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これがコーティング試作・受託
加工コンバーターの最新 Data!
2009 年から始まり、小誌恒例の目玉企画となりまし
た、コーティング試作・受託コンバーターの 2016 年
版データをお届けします。4 回目になる今回は、国内
41 社、海外（台湾）1 社の計 42 社が協力してくれま
した。改めてお礼申し上げます。
ひとくちにコーティングの試作・受託といっても、そ
の内容は千差万別です。塗工基材はフィルムだけ、紙
粉が出て厄介な紙もできる、というところから、1μm,

1.5μm, 2μm という薄手の基材や、塗工厚の厚薄の
違いを得意とするところ、調液対応や評価が現場で行え
るところ、クリーン環境の整っているところ、1 箇所で
複数の塗工方式が試せるところ、試作から量産まで親身
に付き合ってくれるところ、腕のいいオペレーターを抱
えているところ、小回りが利くところ、横持運送費を考
えるとロケーションも重要な決め手となることもあり
ます。多様なユーザーニーズを部材や製品として具体化
するには、それぞれに対応した得意技を身に付けた多様
なコーティング事業会社の存在なくしては語れません。
ここに収録した豊富な情報をうまく活用すれば、最良の
パートナーとの出会いがあることでしょう。
一方、掲載社数の半数を優に超える 27 社が、海外
企業との取引が可能（商社経由含む）、もしくは取引実
績があると回答しています。アジアが中心ですが、欧
米企業とビジネスを展開しているコンバーターも少な
くありません。こうしたデータは、小社発行の英字誌
「CONVERTECH & e-Print」（隔月発行）を通じて海外
的場大祐）
（
にも発信されます。
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9
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アイム株式会社

www.imx.co.jp/

FC 営業開発課 〒 799-0704 愛媛県四国中央市土居町津根 2304
TEL：0896-74-7555 FAX：0896-74-4501 E-mail：t.komoda@imx.co.jp

■設問 1［特長］
設備：クリーン、2,250mm 幅まで対応可能、加工技術：
コーティングおよびアニール
■設問 2［基材幅］
〜 2,250mm 幅まで
■設問 3［基材厚み］
6 〜 250μm
■設問 4［基材の種類］
PET、PP、PE、その他光学フィルム、耐熱フィルム等
■設問 5［塗工方式］
グラビア塗工
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
UV 硬化および熱風乾燥
■設問 8［付帯装置］
UV 照射、乾燥炉、欠点検出器等
■設問 9［テストコート・試作］
試作加工可能

02

■設問 10［現場調合］
現場調合可能
■設問 11［クリーン度］
ヘッド部：クラス 100、設備周辺：クラス 1000
■設問 12［その他の設備］
スリッター機
■設問 13［計測装置］
剥離、アニール、コーティングマット測定にかかわる機
器
■設問 14［主な実績］
剥離フィルム、アニールフィルム、オリゴマーバリアフィ
ルム、コーティングマットフィルム、帯電防止フィルム
■設問 15［所在地］
愛媛県四国中央市
■設問 16［海外取引］
不可

旭化学工業株式会社

www.asahi-chemical.co.jp/

〒 574-0057 大阪府大東市新田西町 2-33
TEL：072-874-8520 FAX：072-874-8521

■設問 1［特長］
クリーンクラス 100 〜 10000 の設備保有（計 6 台）
、試
作〜量産の仕上げまで一貫生産可能、薄膜（WET2μm）
〜厚膜（WET700μm）まで可能です。
■設問 2［基材幅］
200 〜 1,600mm
■設問 3［基材厚み］
9 〜 500μm
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

E-mail：acc@asahi-chemical.co.jp
■設問 4［基材の種類］
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリカー
ボネート、アクリル、ポリエーテルイミド、ポリイミド、
ABS 樹脂、金属箔等
■設問 5［塗工方式］
ダイレクトグラビア、小径リバースキスグラビア、厚膜
ダイ、コンマ、リバースグラビア
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これがコーティング試作・受託
加工コンバーターの最新 Data!
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
230℃までの熱風、一部遠赤外線ヒーター有
■設問 7［ライン速度］
1 〜 80m（機械による）
■設問 8［付帯装置］
欠点検出、膜厚計測、窒素パージ、UV 照射装置
■設問 9［テストコート・試作］
立ち会い試作可能（全機械）
■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
塗工部：クラス 100 〜 1000（機械による）
、作業室：ク
ラス 100 〜 10000（機械による）
■設問 12［その他の設備］
窒素タンク、UV 照射装置、脱泡装置
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■設問 13［計測装置］
欠点検出機、ヘイズメーター、恒温恒湿槽、エージング
ルーム（200℃まで )、膜厚計（接触型、非接触型）
、万
能試験機、グロスチェッカー、紫外可視近赤外分光光度
計、水接触角、鉛筆硬度試験機、摩耗試験機
■設問 14［主な実績］
ハードコート、ラミネート、粘着
■設問 15［所在地］
大阪（大東市）、滋賀（甲賀市）
■設問 16［海外取引］
台湾、中国
■設問 17［海外実績］
台湾、中国

飴野応用株式会社

www.ameno.co.jp

開発部 〒 579-8025 大阪府東大阪市宝町 20-24
TEL：072-983-0555 FAX：072-983-0666 E-mail：takashi.ameno@ameno.co.jp

■設問 1［特長］
当社は 1978 年に粘着テープ加工専業メーカーとして創
業し、現在では、粘着加工から仕上加工まで一貫生産が
できる加工体制を有し、どの工程からでも単独工程可能
な受託開発志向の企業です。ニーズに合わせた粘着剤の
選定、サンプル作成、様々な基材への粘着加工実績、様々
な粘着加工製品の仕上加工実績、
小ロット対応可能など、
お客様のご希望にお応え致します。
■設問 2［基材幅］
最大塗布幅：1,280mm
■設問 3［基材厚み］
5μm 〜 10mm
■設問 4［基材の種類］
各種プラスチックフィルム（ダイレクト、転写塗布）、
発泡体（転写塗布）
、紙（ダイレクト、転写塗布）、不織
布（転写塗布）
、ガラスクロス等の網目状基材（ダイレ
クト塗布）
■設問 5［塗工方式］
コンマコーター、キスコーター
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風式：最大 130℃
■設問 7［ライン速度］
最大 30m/min
■設問 8［付帯装置］
EPC、分離巻取、インラインスリット、ラミネーター（常
温～ 80℃）
、剥離紙簡易調湿装置
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■設問 9［テストコート・試作］
可能。テーブルテスト（A4 枚葉塗布）
、実機による試
作
■設問 10［現場調合］
可能。各種粘着剤（微粘着〜強粘着）が設計可能
■設問 11［クリーン度］
クリーン施設は設備していないが、コーター部、巻出、
巻取部と個室に区切って対策を講じている
■設問 12［その他の設備］
熟成室、巻替機、スリッター機、目視検反巻替機、ラミ
ネート機、切断機、平版断裁機、シール打抜機、裏スリ・
複合貼・ドライエッジ加工機
■設問 13［計測装置］
引張試験機、粘度計
■設問 14［主な実績］
①各種片面・両面テープ粘着加工・仕上加工、②網目状
基材粘着加工・仕上加工、③目視検反巻替加工、④スリッ
ト加工、⑤切断加工、⑥貼合加工、⑦分離巻替加工、⑧
型抜加工、⑨平版断裁加工、⑩裏スリ、複合貼、ドライ
エッジ加工
■設問 15［所在地］
大阪府東大阪市
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について
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岩崎電気株式会社

www.iwasaki.co.jp/

光応用営業部 EB 応用営業課
〒 103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16 馬喰町第一ビルディング（7 階）
TEL：03-6861-8920 FAX：03-5847-8644 E-mail：ホームページより問い合わせ

■設問 1［特長］
EB
（電子線）
装置による加工を承ります。加工幅 1,650mm
の EB 照射ライン（生産ライン）
、加工幅 450mm のテ
ストライン（パイロットライン）の他、各種実験用の
EB 装置を設備し、EB を利用した加工、試作、試験に
対応します。研究・開発用の試験サンプル作成から、量
産試作、受託加工まで、様々な需要にお応えします。
EB プロセス（硬化、改質、架橋）を応用した用途開発、
製品開発など、ぜひ当社にご相談下さい。
■設問 2［基材幅］
1,650mm（生産ライン）
、450mm（パイロットライン）
■設問 4［基材の種類］
各種フィルム、紙など
■設問 5［塗工方式］
グラビアコーター

05

■設問 6［乾燥・硬化仕様］
生 産 ラ イ ン EB 装 置 仕 様： 加 速 電 圧 300kV（ 最 大 ）

パイロットライン EB 装置仕様：加速電圧 200kV（最大）
■設問 7［ライン速度］
最大 400m/min（生産ライン）
■設問 8［付帯装置］
コロナ処理装置、ラミネーターなど
■設問 9［テストコート・試作］
テスト、試作が可能（有償）。要相談
■設問 15［所在地］
㈱アイ・エレクトロンビーム（埼玉県行田市）
■設問 16［海外取引］
海外顧客の試作事例あり

栄和化工株式会社

www.eiwakako.co.jp

営業企画部 〒 341-0044 埼玉県三郷市戸ケ崎 4-31
TEL：048-955-4261 FAX：048-955-4214 E-mail：eiwakk@ace.ocn.ne.jp

■設問 1［特長］
昭和 38 年に創業し、数多くの電子材料・高級建材・産業
資材、各分野での高機能性フィルムの受託開発、精密コー
ティング加工、ラミネート加工、粘着加工、スリット加工
を行ってきました。ハイクリーンコーターも新たに追加し、
薄膜塗工から厚塗りまで充実した設備を取り揃え、UV 照
射も可能です。また、製品に合わせた加工方法やコーティ
ング剤の選定などの相談もお受けできます。
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 2［基材幅］
グラビアリバースコーター：300 ～ 1,570mm
小径グラビアコーター：300 ～ 1,570mm
トップフィードコーター：300 ～ 1,270mm
3 本リバースロールコーター：300 ～ 1,650mm
ナイフコーター：300 ～ 1,250mm
ダイコーター：300 ～ 1,570mm
含浸コーター：300 ～ 1,150mm
バーコーター：300 ～ 1,450mm
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これがコーティング試作・受託
加工コンバーターの最新 Data!
■設問 3［基材厚み］
クリーンコーターラミネーター：4.5 ～ 500μm（材質
によっては 800μm まで可能）
汎用コーターラミネーター：20μm ～ 5mm
■設問 4［基材の種類］
PET、PC、PI、PMMA、TAC、COP、PE、PP、EVA、フッ
素フィルムなど各種フィルムや Cu 箔、Al 箔、蒸着・
スパッタ原反。
汎用コーター／ラミネーターにおいては、
紙、合成紙、ガラスクロス、不織布、織物、編み物、発
泡体も取扱可能
■設問 5［塗工方式］
グラビアコーター、
小径グラビアコーター、トップフィー
ドコーター、ダイコーター、ナイフコーター、バーコー
ター、リバースロールコーター、含浸コーター
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
エアーフローティング方式、ロールサポート方式、コン
ベア方式、ピンテンター方式、クリップテンター方式、
UV キュア方式（熱風最大 150℃、その他 IR など）
■設問 7［ライン速度］
加工マシンにより、1 ～ 150m/min まで対応可能
■設問 8［付帯装置］
フィルムクリーナー、剥離巻取装置、剥離巻出装置、イ
ンラインスリット、インライン枚葉カット、3 層ラミネー
ト、両面塗工、2 層塗工、UV 照射、ウェットラミネート、
ドライラミネート、欠点検出器
■設問 9［テストコート・試作］
テストコート・試作は可能。A4 および A3 サイズは、
マイクロコーター兼ラミネーターにて対応（UV 照射も
対応可能）
。ロール品については、実機にて試作可能
■設問 10［現場調合］
ホモジナイザー、ビーズミル、ディゾルバー、バスケッ
トミルなどの各種攪拌装置を活用して、レシピに合わせ
た分散等の対応や、脱泡対応も可能
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■設問 11［クリーン度］
ヘッド部（クラス 1000）
、乾燥ゾーン（クラス 100）
、そ
の他のゾーン（クラス 1000）
。その他（クリーン度は、ハ
イクリーン工場、クリーン工場、セミクリーン工場、一
般工場と、要求レベルに合わせて受注できる体制を準備）
■設問 12［その他の設備］
スリッター 3 台（最大幅 1,380mm）
、輪切りスリッター
1 台、針パンチング機 1 台（最大幅 1,450mm）、自動裁
断機 1 台、エージングルーム 3 室（40 ～ 80℃）
、保冷庫
2 室（0 ～ 15℃）、ホモミキサー、ビーズミル、バタフ
ライミキサー、ウェルダー機等
■設問 13［計測装置］
引張試験機（オートグラフ）、厚み測定機、デジタルマ
イクロスコープ、ヘイズコンピューター、グロス計、
UV 照射テスト機、B 型・コーン＆プレート型粘度計、
抵抗値測定器、分光光度計、ボールタック測定装置、ポー
タブル摩擦計、FT-IR、分光測色計（色差計）
■設問 14［主な実績］
各種フィルム・箔・不織布・織物・生地へのウェット
コーティング、ウェットラミネート、ドライラミネート、
UV コーティング、UV ラミネート、粘着加工等。防汚フィ
ルム、ハードコートフィルム、帯電防止フィルム、導電
性フィルム、UV カットフィルム、耐指紋コート等
■設問 15［所在地］
埼玉県三郷市（つくばエクスプレス：三郷中央駅、JR
金町駅）
■設問 16［海外取引］
海外取引可能
■設問 17［海外実績］
中国、欧州など

