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１．全体概要
・期日：２０２０年１／２９～３１
・会場：ビッグサイト 西ホール
・ 「３次元加飾技術展」 、「機能性材料展」、「Flex」からなる コンバーテック総合展。

その他nanotechなどが同時開催されている。
・入場者数：展示会全体で、４７６９２人（2019：４３，６２２人、2018：44,437人 ）
・出展社・団体数（全体）：、343社、686小間（昨年並）。

加飾関係：５３社、加飾ゾーン１３ブース/１８共同出展社で、昨年より大幅減少
（昨年６８社、１７ブース/２１共同出展。

２．加飾関係の出展企業のまとめ 別紙参照
３次元表面加飾技術展以外のゾーンでの加飾を含む加飾関係の出展は別紙の５３
社で昨年、一昨年より減少、（昨年６８社）。 加飾ゾーンのみでは３１社で、こちらも
ゾーン数、共同出展社数とも減少（昨年３８社）。
加飾ゾーンでは、一昨年２４ブース＋１４共同出展、昨年は１７ブース＋２１共同出展
であったのが、今年は１３ブース＋１８共同出展社と大きく減少している。
加飾研は１ブース＋１３共同出展社と貢献しているが、事務局サイドの営業努力不足
が年々目 につく。

３．セミナー
・展示会事務局主催の加飾関係のセミナーが４件、加飾研主催セミナーが３件行

れた。全スピーチとも、立ち見がでる盛況であった。別紙を参照。
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４．加飾技術研究会本体の状況 別紙参照
・名刺交換を中心とする来訪者３０２人、技術相談等２４件、加飾研入会検討４６件、

加飾のキーノートスピーチの資料後日送付２０６件、加飾書籍著者割引パンフレット
１００件（いずれも名刺交換者）であった。入会検討、書籍検討は、盛況であり、
技術相談件数は昨年比増加したが、来訪者数、資料後日送付数はかなり減少し
た。（最大の原因は、加飾ゾーン出展社の減少、加飾ゾーンと来訪者の減少）

５．レポート作成者の出展企業訪問 別紙参照
・検索で“加飾”をキ―タームとして登録している会社を中心に、３６社を訪問した。
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６．加飾技術分野別の状況 青字は加飾技術研究会会員
１）加飾共通で、加飾技術研究会が、会員企業１３社と共同出展し、加飾研の案内

資料、技術資料、加飾技術分野別のサンプルを展示し、特に、加飾サンプルは
より充実させ、５つの大きな分野に分類して展示。加飾技術に関心の高い方に
は好評だった。

２）ＯＭＤ（ｱｳﾄﾓｰﾙﾄﾞﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ）で世界のベスト３メーカー布施真空、ナビタスニーズ、
浅野研究所が今年も揃って出展し、展示の中心となっていた。

３）ＩＭ－Ｄ（ｲﾝﾓｰﾙﾄﾞﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ）での中心会社のＮＩＳＳＨＡ、大日本印刷、出光ユニ
テックは展示がなく残念だった。

４）基本フィルムメーカーの出展は、今年はなしに終わった。（日本ポリプロがロン
ビックの一角に展示）。

５）加飾フィルム・箔および成形は、加飾研ブースで、星製作所、アイカ工業、日研、
千代田インテグレ、MONAｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、ニデック、東洋レーベル、日商商事が
出展し、その他、東洋インキＧ、ローヤル工業、イルミネーション、明和グラビア、

フジコー、五洋紙工、フタムラ化学、リンテック、ラボの１９社が出展した。
６）ＮＳＤ（Non Skin Decoration）は、ロンビックが原着材料の展示、精工技研が金

型微細加工を展示し、大塚テクノも展示した。
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７）構造色は、nanotechで、展示されることが多く、実態は不明（訪問せず）。
８）インクジェット印刷はミマキエンジニアリング、パナソニックプロダクツ、ＳＩＬテクノ

ロジー３社が出展し、パッド印刷でスペースシステムズ、インキでは、
帝国インキ、東京インキ、その他、印刷機など８社が出展した。

８）表面処理、コーテイング材は、日本化工塗料が展示した。
レーザーマーキングは、三琇プレジッションが展示した。

９）めっきはイオックが展示した。
１０）Ｐｉｃｅｌ－Ａ、原製作所など５社が、 ３次元スキャンテクノロジ協会のブースで

出展した。
１１）その他、NBCメッシュがメッシュ加飾品、冨士フィルムがグラフィックシステム、

コニカミノルタが加飾フィルムの計測器の展示を行った。
１２）ソフト表皮材貼合、真空製膜、植毛の出展は今回も見られなかった。
１３）その他、天童木工が、成形木材によるを成形品を出展。

