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～圧倒的競争力となる製法技術をご提案～ 

 
１．背景及び開発の目的 

近年、さまざまな電子部品の高精細化・高密度化に伴い、プリント回路基板等を代表するプレス打抜き加工に

対しても形状や位置精度に関する要求精度が高まってきております。 

当社では汎用性の高い六軸多関節ロボットとカメラを用いた自社開発の自動プレス装置で±100μｍの精度

を実現していましたが、車載ＬＥＤアレイ・ヘッドライト用基板において、±50μｍの位置決め精度が要求される

案件も出てきたことにより、より高精度なプレス装置の開発に着手、遂に2017年夏、どんな金型も使用でき、環

境雰囲気に影響されず、シンプルに±5μｍの精度が実現出来るプレス装置工法を開発することができました。 

 

２．技術の特徴 

① 超高精度位置決め加工を実現 

±5μｍの位置決めを、繰り返し精度 100％で実現、 

R&D ベースでは、±1μｍまでも実現しております。 

② あらゆるプロセス実現へ向けて 

プレスに係わらず、｢位置決め｣が必要なプロセスに対  

し超高精度位置決め方法を提案致します。 

③ バリレス・ナノインプリンティング加工提案 

当装置と同時開発したバリレス打抜き工法により、外形精度もシングルミクロンオーダーで管理可能に、 

また、マイクロ転写金型と組み合わせ、低コストで大面積な高精度連続インプリンティング加工が実現 

 

 

 

 

                

                                                     

３．提案企業について 
企業名 株式会社サンコー技研（東大阪市） 

URL http://sankogiken.com/ 

自己ＰＲ 

1 億枚超となるＩＣカード基板の量産実績や、パワー半導体向け放熱基板、米電気自

動車向け電極基板、人口硬膜シート・バイオセンサー基板など、ワン&オンリーの製品・

打抜き製法技術で、試作開発から量産までのあらゆる問題をワンストップで解決する

「打ち抜くコト」のトータルサービスをご提案致します。   

※受賞歴：  2016 大阪府ものづくり優良企業 大阪産技研理事長賞 受賞 

            2017 東大阪商工会議所 白石賞 受賞 

            2018 新機械振興協会 協会会長賞 受賞 

※中小企業庁：ものづくり補助事業 4 期連続採択 （2014～2017） 

※取材履歴： 日刊工業新聞社、機械新聞社、教育出版社 

 
４．問合せ先 
もっと情報が知りたい、あるいは提案企業とのマッチングを希望される場合は、下記までご連絡ください。 

大阪府商工労働部  成長産業振興室  新エネルギー産業課  

E-mai l :smart-energy@gbox.pref.osaka.lg .jp 

〒559-8555 大阪市住之江区南港北 1-14-16 25 階  

TEL：06-6210-9484   FAX：06-6210-9296 

スマートエネルギーパートナーズニュース ２０１8 年２月号 No.１ 

±5μｍの超高精度位置決め打抜き加工 

左：バリレス打抜き工法 右：通常打抜き加工 マイクロニードルアレイ金型 

プレス装置 外観 



「打抜くコト 」のトー タルサービス

“250mm角基板を±5μm精度で位置決めする“精度とは・・・

⇒ 120,000mm（120m）先にある直径5mmの的を狙い撃ちする精度

⇒ 甲子園グラウンドの端から、アルプス席の5円玉の穴を射貫く精度と同じです！

SANKO GIKEN

007± 5 ±5μmの位置決め精度とは？
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「打抜くコト 」のトー タルサービス SANKO GIKEN

007± 5 この唯一無二の製法技術

この圧倒的精度

どこで活躍

出来るのか？
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「打抜くコト」のトータルサービス とは？
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高精度受託加工連携
・5μm高精度打抜き加工
・バリレス加工
・１億枚超ICカード量産品質
・光学系高機能樹脂プレート
・超高密度基板
・プリンタブルエレクトロ二クス
・サブミクロン金型加工（高生産性）

加工ソリューション＆IOT事業連携
・総合コンサルタント事業連携
・全自動打抜きプレスシステム
（IOT遠隔制御+インダストリー4.0）
・高精度位置決め工法連携
（ロボット企業・Sier連携）
・加工ソリューションエコシステム連携
・AI連携による最適加工精度
・金型システムとの高度化連携

既存事業

サンコー技研005高精度
置決め技術確率済み

既存レベル加工製品の
高精度化連携推進

事業領域 とは？サンコー技研の
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会社概要 株式会社サンコー技研