Eternal Materials（長興材料工業股份有限公司）

www.r2rcoating.com

30 YUMIN ST.,TA-FA INDUSTRIAL PARK,TALIAO DISTRICT,KAOHSIUNG831,TAIWAN
TEL：+886-7-787-3645 FAX：+886-7-787-1445 E-mail：nina_hsu@email.eternal-group.com

■設問 1［特長］
台湾ダイハツ工場は長興材料の精密コーティング発展コ
ア。多様なニーズに合わせ、様々な精密コーティングラ
インおよび付帯装置を設置。お客様の少量生産ニーズに
応えるため、8 量産ラインのほか、2 ラインのテストラ
インがあります。
■設問 2［基材幅］
200 〜 1,750mm
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■設問 3［基材厚み］
12 〜 250μm
■設問 4［基材の種類］
PET フィルム、離型フィルム、銅箔、アルミ箔
■設問 5［塗工方式］
スロットダイ、リバースロール、ファインキスグラビア、
コンマコーター、クローズドエッジ、その他
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

■設問 6［乾燥・硬化仕様］
エア浮上乾燥機（最大 200℃）／ UV 装置
■設問 7［ライン速度］
1 〜 100m/min
■設問 8［付帯装置］
コロナ表面処置装置（N2 パージ可能）
、インライン欠陥
検査装置、インライン膜厚計、第 2 巻出／ラミネート装
置
■設問 9［テストコート・試作］
試作が可能
■設問 10［現場調合］
水性、有機溶液、粘度範囲：1 〜 20,000cPs
■設問 11［クリーン度］
クラス 100 ／クラス 1000
■設問 12［その他の設備］
光学式膜厚計、減圧脱泡装置、コロナ装置、スリッター
機、巻取機、切断機、ラミネーター、熟成室、その他
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■設問 13［計測装置］
光学式膜厚計、光学顕微鏡法、GC、FTIR、SEM、引
張試験機、粘度計、その他
■設問 14［主な実績］
IC 基板用 DFR、ドライフィルム、フレキシブル銅張積
層板、樹脂付銅、IC 基板用絶縁膜、拡散膜、BEF、反
射フィルム、保護フィルム、飛散防止フィルム、粘着剤、
HD フィルム、ACF、AG ナノワイヤ透明導電性フィル
ム、カーボンナノチューブ透明導電性フィルム、透明導
電性ポリマーフィルム、光発電バックシート、PSPI（感
光性ポリイミドフィルム）、血糖テストストリップ
■設問 15［所在地］
台湾／高雄
■設問 16［海外取引］
日本、中国、台湾、アメリカ
■設問 17［海外実績］
日本、中国、台湾、アメリカ

株式会社恵比寿加工

www.ebisu-k.com

コーティング事業部 〒 116-0013 東京都荒川区西日暮里 6-24-5
TEL：03-3810-2771 FAX：03-3810-1701 E-mail：eigyo@ebisu-k.com

■設問 1［特長］
粘着加工やコーティングおよびラミネート加工の受託加
工専門メーカーとして、50 年以上の経験と実績があり
ます。2013 年 4 月にクリーン度クラス 100 のクリーン
コーターを導入し、塗工機はクリーンコーター 2 ライン
と汎用機 2 ラインの合計 4 ラインを保有しています。溶
剤系、水系、UV 反応型などの塗工液のコーティングや
ドライラミネート加工が可能です。
■設問 2［基材幅］
クリーン塗工機：300 〜 1,550mm
汎用塗工機：300 〜 1,300mm
■設問 3［基材厚み］
3 〜 250μm
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 4［基材の種類］
各種プラスチックフィルム、金属箔、合成紙、紙など
■設問 5［塗工方式］
クリーン塗工機：コンマコーター、リップコーター、小
径リバースキスグラビア
汎用塗工機：コンマコーター、リップコーター、グラビ
アコーター
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
クリーン塗工機：乾燥温度 MAX 160℃、UV 照射あり、
窒素パージ可能
汎用塗工機：乾燥温度 MAX 160℃
■設問 7［ライン速度］
クリーン塗工機：2 〜 60 m/min
汎用塗工機：3 〜 60m/min
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加工コンバーターの最新 Data!
■設問 8［付帯装置］
インライン欠点検査装置（透過式、反射式）、インライ
ン塗工厚測定装置、除塵装置、UV 照射装置、EPC
■設問 9［テストコート・試作］
実機で試作、テスト可能
■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
クリーン塗工機：塗工ヘッド部（クラス 100）、乾燥ゾー
ン（クラス 1000）
、その他エリア（クラス 1000）
■設問 12［その他の設備］
各種スリッター機
（クリーン用あり）
、
エージングルーム、
保冷室
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■設問 13［計測装置］
引張試験器、分光光度計、ヘイズメーター、厚み測定器、
粘度計（B 型）
、鉛筆硬度計、デジタルマイクロスコー
プ
■設問 14［主な実績］
各種粘着加工、各種コーティング加工、ドライラミネー
トなど
■設問 15［所在地］
埼玉県さいたま市、千葉県野田市

エリエールテクセル株式会社

大王製紙㈱ www.daio-paper.co.jp

工場／エリエールテクセル㈱ www.e-texel.jp

大王製紙 情報用紙営業本部 タック紙部特殊粘着課
〒 102-0071 東京都千代田区富士見 2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム 24F
TEL：03-3856-7545 FAX：03-6856-7620

■設問 1［特長］
光学・エレクトロニクス製品で培った精密塗工技術と粘着
剤への機能付与、印刷メディア製品をはじめとする多様な
分野への商品展開力が当社の強みです。当社の受託加工
事業は柔軟な姿勢でお客様のご要望にお応えします。
■設問 2［基材幅］
500 〜 1,400mm
■設問 3［基材厚み］
12 〜 250μm
■設問 5［塗工方式］
クローズドエッジダイ、マイクロバー
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風式（MAX 130℃）
■設問 7［ライン速度］
5 〜 60m/min
■設問 8［付帯装置］
膜厚測定装置、欠陥検出器
■設問 9［テストコート・試作］
実機にて、テストコート、試作可能。実機試作前にパイ
ロットコーターで品質検証可能
■設問 10［現場調合］
可能
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■設問 11［クリーン度］
塗工ヘッド部、貼合部：クラス 100、塗工室内：クラス
10000
■設問 12［その他の設備］
スリッター（ノンセパタイプの保護フィルムの貼合可
能）、シートカッター、エージングルーム
■設問 13［計測装置］
ヘイズメーター、分光光度計、実体顕微鏡、厚み測定器、
粘度計（B 型）
■設問 14［主な実績］
光学用粘着テープ（片面・両面、色調補正・透過率調整・
選択波長吸収・高耐久）、工業用粘着テープ（微粘着・
マスキング・耐熱）、メディカル系テープ（不織布・肌用）
、
日用品向け材料（シリコン・ウレタン微粘着、芯材あり
ディファレンシャル、香料入り接着）、各種印刷用メディ
ア
■設問 15［所在地］
岐阜県可児市（エリエールテクセル）
■設問 16［海外取引］
商社を経由して取引可
■設問 17［海外実績］
中国、台湾、韓国、アメリカ
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について
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尾池ファインコーティング株式会社

www.oike-kogyo.co.jp

営業グループ 〒 601-8123 京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町 8-1
TEL：075-748-6759 FAX：075-694-4072 E-mail：a-iwata@oike-jp.com

■設問 1［特長］
尾池ファインコーティングは尾池工業のグループ会社
で、ウェットコーティング事業専門会社です。大規模な
高クリーン設備、クリーン度クラス 100 のスーパーク
リーン環境の下、4 機の大型クリーンコーターを稼働。
「開発センター」を併設し、薄膜の精密な塗工を実現し
ます。
様々な施設・設備・スタッフによって、ユーザーニー
ズに合わせたフィルム製品を受託加工し、提供します。
■設問 2［基材幅］
MAX 1,350 ～ 1,750mm
■設問 3［基材厚み］
12 ～ 250μm
■設問 4［基材の種類］
PET、TAC、PMMA、PC、PES、PEN、COP、PI
■設問 5［塗工方式］
キスグラビアリバースコーター、ダイレクトグラビア
コーター、2 本リバースコーター、スロットダイコー
ター、バキュームダイコーター
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
炉長 19 ～ 25m、全機 UV 照射機あり（窒素パージ可能）
■設問 7［ライン速度］
10 ～ 200m/min
■設問 8［付帯装置］
欠点検出器（インライン反射・透過）
、
ヘイズメーター（イ
ンライン）
、分光光度計（インライン）
、コロナ処理装置、
ラミネート装置、クリーニングローラ

コンバーテック 2016. 4

046_081_4D3.indd 53

■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 9［テストコート・試作］
実機でのテストコート・試作可能。300mm 幅テストコー
ターも保有
■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
ヘッド部（クラス 100 ～）、乾燥ゾーン（クラス 100 ～）
、
その他のゾーン（パーティション内：クラス 100 ～、室
内：クラス 1000）
■設問 12［その他の設備］
クリーン検査機、エージング設備
■設問 13［計測装置］
蛍光 X 線、分光光度計、ヘイズメーター、レーザー顕
微鏡、実体顕微鏡、CCD 顕微鏡、3 次元表面粗さ計、
摩擦係数測定器、色差計、レオメーター、万能投影機
■設問 14［主な実績］
反射防止、アンチグレア、低干渉、アンチニュートン、
帯電防止、IR カット、UV カット、ガスバリア、印画性、
離型処理、各種ハードコート、粘着、微粘着
■設問 15［所在地］
鳥取県倉吉市
■設問 16［海外取引］
商社を経由して取引可能。韓国、台湾、中国
■設問 17［海外実績］
商社を経由して実績あり。韓国、台湾、中国
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これがコーティング試作・受託
加工コンバーターの最新 Data!
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大槻工業株式会社

www.ohtsuki-kougyo.co.jp

本社 営業企画部 〒 616-8113 京都市右京区太秦野元町 12-5
TEL：075-871-7777 FAX：075-882-7352 E-mail：ohtuki@ohtsuki-kougyo.co.jp

■設問 1［特長］
当社の加工機は、比較的低粘度・薄膜コートに適してい
ます（溶剤系、水系）
。小ロット・多品種生産の中で培っ
た加工技術により、お客様のニーズに応えます。いくつ
もの品質要素を兼ね備えた製品作りが得意です。2007
年に設置したアニーリング加工機（MAX 1,500mm）で、
フィルム熱処理の様々なニーズに応えます。
■設問 2［基材幅］
500 ～ 1,300mm（アニーリング加工は MAX 1,500mm
まで可能）
■設問 3［基材厚み］
#6 ～ #350（素材によって異なる）
■設問 4［基材の種類］
PET、PPS、その他
■設問 5［塗工方式］
ダイレクトグラビア、キスリバースグラビア、スリット
リバースなど
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
遠赤外線乾燥方式（ロールサポートタイプ、MAX 230℃）
、
熱風乾燥方式（フロートタイプ、MAX 200℃）
■設問 7［ライン速度］
10 ～ 70m/min（素材および塗工方式によって異なる）
■設問 8［付帯装置］
インライン欠点検出器（特定機種限定）
、EPC
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■設問 9［テストコート・試作］
可能。基本的には生産機を使用
■設問 10［現場調合］
可能。高速撹拌機 4 台保有
■設問 11［クリーン度］
作業室は基本的には一般環境（数万クラス）
、コーター
ヘッドおよび付帯装置はパーテーションにより隔離管理
（クラス 10000）
■設問 12［その他の設備］
大型エージングオーブン（MAX 100℃、4 台）、オフラ
インコロナ放電処理機（最大幅 1,500mm、5 台）、リワ
インダー機（4 台）
■設問 13［計測装置］
光学顕微鏡、レーザー顕微鏡、ヘイズメーター、分光光
度計、蛍光 X 線アナライザー、引張試験機、マクベス
濃度計、B 型粘度計、実験用真空蒸着機など
■設問 14［主な実績］
コーティングマット加工、離型コート加工（シリコーン、
非シリコーン）、オフラインコロナ放電処理加工、アニー
リング処理加工、易接着コート、帯電防止コート、その
他受託加工
■設問 15［所在地］
京都市右京区太秦

共同技研化学株式会社

www.kgk-tape.co.jp

事業推進室 〒 359-0011 埼玉県所沢市南永井 940
TEL：04-2944-5151 FAX：04-2944-1396 E-mail：hamano@kgk-tape.co.jp

■設問 1［特長］
多層同時成膜が可能です。
■設問 2［基材幅］
1,650mm
■設問 3［基材厚み］
2μm
■設問 4［基材の種類］
フィルム、紙、金属箔
■設問 5［塗工方式］
ダイ、ロールナイフコーター、グラビア、ディップ
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■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱、UV
■設問 8［付帯装置］
異物検査装置
■設問 9［テストコート・試作］
テストコーターで試作可能
■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
クラス 2000
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

■設問 12［その他の設備］
分散装置、リビング重合装置、混練装置、スリッター機、
連続プレス機
■設問 13［計測装置］
評価試験機一式
■設問 14［主な実績］
両面テープ、片面テープ、Si 剥離処理、フイルムラミネー
ト

12

■設問 15［所在地］
群馬県富岡市
■設問 16［海外取引］
可能
■設問 17［海外実績］
中国、台湾、韓国に実績

グンゼ株式会社

www.gunze.co.jp/denzai/contract/index.html

電子部品事業部 SCM 室 〒 621-0806 京都府亀岡市余部町新堂 10
TEL：0771-24-3224 FAX：0771-24-3342
E-mail：takuji.tatewaki@gunze.co.jp kosuke.nakajima@gunze.co.jp

■設問 1［特長］
UV 硬化・熱硬化により、機能膜を積層できるウェット
コーターです。フィルム基材をロール to ロールで走行
させて機能塗料を連続塗工します。
薄膜、厚膜塗工に対応できます。また、表面処理として
コロナ処理を設置しており、塗膜密着性を確保しやすい
設備です。
■設問 2［基材幅］
600 ～ 1,600mm
■設問 3［基材厚み］
50 ～ 250 μm
■設問 4［基材の種類］
フィルム系のみ（PET 等）
■設問 5［塗工方式］
グラビアコーター、ダイコーター
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
UV 硬化、熱硬化（40 ～ 150℃）
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 7［ライン速度］
5 ～ 20m/min
■設問 8［付帯装置］
コロナ処理、自動外観検査機
■設問 9［テストコート・試作］
テストコート・試作は内容による
■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
・塗工ヘッド部：クラス 1000
・作業室内：クラス 10000
■設問 14［主な実績］
各種ハードコート材料、OCA（光学粘着材料）
■設問 15［所在地］
京都府亀岡市余部町新堂 10

55

2016/04/01 18:02

4D-3

5校

これがコーティング試作・受託
加工コンバーターの最新 Data!

