
小型射出成形機 C.Mobile 

Tokyo Venture Technology Award 

 
 
 
 

廃材ゼロを可能にする卓上型超小型射出成形機 
 
 
 
 
 均質な製品を量産するのに不可欠な金型製作。新興セルビックは金型の設計や製作だけでなく
金型に関連した様々なアイデア製品を生み出してきた。その集大成ともいえるのが、今回受賞し
た超小型の射出成形の開発といえる。設置スペースは、実にＡ４版のノートパソコンサイズ。こ
の“モバイルファクトリー”の実現は、大型、重量、コスト高といった、これまでの金型・成形
機の常識をことごとく覆した。加えて、必要な部分だけに材料樹脂を使用する「廃材レス化」を
も実現。 

 省資源、省エネ、省スペース、省物流コストなど得られるメリットは計り知れない。「大量に
均質の製品ができれば、成形機はどんな形をしていてもよい」という、既成概念に全くとらわれ
ない発想の連続が、この画期的な製品開発につながった。 
 

 

 
 
 
 
 

   フラットスクリュー        ホットランナー         ユニット金型                 減速機 

    [スクロール]            [マイクロプローブ]    [コマンドシステム]         [セルクロイド] 
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Tokyo Venture Technology Award 

株式会社新興セルビック 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

 

e-mail 

URL 

 

株式会社新興セルビック 

竹内 宏 

1987 

34,000,000円 

10 

〒142-0064 

東京都品川区旗の台3-14-5 

Tel.+81-3-3785-7800 

Fax.+81-3-3785-7899 

sellbic@sellbic.com 

http://www.sellbic.com 

1. コマンド・モバイル・シリーズ 
  小型射出成形機 
 
2. コマンド・システム 
    ユニット金型システム 
 
3. コマンド・グローバス 
    交換式ホットランナーシステム 
 
4. 金型 
    射出用金型生産 
 
5. 金型部品 

事業概要 

会社概要 
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ニューロ視覚センサー 

スーパー 5000Ｋ-7K Model 

ニューロ視覚センサー スー
パー5000K  
7KModel 

 テクノス スーパー5000K 7KModelは人間の目の精度を遥かに超えています。人間の
144倍の微細欠陥検出能力、人間の100倍以上の低コントラスト欠陥の検知能力を持ち
ます。 

あらゆる業界に適用 

小さな対象物の45ナノメータの極小欠陥から80mを
超える大型建造物の欠陥をも検出します。 

 

石油備蓄タンク 
 

スーパー5000K 7KModelは、人手
によって2～3ｹ月を要する石油備
蓄タンク（82ｍ径・24m高）の内
壁の検査において、わずか６分
間で画像取得とオンライン欠陥
検出を行います。内壁に発生し
た0.2mmのヒビ（理論値）の検出
が可能です。 

    製鉄・製紙・フイルム・ 
 ゴム・ガラス その他 
 
スーパー5000K 7KModelは、
1,400mmの視野幅をカバーする
対象物にある50ミクロンの点
状欠陥および10ミクロンの線
状欠陥の検出が可能です。視
野幅は対象物に合わせて自由
に設定することが可能です。 

 
 

 

 

 

 

応用例-2 
 

 

応用例-1 

 従来の検査機では、センサーの画素ばらつきの影響
のために極小微細な欠陥の検出は困難でした。 

 この問題を解決すべく、テクノスは独自の既存特許
アルゴリズムである「トライアングル・プロセス」と
「時空センシング」の統合により「時空トライアング
ル・プロセス」と呼ばれる新技術を開発しました。 

 この新画像処理技術によりセンサーアレイの画素の
不均一は抑制され、極小微細欠陥の検出がこれまでに
増して可能となりました。 
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株式会社テクノス 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

 

e-mail 

URL 

 

 

 

