
 

   ▢ 企業名 : ㈱センテクイーエヌジー 

 

◉ 会社概要 

会社名 

（設立日） 

㈱センテクイーエヌジー 

（2012.05.14.） 
代表取締役 

漢字：金泫瞮 

英文：Kim Hyun Chul 

URL www.sentecheng.com 売上高（2021） 2,774百万ウォン 

住所 
SENTECH B/D, 15, Bucheon-ro 425beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do,  

Republic of Korea 

 

◉ 製品紹介 

 

▢ 製品名 ：温度センサー（熱電対、抵抗式温度計） / Thermocouple, RTD, Thermowell 

 

  ▢ 製品分野  

 

 

 

  ▢ 製品概要  

当社の製品は、測温対象の物体（固体、液体、気体）に直接接触させ、測定点の温度が熱伝導によっ

てセンサーに伝わる構造であり、熱起電力で温度範囲を測定する熱電対（Thermocouple）と、電気抵抗

変化を測定して温度範囲を測定する抵抗式温度計（RTD：Registance Temperature Detector）に大別さ

れます。 

一般的に、発電所の配管やタービン、主給水ポンプのモーターなどの温度を測定し、精油及び石油化

学団地の原料やLNG貯蔵タンク、製鉄所の高炉、半導体・ディスプレイ生産設備、食品・製薬生産ライン

の原料、航空宇宙発射体の液化燃料タンクや発射台及び発射体の内部、タイヤやレミコン生産ラインな

どの温度を測定する用途に広く使われています。 

 □ 情報通信 

 ■ 電気・電子 

 ■ 半導体 

 ■ ディスプレイ 

■ 機械・部品素材 

□ ナノ・新素材 

■ 製薬・バイオ 

■ 繊維・化学 

□ 建築・土木 

■ エネルギー・環境 

□ その他 （                      ） 



 

  ▢ 製品の特徴・仕様  

 

＜GE、三菱タービン温度センサー新技術適用（特許3種）国産化＞ 

：既存の外国製タービンセンサーに比べ、振動吸収機能と放熱機能を追加してセンサーの寿命を延ば

し、センサーの脆弱点であるコネクターに新技術を適用・開発してセンサーの寿命を延ばし、正確な温度

データを伝送する世界一の新技術と性能、価格競争力まで兼ね備えています（納品実績多数）。 

 

＜摂氏400～1700度の高炉温度センサーの国産化（ポスコ、現代製鉄、東部製鉄）＞ 

：海外有数のセンサーに比べ、同等以上の品質と価格競争力、短納期の利点があります。 



 

＜既存の外国製Multi Sensorの20～30年前の技術を最新化＞ 

: 1．Cool Down & Leak Detector : LNGと石油化学原料を保管する極低温タンクの外壁Leakを感知す

る重要設備であり、外国製に比べて納期と性能、価格競争力の面で優れています。 

2．MST（Multi Spot Temperature）：原油や石油化学原料貯蔵タンクに装着されるMulti Sensorであ

り、各Level別Point温度を測定して正確なタンク内部のVolumeを測定する役割をします。既存の外国製M

ulti Sensorは、統合センサー（6～18 Point）で構成されるため、センサーのうち3～4個のみ故障してもセ

ット（1セット6～18個のセンサー）全体を交換しなければならない手間と経済的な損失が大きかったが、

当社のセンサーは損傷したセンサーのみ個別的に交換できる画期的なシステムの製品です。外国製に

比べて納期と性能、価格競争力の面で優れています。 

 

＜高粘度のタイヤ原料ミキサー内部用温度センサーの国産化＞ 

 : 既存の外国製に比べ、寿命3倍、価格競争力及び納期の面で優れた競争力(Banbury Mixer Sensor)

を確保しました。 



 

