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ご挨拶、
当社の製造会社を紹介する機会を頂いてありがとうございました 。
Coating Tech Slot Dies - 当社の専門知識は高精度のコーティング業界のためのカスタ
ム製造スロットダイ技術とプロセスを中心とした知識を提供している 。
この小冊子は、私たちの業界での経験に基づいた情報、製造とプロジェクト管理プロセ
ス、およびスロットダイコーティング 技術そのものを提供しています。また、当社の製品に
関する情報、 オプション機器、および使用可能な仕様も含まれています。
当社は、製造業のニーズにスロットダイ技術ソリューションを集中して、設立されました。
私たちは、潜在的なスロットダイプロジェクトの持つお客と働くことを楽しみにしています。
敬具

マーク‧D.ミラー
CEO兼共同創設者
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サービスに設立された
Coating Tech Slot Dies は
あなたの達成するために必要なもの と
あなたの製造ニーズに
最適なコーティングソリューションを理解します。

Coating Tech Slot Diesはサービスに設立されました
あなたコーティングプロジェクトとプロセスに多くの利点をもたらします。
私たちは、スロットダイコーティングシステムに特化し 、そのうえに
効率的な塗工方法に注力するため この分野の専門家となっている。
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ティム‧マリオン
流体コーティングスロットダイ業界で数十年の経験
スロットダイコーティング業界の専門家と協力して下さい
国際的に知られた企業で働く業界での長年の経験を持つ、
当社は主に お客のコーティングプロセスと結果（製品）を理解しています。
私たちはお客のユニークな状況に豊富なプロセス知識を適用するソリューションも、
迅速にあなたのために最も効果的かつ効率的なソリューションも提供しています。

創設者兼パートナー

設計工学の豊富な経験を持つ、プロジェクト管理、塗工機器、とプロセ
ス開発にも 。ティム‧マリオンは、スロットダイコーティング業界に豊富な
知識をもたらします。
ティムはまた、機械設計、エンジニアリングのバックグラウンドをもたらす
プロジェクト管理と設備の統合をも。
ティムはチペワバレー‧テクニカル‧カレッジとウィスコンシン州オークレ
ア校の両方から学位を保持している 。

専門分野 • 部品設計
• システムまたはマシンの設計
• プロジェクト管理

マーク‧ミラー

創設者兼パートナー

1996年以降に広い範囲で塗布の経験とスロットダイで精密コーティングされた製品のを持って、マーク

• 製品の改善
• オンサイト技術サービス

ニック‧スティーブンソン

創設者兼パートナー

ロセスの拡張性を向上させる。

Coating Tech Slot Diesのチームの不可欠な部分として、
ニックはスロットダイ産業で コーティングの12年の経験をもたらし。
彼は、精密製造、プロジェクトで豊富な経験を持っています。管理、自動
化されたコントロールやコーティング装置アセンブリとの統合。
ニックはチペワバレー高専 電気機械技術の学位を取得します。

マークは、法律のハムリン大学から法学博士を保持している。 リーハイ大学で高分子科学と工学の修士

専門分野 -

号、 ウィスコンシン大学で化学工学の学士号を取得。

• スロットダイ製造業
• 精密研削
• ラッピング

‧ミラー氏は、プロセスのトラブルシューティング（問題解決）およびプロジェクト管理サービスで豊富な
経験を持ってい。試験支援、機器分析、またはプロセス開発用もシックスシグマブラックとして認定された
3Mのために、マークは新たな展開と最小化する製品の廃棄物およびウェブコーティング用途におけるプ

認定 • シックスシグマブラックベルト（DMAIC）
• シックスシグマブラックベルト（DFSS）

専門分野 • スロットダイコーティング技術
• レオロジー

プロフェッショナル協会 • レオロジー‧学会
• 米国化学会
• 米国化学工学協会
• プラスチック技術者協会
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馬 世宗 STEVEN MA

(アジア地域総代理)

台湾の文化大学日文系を卒業してから、台湾日東電工で粘着テープ
、保護フイルム、光学フイルム等の販売を担当しました。数年後、転職
してコーターメーカーに勤めました。テープ、リチウムイオン電池、光学フ
イルム、MLCC, FCCL, CCL等メーカーへコーターを売りました。多く業界
のプロセスに参与しました。2007年から会社創立以来、アメリカ社のス
ロットダイとThermo Scientific web gauging (厚み計)を代理して台湾
で販売しました。

