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ウェットコーティング スパッタ 印　刷 組立／加工

受託加工
タッチパネルの生産で培った生産技術と品質を
貴社製品の生産にご活用ください。

京都市内から車で約30分、京の奥座敷亀岡市にある「グンゼ亀岡工場」は、

1957年にレース刺繍工場として操業しました。ベビー用肌着の生産を経て、

1991年からタッチパネルの生産を開始し、材料加工から完成品までを一貫生産しています。

敷地面積は4万5,400平方メートル。従業員数は約200名。主に４つの加工からなる

工程では各種設備を保有し、生産が海外へシフトされる市場環境下で、

国産の技術による “おもてなし” をご提案します。

○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トゥ
ロールで走行させて機能塗料を
連続塗工します。

○薄膜・厚膜塗工に対応可能です。
また、コロナ処理機を設置してい
ますので、塗膜密着性を確保しや
すい設備です。

○タッチパネルに使用される透
明導電フィルムを生産している
装置です。金属薄膜をスパッタ成
膜により製造します。

○ITO以外にも、金属酸化物素材
を中心に成膜の実績があり、また、
フィルムのフリーテンション加熱
による耐熱寸法安定化処理やス
リット加工も可能です。

○スクリーン印刷を用いて配線
印刷やレジスト印刷をロールトゥ
ロールで加工します。

○高精度微細加工においては、印
刷インク、印刷対象素材、スクリー
ン版、印刷機の機構、これら要素
のマッチングにより、ライン / ス
ペース 30μm/30μm の加工を
可能にしています。

○CCDカメラを搭載した高精度
枚葉貼合機は、ワーク吸着方式と
CCDカメラ自動位置合わせ機能
により、高精度な貼り合わせを実
現します。

○ロールトゥピース 貼合機は、巻
出部から定ピッチでロール材料
を送り出し、ピース材料と貼合し、
ロール状態で巻き取る装置です。

・ウェットコーティング
・スリッター

・スパッタ
・フリーテンションアニール
・脱ガス装置

・シート印刷
・ロールトゥロール印刷
・ラミスリッター
・シートカット
・ボックス乾燥機
・UV照射装置
・2点ピン電気検査機
・寸法測長機
・モニター検査機
・膜厚測定機

・ロールトゥロールプレス
・シートプレス
・ガラススクライブ
・ガラス洗浄
・高精度枚葉貼合
・高精度枚葉貼合(CCD)
　カメラ整合
・組立（44inchまで）
・オートクレーブ
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WET COATING（ウェットコーティング） フィルム素材へのウェットコーティング

SLIT（スリット） フィルム素材へのスリット加工

受託加工（ウェットコーティング）

薄膜、厚膜塗工が可能
グンゼでは３台のウェットコーティング機を有して
おり、フィルム素材におけるハードコート膜の形成
や、OCA（Optical Clear Adhesive）と呼ばれる光学
粘着材の塗工が可能です。薄膜から厚膜まで、お客
様のニーズに沿ったモノづくりが実現できます。

インライン加工
当社ウェットコーティング機にはコロナ処理機が設
置してあります。コロナ放電照射により基材の表面
を活性化させ、濡れ性（付着しやすさ）を向上するこ
とでコーティング特性、印刷特性、貼り合わせ特性等
が著しく改善される技術です。COP（環状オレフィ
ンポリマー）、COC（環状オレフィンコポリマー）、PP
（ポリプロピレン）系といった密着性の低い素材を加
工することができ、また、インラインでのラミネート
から、ウェットコーティングの後に異種フィルムと
の貼り合わせも可能です。このワンパスでの加工性
は生産での効率化をもたらします。

その他加工の組み合わせで
ウェットコーティング以外にドライスパッタ装置を
有していますので、組み合わせての加工が可能です。
また、他の機能性フィルムを貼り合わすことで機能
膜を積層したり、更には、ウェットコーティング後に
印刷、貼合、打ち抜きといった様々な加工を一貫して
できるところを当社の強みとしています。フィルム
素材でのウェットコーティングから始まるモノづく
りに当社技術をお役立てください。