株式会社テクノス 

山田 吉郎 

1965 

20,000,000円 

43 

〒108-0014    

東京都港区芝4-2-3 

Tel.+81-3-3453-9111 

Fax.+81-3-5484-6785 

technos@technos.jp 

http://www.technos.jp 

会社概要 

 モットー 
 

    革新と融合 
 

 企業理念 
 

    テクノスは世界をリードする比類なき技術力を結集して、現に世に存在していない
新しい機器やシステムを創造し、全ての製造業において、不良を撲滅し製造効率を向
上することを目標としています。私共は他の検査機をはるかに超える能力を持つシス
テムの提供により、限りある地球資源を有効に活用し、製造工場の検査工程のみに止
まらず、製造全般にわたる工程の最適化に多大なメリットを与えることを使命として
います。そして人類社会の発展に貢献し、お客様をはじめとして、協力企業の方々お
よびテクノスの社員やその家族の幸福を追求します。 

 

 目標   

 

       テクノスは複数の技術を統合して新しいシステムを創造してきました。これは日本
の製造業トップ10社の100%、240社以上の上場企業への納入実績を踏まえて、日々刻々
あらゆる製造業のユーザーニーズを取り込み、数々の製造工程の歩留まりを上げ、不
良を根本から無くすことの実現に邁進しています。 
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 事業形態 
 
  テクノスの主業は自動外観検査システムです。自動外観検査システムは製造業にお
いて生産ライン上に流れる製品を人間の目の代りに画像処理し、良否の判定をする装
置です。テクノスは、欠陥を自動検出するシステムを製品化し、さらに欠陥の原因を
追究する情報の提示を行うことのできるシステムも製品化しています。 
 
 一般的に、画像処理による製品検査には、 
１．外観検査  2. パターン検査  3. 文字認識があります。テクノスは外観検査と
パターン検査のうち同一のトレンドを持っているものの検査を得意分野としています。 
 2014年12月には脳神経機能を電子回路化した「ブレイン・ニューロ」を発売し、認
識機能をさらに高度化しました。            
 

 

  外観検査 

  テクノスの検査対象 

  文字読み 

  等ピッチトレンド 

    パターン 
  ランダム 

  パターン 

 数々の受賞および国際特許 
   
 世界最高の精度をもつ外観検査システムの技術は、常に自らの手で更新され続けて
います。その技術は国家各省の新製品発明賞などを受賞し、世界14ｹ国で特許を取得
しています。テクノス技術の基本は、ユーザーニーズの実現への飽くなき探求と積み
重ねられた実績、そして人間の機能を実現するという全く新しいコンセプトです。 

株式会社テクノス 
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  製品概要 

 人間の目の機能を電子回路化した独自技術（国際特許）をベースに、数々の卓越
した機能を統合したテクノス スーパー5000K 7KModelは、検査に必要とされる検出
精度に合わせてスペックを選択できる柔軟な自動外観検査システムです。 

 スーパー5000K 7KModelは目視能力の144倍（従来の4,000画素CCDラインセンサー
カメラの約1,000倍）の高精度を持っています。「トレンド・センシング」、「トレ
モア・センシング」、「時空トライアングル・センシング」の技術を搭載すること
により、システムグレードを自由に選択することができます。 

 スーパー5000K ７KModelは、超高精度カメラ1台で、最大28台分のCCDラインセン
サーカメラに相当する精度を持ち、あらゆる既存の生産・検査ラインに極めて容易
に設置することが可能です。システムの構成・構造がシンプルなため、メンテナン
スも容易な全く新しいシステムです。 

 検出結果の出力においてもOK/NG判定の基本出力に加え、欠陥の位置を表示する
マップ・ナビゲータ、欠陥発生要因の探索に効果を発揮するディフェクト・ナビ
ゲータ、欠陥の実画像を自動記録し、ネットワーク上で自由にアクセスできるアク
ティブ・ナビゲータに至るまで、要求度に合わせてカスタマイズすることが可能で
す。 

 スーパー5000K 7KModelはインラインでフルタイム稼動するヘビーデューティの鉄
鋼業界をはじめ、毎分1万メートルに達するラインスピードの製紙業界、立体形状の
自動車などの加工業界、サブミクロンの検出を要求される半導体業界、透明体の微
細検査を行うガラス・フイルム業界に至るまで、広範なアプリケーションに対応し
ます。 

 

   

 

 

  

                        株式会社テクノス 
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Tokyo Venture Technology Award 

手軽に、気軽に、ポケット・イン 

 

