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2,800 平方メートルの作業フロア  

20 トンのクレーンベイ  

大容量のめっき浴  

最新鋭高速硬質クロム化学  

無電解ニッケル製造 4工程  

S.P.I./S.P.E. 基準の技術表面研磨  

10 トンのクレーンベイ 2機  

ISO 9001-2008 認証  

ISO 14001-2004 認証  

輸送の中心アメリカ中西部に所在  



金属サーフェシング技術 
 

SURFACETECは工業金属表面処理やサーフェシング技術に

特化したフルサービスの会社です。 
 

■  工業硬質クロムめっき  

■  無電解ニッケルコーティング  

■  S.P.I./S.P.E. 基準の技術表面研磨   

 
 

様々な需要に応じたサービスの提供 
 

1997年の創業以来、私たちは自動車および医療機器市

場への応用を特に重視し、様々な関連市場部門にサービ

スを提供している大手OEM、工業企業、そして委託製造業

者と長期的な関係を築いてきました。また、建築資材、配

管設備、個人用スポーツカーなどの市場で大型のツール

を使用する製造業者とも協力しています。消費者向け包装

およびキャップとクロージャー用の射出成形金型も私たち

の主要な業務の一環になります。 

 
 

斬新な先端技術 
 

現在の製造環境はエキサイティングなものです。ツールや

部品製造の生産に関連する新しい技術や加工の採用によ

り、私たちは常に変化に対応できるよう、操作や技能を適

応させてきました。構造複合材料、薄壁パッケージング、そ

して金属添加物製造（MAM）に関連した応用を含む斬新か

つ新興の技術を利用し、専門技術を発展させてきました。

2015年には様々な粉末金属媒体タイプを使用し、MAM製

部品にめっきと研磨加工を効果的に適用する方法につい

て研究開発を開始しました。2016年にはこの研究を拡大

させ、小型部品や微小金型にMAMを活用した金型および

工具製造業者に実地応用いたしました。 
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薄壁射出成形 

金属添加物製造 



幅広い専門性 
 

私たちの生産能力と技術的専門知識には、最も繊細で微小

な部品から大型のツール、そして最大20トンまでの、幅広い

金属部品やツール類向けに設計された表面コーティングと、

工業金属研磨が含まれます。お客様の声に耳を傾けニーズ

を把握することで、経験に基づいた市場区分の理解と、各プ

ロジェクトの最終用途が重要であると認識してまいりました。

こういった細やかさがより多くの状況に各工程を適合させるこ

とを可能にしています。最終的な仕様が同等であっても、OEM

自動車部品用の10 トンの射出成形金型は、FRP配管固定具

用の10トンの射出成形金型とは全く異なる要件を有する場合

があります。プレスタイプ、樹脂タイプ、操作温度、射出率な

どのパラメータは全て極めて重要なデータです。 

 
有能である以上に 
 

弊社の技術者は平均して15年の経験を有しており、機械
器具設備や生産においてしっかりとした経歴を共有し、

一連のコーティングおよびめっき加工に加え、一貫して

業界標準を超える手動研磨方法にも精通しております。
主力管理チームは20年近く私たちと協力し、OSHA認定

を受けています。弊社施設はこういった人材の能力を、

2シフト制により万全の状態で24時間年中無休、効率的

に活用しています。作業場チームは通常プロジェクトの

作業を社内で行いますが、私たちの視野は社屋を超えて
おり、現場でのツール整備やツール検証のための生産確

認テストのために、お客様の施設にまで足を運びます。  

 
効率性に則った 
 

私たちは多くのサプライチェーンにおける極めて重要な役割

を認識し、あらゆる面で効率性と体系的なワークフロー管理

に取り組んでいます。ほとんどのお客様やサプライチェーン

のパートナーと同様、弊社もリーン生産方式、カイゼン、シッ

クス・シグマなどの効率規範から引き出された手法を利用し

ています。綿密な生産計画と管理が、各段階でのプロジェク

トの流れが一貫して効率的に行われることを確かなものにし

ます。私たちにはお客様一人一人の重要なご予定を尊重し、

締め切りに間に合うよう緊急の修理や、業務の遂行に不可

欠なツールの整備を支援する準備が整っております。 

 

