡単に幅広く使用されています。処理可能。
炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。熱風循環方式なの熱処理が一台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。温度など分布が良好。が一台で処理できる複合型装置。良好。

50～100kg/gross

100～550℃
（TAF）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

100～630℃
（TAF-H）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し（低温～高温）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと、焼ばめ、
溶接後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。応力除去、アルな構造で操作も簡単。ミニウムの熱処理が一台で処理できる複合型装置。T4,T5,T6処理

　>  RON簡易雰囲気焼鈍炉
設備費もランニングコストも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。も簡単。ランニングコス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。トも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。も簡単。最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。も簡単。低価で無酸化熱処理が可能。シンプルな構造で操作も簡単。格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。で処理できる複合型装置。、簡単に幅広く使用されています。雰囲気熱処理が一台で処理できる複合型装置。可能。
外注熱処理に幅広く使用されています。はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。依頼しにくい少量品や緊急品も自社で即時簡単に処理可能。しに幅広く使用されています。く使用されています。い少量品や脱炭を抑制することができます。緊急品も簡単。自社で即時簡単に処理可能。で処理できる複合型装置。即時簡単に幅広く使用されています。処理可能。
窒素ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。使用しない大気で処理できる複合型装置。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。熱処理も簡単。可能。

100～530℃

　>  RBC熱風循環式コンベア炉
コンベア上にワークを連続的に並べるだけで、多量の熱処理が可能。に幅広く使用されています。ワーク有りを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。連続的に幅広く使用されています。並べるだけで、多量の熱処理が可能。べる複合型装置。だけで処理できる複合型装置。、多量の熱処理が一台で処理できる複合型装置。熱処理が一台で処理できる複合型装置。可能。
加熱室ははシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。1～5点の熱処理が一台で処理できる複合型装置。ゾーン制することができます。御、各ゾーンごとに幅広く使用されています。循環ファンを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。取り付けて温度の均一化を図っている。り付けて温度などの熱処理が一台で処理できる複合型装置。均一化を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。図っている。っている複合型装置。。
加熱時間はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。ス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。ピードコントも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。ローラーに幅広く使用されています。より可変

100～450℃ 高周波焼入れ後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し、鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。低温焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し、
及び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処焼なまし、ガラス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼成

　>  RBH精密中で熱処理を行うことにより、酸化や脱炭を抑制することができます。温熱処理炉 ※ 二重鋼板と特殊断熱材により、熱ロスを最小限に抑えた省電力タイプ。と特殊断熱材などに幅広く使用されています。より、熱ロス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。小限に抑えた省電力タイプ。に幅広く使用されています。抑えた省電力タイプ。
高性能ファンに幅広く使用されています。より、優れた温度分布を発揮。れた温度など分布が良好。を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。発揮。

炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。容積
0.2～2.25m³ 100～560℃ 各種鋼材などの熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し及び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処焼なまし（低温～中で熱処理を行うことにより、酸化や脱炭を抑制することができます。温）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと、メッキ後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。ベーキ

ング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。硬化処理、アルな構造で操作も簡単。ミニウムの熱処理が一台で処理できる複合型装置。T5処理

　SHシリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しーズ名
表面を硬くし、内部に軟らかさを残して表面にかかったエネルギーを内部で吸収しやすくし、耐摩耗性を向上させを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。硬く使用されています。し、内は熱風循環構造により、温度分布が良好。部に幅広く使用されています。軟ら焼戻しまでかさを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。残して表面にかかったエネルギーを内部で吸収しやすくし、耐摩耗性を向上させして表面を硬くし、内部に軟らかさを残して表面にかかったエネルギーを内部で吸収しやすくし、耐摩耗性を向上させに幅広く使用されています。かかったエネ材の焼戻しルな構造で操作も簡単。ギーを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。内は熱風循環構造により、温度分布が良好。部で処理できる複合型装置。吸収しやすくし、耐摩耗性を向上させしや脱炭を抑制することができます。すく使用されています。し、耐摩耗性を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。向上にワークを連続的に並べるだけで、多量の熱処理が可能。させ
る複合型装置。方法が表面硬化法です。が一台で処理できる複合型装置。表面を硬くし、内部に軟らかさを残して表面にかかったエネルギーを内部で吸収しやすくし、耐摩耗性を向上させ硬化法が表面硬化法です。で処理できる複合型装置。す。
浸炭焼入れ・浸炭窒化・窒化及び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。軟窒化処理に幅広く使用されています。使用されています。

