
［主催］  TOK /マルテー大aグループ各社

『最新鋭とKAIZEN』
〜トータルシステムメーカーとしての未来創造〜

工業塗装コーナー 出展メーカー
旭サナック（株）
アネスト岩田コーティングソリューションズ（株）
アンデックス（株）

（株）石崎電機製作所
（株）出石
SMC（株）

（株）エムズシステムズ
Elcometer（株）
オールグッド（株）

（株）カイジョー
（有）かこうや
（有）ガリュー
川本産業（株）
グラコ（株） ゲマ事業部

（株）栗田工業
興研（株）

（株）サンコウ電子研究所
昭和電機（株）

（株）スイデン
（株）スリーハイ
（株）タブチ
TPR商事（株）
テラル（株）
東和酵素（株）

（株）ニッチュー
日本エアーテック（株）
日本製紙クレシア（株）

日本特殊織物（株）
原田産業（株）

（株）フィッシャー・インストルメンツ
（株）ベッセル
（株）丸仲鐵工所
（株）明治機械製作所
（株）メイテック
（株）メサック　　　　　　  他

（12月1日現在）
※出展メーカーについては変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

工業塗装コーナーのご案内

次世代工場への提案

副資材から設備までトータル提案

更なる品質向上に繋がる提案

工業塗装
コーナーのご案内

本チラシ対象期間：
本日▶2019年 4月14日

マルテー祭は、｢見て｣｢触れて｣｢お試し頂ける｣ 塗装業
界最大の総合展示会。４年振りの開催となる今回の東京
マルテー祭は、来るべき新たな時代へ向け、新製品・新技
術・新工法の展示はもちろん、謝恩特価・超目玉商品も
盛り沢山ご用意しております。増税前のラストチャンス
です!！皆様のご来場を心よりお待ちしております。

● プチ・パレット RCR-5000
正確さを要求されるカラーマッチングにぴったりの
快適空間を実現。豊かな風量の排気装置でミストを
確実に吸引・排気します。

栗田工業

● スタンドコーチ 
KOACH C 900 - F

テーブルタイプより清浄空間を広く確保できる
スタンドタイプ。複数名での対面作業も可能。
キャスター付で移動も簡単です。

興 研

● プッシュプル型換気装置 
ベンチレーサ

有機溶剤を使用する作業場にプッシュプル気流を
利用した安全な作業環境づくりを提案します。

昭和電機

● イメージペインティングシステム 
FINE -JET

丸仲鐵工所

※展示会当日は、
　実機は展示しません。

重量パネル表面への印刷を可能にした、大型フラットヘッド。
簡単操作で、美しく豊かな印刷表現を高精度・高耐候性に実現します。

展示会限定1台

■仕様
・本体寸法：W4950×L2150×H2800mm
・出入口扉：W1600×D2250（観音扉）
・LED：2灯×3基（200V）

LED仕様

2,650,000円展示品
大特価

■日時  4月�13日（土）・14日（日）
［主催］TOK /マルテー大aグループ各社

東京マルテー祭用招待券のお申し込みについて

https://www.maru-t.co.jp/apply42

■会場   幕張メッセ�9・10・11ホール�
千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

本展示会のご入場には招待券が必要です。
ご来場者のスムーズな受付・お買物をして頂けるよ
う、登録制とさせて頂いてますので、お早めに最寄り
のT特約販売店へお申込み下さい。
また今回より、弊社ホームページからも招待券を
お申し込み頂けるようになりました。
是非、ご活用ください。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

ご帳合販売代理店のご記入がない
場合は招待券は発行できません。
ご記入頂いたご帳合販売代理店の
ご了承を得た上で招待券を発行い
たしますので、予めご了承頂けま
すようお願いいたします。

9：30〜16：0010：00〜17：00

QRコードから
招待券申込フォームへ

入れます。

招待券用申込フォームのご案内



工業塗装コーナーのご案内
乾燥装置・局所排気装置 塗装機器・周辺機器

● ガス仕様熱風循環式乾燥装置
オリジナル特殊パネル構造により、断熱効果が大
幅に向上。電気・ガス仕様、省スペース設計ほか、
さまざまなニーズにも対応できます。

マルテーオリジナル
● ガス仕様熱風循環式乾燥装置
熱風吹出口位置は、炉内上下から選択可能で
上部吹き出し時には観音扉を本体左右にも設置
でき、工場レイアウトを有効活用できます。
乾燥完了後は、独自の強制冷却システムで安全
をしっかり確保します。

