
 

   ▢ 企業名 : セドナイーエヌジー㈱ 

 

◉ 会社概要 

会社名 

（設立日） 

セドナイーエヌジー㈱ 

（2006.12.18.） 
代表取締役 

漢字：金赫培 

英文：Kim Hyuckbae 

URL www.sednaeng.com 売上高（2021） 8,551百万ウォン 

住所 331, Hwanggogae-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

 

◉ 製品紹介 

 

▢ 製品名 ： マグネット撹拌機、マグネットポンプ 

 

  ▢ 製品分野  

 

 

 

  ▢ 製品概要  

当社の製品は、マグネット撹拌機とマグネットポンプであり、高純度の

溶液移送及びHACCP、GMPなどの生産設備に必要な衛生設備です。  

一般的な撹拌機とポンプではなくマグネットカップリングを利用してポン

プや配管の外部からの動力を内部のインペラーを回転させる技術集約

的な製品です。製造工程で水漏れや外部物質の混入などによる汚染問

題が絶対に発生してはいけないという制約がある乳業設備などに適用さ

れます。また、高圧・高温及び流出されてはいけない危険溶液と取り扱われ、一般的な撹拌機やポンプ

が使用できない環境で使用する製品です。 

 □ 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 （                      ） 

 

セドナマグネット撹拌機 



 

  ▢ 製品の特徴・仕様  

当社のマグネット撹拌機の特徴は、使用範囲が多様だという利点があります。10種類以上の撹拌機

と、約60種類の詳細モデルにより、普通最大50トンまでのマグネット撹拌機のMixing capacityを超え、10

0トン規模の液状撹拌まで成功的に行うことができます。また、マグネットポンプも従来のマグネットポンプ

が提供するPumping capacityを上回る1時間あたり40トンの揚水量を有します。 

そして当社のマグネット撹拌機の仕様は、10～150,000Liter規模の溶液撹拌に使用可能であり、マグ

ネットポンプは1～40ton/hr 0.5～30M級の仕様です。 

当社のスターらーとポンプは、顧客社の要望に応じて顧客が提供する液状の特性に合った製品を、理

論解析及び計算応用解析を通じて最適な設計をして納品します。 

 
 

製品に最適した設計 顧客の要求条件を電算で解釈 

 

  ▢ 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 

メルクミリポア - 様々なモデル  

アルファ・ラバル - 専門的な磁気撹拌機  

メトノバ - ベアリングの耐久性、価格競争力  

ステリドズ - 多様な使用範囲（液状種類）  

 

※マグネット撹拌機及びポンプの代表的な企業の多くがスウェーデンやスイスにあるので、 

アジア圏では当社の迅速なA/S及び顧客コミュニケーションが大きいメリットとなる。 

 



 

  ▢ 製品の適用・活用範囲  

当社の製品は、製薬や食品、化学製造の分野の中で、液状製造及び輸送分野で活用することができ

ます。特に、高いレベルの衛生性を確保しなければならない製造工程、安全な作業環境を確保しなけれ

ばならない危険物取扱工程などに活用することができます。 

   

製薬 食品 化学及び半導体 

 

  ▢ （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 中国 マグネット撹拌機 5,523百万ウォン/2021年  

2 ベトナム マグネット撹拌機 105百万ウォン/2021年  

3 バングラデシュ マグネット撹拌機 86百万ウォン/2021年  

4 ロシア マグネット撹拌機 66百万ウォン/2021年  

5 インドネシア マグネット撹拌機 48百万ウォン/2021年  

合計     

 

◉ 製品写真 

  

セドナ・マグネット撹拌機 セドナ・マグネットポンプ 



  

マグネット撹拌機及びポンプの設置例 

 

 

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 
マグネットカプラーを用いた反応発酵撹拌装

置 
10-1099029 2011.12.20. 登録 

特許 
チャンバー用密封構造のマグネットシャフトカ

ップリング 
10-1249717 2013.03.27. 登録 

特許 非接触フロート式マグネット撹拌機 10-1931873 2018.12.17. 登録 

特許 
マグネット撹拌機及びそれを含む流体撹拌シ

ステム 
10-2122154 2020.06.05. 登録 

特許 
インペラーモジュール及びそれを含む撹拌シ

ステム 
10-2198911 2020.12.24. 登録 

特許 
マグネット撹拌機用インペラー及びそれを含

むマグネット撹拌機 
10-2296384 2021.08.26. 登録 



特許 
オスブッシングユニット及びそれを含むマグネ

ット撹拌機 
10-2290703 2021.08.11. 登録 

デザイン マグネット撹拌機用インペラー 30-0968122 2018.08.06. 登録 

特許 
マグネット駆動機及びそれを備えた撹拌シス

テム 
10-2021-0004226 2021.01.12. 出願 

特許 マグネットポンプ 10-2021-0028804 2021.03.04. 出願 

特許 マグネット撹拌機の溶接冷却装置 10-2021-0028803 2021.03.04. 出願 

特許 液体撹拌機 10-2022-0055228 2022.05.04. 出願 

 国際特許 

特許 

MAGNETIC MIXER AND MIXING SYSTEM INC

LUDING THE SAME 

マグネット撹拌機及びそれを備えた撹拌システム 

202110244066.5 2021.03.09. 出願/中国 

特許 

MAGNETIC MIXER AND MIXING SYSTEM INC

LUDING THE SAME 

マグネット撹拌機及びそれを備えた撹拌システム 

17/467,283 2021.09.06. 
出願/ 

アメリカ 

実用新案 使い捨てインペラー 201721141273.3 2017.09.07. 登録/中国 

実用新案 

MAGNETIC MIXER AND MIXING SYSTEM INC

LUDING THE SAME 

マグネット撹拌機及びそれを備えた撹拌システム 

202120477874.1 2021.03.05. 登録/中国 

 

▢ 保有認証  

名称 取得機関 年月日 備  考 

3A 3-A Sanitary Standards, Inc. 2019.05.30. マグネットポンプ 

CE CERMET Scarl. 2012.06.18. マグネット撹拌機 

CE ATEX ICIM S.p.A. 2021.09.08. マグネットポンプ 

ISO9001:2015 ICR Ltd. 2021.06.18.  

青年ネイルチェウム共済 中小企業振興公団 2018.09.27.  

イノビズ 中小ベンチャー企業部 2021.09.30.  

人材育成型中小企業 中小ベンチャー企業部 2021.06.30.  



企業別原産地認証輸出者 仁川税関 2019.05.31.  

素材部品専門企業 産業通商資源部 2019.08.15.  

京畿道有望中小企業 京畿道 2019.11.08.  

輸出有望中小企業 中小ベンチャー企業部 2020.07.01.  

 

▢ 検証データ 

名称 試験機関 年月日 備  考 

    

    

    

 

▢ その他（受賞実績など） 

受賞名称 受賞機関 年月日 備  考 

第55回貿易の日百万ドル輸出の塔 貿易協会 2018.12.07.  

始興市議会議長表彰 始興市議会 2018.12.18.  

第58回貿易の日三百万ドル輸出の塔 貿易協会 2021.12.06.  

始興市場表彰 始興市庁 2021.12.17.  
 

 