専門分野 • スロットダイを専業販売
• コーターの顧問
• 国際貿易
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当社バックグラウンド

なぜスロットダイコーティング技術を選ぶのか？

プロセスの知識：

生産設備は、技術利点を有すること、コーティング解決策は、十分に堅牢でなければならない 薄く精密な

自社エンジニアチームは、さまざまな業種の客のためにプロセスの問題を解決することを経験している。

、クリーンコーティングをできることです。スロットダイコーティング技術は、より良い制御のために、閉じたプ

特に、コーティング技術は、広範な接着剤での経験、航空宇宙、建設、エネルギー、ろ過、グラフィックス、

ロセスのこの正確かつ計量された技術を提供しています。

医療、光学フィルム産業を持っています。設計から据付まで、我々は、効率的で成功したコーティングプロ

スロットダイは、前計量コーティング装置のように定義される

セスの顧客の目標を共有しています。

スロットダイに送くられたすべての流体が基材上にコーティングされますので。スロットダイ技術を介してタ
ンクから流体が移動するクローズドシステムを提供 しているのです。

精密製造：

ポンプからスロットダイまでの間に ポンプの吐出速度は基材の速度と合わします。

私たちの施設は、工作機械の研究開発、および分析ツール部門との完全な、オンサイトのスロットダイ製

スロットダイから送られるものが基材に堆積されるてご製品を形成する。

造能力を持っています。当社の製品は、品質管理を厳格に米国で製造されています。

スロットダイのマニホールドは、塗工ヘッドを通される流体のために設計されています 。換言すれば、接着
剤用のスロットダイで

二次電池スラリーを塗るのは期待していけません。つまり、軽四輪車は重い貨物を

運べるトラックのように使用していけません - 異なるデザインは 異なる結果と成す。

製品のパフォーマンス：

スロットダイのマニホールドは、ダイ内部の分配室で ロードマップのような流体の使用は、製品を作るため

販売後受け取たサービスは あなたの最大投資回収のため確実にコーティングシステムのピーク性能を
維持します。スロットダイの科学専門家として、私たちは新製品開発の最先端にあり、一意に当社のコー
ティングシステムを確保するために新技術や新材料の進展を提供し あなたの業界に影響を与え続け

に基材上に正しく配布すること。
このマニホールド設計は、スロットダイコーティングにおいて重要である五つの主な特徴の一つである。
他の4つは、リップ形状、リップオフセット、リップ調整機能、および製造公差があります。

ています。

あなたが見られるように、スロットダイコーティング、五つの中に三つ関連した主要な変数

がリップまたは

スロットダイの出口です。
この出口が最も重要な部分の理由は
スロットダイのリップは流体が基材に濡らす（接触）前の最後である。
リップ表面は厳しい公差で製造されていない欠陥などが有ったら 流体は、コーティングの欠陥を「覚えて

Coating Tech Slot Dies は、オークレア、ウィスコンシン州に本社を置いて

いる」であろう。

チペワバレー高専の応用技術センターで。

新製品開発にて、高付加価値製品設計のために、薄い、精密、かつクリーンな流体をコーティング必要と

本社と工場は、工作機械や研究との完全なオンサイト製造能力を持って

する場合は、スロットダイコーティングを調べます。

開発（R＆D）施設、wet lab施設および分析ツールを設置してあります。

高精度な設備 は新規製品開発に最適なコーティング技術を提供します。

Headquarters

Minneapolis Sales Office

上記は、Coating Tech Slot Dieマーク‧ミラーのコーティング事項から 改作した記事です。

2322 Alpine Road Suite 4
Eau Claire, WI 54703
Office 715.544.7568

100 South Fifth Street Suite 1900
Minneapolis, MN 55402
Office 612.605.6019

PFFC-online.com、the home of Paper, Film and Foil Converting online.
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設計‧製造プロセス
COATING TECH SLOT DIESは、
最初に塗工液の特性とシミュレーションに
基づいてマニホールドを設計する。
その後にダイボディとマニホールドの
周りを設計されている 。
当社の精密製造技術と厳格な公差により、
優れた製品性能を保証します。

