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  ホットメルト樹脂による接合 

異種材接合を可能に!! 色々な方法で簡単に接合可能！ 

 ◆特長 
 ・脱脂以外に金属や樹脂などの被着体 
  素材に特殊な前処置が要らない 
 ・ホットメルト樹脂と被着体をホットメルト 
       樹脂の融点以上に温度上げる事で接合が可能 

 ・僅かな圧力と時間で接合可能！ 
 ・接着剤の切り替えに最適！ 
 ・接着剤との違い 
  ：射出、押出成形機を用いて成形可能 
  ：融点以下に冷える事で接合可能。 
   エージング時間が不要。 
 

◆東レ・デュポン㈱製 ハイトレル®  
 ・ポリエステル系エラストマー樹脂 
 ・弊社支給可能形態：シート、フィルム、ペレット等 
  フィルム厚：25μm～200µm 
  フィルム幅：～1000mm迄    
 ・異種材接合グレード：融点違いで3種類（142，163，190℃） 
 
◆用途 
  異種材接合用、防水・防塵シール用、２色成形用、フィルム等 
  の接合用に最適！ 
       
                             

 

※寸法・上記方法、規格については応相談 

 ◆接合可能例 
 ・金属／金属、金属／熱可塑性樹脂、 
    金属／ＣＦＲＰ、他ガラス等 

「ハイトレルⓇ」「HytrelⓇ」は米国デュポン社の登録商標です。 
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  1.溶融紡糸製法での繊維  

  2.びびり振動切削法での繊維 & 銅・黄銅チップ 

◆特長 
 ・耐食性に優れる 
 ・熱伝導率の効果が期待 
 ・粉塵爆発の危険性なし 
◆寸法規格 
 ・材質：アルミ・錫・亜鉛等 
 ・繊維径：50μmφ  and 100µmφ 
 ・形状：不織布・焼結板・短繊維 
◆用途 
 ・吸音材、フィルター材、フィラー材  

※寸法規格については応相談 

びびり振動製金属繊維 
◆特長 
 ・均一なファイバー形状 
 ・三角柱形状で樹脂等への馴染みがよい 
◆寸法規格 
 材質：銅・黄銅・アルミ・ステンレス・鋼等  
 繊維径：15μmφ～90µmφ  
 長さ：  0.5mm～ 
 形状：短繊維・焼結板 
◆用途 
 ・摩擦材、焼結用素材、フィラー材 ※寸法規格については応相談 

◆特長 
 ・ランダム形状に破砕することでインデント効果 
 ・御要求の粒度に分級可能 
◆用途 
 ・摩擦材、ライニング材、フィラー材 

金属繊維 

銅・黄銅チップ 
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 1. アルミハニカムコア   

 2. 焼結金属 

 3. 金属不織布 

◆特長 
 ・容積比の97%が空気の為、超軽量 
 ・流体を整流させる整流性 
 ・六角形セル構造により高強度高剛性 

◆寸法規格 
 ・長さ 1200mm迄 
 ・幅  2400mm迄 
 ・厚み 4.0～198mm迄 

◆用途 
 ・建材パネル、整流、フィルター 

◆特長 
 ・空孔同士が繋がっており高い通気性をもつ 
 ・被表面積大きく放熱効果が高い 

 ◆対応品種 
  ・Cu Al Ti SUS 等 
  ※上記以外焼結処理できる素材各種ございます 

◆用途 
 ・フィルター、防爆、バブリング 

◆特長 

 ・コイル切削法からの加工の為、多品種の 

  不織布が製造可能 
 ・連続した空孔を持つ為、高い通気性をもつ 

◆用途 
 ・フィルター、消音材、放熱材 
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  異形条加工（素材表面を切削加工）  

 バリ無しスリット加工 

◆特長 
 ・内部応力の低減とバリの低減による 
   素材の変形リスクの低減 

 

 
◆加工範囲 
 ・材質：銅・銅合金 
 ・板厚：0.3mm～3.0mm 
 ・板幅：10mm～600mm幅迄 

 
ｽﾘｯﾄ断面図 

形状見本 

◆特長 
 ・部品の一体化が可能 
 ・自由な設計が可能 
 
◆加工範囲（銅、銅合金の加工） 
 ・板厚： 0.5mm～2.0mm 
 ・板幅： 15mm～120mm 
 ・切削可能幅： 6mm～60mm 
 ・切削可能深さ： 0.2mm迄 
 ・面粗度： 約6μm 
 ・切削角度： 45°(±5℃) 
 ◆用途 

 ・ｽｲｯﾁ部品、バネ部品、接合品  

※加工寸法については応相談 

◆用途 
 ・精密プレス部品等の素材 
 ・各種バスバー用素材 
 ・変圧器用素材 
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 ヒュージング接合箇所に新たな素材の御提案！ 

