
          第2８回内覧会のご案内         

 

          

     弊社は開発型の企業として１９６３年に誕生し、幾多の苦難を乗り越えて 

    本年で5３歳を迎えることができました。 

    これもひとえに皆様方の温かいご理解の賜物で深く感謝しております。 

 

     今後も世界の業界に先んじた生産設備を開発し「内覧会」、「展示会」 

    「問題解決型B to Bホームページ」等を通じて、紹介させて頂きたいと 

             考えております。引き続きご支援のほど宜しくお願い致します。 

 

    今回の内覧会では20種類余の新鋭機を展示、実演いたしますので、実機をご覧 

   いただきながら、お客様の技術的課題や生産のライン化について、ゆったりと時間 

   をとって、ご相談させていただきますので、遠慮なくご質問をお待ちしております。  

                                     敬具 

                  

   

 ＜第2８回  内覧会開催のご案内＞    

    １．日時 ：201６年６月８日（水曜日）～1１日（土曜日）9:00 ～17:00 

    ２．場所 ：株式会社オプトン 本社工場（愛知県瀬戸市 暁工業団地） 

    ３．道順 ：最寄の駅（中央本線：高蔵寺駅、名鉄瀬戸線：新瀬戸駅）からタクシーで 

          15～20分、東海環状自動車道：せと品野インターチェンジから10分                     

    ４．内覧会事務局：TEL 0561-48-3389（西尾/長船） 

     

       見学時間は２時間～６時間程度のご予定でお越しください（要予約）。 

           毎回50社ほどご参加して頂いております。日時の変更をご相談させて頂く場合があることを 

     ご了承ください。 ※ 出展機種に変更のある場合がありますこと、ご了承をお願い致します。  

    

     

   

201６年5月吉日 
 

株式会社オプトン 

TEL：0561-48-3382 

代表取締役 與語照明 

第２８回プロジェクトリーダー 

工場長 水田 健二郎 

中部営業所 菱川久夫      

 

            様  

昨年の内覧会展示風景 



【第28回内覧会テーマ】 
 
・DRMⅢ-15に待望の後継機誕生！長尺パイプを高速・高精度に曲げ加工 
増速/増角ギア一体式曲げヘッドを装着したロボット２台を走行台車上に置き、中間
にマニュアル移動固定式チャックを設置。２台のロボットが走行台車上の両端から
中央に向かって移動しながら高速・高精度に曲げ加工を行います。従来型デュアル
ヘッドベンダーに比べ任意の姿勢で投入と排出を行うことが出来ますので、より自
由度の高い生産ラインを構築することが出来ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・生産ライン検査の集大成！３D測定による全自動・全数検査を実現 
立体形状自動測定機『３Dロボフォーマ』を展示します。３Dスキャナーの測定位
置をロボットで制御して複雑な形状でも自動で測定を行います。１つ目の製品でマ
ニュアルティーチングを行えば、２本目以降は自動で測定を行います。生産ライン
に組み込むことで、無人による加工品の合否判定が実現します  

大型車両向け操舵部曲げ加工品の測定風景 

CADデータと曲げ測定データの形状照合検査 

CADデータと測定データの孔寸法・形状照合検査 

T-DRK-18 



  2. CNCパイプベンダー   ECO-ST-T-50 
  ST-T型標準仕様： 

  トグルクランプ通常精度 通常R（1.5D以上）曲げヘッド、 

  油圧ブースター（NCはオプション）、曲げモーターダイレクト、 
  パイプ支持、パイプ有効長２５００ｍｍ。芯金装置はオプション。 

      
 

    

ECO-ST-H-50  

1. 左右切替式CNCパイプベンダー ECO-SＷ-T-15、 ECO-SＷ-T-28 
 

  右曲げ、左曲げ混在加工に便利な汎用性の高い左右曲げをデータ上で自動切替え出来ます。 

 床に干渉してしまう場合や、懐周辺の干渉にも曲げ方向を切り替えることで対応可能になります。 

ECO-SW-T-15  ECO-SW-T-28  

＜展示予定品＞ 

  展示品は変更となる場合がありますことをご了承お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 ３. 「パイプ測定用 非接触3D測定機クラウドフォーマ」と 

  「 WIN型ロボットベンダー T-WIN-22 」による曲げ誤差自動修正システム 

    誤差の大きい初回曲げのパイプを測定し、ベンダーに自動転送することで 

   2本目から合格品の加工ができます。  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

   

     

