
単層膜対応実績例一覧

Techno Print Co., Ltd

膜種 ITO αITO Cr Al Ni Au Cu Ag Ti Mo IZO MAM FTO
(APC)

対応膜厚 20～ 50～ 10～ 100～ 100～ 100～ 100～ 100 100 100 300 100 40～

単位　nm 450 200 300 1000 500 500 2000 10Ω以下 ～500 800

最小ピッチ 6 6 6 10 10 20 20 20 20 20 20 20 2

単位　μm (mm）

最小L/S 3/3 3/3 3/3 5/5 5/5 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 2/2

単位　μm (mm）

加工精度 ±1μ ±1μ ±1μ ±3μ ±3μ ±3μ ±5μ ±5μ ±3μ ±3μ ±3μ ±3μ ±300μ

（Cr版使用）

加工サイズ 370×470 300X400 300×400 300×400 300×400 150×150 300×400 150×150 300×400 300×400 300×400 300×400 150X150

（最大ワーク） *300X400

単位　mm

*最小ピッチ・L/S・加工精度は膜厚やその他の仕様によっても異なりますのでご相談下さい。


Sheet2

																								L/S=5μ/5μ

		１）各種薄膜微細パターニング（エッチング加工） カクシュハクマクビサイカコウ																																７）ガラス加工（孔開け、溝加工、封止ガラス加工等）

		①加工薄膜 カコウハクマク						※成膜は外注依頼となります。 セイマクガイチュウイライ																										①加工方法

		　・ITO、Cr、Al、Ni、Au、Ag、Cu、Mo、Ti、合金等 ゴウキントウ																																　・ガラスエッチング、ドリル加工

																																		②加工実績

		②加工実績 カコウジッセキ																																　・Line&Space＝10μ/10μ＝20μPiｔｃｈ可能。

		　・Line&Space＝5μ/5μ＝10μPiｔｃｈ可能。 カノウ

		　※Line&Space＝3μ/3μの試作実績も有。 シサクジッセキアリ																						L/S＝16μ/14μ										③加工サイズ

																																		　・最大400×500㎜までのガラス基板へ加工可能。

																																		　※最小は100×100㎜サイズ程

		③加工サイズ カコウ

		　・最大400×500㎜までのガラス基板へ加工可能。 サイダイキバンカコウカノウ																																④素材

		　※最小は20×20㎜サイズ程 サイショウホド																																　・ソーダ材、無アルカリガラス、石英等

																																		　　（ご支給、弊社手配両方可）

		④素材 ソザイ

		　・ソーダ材、無アルカリガラス、石英、ウェハ、セラミック、フィルム等 ザイムセキエイトウ																						L/S=13μ/7μ

		　　（ご支給、弊社手配両方可） シキュウヘイシャテハイリョウホウカ

		⑤数量 スウリョウ

		　・1枚の試作から対応可。量産数量は別途相談（50,000/M程は可） マイシサクタイオウカリョウサンスウリョウベットソウダンホドカ

		２）多層膜パターニング タソウマク																																８）スクリーン印刷 インサツ

		①加工薄膜 カコウハクマク																																①印刷膜 インサツマク

		　・ITO/Cr、Cr/ITO、Mo/Al/Mo、Cr/Au、Cr/Al、Al/Mo/IZO等、 トウ																																　・レジスト、Ag膜、絶縁膜等 マクゼツエンマクナド

		　　両面ITO、片側ITO/片側Cr等の表裏両面成膜基板への加工、 リョウメンカタガワカタガワトウヒョウリリョウメンセイマクキバンカコウ

		　　また絶縁膜をプラスした積層も可能です。 ゼツエンマクセキソウカノウ																																②加工実績 カコウジッセキ

																																		　・Line&Space＝200μ/200μ＝400μPiｔｃｈ可能。 カノウ

		②加工実績 カコウジッセキ

		　・アライメント精度±10μ以内。 セイドイナイ																																③加工サイズ カコウ

																																		　・最大370×470㎜までのガラス基板へ加工可能。 サイダイキバンカコウカノウ

																																		　※最小は100×100㎜サイズ程 サイショウホド

		③加工サイズ カコウ																																④素材 ソザイ

		　・最大350×400㎜までのガラス基板へ加工可能。 サイダイキバンカコウカノウ																																　・ソーダ材、無アルカリガラス、石英等 ザイムセキエイトウ

