World leading Pipe proﬁle cutting machine !!
Products

Pipe Profile Cutting Machine "Pipe coaster MA series"

HID-1350MA6

HID-650MA6

Pipes cut by "Pipe Coaster" are used in various structures

1. About Product

Pipe Coaster is the Ideal Pipe proﬁle cutting machine which can cover many processing methods
(cutting ,marking and modeling) and cover many industrial applications including Pressure
vessel, oﬀshore jackets, shipbuilding, steel construction, process and crane building
industries. The following pipe structures are recognized in the world are made of pipes
processed by pipe coasters;
Bangkok International Airports (Thailand), Kuala Lumpur (Malaysia), Incheon International
Airport (Korea) and Tokyo Sky Tree (Tokyo).

2. Advantages

One pipe coaster can cope with the pipe cutting technology that has been conventionally
cut out by the hand of the craftsman.
One pipe coaster integrates many functions, and can perform plasma hole cutting, 3D cutting
and marking operations.

3. Sales Performance

- Market share in Japan : Over 90%
- Total delivery 800 units: (670 units in Japan, 130 units in overseas)
- ISO 9001:2015

4. Business partners or customers

Shipbuilding, pipe structure, piping, heavy machinery, heavy electric power, marine
structure industries

Name of Company

MARUHIDE KOKI CO., LTD.

http://www.maruhide.co.jp/en/

Please send your inquiry to: Tokyo SME Support Center
TEL +81-3-5822-7241 FAX +81-3-5822-7240 E-mail ttc@tokyo-kosha.or.jp
URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/en/
Tokyo SME Support Center is founded by Tokyo Metropolitan Government to assist SMEs in Tokyo.

日本 No1. マーケットシェア 3 次元パイプ切断機 !!
製品名

パイプコースター

MAシリーズ

HID-1350MA6

HID-650MA6

「パイプコースター」で切断したパイプは、様々な建造物に使用されています

１. 製品について

3 次元 CNC パイプ自動切断機です。
対話式データ入力によって、複雑なパイプ同士の相貫曲線を自動演算し、切断作業を行います。
パイプコースターは、様々な産業で世界各国で活躍中です。（建築、圧力容器、造船、建機、重電関係など）
タイバンコック国際空港、東京スカイツリー、インチョン空港など、数多くのビックプロジェクトにて、
使用されています。

２. 製品の特徴

従来、職人の手によって、切り出されていたパイプ切断加工技術が、パイプコースター 1 台で対応可能
です。
プラズマ穴あけ加工、3 次元切断、マーキング作業など、数多くの機能を 1 台で集約することが可能です。

３. 販売実績

・90％以上の国内マーケットシェアです。
・トータル 800 台以上納入（日本 670 台、海外 130 台）しました。
・ISO9001:2015 取得しています。

４. 求める販売先

造船・パイプ構造物・配管・重機・重電・海洋構造物業界

企業名

株式会社

丸秀工機
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