COATING TECH SLOT DIESは お客の達成す
るために必要なものも 、
お客の製造ニーズに最適な実行するコーティン
グソリューションも理解します。

steven@joys.com.tw / JOYS.COM.TW

/9

スロットダイコーティング技術

スロットダイシステムは、どう

設計‧製造プロセス

スロットダイは 他のコーティング方法より

これらの結果を提供していますか？

COATING TECH SLOT DIESは、最初

より速く、信頼性の高く、もっと効率的な操作を提

スロットダイ閉鎖システムで 大部分の汚染物

に塗工液の特性とシミュレーションに基

供します。

質、または他の問題の原因となる変数を排除

づいてマニホールドを設計する。その後

あなたが経験するとき、即時の節約、少ない製品

して安定した環境を提供する 。

にダイボディとマニホールドの周りを設

の欠陥、加速生産、少ない原材料の無駄をご覧

スロットダイは、流体を均一に分配するために

計されている 。当社の精密製造技術と

ください 。

特別に設計されて、

厳格な公差により、優れた製品性能を

温度を維持して欠陥が少なく且つより少ない

保証します。

原料の無駄が生じまする 。
スロットダイは、カスタムコーティングプロセス
のための最適な条件を提供して設計されてい
る。スロットダイシステムは 予備計量コーティ
ング、または塗工量を制御するの、と無駄な塗
布液を取り除く手助けるのです。
スロットダイは、精度の結果を提供し、特定の
プロセス要件に設計されている。ダイは特別
塗工幅、特殊なテーブルコーティング製品、他
の流体または基材行動に合わせてカスタマイ
ズすることができ、 生産速度を増加しました。
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製品の特徴

スロットダイ製造

COATING TECH SLOT DIES対応可能な仕様:

塗工幅：80.00インチまで（2032 mm）

標準ダイ本体の平面度/真直度公差：0.0001インチ（2.54μm）各

リップ開口部：ボディシムshimを介して決定（2枚を含む）

ダイボディの全長にわたって最大偏差

または調整可能なリップ開口部（0-20 mil/0-508 um ）

0.0001インチ内の再現性と精度（2.54μm）：スロットダイ位置調整

ボディシム材料：プラスチックまたはステンレス鋼

機構

シムの厚さは、スロットダイ設計段階で決定される

塗工幅：80.00インチまで（2032 mm）
流体粘度範囲：1-500,000センチポイズ (cps)
層数：

シムは0.005” （127 um）以下の厚さならプラスチックから作
られる

‧スロットダイ：1-3層

‧ダイ本体は15-5のPhステンレス鋼で構築 @条件H1025（

‧スロットカーテンダイ：1-3層

38-42 RC）

‧スライドダイス：無制限層

フラットフロー面：精密グランドにラッピング 1-3 Ra(0.025-

標準ダイボディ：

0.076 um)仕上げ

‧15-5 phのステンレス鋼@条件H1025から構成。

コンターフロー面（入口とマニホールド:) 4-6 Ra(0.1-0.15 um)

‧316Lステンレス鋼やチタンではオプションのダイボディ構造。

仕上げまで研磨
ダイボディ平面度/真直度公差=0.0001 インチ（2.54um）の
全体にわたって最大偏差 各ダイの半分の長さ

COATING TECH SLOT DIES特徴：

ボディオフセット機能

三つの形式の‧デザイン：

ボディボルトトルク手順及びトルク値はダイ本体に刻み

- 固定リップ

トルクレンチと工具キット付き

- フレキシブルリップ
- ロータリーロッド (hot melt専用)
簡単にアクセスするための135°の場所で上半分を開きます‧
芯穴や電気ヒーターを経由‧温度制御

輸送や貯蔵のためのガードリップ
出荷包装：ダイは特注スチール粉末 コーティングされた）に
出荷された、またはアルミニウム容器 。ヘビーデューティー発

複数のマニホールドを経由して‧多層コーティング

泡材パッド入りの運送ケース

‧オプションの交換可能なリップインサート

ダイヒンジ：上半分と下半分に接続されたヒンジは、開閉定
置清掃を可能にするために。この機能により、それが完全に

COATING TECH SLOT DIES機能：
下記のため設計
•ストライプコーティング
•間欠パターンコーティング

持ち上げて金型内部形状にアクセスするための上半分を除
去する必要はない。
ダイヒンジは簡単にアクセスするための135°の場所で上半分
が開きます。

•同時両面塗工
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スロットダイ位置調整機構
0.0001インチ内の再現性と精度（2.54microns）

コーティングステーションは
精密バックアップロール付き

ロールやフリースパンコーティング機能
On/ off コーティング制御に関する
スプライスジャンプ
スロットダイからロールまでは、ボールねじを調整してスライド移動
ステンレス鋼構造

