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SEALING SYSTEM(シーリングシステム)
VISION SYSTEM(ビジョンシステム)

CO., LTD.

(株)デミョンTSは、1988年創業以来、自動車生産ラインのシーリング装備及び検査用ビジョンシステムを
研究開発及び提供する会社として、設計、製作、現地設置、試運転、A/Sなどトータルソルーションを提供
しています。
また、品質革新を通じて、より進んだ技術と品質で顧客感動を実現するために、デミョンの役職員一同共
に最善を尽くします。

機器アプリケーション
Vision System

Vision System

Bond Sealing

Hemming Sealing

Weather Strip Sealing

•
フロントグラス
•
クウォーターグラス
•
リアガラス
•
パノラマサンルーフガラス

BPR Sealing

•
フード
•
ドア
•
ルーフ
•
トランクリッド
•
テールゲート

LASD Sealing

•シリンダーブロック
•チェーンカバー
•オイルパンカバー
•
フード
•
ドア
•
サイド
•
テールゲート
•
トランクリッド

クライアント

•
サイド
•
クウォーター
•
ダッシュ
•
ルーフ
•
フロア

•
Front Glass
•
Quarter Glass
•
Rear Glass
•
Sun roof Glass

Primer Applicator

Mastic Sealing

Structure Adhesive Sealing

Interior Sealing

Spot Sealing

Anti Spatter Oil Applicator

•
ホイールハウス
•
カウル
•
ダッシュ
•
クウォーター
•
フューエルハウジング

•
サイド

•
ドア
•
テールゲート
•
トランクリッド

•
フード
•フェンダー
•ドア
•サイド
•ルーフ
•トランクリッド
•テールゲート

•
フロア
•
エンジンルーム
•
ダッシュ
•
W/HSE
•
フロア
•
アンダーフロア
•
バックパネル

The World’s Best
Sealant Equipment Manufacturer
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(Hemming sealing)

(Anti Spatter Oil Applicator)

(Direct Glazing Sealing)
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ؙح؍ذأوءزحهأ٦ٔٝيذأءؚ

ؙح؍ذأوءزحهأ٦ٔٝيذأءؚ54ؙح؍ذأوٕزأؙؒכ٦يؖس㝢䋒ؖٝ"ה013ち⳿㖇ⵖ䖴鄲縧欽ְ؍ذأوג
ؙحءزحهأ٦ٓ٦ٕزأؙؒ٦ةػس٦ٝד㝢䋒׃ծ
荈⹛㝢䋒ח䗳׆䗳銲ז䧭銲稆ךろծ
知⽃ז鸢ًזⵃ⤑הٝشذٝأ
ד植㜥點欽䚍ء⮚ח٦ׅٔٝדيذأءؚկ
54כؙح؍ذأو䩛⹛

ٖ؎،ؐز

ؙح؍ذأو

زحهأ

و؎ٓف٦،؛ٔف٦ة٦
(Primer Applicator)

نٝءس٦ؚٔٝ٥يذأء
(Bond Sealing)

ؐؑؠ٦ءفحٔزأ٦ؚٔٝ٥يذأء

و؎ٓف٦،؛ٔف٦ة٦כծ荈⹛鮦أٓؖ䱸滠欽
ي؞䱸滠ה荈⹛鮦ךأٓؖو؎ٓفח٦㼔
欽㝢䋒鄲⪒ד㝢䋒׃ծ%(6ؚٖزؙٖ؎ت٦آٝ
ةؚٖؐٝء٦ٓ٦أٓؖך䱸滠儗חծ䱸滠⸂ぢ
♳ֽ⸔湡涸ד點欽ׁ䊨岀ׅדկ

PRI1000

,ء٦ؚٔٝ٥يذأء

,✳巉䕎ء٦ؚٔٝ倯䒭כծծ⚺勞ה炽幉
さג׃䌢庛ד荈搫炽ׅծ傀㶷ך鸢ء٦ٓ٦ה
ג׃點欽ַזֹדָהֿׅ殯珏勞俱ך䱸さ
〳腉זחծ鮦⡤ך欰欵儗חծְֻךַא點欽
ג׃䊨玏獳⹛⚥ח涪欰ֹדָהֿׅ㢌䕎ך
姺ך湡涸ד點欽ׁׅתְגկ

TS-2K7000

(Weather Strip Sealing)
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(Liquid Applied Sound Deadener Sealing)

(Interior Sealing System)
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INTERIOR7000/3000
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DMV-B100 (BPR)
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DMV-M100 (MASTIC)
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ハイクウォリティ・パフォーマンス

ビジョンインスペクション・システム
顧客満足を最優先とし、優れた技術力と徹底したサービス
でトータルソルーションを提供する企業になります

SPC (統計的プロセス制御)ビジョン検査システム

工程で求められる品質や生産性の目標を達成するために、統計的方法で工程を効率的に運営していく管理方法を適用したビジョン検査システムです。
• 製品の主な部位(NUT、BOLT)のT、L、H偏り量及び絶対距離測定の全数検査
• 製品品質の安定化及び信頼性確保(品質推移予想可能)

システム構成図

PC
メインゲージング・ソフトウェア
HMI

Gigeポート
2ポート

I/Oボード

シリアルポート

DLDL- DLDL1000 1050 1050 1050

232C
Com

Laser Laser Laser Laser
Cont’ Cont’ Cont’ Cont’

24V SMPS

PLC
イーサネット

nlRS1A

1. ポート開放
2. ソフトウェア
3. ID送信
4. 結果プロセッサー
5.トリガー

I/O ブロック

RR FLR SPCメイン画面

24V SMPS

Gigeハブ(5ポート)
カメラ

1 2 3 4 5
リングライト
レーザー

バックライト

JIG
オフセット設定画面

STUD H/W有無検査ビジョン

巻取機セーパー検査ビジョン

油圧モータ組立検査ビジョン
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2D, 3D Total Inspection
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国内事業場
(株)デミョンTS

本社 | 蔚山広域市北区農工団地1ギル82
TEL : (+82)-52-295-3636 FAX : (+82)-52-295-4923 E-mail : dmts-m@dmtsc.com
R&D Center | 蔚山市南区テクノ産業路81-11

デミョンS＆P

蔚山広域市北区メゴクサンオブ キル 35
TEL : (+82)-54-741-1155 FAX : (+82)-70-4324-2222

海外事業所
アメリカ : DMTS USA LLC

アラバマオフィス
807 Oliver Ct Montgomery, AL 36117, USA
TEL : (+1)334-356-9843 FAX : (+1)334-356-9846
デトロイト技術センター
31020 Industrial Rd Livonia MI 48150, USA
TEL : (+1)304-641-4541

中国 : 北京大铭世进机械设备有限公司.
北京市顺义区马坡镇复兴四街3号院金蝶软件园A座622室
TEL : (+86)10-5706-5700 FAX : ( +86)10-5706-5710

チェコ : Daemyung Total Solution s.r.o.

Slevarenska 412/10, 709 00 Ostrava-Marianske Hory a Hulvaky, Czech Republic
TEL : (+420)775-125-821

日本 : 株式会社DMTS

〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代田5丁目4番23号 宇徳ビル1F
TEL：(+81)52-228-8281 FAX(+81)52-228-8286
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