 PALは今までの糖度計の概念を変える、全く新しいタイプの携帯型 

デジタル糖度計です。 驚くほどのコンパクトなサイズですので、気 

軽に野外や工場の現場内を持ち歩いて使用することができます。 

 

サイズ、デザイン、操作性、そして性能にあなたはきっと驚くでしょう。 

PALはあなたの糖度測定のフィールドを、そして可能性を広げます。 

 

人間工学に基づいた斬新なデザインは使いやすい。 

 人間工学に基づき、「使いやすさ」「わかりやすさ」を追究しました。その結果「持ちやす
さ」だけでなく、衛生面でも大きな特徴が生まれました。 

 不要な組立パーツを排除することで、危険な雑菌の繁殖の温床を減らす設計になったのです。
どの製品も衛生的であることを目指す努力を通して、完全なる丸洗い設計を採用しています。こ
の新しいポケットPALは、HAACPによって承認されたものであり、正確な測定を実現する「外光
誤測定防止機能(ELI機能)」「バックライト機能」を搭載しました。使用現場での全ての声が新し
いPALの開発に反映されています。  

 

特長 

* 水で基準合わせが可能 

* 測定時間はわずか３秒 

* 防水機能付 (IP65) 

* 誤って水に落としても浮くように設計 

* 軽量 & コンパクト, 100g 

* 片手で操作が可能 

* 自動温度補正機能 (ATC) 

* 温度範囲を100ﾟCに拡大     

* ストラップとカバー        水で丸洗いOK！ 

      ：2つの持ち運び用のオプション    いつでもきれいな衛生設計  

                 

 

測定方法 
 

 

 

 

 

                                                                               

 (1) サンプルを 2-3 滴、プリズム         (2) START キーを押します。       (3) 3秒後にBrix(%)を表示 

   面に滴下します。                                                                             します。 

ポケット糖度・濃度計 PAL-1 
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Tokyo Venture Technology Award 

株式会社アタゴ  

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

 

e-mail 

URL 

株式会社アタゴ 

雨宮 秀行 

1940 

96,000,000円 

160 

〒105-0011 

東京都港区芝公園2-6-3芝公園フロントタワー23階 

Tel. +81-3-3431-1943 

Fax.+81-3-3431-1945 

overseas@atago.net 

http://www.atago.net/ 

 平成１３年８月に アメリカ支社としてATAGO U.S.A. Inc. を南北アメリカの拠点として、ワシントン
州カークランドに開設しました。さらなるグローバル化のために努力し続ける中、各国支社を通じ世界
中の代理店とエンドユーザー両方への高い質での顧客サービスを維持することが、何より欠かすことの
できない企業理念です。 

事業概要 

会社概要 

 アタゴは昭和15年の創業以来、屈折計を
中心に数々の オプトエレクトロニクス製品
を開発してまいりました。 開発から加工・
組立・検査・ 出荷までの一貫したシステム
から生産される製品は、 現在、食品工業か
ら石油化学、 金属加工に至るまで実にさま
ざまな分野で使用されています。 

 

 アタゴ製品は、すべて日本で製造され、工
場を離れるまで、製造、組立、検査、梱包に
いたるまで、工場生産管理システムにて徹底
的な製品検査を受けます。このようにして高
品質で優れた操作への信頼の評価を維持し続
け、アタゴ製品は「信頼のブランド」として
認識を受け、世界154カ国のエンドユーザー
より最大限の信頼を得ています 
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ポケット糖度・濃度計 PALシリーズ  

 
PAL-1  

 

 

 

 

 

 
 

PAL-1 は Brix 0.0 ～ 53.0%
の測定範囲で、果汁・飲料・ 
スープ・ソース・調味料・各
種工業用液体までさまざまな
サンプルに対応できます。 

PAL-2  

 

 

 

 

 

 
 

PAL-2 は Brix 45.0～ 93.0%
の測定範囲で、ジャム・マー
マレード・ゼリー・はちみ
つ・濃縮果汁など高濃度の測
定に適しています。 

PAL-3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAL-3は Brix 0.0 ～ 93.0%
の広い測定範囲で、ほとんど
のサンプルに対応できます。
さらにBrix±0.1％の高精度
の設計です。 

 

 

 

 

 