		　※最小は100×100㎜サイズ サイショウ																																　　（ご支給、弊社手配両方可） シキュウヘイシャテハイリョウホウカ

																																		⑤数量 スウリョウ

		④加工構成 カコウコウセイ																																　・1枚の試作から対応可。量産数量は別途相談。 マイシサクタイオウカリョウサンスウリョウベットソウダン

		　・積層パターンのみでなく、絶縁膜を介しての積層配線パターンも可。 セキソウゼツエンマクカイセキソウハイセンカ

		３）外形切断加工及び面取り加工																																９）リフトオフ加工 カコウ																						◎加工例 カコウレイ

																																																								A．基板投入 キバントウニュウ						ガラス基板 キバン

		①加工方法																																①技術説明 ギジュツセツメイ

		　・スクライブカット（内製）、ダイシングカット（外注）、糸面取り加工																																　・エッチング加工の困難な薄膜等をパターン加工する技術です。 カコウコンナンハクマクトウカコウギジュツ

		②加工精度																																　　必要とする逆のパターンをレジストで形成し、必要膜の成膜実施。 ヒツヨウギャクケイセイヒツヨウマクセイマクジッシ																						B．レジスト塗布 トフ								レジスト

		　・外形公差（スクライブ）：±0.2㎜																																　　成膜から戻り後にパターンレジスト・パターン薄膜を除去し完成。 セイマクモドゴハクマクジョキョカンセイ

		　　外形公差（ダイシング）：±0.02㎜																																　　加工膜例：Si、Pt、Ta等 カコウマクレイトウ

		③加工サイズ																																　　※成膜時の温度に指定があります。（100℃前後） セイマクジオンドシテイゼンゴ																						C．レジストパターニング

		　・スクライブ－最大ワークサイズ400×500㎜までのガラス基板へ加工可能。

		　　→10×10㎜サイズへのカット可能。																																②加工精度 カコウセイド

																																		　・Line&Space＝5μ/5μ＝10μPiｔｃｈ可能。 カノウ																						D．成膜加工 セイマクカコウ						パターン用膜 ヨウマク

		　　ダイシング－最大ワークサイズ150×150㎜までのガラス基板へ加工可能。																																　※Line&Space＝3μ/3μの試作実績も有。 シサクジッセキアリ

		　　→5×5㎜サイズへのカット可能。

																																		③加工サイズ カコウ

		　※最小ワークサイズは80×80㎜サイズ程																																　・最大300×300㎜までのガラス基板へ加工可能。 サイダイキバンカコウカノウ																						E．レジスト剥離 ハクリ

		　・厚さ－0.1ｔ～3tは可能。それ以外は要相談。																																　※最小は20×20㎜サイズ程 サイショウホド

		④素材

		　・ソーダ材、無アルカリガラス、石英、ウェハ等

		　　（ご支給、弊社手配両方可）

		４）保護膜塗布 ホゴマクトフ																																１０）FPC圧着加工 アッチャクカコウ

		①加工膜 カコウマク																																①技術説明 ギジュツセツメイ

		　・レジスト、ポリイミド、アクリル材等。 ザイナド																																　・弊社で加工した基板やご支給基板にFPCを貼合致します。 ヘイシャカコウキバンシキュウキバンテンゴウイタ

		　（顧客支給材での対応可） コキャクシキュウザイタイオウカ																																　　ACFテープを使用した熱圧着貼合や、ACP付FPCの熱圧着貼合があります。 シヨウネツアッチャクテンゴウツキネツアッチャクテンゴウ

		②加工実績 カコウジッセキ																																　　

		　・膜厚ーロールコータ塗布－レジスト：1μ～2μ マクアツトフ

		　　　　　　スピンコータ塗布：レジスト：1μ～2μ トフ																																②加工精度 カコウセイド

																																		　・アライメント精度±0.2㎜可能。 セイドカノウ

		　・ポリイミド・他絶縁膜はご希望厚に調整可。（1～5μ） タゼツエンマクキボウアツチョウセイカ

		　※スピンコータ塗布となります。 トフ

		③加工サイズ カコウ																																③加工サイズ カコウ

		　・ロールコータ：最大400×500㎜までのガラス基板へ加工可能。（レジスト） サイダイキバンカコウカノウ																																　・最大300×300㎜までのガラス基板へ加工可能。 サイダイキバンカコウカノウ