＊来年は、ＩＭ－Ｄの中心企業のＮＩＳＳＨＡ、大日本印刷の出展、今回出展を見合わ
せた加飾フィルム関係の主要企業の出展を期待したい。また、光輝性原着材、
Ｈ＆ＣなどのＮＳＤの拡大を期待したい。
さらに、３次元スキャナテクノロジ協会、加飾技術研究会のようなスタイルの共同
出展の拡大も期待したい。
いずれも事務局の出展社の確保奮起を期待したい。
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２．加飾関係の分野別出展企業

3次元表面加飾技術展出展企業 分野別
小分類 機能材、プリンタブル nanotech等 出展社

０．共通 加飾研（＋13＋１社） 2
協会、研究会等 三次元ｽｷｬﾝﾃｸﾉﾛｼﾞ協会（＋5社）

１．フィルム加飾 ２）OMDシステム ＊布施真空㈱、＊ナビタス㈱ ３
　成形システム ＊浅野研究所
２．加飾フィルム、 １）基本フィルム ０
　成形メーカー、 ２）加飾フィルム、成形 イルミネーションズ、＊ローヤル工業 五洋紙工、フジコー １７
　関連メーカー （含むﾎｯﾄｽﾀンﾌﾟ等） （＊星製作所、＊アイカ工業、＊日研、 ＊東洋インキＧ（TOYO CHEM)

＊千代田ｲﾝﾃｸﾞﾚ、＊名栄社、＊ニフコ リンテック、明和グラビア
＊MONAｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、＊東洋レーベル、
＊日信商事、＊ニデック）

３）フィルムの加工等 フタムラ化学、三登商事 ラボ ３
４）加飾フィルム用樹脂 （＊日本ポリプロピレン） １

３．ＮＳＤ １）原着樹脂、染色 （＊ﾛﾝﾋﾞｯｸ） １
２）シボ、ブラスト （＊精工技研） 大塚テクノ ２
３）金型表面く品位転写 ０

４．二次加飾 １）インクジェット ﾐﾏｷｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ パナソニックプロダクツ SIJﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ４
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ

２）印刷、インキ、 帝国インキ、 東京ｲﾝｷ、ｴﾑﾃｰﾃｯｸ、松尾産業 １０
東京ﾊﾟｯｸ/正栄ﾏｰｸ ﾕﾆｵﾝﾃｯｸ、ｴｽﾋﾟｰｿﾘｭｰｼｮﾝ、
（＊スペースシステムズ） 宮川ﾛｰﾗｰ、スペースシステムズ

３）表面処理、ｺｰﾃｲﾝｸﾞ剤 ０
４）めっき イオックス １
５）塗装、ﾚｰｻﾞｰﾏｰｷﾝｸﾞ 三琇ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ ＊日本化工塗料 ２

５．その他　 １）ソフト加飾 ０
２）構造色 ０
４）スキャナ、ＣＭＦ、計測等 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ、（PicelｰA、原製作所など５社） ６
５）その他 ＮＢＣメッシュ、 １
加飾関係 １４(ﾌﾞｰｽ)＋１９(共同)社＝３３社 １９社 １社 ５３社
２０１９年 １７(ﾌﾞｰｽ)＋２１(共同)社＝３８社 ２７社 ３社 ６８社
２０１８年 ２４(ﾌﾞｰｽ)＋１４(共同)社＝３８社 ２４社 ５社 ６７社
２０１７年 １６（ブース）＋４（共同）社＝２０社 １８社 ８社 ４６社
＊：加飾研会員出展１９社。（　）は共同出展社、赤字は桝井が訪問しなかった企業。

分野 他展示会出展企業
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３．加飾関係の分野別、年度別出展数

２０２０年 ２０１９年 ２０１８年 ２０１７年 ２０１６年 ２０１５年

大分類 小分類

共通 研究会、協会 2 2 3 1 0 0

フィルム加飾 OMDシステム、装置 3 3 3 3 3 3

フィルムand/or成形 21 24 26 18 18 11

（関係先を含む）

NSD 高外観原着材 1 2 1 1 0 1

シボ、ブラスト 2 1 0 1 2 1

金型表面高品位転写 0 0 0 0 0 0

構造色 0 0 0 4 1 1

ソフト加飾 0 0 0 0 0 0

２次加飾 印刷、インキ、ｺｰﾃｲﾝｸﾞ 14 16 14 9 10 6

真空製膜 0 0 0 0 0 0

めっき 1 4 2 3 1 2

塗装、植毛、ﾚｰｻﾞｰﾏｰｷﾝｸﾞ 2 2 5 2 2 1

その他 スキャナ等 6 8 3 0 0 0

その他 1 4 3 2 1 0

53 ６８ ６７ ４４ ３９ ２７

（５２） （６５） （６２） （３８） （３５） （２５）

33 ３８ （３８） （２３） （２６） （１５）

注１）加飾に分類される展示であっても、出展社のご都合で、他のゾーンで展示される場合も多く、

　　　本表では、全ゾーンでの出展を示す。

　　　（他の展示会は加飾ゾーンはないので、自ずとこの基準での集計）

　　　（どこまで加飾に含めるかは明確ではなく、本集計では、広く対象としている）

展示内容

加飾合計

（Nanotech除外）

（内、加飾ｿﾞｰﾝ）
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４．加飾技術研究会の来訪、対応状況－１

