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豊富なラインアップとお客様にあった　　サービスで
確かな技術をお届けします。

会 社 名  株式会社IHI汎用ボイラ（IHI Packaged Boiler Co., Ltd.）

本　   社  東京都江東区深川２丁目８番１９号（さくらいビル）

設　   立 昭和53年10月

資 本 金  4億円

株　   主 株式会社IHI（100%出資）

代 表 者  代表取締役社長　小山 保昭

従業員数 200名

取引銀行 みずほ銀行 京橋支店

営業種目 ● 中小型ボイラ・熱管理機器・省エネルギー機器・公害防止機器
   及び付帯設備の設計、製作、販売、施工、工事監理
 ● 技術指導員派遣
 ● 設備診断
 ● 運転・保守・メンテナンスサービス
 ● 部品・水処理薬品供給サービス

会社概要
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1853年
 （嘉永6年）

石川島造船所創設

1889年  1月 石川島造船所設立

1945年  6月 石川島重工業㈱と改称

1952年  4月 事業用ボイラ製作開始

1958年  4月 SCボイラ製作開始

1960年  7月 ㈱呉造船所にて呉ボイラ製作開始

1960年12月 播磨造船所と合併し、石川島播磨重工業㈱《IHI》と改称

1970年  4月 貫流ボイラ製作開始

1971年   4月 SCM型ボイラ製作開始

1978年10月 IHIより標準ボイラ事業部が独立し、
石川島汎用ボイラ㈱設立
石川島東京サービス㈱および石川島中日本サービス㈱から
標準ボイラ部門が分離独立し、東京石川島機工㈱・
中部石川島機工㈱・近畿石川島機電工業㈱・
京滋石川島機工㈱のサービス4社を設立

1983年  4月 サービス4社を統合し、石川島汎用ボイラサービス㈱を設立

1997年  4月 石川島汎用ボイラサービス㈱と石川島汎用ボイラ㈱の
営業部門・技術部門を統合し、
新・石川島汎用ボイラ㈱として発足
石川島汎用ボイラ㈱から製造部門を分離し、
石川島汎用ボイラ製造㈱を設立

2000年  4月 石川島汎用ボイラ製造㈱と合併し、
新・石川島汎用ボイラ㈱として発足
石川島汎用ボイラ㈱とオリンピア工業㈱合弁で、
ボイラ製造会社アイオーケイ㈱設立

2002年  3月 JISZ9901-1998／ISO9001-1994取得

2003年10月 JISQ9001-2000／ISO9001-2000取得

2008年  7月 株式会社IHI汎用ボイラに改称

2009年12月 JISQ9001-2008／ISO9001-2008取得

沿革

株式会社IHI汎用ボイラ
代表取締役社長

小山 保昭

当社はIHIグループの一員として、IHIの120年以上に亘る

ボイラの技術を礎に、貫流ボイラをはじめとする各種ボイラ

（無圧式温水機、水管式ボイラ、炉筒煙管式ボイラ、廃熱ボ

イラ等）の開発・設計・製造・販売からメンテナンスを通じて

お客さまのボイラ運用をサポートする汎用ボイラの総合企業

です。 

21世紀に入ってからは企業に、より一層の環境への負荷低

減と限りある資源の有効活用が求められるようになり、各企

業はエネルギーソリューションの追求に向けその技術革新に

鎬を削っています。 

当社もこの流れの中でエネルギーを賢く使うための高効

率ボイラであるBlue-i SYSTEM搭載貫流ボイラを開発・投入

し、お客様の好評を得てまいりました。 

これからも、当社はものづくり技術を中核とするエンジニ

アリング力と、ICTを活用した製品・サービスの高度化に努め

つつ、納入で終わりとするのではなく、お客さまのエネルギー

利用の効率性追求を全面的にバックアップすべく、機器の長

いライフサイクルを考慮したメンテナンスプログラムなどの拡

充をはかり、トータルサポートに努めてまいります。 

IHIグループのコーポレートメッセージ「Real ize your 

dreams」は、「技術で社会の発展に貢献する」という社是＝

IHIグループの使命をあらためてお客さま、そして社会の立場

から表したものでもあります。 

 当社もこのことを肝に銘じ、お客さまと社会の役に立つ存

在を目指し、ボイラに関してお客さまが求める多様化する価

値を確実に捉え、社員一人一人の創造力を結集してご期待に

お応えしてまいります。 

 今後とも、皆様方の変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよ

うお願い申しあげます。 
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人にやさしく地球にやさしく
IHIグループの一員として、IHIの120年以上にわたるボイラの技術を礎に、貫流ボイラをはじめとする各種ボイラの