		　・スピンコータ：最大250×250㎜までのガラス基板へ加工可能。（レジスト、ポリイミド等） サイダイキバンカコウカノウトウ																																　※最小は100×100㎜サイズ程 サイショウホド

		　　（300×300サイズも可能ですが、歩留・品質面は不問対応となります） カノウブドマリヒンシツメンフモンタイオウ																																　・FPCのサイズは別途御相談させて頂きます。 ベットゴソウダンイタダ

		④塗布装置 トフソウチ																																　（現状20㎜×10㎜程～300㎜×50㎜程サイズまでは実績がございます） ゲンジョウホドホドジッセキ

		　・ロールコータ（レジスト）、スピンコータ（レジスト、ポリイミド）

																																		　・圧着幅（ACF幅）：1.5～2.5㎜ アッチャクハバハバ

		５）感光性樹脂（保護膜・絶縁膜）パターニング カンコウセイジュシホゴマクゼツエンマク																																１１）マスク設計 セッケイ

		①加工膜 カコウマク																						L＝7μ×132μ　H=1.5μ狙い ネラ										①加工概要 カコウガイヨウ

		　・レジスト、ポリイミド、アクリル等 トウ																																　・お客様の手書きによるイメージ図や既に書き起こされたCAD図等を キャクサマテガズスデカオズナド

																																		　マスク図に変換しフォトマスク作製を行います。 ズヘンカンサクセイオコナ

		②加工実績 カコウジッセキ																																②マスク種類 シュルイ

		　・Line&Space：10μ/10μ＝20μPitch可能。 カノウ																																　・Cr版：ガラスにCr膜を使用して作製した版です。 ハンマクシヨウサクセイハン

		　※Lineのみで7μも可能。→写真参照 カノウシャシンサンショウ																																　精度が高く半永久的に使用出来ますがコストも高くなります。 セイドタカハンエイキュウテキシヨウデキタカ

																																		　・Em版：ガラスに樹脂材を使用して作製した版です。 ハンジュシザイシヨウサクセイハン

																																		　精度もある程度あり、試作や小ロット作製時に向きます。コストは中くらいです。 セイドテイドシサクショウサクセイジムチュウ

		③加工サイズ カコウ																																　・F版：フィルム上に樹脂材を使用して作製した版です。 ハンジョウジュシザイシヨウサクセイハン

		　・最大170×170㎜までのガラス基板へ加工可能。 サイダイキバンカコウカノウ																						ITO：L/S=99μ/10μ、アクリル：L/S＝32μ/78μ										　精度は一番低く耐久性も低いため1回のみの使用をお薦めします。コストは低です。 セイドイチバンヒクタイキュウセイヒクカイシヨウスステイ

																																		　・スクリーン版：枠に繊維質を貼った版です。 ハンワクセンイシツハハン

																																		　上記3点と違い印刷用です。コストは低です。 ジョウキテンチガインサツヨウテイ

																																		③版サイズ ハン

																																		　・最大610×508㎜まで作製可能（Cr版作製時）。 サイダイサクセイカノウハンサクセイジ

																																		　※最小は４”×４”㎜サイズ程 サイショウホド

		６）貼り合せ加工 ハアワカコウ

		①加工内容 カコウナイヨウ

		　・ガラス/フィルム貼り合わせ、ガラス/ガラス貼り合わせ ハアハア

		②加工実績 カコウジッセキ

		　・ガラス間ギャップ：０．０１㎜（シール材で貼り合わせ時） カンザイハアジ

		　・アライメント精度：±20μ セイド

		③加工サイズ カコウ

		　・最大400×370㎜までのガラス基板へ加工可能。 サイダイキバンカコウカノウ
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		膜種 マクシュ		ITO		αITO		Cr		Al		Ni		Au		Cu		Ag		Ti		Mo		IZO		MAM		FTO

																		(APC)

		対応膜厚 タイオウマクアツ		20～		50～		10～		100～		100～		100～		100～		100		100		100		300		100		40～

		単位　nm タンイ		450		200		300		1000		500		500		2000								10Ω以下 イカ		～500		800

		最小ピッチ サイショウ		6		6		6		10		10		20		20		20		20		20		20		20		2

		単位　μm タンイ																										(mm）

		最小L/S サイショウ		3/3		3/3		3/3		5/5		5/5		10/10		10/10		10/10		10/10		10/10		10/10		10/10		2/2