非接触3D測定機 
クラウドフォーマ 

T-WIN-22 

自動車用ヘッドレスト 

自動車用フィラーパイプ 排気系パイプ 



 ４.「WIN型ロボットベンダー T-WIN-26 」 

  曲げデーター入力方式は従来のECO-cross型 CNCパイプベンダーと同じです。 

  電気自動車、ハイブリット自動車等用のハーネス線保護管曲げで大活躍中！ 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   

   

T-WIN-26 + 端チャック 

 ５.「横型高速・高精度自動端末機  Hi-AL-21-8」 
DDV油圧サーボポンプを搭載した横型自動端末加工機で投入/取り出しを含む 

8連方式になります。自動素管投入→ビード加工→サイジング１,２→ホースニップル 

転造加工、インナーパイプ挿入→ホースソケット挿入カシメ→自動排出。 

右図の加工タクト５～８秒      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   

   

 ６.「ターンテーブル付非接触3次元測定機 クラウドフォーマ T」 
 

非接触式3次元測定機 3Dスキャナーに 

手動式回転テーブルをオプションで付けました。 

比較的小さな部品 

（φ500mmｘ高さ200mmもしくは 

φ700mmｘ高さ300mm以内） 

を手軽に高精度測定することが可能です。 

   
 
 
 
 
 
 

3Dスキャナー 

MT-3D-P5-500 

回転テーブル 



 8. 3D自動測定機 「デュアルフォーマー」 
  非接触パイプ測定機を2機種開発しました。 
  ①カメラ1台式 マニュアル測定型「クラウドフォーマ」 
  ②カメラ2台式 自動測定型「デュアルフォーマ」 

9. 高精度非接触３D測定機 

   サーフタイザーシリーズ 

 測定テーブルの中央付近にワークを静かに置くだけで自動測定が開始するスキルレス測定機  

   
 

   

 7.「3Dスキャナー」生産ラインの3D検査に威力発揮 

   生産ラインとの同期で３Ｄ検査を無人で行うことが出来ます。 
   従来の画像処理検査の煩わしさからの開放、コストは同一。 
 
                                         型式          3D-1-140     3D-2-140     3D-3-140     3D-4-140 
         
                                      視野(mm)    200×150    300×230    450×300    630×470 
    
                                測定深度(mm)   ±100      ±150      ±200      ±300 
 
                                        測定精度 (μ)       ±10       ±15                  ±20        ±50 
 
                                    1パッチ測定時間      3sec                 3sec                  3sec        ３sec 
                     

 
 

サーフタイザー２０００ LE  

 
［データ分析］ 
CAD良品モデルと比較照合、断面線照合、公差の照合 

サーフタイザー３００SⅡ  

カラーマップ 

合否判定 

検査表 

デュアルフォーマⅠ 

測定精度0.5～2ミクロン 

１０.超高精度レーザー式非接触３次元測定機「マイクロスキャン」 
      コンパクトにまとめたテーブルトップ型の小物用の高精度測定機 
   高精細レーザービームを５軸制御で高速スキャンする方式です。 
    
 

展示機マイクロスキャンⅡ 



３D曲げ表示 曲げ形状データ 

  1２.ソフト商品「ベンドマスター」（BEM） 
 

    各種ベンダーの曲げ加工データの集約、生産指示、 
      納期管理、弊社製3D測定機とオンラインで 
  品質管理等を行う生産管理ソフト 

  1４.ソフト商品  「自動故障検出装置」（MAT） 
  
  各種NCマシンにオプション取付することで時系列的に 
  劣化する精度監視、突発故障の自動検出、 
  各軸制御データの全数保存によるトレーサブル情報の提供 
 

  1３.ソフト商品「CAD取り込みソフト」（GEM） 
 

     上位3D CAD（CATIA等）のパイプ外径図データーを 
  生産管理パソコン内のGEMソフトで受け入れます。 
  GEMソフト内のパイプ外径図からパイプ中心線、フランジ等の 
  寸法線を生成し、同一PC内のBEMソフトに転送します。 

