
          第17回 内覧会のご案内 
 

    拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

   お陰様で、弊社は創立50周年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支援ご哀願 

   の賜物と深く感謝申し上げます。 

    内覧会も第17回を迎えることになり、今までに697社 1826名の方々にご参加頂きました。展示 

   内容も2度3度と何回でもご来場して頂けますように毎回改善しております。     

    設備計画案の一助として頂けますように、多数の最新鋭機を展示し、お待ち申し上げております。 

   些少ではありますが粗品を準備しております。是非とも多数の皆様でご来観くださいますよう 

   ご案内申し上げます。 

         敬具 

   ＜2012年7月度内覧会の開催要項＞ 

   １．日時 ：2012年7月17日（火曜日）～ 21日（土曜日）9:00 ～18:00 

   ２．場所 ：株式会社オプトン暁工場内 

   ３．道順 ：最寄りの駅、高速Ｉ．Ｃ.からの道順は別紙をご参照ください。 

    （今後の内覧会開催予定) 

                 10月16日（火曜日） ～20日（土曜日）、2013年2月5日 （火曜日） ～9日（土曜日）  

    

   次世代のパイプ加工用 FAシステム関連の新鋭機を多数展示させていただきます。 

   新鋭機が実現する「次世代 FAシステム」を間近に感じていただきたいと考えております。 

   実機をご覧いただきながら、お客様の技術的課題や理想的な生産ラインについて、お話をお聞かせ 

   ください。後日、提案書等を通じて、解決や実現のご提案をさせていただきたいと考えております。 

     

  ＜第17回内覧会展示品概要＞  

   商品シリーズの中から数機種を選出し、 実際の加工例を踏まえた、加工実演を行います。 

   1）. WINロボットベンダーを更に進化させた高速・高効率加工「シンクロナスシステム」 

   2）. 次世代省エネ、工具レス・スキルレスオール電動ベンダー「Ｓ-ＥCO10-Ｅ-1500」 

   3）. DDV油圧サーボポンプを活用した「NC端末加工機（１２パンチ・４クランプ）」 

   4）. WINロボットベンダーとパイプ用「非接触 3次元測定機」の連携による自動修正システム 

   5）.高速高拡管用 ハンマリング式「 ハイドロフォーミングマシン2500 t 」 

   6）.超省エネ型新油圧源 「 DDV油圧サーボポンプ 」＆簡易ＮＣ化用「 ＤＤＶパック 」 

   7）.モアレ式汎用「非接触 3次元測定機」＆パイプ自動測定用3D測定機「 デュアルフォーマー 」 

   8）.徐変（滑らかな）カーブの加工に強みを持つ「 パイプマルチベンダー 」 

     9）.自動故障検出が可能なMAT（ﾒﾝﾃﾅﾝｽｱﾝﾗｲｻﾞｰ・ﾄﾚｰｻﾌﾞﾙ）コンピュータシステム   

   10）.古いパイプベンダーを最新型コンピュータ制御に改造し生産性アップを実現した「リニューアル機」 
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内覧会展示デモ風景 



【展示品】 

  展示品は即販売も可能な製品です。準展示品は生産途中にある商品または開発中の製品ですが、 

  ご自由にご覧いただけます。 
 

1）.NCパイプ端末加工機「E30-12DDV」 

                                               ① 「 DDV 油圧サーボポンプ」を用い、加工パンチをNCコントロールして 

                                                        難加工を効率的に加工する。 

                                                  ・パンチの位置、速度および圧力を自在にコントロール可能。 

                                                    従来と比較して少ないパンチ数で加工可能。 

                                               ② 4セットのクランプと12本のパンチを装備し、加工性と段取り性をアップ。 

                                                  ・自動段取り機能によりワンキーで金型段取りを行うことがでます。 
 

＜実演内容＞ 拡管カーリング、D型拡管および絞り加工の実演。 

       自動金型段取りを実演。 

 

 

 

 

 

 