２０２０年 ２０１９年 ２０１８年 ２０１７年
47,692人 43622人 44437人 53106人

出展社（全体） 343社、686小間 352社、672小間 298社、549小間 543社、686小間
加飾関係の 加飾ゾーン １４ﾌﾞｰｽ+１９共同*1 １７ﾌﾞｰｽ+２１共同 ２４ﾌﾞｰｽ+１４共同 １６ﾌﾞｰｽ+４共同
出展 全ゾーン ５３ 68 67 44
来場者数 加飾研のみ ３０２＋α ３５９＋α ２９９＋α １１９＋α
相談 技術相談 ２４（１７）*2 １０ ９ ７

その他 ３ １
書籍 案内、検討 １００ α ６ *3

購入 ４５*3 ８ ２５ *1
加飾研 入会検討 ４８ ８ ９＋α ９
資料要求 ｷｰﾉｰﾄ講演資料 ２０９*4 ３２１ １９９ ９１

他の技術資料 展示せず 多数展示 ３９ 展示せず
注１）＊１：他ゾーン３ブースが、今回加飾ゾーンで出展し、本来なら、１１ブース、１９共同出展。

　　　＊２：技術相談２４件、MTO技術研究所への要望を除くと１７件。

　　　＊３：2020/2/末での、著者割引販売数４５冊、献本５冊。＊４：キーノート講演の聴衆は３６４名（事務局目視集計）

項目
全展示会の入場者数
（含むnaotec等の他の展示会）
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１．全展示会の入場者総数（nanotec等を含む）は１０％ほど増えているが、加飾ゾーン
への訪問者は、かなり減少していると思われた（実感）。

２．加飾研ゾーンは、昨年の賑わいが感じられなかった。昨年も出展された共同出展の
数社も、同じ評価をされた。

３．加飾研への訪問者、講演資料要求等が、相当減少している。
（一昨年並で、昨年が異常に多かったとも言える）

その要因は、下記が考えられる。
①加飾ゾーンの出展者、ブースの減少
②加飾ゾーンへの来訪者の減少
③加飾研ブースが講演会場から離れていた
④加飾研ブースの配置が、３辺囲みの配置で、加飾研ゾーン内の導線がなく、一体

感が乏しかった、
⑤会期中の例会が、逆効果となった（加飾研ゾーンから離れた会場に流れた）、
⑥加飾研対応者の対応方法（名刺を受け取らないで対応する人、また、技術相談、

サンプル説明等に注力する人がいた）

総合的にみると、①、②が根本原因で、講演聴講者数（昨年より多かった）と資料要求
者の差、ならびに、昨年は、ブースが会場の直ぐ近くであったことを考慮すると、
③も大きな要因と推察される。

（昨年との比較）

４．加飾技術研究会の来訪、対応状況－２
ＭＴＯ技術研究所



５． セミナー

分類 時間 講演内容 講演者 聴衆＊

事務局
セミナー

10:20～1110 １）プラスチック加飾技術最前線　（ｷｰﾉｰﾄｽﾋﾟｰﾁ）
MTO技術研究所 所長 兼加飾技術研究会 副会長
桝井捷平氏

３６４人
（最大）

11:10～11:40 ２）ニーズにこたえるオンデマンド加飾 冨士フィルムR&D統括本部研究主幹伊藤忠氏

11:50～12:20
３）デザイナーの求める３次元加飾 意味のある
サーフェスが新たな価値を生む

MORROW/CREATION 諸岡信一氏

12:30～13:10 ４）深化を続けるTOMマシン（ラボサイズからウル 布施真空 代表取締役 矢葺勉氏

　　トラサイズマシンまで）

　　３次元表面加飾の域を超え、世界に貢献

ADT例会 14:05～14:35 １）サーフェスデザイン最前線２０１９ ＰＩＸＥＬ 山本義政氏

　 14:40～15:10 ２）スクリーン印刷で実現できる高付加価値印刷 帝国インキ製造 研究部 主任研究員 杉山威史氏

15:15～15:45 ３）ヤマハ発動機における加飾技術開発 ヤマハ発動機 生産技術本部 主査 高井浩之氏

15:45～16:05 ４）加飾技術研究会　会員プレゼンテーション 加飾研 共同出展者

注１） ＊：展示会事務局目視集計

㎏
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以下加飾関係の代表的な展示状況を示す。
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６．加飾技術研究会の展示－１