PAL-11S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAL-11Sではほんの少しのサン
プルで、誰でも素早く血清タン
パク濃度を測定できます。防水
機能により、測定後の洗浄も簡
単です。  

PAL-102S 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PAL-102S は切削油の濃度測定
に設計されました。作動油や
洗浄液の希釈濃度の測定や濃
度管理に適しています。 

PAL-BX/RI  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Brix目盛と屈折率目盛のダブ
ルスケールです。Brix目盛は
0.0～93.0％のワイドレンジで
±0.1％の高精度、屈折率は
小数以下４桁まで測ります。 

株式会社アタゴ 

Tokyo Venture Technology Award 

PAL専用目盛シリーズ 

ポケット濃度計PALシリーズは現在約80種類の目盛をご用
意しており、サンプルの種類に合わせてお選びいただけ
ます。製品の仕様や納期については弊社営業部までお問
い合わせください。 
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アタゴ屈折計-豊富なラインナップ 

手持屈折計 MASTER シリーズ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 手持屈折計は屈折計のベーシックモデル
です。 
 MASTERシリーズは見やすさ、持ちやすさ、
サンプルの載せやすさ・先端からの排液の
しやすさ、従来のゴムグリップ不採用によ
る衛生面の向上、卓上での安定感などの機
能性を追求するとともに、デザイン性にも
こだわり、流れるようなフォルムと質感の
あるカーボン調のグリップを備える究極の
手持屈折計です。  

デジタル糖度・濃度計 Palette シリーズ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Paletteシリーズは、長年に渡って使いや
すさと機能面から信頼を得ているコンパク
トモデルです。 Paletteシリーズは、コン
パクトモデルでは高精度のBrix±0.1%持ち、
各種液体の濃度を直接読み取り可能なユー
ザースケール機能を搭載しています。 

デジタル屈折計 RX-αシリーズ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 高性能・高精度のデジタルタイプです。
測定をより正確に、簡単に行なえる器種で
す。 

インライン屈折計 

 

 

 

 

  
 
 
 

 工場の製造ラインの配管の一部に接続して、
連続測定を行う器種です。 
 配管内を流れる溶液の屈折率やBrix（％）
を常時監視することができます。 

                                                                                          株式会社アタゴ 
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はがせる水性塗料「マスキングカラー」 

【特 徴】 

■工業用の一時保護用塗料をはがせる塗料として一般向け化 
■塗った後からはがして別の場所に貼りなおすことのできる 
 水性塗料 
■はがせる塗膜とするため柔らかく適度に伸びのある樹脂を 
 使用 
 

【効 果】 

Tokyo Venture Technology Award 

■耐久性にも優れ屋外使用時にも著しい退色や劣化が起こら 
 ない人と環境にやさしい水性塗料 
■ウィンドウディスプレイ、内装の一時的変更など手軽に利 
 用でき用途拡大が可能 

【使用方法】 

■ノズルの付いたペンタイプ状の容器入りであり、ハケなどの 

 道具が不要 

■垂れにくい設計であり、簡単に描画可能 

■カラーバリエーション 

 レッド・グリーン・ブルー等（計20色） 

■容量は、Sサイズ38ミリリットル・Lサイズ168ミリリットル 

 （2種類） 
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太洋塗料株式会社 

Tokyo Venture Technology Award 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

e-mail 

URL 

会社概要 

事業概要 

 

•建築用および工業用特殊塗料の開発・製造・販売 と 路面標示用塗料の製造・販売 

•マスキングカラーの開発・製造・販売 

太洋塗料株式会社 

平本 光雄 

1951 

49,500,000円 

22 

〒144-0033 東京都大田区東糀谷6-4-18 

Tel. +81-3-3745-0111 

Fax.+81-3-3743-9161 

info@maskingcolo.com 

http://www.maskingcolor.com/ 
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超高精細高精度電子ビーム描画装置 
ELS-F125 