開発・設計・製造・販売から据付施工・メンテナンスを通じてお客様の設備・施設の安定運用をサポートする汎用ボイラの総合企業です。

確かな技術力と信頼のおけるメンテナンス力、それを担保するグループ力により

お客様のニーズに的確にお応えすることで社会に貢献し、信頼される企業を目指しています。

Engineering

エンジニアリング

Production

製作

Sales

販売
Construction
Installation

施工・据付け

Maintenance and 
maintenance

保守・
メンテナンス

綿密な現地調査をもと
に約束したパフォーマ
ンスが出せるよう確実
に施工します。

製品設計にとどまらず、
お客様の既存設備が
最適に運用できるよう
総合的に設計します。

お客様のニーズを満た
す最適なプランを豊富
なラインナップからご
提案します。

貫流ボイラは生産
工程の均等化によ
り迅速に、その他
のボイラはお客様
のご要望通りに１缶
ずつ製作します。

日本全国に広がる
サービス網で点検
からアフターサー
ビスまで迅速かつ
きめ細やかな対応
をします。

Total Engineering

ボイラ事業を
一括管理

Collective Capabilities 

三位一体の
総合力

IHIのボイラ技術を礎
に、使用されるお客様
の立場に立ち、ご要望
にお応えすることがで
きる技術力を備えて
います。

IHIグループの技術・実
績がお客様の安心を
担保しています。

より安心してご使用い
ただくため点検・修理
のプログラムを用意し
ております。ICTを活
用した迅速な対応を
実現します。

Maintenance

メンテナンス力
Technology

技術力

IHI Group

グループ力
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技術

四位置燃焼制御・熱管理マイコン付き貫流ボ
イラと当社を結び、異常発生時のボイラの状
態を即時に当社に通報します。
通報は24時間、365日体制で当社が対応い
たします。

オンライン・ガード・システム
（OGS）について

定期保守点検、故障修理、ボイラパッケージ保証、オンライン・ガード・システム、がセットになった安心のメンテナンスプログラムです。

　「ＩＨＩ貫流ボイラメンテナンスプログラム」について

常時ボイラの異常に備え
ご対応いたします

メンテナンス

ボイラの

ランニングコストの低減

予防保全・稼動リスクの最小化

トータルコストの低減

ボイラの

基本性能の維持

安全性の維持

長寿命化

ボイラ本体、付属機器、給水
系、制御系の点検整備を定
期的に行い、指定部品の交
換を行います。また定期点検
は、お客様が行う年度定期
自主検査の代行となり、点
検終了後に認定シールをボ
イラへ貼付いたします。

定期保守
点検

万一故障した場合は修理に
伺います。修理に要する費用
のご負担はありません※1。ま
た保証範囲内の製品・部品
について交換の必要がある
場合には、無償で交換いた
します。

故障修理＆
保証

異常発生時の状態を速やか
に当社に通報し、迅速な対
応を行います。24時間、365
日、安心してボイラをご使用
いただけます。

オンライン・
ガード・
システム

スケール・キラー・ユニット
及び、無薬注水処理の使用
により、基本的に薬品を使
用せずに貫流ボイラの運用
が可能となります。

水処理機器
レンタル

異常データを受信する
と専任の当社サービス
エンジニアが迅速に対
応します。状況に応じ
て、各地区のサービス
員を派遣します。

サービスステー
ションからサー
ビス員出動。

お客様解決

エンジニアサービス

電話対応

異常発生時、自動的にメー
ルが当社のサービスエンジ
ニアに送信されます。

連絡

出動

異常
発生

SEシリーズ Lシリーズ

標準シリーズ0・1・2・3シリーズ

NVシリーズ

貫流ボイラ 
ガス焚
Packaged Boiler

炉筒煙管式
呉ボイラ
Packaged Boiler

水管式ボイラ
（SCMシリーズ）

Packaged Boiler

無圧式温水機
呉ホット
Packaged Boiler

あらゆる分野で活躍するIHIのボイラ

IHIのボイラは食品、化学、さらに鉄鋼、自動車産業の生産ラインに
必要な蒸気を供給しています。

生産ライン

ごみ処理施設、水処理施設、地域冷暖房など大規模施設の安定した
運用に大きく役立っています。

大規模施設

空港や官公庁施設、ホテル、病院、大学、ビルなどの空調や給湯に
利用されています。

公共施設

　120年以上におよぶボイラづくりで蓄積された確かな技術。
　この技術が生きるIHI“貫流ボイラ”、 炉筒煙管式“呉ボイ
ラ”、水管式“SCMボイラ”を中心に、省エネルギー機器、タン
ク・配管設備、制御システム、さらにIHI関連機器など、幅広
いラインナップが揃いました。
　各機器単独の利用はもちろん、複数の機器を組み合わせた
効率的な総合プラントシステムをエンジニアリングします。
　常に最先端の技術を取り入れ、使用されるお客様の立場に
立って扱いやすく、丈夫で信頼性の高い製品を日本国内はもと
より世界各国にお届けしています。

確かな技術から生まれる
信頼性の高い製品群
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