
東京エレクトロン

コンビニ

肥後銀行

ジャスコ菊陽

TSUTAYA

カンデオホテルズ

テクニアーツ株式会社

テクニアーツ株式会社

〒869-1101

熊本県菊池郡菊陽町津久礼 2448-5　渡辺司法ビル 101 号

TEL：096-201-7399　FAX：096-201-3517

E-mail：info@techniarts.co.jp

URL：http://www.techniarts.co.jp

Company Profile



マニュアル事業、3D コンテンツ事業、多

言語事業がそれぞれ独立したものではなく、

制作したマニュアルをコンテンツ化したり、

制作したコンテンツを翻訳するなど、それ

ぞれの得意分野が連携していくことにより

トータル的に一環してお手伝いさせて頂く

事が弊社の強みであり、低コストで質の高

いソリューションを可能にしています。更

に、私たちの得意分野を多くのフィールド

でご活用頂けるよう、より技術的なパート

ナーシップを図って行く事が、私たちの使

命であると考えています。また、急速的に

普及を見せる様々なコンテンツの 3D 化や

バーチャルリアリティなど、技術の進歩が

めまぐるしい中、如何に私たちが持つ「技

術力」と「創造力」にて、他には真似でき

ないようなご提案ができるか追求し、常に

リードしていけるような、お客様のお役に

立てるトータルソリューションを目指して

いきます。

What’s Techniarts?

3D コンテンツ事業

Total
Solution

Manual

Multilingual

3Dcontents

テクニカルイラスト制作

展開図

写真トレース

画像処理

３DCG 制作

断面図

透明図

３D イラスト

３D アニメーション制作

動作シュミレーション

分解手順

組立手順

コンテンツ制作

手順書

新人教育

安全関連

マニュアル事業 多言語事業

メンテナンスマニュアル

オペレーションマニュアル

ティーチングマニュアル

安全マニュアル

設置・施工マニュアル

一般消費者向け取扱説明書

展開図付きパーツカタログ

パーツカタログ制作

一般文章翻訳

・依頼状・案内状

・パンフレット・カタログ

・施設案内

・HP 翻訳

翻訳サービス

通訳サービス

中国語学習

専門文章翻訳

・技術資料

・手順書

・マニュアル（取扱説明書）

一般通訳

・観光

・買い物

専門通訳

・トレーニング

・商談・プレゼンテーション

・顧客立会・企業見学

・展示会

一般向け

・プライベートレッスン

・グループレッスン

企業向け

・中国語講座（出向型）

・旅行前・出張前中国語講座

中国語翻訳

中国語翻訳

マニュアル制作



会社概要

社名  テクニアーツ株式会社

英文社名  Techniarts Co.,Ltd.