13

コーテック株式会社
www.kotec-ltd.co.jp

技術開発部 〒 503-0847 岐阜県大垣市米野町 3-30
TEL：0584-89-1671 FAX：0584-89-1750 E-mail：team@kotec-ltd.co.jp

■設問 1［特長］
織物、
不織布等の繊維シートのコーティング（全面、ドッ
ト）
、含浸加工
■設問 2［基材幅］
800 〜 3,000mm
■設問 3［基材厚み］
MAX 5mm
■設問 5［塗工方式］
ナイフ（MAX 2,500mm）
、
ロータリースクリーン（MAX
1,200mm）、グラビア（ホットメルト樹脂粉体用：MAX
1,200mm）
、含浸（MAX 3,000mm）
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風乾燥（非防爆）
■設問 7［ライン速度］
40m/min
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■設問 8［付帯装置］
スリッター（最大 3 カ所）、重量計
■設問 9［テストコート・試作］
ハンドワーク（A4 サイズ程度）
、ならびに実機を使用
した試作は可能
■設問 10［現場調合］
可能
■設問 12［その他の設備］
染色（液流）、インクジェットプリント（顔料、
昇華転写）
、
プリーツ成型、カレンダー等
■設問 13［計測装置］
恒温恒湿室、環境試験機、耐光堅牢度、他染色堅牢度試
験機、引張、引裂、摩耗、揉み、破裂等の強力試験機

三榮工業株式会社

www.sun-way.co.jp

開発営業部 〒 550-0021 大阪市西区川口 2-8-25
TEL：06-6583-2031 FAX：06-6583-2202 E-mail：h.nakamura@sun-way.co.jp

■設問 1［特長］
2011 年に甲賀市に工場新築移転し、各種プラスチック
フィルム、不織布、紙などのコーティング、貼り合わせ
の受託加工を行い、長年にわたり蓄積した技術を様々な
分野に対応させていただいております。なお、貼り合
わせではアルミガラスクロスや電磁波シールド材など
ウェットラミネートの加工も行っています。
■設問 2［基材幅］
コーター：500 〜 1,300mm 幅
■設問 3［基材厚み］
5 〜 500μm
■設問 4［基材の種類］
PE、PP、PET、PS など各種フィルム、不織布、紙
■設問 5［塗工方式］
ダイレクトグラビアコーター、キスグラビアリバース
コーター
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
MAX 160℃
■設問 7［ライン速度］
MAX 150m/min
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■設問 8［付帯装置］
インライン欠点検出装置
■設問 9［テストコート・試作］
本機にてテストコート・試作可能
■設問 10［現場調合］
社内調合可能
■設問 11［クリーン度］
非対応
■設問 12［その他の設備］
ドライラミネーター、ウェットラミネーター、スリッ
ター、エージングルーム、VOC 処理装置
■設問 13［計測装置］
引張試験機、表面抵抗計、曇度計
■設問 14［主な実績］
帯電防止加工、離型剤コート、ヒートシール剤コート、
易接着コート、粘着加工など、その他（アルミガラスク
ロス、電磁波シールド材）
■設問 15［所在地］
滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘
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装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

株式会社ジェイネットコーティング

www.j-netcoating.com

㈱ジェイネットコーティング（工場） 〒 595-0024 大阪府泉大津市池浦町 5-2-27
TEL：0725-20-5508 FAX：0725-22-6255 E-mail：t.matsuoka-jnet@dance.ocn.ne.jp
ニチモウ㈱ 化成品チーム（営業）〒 532-0003 大阪市淀川区宮原 3-4-30
TEL：06-6398-0753 FAX：06-6394-3138 E-mail：satoshi_inoue@nichimo.co.jp

■設問 1［特長］
コンバーティング事業 35 年の経験に基づいた独自設計
のコーティングマシン（2005 年導入）による精密塗工（2
～ 300μm/wet）が可能。
「考える現場」をスローガンに
品質向上、生産性向上、歩留率向上に日々取り組んでい
ます。
■設問 2［基材幅］
300 〜 1,600mm
■設問 3［基材厚み］
6μm 以上
■設問 4［基材の種類］
PET、OPP、CPP、PVC 他各種フィルム、蒸着、スパッ
タ、Al 箔、Cu 箔等
■設問 5［塗工方式］
コンマコーター、ダイレクトグラビア、リバースグラビア
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風式、200℃（MAX）
■設問 7［ライン速度］
5 ～ 80m/min
■設問 8［付帯装置］
ウェット膜厚測定装置、アキュームレーター（巻出部、
巻取部）
、熱プレスロール（MAX 150℃）、セパレーター
巻取装置、コロナ処理装置（第 2 給紙のみ）
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 9［テストコート・試作］
実機にて、テスト・試作可能
■設問 10［現場調合］
微粘着、強粘着、ラミネート、各種コーティング剤の設
計が可能
■設問 11［クリーン度］
ヘッド部（クラス 1000）
、乾燥ゾーン（クラス 1000）、
その他のゾーン（クラス 5000）
■設問 12［その他の設備］
スリッター
（最大幅 2,000mm）
、
断裁機
（最大幅 1,600mm）
、
エージングルーム
■設問 13［計測装置］
引張試験機、送風定温乾燥機、電子天秤、デジタルダイ
ヤルゲージ
■設問 14［主な実績］
各種粘着加工、各種ラミネート、各種コーティング
■設問 15［所在地］
大阪府泉大津市
■設問 16［海外取引］
いずれの国でも可能
■設問 17［海外実績］
非公開
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ゼネラル株式会社

www.general.co.jp

GT 営業部 〒 101-0065 東京都千代田区西神田 1-3-6
TEL：03-5283-8640 FAX：03-5283-8641 E-mail：HP の問い合わせフォームより

■設問 1［特長］
ラミネートおよびコーティング装置を保有しています。
コーティング方式のマルチ化と多層コーティングにより
様々な機能性を付与した多層構成を可能にしています。
両面同時コート、1 パスの多層コーティング、高速コー
ティングが可能でコストパフォーマンスにも優れており
ます。紙、フィルムを基材として粘着加工や、セパレー
ターのラミネートも行えます。また、インク設計・製造
技術の活用も可能です。
■設問 2［基材幅］
500 〜 1,200mm（コーターにより異なる）
■設問 3［基材厚み］
1.5 〜 100μm（コーターにより異なる）
■設問 4［基材の種類］
紙、ポリエステル等の生地、PET、OPP 等各種フィルム、
AL 箔等各種金属箔
■設問 5［塗工方式］
グラビアコート、バーコート、リバースグラビア
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
MAX 140℃（紙、薄膜フィルムコーター）
、MAX 350℃
（厚膜フィルム、金属箔コーター）
■設問 7［ライン速度］
5 〜 500mt/min（コーターにより異なる）
■設問 8［付帯装置］
ウェットラミネート、ドライラミネート、ホットメルト
ラミネート、ホットメルト加工
■設問 9［テストコート・試作］
卓上コーター（A4 サイズ）
、テストコーター（バーコー
ト、ホットメルトコート）基材幅 300mm まで、乾燥仕
様 MAX 100℃。実機コーターでの試作も可能
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■設問 10［現場調合］
可能。各種有機溶剤あり
■設問 11［クリーン度］
クリーン環境ではない
■設問 12［その他の設備］
インク製造（各種分散機）、乾式分散機、メイヤバー製
造機、スリッター、断裁機、欠点検査装置、溶剤回収装
置、脱臭炉、エイジングルーム、環境試験室、等
■設問 13［計測装置］
粒度分布計、粘度計、レーザー顕微鏡、光学顕微鏡、
SEM、FT-IR、蛍光 X 線分析装置、ガスクロマトグラ
フィー、オートグラフ、分光光度計、反射・透過濃度計、
色差計、水分計、表面張力計、表面抵抗計、透気度・平
滑度計、等
■設問 14［主な実績］
各種印刷、コーティング、ラミネート、粘着加工、イン
ク製造等
■設問 15［所在地］
滋賀県甲賀市水口町さつきが丘 18
■設問 16［海外取引］
EU 圏、中国、韓国、マレーシア、他アジア圏
■設問 17［海外実績］
中国、マレーシア
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装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

ソマール株式会社
www.somar.co.jp/

高機能材料部 〒 104-0061 東京都中央区銀座 4-11-2
TEL：03-3542-2162 FAX：03-3542-2274

■設問 1［特長］
電子材料・建材各分野への高機能フィルムの受託開発、
精密コーティング加工、ラミネート加工、粘着加工、サ
ンドマット加工、スリット加工が可能です。インライン
での 2 層塗布や表裏の各 1 層塗布も可能。塗料は水系・
溶剤系とも対応できます。
■設問 2［基材幅］
500 〜 1,350mm
■設問 3［基材厚み］
12 〜 250μm
■設問 4［基材の種類］
各種プラスチックフィルム、金属箔、合成紙、等
■設問 5［塗工方式］
ワイヤーバー、エッジダイ、コンマコーター、ロールリ
バース等
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱硬化（熱風、IR ヒーター）
、UV 硬化（高圧水銀、メ
タルハライド）
、別途・常温〜 40℃エージング設備保有
■設問 7［ライン速度］
1 〜 100m/min
■設問 8［付帯装置］
UV 照射、加温ラミネーター、欠陥検出器、エッジトリ
マー、コロナ処理器、プラズマ処理（オフライン）
■設問 9［テストコート・試作］
試作機保有。対応基材幅：最大 500mm、塗布幅：450mm
塗料：溶剤系・水系ともに対応可能
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 10［現場調合］
可能。計量配合設備保有
■設問 11［クリーン度］
CR クラス：塗布ヘッド部 100、ライン 1000、スリット
10000
■設問 12［その他の設備］
サンドマット加工、スリット、シートカット、粉砕加工、
プラズマ処理
■設問 13［計測装置］
膜厚計、光学濃度系、表面抵抗系、色差計、ヘイズメー
ター、光沢度計、粘着力測定器
■設問 14［主な実績］
各種フィルム・金属箔・不織布・織布・生地へのウェッ
トコーティング、ドライラミネート、UV 硬化型塗料コー
ティングおよびラミネート、粘着加工等。帯電防止フィ
ルム、導電性フィルム、高熱伝導性フィルム、サンドマッ
トフィルム、プラズマ加工等
■設問 15［所在地］
埼玉県草加市
■設問 16［海外取引］
可能
■設問 17［海外実績］
US、アジア各国
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大王加工紙工業株式会社

www.daio-tech.co.jp

技術開発部 〒 546-0041 大阪市東住吉区桑津 1-7-35
TEL：06-6719-1051 FAX：06-6714-0026 E-mail：keikan-1@daio-tech.co.jp

■設問 1［特長］
当社は産業用包装資材を中心とする特殊加工紙のメー
カーとして、多彩な加工紙技術を武器に、お客様と共に
歩んできました。創業時より 80 数年にわたり、お客様
のニーズや夢を、
創意工夫で形にすることを誇りに歩み、
お客様の要望に即応する企画提案型企業です。多くの産
業の各工程で不良率低減に貢献する表面保護フィルムや
表面保護紙は、充実のラインアップで対応。最新鋭塗布
ラインでは、光学用途向け製品、PET 基材貼り合わせ
品含め、多彩な新製品に挑戦中です。お客様の要望に応
じた粘着設計、試作加工、受託加工に迅速に対応します。
加工紙メーカーとしての、特殊紙、機能性シートの開発
や受託加工も、当社にお任せください。
■設問 2［基材幅］
900 ～ 2,450mm
■設問 3［基材厚み］
30 ～ 200μm
■設問 4［基材の種類］
PE、PP、PET、紙、不織布、ラミネート複合品
■設問 5［塗工方式］
リバースコーター、スリットコーター、キスコーター、
グラビアコーターなど
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
200℃（最大）
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■設問 7［ライン速度］
5 ～ 125m/min
■設問 8［付帯装置］
EPC、インライン欠点検査装置、インライン膜厚計、ア
キュームレーター
■設問 9［テストコート・試作］
可能。400mm 幅テストコーター等の設備がある
■設問 10［現場調合］
粘着剤（微粘着～強粘着）、接着剤、各種コーティング
剤の設計が可能
■設問 11［クリーン度］
ヘッド部（クラス 3000）
、その他のゾーン（クラス 10000）
■設問 12［その他の設備］
スリッター、エージングルーム設備、VOC 処理設備
■設問 13［計測装置］
マイクロスコープ、ガスクロ、引張試験器、FT-IR
ウエザーオメーター
■設問 14［主な実績］
粘着加工、ウェットラミネート、各種樹脂塗工液塗工
■設問 15［所在地］
兵庫県加西市
■設問 16［海外取引］
韓国、中国（基本は代理店経由）
■設問 17［海外実績］
韓国、中国

大三紙業株式会社

www.daisan.com

営業事業本部 機能材開発部 〒 441-3104 愛知県豊橋市雲谷町 55-1
TEL：0532-41-5111 FAX：0532-41-5118 E-mail：oka@daisan-jp.co.jp