2）パイプ加工管理用ソフト「ベンドマスター」の単体展示 

 ① 工場の生産性を飛躍的に向上させる次世代ソフトです。 

  ・曲げデータ管理・生産数量管理・納期管理・コスト管理の諸問題を解決。 

 ② 各ベンダーの曲げデータを１つのパソコンに集約して管理。 

 ③ 品番をインプット（バーコードでも可能）すれば、曲げ加工データ 

  を自動検出して、ベンダー毎の曲げ加工開始直前に曲げ加工データ、 

  加工本数、納期等をベンダーに転送することができます。 

 ④ 各社共通の機能ソフトにお客様ごとのカスタマイズ仕様を加える 

  ことができますのでご相談ください。御社独自の開発も可能です。 
  

＜展示内容＞ 現在完成している機能および今後の開発計画を 

       展示させていただきます。 

    3）T-WIN10 ロボットベンダーと測定機クラウドフォーマの 

     システム実演 

    ① 材料取り出しから製品排出までをオールインワンで加工できる 

                        T-WIN10型ロボットベンダー 

    ② 製品を測定定盤の上に置くだけでスキルレスに測定～データ 

                        フィードバックを行うことができるクラウドフォーマPT-1 

   ＜実演内容＞ φ12.7のアルミパイプにて曲げ加工データの 

                            イッパツ修正を行います。 

     

5）KDM型シンクロナスロボットベンダーシステム 

 ① T-WINロボットベンダーとABベンダーを組み合わせた全く新しい発想のシステム。 

  従来のロボットベンダーを更に進化させた高速・高効率システム。 

  加工条件：8曲げ、チャージバルブ付、端末加工付 パイプ長さ1m 

       ・従来直交ベンダーシステムの場合、３５秒/本 

       ・従来ロボットベンダーシステムの場合、28秒/本 

       ・KDM型シンクロナスロボットベンダーシステムの場合、20秒/本 

  ＜実演内容＞ φ17のアルミパイプを類まれでシンプルなシステムにより 

         高速・高効率加工します。14sec／７曲げ（投入・排出含む） 

ベンドマスター用
PC 

4）自動故障検出が可能なMAT(ﾒﾝﾃﾅﾝｽｱﾝﾗｲｻﾞｰ・ﾄﾚｰｻﾌﾞﾙ)コンピュータシステム 
 ①故障箇所を自動で検出 ： 異常元の記号のフラッシュ表示で貴社にて簡易ﾒﾝﾃﾅﾝｽ可能 
  ②精度が落ちてきたら警告 ： 故障箇所と精度劣化を表示、 

                      お客様での修理、トレーサブル機能で精度保証 
  ③インターネットで故障個所を突き止める ： 世界中のどこからでもネット経由で 

                              MATソフトにより異常表示 
 
 
 