ロール状フィルムのスリット
一般的にフィルム素材はジャンボロール（または原
反）と呼ばれる幅１,000～1,500mmほどのロール
で生産されます。スリッターとは、そのジャンボロー
ルを加工しやすい幅、長さの小ロールに切断する装
置です。
基本的な加工の工程は、原反から巻き出し、カット、
巻き取るという非常に単純なもので、グンゼでは光
学フィルム、ラミフィルム、OCA（光学粘着材）と
いった素材をスリットするため 6 台のスリッター機
が現場で活躍しています。

スリットマイスター
原反の素材やスリットするサイズによって対応する
専用のスリット機で加工をするのがベストです。し
かし、複雑化する要望に、それぞれに対応する機械
開発や導入は現実的に困難であり、機械の調整やオ
ペレーターの技術で対応します。それには、機械調整

フィルム厚
フィルム幅

クリーン度（塗工ヘッド部）

塗工方式

塗工膜厚（Dry）

ライン速度
主な塗工品種

乾燥温度

自動外観検査機
UVランプ
コロナ処理

単位 1号機 2号機 3号機
μm

mm

/ft3

-

-

m/min.

-

℃

-

-

-

50～188

700～1350

クラス1000

グラビアコーター

60nm～35μm
（グラビアコーター）

5～30

ハードコート、薄膜コート

40～150

有

有

有

38～188

600～1600

クラス1000

グラビアコーター、ダイコーター

20nm～15μm
（グラビアコーター）

5～50

ハードコート、薄膜コート

40～150
（フローティング2ゾーンのみMAX.200℃）

有

有

有

38～188

600～1600

クラス1000

グラビアコーター、ダイコーター

15μm～200μm
（ダイコーター）

5～30

粘着材、ハードコート

60～140

有

有

有

私
が担
当します！

ウェットコーティング
でお困りでしたら、
私にご相談ください。

コンバーティング課 課長
平野

担当者紹介

私
が担
当します！

スリット加工で
お困りでしたら、
私にご相談ください。

コンバーティング課
新畑

担当者紹介の技術とそれを持ち合わせた人材育成が重要であ
り、職人的な技術を要する加工のひとつです。

粘着ロールのスリット
粘着材のスリットは、切断刃やロールへの粘着付着
を防止する工夫が必須になります。当社スリットは、
切断刃やロールへの粘着付着を防止する機構をス
リット装置に組み込んでおり、安定した粘着材ス
リットが可能です。

ロール状フィルムのスリットとラミ貼り
クリーンルームで各種フィルム素材をご希望サイズ
にスリット加工します。その際に、両面または片面に
保護フィルムなど別の素材をラミネートすることも
可能です。

小ロールフィルムのシートカット
工業用途の場合、ロールの巻物はそのまま使うより
はシート形状や、用途に応じた形に打ち抜いて使う

ことがほとんどです。
各種フィルム素材をシート状態へのカットしたり、
OCA（光学粘着材）と貼り合わせてのカットや、ご希
望形状での打ち抜きなど、加工の組み合わせができ
るので効率化の幅が広がります。

原反

巻取り部分

カット部
（ご希望のサイズにカット）

コーティングライン

ラミスリッター機 スリッター機

ラミネート部、自動外観検査機
（コーティングライン内）
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受託加工（スパッタ）