加飾技術研究会は、会員企業１３社と共同出展した（３コマ）。加飾研への入会検
討、書籍の著者割引購入検討、技術資料要望、技術相談、サンプル見学とも、概
ね活発だったが、昨年ほどの賑わいが感じられず、集計すると、やはり、来訪者
数、講演資料要求数は、昨年をかなり下回っていた。

加飾技術研究会展示状況

加飾技術研究会の加飾サンプル展示
加飾技術を５分野に分け、代表的な

サンプルを展示

新プラスチック加飾技術
の最近動向と今後の展望
書籍
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１）パネル３枚
①加飾技術研究会案内
②加飾研究会の活動フィールド（加飾技術の分類など）
③加飾技術の活動状況

２）資料
①上記①、②のパネルの資料、
②基調講演資料
③１／１７発刊の加飾書籍 「新プラスチック加飾技術の動向と今後の展望」

及びその著者割引販売案内 （書籍はオールカラー）
④その他

３））加飾技術分野別のサンプル 詳細は別紙

加飾技術研究会の展示品

６．加飾技術研究会の展示－２ ＭＴＯ技術研究所



（パネル）
６．加飾技術研究会の展示－３ ＭＴＯ技術研究所



７．加飾研共同出展社の展示－１

加飾技術研究会は、会員のロンビック、アイカ工業、星製作所、日研工業、精工
技研、千代田インテグレ、スペースシステムズ、名栄社、ニデック、ニフコ、MONA
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、日信商事、東洋レーベル様の１３社と共同出展した。
（各社の状況は別紙）

共同出展社の状況

会場前のブース。右奥にさらに、３社の展示台。加飾
研を含め、１４社。（会場前の様子）

ＭＴＯ技術研究所



（展示状況）

分類 会社 商品名等 概要
加飾技術研究会 ・資料、成形品サンプル、　 ＊ ・加飾研会員企業１３社と共同出展。技術相談、加飾の各分野のサンプル、基調講演

　技術相談、書籍案内 　資料、書籍、著者割引案内、基調講演資料、書籍、著者割引案内を展示。
・加飾の各分野のサンプルは加飾技術の全容がわかると好評。技術相談１６件。
・加飾研入会検討４８件、講演資料要望２０６件、書籍著者割引検討１００件、の提供

【１３社が共同出展】 　要望があった。
ロンビック ・原着材料成形品　　　　　　　＊ ・軟質樹脂からエンプラまでの現着樹脂、成形品を展示。PP向け高彩色マスターバッチ
　（日本ポリプロピレン） 　（オールPPのTOM成形品　　＊） 　（染料）も展示。（着色フィルム／接着層／基材オールPPのTOM成形）
星製作所 ・天然木フィルム他のインサート成形＊ ・本杢の貼合成形（IMW工法）、和紙貼合成形等
アイカ工業 ・３次元加飾ハードコートフィルム＊ ・伸び250%／鉛筆硬度H～2Hのアフターキュア不要のフィルム、耐摩耗、対摩耗タイプ

　もある。
・高成形ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ塗料 ・ハードコートフィルム用塗料。伸び30%／鉛筆硬度2Hから300%/HBまで各種あり。

精工技研 ・精密金型、断熱金型、微細転写技術＊ ・V溝クロス、レンズアレイ等の微細転写技術、加飾技術。成形のみでメタリック調。
・医療、バイオ用射出成形品 ・微細マイクロプレート、微細ディッシュなどとして利用。

名栄社 ・超高圧成形、３次元加飾　　　　＊ ・シルク印刷等のフィルムを超高圧成形⇒インサート成形。蒸着フィルム使用電波透過、
　両面印刷／バックライトで様々の見え方。

日研 ・３Dラミネート　　　　　　　　　　　　＊ ・TOM工法利用で、設計から、加飾まで一貫体制。
千代田インテグレ ・テクスチュア加飾、金属調加飾＊ ・杢目を忠実再現の印刷と凹凸感を助長する光沢感の調和、金属調スピン研磨加飾など。

・カバーレンズへのスモーク加飾＊ ・ガラスパネルトスクリーン印刷と反射防止フィルム貼合による車載用ディシプレーカバーレンズ。

ニフコ ・フィルム加飾技術　　　　　　　　＊ ・側面部の完全加飾技術、フラットシャッターホルダー等。
ＭＯＮＡｺｰﾎﾟﾚｼｮﾝ ・加飾フィルムの薄膜塗工　　　＊ ・１工程での積層コーテイングなど。
ニデック ・易成形ハードコートシート　　　＊ ・成形後塗工不要なハードコートシート。鉛筆硬度6H/伸び150%、1600×1100mm提供可能。

東洋レーベル ・立体転写シール　　　　　　　　　＊ ・スクリーン印刷でシールに凹凸付与した転写シール。
スペースシステムズ ・スクリーン／パッド融合システム＊ ・スクリーン印刷とパッド印刷の融合システム。
日信商事 ・受託塗工