所在地  熊本県菊池郡菊陽町津久礼 2448-5

  渡辺司法ビル 101 号

代表者  岡本 浩一

設立  2007 年 8 月 24 日

TEL  096-201-7399

FAX  096-201-3517

メール  info@techniarts.co.jp

HP アドレス http://www.techniarts.co.jp

ActivitiesActivities

テクニアーツは、安心と信頼を最優先に、プロ意識と確かな技術にて、お客様の立場に立った技術的なパートナーシップを常に

追求し、頼れるベストパートナーであり続けることを目指しています。

そして、感性からの創造力を大切にし、社会的意義のある新たな価値を創造し、幅広い変革を促すことで社会やお客様のお役に

立ち、技術還元することで社会貢献を果たすことをお約束します。

　「幸せであること」を大切にします

従業員とその家族が「幸せである」ということ、取引先の皆様とその周囲の方々が「幸せである」ということ、事業を行う上で携わる全ての皆様が「幸せ

である」ということ、それらを「大切にする」気持ちが何よりも重要だと考えています。

　付随する事業と会社にイノベーションを齎します

付随する事業について、新しいアイデアから社会的に意義のある新たな価値を創造し、幅広い変革を齎していくことです。

そのためには、チャレンジ精神と古きモノから脱却する勇気、そして機械的にものを考えるのではなく、芸術的な要素も含めた感性からの創造力を持つこ

とが重要だと考えています。

弊社では、芸術的な要素も含めた感性からの創造力のことを「Artistic Imagination」と呼んでいます。

　パートナー企業の安心と信頼を最優先に、頼れる会社を目指します

安心と信頼を最優先に、プロ意識と確かな技術から頼れる会社を目指し、お客様の立場に立った技術的なパートナーシップを追求していくことです。

私たちが追求していく永遠のテーマですが、弊社ではこのことを「Technical Partnership」と呼んでいます。

Corporate Philosophy

安
心
と
信
頼
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
た
め
に
。

Manual

3D Contents

Multi Lingual

機械安全とリスク管理からみたマニュアルを、企業防衛の手

段として制作します。

また、お客様の環境に合った制作方法や、請負化によるコス

トを抑えたマニュアル制作をご提案します。

製品開発・部品加工で役目を終える CAD データを活用し、

営業ツールやプレゼン資料、教育資料やトレーニングツール、

デザインレビューや展示会などのコンテンツ制作で、様々な

シーンをお手伝いいたします。

中国語の翻訳・通訳サービスをはじめ、お客様の所へ出向い

ての中国語講座など、言語の壁を越えたビジネスのグローバ

ル化をお手伝いいたします。

Company Infomation
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第 6 章　タイミングベルトメンテナンス

タイミングベルトテンション確認・調整§６-１

６-１ - １ IN , OUT 駆動タイミングベルトのベルトテンション

必要治工具必要時間 必要人員必要周期

３ヶ月 60 分 ２名

交換 ・ 消耗品

IN，OUT タイミングベルトのベルトテンションが正常でないと、駆動部の振動や歯飛びなどにより、生産処理に悪影響をおよ
ぼす恐れがあります。
このため、定期的に IN，OUT タイミングベルトのベルトテンションを確認・調整する必要があります。

目的

必要リソース

・ スパナ
・ 六角レンチ
・ 脚立
・ テンションメータ

・ なし

安全対策

装置の電源を遮断してください
装置内に身体を入れて作業を行う箇所があります。 このため、 モータ，駆動部が不意に動作し、 身体を巻き込ま
れる危険や、 エレキパーツへの接触による感電の危険があります。 作業前に装置の電源を遮断してください。

脚立を準備してください
本作業では、 高い位置での作業を行いますので、 転落する恐れがあります。 作業台を使用し、 安全な姿勢で作業
を行ってください。

2 人で作業を行ってください
作業を容易に行うために、 1 人が正面側、 1 人が背面側に進入して作業を行ってください。

パラメータ

項目 WEIGHT
（g/mm ・m）

WIDTH
（mm）

SPAN
（mm）

基準値測定
（N）

IN, OUT 駆動部 3.0 10 45.0 ～ 95.0350

定期点検マニュアル / カップ搬送装置編

ME-T2010Cup transfer system

タイミングベルトメンテナンス

3 ヶ月　タイミングベルト確認・調整

2 年　　タイミングベルト交換

TechniartsCo.,Ltd

Capter 6
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第 6 章　タイミングベルトメンテナンス

確認手順

１．固定ネジ、 ロックナットを緩めます
タイミングベルトテンション調整用のベアリングホルダーの固定ネジと調整ネジのロックナットを緩めます。

2．固定ネジ、 ロックナットを緩めます
ベルトテンションが基準値以下の場合は調整ネジを時計方向（CW）へ回し、 ベアリングホルダーを A 方向へスライドさせて調整を行います。
ベルトテンションが基準値以上の場合は調整ネジを反時計方向（CCW）へ回し、 ベアリングホルダーを B 方向にスライドさせて調整を行います。

3．固定ネジ、 ロックナットを締めます
ベルトテンション調整後、 ベアリングホルダーの固定ネジと調整ネジのロックナットを締めます。

ベルトテンションを再確認してください
固定ネジ，ロックナットを締める際にベルトテンションが変わる場合があります。
再度、 確認を行ってください。

終了手順

１．カバーを取り付けます
開始手順 4．で取り外したカバー（A）と取り付けます。

2．装置から退出します
本マニュアルの 「装置内への進入手順」 を参照し、 装置から退出します。

3．LOTO を解除します
『安全マニュアル』 を参照し、 ロックアウト ・ タグアウトを解除します。

パーツカタログ

マニュアルバルブ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TNT101001
TNT101101
TNT101021
TNT101022
TNT101002
TNT101003
TNT101004
TNT100055
TNT100032