◆特長 
 ・リン銅ロウ材を銅素材に直接クラッドしたコイル材料 
 ・ロウ材を銅素材にクラッドしてあるので効率よく溶接可能  
 ・クラッド材なのでプレス加工性良好  

◆仕様 
 ・板厚  (0.5)～1.5ｔ 
 ・条幅  (10)~50mm迄 
 ・ロウ材 リン銅ロウ各種（BCuP1～6  ロウ付け温度690～930 ） 

 ・形態  インレイ，オーバーレイ他 
        ◆用途 
 ・ヒュージング端子、モータ端子 
  、クリップ端子等 

  

※加工寸法については応相談 
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リン銅ロウ材各種を銅条材上
にインレイ・オーバーレイ 

クラッド加工しているコイル 

完成品 

ヒュージング法での接合箇所にご提案！ 
先に素材の方にロウ材をクラッドしてあるので、 
ロウ付けの後加工が楽になります！（工程の
簡素化が可能です） 

リン銅ロウ材 

リン銅ロウ材 

リン銅ロウ用素材 



 流動浸漬塗装による新たなコートの御提案！ 

◆特長 
 ・絶縁塗装コートを短納期、少ロットより対応 
 ・全面、部分コート可能 
 ・被着体を最初から温めておくことによりコート時間短縮 
  通常の粉体塗装約３０～４０秒⇒約２～３秒に短縮！  
 ・エッジ部の厚み、絶縁性も取れる 
 ・液垂れ等無し、非常にきれいに仕上がります 

  
◆仕様 
 ・種類：ＰＰ、ＰＡ、ＰＥ、ＰＶＣ、ＥＶＡ、エポキシ等 

 ・厚み：５００μｍ～ 粉体塗装では出せない厚み！ 
 ・部分コートも可能（マスキング方式） 
   マスキング無い方法も対応可能！ 
 ・色 ：グレー、黒、緑等（別途ご相談） 
        

◆用途 
 ・バスバー用絶縁、建材、防音、消音、保護・緩衝材 
  、各種キャップ品等 
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    ☝ 左より順番に： 
     エポキシ（緑）、エポキシ（グレー）、ＰＡ（黒） 
 

 

☜ 複雑な異形形状も得意です。 
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フリーブレンドインジェクション成形工法 
⇒金属粉末等と一体成形出来る樹脂成形技術！ 

◆特長 
 ・ペレット工程を通さずに配合が可能 
 ・ペレット工程カットによる工程数削減 
 ・コンパウンド樹脂に金属粉末等を混ぜた一体成形が可能。 
 ・同じ金型で素材だけ変えて成形可能 
 ・金属配合比率も自由に管理が可能 
 ・少ロットでのカスタム仕様設定が可能 
 ・素材より金型・成形まで一貫対応 
◆配合可能材料 
 ・金属粉末（銅、鉄、SUS、タングステン等） 
 ・その他粉末（樹脂、陶器、CF、GF、木粉、香料・忌避剤等） 
  ※粉末大きさは200メッシュ以下程度 
  ※金属配合は最大70%まで 
 ◆用途 
 ・外観装飾品、住宅設備、事務機器、事務用品、化粧品・ケース等 
◆主な効果 
 ・高級感の付与（金属の比重を活かし、重厚感のある成形品に） 
 ・色調の演出（表面を金属調・陶器調等に） 
 ・感触の演出（金属調の手触り感、冷たさ、シボ感等） 
 ・陶器調の成形品（陶器と見間違える、割れない、寸法精度が出る） 
  

※加工寸法については応相談 

商品ごとに自由な組み合わせで原料配合できる！ 
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【製品例】 
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 超薄型！アルミベース放熱シートのご提案 

新しい熱対策！！ 

セラミックス薄膜形成技術で最大３０％の熱低減を実現！ 

①「セラックα」 により優れたふく射放熱を実現 

②薄い！軽量！フレキシブル！自由度の高い熱対策を実現 

③ふく射による放熱は、筐体内の雰囲気温度が上がりにくい 

④セラミックス（無機系）を使用した環境に優しい部品 
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 放熱シートの適用分野 

熱拡散性に優れた 

アルミベース 

ハードタイプ 

※加工寸法については応相談 

◆用途例＜半導体関連機器＞ 

 ①スマートフォン：メインIC、電池の放熱等 

 ②タブレット端末：メインIC、電池の放熱等 

 ③スティック型PC：メインICの放熱等 

 ④ノート型PC（小型PC）：サウスブリッジ等 

 ⑤ビデオカメラ・デジタルカメラ：動画用IC等 

 ⑥ルーター端末：メインIC等 

◆用途例＜照明関連機器＞ 

 ①液晶テレビ（モニター）：ドライバIC、メモリ、LED等 

 ②高輝度業務用モニター：ドライバIC、メモリ、LED等 

 

 

 

 