鉄系(鋼)
表面を硬くし、内部に軟らかさを残して表面にかかったエネルギーを内部で吸収しやすくし、耐摩耗性を向上させ熱処理

窒化（～650℃）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと
浸炭（～
1000℃）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

　>  SAD小型ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。浸炭焼入炉 ※
耐熱鋼製で堅牢、高寿命。マッフルな構造で操作も簡単。を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。使用している複合型装置。ため、気密性が一台で処理できる複合型装置。高く使用されています。、繰り返し焼戻炉 ※し間欠運転するので誰でも簡単に処理可能。に幅広く使用されています。最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。適した機種を揃えています。。
雰囲気の熱処理が一台で処理できる複合型装置。安定した品質管理を行うことが可能。と立ち上がりが早い。ち上がりが早い。上にワークを連続的に並べるだけで、多量の熱処理が可能。が一台で処理できる複合型装置。りが一台で処理できる複合型装置。早い。い。
少数生産に幅広く使用されています。最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。適した機種を揃えています。な省エネ材の焼戻し、コンパク有りトも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。タイプ。

60～100kg/ch 800～950℃

　>  ELPNポットも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。式ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。窒化炉 ※
炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。へはシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。パージで処理。で処理できる複合型装置。処理。
ワーク有りの熱処理が一台で処理できる複合型装置。出し入れ可能。し入れはシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。上にワークを連続的に並べるだけで、多量の熱処理が可能。から焼戻しまで手動で油焼入れを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。またはシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。ホイス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。トも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。で処理できる複合型装置。行うため、安定した品質管理を行うことが可能。う。
排ガスのアンモニアを無害化するための排ガス分解装置を用意（オプション）。ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。アンモニアを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。無害化する複合型装置。ための熱処理が一台で処理できる複合型装置。排ガスのアンモニアを無害化するための排ガス分解装置を用意（オプション）。ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。分解装置を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。用意（オプション）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと。

50～300kg/ch 400～600℃

　>  RAVN横型真空式窒化炉 ※
炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。への熱処理が一台で処理できる複合型装置。ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。置換は真空パージ後に行うため、精密部品や複雑形状の処理物に最適。はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。真空パージで処理。後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥に幅広く使用されています。行うため、安定した品質管理を行うことが可能。うため、精密部品や脱炭を抑制することができます。複雑形状の処理物に最適。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。処理物に最適。に幅広く使用されています。最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。適した機種を揃えています。。
ワーク有りの熱処理が一台で処理できる複合型装置。出し入れ可能。し入れはシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。横から焼戻しまで手動で油焼入れを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。またはシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。フォーク有りで処理できる複合型装置。行うため、安定した品質管理を行うことが可能。う。
排ガスのアンモニアを無害化するための排ガス分解装置を用意（オプション）。ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。アンモニアを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。無害化する複合型装置。ための熱処理が一台で処理できる複合型装置。排ガスのアンモニアを無害化するための排ガス分解装置を用意（オプション）。ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。分解装置を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。用意。（オプション）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

100～300 kg/ch 400～600℃

https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-SAM.pdf
https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-SA.pdf
https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-SAG.pdf
https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-RBM.pdf
https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-TAF.pdf
https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-RBH.pdf
https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-SAD.pdf
https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-RAVN.ELPN.pdf
https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-RAVN.ELPN.pdf


銅の焼なまし、ベリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻し・銅の焼なまし、ベリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻し合金の熱処理が一台で処理できる複合型装置。光輝熱処理、アルな構造で操作も簡単。ミニウムの熱処理が一台で処理できる複合型装置。熱処理

高品質を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。要求される精密部品、電子部品の清浄加熱される複合型装置。精密部品、電子部品の熱処理が一台で処理できる複合型装置。清浄加熱

1100℃

無酸化炉中で熱処理を行うことにより、酸化や脱炭を抑制することができます。ろう付

電子部品の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼成

　その熱処理が一台で処理できる複合型装置。他 各種

　 油冷鋼（調質鋼）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっとの熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼入れ及び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処マルな構造で操作も簡単。ク有りエンチ