【特 徴】 

・最高125kVの高電圧で電子ビームを加速し、ビーム径を小さくすることで超高精細描画を実現 

・最小0.1ナノメートル以下の高精度位置決めも実現 

 （１ナノメートルは１ミリメートルの百万分の１）  

・次世代の半導体デバイスの研究開発装置として使用 

・微細化に貢献することで、光学デバイス、ナノテクノロジー等の産業に寄与  

【効 果】 

【電子ビーム描画の原理】 

Tokyo Venture Technology Award 

【製品写真と描画例】 

【主な納入先】 

《携帯電話部品》 

電子ビームが照射された部
分が現像によって溶解し、
パターンが形成される 

レジスト膜 

基板 

電子ビーム 

現像 

レジスト膜の電子 

ビーム照射部分が 

感光 

超微細なパターンを 

位置精度良く、加工 

 

5マイクロ
メートル 

カメラレンズ 

４ナノメートル 

加速電圧125KVで、世界最小
線幅４ナノメートルを実現 

平面レンズ用金型作製例 

《製品外観写真》 

・ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、京都大学、大阪大学、

情報通信研究機構、理化学研究所等  
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株式会社エリオニクス 

Tokyo Venture Technology Award 

株式会社エリオニクス 

岡林 徹行 

1975 

270,000,000円 

100 

〒192-0063 東京都八王子市元横山町3-7-6 

Tel. +81-42-626-0612  

Fax. +81-42-626-6136 

 

sales@elionix.co.jp 

https://www.elionix.co.jp 

 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

 

e-mail 
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会社概要 

事業概要 

 科学とその応用技術の進歩は、便利で快適な生活を作り出す

ことや自然環境の維持に於いて重要な役割を果たしています。 

近年、革新的な技術として注目をされているナノテクノロジーの

応用技術は、情報通信、ライフサイエンス、環境、エネルギーな

ど、あらゆる分野で研究開発が進められています。高度な機能

と高い性能を有する装置の存在は、最先端の研究開発の成果

に非常に重要であり、我々はこのような研究分野からの要求を

満足するような、真に役立つ装置の開発を目指しています。 

 お客様からの高度で多様な要求に、正確、且つ、スピーディに対応するため、社内の各セクション

が装置の企画、設計から製造、販売まで一貫して行うことが我々特徴であります。不確定要素や多

少のリスクを伴う新しい製品の開発に対して、我々は常にチャレンジすることで社会的責任を果たし、

お客様に信頼される企業であり続けたいと考えています。 
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株式会社エリオニクス 

Tokyo Venture Technology Award 

電子ビーム描画の応用 

●SAW （表面弾性波）デバイス 
特定の周波数帯の電気信号を取り出すための周波数フィルター 

ELS-F125で描画されたSAWデバイス用のパターン 

●次世代ハードディスク 

ビットパターンドメディア 

磁性層 

EBW-F150Cで描画された25nmピッチ
ドットパターン 

EBW-F150C： 

電子線ディスクマスタリング装置 

加速電圧： 150 kV 
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株式会社エリオニクス 

Tokyo Venture Technology Award 

当社製品 

●ナノ加工装置 イオンエッチング装置 

イオン成膜装置 

●ナノ観察・計測装置 

電子線三次元粗さ解析装置 

超微小押し込み硬さ試験機 

表面力測定装置 

新製品 
ENT-NEXUS 

超高精度電子 

ビーム描画装
置 

ELS-F100 

高スループット 
電子ビーム描画 
装置 

ELS-HS50 

ICPプラズマ装
置 

EIS-700 

ナノイオンビーム 
加工装置 

EIP-5400 

小型ECR 

イオンシャワー装
置 

EIS-200ER 

三次元粗さ解析 

走査電子顕微
鏡 

ERA-600FE 

電子線三次元粗さ 

解析装置 

ERA-9000 

ESF-5000Plus 

新製品 
超高精細高加速 
電圧電子ビーム 
描画装置 

ELS-F150 

電子ビーム描画装置 
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 Tokyo Venture Technology Award 