　注１）　＊：別途資料あり、　＃：Nanotechで展示

加飾研
関係

７．加飾研共同出展社の展示－２
ＭＴＯ技術研究所



高伸び／高硬度の３次元加飾用ハードコートフィルム、ＴＯＭ成形用特殊アクリル
フィルム。アフタキュアなしで、高伸び／高硬度。

アイカ工業

伸び（％） 鉛筆硬度＊

ﾊｰﾄﾞｺｰﾄﾌｨﾙﾑ④ ２５０ Ｈ

ﾊｰﾄﾞｺｰﾄﾌｨﾙﾑ⑦ １５０ ２Ｈ

特殊ｱｸﾘﾙﾌｨﾙﾑ ２５０ ２Ｈ

＊：アフターキュアなし

改良品
Sﾀｲﾌﾟ：耐摩耗性改良品
Fﾀｲﾌﾟ：耐薬品性改良品

７．加飾研共同出展社－３ ＭＴＯ技術研究所



高機能表面加飾成形品

本杢調テクスチュア加飾

車載ディスプレーカバー
レンズへのスモーク着色
技術

金属調疑似３D加飾

千代田インテグレ

７．加飾研共同出展社－４
ＭＴＯ技術研究所



従来からの自動車機能部品から加飾等新規部品にも展開

スライド

自動車内装部品

側面部の完全加飾品（基材の色合せ不要）

新製品（j蛇腹なし）従来品（蛇腹）

ニフコ
４．加飾研共同出展社－５

ＭＴＯ技術研究所



光透過メタリック部品 各色のバックライト

カーボン調 めっき調

超高圧成形による予備賦形およびインサート成形

名栄社
７．加飾研共同出展社－６

ＭＴＯ技術研究所



日研ニデック

アフターキュア易成形ハードコートシート

（６H、１５０％伸び）

設計から型製作、プレス成形、加飾まで

７．加飾研共同出展社－７
ＭＴＯ技術研究所



和紙貼合、本杢貼合のインモールド成形品（インモールド、インサートモールド）。

。

各種の本杢のIM－D
（IMW工法）成形品

和紙のIM－D成形品。

クラリーノのIM－D成形品。

星製作所

７．加飾研共同出展社－３
ＭＴＯ技術研究所



東洋レーベル MONA ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

立体転写シール 受託塗工

日信商事

受託塗工・スリット・
ラミネート

８．加飾研共同出展社－８
ＭＴＯ技術研究所



汎用樹脂からｽｰﾊﾟｰｴﾝﾌﾟﾗまでの原着成形品
オールPP加飾品

カラーメタリック着色成形品

PPメタリック着色成形品PP透明着色成形品 加飾成形品の物性保持率

日本ポリプロピレン
ロンビック

着色PPﾌｨﾙﾑ／POﾎｯﾄﾒﾙﾄ層/PP基材

８．加飾研共同出展社－９
ＭＴＯ技術研究所



精密金型による微細転写成形品（医療・バイオ・加飾）

精工技研

７．加飾研共同出展社－１０
ＭＴＯ技術研究所



スクリーン印刷とパッド印刷の融合、システム開発

スペースシステムズ

７．加飾研共同出展社－１１
ＭＴＯ技術研究所



８．OMD関係の展示－１
（展示状況）

分類 会社 商品名等 概要
OＭD 布施真空 ・TOM, NeoーTOM　　　　　　 ＊ ・TOM、Neo－TOMのj自動車外板試作品を展示。本試作品は、本格的な塗装代替え

　外板として注目。
・防水技術。透明フィルムで裏面の１部まで巻き込んで、防水。基盤の封止等に展開検討。

・基材上に、メッシュ、フェルト等を載置した成形、トイレの便座の蓋などの建材用途へ
　の展開。

・装置　　　　　　　　　　 ・装置は、開発機から大型ロータリ機まであり、レーザーカッター中型機も製造。
・アジア、欧米にも展開が進められている。

浅野研究所 ・TFH装置、成形品　　　　　　　＊ ・開発機での繰り返し精度良好、位置決め良好のデモ、サンプル展示。
・装置の改造で、TPE/PPFシートでクッション性を保持した成形が可能、サンプル展示。
　550*1000のマシンも可能。韓国などにも展開。

・真空、圧空成形品 ・各種真空、圧空成形品展示
ナビタスニーズ ・NATS工法成形品　　　　　　　＊ ・1200*600の装置も可能。韓国等にも展開。

・NATS成形品（自動車、住宅設備、情報機器）展示。OMRに優れているがOMFで展開。
　OMRは自動車メーカーの認定待ち。

・ホットスタンプ等の成形品　　　＊ ・NATSとホットスタンプ、光透過のハイブリッド成形品も展示。
　注１）　＊：別途資料あり、　＃：Nanotechで展示

ＭＴＯ技術研究所



布施真空－１

ボンネット試作品

ドアハンドル（メタリックフィルム貼合）

OMDで最も普及しているオールマイティの技術で、OMDの優位性を反映して、
自動車内装、外装、建材、家電への展開が進んでいる。
「防水」、「メッシュ、フェルト等のインサート成形」なども進んでいる