		単位　μm タンイ																										(mm）

		加工精度 カコウセイド		±1μ		±1μ		±1μ		±3μ		±3μ		±3μ		±5μ		±5μ		±3μ		±3μ		±3μ		±3μ		±300μ

		（Cr版使用） ハンシヨウ

		加工サイズ カコウ		370×470		300X400		300×400		300×400		300×400		150×150		300×400		150×150		300×400		300×400		300×400		300×400		150X150

		（最大ワーク） サイダイ		*300X400

		単位　mm タンイ

		*最小ピッチ・L/S・加工精度は膜厚やその他の仕様によっても異なりますのでご相談下さい。 サイショウカコウセイドマクアツタシヨウコトソウダンクダ





Sheet3 (3)

		

		膜種 マクシュ				ITO/Cr		Cr/ITO		Cr/Al		Ni/Au		Cr/Au		Al/Cｒ		AlNd/Mo		Al/Mo		Al/Mo		MoNb/AlNd

																		/AlNd		/IZO		/ITO（低温） テイオン		/Monb

		対応膜厚 タイオウマクアツ				3000/		3000/		1000/		1000/		1000/		5000/		3000/500		1000Å		1000Å		500/3000/500Å

						3000Å		3000Å		5000Å		5000Å		5000Å		2000Å		/3000Å

		最小ピッチ サイショウ				6μ		10μ		10μ		10μ		20μ		20μ		20μ		20μ		20μ

		最小L/S サイショウ				3/3μ		5/5μ		5/5μ		5/5μ		10/10μ		10/10μ		10/10μ		10/10μ		10/10μ

		加工精度 カコウセイド				±2μ		±2μ		±3μ		±3μ		±3μ		±5μ		±5μ		±3μ		±3μ

		（Cr版使用） ハンシヨウ

		加工サイズ カコウ				300×400		300×400		300×400		300×400		150×150		300×400		300×400		300×400		300×400

		（最大ワーク） サイダイ

		数量 スウリョウ





Sheet3

		


















































MBD001C7730



MBD001E76E8



MBD001C8B11



MBD001C7111



MBD001BF880



MBD001C148B



MBD001BF1AB





Techno Print Co., Ltd

①加工内容
・ガラス＋ガラス貼り合わせ（段差カット可能）
・ガラス＋フィルム貼り合わせ(仕様要相談）

②加工サイズ
・MAX 400mm×360mmまでのガラス基板へ加工可能。

薄さ上下0.2mm～対応可能
G＋F：(基本Aサイズ＊仕様要相談）

③加工実績
・ガラス＋ガラス間ギャップ：0.01mm
（シール材で貼り合わせ）

0.2mm

0.2mm

シール剤

貼り合わせた
ガラスの段差カットも評

判です！

貼り合わせ加工（空セル製作等）


構成

																ＨＰ見直しについて ミナオ

																【HPのサイト構成】 コウセイ

																														HOME

																																																																																																																英語サイトも構成内容は同じ エイゴコウセイナイヨウオナ

																																																																																								トピック																						＊現在の内容で良いがHOMEの下に続ける。 ゲンザイナイヨウヨシタツヅ

																																																																																																														（指定あるものはPDFジャンプ） シテイ

								新技術紹介 シンギジュツショウカイ																										薄膜パターニング加工																												ガラスタッチパネル																												会社案内 カイシャアンナイ																お問合せ トイアワ																		TCN
FACE BOOK

																																				特徴 トクチョウ																												特徴 トクチョウ																												理念 リネン																																＊今後タイムリーなニュースはFacebookで発信 コンゴハッシン

								　　レジスト材料厚膜加工																														１、あらゆる薄膜に対応したパターニング加工 ハクマクタイオウカコウ																												１、信頼性 シンライセイ																												・基本方針 キホンホウシン												　・FAQコーナー

																																						２、少ロット/短納期対応 ショウタンノウキタイオウ																												２、低反射 テイハンシャ																												・行動指針 コウドウシシン

																																						＊2-1　加工ルート説明　追加 カコウセツメイツイカ																												３、高透過率 コウトウカリツ

																																						＊2-2　リードタイム説明　追加 セツメイツイカ																												4.業界初！マルチタッチ対応荷重品開発 ギョウカイハツタイオウカジュウヒンカイハツ																										会社概要