- リジッドサイドフレーム構造をレベリング
して 取付タップをつけてある
- 精密バッキングロール：
‧ゴムロール（非駆動）

スロットダイの移動の精度リニアベアリング

でTIR<0.0005 inch（12.7um）

空気圧作動

同心<0.0005 inch（12.7 um）

デュアルダイヤルゲージ

円筒度<0.001 inch（25 um ）

真空箱

Ra <4マイクロインチ表面処理仕上げ（0.1 um ）

‧ステンレス鋼構造

‧クロームロール（非駆動）

‧シングルチャンバー

TIR0.00012インチ（3.05 um ）

‧コーティングロールへの下に真空テフロンブレードと基材との間の

2-4Ra(0.05-0.1 um)表面処理仕上げ

ギャップ
は 調整できる。
‧テフロンエンドシールは、バッキングロールとダイの間に密封する
‧2つステンレスタンク（ドレイン用とバッフル用）
‧一つ回生ブロワー
フィルターハウジング
フィルタ
マフラー
可変周波数ドライブVFD（電圧が決定される）
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定量ポンプのユニット

ダイリワーク

‧自己完結型流体送出システム

含まれますリワーク：

‧一つの精密計量ポンプ

‧完全なシール面の完全性を確立するために、再

‧防爆モーター
‧AC速度制御システム
‧二箇所:フローの圧力計の前とフィルターハウジング

研削
‧オリジナルのリップ面の高さを確立するために、下
唇面と角度をグラインド
（顧客が図面を提供するのは必要）

の後
‧ステンレス製のハウジングを持つ片面カートリッジス
タイルのフィルターシステム
‧一つの保持タンク（顧客指定されたサイズ）
すべての接続のための‧サニタリータイプ継手
ダイ停止中‧再循環のデザイン
‧流体送達カートは回転キャスター、耐溶剤性の車輪
（非火花）が装備されている
‧リリーフバルブ、3方向バルブ、圧力計、ホース、クラ

‧オリジナルのリップ面の高さを確立するために、上
唇面と角度をグラインド
（顧客が図面を提供するのは必要）
‧注 - 全体的なダイの高さは、グラインドによって低
減される
‧再ポリッシュマニホールドと喉（4-6のRa）
ダイランド はラップの1-3のRaてらの仕上がり
‧平面度- T.B.D.
‧0.0001” インチ（2.54μm）の平面度 またはそれ

ンプ
特に指定がない限りコントロールはバイヤーの責任で

を達成することができる、
‧外面 を清掃

ある。

‧掘削穴やタップを清掃
これは、必要な制御作業のすべてを供給するバイヤー

‧留め具を点検し、使用不能であれば取替え

の責任です

‧最終的な平面度と仕上がりの最終検査報告書

機械ライン速度にポンプVFDを結合することを可能に

を提供する

する。
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COATING TECH SLOT DIES生産計画

テクニック

COATING TECH SLOT DIESはプロジェクト管理で業界をリードしています。常に納期、承認期限、製造時

直接コーティング：こ

間枠を含むCTSDの生産計画とあなたの時間枠と予算を満たしています。

のプロセスは、直接に基材に液を塗工す
る。 （画像1）

スロットダイ業界で満たさ最も積極的な製造期間は注文から出荷まで12週間である。
COATING TECH SLOT DIESは新規注文の生産計画をスケジュールする場合に満たすべき、その後、配
達日を決定する日付と期限を割り当てることによって始まる