■設問 1［特長］
グラビアコートを主体として、インラインで両面印刷や
両面コート、パターンコーティング等の機能を付加する
加工や極薄フィルムへのグラビアコーティングができま
す。熱に弱いフィルム（PE、PP 等）への UV コーティ
ングも可能です。また、グラビアコート版を社内で作成
するため、フレキシブルな対応ができます。
■設問 2［基材幅］
500 ～ 1,450mm
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■設問 3［基材厚み］
2 ～ 100μm
■設問 4［基材の種類］
PET、PP、PE、NY、PS 等
■設問 5［塗工方式］
グラビアコーター、ロールコーター
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風乾燥（150℃）、UV 硬化
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

■設問 7［ライン速度］
MAX100m/min
■設問 8［付帯装置］
コロナ処理装置、欠点検出装置
■設問 9［テストコート・試作］
実機での塗工テストは可能（簡易グラビアコートテスト
機あり）
■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
一部コーターヘッドはクリーン環境。他の塗工機（印刷機
含む）も、陽圧管理された塗工室（実績：クラス 100000）
■設問 12［その他の設備］
グラビア印刷機、ドライラミネーター機、ノンソルラミ
ネーター機、エクストルージョンラミネーター機、薄物
対応巻き返し検品機、スリッター機、断裁機、自動カッ
ティング機、三方製袋機、合掌製袋機、真空・圧空成型
機
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■設問 13［計測装置］
引張試験機、デジタル厚み計測計、透過濃度計、蛍光
X 線分析装置、ガスクロマトグラフィー、グロスチェッ
カー、表面抵抗値測定器、マイクロスコープ
■設問 14［主な実績］
剥離フィルム、剥離紙、帯電防止フィルム、非シリコー
ン系剥離フィルム、遮光フィルム
■設問 15［所在地］
愛知県豊橋市
■設問 16［海外取引］
中国（天津）に加工拠点あり。取引はどこでも可能
■設問 17［海外実績］
中国、台湾

大東化工株式会社

www.daito-chemical.com

営業部担当：引田 〒 501-1132 岐阜県岐阜市折立 364-1
TEL：058-239-1333 FAX：058-234-0056 E-mail：t.hikita@daito-chemical.com

■設問 1［特長］
1,300mm 幅の 4 ヘッドコーティングラミネーター量産
機とカセットチェンジ方式ヘッドの 700mm 幅小ロット
および試作対応コーターにて、薄膜から厚塗りコートま
で様々なご要望に合わせた対応をしております。孔版原
紙製造において、創業以来約 80 年にわたり長年培った
コーティング・ラミネート技術を生かし、
現在「PET フィ
ルム」を主体とした機能性フィルム製造に力を入れてお
ります。インクジェットプリンターや LBP プリンター・
コピー用表面処理加工、各種樹脂コーティング、着色加
工や粘着加工等、オフィスサプライ製品から産業用途ま
で幅広い分野に展開しております。
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 2［基材幅］
300 〜 1,315mm
■設問 3［基材厚み］
12 〜 250μm
■設問 4［基材の種類］
PET、OPP
■設問 5［塗工方式］
グラビアコート（順転・リバース）、コンマコート、リッ
プコート、リバースロールコート
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風乾燥（4 ゾーン温度勾配）
■設問 7［ライン速度］
4 〜 80m/min
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これがコーティング試作・受託
加工コンバーターの最新 Data!
■設問 8［付帯装置］
検品・スリッター機、エージングルーム（40℃固定）
■設問 9［テストコート・試作］
カセットチェンジ方式ヘッド 700mm 幅の小ロット製品
および試作対応機にて可能。場合によっては、1,300mm
幅量産機での試作も可能
■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
カセットチェンジ方式ヘッド 700mm 幅コーティングラ
ミネーターは、クリーン度 10000 レベル。1,300mm の 4
ヘッドコーティングラミネーター量産機は、非クリーン
だがコーター室まで 3 重扉・上部乾燥炉別室にて清浄な
環境を保持
■設問 12［その他の設備］
含 浸 コ ー タ ー：2 台、 ウ ェ ッ ト ラ ミ ネ ー タ ー：2 台、
VOC 蓄熱燃焼処理設備
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■設問 13［計測装置］
デジタル厚み計、引張試験機、色差計、マクベス濃度計、
グロス計、電子天秤、デジタルマイクロスコープ
■設問 14［主な実績］
各種樹脂コート、着色加工（約 50 色）
、粘着加工（吸着、
微粘〜強粘着）、樹脂製膜
■設問 15［所在地］
岐阜県山県市大森 221
■設問 16［海外取引］
可能。地域：アジア・南北アメリカ・ヨーロッパ（約
10 カ国）
■設問 17［海外実績］
オフィスサプライ用品（フィルムメディア）他。地域：
アジア・アメリカ・ヨーロッパ（約 10 カ国）

株式会社タカラインコーポレーション

www.takarainc.co.jp

プラスチック事業部 〒 541-0057 大阪市中央区北久宝寺町 1-4-8
TEL：06-6261-4965 FAX：06-6261-8830 E-mail：j-nishiguchi@takarainc.co.jp

■設問 1［特長］
当社はラミネート・コーティング技術を活かし、お客様
が目指す「ものづくり」のサポートが可能です。薄塗り
（～ 10μm）から厚塗り（10μm ～）まで可能で、広幅（MAX
1,750mm 幅）のラミネート・コーティングや、熱硬化
～紫外線硬化型塗料の加工ができます。また、小ロット
対応も可能で、様々な要望に応えます。
■設問 2［基材幅］
～ 1,750mm
■設問 3［基材厚み］
2 ～ 500μm（実績）
■設問 4［基材の種類］
プラスチックフィルム各種、金属箔、不織布、他
■設問 5［塗工方式］
グラビア（ダイレクト・リバース）
、トップフィード（コ
ンマ）
、リップ
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風乾燥（最高 250℃・設備により異なる）
UV 照射装置
■設問 7［ライン速度］
MAX 100m/min（設備により異なる）
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■設問 8［付帯装置］
UV 照射装置・欠点検出器
■設問 9［テストコート・試作］
可能
■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
塗工部：クラス 100、乾燥炉・ラミネート部：クラス
1000、その他：クラス 10000（設備により異なる）
■設問 12［その他の設備］
スリッター、エージングルーム、定温倉庫、冷蔵庫、防
爆型湯煎器
■設問 14［主な実績］
ドライラミネート、各種コーティング、粘着加工、離型
コート
■設問 15［所在地］
滋賀県栗東市
■設問 16［海外取引］
条件次第で可能
■設問 17［海外実績］
日系企業を中心としたアジア地区

コンバーテック 2016. 4

2016/04/01 18:02

4D-3

5校

アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について
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中国化工株式会社

www.chugokukako.co.jp

営業部 〒 710-0802 岡山県倉敷市水江 1575
TEL：086-465-3555 FAX：086-465-7843 E-mail：info@chugokukako.co.jp

■設問 1［特長］
薄膜コーティングから厚膜コーティングまで、また、幅
広長尺製品から、これを加工した個別包装製品まで、お
客様のニーズに合わせて製造委託を承ります。
■設問 2［基材幅］
塗工幅：MAX 1,330mm、基材幅：1,350mm
■設問 3［基材厚み］
10 〜 2,000μm
■設問 5［塗工方式］
コンマダイレクト、リップダイレクト、コンマ / グラビア
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風乾燥（50 〜 130℃）
（ロールサポート方式）
■設問 7［ライン速度］
5 〜 120m/min
■設問 8［付帯装置］
ヒートラミネート、塗工基材背面の加湿装置
■設問 9［テストコート・試作］
可能
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■設問 10［現場調合］
可能（要相談）
■設問 11［クリーン度］
異物混入対策として塗工機はパーティションで囲い、
パーティション内はフィルターを通したエアを供給して
いる
■設問 12［その他の設備］
加工設備：スリッター 5 台、リワインダー 1 台、カッター
3 台、ピロー包装機 1 台
■設問 13［計測装置］
膜厚計、赤外水分計、測長計、オンラインガス濃度計、
引張試験機、保持力測定器、他
■設問 14［主な実績］
絆創膏用原反、インクジェットメディア、
（自動車用）
プロテクトフィルム、金属箔テープ、各種両面テープ
■設問 15［所在地］
岡山県倉敷市

株式会社千代田グラビヤ

www.chiyogra.co.jp/top.html（英語：www.chiyogra.co.jp/english/top.html）
産業資材事業部 営業部 営業第三課 〒 141-0032 東京都品川区大崎 1-18-16
TEL：03-6685-6600 FAX：03-3491-5549 E-mail：e.shigemori@chiyodagravure.com

■設問 1［特長］
2010 年に新工場設立。クリーンコーター 2 台を導入し、
機能性を付与したフィルム加工を行っております。多種
多様のニーズに対応可能な塗布設備とノウハウを有し、
製品開発から受託加工まで幅広いご要望にお応えします
（コーター 2 台は基本的に同スペックですが、一部付帯
設備が異なります）
。
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 2［基材幅］
基材幅：500 ～ 1,740mm
塗工有効幅：480 ～ 1,720mm（※ 480mm 以下は相談可）
■設問 3［基材厚み］
25 ～ 450μm（実績値）
■設問 4［基材の種類］
PET、PP、PE
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これがコーティング試作・受託
加工コンバーターの最新 Data!
■設問 5［塗工方式］
塗工ヘッドはカセット方式になっており、製品の特性に
合わせ塗工方式を変更することが可能。ダイコーティン
グ、バーコーティング、リバースキスグラビア
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風乾燥方式 炉長 20m（5 ゾーン× 4m）
、乾燥温度：
1 室 50 ～ 150℃（MAX）、2 ～ 5 室 50 ～ 200℃（MAX）
、
乾燥炉形式：1 室 ロールサポートカウンターフロー、
2 ～ 5 室 フローター（ロールサポート有）
■設問 7［ライン速度］
5 ～ 50m/min（MAX）
■設問 8［付帯装置］
コロナ処理装置、イオナイザー、粘着ロール、アキュー
ムレーター（巻出部、巻取部）
、UV 照射装置、インライ
ンラミネーター、インライン欠点検査装置、デラミ装置
■設問 9［テストコート・試作］
数 m からテストコート可能。テーブルテストで対応の
可否や問題点などの確認を行う。テストコーターがない
ため実機による試作
■設問 10［現場調合］
撹拌機までの対応は可能。ディスパー等の分散設備はな
い
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■設問 11［クリーン度］
塗布部・乾燥炉：クラス 1000
その他：クラス 10000
■設問 12［その他の設備］
グラビア印刷機（2 台）クリーン度：クラス 100000、熱
処理機（1 台）クリーン度：準クリーン、スリッター機（2
台）クリーン度：準クリーン
■設問 13［計測装置］
固形分測定器、B 型粘度計、蛍光 X 線分析装置、膜厚
計（接触式、光学式）、ヘイズメーター、デジタルマイ
クロスコープ
■設問 14［主な実績］
光学フィルムへのコーティング、離型コート
（非シリコー
ン）、UV ハードコート各種、帯電防止コート、導電コー
ト、建材用途関連部材、その他
■設問 15［所在地］
茨城県潮来市島須 3075-43 千代田グラビヤ 潮来第三
工場
■設問 16［海外取引］
要相談
■設問 17［海外実績］
台湾、韓国

株式会社テクノフローワン（東洋ケミテック㈱、東洋コーティング㈱が統合し社名変更）

www.tfone.co.jp

本社（内容に応じて各工場の技術部門へ）〒 653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町 2-3-2
TEL：078-691-5161 FAX：078-631-8311
E-mail：ホームページの問い合わせ URL（http://www.toyo-gr.co.jp/static/inquiry.html）

■設問 1［特長］
当社は 40 台を超えるコーティングマシンやラミネート
設備を保有しており、クリーン環境でのフィルムの精密
コーティングから、一般環境での様々な素材に対する幅
広いコーティング、ラミネート加工技術で対応させてい
ただくことが可能です。
■設問 2［基材幅］
500 〜 1,600mm 幅
■設問 3［基材厚み］
12 〜 200μm
■設問 4［基材の種類］
紙、布、フィルム、発泡体、ゴムシート、金属箔等
■設問 5［塗工方式］
ロールコーティング、ダイコーティング、グラビアコー
ティング、
ディップコーティング、
メイヤーバーコーティ
ング、フローティングナイフコーティング、ホットメル
トコーティング
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風乾燥、UV 硬化
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■設問 7［ライン速度］
0.5 〜 100m/min
■設問 8［付帯装置］
欠点検査装置、インライン厚み計、エージングルーム
（40℃）
■設問 9［テストコート・試作］
試作専用機は保有していない。すべての量産設備で試作
およびテストコーティングが可能
■設問 10［現場調合］
現場での配合および撹拌が可能
■設問 11［クリーン度］
クリーンコーター（4 ライン）
、準クリーンコーター（2
ライン）、その他は一般環境
■設問 12［その他の設備］
ゴム用カレンダー、熱ラミネーター、ウェットラミネー
ター、スリッター、クリーンラミネーター、クリーンス
リッター、切断機等
■設問 13［計測装置］
引張試験機、保持力試験機、ボールタック試験機、FT-
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

IR、レーザー顕微鏡、鉛筆硬度計、衝撃試験機、透湿試
験用カップ、冷熱サイクルオーブン、レオメーター、蛍
光 X 線分析装置
■設問 14［主な実績］
各種粘着テープ（両面テープ、銅箔テープ、医療雑貨用
布伸縮テープ、スマートフォン用保護フィルム）
、ハード
コートフィルム、布のプライマー含浸加工、ウレタンフィ
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ルムの製膜
■設問 15［所在地］
群馬県館林市、静岡県藤枝市、兵庫県神戸市、兵庫県加
古郡稲美町
■設問 16［海外取引］
海外との直接取引は行っていない。商社経由で対応