設立 1976年10月1日

所在地 大阪府東大阪市玉串町東3-5-38

資本金 2,000万円

従業員数 30名 / HP http://sankogiken.com/ 

事業内容 1. 基板・非鉄金属・樹脂の精密打抜きプレス加工事業

2. 打ち抜き加工ソリューション

主な量産加工受託製品（2018年現在）

非接触ICカード / パワー半導体用放熱基板

「打抜くコト 」のトー タルサービス
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CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



主な加工製品 経歴

創業当初 ・銘板打抜き・曲げ・絞り非鉄金属プレス加工

1980年代 ・硬質プリント基板の打抜き加工・外観検査

1990年代 ・ＦＰＣ（フィルム基板）の打抜き加工・電気回路検査・外観検査

2000年～ ・大型テレビ液晶シートの打抜き加工・外観検査

2005年～ ・非接触ICカード基板の打抜き加工・電気回路・外観検査

2010年～ ・パワー半導体向け放熱基板

「打抜くコト 」のトー タルサービス

創業当初～
銘板・アルミ筐体

1980年～
硬質基板

1990年～
フィルム基板

2000年代～
大型テレビ 液晶シート 7



企業沿革

昭和64年 4月 本社工場設立

平成17年 4月 新本社工場 移転

平成24年10月 ものづくり中小企業試作開発補助事業 採択

平成25年 7月 中小企業ものづくり補助事業 採択

平成26年 5月 ものづくり補助事業 採択

平成27年11月 ものづくり補助事業 採択 （※4期連続採択）

平成27年 4月 本社隣り完全クリーンルームプレス工場設立

平成27年11月 大阪府ものづくり優良企業賞 「大阪産技研理事長賞」 受賞

平成28年 4月 東大阪商工会議所 「白石賞」 受賞

平成29年11月 マイドーム大阪「東大阪産業展テクノメッセ」 特別招待出展

平成29年12月 新機械振興協会賞 受賞

平成30年 4月 日刊工業新聞社 イノベーティブ製品開発 記事掲載

「打抜くコト 」のトー タルサービス
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「サーボプレス機による生産性の
高い放熱基板金型打ち抜き工法」

「放熱基板の人と画像処理で行う
ハイブリッド外観検査工法」

「パワー半導体向け超厚銅基板の
新しい製造方法の開発」

「ロボットとカメラを使用した超高精度
位置決めプレス工法の開発」



機械振興協会賞

「打抜くコト 」のトー タルサービス
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日刊工業新聞 記事掲載

「打抜くコト 」のトー タルサービス
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主力加工製品 非接触ICカード

・システム検証スタート時より基板試作加工を担当

・非接触ICカード 指定加工工場

・累計発行枚数 1億枚超の加工を担当（1998年～）

・市場流出クレーム 0（ゼロ）／1億枚 の品質管理

非接触ICカード例

「打抜くコト 」のトー タルサービス
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「打抜くコト 」のトー タルサービス

±5ミクロンの超高精度位置決め装置を開発 （特許申請）

※参考動画 ： 非接触ICカード量産加工用 ロボット位置決めプレス装置 2ライン
（月産100万枚加工・5年間稼働で位置決め不良ゼロ（±50μm精度）

弊社ロボットプレス装置の開発原点となり、『ロボット』・『カメラ』・『位置決め』の
すべての技術知見を得ることが出来ることとなった装置であり、装置完成から
7年を経た現在をもってしても、同様のプレス装置は存在しておりません。

（ 当社ホームページで動画公開中 ）
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既存の新規開発案件の流れ
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新規開発製品立ち上げから量産までのお客様の期待と心配事

•材料テストカット

•「各種加工法の検証や
相談をまずしたい」

試験・
検証

•量産工法選定

•「あらゆる工法から全
体最適な仕様・装置構
想を行いたい」

工法
選定

•高品質でトラブルが
ない安定生産を維持
したい

•高効率生産でコスト
力のある量産

量産

装置のことは分からない・・・

金型のことは分からない・・・

加工のことは分からない・・・

量産まで視野に
入れた幅広い検
証が本当に出来
ているのかな？

受注さえすれば
量産トラブル・保
守リスクの責任
なんてない・・・

装置メーカーが安定生産性維持のための
知見なんてもっているのかな・・・

金型メーカーが連続量産運用のノウハウ
なんてもっているのかな・・・

責任の擦り
付け合いで、
原因究明は
二の次・・・

「打抜くコト 」のトー タルサービス



新しいソリューション、「打ち抜くコト」のトータルサービス
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サンコー技研のワンストップ・ソリューション・サービス