E30-12DDV 



  9）ロボットベンダーと非接触３次元パイプ測定機のシステム実演 

   ① 端末加工機E-25型とロボットベンダーが連携したシステムです。 

   ② T-WIN20 型ロボットベンダーに非接触3次元パイプ測定機をLAN接続して 

    おり、パイプの中心線誤差の自動修正が可能です。 

    誤差結果の検査表の出力もできます。 
 

   ＜実演内容＞ パイプ端末加工機との連動など、ロボットベンダーを中心とした 

   新しいパイプ加工システム例を実演いたします。 

       T-WIN20 型ロボットベンダーと３次元測定機をLAN接続し、 

   誤差の一発修正もご覧いただきます。 

10）T-WIN25ロボットベンダー単体実演 

 ① 100 kg可搬のロボットに最大φ32のパイプ曲げ加工が出来る中型曲げ 

  ヘッドを搭載し、中物の自在な高速曲げ加工を実現しました。 

 ② 操作は従来ベンダーと同様で、中心線座標XYZ入力で即曲げ加工が可能です。 

  ローディング・アンローディングはロボットへのティーチングにより行います。 
   

＜実演内容＞ φ25の鉄パイプで複雑曲げをご覧頂きます。 

  8）デュアル式ロボットベンダー／シングル式ロボットベンダー各単体実演 

   ① デュアル式はブレーキパイプ等の５～６ｍの長尺パイプの高速曲げに最適です。 

    レール上の2台のロボットが両端より中央に向かって同時に曲げ加工します。 

   ② シングル式は２ｍ程度の細物パイプの高速曲げ加工に最適です。 
 

   ＜実演内容＞ 

   ○デュアルロボットベンダー：φ8×4ｍ×38曲げを1.08秒／1曲げ、 

      41秒／38曲げ合計（ローダ・アンローダー含む） 

     ○シングルロボットベンダー：φ8×1.5ｍ×17曲げを1.58秒／1曲げ 

                   27秒／17曲げ合計（ローダ・アンローダー含む） 

      をご覧いただきます。 

EMO-25RWﾃﾞｭｱﾙﾍｯﾄﾞﾍﾞﾝﾀﾞｰ 

7）左右両曲げ式スイッチベンダー単体実演 

 ① 一本のパイプの中に右曲げ左曲げの混在する形状を、ワンチャック加工 

  する「世界で初めての左右両曲げ式のベンダー」です。 

  応用先として複雑・高精度化してきた自動車用ヘッドレストパイプの 

  曲げ加工があります。 
 

＜実演内容＞ 最新のヘッドレストパイプのワンチャック高速加工を 

 ご覧いただきます。 

6）スマートECOベンダー（S-ECO型）新開発 

  ①従来販売してきた大小のベンダーシリーズを見直しECOベンダーシリーズとして数年前より販売しております。 

       ECOベンダーの小型機種としてS-ECO５型、８、１０、１５、２０、25型が完成しました。 

  それぞれの型式が、さらにOランク、Eランクに分かれるので、 

  計12機種を7月に新発売しました。 

  Oランクはエアーと電動のミックス型、Eランクはオール電動です。 

  今回の内覧会には、S-ECO10型Eランク、有効長１５００ｍｍを 

  展示いたしますので、是非ご高覧の程、お願いします。 

 

＜実演内容＞ φ１０でガス器具の配管を曲げます 

    

ECO10型ベンダー 



  12）2500 t ハンマリング式ハイドロフォーミングマシン単体展示 

   （新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）より開発資金の支援を頂いた 

    加工機です） 

   ① 当社製省エネ型ＤＤＶ油圧サーボポンプの搭載 

    により、拡管用高水圧を脈動制御する独自の工法 

    （ハンマリング工法）を開発いたしました。 

   ② 高拡管・高精度・高速加工が実現。 

   ③ 他社製のハイドロフォーミングマシンに比べ電力量 

    半分以下の超省エネ型。（当社調べ） 

   ④ 大型油圧タンクレスで水冷設備は不要です。 
 

   ＜実演内容＞ ①ハンマリング拡管成型＋ピアス穴空け加工 

    ②ハイドロベンダーシステム（曲げ加工＋拡管成型） 

    をご覧いただきます。 

13）DDV式油圧サーボポンプ単体展示 

  ① 従来比電力量1/3以下,静音,作動油量1/10、水冷設備不要で、超省エネ型の 

   油圧サーボポンプです。 

  ② 配管途中に電磁弁類を使用しておりませんので、油漏れが激減し、 

   発熱や油質劣化が劇的に軽減されました。 

  ③ 従来のサーボバルブ方式における大きな作動音や高発熱がありません。 

  ④ 高精度動作における油温依存がなく、ＡＣサーボ並の精度（0.01mm）が 

   実現しました。 

  ⑤ 従来油圧の欠点を全て解決する最新技術の油圧方式で、ＡＣサーボモータと 

   油浸型ピストンポンプで構成されています。 
 

＜実演内容＞ 連続運転中の昇温と精度の関係をご確認いただきます。 

  14）DDVパックと中古油圧プレスによる微小加工 

   ① 「ＤＤＶパック」により、古い油圧プレスを簡単にサーボプレス化することが

    できます。ＤＤＶサーボポンプとシーケンサが一体化しており、取扱いや操作も

    大変簡便です。 

   ② 新しく設計する油圧機械用へのカスタマイズも、柔軟に対応できます。 

   ③ 現行のサーボプレスの故障率やコストパフォーマンス等の諸問題をご解決いた

    だけます。 
 

  ＜実演内容＞ プレスの下死点を0.0１mm単位で制御してプレス品の挙動を 

   ご覧いただきます。 既設油圧 
プレス 

ＤＤＶ 
パック 

 

