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l 企業理念
Corporate philosophy 

昨今のエレクトロニクス産業は、『地球環境を考える』ことが重要なテー マです。
世界の企業がグロー バル化している中、あらゆるお客様へ安全で地球環境に優しい製品
をお届けする事が、私達の使命であると考えております。
創業以来、常にお客様のこ意見やこ要望にお応えし、信頼頂ける企業であるように努め
て参りました。
マノック工業は、皆様と共に未来へと発展し成長していく企業を目指し続けます。

One of the major topics in the electronics industry in recent years is the issue of 
being considerate of the earth and the environment. 
As many companies around the world are in the process of globalization, our 
company's mission is to provide our customers products that ensure the safety of all of our customers and are 
environmentally friendly. 
Ever since our founding, we have worked hard to answer to the requests of our customers and to build our company 
into one that our customers trust. 
Manock Industry Co., Ltd. aims to be a company that advances towards the future and grows together with our 
customers. 

l 会社概要
Company Profile 

商 号 マノック工業株式会社
MANOCK INDUSTRY CO., LTD.

本 社

支 店

設 立

主要取引先
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〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-9
TEL.03-5296-3322 
FAX.03-5296-3324 

URL : www.manock.co.jp 
日商璃諾珂工業股伶有限公司 台湾分公司

302新竹縣竹北市嘉豊十一路二段31琥2棲
TEL.+886 (3) 668-3588 

1989年3月10日

・ ジャパン株式会社ヴェルサムマテリアルズ
UBE Corporation
花王株式会社
関東化学株式会社
コダマ樹脂工業株式会社
サーパス工業株式会社
サンフロロシステム株式会社
昭和電工株式会社
信越化学工業株式会社
ステラケミファ株式会社
セントラル硝子株式会社
ダイキン工業株式会社
大日本印刷株式会社
デュポン ・ スペシャルティ ・ プロダクツ株式会社
東京エレクトロンテクノロジー ソリューションズ株式会社
東京応化工業株式会社
株式会社トクヤマ
ナガセケムテックス株式会社

資本金

代表者

取引銀行

3,000万円

代表取締役 熊野 操

三井住友銀行 神田支店
三菱UFJ銀行 神田駅前支店
みすほ銀行 日本橋支店

株式会社 K OKUSAI ELECTRIC 
日本液炭株式会社
林純薬工業株式会社
日本インテグリス合同会社
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社
富士フイルム和光純薬株式会社
Nippon Kayaku Co., Ltd.
丸善薬吊産業株式会社
三井 ・  ケマーズフロロケミカル株式会社
三菱ケミカル株式会社
三菱ガス化学株式会社
株式会社ミラプロ
株式会社ヨシカワ

ラサ工業株式会社
株式会社ADEKA
CKD株式会社

KISCO株式会社
SMC株式会社



l 営業品目
Business line 

l. 高純度薬品用搬送容器(FRP/SUS/PE／フッ素樹脂）

2. 高純度薬品用タンクロ ー リー

3. ISOタンクコンテナ ・ 大型タンクコンテナ各種

4. ドラム缶（プラスチック ・ ステンレス ・ ケミカルドラム他各種）

5 フッ素樹脂製試薬ビン ・ ポリ缶

6. 高純度薬品用継手（フッ素樹脂製•SUS製）

7. フッ素樹脂ライニング ・ フッ素樹脂ケミカルホ ース

8. 耐食 ・ 耐磨耗金属表面処理（クリー ンエス）

9. その他（切削加工品・ ガスケット類 ・ ポンプ各種等）

l マノック工業の役割
Features 

当社は、 創業以来培って きた知識と経験からお客様のニー ズに合わせた容器を提案します。

容器の選定 試 作

＼ 

お客様をト ー タルでサポ ー ト

/ : 
設計 ・製造

- ___,

， 
検査・品質管理

出 荷

一
お客様の用途や使用環境を基に容器を選定 ・ 試作し、

確かな技術でこ要望にお応えいたします。

国内の優良工場にてお客様のこ要望に合わせた安全で

高品質な容器を設計し、 安定した供給体制に基づき

製造を行います。

......... 

国際基準のUNをはじめ、 国内外の法規に対応し、

お客様の求める品質に合わせた検査・管理を行います。

一

国内 ・ 国外を問わす、 正確迅速にお客様の手元に製品

をお届けできるよう、 出荷体制 ・ 搬送ルートを構築

します。
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半導体高純度薬品、医療用薬品などの搬送容器としてクリーン性、機能性を重視した安全性の高い加圧容器を取り揃えています。
内容器は厳選された原料を使用し不純物の溶出を抑え、 クリーンエアブロ ー成形によりパーティクルの発生を極限まで低減し
ています。

クリーンエアによる圧送が可能で外気に触れることなく、 高純度薬品をよりクリーンな状態で運搬することができます。

We offer a lineup of high safety pressurized containers focused on cleanliness and functionality for using as transport 
containers for semiconductor high purity chemicals and pharmaceutical chemicals. 
The inner container is made from carefully selected materials, and leaching of impurities is dramatically suppressed 
through blow molding with clean air. 
Our thorough quality control enables us to achieve our customers'requirements. 
The containers are able to be pneumatically transported with clean without ever touching the atmospheric air, so high 
purity chemicals can be transported in a cleaner state. 