８．OMD関係の展示－２－１
ＭＴＯ技術研究所



布施真空－２

ＴＯＭ防水（封止）

エアコンパネル試作品（メッシュやフェルトインサートも）

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸの
トイレ便座

LEランプ防水試験

８．OMD関係の展示－２－２
ＭＴＯ技術研究所



ナビタスニズ－１

ＯＭＤ成形システムＮＡＴＳによる自動車内装、家電などのサンプルを展示。ＮＡＴＳは
賦形後さらに加熱・加圧しているのが特徴。ＯＭＲに適しているがＯＭＦで実績がある。
ＯＭＲは自動車メーカーの認可待ちで、普及は今後。

ＮＡＴＳで貼合 ホットスタンプ パッド印刷

ＮＡＴＳ／ホットスタンプ／パッド印刷の

組合せのハイブリッド技術

８．OMD関係の展示－３－１
ＭＴＯ技術研究所



ナビタスニイズ－２

メタリックOMR成形品

ホットスタンプフロントグリル

木目調メタリックOMR成形品

８．OMD関係の展示－３－２
ＭＴＯ技術研究所



浅野研究所－１

ＯＭＤ成形成形システムＴＦＨで、自動車内装、家電への展開が進んでいる。
ＴＦＨは熱盤加熱を採用し、位置決め、繰返し精度が良く、TPE/PPFの成形が可能
等の特徴がある。熱盤接触による課題は大幅に改良されている。

厚物の透明シート
の熱成形品も、薄
物透明フィルムの
ＴＦＨ成形品も、外
観良好で、位置精
度は±０．２ｍｍを
実現

エンブレム成形品

８．OMD関係の展示－４－１ ＭＴＯ技術研究所



熱板＋輻射加熱方式TFHとＴＰＥ／ＰＰＦの成形

シートの加熱を
大気圧中で、熱板
＋輻射加熱で行っ
た後真空吸引する
ことで、加熱中の
ＰＰＦの２次発泡を
防止して、良好な
成形品が得られる

８．OMD関係の展示－４－２
浅野研究所－２

ＭＴＯ技術研究所



加圧空
気

圧 空
圧空タ
ンク

真空タ
ンク

（オーバーレイ成形）

圧空
タンク

真空
タンク

（下テーブル上昇）

ヒー
ター

フィ
ルム

基材

受け
治具

圧空
タンク

真空
タンク真 空

吸 引
（真空状態でフィルムを加熱）

圧空
タン
ク

真空
タンク

（離型）

基材+表皮
フィルム

布施真空のTOM ナビタスのNATS

浅野研究所の新ＴＦＨ

方法 加熱 賦形

TOM IRﾋｰﾀｰ 差圧(＋ﾌﾟﾘﾌｫｰﾑ)

NATS 特殊IRﾋｰﾀｰ 差圧＋蒸気
（＋ﾌﾟﾘﾌｫｰﾑ）

新TFH 改良熱盤、ヒーター併
用（大気中で使用）

差圧(＋ﾌﾟﾘﾌｫｰﾑ)
熱板改良で表面外観も改良 35

参考
８．OMD関係の展示（OMDの３工法の比較） ＭＴＯ技術研究所



分類 会社 商品名等 概要
加飾箔・ ローヤル工業 ・各種箔、貼合成形品　　　　　　＊ ・ダブルグラデーション箔、フロスト熱転写箔、真空転写箔、熱転写箔、ガラス転写箔等
フィルム 　のIM-D、OMD。

・めっき触媒付き転写シート　　＊ ・めっき触媒（メタロイド）転写シートおよびIJプリンター開発。
イルミネーション ・各種箔、曲面成形　　　　　　　＊ ・ホットスタンプ＋ＶＦ（曲面加工）サンプル、LED照明エンブレム、スピーカーリング、

　パターン後加工等。
五洋紙工 ・意匠性加飾フィルム、　　　　　＊ ・意匠性加飾フィルム（テクスチュア残し）、ナノパターンフィルム、超抵光沢マット転写、

　各種表面加工フィルム 　抗菌、忌避フィルム、その他各種フィルム
東洋ケム ・ハードコート材、フィルム　　　　＊ ・耐スクラッチハードコート材(3H)、成形用ハードコート材（H/130%）、プレキュアハー