精密プラスチック射出成形金型 

自動車部品モールドおよびダイ 

医療機器および薬物輸送システム部品モールド 

圧縮成形モールド 

引抜き・押出しダイ 

微小モールドおよび微小部品 

精密締結具 

光学機械のレンズ・リフレクター 

鍛造打型 

平均15年の技術者経験 

OSHA認定の管理チーム 

2シフト店舗制 

24時間年中無休 

 現場対応可能 

重要ツールの緊急整備 



私たちの最も重要なツール 
 

弊社がシカゴ郊外に有する2,800 平方メートルの施設は単

なる建物と土地以上のもので、超小型から超大型まで、

様々なプロジェクトの大きさに対応するために設計された

極めて需要なツールと言えます。2013年第3四半期に完成

した弊社の設備は、大規模なプロジェクト専用の作業能力

も兼ね備えためっき加工、コーティング、そして研磨作業用

の収容力を提供しております。 

 

収容力のための設計 
 

20トンのクレーンベイと周辺地域で最大の硬質クロム加工

能力を組み合わせるということは、自動車および重機、

OEM、供給業者、そしてツール製造者が必要とする生産

ツールを私たちに担うことを意味します。海洋工作機械や

配管器具メーカーも、繊維ガラス圧縮成形のための大型

ツールに私たちの能力を活用しています。 

 

今まで以上によりクリーンに 
 

弊社の硬質クロムめっき加工は、連邦および州環境保護

局の規定を超える最先端の大気への排気制御システムを

利用しており、厳しいことで知られるカリフォルニアの排出

基準をも超えています。この多段・層式のHEPA濾過システ

ムは工程の汚染物質を効果的に除去し、浄化された空気

を閉ループにより作業場内に再循環させ、外気に排出しな

いように設計されています。 

 

中心拠点 
 

弊社は様々な輸送手段が活用でき、物流効率を更に高め

るアメリカ中西部の物流ネットワークの中心に位置してい

ます。そして米国、カナダおよびメキシコの顧客施設に至る

まで、確実な集配作業を行っております。オヘア国際空港

と隣接するため、私たちのリーチは北米を超えて世界へ広

がります。 

20トンの高架クレーンベイ 

10トンの高架クレーンベイ2機 

 5 トンの高架クレーンベイ3機 

2,800 平方メートルの作業フロア 

大容量硬質クロム浴 

高生産性ニッケル工程 

屋内トラック搬出口 

警備された敷地 



硬質クロムメッキ 
 

弊社の高速硬質クロム加工は、68 〜72 HRcにて優れ

たマイクロ硬度値を備えた実用的な析出物と共に、典

型的なフッ化物添加剤や従来のクロム加工と比較して

大幅に強化された耐腐食性のための高度なマイクロク

ラック構造を産出します。 

 

機関車用エンジン、鉱業機器、そして重量の鍛造打

型などの高需要の産業応用に設計された弊社の高速

硬質クロム化学は、現在入手可能な最も硬い実用的

な析出物の一つであり、滑り磨耗や乾燥アブレシブ

磨耗に対する性能が高く、生産ライフサイクルを通

し効率的な型離れが不可欠な射出成形金型、圧縮金

型、引抜き・押出しダイに理想的です  

 

弊社の大容量HEEF浴は最大20トンの部品に対応可

能なタンクサイズ：  

  

 長さ3.7 m x 幅2.4 m x 深さ1.8 m  
 

弊社の中・小容量のHEEF浴は最大10トンの部品に対

応可能なタンクサイズ：  
  

 長さ1.5 m x 幅0.91 m x 深さ1.07 m 
 

 長さ0.91 m x 幅0.91 m x 深さ1.07 m  

 
陽極作製 
 

硬質クロムメッキ加工の最も重要かつ難解な側面の一

つが適合する陽極の作製です。それぞれの部品が特

定の形状に適合するように設計された特注の陽極を必

要とします。巧みに作られた陽極のみが、均一なクロム

を産出しメッキ表面に安定し一貫した層の厚さを産み出

すことができます。弊社の熟練の陽極技術者は、5000

件以上の陽極作製を完成させ、25年以上の経験を持っ

ています。 
 

SURFACETEC 

フッ化物添加剤  

従来のCr   

マイクロクラック構造の断面を写した顕微鏡写

真はSurfacetecの多量のマイクロクラックは硬

質クロムに浅く狭く高密度に分散し、より腐食

を減少させることを表しているが、その他のク

ロム析出タイプのマイクロクラックはより少なく

深く広く分散し、磨耗表面からメッキ基盤まで

広がり、卑金属まで腐食させる経路になる可

能性がある。    

マイクロクラック構造の比較   
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68 HRc 〜72 HRc 析出時 