1
2
1
1
1
1
1
1

12

ボディ
サイドフランジ
ライトバルブ
レフトバルブ
トップフランジ
バルブシャフト
ハンドル
ナット
キャップスクリュー

M15
M8×25

パーツリスト

番号 部品番号 部品名称 数量 備考

パーツカタログ

完成図

展開図

マニュアルバルブ

パーツカタログ

展開図付きパーツリスト
展開図に表示されている番号は、パーツリストの番号に対応しております。

　合理的なコスト削減に協力する

お客様の環境にあったマニュアル制作方法をお客様と一緒

に考え、合理的なコスト削減に取り組み、高品質でクオリ

ティの高いマニュアル制作を実現していきます。

　機械安全とリスク管理から見たマニュアル

使用者に解りやすい機械安全とリスク管理からみたマニュ

アルを制作します。

　様々な視点から検証する

開発者、フィールドエンジニア、エンドユーザーのそれぞ

れの視点に立ち、伴う危険や妨げになる箇所、作業上でポ

イントになる箇所などを検証し作成していきます。

　目指すは「見るマニュアル」

解りやすく見やすい、「読むマニュアル」ではなく「見るマ

ニュアル」を目指して制作しています。

　企業防衛の重視

機械安全、リスク管理を徹底し、製品の一部であるマニュ

アルを意識して制作しています。

　他事業との連携

マニュアル制作から中国語翻訳まで一貫した業務の依頼や、

３D コンテンツと連携し、クオリティの高いテクニカルイ

ラストを低価格で提供することが可能となります。

Our Approach弊社の技術力と今まで培ってきた経験で、お客様の負担を軽減し、お客様の手を煩わせないマニュアル制作を行います。

弊社スタッフの殆どが現場を知るエンジニア出身なので、今まで伝わりずらかった専門的なところや、かゆいところに手が届かない思いをされたお客様で

も安心してご依頼いただけます。

現場で培った経験から、安全面、構造、動作環境などあらゆる角度から分析することができ、現場出身ならではの感性で、作り手と使い手の両方の立場に

立ったマニュアル制作を可能にし、完成度の高いマニュアル制作を行っています。

現場出身ならではの
　　　経験と技術を活かしたマニュアル制作。

Manual

【 メンテナンスマニュアル 】

【 展開図付きパーツカタログ 】

Contract
　「コスト削減⇒品質低下」　「品質向上⇒コスト大」という問題を解決します

弊社では、コスト削減＋作業効率化＋品質の向上を実現する手段として、請負化という形をお

　　　　　　　　　　　　　　　勧めしています。

　　　　　　　　　　　　　　　請負化することで、お客様との距離も縮まり、そこから見え

　　　　　　　　　　　　　　　てくる事情、環境から、お客様独自の制作フローをご提案、

　　　　　　　　　　　　　　　確立することで、コスト削減を目指します。

　　　　　　　　　　　　　　　また、情報やお客様特有の知識も蓄積され作業効率も UP し、

　　　　　　　　　　　　　　　その蓄積されたノウハウや経験を弊社にて技術継承して行く

　　　　　　　　　　　　　　　為、品質向上、品質統一が可能となります。

　本来の業務に集中できます

多くの企業様が、製造部門、設計部門でのマニュアル制作を行っています。

ですが、忙しい時期は手が回らない、後回しになりがちなどの問題を抱え、質の良いマニュアルは望めません。

請負化することにより、装置取材、情報収集、各部署への問い合わせなど弊社同スタッフが直接行い、お客様

の手を煩わせること無くマニュアル制作が可能です。

　情報漏洩の危険が無くなります

請負に関わらず、お客様よりお預かりしたデータは厳重な管理を行っておりますので、外部に漏洩する事はあ

りませんが、データを外に持ち出すという意味では、情報漏洩の心配が全く無いとは言えません。

その点、業務を請負うことで、外部に資料など機密情報を持ち出す心配が無く、情報漏洩の危険が無くなります。