																																						＊2-3　ITOパターニング加工例　追加 カコウレイツイカ																												5.カスタム対応																												・会社概要 カイシャガイヨウ

										業界初！マルチタッチ対応低荷重TP　																												３、アプリケーションの応用例																												6、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ例																												・所在地 ショザイチ

										XXXシリーズ開発																												４、加工技術 カコウギジュツ

																																						＊15.レジスト材料厚膜加工																										加工について カコウ																												ISO活動 カツドウ

																																																																		加工について カコウ																																		＊ISOの取得の表示内容見直し シュトクヒョウジナイヨウミナオ

																																																																																														地域貢献 チイキコウケン

																																				主な実績 オモジッセキ																												標準仕様 ヒョウジュンシヨウ																																・5S活動 ・地域貢献 ・エコキャップ運動 カツドウ																						＊そのままで良いがISOの下に移動 ヨシタイドウ

																																						主な量産加工実績 オモリョウサンカコウジッセキ																												ガラスタッチパネルの標準仕様 ヒョウジュンシヨウ																										沿革 エンカク

																																																																																														1983年～2015年迄 ネンネンマデ

																																						開発・試作受託加工実績 カイハツシサクジュタクカコウジッセキ																										製品構成 セイヒンコウセイ

																																																																		ガラスタッチパネルの製品構成 セイヒンコウセイ

																																						主な実績 オモジッセキ

																																								・各種材料評価支援																								標準品 ヒョウジュンヒン

																																								・レジスト材料厚膜加工														追記 ツイキ												ガラスタッチパネルの標準品 ヒョウジュンヒン
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																																＊作ったPAGE公開しましたが「企業版」になってないのでお知恵貸してください。 ツクコウカイキギョウバンチエカ

																																＊顧客より「パターン加工」のワードで検索してもかからないと指摘あったので コキャクカコウケンサクシテキ

																																ところどころ「パターニング」と「パターン加工」を散りばめます。 カコウチ

																																＊「薄膜パターン加工」 ハクマクカコウ

																														エッチング技術でACF・有機EL・各種TEG・MEMS・太陽電池等へ ギジュツユウキカクシュタイヨウデンチトウ

																														小ロット1枚の試作から量産までのパターン加工の対応。

																														ガラス等の機材の加工もお受けいたします。 トウキザイカコウウ
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																																										このページではテクノプリントならではの加工技術を紹介して行きます。 カコウギジュツショウカイイ

																																										＊同じ書式で左のページに挿入する。 オナショシキヒダリソウニュウ



＊G/G抵抗膜方式で

空セル（薄ガラス貼り合わせ加工技術）

ガラス/ガラスタッチパネルで培った薄板貼り合わせ技術で空セル等作製のお手伝いをします。
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																														＊「薄膜パターン加工」 ハクマクカコウ

																														＊顧客より「パターン加工」のワードで検索してもかからないと指摘あったので コキャクカコウケンサクシテキ

																														ところどころ「パターニング」と「パターン加工」を散りばめます。 カコウチ

																														＊様々な薄膜への「パターン加工」をいたします。 サマザマハクマクカコウ

																														＊スクリーン印刷PDF修正版に差し替え インサツシュウセイバンサカ

																														＊PDF修正版添付 シュウセイバンテンプ
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検索画面

		

																														＊エッチング技術でACF・有機EL・各種TEG・MEMS・太陽電池等へ ギジュツユウキカクシュタイヨウデンチトウ

																														小ロット1枚の試作から量産までのパターン加工の対応。

																														純正カーナビゲーションに採用されたタッチパネルを標準品及びカスタム対応にて ご提供いたします。

																														薄膜パターン加工 ハクマクカコウ
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貼り合わせ加工（空セル製作等）