間接的なコーティング：
間接的なコーティングプロセスは、スロッ
トダイを出た流体が、精密計量ロールか

目標を達成するために。お客様は、注文したスロットダイの進行状況を追跡することができますだけでな

ら転写してバックアップロール上の基材

く、進捗時間表も通知されるし

に塗工される。

設計承認は、スケジュール通りにプロジェクトを維持する。

引っ張られたTension Web：

オンタイムデリバリー納期遵守、より正確な計画を確認し、あなたがコミュニケーション道具としてCTSD

直接コーティングより薄い塗工は可能で

生産計画を活用する際に無駄なダウンタイム停止期間をなくす。

す。 （画像2）

カーテンコーティング：
カーテンコーティングが増産速度を可能
にする。 （画像3）

レーンコーティング(或いはストリプ)：
このコーティング技術は、パターンを可能

3Pアプローチによりベンダーを選択する
1.プロセス。ベンダーが持つプロセス知識のレベルは、使いやすさであなたを安心させます。ベンダーは

にする、または 特別なプロジェクトのニー
ズのためのパッチコーティング（間欠）。

同時両面コーティング：

あなたのプロセスの科学とアプリケーション応用の経験を理解することができるので最適な設備を設計

適切なダイセットアップすると同時に基

できます。

材の両面塗工が可能である。

弊社のエンジニアスタッフは 貴社業界で働いていた経験を持っています。

多層コーティング：

2.精密。製品に必要な許容誤差を満たすために機器を製造することは基本的な必要性である。ほとん

このプロセスは、一度にスライドダイがコ

どのベンダーは、必要な精度を供給できますが、

ートいくつかの層を塗工することによって

こんなチェックは常にベンダーを差別化する方法です。

完成する。

3.パフォーマンス。でも、プロセス知識や精密製造能力を持つ、ベンダーは、最終的には、コーティング

間欠コーティング：

された製品が顧客仕様に満足できのは必要です。

このプロセスはまた、テーブルコーティン

お客のプロセス、製品、及び性能基準を理解する上で、ベンダーの参与は、機器の成功にとって重要で

グとも定義される。スロットダイコーティン

ある。

グ技術を用いて達成することができる。
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豊富な経験
この理解は、プロセス、工業用途、
および流体と基材の
仕様の広い断面を包含する。

COATING TECH SLOT DIEは明確な利点とユ
ニークな業界の洞察を提供しています. なぜな
ら多くの業界全体のコーティングプロセスの広
大な知識というわけです。
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建設
COATING TECH SLOT DIESは、ウィンドウフィルムのための様々なアプリケーションのための薄い、光学
的に敏感なコーティングの開発と実施をまとめました。 建築の多様な分野では、厚くコーティングされた
タールと薄く塗布された光管理フィルムは、スロットの帯域幅はCOATING TECH SLOT DIESによって設
計されたダイのすべての範囲内である。

使用材料：
• 音響と建築用パネル
• メカニカルファスナー

接着剤

• 研磨剤

溶剤けい、水（エマルジョン）、またはホットメ

• ウィンドウフィルム

ルト系PSAが利用されるのに関わらず、改

• 保護フィルム

良されたプロセスの効率化と削減スクラッ

• ルーフィングの材料

プは、テープおよびラベル業界向けのスロ
ットダイコーティング装置の開発に強調表

製品：

示されます。

•音響と建築用パネル

クリーンルーム環境で光学的に透明なコー

•メカニカルファスナー

ティングに対して閉鎖システムでスロットダ

•研磨剤

イ技術の操作は標準です。

•ウィンドウフィルム
•保護フィルム

使用材料：

•ルーフィングの材料

•PSA
•マイクロスフェア懸濁液
•エポキシは
•プライマー
•ホットメルト接着剤
•エマルジョン接着剤
•溶剤系接着剤
•反応性化学
•用紙
•フィルム

製品：
•テープ
•セキュリティテープ
•ラベル
•パーソナルケア
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エネルギー
COATING TECH SLOT DIESは同時両面
アノードとカソードコーティング、間欠コーティ
ングのために、スロットダイコーティングシス
テムを設計しました。リチウムイオン電池な
どのエネルギー貯蔵技術のレーンコーティ
ングと
スラリー中のレオロジー変化を理解すること
の発展に不可欠である
適切な流体コーティングシステム。

使用材料：
•カソードスラリー
•アノードスラリー
•セラミックスラリー
•アルミ箔
•銅箔

航空宇宙

製品：

COATING TECH SLOT DIESは成功にコーティング

•燃料電池

した設備を実装しました 。

•太陽光発電

炭素繊維ナノコンポジット‧アプリケーション50万

•コンデンサ

cPのように粘性のコーティング流体を塗工できる。

•PVバリア膜の交換コーティング

絶えざる改善と生産効率がこの分野でのプロセス

•フレキシブルエレクトロニクス

開発の取り組みを表示されます。

•スタティック マット

使用材料：

•リチウムイオン電池

•分離膜
•RFID

•反応性樹脂
•ボンディングの接着剤

製品：
•ナノコンポジット
•摩擦低減膜
•ボンディングの接着剤
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ろか(濾過)
COATING TECH SLOT DIESはろ過製品になるため、ピンホールとい
う欠陥ないと完全な幅を塗布しながら、コーティング効率を維持する
ために、スロットダイコーティング技術に対して引っ張らウェブ用スロッ
トダイコーティング技術を開発した。
コンサルティングプロジェクトがコーティングウィンドウの開発につなが
っていると水のろ過性能上のプロセス変数の影響を理解する。