•材料テストカット

•「各種加工法の検証や
相談をまずしたい」

試験・
検証

•量産工法選定

•「あらゆる工法から全
体最適な仕様・装置構
想を行いたい」

工法
選定

•高品質でトラブルが
ない安定生産を維持
したい

•高効率生産でコスト
力のある量産

量産

あらゆる加工方
法の検証・テスト
レポートで量産
を見越した工法

を提案

自社開発まで可能
な装置知見と30年
を越える連携パー
トナーによる最適
な工法を提案

非接触ICカード
１億枚超の

量産実績と
安定供給責任！

大前提として、自社で量産する場合を想定した
各種提案・コンサルティング・プロジェクト受託



の解決例 ①
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提案事例 ① 国内大手自動車メーカー 燃料電池セパレーター加工

お客様の課題

・特殊フィルムの為、バリが出てしまい

加工方法がわからない…

・スリット部が極狭小すぎて、加工方法

がわからない…

・量産計画数が膨大で、量産工法を

至急検討しなければいけない…

の解決策

○NDA締結後、材料を支給頂き

テストカットを繰り返し、最適な

加工方法をレポート

○検証の結果を受け、初期試作工法の

提案、および実施を行う

○試作工法を踏まえた量産検討のご提案

及び、パイロットラインのご提案

結果：中部地方は勿論、全国でも解決方法が

提示出来ないご案件で相談を頂戴し、

結果唯一の工法提案メーカーとして

プロジェクト推進にご協力出来ました

「打抜くコト 」のトー タルサービス



の解決例 ②
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提案事例 ② 世界的 米電気自動車メーカー向け 電池端子基板加工

お客様の課題

・中国・韓国メーカーとの入札案件で

国内加工メーカーがわからない…

・超精密なアルミ箔加工が加工な

メーカーが見つからない…

・サイズが大きくそもそも工法すら

検討がつかない…

の解決策

○金型工程の解析を行い、多工程による

打ち抜きで実現可能な工法を提案

○多工程打ち抜きによるマッチング

仕上がりの検証を実施

○量産工法としての検証を実施

最終ライン提案を行う

結果：国内超大手材料メーカーさまの加工

担当メーカーとして強く連携させて

頂き、革新的な電気自動車の心臓部

ご案件入札にご協力致しました

「打抜くコト 」のトー タルサービス



の解決例 ③
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提案事例 ③ マイクロインプリンティング・プレス

お客様の課題

・ナノインプリンティング形状に

似た表面リフレクターをテストしたい

・マイクロレベルで問題無いので

低コストな加工を検討したい…

・表面加飾を広範囲に精度良く

転写加工を行いたい…

の解決策

○超微細金型加工技術による

ニードル（パンチ）アレイを実現

○超精密位置決めによるマイクロ

オーダーの連続プレスが可能に

○マイクロピンホールを低コストに

量産する工法として提案

結果：ディスプレーベンチャー企業さまに

リフレクターアレイ量産工法として

提案、今後のディスプレー大画面化

への可能性をもたらしました

「打抜くコト 」のトー タルサービス



の解決例 ④
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提案事例 ④ 体内バイオセンサー基板

お客様の課題

・体内に挿入されるバイオセンサー基板

の加工断面性に優れた工法を検討

・医療に適したクリーンルームかつ

抗菌環境が対応可能なメーカーが必要

・レーザー加工では炭化してしまう為、

高精度な代替加工方を探している…

幅200μｍ±20μｍの位置決めスリット精度 の解決策

○超高精度位置決めプレス工法による

超高精度加工を実現

○材料・製品に適した特別な加工環境

のご提案と構築

○30年超の各型メーカ協業実績による

特殊仕様型の提案・加工検証レポート

結果：医療分野のメーカーさまにも

あらゆるご相談を頂戴しております。

今まで諦めていたプロセスを実現可能

とし、医療発展の一助となれました

カットライン

カットライン

加工イメージ図

「打抜くコト 」のトー タルサービス



の解決例 ⑤
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提案事例 ⑤ その他 難加工製品事例

お客様の課題

・CFRP・CFRTPの加工を検討したい

・キャパシタアルミ箔の高精度量産を

検討したい…

・金属繊維やスーパー繊維を加工したい

・医療用生体シートやバイオセンサー

基板を加工したい…

の解決策

○「打ち抜くコト」についての知見

金型・刃型・レーザー・超音波加工を

網羅し、あらゆる難加工も解決

○初期試作検討から量産工法までの

ご提案・受託可能とする体制

結果：これまでの量産実績・試作実績をもとに、

量産品加工受託にとどまらず、開発プ

ロジェクトへの参画や受託、パイロット

ラインのコンサルティングなどのご相談

まで、何でもお気軽にお問合せ下さい

「打抜くコト 」のトー タルサービス
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