小型・高性能マルチターン飛行時間型質量分析計 

【特 徴】 

質量分析法は、環境、食品、セキュリティ、違法薬物分析等、
さまざまな分野で使われており、分析手法の一つとして欠かす
ことのできない技術です。具体的な例として、地下鉄サリン事
件、冷凍餃子への農薬混入事件、ダイオキシン汚染等で活躍ま
したが、それらの化学物質を正確、迅速、且つ高感度で分析可
能な手法は、質量分析以外にあり得ません。 
その感度は、東京ドームと同程度の水槽に、小さじ一杯の薬物
が混入したと仮定した場合、その溶液一滴あれば、その物質が
正確に同定可能です。 
しかしながら高性能質量分析計は、専門の研究機関で使用され
るケースがほとんどであり、よって各質量分析機器メーカーは、
装置のサイズよりも性能を優先し、商品化を行っているのが実
情です。それと比較し、当社製品であるinfiTOFは、小型であ
りながら、大型機に匹敵する高分解能(高性能)を有しており、
オンサイトにおける精密分析が可能となります。 

この光学系(右図)の最大の特徴は、周回軌道上に入射されたイオンの初期条件(入射位置、角
度、エネルギーの広がり)が異なっても、1周回後に入射位置と同じ位置に戻ることであり、理
論的には、周回を重ねてもイオンの減衰が生じない画期的な光学系(完全収束)を採用していま
す。この光学系の最大の特徴は、小型でありながら、高分解能が得られる事ですが、同一周回
上を質量(速度)の異なるイオンが周回を重ねますと、軽いイオンが重いイオンを追い越してし
まい、異なる周回数のイオンが混在して、データの信憑性を損ねる可能性が生じてしまいます。 

【原理、構造、既存製品との比較等】 

infiTOF 

infiTOF 

当社製品では、周回軌道
上にイオンゲートを置き、
まずは追い越しが生じな
い半周モード(低分解能)
で全域を測定し、特定の
領域をズームアップして
精密質量から物質を正確
に同定するのか一般的な
使い方となります。 
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ＭＳＩ.ＴＯＫＹＯ株式会社 

Tokyo Venture Technology Award 

MSI.TOKYO株式会社 

三木 伸一 

2008 

81,686,000 円 

3 

〒182-0036 東京都調布市飛田給1-3-10 

Tel. +81-42-426-4581 

Fax +81-42-426-4585 

info@msi-tokyo.com 

http://www.msi-tokyo.com 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

e-mail 

URL 

 

会社概要 

事業概要 

環境破壊、違法薬物、食の安全、テロの恐怖等、生活を脅かす危険に対する人々の不安は年々高
まるものの、その対策は残念ながら十分とは言えません。 
当社は、大質量分析計の技術を基に、「安全・安心」をテーマとする製品開発を継続的に行い、
人々が住みやすい環境づくりに貢献し、この分野での新規市場の開拓、及び飛躍的な市場拡大を
目指します。  

ガス分析のニーズは年々高まってきてお
り、半導体分野でのプロセスガスモニタ
リングや、これからの主力エネルギー源
として期待される燃料電池等に必要な水
素ガス中の不純物分析など、様々な分野
で活躍が期待されています。 
このデータは、アンモニアとメタンガス 
を混合したものですが、整数質量では 
重なってしまう成分を完全に分離 
して、確度の高い分析が可能とな 
ります。 
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The Tokyo Venture Technology Awards 

次世代型管端つば出し管継手  

“CFジョイント” 

・独自開発のセルフシール形ガスケットと締め付けストッパーを採用 

・従来型よりもボルト本数を半減、半根角ボルト採用で締め付けが簡単 

・従来型よりも重量を半減、外径もコンパクト、Co2削減にも寄与. 

・スパナ1本で締め付け可能、トルク管理が不要 
 
・施工性の大幅な向上、熟練工でなくても施工が容易 
 
・販売実績：羽田空港国際線旅客ターミナル、東京消防庁 
      ＪＲ東日本、ＪＲ西日本 

【特 徴】 

【効 果】 
ＣＦジョイントの内部構造 

締め付けストッパー兼ガスケット補強リング 

セルフシール形 
ガスッケト 

【原 理】 

締め付けストッパー兼ガスケット補強リング 

拡大図 

締め付け前 
の形状 

   水圧が増せば増すほどシール面の面圧が高まり、

シール効果が向上する構造 

87 



ノーラエンジニアリング株式会社 

堀田 幸兵 

1991年 

88,000,000円 

140名 

〒102-0072 

東京都千代田区飯田橋4-8-4 

Tel.03-3221-1222 

Fax.03-3221-1224 

 

