
 

 

 

 

 

給湯用ラドルの長寿命化を実現！
 Extension of the service life of ladles for ladlers!

 複合セラミックス材料で高い強度を有し、 
保温性にも優れたラドル。

 CERACO ladles, made of a composite ceramic  
material, have advantages of high strength and  
excellent heat-retaining property.

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 取扱 Handling 
低密度(1.6g/cm3) で軽量なので、マシン負荷も少なく、作業性にも優れています。 
Thanks to the low-density (1.6 g/cm3), lightweight composite ceramic material, CERACO ladles ensure low machine load and 
high workability. 

● 耐熱性 Heat resistance 
熱衝撃に強く、耐久性が良好です。 
CERACO ladles have high thermal shock resistance and good durability. 

● 保温性 Heat-retaining property 
断熱性に優れ、給湯中の温度降下が少なく、このため溶湯保持温度を低くすることができます。 
Molten-metal holding temperature can be lower than conventional because CERACO ladles have excellent heat insulation 
property and allow only a small drop in the temperature during the ladling process. 

● 品質 Quality 
アルミニウム溶湯に濡れにくく、優れたアルミ皮膜剥離性を有します。また、セラミックス製により鋳
鉄製ラドルで起こるような鉄の汚染はありません。 
CERACO ladles are unlikely to get wet with molten aluminum and have excellent peeling property for aluminum coating.  In 
addition, CERACO ladles, made of a composite ceramic material, do not cause iron contamination which occurs with cast-iron 
ladles.  

鋳込み量   質量 

Shot weight    Mass 

0.5kg   0.9kg 

1.0kg    1.2kg 

1.5kg    1.4kg 

2.0kg    1.5kg 

2.5kg    1.6kg 

3.0kg    2.3kg 

3.5kg    2.9kg 

4.0kg    3.5kg 

6.0kg    4.5kg 

8.0kg    5.0kg 

1 0kg   6.5kg 

1 5kg   9.0kg 

1 8kg   15kg 

2 0kg   17kg 

2 5Kg   20kg 

3 5kg   25Kg 

5 0kg   30kg 

        （誤差あり） 

(Error included) 
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溶湯品質を向上させる新規形状（15～50kg）やその他の 

形状についても製作いたしますのでご用命ください。 
We produce newly shaped ladles (15 to 50 kg) to improve molten  
metal quality and other ladles in different shape.   
We are looking forward to receiving your order for new ladles. 

*本カタログの内容は、不断の研究改良によって変更する場合がありますのでご了承願います。 
* The contents of this catalog may be subject to change without prior notice to effect improvements. 

項目 
Item 

鋳鉄 
Cast iron

セラミックス 
Ceramics

セラミックスの優位性 
Advantage of ceramics

密度 (g/cm
3

) 
Density (g/cm3) 

7.2 1.6 

製品の軽量化が図れる 
（ハンドリング性良好） 

Production of lightweight products 
(Good handling ability)

熱膨張率（10
-6 

℃） 

Thermal expansion (10-6 C) 
12 6 

加熱冷却の繰り返しに強い 
Strength against repetitive heating  

and cooling operations

熱伝導率（RT）（W/m℃） 
Thermal conductivity (RT) 

(W/mC) 
50 0.27 

アルミ溶湯保温性に優れる 
Excellent heat-retaining property for 

molten aluminum

耐熱度（℃） 
Heatproof temperature (C) 

400~500℃で酸化 
Oxidization at  
400 to 500C

1000 
アルミ溶湯温度（約 700℃）で安定 

Stabilization at molten aluminum 
temperature (approx. 700C) 

電気抵抗（ cm） 
Electric resistance ( cm) 

0 
（75~210 cm） 1014< 

漏電防止に効果 
Effect on ground leakage prevention 

溶融アルミの浸蝕性 
Molten-aluminum corrosion

徐々に浸蝕 
Gradual corrosion

なし 
None 

耐久性に優れる 
Excellent corrosion resistance

セラコラドルの一般特性
General Features of CERACO Ladles 

オーダーメイド Custom-made Ladle 

背高鼻付セラコラドル 
High and nosed CERACO ladle 

コーティング  Coating 

ネオセラコートをコーティングする 

事により、アルミの付着を防止して 

寿命を延ばします。 

セラコラドル購入時にコーティング 

して出荷します。 

The coating of neo-cerakote prologs 
the service life of CERACO ladle by 
preventing aluminum adhesion. 

CERACO ladles are shipped, 
coated with 

neo-cerakote when purchased. 

ﾈｵｾﾗｺｰﾄ

溶湯表面の酸化被膜を入れない 
Preventing the inclusion of an xidized 
film on the molten metal surface 

補修材  Repair materials 

セラコラドルの一部に損傷が 

生じた場合、簡単に補修を行う 

事ができます。 

If a part of CERACO ladle  

is damaged, it can be easily  

repaired. 

ネオキャスト P(粉末)3kg  

NEOCAST P(Powder) 

ネオキャスト L(液体)2.5kg 

NEOCAST L(Liquid) 

ネオセラコート(液体)1kg 

NEOSERACOAT(Liquid) 

仕 様  Specifications 