DDV GISMO-D型  

DDV HYPER-L型  

11）3D測定機 デュアルフォーマーの展示 

①マフラーパイプ等の太物から細物パイプまで、高速で自動測定します。 

 試作立ち上げからインライン検査まで可能な測定機です。 

②マフラーパイプ等肉薄の太物パイプは、曲げR間の直線部が短く、 

    曲げ加工中の偏平、変形等が多々発生します。このような悪条件の 

    外形から中心線を精度よく測定する為に３Dカメラを左右2台で 

    平行測定を行います。 

③付属品の小物部品の測定も可能です。 

④可動式なので、現場に近いところで、測定が可能です。 

(実演内容) マフラーパイプを自動で測定します。                                                  



    16）同軸レーザー式非接触３次元測定機「ゼロマックス」の実測展示 

     ① ゼロマックスシリーズは小物専用測定機で、1μm,5μm,10μm,20μmの4機種を用意 

                            しております。高精度同軸レーザセンサーで5軸方向にスキャンし、自動測定を行います。 

     ② 精度維持のために、筐体やセンサーをケースの中で高精度に空調を行っております。 
 

  ＜実演内容＞ ナイロン製の歯車や電子基板等の測定実演を行います。 

17）パイプマルチベンダーの単体実演 

  ① パイプを任意の半径に自在に曲げることができます。通常のベンダーでは 

   曲げられないような、滑らかな（徐変）カーブや大半径の曲げができる 

   ベンダーです。 

  ② 加工スピードが速く、連続した曲げに強いベンダーです。 

  ③ 扁平や肉厚の変化が少なく、キズが付きにくいため、外観やデザイン性が 

   重視されている製品の加工に向いています。 

  ④ 曲げ半径ごとに金型を多数作成する必要がありません。 
 

＜実演内容＞ STKM11Aφ27.2の曲げ加工を実演します。 

展示機ZM101010 

【準展示品】 
  

 ☆多品種少量段取りレス加工用 ＡＥＲＯ－５０型パイプベンダー 

  ・ベンダーの総稼働軸（１３軸）をＮＣ化して段取りレス・スキルレスを実現しました。 
  

 ☆大型非接触３次元式測定機サーフタイザー２０００ 

  ・ボーイング７８７用主翼部材の測定に採用いただいたハイブリッド３Ｄカメラと同様の原理のカメラを搭載。 

  ・20℃±1の大型恒温室内にて、エンジンブロック等の全面自動測定をご覧いただけます。 
  

 ☆展示会場の近くにて製作中のその他機械は、ご自由にご見学いただけます。 

 
 

18）リニューアル機 

   お客様の工場から弊社に引き取ってきた 

  リニューアル改造中の古いタイプのCNCパイプベンダー、 

  もしくは改造後のベンダーをご覧いただきます。 

   貴社のベンダーの延命改造のご参考にして頂けます様、 

  細部までご堪能下さい。ご注文をお待ち致しております。 

  ※今回はマルチベンダーのリニューアルをご覧いただき 

   ます。 

   

 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ前 ﾘﾆｭｰｱﾙ後 

３Dパイプ表示画面 

15）据置型非接触３次元測定機サーフタイザー３００ＳⅡ実測展示 

 ① サーフタイザーシリーズは6000、2000、700、300があります。 

 ② 5軸の直行ロボットに、モアレ式面単位測定用３Ｄカメラと同軸レーザ 

  センサーを取付けた（ハイブリッド化）世界唯一の測定機です。 

 ③ 微細段差・深穴等から自由曲面まで全面自動測定が可能です。 

 ④ 測定したデータは、高密度測定点群解析用ソフト（RapidForm XOV, 

  XOR等）と連携、スムーズに照合検査、設計データ化等が実行できます。 
 

＜実演内容＞ 複雑ワークの自動測定やカラーマップによる照合検査等を 

 実演いたします 

検査表 カラーマップ 



           別紙1 

＜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 

     株式会社オプトン 

     住所：瀬戸市暁町3番地24 

     電話：0561- 48- 3389 

穴田町東 



株式会社オプトン 

瀬戸市暁町３番地２４ 

TEL：0561-48-3389 

代表取締役 與語照明 
  

第17回内覧会プロジェクト 

中部営業所 坂浩市 

 ㈱オプトン 

お客様駐車場 
 

 

こちらの玄関 
よりお入り下 
さい 

玄関 

           別紙2 
4．駐車場及び玄関のご案内 
  

㈱オプトン 

   ※ 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)オプトン 第17回 内覧会への参加申込書 

 
     FAX番号：0561－48－4141に出欠をFAX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時間程度の予定でお越しください。 

           

 

   貴社名：                ご連絡先 Tel （     ）   －       

   

  ご来場者名     

 

下記1～３について、ご意見・ご要望をご記入ください。 

１）貴社の技術・生産効率的問題点     ２）弊社への要望クレーム等     ３）その他 

お名前 部署名 ご来場予定日時 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ご出席  ご欠席 

別紙３ 