サブゼロ処理、冷や脱炭を抑制することができます。しばめ、各種低温試験

    Nシリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しーズ名 銅の焼なまし、ベリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻し合金・アルな構造で操作も簡単。ミニウム合金・マグネ材の焼戻しシウム合金・チタン合金などの熱処理が一台で処理できる複合型装置。非鉄金属材など料向けの熱処理が一台で処理できる複合型装置。熱処理炉はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。、水素・窒素・
アルな構造で操作も簡単。ゴンなどの熱処理が一台で処理できる複合型装置。ガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。雰囲気を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。使用する複合型装置。ととも簡単。に幅広く使用されています。、熱風循環に幅広く使用されています。より高性能の熱処理が一台で処理できる複合型装置。温度など分布が良好。を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。保証します。します。

非鉄金属
熱処理

焼鈍
溶体化

時効硬化

低温（～550℃）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと
低温（～800℃）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

　>  BMRベルな構造で操作も簡単。型光輝焼鈍炉 リ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しジで処理。ェネ材の焼戻しバーナーと100%水素で処理できる複合型装置。25%の熱処理が一台で処理できる複合型装置。省エネ材の焼戻し効果実現。
酸洗不要の熱処理が一台で処理できる複合型装置。ためメタルな構造で操作も簡単。ロス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。が一台で処理できる複合型装置。なく使用されています。、排ガスのアンモニアを無害化するための排ガス分解装置を用意（オプション）。水処理の熱処理が一台で処理できる複合型装置。必要も簡単。ないため環境改善可能。 3～50t/ch 100～800℃ 銅の焼なまし、ベリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻し合金（帯・条・線・パイプ・重量物に最適。）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと、アルな構造で操作も簡単。ミ箔帯、銅の焼なまし、ベリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻し帯、鍛造で操作も簡単。

品の熱処理が一台で処理できる複合型装置。光輝焼なまし

　>  RAV横型真空パージで処理。光輝焼鈍炉 清浄なガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。送入し僅少な温度など分布が良好。で処理できる複合型装置。加熱を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。行うため、安定した品質管理を行うことが可能。える複合型装置。。
加熱炉、冷却装置、真空機器が一体となったコンパクトな設備。が一台で処理できる複合型装置。一体となったコンパク有りトも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。な設備。 50～500 kg/ch 100～650℃

　>  RAガス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。雰囲気低温熱処理炉
無酸化で処理できる複合型装置。低温の熱処理が一台で処理できる複合型装置。熱処理が一台で処理できる複合型装置。可能。
昇温、降温とも簡単。に幅広く使用されています。短時間で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。きる複合型装置。効率設計。
炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。熱風循環構造で操作も簡単。に幅広く使用されています。より、温度など分布が良好。が一台で処理できる複合型装置。良好。

15～60kg/gross 150～400℃ 銅の焼なまし、ベリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻し合金の熱処理が一台で処理できる複合型装置。光輝焼なまし及び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処時効硬化処理。マグネ材の焼戻しシウム合金の熱処理が一台で処理できる複合型装置。熱処
理。応力除去焼なまし。その熱処理が一台で処理できる複合型装置。他無酸化加熱処理

　>  EMPポットも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。タイプ雰囲気加熱炉
強力な流気ファンを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。装備している複合型装置。ため、炉内は熱風循環構造により、温度分布が良好。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。温度など分布が良好。、雰囲気の熱処理が一台で処理できる複合型装置。均一化が一台で処理できる複合型装置。得られ、冷却の際に大きな効果を発揮ら焼戻しまでれ、冷却の熱処理が一台で処理できる複合型装置。際に大きな効果を発揮に幅広く使用されています。大きな効果を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。発揮
。
低温、中で熱処理を行うことにより、酸化や脱炭を抑制することができます。温、高温タイプが一台で処理できる複合型装置。あり、ワーク有りの熱処理が一台で処理できる複合型装置。材など質や脱炭を抑制することができます。熱処理別に機種が選択可能。に幅広く使用されています。機種が一台で処理できる複合型装置。選択可能。

50～400kg/ch 200～930℃ 黄鋼・燐青銅の焼なまし、ベリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しの熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼なまし、低硅素鋼板と特殊断熱材により、熱ロスを最小限に抑えた省電力タイプ。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼なまし、マグネ材の焼戻しシウム合
金の熱処理が一台で処理できる複合型装置。溶体化処理、人工時効

　>  RBT箱型流気式焼鈍炉 ※ 強力なファンに幅広く使用されています。よる複合型装置。対流と緻密な温度など制することができます。御で処理できる複合型装置。、精密な温度など分布が良好。が一台で処理できる複合型装置。とれる複合型装置。。
保温はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。高性能計量セラミック有りファイバーを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。使用している複合型装置。ため省エネ材の焼戻しルな構造で操作も簡単。ギー。 100～2000 kg/ch 100～650℃ 鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し（真空焼入れ後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥、高周波焼入れ後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥、浸炭焼入れ後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと、各