SPUTTERING（スパッタリング） フィルム素材へのスパッタリング

ANNEAL（アニール） フィルム素材へのアニール処理（熱加工）

金属薄膜の成膜
スパッタ（sputter）とは「パチパチはねる」という意
味で、物体をイオンで叩いて跳ね飛ばし、跳ね飛ば
された物体を基板の上につけて薄い膜を作る製法
です。
具体的には、アルゴンなどの不活性ガスイオンを加
速してターゲット物体に高速で衝突させ、ターゲッ
トの表面で原子や分子が叩き出される過程をスパッ
タリングといい、叩き出された原子や分子を基板上
に付着させ薄膜を形成するための装置をスパッタリ
ング装置と呼びます。
高さ約３メートルの巨大な箱のスパッタリング装置
にフィルム素材が搬入されると、電極となる金属
ターゲットの粒子を飛ばして成膜します。
一般的によく生産されるITOフィルムは、PETフィ
ルムの表面にITO（Indium Tin Oxide：酸化インジ
ウム錫）と呼ばれる化合物を薄膜で成膜したもので、
金属は薄く伸ばしても導通特性は変わらないという
性質を生かし、透明な導電性フィルムとしてタッチ
パネルといった電子部品に使用されています。

透明導電膜以外での用途
スパッタ成膜には光の反射を抑えたり、表示画面を
見やすくするために透明度を高めたりする光学膜と
しての役割もあります。また、これらはターゲットと
なる金属や金属化合物を積層することでできる技
術であり、スパッタの多層化をもって特徴を生み出
し、バリアフィルムや有機ELパネルの材料、または、
銅の薄膜を用いた回路センサーなど、応用例は多種
多様です。高透明、高耐熱、高硬度、透明導電、高寸法

安定などのキーワードで機能を付与した光学フィル
ムの開発を実現します。

ロール状での熱処理
アニールとは焼なまし（annealing）のことで、フィル
ムなどの樹脂が冷却する過程で生じた内部歪みを、
加熱することにより取り除く熱処理のことです。

金属膜の結晶化
タッチパネルに使用される ITO（Indium Tin 
Oxide：酸化インジウム錫）フィルムは、その成膜製
法が低温ドライスパッタである場合、金属膜の結晶
化が必要になります。通常、市販されているITOフィ
ルムは未結晶のまま売られており、買い手側でア
ニール処理をします。一般的にはシートにしたフィ
ルムを乾燥炉でアニール処理しますが、グンゼでは
原反と呼ばれるジャンボロールからスリットされた
小ロールまで、ロールの巻物でのアニール処理が可
能です。

フィルム素材の寸法安定化
ITOの結晶化以外に、フィルム素材の寸法安定がア
ニール処理本来の目的です。アニール処理により内
部歪みが開放されると幅広い温度環境で寸法安定

私
が担
当します！

コンバーティング課
小山

担当者紹介

私
が担
当します！

コンバーティング課
小野山

担当者紹介

アニール処理で
お困りでしたら、
私にご相談ください。

性が向上し、また、ストレス・クラックの発生リスク
も低減できます。 PP、POM、PETといった結晶性樹
脂をアニールする場合、それぞれの樹脂のガラス転
移点よりも高い温度で加熱をします。結晶性樹脂に
は結晶化している部分と非晶の状態の部分とがあり、
非晶状態のポリマー鎖が加熱により動くことができ
るようにして内部歪みを除去し、結晶化を高めます。
しかし、ガラス転移点以下では、非晶状態のポリマー
鎖が動くことができず、アニール処理は必ずガラス
転移点よりも高い温度で行います。

シート材料の熱処理
PET フィルムは伸縮率の低いフィルム素材ですが、
フィルム上に高精細な回路配線を形成（印刷加工）
する場合、フィルムの伸縮がその寸法精度に影響し
ます。そこで当社では、ラック（台車）に乗せたシート
状のフィルムを、箱型熱風乾燥機で熱処理すること
で寸法精度の高い回路印刷を実現しています。フィ
ルム素材の取り扱いから加工に至るまで、是非、グン
ゼにご相談ください。