　ドコート材（2H/130%）、各種アンカーコート材
フタムラ化学 ・自己粘着OPPフィルム　　　　＊・各種工程中でプロテクトとして使用できるフィルム

三登商事 ・蓄光シート他 ・熱転写、ステッカー
明和グラビア ・ＵＶモールドプリント　　　　　　＊ ・パターン柄を形成したグラビアロールで熱可塑性樹脂を印刷して、連続成形物を作る
フジコー ・転写成形フィルム           ＊ ・高延伸のPUフィルムを用いた転写成形用のフィルムに特化して展開。転写なら、

　フィルムなしと同一金型で成形可能のメリット（転写層が薄い）。
リンテック ・ハーフ蒸着ラベル等　　　　　　＊ ・透明感を生かしたハーフ蒸着ラベル、セキュリティラベルなど
ラボ ・成形用離型フィルム、受託塗工 ・受託コーテイングなど

　注１）　＊：別途資料あり、加飾研共同出展社はー１、＃：Nanotechで展示

加飾関係企業の訪問結果－３

８．IMD、フィルム関係の展示出展
－１（展示状況）

ＭＴＯ技術研究所



ローヤル工業

インモールド転写

ダブルグラデーション（表、裏で別の色）

真空転写

各種転写技術で製品開発。イオックスと共同でメタロイド転写も開発

フロスト熱転写

メタロイド転写

８．IMD、フィルム関係の展示－２ ＭＴＯ技術研究所



フジコー

高伸長の転写フィルムおよび成形。転写に特化して開発。
転写なら、薄肉で、フィルム貼合なしの成形品と同一金型が使用できる

ウレタン系で、伸び９００％のフィルムを採用し、
グラビア印刷を用いる事で高品位な意匠を再現。

額縁の凹面側貼合
でもシワが入らない

フジコーと共同開発のIMR（転写）

８．IMD、フィルム関係の展示－３ ＭＴＯ技術研究所



39

イルミネーション

ホットスタンプ、組合せ成形などを展示。ホットスタンプ箔を真空成形で裏面まで巻き
込む「真空曲面成形」を開発。

3mm幅でホットスタンプと抜き

LED夜間照明エンブレムホットスタンプ

８．IMD、フィルム関係の展示－３ ＭＴＯ技術研究所



五洋紙工

離型シートでパターンを形成
成形後シートをはがす

意匠性加飾フィルム ナノパターンフィルム

各種加工シート
・意匠性加飾フィルム（デザインシート）、・ナノパターンフィルム、・耐熱離型フィルム
・プリズムシート、・抗菌、忌避フィルム、・エンプラフィルム

表面にナノサイズの賦形をした押出フィルムの

８．IMD、フィルム関係の展示－５
ＭＴＯ技術研究所



明和グラビア

モールドプリント、ＵＶモールドプリント、熱接着性エラストマーメッシュ

グラビアロールでインキの代わりに樹脂を印刷。

モールドプリント

熱接着性エラストマーメッシュ
シート（低温接着タイプ）

８．IMD、フィルム関係の展示－５
ＭＴＯ技術研究所



光調整層を有する加飾フィルム。立体的で深みのあ
る加飾が可能。成形しても柄が維持される。

トーヨ－ケム

成形用ハ－ドコート材、プレキュア成形用ハードコートフィルム、高スクラッチ耐性ハ
ードコート材、成形用加飾フィルム等を開発。

成形用ハードコート材（アフターキュア）

鉛筆硬度Ｈ／１３０％伸び

プレキュア成形用ハードコートフィルム

鉛筆硬度２Ｈ／１３０％伸び

８．IMD、フィルム関係の展示－７
ＭＴＯ技術研究所



リンテック

ハ－フ蒸着ラベル、非展着セキュリティーラベル

剥離した時に、「ＶＯＩＤ］の文字がラベル面
に浮き出る。ノリは箱などに残らない

金属調ながら透明感のあるラベル

８．IMD、フィルム関係の展示－８
ＭＴＯ技術研究所



フタムラ化学

１）各種工程中のプロテクトとして使用できる自己粘着性OPPフィルム（粘着力各種）。
２）その他、超撥水性フィルム、導電熱可塑性樹脂フィルム、セルロースフィルム。

①３次元成形工程のプロテクト

②スクリーン印刷工程のプロテクト

８．IMD、フィルム関係の展示－９
ＭＴＯ技術研究所



（展示状況）

９．二次加飾、その他の展示示－１

分類 会社 商品名等 概要
NSD 大塚テクノ ・成形新技術 ・プラスチック製品を圧倒的に黒くする新技術

帝国インキ ・高繊細インキ　　　　　　　　　　＊ ・微細印刷、ベタと再選、シャ－プ画像、連続印刷、再現印刷に優れている。
・ステル印刷　　　　　　　　　　　＊ ・ＩＲ透過、墨ぬきパターン層を組合せてバックライトで光透過。
・各種インキ　　　　　　　　　　　　＊ ・インサート成形用インキ、アンチグレア、電磁波シールド、機能性インキ（ピアノブラック、蓄光等等）