東京ケミカル株式会社

www.tochemi.com

開発営業部 〒 110-0015 東京都台東区東上野 3-33-4（SK ビル）
TEL：03-3835-0601 FAX：03-3835-0602 E-mail：info@tochemi.com

■設問 1［特長］
1978 年創業のコーティングおよびラミネート、スリッ
トの受託加工専門メーカーです。汎用コーター 2 ライン、
クリーンコーター 1 ライン、スリッター等周辺設備も保
有しており、塗工〜製品仕上までの一貫生産体制を構築
しております。小ロットでのストライプ塗工、各種フィ
ラー入り粘着剤・コーティング剤の塗工も可能で、特に
クリーンコーターはコンパクトなラインで、極小ロット・
テストのみといったお客様の様々なご要望にも積極的に
対応致します。
■設問 2［基材幅］
汎用コーター：300 〜 1,500mm、クリーンコーター：
250 〜 630mm
■設問 3［基材厚み］
汎用コーター：25 〜 500μm、クリーンコーター：9 〜
200μm
■設問 4［基材の種類］
各種プラスチックフィルム・金属箔・不織布・紙・伸縮
性綿布・発泡体等
■設問 5［塗工方式］
汎用コーター：コンマ（ライン上に 2 ヘッド設備。重ね
塗り可）
・グラビア、クリーンコーター：コンマ
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風乾燥式。汎用コーター：ロールサポート 〜 130℃
クリーンコーター：フローティング 〜 150℃
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 7［ライン速度］
汎用コーター：3 〜 75m、クリーンコーター：2 〜 20m
■設問 8［付帯装置］
剥離巻取装置・赤外線膜厚計（汎用コーター）
・熱ラミネー
ト（クリーンコーター）
■設問 9［テストコート・試作］
実機による試作対応
■設問 10［現場調合］
ディゾルバー、ビーズミルによる撹拌・分散可能
■設問 11［クリーン度］
クリーンコーター：塗工部クラス 1000、その他 10000
汎用コーター：一般環境
■設問 12［その他の設備］
各種スリッター、輪切機、熱ラミネーター、ビーズミ
ル、エイジングルーム、ロール熟成用オーブン（MAX
180℃クリーンルーム内）
■設問 13［計測装置］
精密電子天秤、B 型粘度計、表面抵抗測定器、厚み測定
器、引張試験機、顕微鏡、恒温恒湿槽、他
■設問 14［主な実績］
各種粘着（両面・片面）、特殊コーティング製品、カバー
レイフィルム、ボンディングシート等
■設問 15［所在地］
千葉県香取郡多古町（成田工場：トーケミ加工㈲）
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株式会社東京セロレーベル

www.cellolabel.co.jp/

〒 615-0051 京都市右京区西院安塚町 21
TEL：075-313-2021 FAX：075-321-1267

■設問 1［特長］
当社の『セロレーベル（cellolabel）
』という社名は、創
業当時に主要製品であったセロハン（cellophane）のラ
ベル（label）に由来しています。
「他社ではできないか
らこそ、当社の誇り」をモットーに取り組みを続け、革
新的な開発を行ってきた結果として光学・エレクトロニ
クス製品、食品、自動車、文具、OA 製品と様々な分野
に製品を送り出しています。当社はコーティング、ラミ
ネート、スリット、抜き加工など多種多様のニーズに対
応可能な加工設備とノウハウを有し、開発品のご提案か
ら受託加工（試作対応〜量産）まで幅広いご要望にお応
えします。印刷・フィルム加工メーカーとして培ってき
た技術を活かしながら常に新しい加工技術にチャレンジ
し、これまでの世の中にない新たな価値を産み出すこと
を使命と考えています。
■設問 2［基材幅］
250 〜 1,650mm（ロール加工品）
■設問 3［基材厚み］
4 〜 250μm（ロール加工品）
■設問 4［基材の種類］
各種プラスチックフィルム、金属箔など
■設問 5［塗工方式］
コンマコート、コンマリバースコーﾄ、リップコーﾄ、ダ
イレクトグラビアコーﾄ（2 層コートも可）、グラビアリ
バースコーﾄ、小径グラビアコート、密閉式グラビアコー
ト、枚葉スクリーン印刷
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
低 圧 〜 中 圧 蒸 気、 最 高 温 度 170 ℃、UV 照 射 装 置：
240W/cm・ 窒 素 パ ー ジ 可 能、EB 照 射 装 置：150kV・
5,000kGy
■設問 7［ライン速度］
1 〜 200m/min
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E-mail：info@cellolabel.co.jp
■設問 8［付帯装置］
コーター全機にラミネート機構装備（加温ラミネート
可）、コロナ処理装置、インライン欠点検査装置、イン
ライン膜厚計、インラインスリット装置（付帯設備は塗
工機により異なる）
■設問 9［テストコート・試作］
試作対応可能。詳細については要相談（製品加工を行っ
ている量産機での塗工対応）
■設問 10［現場調合］
全工場にて調合可能。撹拌時の真空脱泡も可能
■設問 11［クリーン度］
コーターは塗工部・乾燥炉ともクラス 100 かつ作業室内
クラス 1000 から、スリッターはブース内クラス 1000 か
ら通常環境まで
■設問 12［その他の設備］
真空脱泡撹拌機、エージング倉庫（〜 60℃まで）、冷蔵
保管庫（5℃）、スリッター、マイクロスリッター、断裁
機、シートカット機、抜き加工機（シート、ロール）
■設問 13［計測装置］
引張試験機、恒温恒湿槽（室）
、定温乾燥機、マイクロ
スコープ、走査型電子顕微鏡、エネルギー分散型 X 線
分析装置（EDX）、ガスクロマトグラフ（GC）、フーリ
エ変換赤外分光光度計（FT-IR）
、分光光度計、分光色
差計、ヘーズメーター、学振型摩擦試験機、示差走査熱
量計（DSC）
■設問 14［主な実績］
食品、医療品、電磁波シールド材、文具・OA 用品、光学・
エレクトロニクス用品、開封テープ、巻き芯留めテープ
■設問 15［所在地］
京都府京都市、福井県鯖江市
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装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

東洋包材株式会社
コーティング事業部 営業部 〒 101-0053 東京都千代田区神田美土代町 5（第二日成ビル 2F）
TEL：03-3292-8571 FAX：03-3295-7367 E-mail：takeda@tyhz.co.jp

■設問 1［特長］
様々な特徴を有した 5 台（内 3 台はクリーン）のコーティ
ングマシンで薄膜から厚膜までの様々な精密塗工が可能で
す。当社のコーティング技術は、
ディスプレイ、
半導体、
医療、
建材・産業資材分野で実績があり、多品種少量生産も得意
としております。お客様の早期製品化に向けコーティング
全般に関する様々なご提案もさせていただきます。
■設問 2［基材幅］
500 〜 1,700mm（各コーターの仕様により最大幅は異な
る）
。テストコーターは 200 〜 450mm
■設問 3［基材厚み］
12 〜 250μm（各コーターの仕様により異なる）
■設問 4［基材の種類］
各種プラスチックフィルム（PET、PP、NY、PE、PC、
TAC、PEN 他）
、金属箔（Cu 箔、Al 箔）
、特殊樹脂加工紙、
他
■設問 5［塗工方式］
DV コート、キスリバースグラビアコート、ダイレクトグ
ラビアコート、2 本リバースコート、リップダイコート、
メイヤーバーコート、コンマコート（各コーターにより
コートヘッドが異なる）
、テストコーター：キスリバース
グラビアコート、リップダイコート、コンマコート
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
1、2 号機：130℃（MAX）
、4、5、6 号機：150℃（MAX）、
詳細仕様（オーブン長、ノズル形状他）は各コーターに
より異なる
■設問 7［ライン速度］
1、2 号機：150m/min（MAX）
4、5、6 号機：100m/min（MAX）
■設問 8［付帯装置］
コロナ処理装置、UV 照射装置、インライン欠点検出器、
厚み計、除塵装置、その他。付帯設備は各コーターによ
り異なる
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 9［テストコート・試作］
可能。テストコーターの設備（クリーンルーム、基材最
大幅：450mm、UV 照射装置、加温ラミネート可）
■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
ヘッド部：クラス 100・1000、乾燥オーブン：クラス＜
5000、その他ゾーン：クラス 10000
■設問 12［その他の設備］
巻替検品機：5 機（うち 3 機はクリーンルーム＆ 2 機は
保護貼り機構付き）、スリット機：3 機（うち 1 機はクリー
ンルーム、2 機は準クリーンルーム）
■設問 13［計測装置］
分光光度計、光学濃度系、オートグラフ、表面抵抗計、
UV 照射テスト機、ガスクロマトグラフィー、厚み測定
器、ヘイズメーター、粘度計各種、反射分光膜厚計、表
面性試験機、マクベス濃度計、表面粗さ計、レーザー顕
微鏡、デジタルマイクロスコープ、その他
■設問 14［主な実績］
プロテクト・マスキングフィルム、光学実装用途、ウィ
ンドウフィルム、UV 硬化型粘着、光学用・建材用ハー
ドコート、アンチグレア（AG）、防汚フィルム、反射・
反射防止フィルム、拡散フィルム、帯電防止フィルム、
UV カットフィルム、IR カットフィルム、シリコーン
粘着フィルム、他
■設問 15［所在地］
茨城県つくばみらい市
■設問 16［海外取引］
条件次第で可能
■設問 17［海外実績］
韓国、中国、台湾、米国

66

2016/04/01 18:02

4D-3

5校

これがコーティング試作・受託
加工コンバーターの最新 Data!

28

株式会社トーツヤ・エコー

www.totsuya-echo.jp

〒 335-0033 埼玉県戸田市笹目北町 13-2
TEL：048-421-2331 FAX：048-421-4973

■設問 1［特長］
コーティング・ラミネーティング全般にわたって加工を
行い、特に紫外線硬化技術を中心に、少量多品種の受注
品を短納期で納めています。近年、地球環境問題に対し
て、フィルムをリサイクルし、表面加工の紙資源化が可
能なトランスタバック技術を開発・展開を図っています。
さらに、表面のマット感を損なわずに耐摩擦力を格段に
向上させた新マット PP フィルムを用いた「耐マットラ
ミ」は、高付加価値商品の紙器包装用途でデザイン的に
マット感を要望する場合には有力な選択肢になります。
また、UV オフセット印刷機を使用したクリアファイル
作製のさらなる展開として、平盤打ち抜き & ウエルダー
加工機も増設しました。
■設問 2［基材幅］
ロールコーター、グラビアコーター、フレキソコーター
（B 全幅）
トランスタバック（B 全幅）
プリントラミネーター（A 倍幅）
エンドレスプレスコーター（B 全幅）
ドライラミネーター（1,250mm）
平面多段プレス（菊全幅）
10 色 UV 印刷機（菊全幅）
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■設問 3［基材厚み］
100 ～ 600μm
■設問 4［基材の種類］
紙、OPP、PET、蒸着フィルムなど各種フィルム、コー
ティング剤各種
■設問 5［塗工方式］
ロールコーター、グラビアコーター、フレキソコーター
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
UV、IR、蒸気乾燥機
■設問 9［テストコート・試作］
可能
■設問 12［その他の設備］
スリッター、エージングルーム、断裁機
■設問 13［計測装置］
引張試験機、光沢度計、恒温恒湿槽、学振型摩擦堅牢試
験機、ヒートシールテスター
■設問 14［主な実績］
PP、PET ラミネート、トランスタバック、抗菌加工、
生分解性フィルムラミ
■設問 15［所在地］
埼玉県戸田市

ナイテック工業株式会社

www.nissha.com/company/office/nii.html

FA 営業グループ 〒 604-8551 京都市中京区壬生花井町 3
TEL：075-778-0031 FAX：075-757-6752 E-mail：m-nakano@nissha.com

■設問 1［特長］
フィルム加工生産で培った技術と最新の設備で薄膜か
ら厚膜までの塗工が可能。ハードコート、離型、粘着、
UV 加工などをクリーンルーム内で対応。
■設問 2［基材幅］
MAX 1,500mm
■設問 3［基材厚み］
12 〜 350μm
■設問 4［基材の種類］
各種プラスチックフィルム
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■設問 5［塗工方式］
マイクロリバースグラビアコーター、ダイコーター、ダ
イレクトグラビアコーター
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱媒体油ヒーター：熱風温度 MAX 200℃
■設問 7［ライン速度］
MAX 50m/min（常用 30m/min）
■設問 8［付帯装置］
欠点検出装置、UV 照射装置、ラミネート機、コロナ処
理機、エイジング室（30 〜 70℃）
■設問 9［テストコート・試作］
本機にて試作可能
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
塗工部：1000 以下、作業室：10000 以下
■設問 12［その他の設備］
スリッター、熱処理、蒸着、グラビア印刷
■設問 13［計測装置］
パーティクルカウンター、電子マイクロメーター、膜厚
測定装置、鉛筆硬度計、TV 形粘度計、グロスメーター、
ヘイズメーター、丸型バネ式テンションゲージ
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■設問 14［主な実績］
各種ハードコート、各種コーティングマット、粘着・離
型加工、ヘアライン、ドライラミネート、柄刷、着色、
シリコーン、UV、コロナ処理、帯電防止
■設問 15［所在地］
滋賀県甲賀市

中井工業株式会社

www.nakai-group.co.jp/

事業管理部 〒 602-8441 京都府京都市上京区大宮通今出川上ル観世町 117
TEL：075-451-9141 FAX：075-414-2285 E-mail：seisan@nakai-group.co.jp