３次元の可能性を様々なフィールドへ。
設計時に制作された CAD データは貴重な財産です！

そのまま眠らせておくのはもったいないと思いませんか？

３D コンテンツ事業では、貴重な財産をいかに多くのフィールドで、いかに効果的に活用していくかをテーマに取り組んでいます。

実物が無くても実感でき、逆に実物では見ることができない場所や内部を効果的に見せるなど、擬似的、視覚的に実感できるという３次元のメリットを最

大限に活かしたコンテンツ制作で、製造、営業、客先、教育など多くのフィールドでお客様のお役に立てることを目指しています。

3D Contents

CAD データを活用することで、実物を忠実に再現したイラストや３D アニメーションが制作できます。

眠っていた CAD データを活用し、営業ツールやプレゼン資料、教育資料やトレーニングツール、デザインレビューや展示会など様々な用途でご活用いた

だけます。

Our proposal

 　テクニカルイラスト制作

主に技術文章、マニュアル（取扱説明書）、パー

ツカタログなどに使用されることが多く、線画に

することで、物の形状をハッキリさせ、不要な情

報を一切含ませないなど、部位などを正確に伝え

る必要がある場合に用いられます。

一般的に線情報のみとなるが、特定の部位をより

強調させたい場合などに、あえて彩色を行うこと

もあります。

　コンテンツ制作

平面、静的だったマニュアルが、イラストやアニ

メーションを活用することにより、理解度が今ま

で以上に深まり、作業効率 UP にも繋がるコンテ

ンツを制作します。

各種マニュアル、教育ツール（トレーニング）、

Web コンテンツなど様々なフィールドで使用い

ただけます。

　３D アニメーション制作

組立工程のアニメーションや、駆動部の動作シ

ミュレーション、開閉などの操作シミュレーショ

ンといった動きを視覚的に伝えることができる

為、複雑な構造や表現が難しい運動の理解度が高

まります。

視点を自由に変えたり、細部をより鮮明に表現す

るなど、様々なシチュエーションに合わせたアニ

メーションの制作が可能です。

　３D イラスト制作

デザイン的な要素が強く、リアルに描くことで見

る人を引き付ける為、カタログやパンフレットと

いった販売促進ツール（営業ツール）、展示会の

パネル、プレゼンテーションなどで使用いただけ

ます。

また、断面図や透明図など、実物では見ることの

できない構造を的確に把握したり、内部構造を効

果的に伝えることが可能です。

To various fields



安全教育電子マニュアル

ロックアウト・タグアウト

ロックピン

ロックデバイス

ブレーカーのスイッチをOFF側に切り替えて電源を遮断します。

OFF側に切り替えたブレーカーのスイッチに、ロックデバイスを取り付け、ロックピン差し込みます。

ロックアウト・タグアウト

OFF

ON

OFF

ロックアウト・タグアウトとは、装置をメンテナンスする作業者の安全を確保するための手段です。

具体的には、危険が存在する箇所のメンテナンスを行う前に、装置本体への電気、エアー、薬液の用力

供給を遮断します。用力供給を遮断した後は、用力供給源のハンドル、スイッチ、配管のバルブを南京

錠で施錠し、用力供給停止中であるために操作できないことを示す警告タグを取り付けて、メンテナンス

中に他の作業者が電源を入れたり、エアー配管や薬液配管のバルブを開けたりできないようにします。

上锁和标示

OFF

ON

OFF

上锁和标示是为了确保进行装置维修时作业者的安全方法。
具体上是当维修有存在危险性的地方前时，要遮断装置机体的电源 ，气体、药液的输入供应。
遮断输入供应后，再用南京锁将输出供应源的控制把手、开关、配管的阀锁上，标示因目前停止
输入供应所以无法操作的警告标示。
在维修中避免其他作业者开启电源、打开气体配管或药液配管的阀。