ファレックス潤滑磨耗試験= 10.0 mg 

テーバー式磨耗試験= 9.0 mg 損失/10k サイクル 

マイクロ硬度範囲= 920 KHN 〜 1,000 KHN  

マイクロクラック> 1,000クラック／インチ（2.54cm）  

標準および工業用（厚膜） 

グレーズド＆フラッシュ 

複雑な形状に適合する陽極組み立て  

凹凸面でも端から端まで正確な位置あわせの硬質クロム   

引抜きダイ  補強リブ付き圧縮成形モールド  

様々な表面の射出成形金型  



低温アプリケーション  

51 HRc 析出時  

68 HRc 熱処理後  

最大化されたドライフィルム潤滑材特性 

COF = <0.1 

優れた耐摩耗性と耐食性  

最高677℃の動作温度  

           

   

 

無電解ニッケルテフロン®(PTFE)共析出 

28 HRc 析出時  

34 HRc 熱処理後  

COF = 0.1 〜 0.2 の高潤滑性  

20% 〜 25% のPTFEを含む析出物  

ドライフィルム潤滑材+ノンウェット特性  

優れた摩耗耐性および離脱性  

RoHS準拠の析出物  
 

 

 

ブライト  

6% 〜 8% P (リン)  

45 〜 51 HRc 析出時  

64 〜 71 HRc 熱処理後  

RoHS準拠の析出物  
 

 

 

 

ブライト  

4% 〜 6% P (リン)  

53 〜 59 HRc 析出時  

64 〜 68 HRc 熱処理後  

優れた耐食性  

RoHS準拠の析出物  

0.0254 mmまでの均一な析出物  

ニッケルホウ素  

ニッケルテフロン  

中リンニッケル  

低リンニッケル  

無電解ニッケルめっき 
 

弊社の無電解ニッケル工程は幅広いプロジェクトの大きさ

に対応可能な個々のタンクサイズ： 
    

長さ0.91 m x 幅0.61 m x 深さ0.91 m 



技術表面研磨 
 

工業用金属表面の技術的研磨は実に難解な工芸品で

す…。私たちは人間の手と人間の技能を持って行うのが

最良だと信じています。 

 

私たちは自動化やロボットシステムなどの金属研磨技術

の進歩を追求しつつ、手作業による研磨方法に集中し続

け、ほとんどの自動化されたシステムが未だ確実に再現

し得ない人間の知覚や判断こそが、最も一貫した結果を

達成できると信じております。 

 

私たちの研磨チームは光学ダイアモンドラッピングや微視

的研磨を含む全ての関連技術に精通し、業界基準以上

の技術を熟知しております。私たちは常に0.00762 mm以

内に公差を抑えることが可能です。 

A-1 グレード#3 ダイアモンドバフ 

A-2 グレード#6 ダイアモンドバフ 

A-3 グレード#15 ダイアモンドバフ 

S.P.I. A ダイアモンド仕上

B-1 #600 番手 エメリー紙 

B-2 #400 番手 エメリー紙 

B-3 #320 番手 エメリー紙 

S.P.I. B 紙仕上げ  

C-1 #600 番手 砥石仕上げ 

C-2 #400 番手 砥石仕上げ 

C-3 #320 番手 砥石仕上げ 

S.P.I. C 砥石仕上げ  

D-1 ドライブラスト/#11 ガラス仕上げ 

D-2 ドライブラスト/#240 酸化物仕上げ 

D-3 ドライブラスト/#24 酸化物仕上げ 

S.P.I. D ドライブラスト仕上げ 



自動車 
 

自動車産業向けのモールドやダイのサーフェシングは、長年の経験

と、照明・内装トリム・構造部品や複合材を含む幅広い応用を網羅

することにより開発された、私たちの専門・熟練分野の一つです。 

 

クロムめっき処理されたプラスチック部品を含む点灯応用の場合、

生産サイクル最大限に渡り効率的な離脱を確実にするためには、こ

れらのツールタイプ特有の仕上げニーズに対する、経験に基づいた

理解が不可欠です。 

 

私たちは、米国内の著名なOEM「相手先ブランド製造」や供給業者

との関係を確立しており、ミシガン州やインディアナ州のマーキー組

立施設をサポートするためにも理想的な立地にあります。 

 
 