■設問 1［特長］
①クリーンコーター：同面 2 色機あり。②非クリーンコー
ター：一般環境下での作業ですが、ラミネート等もでき
多様なリクエストにお応えできます。
■設問 2［基材幅］
① 1,000 〜 2,000mm、② 1,000 〜 2,000mm ※ 1,000mm
幅未満については要相談
■設問 3［基材厚み］
① 25 〜 250μm、② 12 〜 100μm
■設問 4［基材の種類］
① PET、PC、PMMA、TAC、PEN、PVC他
② PET、不織布他
■設問 5［塗工方式］
①小径グラビア他、②グラビア
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風・UV 硬化
■設問 8［付帯装置］
①欠点検知器、コロナ処理、ラミネート、EPC
②コロナ処理、ラミネート
■設問 9［テストコート・試作］
テストコート可能であり、
少量からの試作にも対応可能。
300mm 幅程度のテストコーター機あり
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
①塗工部、巻出・巻取部：クラス 100、作業室：クラス
1000 レベル、②一般環境下
■設問 12［その他の設備］
スリット機、エージング設備、蒸着機他
■設問 13［計測装置］
ヘイズメーター、光沢度計、引張強度試験機、インライ
ン粘度計、学振型摩擦試験機、鉛筆硬度測定機、分光測
色計、分光光度計、水蒸気透過率測定器、酸素透過率測
定器、面状体無負荷 U 字伸縮試験機他
■設問 14［主な実績］
ハードコート（クリアタイプ・マットタイプ・低干渉タ
イプ、指紋防止タイプ、抗菌タイプ、高硬度タイプ、超
親水タイプ）、リリースコート、ヒートシール、IR カッ
ト、帯電防止等
■設問 15［所在地］
滋賀県草津市、島根県益田市
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中本パックス株式会社

www.npacks.co.jp

プロダクト事業本部 営業事業部 関東営業部 機能材料グループ 〒 101-0047 東京都千代田区内神田 3-6-2
TEL：03-5209-3222 FAX：03-5209-3221 E-mail：takeshi_kato@npacks.co.jp

■設問 1［特長］
試作のみから委託生産まで請け負います。
C-1 号機：1 パス 2 層、ラミネーター、インラインコロ
ナ処理、UV、セミクリーン（他社クリーンコーター
NG 材料もご相談ください）
、アニール
C-2 号機：1 パス 3 層、高速対応 250m/min、インライン
コロナ処理、28m フローティング乾燥炉、UV、アニール
C-3 号機：1 パス 2 層、
クリーン、
ラミネーター、UV、アニー
ル
DL-1 号機：ラミネーター、インラインコロナ、高性能
ドライヤー
※お客様仕様に合わせて、設備改造も行っております
（4M は考慮）
。
■設問 2［基材幅］
C-1 号機：MAX 1,520mm
（ロール面長 1,600mm 要相談）
（ロール面長 1,300mm 要相談）
C-2 号機：MAX 1,250mm
（ロール面長 1,700mm 要相談）
C-3 号機：MAX 1,620mm
DL-1 号機：MAX 1,620mm
（ロール面長 1,700mm 要相談）
■設問 3［基材厚み］
各号機共通：12 〜数 100μm
■設問 4［基材の種類］
PET、PEN、OPP、PE など各種フィルム。別途、紙専
用コーターあり（1,350mm、4 層コート可能）
■設問 5［塗工方式］
各号機共通 : ダイレクトグラビア、グラビアリバース、
キスリバース。別途、C-1 号機のみコンマコートあり。
小径グラビア（C-2、C-3、DL-1）
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
C-1 号機：MAX 230℃、27m フローティング＋ラミ後
UV
C-2 号機：MAX 220℃、28m フローティング＋ UV
C-3 号機：MAX 200℃、23.3m ロールサポート＋ UV
DL-1 号機：MAX 140℃、18m ロールサポート
■設問 7［ライン速度］
C-1 号機：MAX 200m/min（150m/min）
C-2 号機：MAX 250m/min（250m/min）
C-3 号機：MAX 200m/min（150m/min）
DL-1 号機：MAX 200m/min（150m/min）
※（ ）内はアキュームレーター使用時
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■設問 8［付帯装置］
チャンバードクター 液密閉方式（C-2、C-3）
、コロナ
処理機（C-1、C-2、DL-1）、EPC、インライン欠点検知
器（全号機）、wet インライン膜厚計（赤外線膜厚計）
（C-1、
C-2）、Dry インライン膜厚計（特殊）（C-3）
■設問 9［テストコート・試作］
テスト可能。事前のラボ機によるコーティング、UV 照
射等の対応可能
■設問 10［現場調合］
可能。離型処理、帯電防止、粘着剤、接着剤など実績あり
■設問 11［クリーン度］
C-1 号機：ヘッド部（クラス：10000 以下）、作業部（ク
ラス：100000 以下）
C-2 号機：ヘッド部（クラス：1000 以下）
、
作業部（クラス：
10000 以下）
C-3 号機：ヘッド部（クラス：500 以下）、作業部（クラ
ス：10000 以下）
■設問 12［その他の設備］
クリーンスリッター 4 台（MAX 1,700mm 幅、インラ
イン無地検知機、ゴミ取り粘着ロール、除電装置など）
、
エージングルーム 4 基（常温設定：24℃〜、および 40
〜 65℃）
■設問 13［計測装置］
引張試験機、マイクロスコープ、ヘイズメーター、滑り
角度試験機、学振型試験機、色差計、濃度計、蛍光 X 線、
FT-IR、可視光型膜厚計など
■設問 14［主な実績］
離型コート（シリコーン、フッ素、その他）
、ラミネー
ト後の UV 照射（UV 硬化ドライラミなど）
、
パターンコー
ト・コート表面の凹凸処理など開発中、
温調サポートロー
ル乾燥炉（薄手フィルム用）、その他、秘密保持により
開示できず
■設問 15［所在地］
埼玉県鴻巣市
■設問 17［海外実績］
中国
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■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
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加工可能な基材厚み
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自社が保有する塗工方式
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加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について
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日東紡績株式会社

www.nittobo.co.jp/

伊丹生産センター 開発課 〒 664-8501 兵庫県伊丹市桑津 1-6-1
TEL：072-782-2621（代） FAX：072-782-9136 E-mail：C-SENKI@nittobogrp.com

■設問 1［特長］
特殊ドライコーティング技術により、通常では困難な基
材への加工に対応いたします。
・加工の特徴
極薄、軽量基布の風合いを損なわずに機能付与が可能
染色、表面処理等が完了した基布にも加工が可能
基材を濡らさずに加工が可能
・取り扱い機能
接着、消臭、防虫、など
ご要望に応じて試作、加工いたします。
■設問 2［基材幅］
1,300mm
■設問 3［基材厚み］
0.06 〜 2mm 実績あり
■設問 4［基材の種類］
テキスタイル
■設問 5［塗工方式］
スクリーンコーティング、ヒートロールコーティング
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
加熱乾燥（コンベア搬送、ピンテンター）
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 7［ライン速度］
最大 50m/min 程度
■設問 8［付帯装置］
パウダースキャッター装置、フォームプロセッサー
■設問 9［テストコート・試作］
ラボまたは実機設備にて可能
■設問 10［現場調合］
可能（水系に限る）
■設問 13［計測装置］
繊維、布帛に関する物性測定装置、その他光学分析、熱
分析、観測関連機器など
■設問 15［所在地］
兵庫県伊丹市
■設問 16［海外取引］
グループ販売会社を通じて可能
■設問 17［海外実績］
アジア、EU など
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日本理化製紙株式会社

www.nihonrika.co.jp

営業本部 〒 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 4-9
TEL：03-3668-2103 FAX：03-3668-2104 E-mail：info-nihonrika@nihonrika.co.jp

■設問 1［特長］
1940 年代より粘接着加工をスタートさせ、2005 年には
クリーン設備も導入。
【5 号機：非クリーン設備】
接着剤の製造（重合、溶解、分散、混合）～塗工、スリッ
ト仕上げまで一貫生産しています。塗工量：1 ～ 100g/
m2、塗料粘度：数 cP ～ 10,000cP 程度まで塗工可能です。
【A7 号機、A8 号機：クリーン設備】
クリーン環境下で「光学用途」
「建材用途」
「電子部品」
「電
池用途」など薄膜から厚膜コーティングまで多くの実績
があります。弊社の強みであるユーザーニーズに合わせ
た受託加工（品質保証能力、製品立上げまでのスピード
対応、小ロットでの対応等）でお客様のご要望にお応え
します。
■設問 2［基材幅］
5 号機：600 ～ 1,230mm
※最大外径：1,000mm、重量：800kg

A7 号機、A8 号機：ともに 500 ～ 1,600mm
■設問 3［基材厚み］
5 号機：重量：35 ～ 300g/m2 （厚さ：300μm 程度まで）
A7 号機：2 ～ 250μm
A8 号機：12 ～ 250μm
■設問 4［基材の種類］
5 号機：クラフト紙、上質紙等の紙基材
A7 号機：不織布、PET、OPP、アクリル、ポリカーボネー
ト、TAC、COP 系、PEN、PI 系、金属箔
A8 号機：PET、OPP、アクリル、ポリカーボネート、
TAC、COP 系、PEN、PI 系
■設問 5［塗工方式］
5 号機：4 本リバース、メイヤーバー（ロール、ファウ
ンテン）
、キス塗工（スムージング装置）
A7 号機：マイクログラビア／メイヤーバー／コンマ
A8 号機：マイクログラビア／ダイコーター
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
5 号機 ： 乾燥長 25m 乾燥温度：MAX 180℃、アーチ
型ロールサポート
A7 号機：乾燥長 20m ＋プレゾーン（MAX 155℃）、ロー
ルサポート
A8 号機：乾燥長 20m ＋プレゾーン（MAX 160℃）、ロー
ルサポート
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■設問 7［ライン速度］
5 号機：30 ～ 200m/min
A7 号機：2.5 ～ 60m/min
A8 号機：6 ～ 60m/min
■設問 8［付帯装置］
5 号機：欠点検査装置（透過、反射）、赤外線膜厚（水分）
計、原紙反転装置、背面（水）塗工装置、ブレードによ
るデカーラー装置、巻取半裁装置
A7 号機：コロナ処理（MAX 6kW）
、ラミネート（誘電
加熱、ゴム）欠点検査装置（透過型）
A8 号機：コロナ処理（MAX 6kW）
、ラミネート（誘
電加熱、ゴム）欠点検査装置（透過型）、UV 照射装置
（240W）、N2 パージ
■設問 9［テストコート・試作］
5 号機：可能、A7 号機：可能、A8 号機：可能
■設問 10［現場調合］
5 号機：可能、A7 号機：可能、A8 号機：可能
■設問 11［クリーン度］
5 号機：クリーン度の規定なし
A7 号機：クラス 1000 以下（塗工ヘッド）、クラス 5000
以下
A8 号機：クラス 500 以下（塗工ヘッド）、クラス 1000
以下
※塗工ヘッドの実績値はクラス 100 以下
■設問 12［その他の設備］
5 号機 ：
・水溶性接着剤の重合設備、溶解釜、高速ディスパー（小
型～大型）、各種仕込みタンク類多数、接着剤保温タン
ク等
・スリッター（1,200mm 幅、最大径 1,100mm ⏀、スリッ
ト最小幅 100mm）
A7 号機、A8 号機：
・クリーンルーム内検品機（1,500mm幅、クラス 10000、
最大径 800mm ⏀）
・クリーンルーム内 3 裁スリッター機（1,600mm 幅、ク
ラス 10000、最大径 650mm ⏀）
・エージングルーム（MAX 60℃）
・ミニ UV 照射試験機所有
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

■設問 13［計測装置］
分光光度計、ヘイズメーター、表面抵抗計、引張試験機、
ボールタック、テンシロン万能試験機（粘着力、剥離力
測定）、鉛筆硬度測定（手動）
、粘度計（B 型）
、水分計、
熱傾斜試験機、クリープ試験機、高速剥離試験機、電子
顕微鏡、ビデオマイクロスコープ、pH メーター、マイ
クロスコープ、他
■設問 14［主な実績］
5 号機 ：
包装用ガムテープ、合板用ガムテープ、再湿糊シール紙、
親展はがき用紙、親展ラベル用紙、自着テープ（電子部
品搬送用、結束用、包装資材関連等）
A7 号機、A8 号機：
タッチパネル用ハードコート、ウインドウフィルム、マ
スキングフィルム、アンチグレアーフィルム、拡散フィ
ルム、加飾フィルム、断熱フィルム、機能性粘着（拡散、
調色）
、他、秘密保持により開示できず
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■設問 15［所在地］
静岡県静岡市清水区中之郷 3-1-1
■設問 16［海外取引］
原則的には可能
■設問 17［海外実績］
アメリカ、カナダ、ブラジル、中国、台湾、韓国、シン
ガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フランス

東山フイルム株式会社

www.hynt.co.jp/（英語：www.hynt.co.jp/english/）

第一営業企画部 〒 463-0002 名古屋市守山区大字中志段味字曲畷 2460-1
TEL：052-736-1021 FAX：052-736-2091 E-mail：sales-marketing@hynt.co.jp