種金属の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼なまし、焼ばめ

　Cシリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻しーズ名 ※
プレス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。部品や脱炭を抑制することができます。機械加工部品の熱処理が一台で処理できる複合型装置。量産処理用連続熱処理炉はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。処理物に最適。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。材など質や脱炭を抑制することができます。形状の処理物に最適。に幅広く使用されています。より、種々の形式がありまの熱処理が一台で処理できる複合型装置。形式が一台で処理できる複合型装置。ありま
す。Thermalの熱処理が一台で処理できる複合型装置。連続炉はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。、国内は熱風循環構造により、温度分布が良好。外に幅広く使用されています。数百基の実績があり、あらゆる分野で活躍しています。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。実績があり、あらゆる分野で活躍しています。が一台で処理できる複合型装置。あり、あら焼戻しまでゆる複合型装置。分野で活躍しています。で処理できる複合型装置。活躍しています。しています。
ご要求される精密部品、電子部品の清浄加熱に幅広く使用されています。より、製で堅牢、高寿命。品サンプルな構造で操作も簡単。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。実験・試作も簡単。を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。行うため、安定した品質管理を行うことが可能。い、最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。適した機種を揃えています。条件をご提案できます。を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。ご提案できます。で処理できる複合型装置。きます。

鉄系(鋼)
連続熱処理

光輝焼鈍
光輝ろう付け

低温（～900℃）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと
高温（～

11500℃）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

・ス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。テンレス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。光輝処理
・鉄系ろう付け、ス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。テンレス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。ろう付け

　>  BCE(A)ス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。テンレス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。光輝熱処理炉
ス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。テンレス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。還元性雰囲気に幅広く使用されています。て処理する複合型装置。ことに幅広く使用されています。より表面を硬くし、内部に軟らかさを残して表面にかかったエネルギーを内部で吸収しやすくし、耐摩耗性を向上させの熱処理が一台で処理できる複合型装置。微量の熱処理が一台で処理できる複合型装置。酸化物に最適。も簡単。還元し、光輝処理が一台で処理できる複合型装置。可能。
また、オプションで処理できる複合型装置。雰囲気循環式冷却機構（急冷機構）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっとを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。装備可能。
真空炉と違いクロムなどの蒸発・蒸着がなく、加熱時間が短く冷却時間が速いので、機械的性質と耐食性が優秀。いク有りロムなどの熱処理が一台で処理できる複合型装置。蒸発・蒸着がなく、加熱時間が短く冷却時間が速いので、機械的性質と耐食性が優秀。が一台で処理できる複合型装置。なく使用されています。、加熱時間が一台で処理できる複合型装置。短く使用されています。冷却時間が一台で処理できる複合型装置。速いので、機械的性質と耐食性が優秀。いの熱処理が一台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。、機械的性質と耐食性が一台で処理できる複合型装置。優れた温度分布を発揮。秀。

ス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。テンレス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。光輝処理（オース鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。テナイトも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。系の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼なまし・固溶化処
理、マルな構造で操作も簡単。テンサイトも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。系製で堅牢、高寿命。品の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼入れ硬化、フェライトも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。系の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼なまし
）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

　>  BCE(B)無酸化炉中で熱処理を行うことにより、酸化や脱炭を抑制することができます。ろう付炉

ノーフラック有りス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。の熱処理が一台で処理できる複合型装置。ろう付が一台で処理できる複合型装置。可能。
無酸化熱処理が一台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。き、後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥処理の熱処理が一台で処理できる複合型装置。酸洗いが一台で処理できる複合型装置。不要。
同時に幅広く使用されています。多点の熱処理が一台で処理できる複合型装置。ろう付が一台で処理できる複合型装置。可能。
ろう付と同時に幅広く使用されています。焼入れ又は光輝焼鈍が可能。はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。光輝焼鈍が一台で処理できる複合型装置。可能。

500～1150℃

　>  BCE(E)電子部品焼成炉
低温タイプ　100～300℃
中で熱処理を行うことにより、酸化や脱炭を抑制することができます。温タイプ　450～600℃
高温タイプ　800～1000℃