Nowla＠alto.ocn.ne.jp 

http://www.nowla.co.jp/ 

会社概要 

 
               

The Tokyo Venture Technology Awards 

ノーラエンジニアリング株式会社 

• 建築設備配管及びプラント配管の設計 

• 同上配管プレハブ・ユニット加工及び同製品販売 

• 配管材料の販売 

• 上記に関するコンピューターソフトウェアの開発・販売 

• 電気・給排水・空調設備の計画、調査、設計 

• 上記に関するメンテナンス業務 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

 

 

e-mail 

URL 

 

事業概要 
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The Tokyo Venture Technology Awards 

ノーラエンジニアリング株式会
社 

【スタブエンドと溶接が不要な管端つば出し加工】 

【管端つば出し加工の加工工程】 

④加熱終了後、ﾊﾞｰﾅｰをはずす。 
 

①鋼管を挿入し、固定する。 
（ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞは先に入れておく） 

②温間加工の場合は、加熱用 
バーナーを挿入する。   

③バーナーを点火、加熱する。 
（注）品種・用途により加熱温度 

     調整をｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ制御する。   

⑤ノーラピンを挿入する。 
 

⑥ノーラピンを回転させ、フレア加工する。 
（注）フレア加工角度は0～90°の 

    間自由な角度が選択可能。   

【特 長】 

•スタブエンドが不要 ・溶接箇所の節減 

•工事現場の作業環境改善 ・施工が容易、工期短縮 

•コストダウン ・ＣＯ2削減 

 ＣＦ ジョイント 

CFジョイント（又はルーズフランジ） 

管端つば出し加工 

管 

ノーラマシン Ｗ-400型 
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The Tokyo Venture Technology Awards 

ノーラエンジニアリング株式会社 

            
型式 

仕様 
W-400 W－200 

マシン外寸 幅：1530 奥行：2500ｍｍ 
高さ：1700ｍｍ 

幅：1000 奥行：1800ｍｍ 
高さ：1350ｍｍ 

マシン重量 4500ｋｇ 2500ｋｇ 

電源 Φ3.0×200V 60A 50Hz/60Hz Φ3.0×200V 30A 50Hz/60Hz 

加工可能な管の材質 ステンレス鋼管、炭素鋼管 ステンレス鋼管、炭素鋼管 

加工可能な管の厚さ ステンレス鋼：1.5mm～5.0mm 
炭素鋼：4.2mm～8.2mm 

ステンレス鋼：1.2mm～4.0mm 
炭素鋼：2.8mm～6.0mm 

加工可能な管の外径 ○炭素鋼管 
SGP（黒）：65A～400A、 
SGPW（白）：65A～300A 
STPG370Sch40；65A～150A 
○ステンレス鋼管 
TPD：75Su～300Su 
TPA、TPYSch5S/10S：65A～300A 
TPA20S：65A～150A 
  

○炭素鋼管 
SGP（黒）：20A～200A、 
SGPW（白）：20A～200A 
STPG370Sch40；20A～100A 
○ステンレス鋼管 
TPD：30Su～200Su 
TPA、TPYSch5S/10S：20A～200A 
TPA20S：20A～100A 

 

温間加工 ステンレス鋼管 
（温度150～200℃） 
亜鉛めっき鋼管（白） 
（温度350～400℃） 

ステンレス鋼管 
（温度150～200℃） 
亜鉛めっき鋼管（白） 
（温度350～400℃） 

冷間加工 炭素鋼鋼管（黒） 炭素鋼鋼管（黒） 

温間加熱ガス プロパンガス・酸素 プロパンガス・酸素 

【ノーラマシンの仕様】 

【温間加工の特長】 

•ステンレス鋼管の場合：加工硬化の低減・マルテンサイト化防止・非磁性の保持 

•炭素鋼管の場合：亜鉛メッキ鋼管の場合は、メッキが剥がれず補修が不要 
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ブリオコート® 

パンフレット表紙 商品パッケージ 

Tokyo Venture Technology Award 

 