■設問 1［特長］
塗工部クリーン度クラス 100、ロール面長最大 1,800mm
の機台を含め、コーター 5 台、テストコーター 1 台を保
有し、各種付帯設備も取り揃え、様々な加工を通じて積
み重ねられた高いフィルム加工技術で、お客様のニーズ
に合った機能性フィルムの開発、生産が可能です。原材
料まで含めた多角的なアプローチと粘り強いトライが東
山フイルムの受託加工の特長です。
■設問 2［基材幅］
600 〜 1,700mm
■設問 3［基材厚み］
機械仕様：12 〜 250μm（加工実績：9 〜 500μm）
■設問 4［基材の種類］
PET、COP、その他プラスチックフィルム
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 5［塗工方式］
小径グラビア、リップダイ、スロットダイ、リバース
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
乾燥炉長 23 〜 43m（機台による）
、最大 210℃、UV 照
射装置（無電極ランプ or 高圧水銀ランプ、N2 パージ
可能）
■設問 7［ライン速度］
5 〜 150m/min
■設問 8［付帯装置］
コロナ表面処置装置（N2 パージ可能）
、インライン欠陥
検査装置、インライン分光光度計、第二巻出／ラミネー
ト装置
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■設問 9［テストコート・試作］
テストコート・試作専用設備として、クリーン度クラス：
1000、ロール面長 600mm、実機同等の塗工方式を備え
たテストコーターがありますので、テーブルテストによ
る評価、テストコーターでの試験、実機試作へとスケー
ルアップしつつ、コートテスト・試作が可能
■設問 10［現場調合］
プロペラ型撹拌翼の撹拌設備を備えた調合室がコーター
設備に隣接しているので、
硬化剤の添加、
溶媒希釈といっ
た調合が可能
■設問 11［クリーン度］
塗工部：クラス 100、塗工ライン：クラス 1000、作業室：
クラス 5000
■設問 12［その他の設備］
ラミネートスリッター（クリーンルーム内、基材幅最大
1,800mm）
、エージングルーム（40℃、60℃）、オフライ
ン欠陥検査装置、ラボ UV 照射装置（無電極ランプ or
高圧水銀ランプ）
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■設問 13［計測装置］
分光光度計、蛍光 X 線測定装置、ヘイズメーター、グ
ロスメーター、表面粗さ計、引張試験機、ガスクロマト
グラフ、顕微 FT-IR、非接触表面形状測定機、その他
■設問 14［主な実績］
ハードコート（クリア、アンチブロッキング、AG）
、光
拡散プリズムシート用マットコート、AR コート、NIR
コート、EMI シールド、粘着コート、離型コート、レ
ジスト塗工
■設問 15［所在地］
岐阜県恵那市、岐阜県瑞浪市
■設問 16［海外取引］
可能。アメリカ・韓国・台湾・中国
■設問 17［海外実績］
アメリカ・韓国・台湾

ビッグコーティング株式会社／ビッグテクノス株式会社
www.vigteqnos.co.jp

営業本部 機能製品部 〒 541-0059 大阪市中央区博労町 1-8-2
TEL：06-6266-5582 FAX：06-6266-5185

■設問 1［特長］
2004 年 6 月に粘着テープ製造拠点ビッグコーティング
設立。当社は粘着剤重合設計から最終粘着加工品まで一
貫した製品生産が可能で、あらゆるユーザーニーズに対
応します。VOC 処理装置により、環境にやさしい溶剤
系粘着加工を実現。その他、皮革用仕上剤、染顔料、粘
着剤、接着剤の設計から製造まで可能です。
■設問 2［基材幅］
～ 1,650mm（有効塗工幅：500 ～ 1,600mm）
■設問 3［基材厚み］
10 ～ 1,000μm
■設問 4［基材の種類］
PET、PE 等の各種プラスチックスフィルム。ウレタン、
布等各種伸縮性基材。紙、剥離紙、剥離フィルム、発泡
体
■設問 5［塗工方式］
コンマコーター、ダイコーター
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
60 ～ 140℃（蒸気加熱式熱風乾燥、ガイドロール方式）
■設問 7［ライン速度］
8 ～ 80m/min
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■設問 8［付帯装置］
コロナ処理機、ラミネーター（常温～ 90℃）、冷却ロー
ル（加温ラミネーター後、冷却可能）、アキュームレーター
装置、赤外厚さ計、グラビア方式水塗り調湿機、欠点検
出器、ゴミ取りロール（コーターヘッド手前）、触媒燃
焼装置により揮発した有機溶剤を法規制以下に抑えて大
気放出
■設問 9［テストコート・試作］
テスト・試作は可能。テストコーターは 600mm 幅、50 ～
、1.5 ～ 5m/min
130℃（4 ゾーン、うち 1 ゾーンは 180℃）
■設問 10［現場調合］
着色を含めて可能（ディスパーなどで撹拌）。なお、充
填剤などの前分散も可能（ビーズミルなどを使用）
■設問 11［クリーン度］
未計測。ただし異物混入対策として搬入口にエアカーテ
ン、出入口にはエアシャワーを設置。また、
塗工機はシー
トで覆い、シート内に吸気装置でフィルタリングした空
気を供給
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

■設問 12［その他の設備］
①ビッグコーティング（伊賀工場）
：エージングルーム、
スリッター、スライサー、巻替機、小型ラミネーター、
打抜機、シートカット機、シュリンク包装機、自動倉庫
（一般）
②本社工場（奈良本社）
：溶解タンク、ディゾルバー、2
軸撹拌タンク、ビーズミル、3 本ロール、プラネタリー
ミキサー、ニーダー、加圧ニーダー、ペレタイザー、反
応釜、クリーンルーム、自動倉庫（一般、危険物）
■設問 13［計測装置］
回転粘度計、ムーニー粘度計、カールフィッシャー水分
計、pH メーター、光度計、色差計、光沢計、粒度分析計、
電位差自動滴定装置、ガスクロマトグラフィー、GPC、
液クロ、FT-IR、デジタルマイクロスコープ、引張試験機、
保持力試験機、熱伝導率計、放射率計
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■設問 14［主な実績］
塗料、粘着剤、接着剤、印刷インキ、レジストインキ他、
各種両面テープ、片面テープ、加工打抜製品、他
■設問 15［所在地］
粘着加工：ビッグコーティング 伊賀工場
新液設計・加工：ビッグテクノス 本社工場
■設問 16［海外取引］
可能

フジコピアン株式会社
www.fujicopian.com/

市場開発第一チーム（担当：篠原、辻田、藤本）
TEL：06-6477-5321 FAX：06-6473-5615
市場開発第二チーム（担当：宮艸、岡崎、益子）
TEL：03-3642-0333 FAX：03-3642-0588

■設問 1［特長］
最新鋭の生産設備にて塗液製造から塗工、ラミネート、
スリット加工までの一貫したコンバーティング加工が可
能（クリーン対応）
。
【塗工】
・塗液設計、塗液製造（撹拌、分散）が可能。
・多様な塗工液に対応（シリコーン系材料、UV 材、粘
着剤、水系塗工液、ホットメルト、着色インク等）。
・種々の基材へ精密塗工が可能（薄膜から厚膜までの塗
工、および積層が可能）
。
・薄膜基材への塗工が可能。
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

〒 555-0012 大阪市西淀川区御幣島 5-4-14
E-mail：ctp@fujicopian.co.jp
〒 135-8525 東京都江東区木場 2-17-13 亀井ビル
E-mail：ctp@fujicopian.co.jp
【加工】
・ラミネート：幅 1,600mm、熱ラミ（MAX 100℃）の
ラミネート加工が可能。
・スリット：狭幅（2.5mm）〜広幅（1,600mm）のスリッ
ト加工が可能。
当社の高度な塗工・加工技術をフルに活用し、
専任スタッ
フがお客様の製品開発をサポートさせていただきます。
■設問 2［基材幅］
MAX 1,700mm
■設問 3［基材厚み］
2 〜 300µm
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これがコーティング試作・受託
加工コンバーターの最新 Data!
■設問 4［基材の種類］
各種プラスチックフィルム（PET、PE、PI、PEN、PMMA、
PC 等）
、金属箔、紙、不織布等
■設問 5［塗工方式］
メイヤーバー、ダイレクトグラビア、ダイ、リバース、
ナイフ、小径グラビア、ロールコーティングなど
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風乾燥・熱硬化
（MAX 200℃）
、
UV 硬化
（窒素パージ可）
■設問 7［ライン速度］
MAX 600m/min
■設問 8［付帯装置］
欠陥検出装置、ラミネーター（100℃熱ラミ可）、各種精
密ポンプ、流量計等
■設問 9［テストコート・試作］
本社
（大阪）
にクリーンマルチヘッドパイロットコーター
をはじめ各種テスト機を保有
基材幅 MAX 400mm、クリーン度：クラス 10000、熱
風乾燥、UV 照射装置装備（窒素パージ可）
■設問 10［現場調合］
可能（各種撹拌設備・分散設備を所有）
■設問 11［クリーン度］
塗工部：クラス 100、その他：クラス 1000
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■設問 12［その他の設備］
各種スリット加工機、ラミネーター、エージングルーム等
■設問 13［計測装置］
各種光学測定機（非接触膜厚計、ヘーズメーター、透過率、
色差、濃度等）
、各種物性測定機（粘度計、粒度分布計、
表面粗さ計、光沢度計、引張試験機等）
。その他、形態観察、
耐久試験などが可能であり、また自社開発の測定機も用意
■設問 14［主な実績］
・光学フィルム分野（シリコーン系保護フィルム、各種
ハードコートフィルム、透明導電性フィルム、OCA
フィルム、インデックスマッチングフィルム等）
・電子材料分野（カバーレイフィルム、FPC 電磁波シー
ルドフィルム、各種半導体製造工程用フィルム等）
・エネルギー／照明分野（LIB 電極材、各種電池用フィ
ルム、調光フィルム、ガスバリアフィルム等）
・その他分野（修正テープ、テープのり、
熱転写リボン等）
■設問 15［所在地］
岡山県勝田郡勝央町太平台 12
■設問 16［海外取引］
可能
■設問 17［海外実績］
米国

藤森工業株式会社

www.zacros.co.jp/

機能材料事業部 電子材料営業部 〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 1-23-7
TEL：03-6381-4231 FAX：03-5909-5794 E-mail：harutoshi-ishizaka@zacros.co.jp

■設問 1［特長］
当社は、長年にわたる受託事業の経験に加え、光学用保
護フィルムで培った加工管理技術を駆使し、一品一様の
工程設計と品質保証体制を構築し確かな物づくりを提供
いたします。
特に試作専用設備であるテストコーターは、少量の材料
から精度の高いサンプル作成が可能です。さらに 2016
年夏にはテストコーターを増設しスピーディーで幅広い
対応が可能となりますので是非製品開発にお役立て下さ
い。
■設問 2［基材幅］
500 〜 1,650mm
■設問 3［基材厚み］
9 〜 250μm
■設問 5［塗工方式］
各種コーティング方法、2 層同時コート
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
ロールサポートオーブン：150℃、
エアフロートオーブン：
150℃
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■設問 7［ライン速度］
1 〜 100m/min（各コーターにより異なる）
■設問 8［付帯装置］
インライン欠点検出器、ラミネート機構、除塵装置、
UV 照射装置
■設問 9［テストコート・試作］
各コーターテスト対応可能、専用テストコーター 2 台保
有：最大幅 580mm
■設問 10［現場調合］
対応可能
■設問 11［クリーン度］
塗工部：クラス 100、乾燥ゾーン：クラス 100、その他：
クラス 1000 〜 10000
■設問 12［その他の設備］
調液設備、スリッター機・仕上げ機、保温・保冷庫
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

■設問 13［計測装置］
実体顕微鏡、遠心分離機、マイクロスコープ、原子間力
顕微鏡、ガスクロマトグラフィー、熱分析機器、粒度
分布計、自動接触角、タービスキャン、レオメーター、
GPC、熱分解 GC-MS、GC-MS（HS）
、SEM-EDX、顕微
FT-IR、蛍光 X 線、X 線分析顕微鏡（XGT）
■設問 14［主な実績］
光学用表面保護フィルム、絶縁フィルム、耐熱工程用微
粘着フィルム、透明導電フィルム、2CCL、光学用キャ
ストフィルム
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■設問 15［所在地］
群馬県沼田市、群馬県利根郡
■設問 16［海外取引］
商社経由にて対応可能
■設問 17［海外実績］
韓国、台湾、アメリカ

Mipox 株式会社

www.mipox.co.jp

営業本部 営業課 〒 190-0012 東京都立川市曙町 2-34-7
TEL：042-548-3731 FAX：042-548-3735 E-mail：mipoxsales_and_technology@mipox.co.jp

■設問 1［特長］
研磨フィルム（ラッピングフィルム）という特殊な用途
で使用されるコーティングフィルムの製造販売を行い、
約 40 年コーティング技術を高めてきました。ダイヤモ
ンド等の比重の大きい各種フィラー材料を分散して安定
塗料化し、3 ～ 50μm の厚みで安定コーティングする独
自の機構を持ったコーティングシステムが特徴です。ま
た、機能性フィルム・粘着フィルムの受託コーティング
をはじめ、粉体の受託調合、分散やフィルム材等の受託
スリットも可能です。
■設問 2［基材幅］
～ 1,650mm
■設問 3［基材厚み］
～ 188μm
■設問 4［基材の種類］
PET、合成紙、不織布、植毛フィルム、ポリイミド、
アクリルフィルム、TAC、ポリオレフィン、織布など
■設問 5［塗工方式］
グラビア、グラビアリバース、2 本リバース、ロールナ
イフ、高粘度ダイ、スロットダイ、キスリバースグラビ
ア
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱乾燥（130℃まで）、UV、遠赤外線、エージングルー
ム（40 ～ 150℃）
■設問 7［ライン速度］
最大 100m/min（コーターにより異なる）
■設問 8［付帯装置］
UV 照射装置（1,650mm コーター、260mm コーター）
、
インライン欠陥検査装置（1,650mm コーター）
、インラ
イン膜厚計（1,650mm コーター）、ラミネート加工、
除電、
裁断加工、UV 照射装置（650mm コーター）
、除塵
■設問 9［テストコート・試作］
コップ 1 杯から可能。UV 照射装置、ラミネート設備。
剥離強度測定、透過率、ヘイズ、接触角など測定可能。
■設問 10［現場調合］
可能。超音波分散、サンドミル、大型撹拌機、ろ過など
の現場調合が可能
■設問 11［クリーン度］
塗工ヘッド（クラス 100 ～）、乾燥炉（クラス 100 ～）
、
巻出・
巻取（クラス 100 ～）
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これがコーティング試作・受託
加工コンバーターの最新 Data!
■設問 12［その他の設備］
スリッター（クラス 5000 ～）
、エージングルーム、イエ
ロー環境（1,650mm コーター）
、インライン面検査機、
イエロー環境（650mm コーター）
■設問 13［計測装置］
SEM-EDX／AFM／
（顕微）FT-IR、粗さ計（接触、非
接触）
、粒度分布（マイクロトラック X100、UPA、電
気抵抗法）
、水分計／光沢計／ヘイズメーター／マイク
ロスコープ、表面抵抗測定／厚み計、粘度計（B 型、ハ
ンディ型、プロセス型、レオメーター）
、パーティクル
カウンター、表面張力計／接触角計、蛍光 X 線分析装
置
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■設問 14［主な実績］
光拡散フィルム、フォトレジスト電極膜、ハードコート
フィルム（インモールドラミ用、加飾用）
、AR、AG、
金属ガラスへの炭素粉コーティング、光学用粘着剤、電
極材、半導体用保護フィルムなど
■設問 15［所在地］
山梨県北杜市大泉町
■設問 16［海外取引］
可能
■設問 17［海外実績］
上海、マレーシア、タイにスリット加工設備保有