100～1000℃

ロングヒットも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。セラーの熱処理が一台で処理できる複合型装置。加熱炉・シェーカーハース鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。炉・サブゼロ装置・アルな構造で操作も簡単。カリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻し温水洗浄機を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。ラインアップしていま
す。

鉄系(鋼)
一般熱処理及び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処び時効硬化処理。マグネシウム合金の熱処付

帯装置

焼入れ、サブゼロ
、洗浄、微細熱処

理

鉄系(鋼）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっとの熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼入れ、微細部品の熱処理が一台で処理できる複合型装置。焼入れ、
サブゼロ処理、洗浄

　>  TL箱型加熱炉 ※ 堅牢で処理できる複合型装置。寿命かつ保守点検も容易。が一台で処理できる複合型装置。長く使用されています。、使いや脱炭を抑制することができます。すい箱型タイプ。
全国の熱処理が一台で処理できる複合型装置。主要な工場3,300社で即時簡単に処理可能。に幅広く使用されています。納入実績があり、あらゆる分野で活躍しています。あり。 500～1100℃ 金型や脱炭を抑制することができます。機械部品などの熱処理が一台で処理できる複合型装置。金属熱処理（焼入れ、焼戻し・焼なまし・時効硬化処理・焼ばめ・ベーキング・各種乾燥処理に幅広く使用されています。し、焼なまし）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと、

加熱試験

　>  MAC傾斜型揺動で油焼入れを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。連続焼入炉

炉体を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。傾斜させなが一台で処理できる複合型装置。ら焼戻しまで、間欠振動で油焼入れを行うため、安定した品質管理を行うことが可能。に幅広く使用されています。より処理品を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。進行うため、安定した品質管理を行うことが可能。させ、後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥部レトも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。ルな構造で操作も簡単。トも最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。開口部より油槽に幅広く使用されています。落下させるため、歪みさせる複合型装置。ため、歪みみ
の熱処理が一台で処理できる複合型装置。少ない焼入れ可能。
ワーク有りの熱処理が一台で処理できる複合型装置。酸化。脱炭を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。防ぐため、窒素ベース無酸化雰囲気を作成。ぐため、窒素ベース鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。無酸化雰囲気を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。作も簡単。成。
焼入れ油はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。等温（80～200℃）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっとに幅広く使用されています。保持し撹拌。

800～880℃

　>  CT超低温サブゼロ装置 常温から焼戻しまで-180℃まで処理できる複合型装置。任意に幅広く使用されています。温度など設定した品質管理を行うことが可能。が一台で処理できる複合型装置。可能。
電気的な冷却装置と比較して短時間で冷却できる。して短時間で処理できる複合型装置。冷却で処理できる複合型装置。きる複合型装置。。 RT ～ -180℃

　>  CNWアルな構造で操作も簡単。カリ銅の時効硬化、バネ材の焼戻し温水洗浄機
上にワークを連続的に並べるだけで、多量の熱処理が可能。下させるため、歪み左右、全方向から焼戻しまで処理物に最適。を行うため、安定した品質管理を行うことが可能。隅々の形式がありままで処理できる複合型装置。噴射洗浄。
洗浄液は繰り返して使う循環式。はシーズヒーターなので、長寿命かつ保守点検も容易。繰り返し焼戻炉 ※して使う循環式。
オイルな構造で操作も簡単。ス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。キマー（廃油除去装置）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっとなの熱処理が一台で処理できる複合型装置。で処理できる複合型装置。焼入れ後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。部品洗浄に幅広く使用されています。最も低価格で、簡単に雰囲気熱処理が可能。適した機種を揃えています。。

100kg、250kg ～80℃
熱処理前後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。脱脂の硬化処理、乾燥洗浄
プレス鋼の熱処理が一台で処理できる複合型装置。後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥の熱処理が一台で処理できる複合型装置。脱脂の硬化処理、乾燥洗浄
機械加工後のベーキング処理、樹脂の硬化処理、乾燥、組立ち上がりが早い。前の熱処理が一台で処理できる複合型装置。脱脂の硬化処理、乾燥洗浄（防ぐため、窒素ベース無酸化雰囲気を作成。錆も兼ねる）も簡単。兼ねる）ねる複合型装置。）と工具鋼（冷間金型鋼・熱間金型鋼・プラスチック金型鋼）のそれぞれにもっと

https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-RBT.pdf
https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-BCE.pdf
https://www.hirochiku.co.jp/common/themes/hirochiku/file/Thermal-catalog-TL_TM.pdf