スパッタリング機

広幅アニール2号機

外観検査機

広幅アニール1号機

スパッタ成膜で
お困りでしたら、
私にご相談ください。

方式
フィルム
フィルム幅
（有効幅）
ターゲット基盤
（同時成膜可能基数）
メインドラム温調
実績フィルム素材

μm

mm

基

℃

100～188

Max.770
（660～720）

3
（2）

40～150 40～150

50～188

Max.1,250
（1,000～1,150）

4
（2）

-10～150

走行式DCマグネトロンスパッタリング

PET・COC・COP

TYPE 単位 I II III

加熱方式
基材厚
基材寸法（幅）
処理可能寸法（幅）
温度上限（実使用温度）
搬送速度
炉長
外観検査機（有無）

-

mm

mm

mm

℃

m/min

m

-

熱風
Min0.100～
600
500

200（160）
0.1～2.0
10
無

項目 単位 狭幅アニール機

熱風
Min0.100～
1600
1500

200（160）
0.5～1.5
14

有（キズ、異物）

広幅アニール機
1号機

IR
Min0.050～
1600
1500
170（***）
1.0～5.0
20
無

広幅アニール機
2号機

装置内部の構造図

カソード カソード1

3 4

2

カソード カソード



私
が担
当します！

ロールトゥロール印刷
でお困りでしたら、
私にご相談ください。

OEM推進課
 勝山

担当者紹介

3

SHEET PRINTING（シート印刷） フィルム素材・ガラス素材へのシート印刷

ROLL to ROLL PRINTING（ロールトゥロール印刷） フィルム素材へのロールトゥロール連続印刷

受託加工（印刷）

スクリーン印刷（フィルム）
スクリーン印刷とは、孔版印刷（孔を通過させてイン
クを転写させる印刷）の一種で、シルク、PET、ステン
レスなどの材料の糸で織った網目の空間（オープニ
ング）からスキージー（ゴムヘラ）を使ってインキを
押し出し、パターンを形成する印刷法です。 エレク
トロニクス分野ではプリント配線板や電子部品、フ
ラットパネルディスプレイなどを製造する工程にス
クリーン印刷の手法が用いられています。
少量の印刷は手刷りによる印刷方法が一般的です
が､工業製品のように大量、かつ、一定の製品品質が
要求される場合は精度の高い全自動印刷機を用い
ます。グンゼでは枚葉印刷機を3台保有しています。

スクリーン印刷（ガラス）
本来は配線の銀ペーストなどをガラス基材に印刷
するための装置ですが、最近はカバーガラスの加飾
印刷にも使用しています。スマートフォンやタブ
レットといった部品にはカバーガラスであっても精

私
が担
当します！

シート印刷で
お困りでしたら、
私にご相談ください。

OEM推進課 マネージャー
間宮

担当者紹介度の高い印刷品質が求められており、額縁の黒枠印
刷、白枠印刷、ロゴのミラー印刷など、寸法精度と印
刷の厚み管理に精度が求められる電子部品の生産
には不可欠な装置です。

エッチング
エッチングとは、基材に加工形状（パターン）をマス
キングし、不要部分を腐食させ、任意の形状に加工
を行う手法です。ITOフィルムの場合、ITOが酸に
弱い特性を活かし、酸とアルカリ処理にてパターニ
ングします。当社ではこの ITO フィルムに特化した
ラインを有しており、個別で加工するレーザーエッ
チングよりタクトタイムに優れ、複雑なパターン形
状を安価に加工することができます。また、精度の高
いエッチングをお求めの場合はフォトリソ装置によ
る加工も可能です。

エッチングライン シート印刷機

ロールトゥロール印刷
グンゼでは長年にわたり、タッチパネルの製造に必
要な、配線などのパターニングをスクリーン印刷の
手法を用いて実現してきました。更にロールトゥ
ロール自動印刷機を活用することで、生産性、及びコ
ストパフォーマンスに優れた加工を実現します。