東京インキ ・各種インキ　　　　　　　　　　 ・自動車内装用、インクジェット用など
セイコーアドバンス ・スクリーン印刷インキ、成形品例 ・ブラックスターは光と影のコントラストが大きく、輝きのある高級品。
その他７社 ・印刷機など 訪問せず

インクジェット ﾐﾏｷｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ・グラビア印刷カラー再現ＩＪ　＊ ・グラビア印刷のカラーを読み取って、インクジェートで再現するシステム。
パナソニックプロダクツ ・インクジェット機　　　　　　　＊ ・曲面印刷ができるインクジェット機
富士フイルムグローバ

ルグラフィックシステム

ズ

・軟包装用UVインクジェットデジタルプレス

・シール・ラベル用フルカラー連帳 粉体ト

ナー式デジタル印刷機＊
何包装用、シールラベル用インクジェット、デジタル印刷

その他１社 訪問せず
めっき イオックス ・めっきプライマー　　　　　　　　＊ ・メッキプライマーおよびメッキ触媒付き転写箔（ローヤル工業と共同開発）、パッド印刷用

　メッキ触媒インキも開発⇒ダイレクト配線
ｺｰﾃｲﾝｸﾞ 日本化工塗料 ・各種コテイング　　　　　　　　＊ ・紫外線硬化コ＾テイング、カラートップコート等
その他 NBCメッシュ ・ポリエステルメッシュクロス　＊ ・目開きのあるメッシュと様々な加工技術を組合せ、素材の存在感を表現。

　フラクタひよけ、防塵、撥水、撥油にも応用。
コニカミノルタ ・測定器　　　　　　　　　　　　　＊ ・加飾フィルムの入り／艶外観評価
菱電商事＃ ・バイオミメテクッス　　　　　　＊ ・彩色、摩擦減、抗菌などへの応用
３次元スキャン 3Dスキャン協会の紹介 ・３Ｄスキャナーの展示、販売、受託測定サービス等の相談
テクノロジー協会 　
【５社が共同出展、PIXEL.A、他】

　注１）　＊：別途資料あり、加飾研共同出展社はー１、＃：Nanotechで展示、＃加飾研ブース来訪社

インキ、
印刷

ＭＴＯ技術研究所



帝国インキ

高精細インキ、自己修復、傷防止マット、センサー対応インキ、蓄光インキ。ＰＰ樹
脂一体成形。

高精細インキ

高品位・高精細印刷と高い成形性を両立

ステル印刷

インサート成形（２色）

９．二次加飾、その他の展示－２
ＭＴＯ技術研究所



ミマキエンジニアリング

カラーマネジメントできるシステムMPM3

９．二次加飾、その他の展示－３
ＭＴＯ技術研究所



パナソニックプロダクツエンジニアリング

機能性インクジェットを対象（曲面塗布が可能）

９．二次加飾、その他の展示－４
ＭＴＯ技術研究所



シール・ラベル用フルカラー連帳 粉体トナー式デジタル印刷機

軟包装用UVインクジェットデジタルプレス

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ

９．二次加飾、その他の展示－５
ＭＴＯ技術研究所



メッキプライマーおよびメッキ触媒付き転写箔、パッド印刷用メッキ触媒インキ、
ガラスなどにもメッキ可能。

メッキ触媒付き転写
箔

イオックス

ローヤル工業と共同開発

９．二次加飾、その他の展示－６
ＭＴＯ技術研究所



日本化工塗料

自動車内装の加飾フィルム向けコーティング剤、蒸着用カラートップコート、ディスプレ
イ防眩用のアンチグレアコーティング剤など

蒸着用カラートップコート アンチグレアコーティング

９．二次加飾、その他の展示－７
ＭＴＯ技術研究所



三琇プレジッション

塗装とレーザーマーキング

９．二次加飾、その他の展示－８
ＭＴＯ技術研究所



NBCメッシュテック

ポリエステルメッシュクロス：目開きのあるメッシュと様々な加工技術を組
合せ、素材の存在感を表現。

メッシュクロス加工品

フラクタルひよけ 撥水、撥油ナノ粒子

９．二次加飾、その他の展示－９
ＭＴＯ技術研究所



コニカミノルタ

加飾フィルムの色と光の同時測定器

・成形品では、光沢が高くなっている
・側面部は、エンボスの凹凸が小さく、

下地の黄色が空けている

９．二次加飾、その他の展示－１０
ＭＴＯ技術研究所



最新微細加工技術により、バイオミメティクスを実用化コストで実現

菱電商事

９．二次加飾、その他の展示１１－１

（加飾研来訪者）

ＭＴＯ技術研究所



菱電商事

９．二次加飾、その他の展示１１－１

（加飾研来訪者）

ＭＴＯ技術研究所