l 複合容器(PE ・ フッ素樹脂製内容器）
Composite drums 

トステンレス外装
Outer stainless 

丈夫で耐腐食性の高いステンレスを外装にすることで、 安全に使用すること

ができる容器です。 UN認定容器も用意しており、海外への搬送も可能です。

■ 15~l,OOOL

内容量 外 装 内容器 全 高 胴 径

lOOL SUS304·316 PE· PFA 846mm 513mm 

200L SUS304·316 PE· PFA 1062mm 632mm 

lOOOL SUS304·316 PE· PFA 1885mm 1120mm 

rFRP（ガラス繊維入り強化プラスチック）外装
Outer FRP 

軽くて丈夫な FRPを外装に使用した耐酸性に優れた容器です。 また、 PFA

内容器を使用することで、 更に腐食性の高い高純度薬品においても長期的に
使用することが可能です。

■ 15~200L

内容量 外 装 内容器 全 高 胴 径

l 5L FRP PFA 510mm 272mm 

lOOL FRP PE· PFA 934mm 512mm 

200L FRP PE 1100mm 611mm 

卜 PE外装(SLB • VA容器）
Outer PE 

HOPE（高密度ポリエチレン）を使用し、 軽量 ・ 小型で人の手でも持ち運べ

るハンドリングの良さが特徴の容器です。 高純度薬品の搬送をはじめ、 製造

装置のサブタンクなど様々な用途に使われています。

■l 5L/l 8L



母声
Small size single canisters 

応ヒ侶切疇 0 ＠困忌斗到涎謳

半導体・液晶・医療・LiB関連用途の有機溶剤・引火性薬品等で主に使用される容器です。
加圧方式により薬品のクリ ーン度をそのままに、製造ラインヘの供給が可能です。
容器内側は電解研磨（EP)仕様で超純水洗浄を施した品質の高い製品を提供します。

This is a container handling many requirements as an high purity chemical transport container. 
The cleanliness of the chemical can be directly supplied to the manufacturing line because the container is pressurized. 
The inside of the container is electropolished (EP) and rinsed with ultrapure water resulting in a product with high 
quality. 

l ステンレスボトル
Stainless bottles

丈夫で錆びにくいステンレス製の小型容器です。
酸洗•EPなどの表面処理を行うことでよりクリ ーンな容器として使用すること
ができます。サイズも豊富で様々な需要に対応します。

■0.25~1 L

l ステンレス単一容器
Stainless single canisters

ステンレス やチタン等を使用した加圧容器で、 より安全に、より長期間使用で
きます。
内面を電解研磨・酸洗し、 耐食性を向上させることや、フッ素樹脂ライニン
グを施すことで耐薬品性を高めることが可能です。

■18~lOOOL

内容量 外 装 内面処理 全 高 胴 径

lBL SUS304·316 酸洗・電解研磨 609mm 230mm 

lOOL SUS304·316 酸洗・電解研磨 934mm 512mm 

200L SUS304·316 酸洗・電解研磨・ 996mm 608mm フッ素樹脂ライニング

lOOOL SUS304·316 酸洗・電解研磨・ 1700mm 1130mm フッ素樹脂ライニング

MM叫
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Middle and large size Tank 

半導体高純度薬品のバルク輸送に対応する中型、大型輸送コンテナです。
内面は電解研磨（EP)・フッ素樹脂ライニング、ポリエチレン内装等のバリエー ションがあり、加圧方式によりクリーン度の
高い薬液の供給が可能です。UN· ISO規格等の対応品もラインナップしております。

This is a series of medium size and large size containers for bulk transport of semiconductor high purity chemicals. 
The insides of the containers are available in several variations. including electropolished (EP) / non-stick coating and 
polyethylene interior. etc.. and are pressurized so that chemicals can be supplied with high cleanliness. Our lineup also 
includes containers conforming to UN / ISO standards. 

lISO タンクコンテナ（大型容器）
ISO Tank containers 

お客様の仕様に 合わせた大型容器を製造します。
内面電解研磨やフッ素樹脂ライニング・超純水洗浄等を施しています。
ISOタンクコンテナにおいて高純度薬品を海上輸送するための大型容器で
す。 国際海事機関(IMO) が採択した危険物の輸送に関する 規格(IMDGコー

ド）に定める基準に適合しています。

材質 SUS304 / SUS3 l 6 / SUS3 l SL 

内面 電解研磨／フッ素樹脂ライニング

外面 バフ研磨／塗装

内容量 6000L~24000L 

l タンクロ ー リ ー

Tank trucks

高純度薬品の輸送に適したタンクロ ーリーを製造します。
運用や接液部部品に至るまで幅広くサポー トします。

材質 SUS304 / SUS31 6 / SUS31 BL 

内面 電解研磨／フッ素樹脂ライニング

外面 バフ研磨／塗装

内容量 12000L以下

lIBC 中型容器
IBC containers 

IBC中型容器はドラムに比べ省スペースで保管や積載効率に貢献します。
IMDGコードの危険物輸送容器と しての条件を満た しており、危険物・非危
険物を問わす国際問輸送に利用することが可能です。また、 国内の輸送にお
いて消防法の基準も満たしており、国内の危険物輸送にもこ利用いただけます。
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