①加工内容


　・ガラス＋ガラス貼り合わせ（段差カット可能）


　・ガラス＋フィルム貼り合わせ(仕様要相談）


②加工サイズ


　・MAX 400mm×360mmまでのガラス基板へ加工可能。


　　薄さ上下0.2mm～対応可能　　　


　　　G＋F：(基本Aサイズ＊仕様要相談）


③加工実績


　・ガラス＋ガラス間ギャップ：0.01mm（シール材で貼り合わせ）


　・アライメント精度：±20μm


0.2mm


0.2mm


シール剤
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貼り合わせ加工（空セル製作等）


①加工内容


　・ガラス＋ガラス貼り合わせ（段差カット可能）


　・ガラス＋フィルム貼り合わせ(仕様要相談）





②加工サイズ


　・MAX 400mm×360mmまでのガラス基板へ加工可能。


　　薄さ上下0.2mm～対応可能　　　


　　　G＋F：(基本Aサイズ＊仕様要相談）





③加工実績


　・ガラス＋ガラス間ギャップ：0.01mm（シール材で貼り合わせ）


　・アライメント精度：±20μm
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構成



																																ＨＰ見直しについて



																																【HPのサイト構成】



																																																												HOME



																																																																																																																																																																																																																																英語サイトも構成内容は同じ



																																																																																																																																																																																トピック																																												＊現在の内容で良いがHOMEの下に続ける。
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																新技術紹介																																																				薄膜パターニング加工																																																								ガラスタッチパネル																																																								会社案内																																お問合せ																																				TCN
FACE BOOK
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																				XXXシリーズ開発																																																								４、加工技術



																																																																												＊15.レジスト材料厚膜加工																																																				加工について																																																								ISO活動



																																																																																																																																				加工について																																																																				＊ISOの取得の表示内容見直し



																																																																																																																																																																																												地域貢献



																																																																								主な実績																																																								標準仕様																																																																・5S活動 ・地域貢献 ・エコキャップ運動																																												＊そのままで良いがISOの下に移動



																																																																												主な量産加工実績																																																								ガラスタッチパネルの標準仕様																																																				沿革



																																																																																																																																																																																												1983年～2015年迄



																																																																												開発・試作受託加工実績																																																				製品構成



																																																																																																																																				ガラスタッチパネルの製品構成



																																																																												主な実績



																																																																																・各種材料評価支援																																																標準品



																																																																																・レジスト材料厚膜加工																												追記																								ガラスタッチパネルの標準品
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＊G/G抵抗膜方式で



空セル（薄ガラス貼り合わせ加工技術）



ガラス/ガラスタッチパネルで培った薄板貼り合わせ技術で空セル等作製のお手伝いをします。
・上下0.2mm～
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感光性樹脂パターニング

Techno Print Co., Ltd

①加工可能膜種
・レジスト、ポリイミド、樹脂ブラック、感光Ag（MAX170□)等

②加工サイズ
・MAX：300mm×300mm

*有効エリア：φ300mm

③加工実績

ライン スペース

レジスト 3μm 3μm

ポリイミド 10μm 10μm

樹脂ブラック 7μm 15μm

感光Ag 10μm 10μm
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				①加工概要

				　・お客様の手書きによるイメージ図や既に書き起こされたCAD図等を

				　マスク図に変換しフォトマスク作製を行います。

				②マスク種類

								材質（材料） ザイシツザイリョウ		精度 セイド		寿命 ジュミョウ		コスト

						Crマスク		ガラス		○		○		高 タカ

						Emマスク		ガラス		○		△		中 チュウ

						Filmマスク		フィルム		×		×		低 テイ

				③版サイズ

				　・最大610×508㎜まで作製可能（Cr版作製時）。

				　※最小は４”×４”㎜サイズ程
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						加工のみ カコウ		マスク手配＋加工 テハイカコウ		材料手配＋加工 ザイリョウテハイカコウ		材料・マスク手配＋加工 ザイリョウテハイカコウ

				材料 ザイリョウ		○		○		×		×

				マスク		○		×		○		×

				リードタイム		３日～ ニチ		1ヶ月～ ゲツ		1.5ヶ月～ ゲツ		1.5ヶ月～ ゲツ

				　＊数量・状況によって変動の可能性あり。 スウリョウジョウキョウヘンドウカノウセイ
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		１．単層膜 タンソウマク

		膜種 マクシュ				ITO		Cr		Al		Ni		Au		Cu		Ag		Ti		Mo		IZO		合金 ゴウキン

		２．積層膜 セキソウマク

		膜種 マクシュ				ITO/Cr		Cr/ITO		Cr/Al		Ni/Au		Cr/Au		Al/Cｒ		AlNd/Mo		Al/Mo		Al/Mo		MoNb/AlNd