狹配線技術
ユーザーニーズに対応するため高精度微細加工に
取り組み、配線印刷においてはロールトゥロールで
のスクリ－ン印刷でラインアンドスペース 30μ
m/30μmの細線加工が可能です。
スクリ－ン印刷によるプリンテッド・エレクトロニ
クス（PE）では、量産での狹配線印刷はこれまで70
μm/70μm あたりが限界とされてきました。当社
ではフラットベットタイプのスクリーン印刷機を用
いて30μm/30μmを達成し、既にロールトゥロー

ルプロセスによる量産技術を確立しています。
高精度微細加工には、インク素材、印刷対象素材、ス
クリーン版、印刷機機構、これら要素のマッチングが
重要で熟練の従業員が自信をもって加工しています。

次世代PEアプリケーション
これまで当社が培ってきたプリンテッド・エレクト
ロニクス技術はタッチパネルの生産に基づくもので
す。しかし、他社より先駆けたこの技術は決してタッ
チパネルだけに必要とされる技術ではなく、IoT
（Internet_of_Things）やウェアラブルデバイスな
どのコモディティ商品を作る上でも役立ちます。ま
た、フィルム素材は加工性が高く、それをロールトゥ
ロールプロセスで印刷することはコスト面でも魅力
があります。
当社印刷機は機能性インク以外にも加飾や粘着と
いった印刷加工を可能とし、インクの乾燥にはIR熱

風に加え UV 硬化にも対応する柔軟な装置です。更
には保護フィルムの剥離や貼合もインラインで加工
できます。フィルム素材への印刷加工でお悩みでし
たら、是非、タッチパネルの生産技術でノウハウを
培った当社へご相談ください。

ロールトゥロール印刷機

方式
台数
基材厚
基材寸法
乾燥方法
位置合わせ
特記

単位項目 RtoR印刷

-

mm

mm

-

mm

スクリーン

2

0.05～0.2

X550 * Y450

UVまたは IR熱風併用可

 CCDカメラ自動

拡大検査台付
UV：メタハラ、LED
巻取部にラミネート可
12inchコア巻取可
クリーニング機構付

方式
台数
基材厚
基材寸法
乾燥方法
位置合わせ
特記

単位項目 シート印刷（Type.1）

-

mm

mm

-

mm

スクリーン

1

0.1～15.0

X550 * Y550

UV、熱風

 マイクロノブ

拡大検査台有

シート印刷（Type.2）

スクリーン

2

0.1～15.0

X600 * Y550

UV、熱風

CCDカメラ自動

拡大検査台有
CCDカメラ：ITO認識可
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受託加工（印刷、組立／加工）

ROLL to ROLL Continuous press CUT（連続プレスカット） フィルム素材へのロールトゥロール連続プレス

GLASS SCRIBE（ガラススクライブ） ガラス素材へのスクライブ加工と超音波洗浄

ガラス加工
効率化を追求する場合、大判ガラスで加工したモノ
を最後に切り出す方法が取られます。グンゼでは
タッチパネル用に厚さ0.55～ 1.85mmのガラスを
大判で印刷し、その後、小辺に切り出す加工をしてい
ます。

スクライブ
スクライブとは「書く」という意味で、ガラススクラ
イバーとは言葉通りガラスに線を書いて切断する装
置です。大きいガラス基板にダイヤモンドカッター
で線を書き、軽く力を加えると、線に沿ってガラスが
分断されます。装置にはCCDカメラを搭載しており、
0.2mm の誤差でガラスをカットすることができま
す。（但し、形状は長方形のみ、丸やデザインされた
形状のカットはできません。）

ガラス超音波洗浄機
ガラスは透明故に汚れなどが目立ち、それは製品の
品位に関わる重要な問題です。特に溶剤などが付着
したシミや油分などは洗浄方法を間違えるとその跡
はなかなか取れないものです。そこで、グンゼでは
ガラスの洗浄に超音波を用いた洗浄機を使用して
います。