使用材料：
•含浸コーティング
•ボンディング
•曝気ポリマー
•不織布

製品：
•精製メンブレン

グラフィックス

•膜

COATING TECH SLOT DIESはクリーンルームとGMP環境でのレーン(ストリプ)と間欠塗工された製

•空気ろ過膜

品を提供することができ、流体コーティングシステムを設計しました。

•水のろ過膜

高度にロードされた反応性の化学物質での経験は、ロール•ツー•ロール応用の医療や製薬製品開発
に対して役立つ洞察を提供します。

使用材料：
•アンチ反射分散液
•アンチグレア分散液
•エネルギー削減分散
•印刷プライマー
•インク
•PVC
•テキスタイル

製品：
•コマーシャルグラフィックス
•車両ラップ
•デジタル印刷物
•画面印刷物
•コーティングされた繊維製品
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光学膜
COATING TECH SLOT DIESは光学フ
ィルム産業用の薄塗り、低粘度流体コ
ーティングするためのコーティングシス
テム技術を提供することができる。
UV硬化性アクリレート、有機EL照明、お
よび1ミクロン薄塗りコーティングの経験
を持つので 光制御製品の性能向上に
強い洞察を提供できる。

使用材料：
‧アクリレート
‧PETフィルム

メディカル
COATING TECH SLOT DIESはクリーンルー

‧不透明のフィルム
‧半透明のフィルム

ムおよびGMP環境でレーン(ストリプ)と間欠

‧透過フィルムを

塗工された製品を提供できるコーティングシ

‧反射フィルム

ステムを設計しました。

‧ガラス

使用材料：
‧分散液
‧反応性の化学物質
‧フィルム
‧不織布

製品：

製品：
‧OLED
‧マイクロ複製BEF
(Brightness Enhancement Film)
‧ホログラフィックイメージング
‧レンチキュラーレンズ技術

‧水蒸気透過削減コーティング
‧経皮薬物パッチ
‧医療テープ
‧パーソナルケア製品
‧食品グレードのパッケージング
‧応急ドレッシング
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その他のサービス
COATING TECH SLOT DIESはコンサルティングや
教育目的のため格別にサービスを提供しています。
コーティング技術サービスは、
当社のコンサルティング会社であると
コーティング技術研究所は、
スロットダイコーティング技術に焦点を当て、
当社のユーザー会議です。

COATING TECH SLOT DIES Serviceは、ス
ロットダイコーティング技術上の全ての流体コ
ーティングされた製品で、スロットダイコーティ
ングのためのコンサルティングだけでなく、教
育や訓練が含まれています。
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コーティングテックサービス

コーティング技術研究所

1996年以来幅広い製品範囲の経験を持つ、
コーティングテックサービスは、全ての流体コーティングされた製品全体のスロットダイコー
ティングのための深い知識を提供しています。

Coating Tech Slot Diesは集中的な訓練が含まれるユーザーカンファレンス年会を開催します。トレーニン
グセッションの特色は 一日と半日間の授業と塗工機現場で一日間スロットダイコーティング技術を体験
させるのを含まれています。

コーティングテックサービスはプロジェクトを管理して、

会議は焦点を当てて：

または、スロットダイコーティングサービスのコンサルティング顧問おいう会社として、アメリカ国内および

‧スロットダイコーティング技術を説明します

国際的なコンバーテイングお客に優れたエンジニアリングとオンサイトサービスを提供する。

‧レオロジー
‧プロセス

サポートサービスが含まれます：

‧システム

‧試験支援

‧テクニック

‧プロジェクトマネジメント

‧コーティング欠陥と解決方法

‧投資利益率や効率コンサルティング

‧スロットダイの特徴とセットアップ

‧プロセスのトラブルシューティング

‧スロットダイ操作

‧エンジニアリングおよび設計サービス
‧オンサイト(塗工機現場)技術サービス
‧コーティング改善計画のための既存のプロセスの分析
‧機器の評価
‧取り付け
‧トレーニング
‧修理やリワーク
‧マニホールドシミュレーション
‧有限要素解析
‧プロセス変数シミュレーション
Coating Tech Serviceは、仕様を開発するための柔軟なプロジェクトマネージャを提供しています。 、プロ
セスのアップグレードを実行させ または付加価値プロジェクトのためのプロセス効率を改善させます。
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