																		/AlNd		/IZO		/ITO（低温） テイオン		/Monb





Sheet1

														ＰＥＰ工程 簡易説明図 コウテイカンイセツメイズ

												基板断面図 キバンダンメンズ																				基板上面図 キバンウエメンズ

				１）投入・・・基板洗浄 トウニュウキバンセンジョウ

												ＩＴＯ

												ガラス基板 キバン

				２）レジスト塗布・・・パターン形成用感光剤塗布 トフケイセイヨウカンコウザイトフ

												レジスト

												ＩＴＯ

												ガラス基板 キバン

				３）仮焼成・・・レジスト乾燥 カリショウセイカンソウ

				４）露光・・・UV光によるレジストパターン形成 ロコウコウケイセイ

												レジスト

												ＩＴＯ

												ガラス基板 キバン

												ＵＶ光 コウ

												ＩＴＯ

												ガラス基板 キバン

				５）現像・・・UVが当たった場所のレジストを現像液で除去 ゲンゾウアバショゲンゾウエキジョキョ

												ＩＴＯ

												ガラス基板 キバン

				５）本焼成・・・レジスト硬化し、耐エッチング性を高める ホンショウセイコウカタイセイタカ

				６）エッチング・・・レジストで保護されていない場所のITOを ホゴバショ

																エッチング液で除去 エキジョキョ

												ガラス基板 キバン

				７）剥離・・・パターン形成用のレジスト除去 ハクリケイセイヨウジョキョ

												ガラス基板 キバン

				８）外観検査 ガイカンケンサ



マスク

パターン部
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						ライン		スペース

				レジスト		3μm		3μm

				ポリイミド		10μm		10μm

				樹脂ブラック ジュシ		7μm		15μm

				感光Ag カンコウ		10μm		10μm
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ITOヒーター加工

【用途】
・監視カメラや視認性必要な機器の結露防止用ヒートガラスに！

・マイクロ流路等観察しながら加温したい化学分析、細胞培養実験用に！

・LCDの性能をフルに出す必要のある航空機や特殊車両モニター用途に！

・浴室や洗面所の鏡の曇り防止に！

【寸法】

・寸法：最小10mm×10mm～最大370mmX470mm（パネル形状）

・寸法：最小 ～最大300φ（ウエハー形状）

＊幅広のFPCも300mmまでACF圧着可能！

【原理】

・電極に通電すると透明導電膜にてジュール熱が発生します。

ガラスごと熱せられ、遠赤外線がガラス面から輻射します。

直接接触による熱伝達または非接触の輻射によって対象物を加温します。

ITO膜

電極

ガラスカバー
ガラス基板

Techno Print Co., Ltd



Techno Print Co., Ltd

マイクロ流路チップ

 流路幅：20μm～200μm
（加工精度：±5μm～±10μm）

 流路深さ：5μm～100μm
（加工精度：±2μm～±5μm）

＊アスペクト比は5：1可能

（膜厚50μm以上条件）

＊数値に関してはカスタマイズ

可能ですのでご相談下さい。

 配線はガラス基板にパターニング
可能。

マイクロ流路チップは、バイオや化学分析
（システム）をマイクロスケール化する目的
で、溶液の混合、反応、分離、精製、検出な
ど様々な化学操作をミクロ化し、微細加工技
術を用いて基板に集積化するものです。

マイクロ流路部拡大断面図

20～200μm

5～100μm



微細構造物形成

TCNでは、各種レジスト剤でμm精度の型をカスタ
マイズして評価基板にて提供致します。

＊パターン形状は直線・円形（筒状）可能

＊アスペクト比は5：1（膜厚50μm以上）可能、
(3:1までの実績あり）

基材に凹凸のある高精度治具作製
にご苦労されてませんか？

5μm～

2～100μm

Techno Print Co., Ltd



アプリケーション例

・シュミレーションだけでなく実機に近い評価・検証可能。

・マスクを作成して同一基板上にL字・直線・円形(円柱)等
複数の形を線幅変えて分割形成可能。

・アスペクト比は5：1可能で高さ2～100μまで可能。

＊ただし 膜厚50μm以上、同一基板上では同じ高さ。

・基板サイズは大判φ300mmを最大に使いやすい

□50・100・200mm等任意のサイズにもカット可能。

・基材はガラス・シリコンウエハ等可能。

・接着剤・接着フィルム・充填剤（半導体PKG内等）の追従性評価

・マイクロLED等のマイクロフォルダー

・太陽電池等のカバーガラススペーサー

Techno Print Co., Ltd
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