華語師資培訓課程修業證明書　　　　　　　　　TCSOL

ネイティブな翻訳者、通訳者が手掛ける安心と信頼の確かな翻訳、通

訳を通じて、 言語の壁を超えビジネスのグローバル化をお手伝いいた

します。

これから中国や台湾市場進出をお考えのお客様には、翻訳、通訳以外

でも、できる限りのサポートをいたします。

弊社は中国語を専門とした翻訳、通訳を行っている為、蓄積されたノ

ウハウが違います。

大手半導体製造装置など省力化機器（自動機）メーカーの専門文章翻

訳（技術翻訳）や専門通訳（技術通訳）などの実績から、半導体用語

をはじめ技術的な専門用語に強く、お客様に満足していただける翻訳、

通訳を目指します。

中国は多民族国家である為に、多くの言語があることで知られています。

その中で私たちが良く耳にする中国語とは、北京語を標準とした「普通

話」で、中国の方言の壁を無くす為に設定された標準語になります。

したがって、通常中国語と言えば北京語のことを指しています。

しかし、同じ普通話（北京語）でも、地方によっては漢字が異なるのを

ご存じでしょうか。

主に中国とシンガポールで使われているのが簡体字で、台湾や香港など

で使われているのが繁体字となります。

通常中国語翻訳は簡体字になりますが、台湾向けビジネスのドキュメン

トを制作する場合は、同じ中国語でも繁体字でなければなりません。

弊社の中国語翻訳およびドキュメント制作は、簡体字、繁体字ともに対

応しております。

一概に翻訳と言っても、画一的な翻訳手法から高い品質は望めません。

翻訳の対象となる言語には、 それぞれの歴史や慣習の中で培われてきた

文化があります。

弊社翻訳には、翻訳対象言語をネイティブ言語とする経験豊富な翻訳者

が翻訳を担当いたします。

また、マニュアル制作から中国語翻訳までの制作依頼や、３D コンテン

ツと連携し、中国語対応のコンテンツ製作など、他事業との連携により、

一貫してご依頼をいただくことで、通常ご依頼いただく場合より、各サー

ビスを低価格にてご提供可能となり、コストを抑えることができます。

Translation言
語
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Corporate Class / Training

Interpreter

　簡易文書翻訳 

メールや社内連絡文章などの簡易的な翻訳や、現地取引先や現地施設な

どへのメール対応。 

　一般文書翻訳

依頼状や案内状の翻訳、パンフレット、カタログ、調査資料の翻訳から、

ホームページの翻訳、施設案内などの翻訳。 

　専門文書翻訳（技術翻訳）

産業用機械、半導体関連、IT 関連などのマニュアルや手順書など技術文

章の翻訳。

国際ビジネスを成功に導くには、良いコミュニケーションが必須です。

弊社の通訳サービスは、ただ単純に通訳に徹するだけで無く、より良い

コミュニケーションを図りながら心の通う通訳を心掛けています。

通訳を通じて、国際ビジネスを成功に導き、またその後も円滑なビジネ

スが行えるよう出来るかぎりのお手伝いをいたします。

　専門通訳（技術通訳）

・トレーニングの技術通訳

・セミナー、研修の通訳

・商談、プレゼンの通訳

・お客様立ち会いなどの技術通訳

・企業見学などの通訳

・展示会などの通訳

　一般通訳

・観光アテンド通訳

・買物案内などの通訳

お一人様のプライベートレッスンから、複数人のグループレッスン、会社単位の研

修まで 幅広く最適なレッスンを提供させていただきます。

社員のスキルアップや福利厚生、社員研修として中国語講座をご体験下さい。

中国語講座の期間、内容、カリキュラム、人数、時間帯などは、お客様の状況に合

わせ柔軟な対応をいたします。

　出張前講座として、渡航前の「安心」をお届けします

出張先などで現地でのコミュニケーションに不安がある、スムーズに業務が行える

のか不安があるなど、特に初めての海外では、言葉への不安が必ず付きものです。

渡航前に中国語講座をご利用いただくことで、業務上の不安から生活上の不安まで、

渡航先での不安を払拭し、「安心」して渡航していただけるようお手伝いいたします。
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