マルテーオリジナル

●  電気仕様熱風循環式乾燥装置
高精度温度制御でクリーンな乾燥を実現。 
外部結線、爆発ベント他各種安全装置を装備して
いる安心設計の乾燥炉です。

マルテーオリジナル

●塗装ロボット  SWAN
防爆自立型ロボットと高精度ダブルターン
を合体させた、回転塗装専用ロボット。
操作・メンテナンス性・安全性を向上、
機体差を最小限にしたシステム構造です。

アネスト岩田

● 粉体回収装置 
ADC-402

捕集効率が高く、ダストの払い落と
し性に優れた高性能カートリッジ
フィルターを使用。粉体塗装・サン
ディング作業等で能力を発揮。

アンデックス

●  MERIT GRAND  JB-01
アコーディオンフードを畳むことでスペースが確保でき、クレーンやフォー
クでの搬入も可能。ご要望に応じたサイズでの製作もできます。

アンデックス

● 新型ベンチュリーブース 
VB - 20F

空気と水の強力な渦でミストを捕集します。 
新設計で清掃メンテナンス時間が大幅に 
短縮し、作業性が向上しました。

アネスト岩田

● バッフルブース 
BB -20G

水を使用しないため、凍結の心配が
なく排水処理や管理が難しい環境に
適しています。

アネスト岩田

● ボルテックスブース 
VOR-303

水と空気の強力な渦でミストを捕集します。
分離槽標準装備で作業環境に合わせ、
左側面・右側面・背面のいずれか1カ所から
お選びいただけます。

アンデックス

●エアーシャワー  EAS 型
HEPAフィルターで清浄化された高速ジェット
エアーで人や搬入物に付着した粉じんを除塵。
エアーシャワー内は不使用時でも清浄化されて
おり、クリーンルーム内に外部の汚染粒子が流
入しない構造です。

日本エアーテック

※本体色は7色からお選びいただけます。

500,000円展示品
大特価

3,600,000円展示品
大特価

1,850,000円展示品
大特価

3,500,000円展示品
大特価

1,200,000円展示品
大特価

1,700,000円展示品
大特価

エムズシステムズ

●小型スピンドル塗装ユニット
無溶剤UV塗料など、最新の塗料にも対応、塗料消費量の大幅削
減に貢献。省エネルギー、省スペース、省人化が可能なコンパ
クト自動塗装装置です。

● 粉体静電ハンドスプレー 
OptiFlex 2B（ボックスタイプ）

使用塗料・被塗物形状・作業環境を
選ばず、高品質な仕上がりを可能にします。

グラコ

● 粉体静電 
ハンドガンユニット 
Ec'Corona（部分流動タイプ） 
AXR100DF

新荷電方式（デュアル電界方式）により、 
塗着効率・仕上がり性・操作性を大幅に
向上させました。

旭サナック

● レシプロコントロールシステム 
SUNAC  EX シリーズ

独自の「スマートサナックシステム」を搭載、左右2台のレシ
プロ独立制御により、塗料使用量の削減と生産効率が大幅に
向上した環境対応型自動塗装システムです。

旭サナック

●  誘引ファン SF 型
ノズルから高速で空気を吹出、周囲の空気を誘引して気流を起こします。
空気の移送や撹拌により、均一な空調・換気ができます。

テラル

台数限定大特価！！

台数限定大特価！！

■仕様
・炉内寸法：W2000×D2000×H2400mm ■仕様

・炉内寸法：W1200×D1000×H1530mm

■仕様
・開口有効寸法：W2286×H2438mm

■仕様
・フード内有効寸法：W3720×L6650×H2460mm

■仕様
・開口有効寸法：W2000×H2000mm

■仕様
・開口有効寸法：W2000×H2000mm

■仕様
・炉内寸法：W2000×D2000×H2000mm

台数限定大特価！！

● 液体塗装機 
AIRMIX ポンプ・ガンセット 
(XCITE120+EOS10-C18)

エアの接続だけで使えるオールインワンモデル。
吹き返しが少なく、高塗着効率を実現し、操作性
も抜群です。

明治機械製作所

■仕様
・開口有効寸法：W3000×H2010mm

※当日の展示品と掲載写真は仕様が異なります。
　予めご了承ください。
※掲載写真は仕様が大きいサイズになります。

※本紙掲載商品は設置工事及び運賃費等は含まれません。その他別途工事(1次側ユーティリティ・ダクト関係・その他追加工事)は含まれておりませんので予めご了承下さい。　※本紙掲載価格は全て税別表示です。消費税は別途申し受けます。

展示会限定1台

展示会限定1台

展示会限定1台

展示会限定1台展示会限定1台

展示会限定1台

1,600,000円展示品
大特価

展示会限定1台