特徴 
•印刷物の高付加価値装飾技術 

•印刷物表面に微細レンズを作成することにより、装飾性・デザイン性の高い印刷物を実現 

•特殊UV樹脂、区画線インキを用い、既存の印刷機で製作可能 

•数多くのパターンデザインから選択可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果 
•独特なキラメキ感のあり装飾性・デザイン性が高い印刷物を製造可能 

•複製が困難であり、偽造防止効果が高い 

•生産効率がよく、付加価値の向上に比してコスト増が少ない 

•顧客満足度が高く、リピート受注が非常に多い 

 

原理 
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事業概要 

会社概要 

会社名 

代表取締役 

設立 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

e-mail 

URL 

 

グラパックジャパン株式会社 

湯本 好英 

1925 

100,000,000円 

100 

〒131-0034 東京都墨田区堤通2-7-38 

Tel. +81-3-3616-1290 

Fax. +81-3-5630-1186 

k_ishibashi@grapac.co.jp 

http://www.grapac.co.jp/ 

画像と造形に関する製造およびサービス 

 1.パッケージ/印刷 

   • オフセット印刷、パッケージ製造、カード製造 

 2.3D関連事業 

   • 3D印刷素材「HALS® (ハニカムアレイレンズシート)」 
   • 高付加価値装飾技術「ブリオコート®」 
   • レンチキュラープリント 

3.デジタル画像素材 

   • デジタル素材集、ダウンロード販売 

 
             グラパックジャパン株式会社 
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グラパックジャパン株式会社 

HALS®はマイクロレンズシートです 

印刷印刷素材ＨＡＬＳ® 

UVオフセット印刷機で手軽に3D表現を実現 

レンチキュラーのような専用処理ソフトが不要 

販促ツール、パッケージ、偽造防止など 
 幅広い用途に応用可能 

0.25mm〜0.5mm厚までラインナップ 

既に、世界約30カ国での販売実績 

HALS®（Honeycomb Array Lenz Sheet）は、グラパックジャパンの特許製法により製造されたマイクロレンズ

シートです。微細なレンズが配列されたHALSシートに、裏面から専用パターンを印刷することにより、奥行き感

のある3Dテクスチャが視覚化されます。 

ＨＡＬＳ®の立体効果は、3Dメガネや特殊な観察方法を必要とせず、誰にでも裸眼立体視が可能です。また、レ

ンチキュラーレンズと異なり、360度どの方向から見てもスムーズな3Dイメージが得られます。 

ＨＡLS®の印刷では特殊な立体撮影や、3Dグラフィックソフトは使用しません。従来の印刷技術の応用で立体感

のあるイメージを制作できます。 

ベース素材（PP、PET）の表面には微細なレンズが規則正しく並んでいます。 
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グラパックジャパン株式会社 

HALS®の印刷の流れ 

HALSの裏面に、専用パターン（3D効果を生み出す特殊ドットパターン）を印刷し、 
おもて面からレンズ越しに見ると、立体感のあるパターン模様が視覚化されます。 
おもて面に、カラー印刷（4色グラフィック部分）を施します。 

HALS®シート印刷のための推奨条件 

1. 3D印刷のための適切な技術スタッフがいること。 

2. 幅28インチ以上のUVオフセット印刷機が導入されていること。 

3. CTP出力解像度、2,400dpi以上（推薦4,000dpi以上）であること。 

4. 透明素材への印刷実績があること。  

HALS®ビジネスパートナー募集 

グラパックジャパンと共にＨＡＬＳ®、そして立体印刷ビジネスを開拓するパートナーを募集しております。 
ニーズに適したビジネスモデルをご利用下さい。 

●ＨＡＬＳ®シート原反の販売 
ＨＡＬＳ®シート印刷に必要な条件を満たす印刷会社様向けに、印刷用ＨＡＬＳシートの原反を販売しておりま
す。 
●ＨＡＬＳ®完成品のＯＥＭ製造 
製造業務を行わない企業様向けに、ＨＡＬＳを利用したさまざまな用途の完成品で提供します。 
 

お手軽にお試し頂けるスターターパックを用意しております。 
お気軽にお問い合わせ下さい。 

Tokyo Venture Technology Award 

スターターパック内容 
•HALS®レンズシート 
•HALS®クイックマニュアル 
•HALS®パターンデータCD-ROM 
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