私
が担
当します！

ガラス加工で
お困りでしたら、
私にご相談ください。

OEM推進課
 南部

担当者紹介超音波は、複雑な形状のもの（手が届きにくいもの）
や微細な汚れ（細かい汚れ）の洗浄に最適で、手洗い
などでは汚れが取りきれないモノや傷つけてしまう
モノまた、目に見えないものの洗浄に適しており、こ
の手法を用いてガラスを洗浄しています。
超音波洗浄とは、水や溶剤を超音波により振動させ、
被洗浄物（ワーク）に付着した油や微細な塵・汚れな
どを洗浄する技術です。液体が激しく揺さぶられて
局所的に圧力が高い部分と低い部分が出てきます。
圧力が低くい部分では液体中に小さな真空の空洞
ができ、これをキャビテーションといいます。そして、
超音波により液体に生じた真空の気泡が破裂する
ことにより生じた衝撃波をキャビテーション効果と
言います。このキャビテーションによる衝撃波を利
用して汚れを対象物から剥離させ、剥離した汚れを
加速度により引き剥がし、直進流により分散除去さ
せます。液体にはアルカリ洗剤を用い、洗浄後は純
水で洗い流します。

外観検査
洗浄後のガラスは人の目による外観検査が可能で
す。タッチパネル用途の配線印刷されたガラスの検
査を常時行っており、0.2mm 程度の大きさまでの
欠点を検出可能です。また、異物や汚れの除去など
軽微なリペアにも対応します。

ガラス超音波洗浄機ガラススクライブ作業風景

プレスカット加工
プレスカットとは打ち抜きによる外形抜き、穴明け、
切り欠き、切断といった加工をいいます。グンゼのプ
レスカット機はデザイン形状された刃型で各種フィ
ルムや粘着テープを打ち抜く装置です。
刃型には、一般的にはトムソン刃型を使用しますが、
精度の高いピナクル刃や彫刻刃といった刃型での加
工もできます。ただし、刃の寿命は短く、打ち抜き精
度とランニングコストとを比較して刃型の種類を選
択します。

連続プレス
グンゼでは2台のシートプレス機に加え、1台のロー
ルトゥロールプレス機を所有しています。ロール状
態で打ち抜き加工ができ、数量の多い製品でコスト
を抑えたいモノにはこちらが適しています。

ハーフカット（プリカット）
プリカット（ハーフカット）とは、重ね合わせた２枚
のフィルムの片側だけを打ち抜くカット方法です。
ラベルシールなどをイメージするとシール部分は切

私
が担
当します！

プレス加工で
お困りでしたら、
私にご相談ください。

OEM推進課
足立

担当者紹介れていても台紙は切れていません。この様なカット
方法をプリカットまたは、ハーフカットと呼びます。
この技術はシール紙の厚さ、台紙の厚さ、それと打ち
抜く刃型の刃の高さと装置の圧力との関係がとても
重要なカット方法で、台紙部分に薄くカットした跡
が残る程度にカット圧と刃出し量を調整します。
カット圧が高く刃を出し過ぎていると台紙まで完全
に切れてしまい、逆にカット圧が低かったり、刃の高
さが合っていない場合は、シールが切れていません。
台紙にカットした跡が付く程度が丁度良く。カット
対象物の跡を見ながら装置と刃の高さの調整を繰
り返し、最適なレベルへ調整していきます。

その他加工の組み合わせ
グンゼではロール同士の２種類のフィルムを貼合し
たり、それをロールのままプレスカットし、次はス
リッターでロール幅を指定サイズに切るといった一
連の加工が可能です。各装置の熟練した加工者が成
果物を理解した上で最適な加工を提案し、お届けし
ます。 ロールトゥロールプレス機