名阪真空工業株式会社

www.msk-japan.co.jp

本社河南工場 〒 585-0034 大阪府南河内郡河南町神山 106-1
TEL：0721-90-3223 FAX：0721-93-5777 E-mail：info@msk-japan.co.jp

■設問 1［特長］
当社は 1968 年、樹脂への真空蒸着からスタートし、そ
の後ハードコート、帯電防止加工、反射防止加工等を手
掛ける、主に光学用途の樹脂への表面処理加工専門の会
社です。基材としてはシートや成形品だけでなく、フィ
ルムへのロール to ロール加工も可能です。また、光学
用押出成形機も保有し、様々な種類の樹脂を使い、材料
から設計することが可能です。2012 年にはガラス用の
大規模なスパッタリング設備も導入し、樹脂だけでなく
ガラスへの表面処理加工へも展開を進めています。
■設問 2［基材幅］
光学シート 1,200 × 2,400mm、ロール 1,200mm
■設問 3［基材厚み］
シート 300μm 以上、ロール 50μm 以上
■設問 4［基材の種類］
PMMA、ポリカーボネート、またはこれらの積層材、
PET、COP、PEN、TAC
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
UV 硬化、熱硬化
■設問 9［テストコート・試作］
可能
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■設問 10［現場調合］
可能
■設問 11［クリーン度］
塗工ゾーン（クラス 100）
その他のゾーン（クラス 1000）
■設問 13［計測装置］
恒温恒湿試験機、冷熱サイクル試験機、
ヘイズコンピュー
ター、マイクロスコープ、表面粗さ測定器、分光光度計、
摩擦係数測定器、塩水噴霧器、レーザー厚み測定器、テー
バー摩耗測定器、鉛筆硬度測定器、スチールウール硬度
測定器、RCA 摩耗試験機、落球衝撃試験機、引張強度
試験機、加圧試験機
■設問 14［主な実績］
ハードコート、帯電防止コート、アンチグレアコート、
防指紋コート、低反射コート
■設問 15［所在地］
大阪府南河内郡、奈良県香芝市
■設問 16［海外取引］
いずれの国も可能
■設問 17［海外実績］
韓国・中国・台湾
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9
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装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

株式会社 MONA コーポレーション

www.mona-corpo.co.jp

京都本社 営業部 〒 606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町 91-17
TEL：075-762-0388 FAX：075-762-0377 E-mail：head_office@mona-corpo.co.jp

■設問 1［特長］
当社は 2009 年に、新工場を関西と東海エリアの中間地
点である奈良県と三重県の県境に竣工しました。クリー
ン環境でのプラスチックフィルムへのウェットコーティ
ング加工とスリット・マスキング加工の受託加工を行っ
ています。2 台のクリーンコーターがあり、MONA 独
自の特徴として 2 台のコーターを連結することにより、
1 工程で同時に同面 2 層のコーティングが可能です。1
パス 2 コートは生産性向上や納期短縮などの効果があり
ます。その他、熱処理や再 UV 加工などの応用もできる
ことが特徴です。事前の技術相談やテーブル評価、塗材
配合・検品対応も行っています。2015 年に N2 パージと
UV ラミネート、マスク剥がし装置の設備を追加し、さ
らに幅広い加工が可能になりました。
■設問 2［基材幅］
1,000 ～ 1,500mm 幅
■設問 3［基材厚み］
12 ～ 188μm
■設問 4［基材の種類］
PET、PC、PMMA、PP、PEN、PVC、等
■設問 5［塗工方式］
小径グラビアリバース
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱乾燥：40℃～ MAX 180℃（ロールサポート方式＋エ
アフロート方式）
、UV 照射装置（240W、無電極ランプ）。
N2 パージ可能
■設問 7［ライン速度］
15 ～ 80m/min
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■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 8［付帯装置］
インライン欠点検査、インラインマスキング装置、イン
ライン粘度計、UV ラミネート、マスク剥がし装置、等
■設問 9［テストコート・試作］
事前の塗工技術・テーブル評価などの技術相談が可能。
試作や小ロット加工の対応も実施
■設問 10［現場調合］
小型・大型・高速の各種撹拌機があり、現場調合も可能
■設問 11［クリーン度］
塗工部：クラス 1000 以下、作業室・スリッター室：ク
ラス 5000 以下
■設問 12［その他の設備］
スリッター機、マスキング機、検反機
■設問 13［計測装置］
ヘイズメーター、分光光度計、光沢度計、学振型摩擦堅
牢度計、恒温恒湿機、鉛筆硬度計など
■設問 14［主な実績］
各種機能性ハードコート、防指紋コート、アンチグレア
コート、アンチニュートリングコート、防汚ハードコー
ト、帯電防止コート、易接着コート、マット加工、熱処
理加工、リリースコートなど
■設問 15［所在地］
奈良県奈良市月ヶ瀬
■設問 16［海外取引］
条件により可能（アジア・米国・欧州）
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これがコーティング試作・受託
加工コンバーターの最新 Data!
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株式会社ラボ

www.labojapan.co.jp

綾瀬開発研究所 〒 252-1123 神奈川県綾瀬市早川 2754-1
TEL：0467-70-8288 FAX：0467-70-9355 E-mail：labo_no_toiawase@labojapan.co.jp

■設問 1［特長］
①材料開発用の小型コーターから量産試験、委託加工用
大型コーターまで 5 台保有している。300mm までの小
型コーター 1 台、
700mm 幅の中型コーター 3 台、1,600mm
幅大型コーター 1 台
②塗工ヘッド種：マイクログラビア、スロットダイ、ナ
イフ
③保有するコーターはヘッドが 2 種類以上選択可能で、
UV 照射器を装備しております。
■設問 2［基材幅］
100 〜 1,600mm
■設問 3［基材厚み］
1 〜 500μm
■設問 5［塗工方式］
マイクログラビア方式、スロットダイ方式、ナイフ方式
■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱硬化（熱風、IR ヒーター）
、UV 硬化（高圧水銀、メ
タルハライド、窒素パージ可）
■設問 7［ライン速度］
0.3 〜 70m/min
■設問 8［付帯装置］
コロナ処理、プラズマ処理、膜厚計（軟 X 線式、IR 透
過式）
、耳取スリット、EPC
■設問 9［テストコート・試作］
テストコート、試作から委託加工まで対応可能
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■設問 10［現場調合］
混合撹拌は可能、分散は別途要相談
■設問 11［クリーン度］
塗工部：クラス〜 1000、その他：クラス 3000 〜 5000
■設問 12［その他の設備］
エージング用設備、乾燥機
■設問 13［計測装置］
接触式膜厚計、分光光度計、ヘイズメーター、グロスメー
ター、電子顕微鏡、実体顕微鏡、表面粗さ計、Wyko 表
面形状測定装置、電気抵抗計、引張試験器、電子天秤
■設問 14［主な実績］
液晶部材フィルム関連：AR/LR、拡散、HC、各種光学
フィルター、電池、キャパシター関連：正負極の電極コー
ト、セパレーター加工、電気回路関連：PI 系樹脂のキャ
ストコート、フィルムコンデンサー、ドライフィルム、
離型フィルム、グリーンシート他：感熱紙、インクジェッ
ト用紙、粘着加工、建材関連フィルム、加飾成型用フィ
ルム
■設問 15［所在地］
神奈川県綾瀬市、長崎県大村市
■設問 16［海外取引］
米国、台湾、韓国
■設問 17［海外実績］
米国、台湾、韓国

レンゴー株式会社
www.rengo.co.jp

機能材営業部 営業第一課 〒 108-0075 東京都港区港南 2-16-1
TEL：03-6716-8658 FAX：03-6716-8615 E-mail：hi-saga@rengo.co.jp

■設問 1［特長］
1977 年に、当社武生工場にてプラスチックフィルムへ
のコート加工を事業化しました。IR ヒーターを備え付
け、高温処理が可能な 1 号コーターと、グラビア－グラ
ビアまたはグラビア－リバースグラビアの 1 パス 2 コー
トが可能な 2 号コーターを保有し、いずれも広幅（最大
2,200mm）
の基材に対応できます。また、
1 号コーターは、
12μm 厚のフィルムの場合、
最長 65,000m の長尺原反（最
大径 1,100mm ⏀）を巻き出すことが可能です。
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■設問 2［基材幅］
1,000 ～ 2,200mm（最大塗工幅 2,180mm）
■設問 3［基材厚み］
9 ～ 100μm
■設問 4［基材の種類］
PET、OPP、NY などの各種プラスチックフィルム
■設問 5［塗工方式］
グラビアコーター、リバースグラビアコーター
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アンケート項目
■設問 1
■設問 2
■設問 3
■設問 4
■設問 5
■設問 6
■設問 7
■設問 8
■設問 9

装置・加工技術の特長
加工可能な基材幅
加工可能な基材厚み
加工可能な基材の種類
自社が保有する塗工方式
乾燥・硬化仕様
加工可能なライン速度
使用できるコーター付帯装置

テストコート・試作は可能か。
専門設備を有している場合は、その装置について

■設問 6［乾燥・硬化仕様］
熱風ドライヤー（90 ～ 150℃）
赤外線（IR）ヒーター（最高 210℃）
■設問 7［ライン速度］
1 号コーター：40 ～ 90m/min
2 号コーター：60 ～ 180m/min
■設問 8［付帯装置］
インライン欠点検知器、インライン塗工厚測定器、EPC
■設問 9［テストコート・試作］
実機にて可能
■設問 10［現場調合］
可能（容量は要相談）
■設問 11［クリーン度］
食品グレードの加工に対応

■設問 10 塗工液の現場調合は可能か
■設問 11 塗
 工部、その他
（乾燥炉、
作業室）
のクリーン度
■設問 12 その他の保有装置・設備
■設問 13 保有している計測装置
■設問 14 主要な加工実績
■設問 15 加工工場所在地
■設問 16 海外との直接取引は可能か。可能な場合は
どこの国か
■設問 17 今
 までの海外での試作例および実績がある国

■設問 12［その他の設備］
エージングルーム、スリッター、コロナ処理機
■設問 13［計測装置］
ヘイズメーター、酸素／水蒸気透過率測定装置（MOCON）
、引張試験機、表面抵抗率測定装置、ガスクロマ
トグラフィー、分光光度計、測色色差計
■設問 14［主な実績］
バリアコート、静電防止加工、アンカーコート、表面保
護コート
■設問 15［所在地］
福井県越前市
■設問 16［海外取引］
要相談

小誌では、2017 年も同様の企画を実施する予定です。掲載希望社は、編集部までご連絡ください。
E-mail：editor@ctiweb.co.jp

日本弁理士会関東支部、設立10周年記念式典を開催
日 本弁理士会関東支部（東京都千代田 区 霞 が 関 3-4-2、
TEL.03-3519-2751、http://www.jpaa-kanto.jp）は、去る2
月10日、同支部設立10周年を記念した式典および祝賀会、講
演会を東京・明治記念館において開催した。式典は149名の
参加の下、盛大に執り行われた。
式典冒頭、主催者を代表し、久保 司関東支
部長が、「関東支部のエリアは1都7県で、日本
弁理士会約11000人の会員のうち、7500名を要
する最大支部。設立から10年経ち、支部が主
催する地域支援活動等でも支部会員が積極的
久保 司
に参加するようになっています。関東支部の
関東支部長
諸活動を通じて、地域における弁理士の認知
度が向上するように務めてきました。これらの実績はひとえ
に歴代支部長はじめそれを支える支部役員、会員、弁理士会
事務局、その他外部諸関係団体の方々のおかげです。
10周年は1つの区切りで、次の10周年に向けての出発。同
支部は全国8支部のうち、最大支部として本会を支える特別
な存在です。ここ10年でかなり数の会員が増えるという大き
な変化が生じる中、区切りの年度を迎え、本会を支えるため
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にさらなる望ましい組織として成長するため
の一歩を踏み出す所存です」と挨拶。
続いて、日本弁理士会の伊丹 勝会長は、「10
年前というと、ちょうど地域団体商標制度が
始まり、地域知財が重要であるという認識が
高まってきた時期。そういう時に日本弁理士 伊丹 勝会長
会が全国に支部を設立し、地域に根ざした知財活動をしてい
く流れでした。
地域という面を考えると、日本の中で中小企業が一番多い
のは関東地方。関東の中小企業の活性化を図らずして日本の
産業の発展はありませんので、同支部の支援活動は非常に重
要だと考えます。昨年、TPPが大筋合意になり、これから
は中小企業も海外でビジネスチャンスを拡大していく時代で
すので、知財の面でしっかりサポートしていくことが重要で
す。
これからも若い人材をどんどん活用していただいてさらな
る地域知財活性化に向けて取り組んでいただければ」と述べ
（
た。
江口祐子）
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