DDV H型 Lシリーズ  

 15.「DDV式油圧サーボポンプ」 

  ACサーボモータ＋正逆回転ポンプ＋ 

 油圧タンク＋マニホールドのハイブリット 

 組立、省エネ率50～70％の高精度NC制御用 

 油圧源です。 

16.「DDVパック」 

  DDVポンプの応用をスキルレスで 

 実現できる 油圧ポンプとNC制御 

 装置を一体化したパック型商品です。 

既設油圧プレス ＤＤＶパック 
 

 
［応用例］ 
 
サーボプレス化 
既設油圧プレスにリ
ニアスケールと圧力
スイッチを取り付け
て、油圧配管、電気
接続をする旧ポンプ
電磁弁類は取り除く。 

DDV G型 Aシリーズ  

1１. 内外面共通シームセンサー 

 内覧会中デモマシーンで検出実演を行います。 

①磁気式シームセンサーは汎用性が高く優れた性能を持って 

   いますが 価格が高くなかなか採用に踏み切れない。 

②当社は性能において磁気式にせまり、価格で1/2以下を 

 目指し、得意の測定技術応用による 2光源式光学測定 

 原理のシームセンサーを開発しました。 

③ビードカット、メッキパイプの切込み、絞り方、 

 微少凹凸の検出、内面溶接変色、微少真円崩れを 

 数回転の取得 データーから演算で高精度検出。 

  

          



   17.「CNCマルチベンダー」 

   パイプの自由曲げ加工の実演をします。   

     固定金型、可動金型の中を一定スピードで通過させながら、可動金型を4軸NC制御する 

    ことで色々な断面素材を高速高精度に曲げ加工が行えます。 

 18.「ハイドロフォーミングマシン」 

   弊社製DDV油圧サーボポンプ を採用し、拡管用高水圧を微細脈動させながら 

   高拡管、高速高精度加工が可能な「ハンマリング水平式」工法の実演をします。 

   19.「中古機のリニューアル復活」 

      10年以上の中古機に使われているサーボモータや制御装置の修理がきかなくなってきております。 

   これらを対象に最新のサーボモータ、制御装置に取り替えることでメンテの継続性が保証されると 

   ともに加工性能がアップすることで投下費用の償却が可能となります。   

 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ前 ﾘﾆｭｰｱﾙ後 
３Dパイプ表示画面 

 20.【準展示品】       

     展示会場の近くにて、製作中のその他機械は、ご自由にご見学頂けます。 

 
 
 
 

アルミバンパー用両持ちWIN型 

ストレッチベンダー 

写真はドアフレーム向けストレッチベンダー 



穴田町東 

      

 ＜弊社までのアクセス方法とご宿泊について＞ 

 

 1．公共交通機関を利用してお越しいただく場合 

  ☆名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅下車タクシーで7分。 

   （名古屋駅～大曽根駅（乗換）～尾張瀬戸駅：約50分） 

  ☆ＪＲ東海  中央線高蔵寺駅下車、タクシーで15分。 

   （ＪＲ名古屋駅～高蔵寺駅：約35分） 

   ※ 尾張瀬戸駅もしくは高蔵寺駅までお迎えにあがりますので、担当営業マンまでご連絡ください。 

  

 2．お車を利用してお越しいただく場合 

  ☆東海環状自動車道 せと品野 IC から約10分 

   ※せと品野 IC からの詳細については、下記詳細道順図をご参照下さい。 

 

  

     

    

瀬戸川 

中水野駅 
豊
精
密 

瀬戸街道 

瀬戸菱野トンネル 

至名古屋 

オプトン 

 ３．ご宿泊について 

  ご宿泊が必要な場合は、担当営業マンまでお早目にご連絡ください。 

 4．駐車場及び玄関のご案内 
  

お客様駐車場 
 

 

こちらの玄関より 
お入り下さい 

玄関 

   ※ 内覧会場へは、弊社営業担当者と技術者がご案内させていただきます。  

株式会社オプトン 

瀬戸市暁町３番地２４ 

TEL： 0561-48-3382 

代表取締役 與語照明 

 
  

第2８回内覧会プロジェクト 

中部営業所 菱川 久夫  

携帯電話：090-4448-173４ 

hishi@opton.co.jp 

 

 

 

TEL：  



ご来場予定日時 部署名 お名前 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

下記1～３について、ご意見・ご要望をご記入ください。 

１）現在の生産効率的問題点     ２）弊社への要望及び苦言等     ３）その他 

   (株)オプトン 第２８回 内覧会への参加申込書 

 
     FAX番号：0561-48-4141に出欠をFAX頂くか、 

          または営業担当者にお渡しください。 

     オプトン営業担当： 

  見学時間は２時間～６時間程度のご予定でお越しください（要予約）。 

  ※ 毎回50社ほどご参加して頂いております。日時をご相談させて頂く場合があることをご了承ください。        

 

   貴社名：                ご連絡先 Tel （                  ） 

   

  ご来場者名     

 