シートプレス機

有効サイズ
基盤厚
位置合わせ
刃先

単位項目 ガラスカット機

mm

mm

mm

mm

460 * 560

0.40～1.88

 CCDカメラ位置合わせ

ノーマル刃
（基材に合わせて変更可）

最大加圧力
型抜ストローク
押盤面積
有効型抜面積
移動距離
PC精度
特記

単位項目 シートプレス1号機 シートプレス2号機 RtoRプレス機
ton

mm

mm

mm

mm

mm

-

50

-

X600 * Y500

X595 * Y495

-

0.04

75

-

X800 * Y600

X795 * Y595

-

0.04

25

Max90

X600 * Y550

X500 * Y500

0.01

0.01

巻取部6inch
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ASSEMBLE（貼合・組立） 切る、貼る、組み立てる

受託加工（組立／加工）

貼るは単純そうで難しい？！
フィルムは加工性が高い素材です。その加工性とは
切る、貼るといった単純作業ですが意外にテクニッ
クを要します。特に異物噛み、気泡噛みといった基本
的な課題は日々の改善活動によって技術が培われ
ていきます。グンゼではクラス 1,000 のクリーン
ブース環境下で小型サイズから大型 44 インチまで
の貼合に対応します。

高精度枚葉貼合機
高精度枚葉貼合機は、各種フィルム資材をスクリー
ン吸引盤に吸着して資材全域を固定し、ストレスを
かけずに自然状態で貼りあわせる装置です。
フィルム同士の貼り合わせからガラスや偏光板など
の貼り合わせまで多用に適合し、ワークにストレス
をかけないため、貼合完了後の製品には「気泡」「うね
り」「カール現象」が発生しません。

私
が担
当します！

様々な加工で
お困りでしたら、
私にご相談ください。

亀岡工場長
奥村

担当者紹介ロールトゥロール貼合機
シート同士の貼り合わせではなく、ロール同士の貼
り合わせも可能です。粘着材料のセパレーターを剥
離しながらフィルム素材に「シワ」、「気泡」無くロー
ル同士で貼り合せていきます。

最後は人の手で
どんなに技術や設備が発達しても、最後に判断をす
るのは人の手や目になります。例えば、ヘアーサロン
へ行くときにハサミの性能でお店を選ぶ人はいませ
ん。必ずヘアーデザイナーの腕に惹かれ指名や予約
をするはずです。同様にモノづくりには保有する機
械やその性能よりも、オペレートする人材が重要と
考えます。グンゼでは長年タッチパネルの生産で
培ったノウハウを基盤に、様々な加工における困り
ごとにおいて、解決へ導く取り組みをお客様と一緒
にさせていただきたいと思っています。

高精度枚葉貼合機

大型44インチ貼合機
※案件・仕様によっては相談を要することがあります

貼合方式
使用用途
貼合サイズ
基材厚
針合精度

単位項目 高精度枚葉貼合機

-

-

mm

mm

mm

シートtoシート

ガラス、ファイル、OCAなどの貼合作業

500（W）×600（L）

最大0.5

±0.3

ロールトゥロール貼合機

型式
機械有効最大幅
機械速度
材料巻き直径
コア菅径

単位項目 ロールトゥロール貼合機

-

mm

m/min

mm

in

MRK-750Y（7軸）

650

0～20

250

3 or 6



より良いインターフェイスで、人と、社会と、未来をつなぐ。

F I N E R  I N T E R F A C E
c r e a t e s  b e t t e r  r e l a t i o n s h i p s .

●改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。 ●このカタログは2020年 2月現在のものです。●グンゼ株式会社ウェブサイト http://www.gunze.co.jp

グンゼ株式会社 電子部品事業部

西日本エリア
〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目 5番 25号 ハービスOSAKAオフィスタワー21階
TEL(06)7731-5770

東日本エリア
〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目 10-4 グンゼ日本橋ビル9階
TEL(03)3276-8717　

亀岡工場
〒621-0806 京都府亀岡市余部町新堂10番地  
TEL (0771)24-2681

【お問い合わせ先】

http://www.gunze.co.jp/denzai/