  ▢ 競合製品との比較（競争力・差別性・優秀性など） 

区分 当社の技術の優位性 既存の技術 

放熱機能 

（放熱板） 
- 放熱機能、耐久性、温度偏差、寿命 - 酸化速度の増加で温度偏差が発生 

新技術コネクター - 二重保護管追加、耐振動機能 
- 結線非絶縁部が溶ける、 

コネクターの破断 

振動吸収機能 

（スプリング） 

- センサー保護、耐振動機能、 

温度偏差なし 

- 既存の保護Wellが損傷すると 

対策なし 

タイヤミキサー用 

センサー 

- 特殊コーティング、耐摩耗性、 

使用周期3年 
- 使用周期が1年にもならない 

 

  ▢ 製品の適用・活用範囲  

1．発電所：タービン排気ガス、タービンベアリング、タービン主給水ポンプのベアリングの温度測定 

2．精油・石油化学：原油及び原料貯蔵タンクの温度測定、配管の温度測定 

3．半導体・ディスプレイ・バッテリー工場：装置表面の温度測定  

4．製鉄所：高炉 

5．LNG、液化水素、液化ヘリウム：極低温タンク及び極低温配管の温度測定 

 

  ▢ （韓国・海外）売上高実績  

順番 企業名 / 販売国 製品名 販売額 / 販売年度 
備考 

（事前意思妥結可否など） 

1 
Nawah Energy 

(原発会社)/UAE 

Bearing  

Thermocouple 
4,000,000ウォン/2020  

2 
Mirfa発電所 

(MIPCO)/UAE 

Bearing 

Thermocouple 
5,000,000ウォン/2020  

3 
PT ACEZ/ 

インドネシア 
発電所/高炉センサー 6,000,000ウォン/2019  

4 
韓国西部発展 

西仁川発電所/韓国 

ガスタービン排気ガス

及びホイールスペース

熱電対 

40,000,000ウォン/2020  



5 
ハンコックタイヤ/ 

韓国 

バンバリーミキサーセ

ンサー 
30,000,000ウォン/2021  

合計     

 

◉ 製品写真 

 
 

 

 

タービン温度センサー（T/C、RTD） タイヤ工場 Banbury Sensor 

 

 

Ⅲ. 特許出願及び研究開発実績 

 

▢ 特許 

種類 考案の名称 登録番号 登録日 登録・ 

出願可否 

 国内特許 

特許 広帯域温度測定装置 10-1375786 2014.03.12. 登録 

特許 熱電対温度測定装置 10-1514048 2015.04.15. 登録 

特許 
放熱機能が向上したガスタービン用 

温度センサー装置 
10-2141894 2020.07.31. 登録 

特許 モータ用温度センサー装置 10-2146348 2020.08.13. 登録 

特許 熱電対温度センサー用コネクター 10-2156252 2020.09.09. 登録 



特許 
温度センサを構成するセンサー棒の製造方法 

及びそれによる温度センサー 
10-2252098 2021.05.10. 登録 

特許 
振動緩衝機能を備えた温度センサー用 

センサー棒 
10-2400351 2022.05.17. 登録 

 国際特許 

     

     

     

 

▢ 保有認証  

名称 取得機関 年月日 備  考 

ISO9001 韓国国際規格認証院長 2020.07.27.～2023.07.16.  

ISO14001 韓国国際規格認証院長 2021.08.02.～2024.08.05.  

ISO45001 韓国国際規格認証院長 2020.07.13.～2022.08.01.  

ATEX BUREAU VERITAS 2021.02.04.  

IECEx BUREAU VERITAS 2021.02.04.  

KCs 韓国産業技術試験院 2021.05.10.  

3-A 3-A Sanitary Standards,Inc. 2021.12.31.～2022.12.31.  

CE TUV NORD Korea Ltd. 2021.09.13.  

 

▢ 検証データ 

名称 試験機関 年月日 備  考 

温度センサー振動実験 KTL   

材質成分分析 韓国化学試験研究院   

温度プロファイリング 標準科学研究院   

 

▢ その他（受賞実績など） 



受賞名称 受賞機関 年月日 備  考 

技術認証 韓国電力   

    

    

  

 