 
 
 
 



医療機器 
 

医療機器および薬物輸送システム(DDS) 市場のためのツールの

サーフェシングは、私たちの専門技術および重点分野の一つで、

幅広い分野の施工のためにツールを扱ってきた長年の経験を通し

発展させてきました。 

 

自動車セグメントと同様に、医療機器セグメントの特定の仕上げ

ニーズを理解することは、繰り返される保全周期全体に渡り厳しい

公差保持、形状保持、および表面仕上げの完全性を確保するた

めに極めて重要です。また、低摩擦の医療グレードのポリマーや

生分解性材料を含む様々な成形媒体特有のサーフェシング要件

も理解しております。 

 

弊社は医療製造・技術の中心であるカリフォルニア州とアリゾナ州

のから多くのお客様を惹きつけ、医療機器製造業者、OEMメー

カー、および製造委託業者との関係を発展させてまいりました。 



小規模 
 

弊社の生産能力は最大20トンの大きなツール

で作業することも可能ですが、小規模な作業は

私たちの歴史の核心にあります。私たちの事業

の大部分は、医療、航空宇宙科学やエレクトロ

ニクス施工用の小規模および微小規模のツー

ルに引き続き焦点を当てています。これらの規

模での作業では、しばしば微視的なレベルでの

公差を保持する必要があります。 

 

最終用途の機能に多大な影響を与える複雑な

形状は、仕上げ工程全般を通じて維持されなけ

ればなりません。そのためには、部品の外面お

よび内面の形状と構造、部品の卑金属の特

性、そして様々な研磨媒体とめっきの化学的性

質の影響を完全に理解する必要があります。 
 
 
 
 



R&D 
 

弊社は添加剤製造などの新興技術に関する研究開発(R&D) を実施していますが、お客様

が提起した特定の問題や課題に対処する目的で、より頻繁に研究開発を始めております。 

 

そのような研究開発の一つが、補強リブが最終部品に組み込まれている圧縮成形金型に

一般的に見られる深い溝における硬質クロムの応用です。それらの深い溝は通常、溝内

に均一なクロム析出物がないと、メンテナンスと再クロム加工の間の計画的業務ライフサ

イクルよりはるか前に、型離れの失敗を引き起こすことがあります。 

 

私たちは様々な溝の深さと形状を持つ試験用ブロックを用いた試験を繰り返し、深溝クロ

ム加工法を開発し、溝内の皮膜と析出の均一性を向上させ、補強リブ表面のライフサイク

ルを通した離脱性を大幅に向上させました。 



ISO 14001 
 

環境スチュワードシップに対するコミットメントにおいて、私たちは一人ではありません。弊社のサ

プライチェーンにおけるパートナーたちやOEMのお客様の大多数は、独自の環境持続可能性イニ

シアチブを維持しています。これらのイニシアチブを標準化するために国際的に認められている

様式がISO 14001規格です。 

SURFACETECは2015年にISO 14001:2004の認証を取得し、環境管理サプライチェーン内で金

属めっきと表面仕上げを統合する準備がしっかりと整いました 。 

ISO 14001 は測定基準や限度を設けるというより、環境的に責任のある操業のための最善慣行

の幅広い枠組みを確立するのです。この枠組みは、認証された企業が環境への影響を特定し管

理するために設計された、環境管理システム(EMS) を開発し実施するための基礎を形成、そして

時間の経過とともに操業全体の性能を絶えず評価し改善しています。 

一旦実施されると、EMSは定義された目標および目標を達成させるための進捗状況を継続的に

評価するために、主要な環境面のデータ収集、測定、および監視を包含します。 
 
 
 
 



品質 
 

お客様の求める厳しい業界標準と寸法公差を満たすことは、私たちの作業実績のベースラインで

す。私たちはこれらの基準を満たし、それをさらに超えることによく慣れていますが、これが単に与

えられたものだとは見なしていません。 

一貫して最高品質の作品を製作することは、計画性、勤勉さ、継続性、そして様々な規模で細心の

注意を払うことなど、全てが時間を無駄にせずスピート感を持った上で求められます。 

弊社の品質管理プロトコルは、高度試験や顕微鏡検査を超越しています。数値化できるパラメータ

は重要ですが、数値化できないものも品質管理データを収集する過程において極めて重要です。

例えば、施設を出てお客様に出荷する前に、各プロジェクトの構成要素の仕様適合性の評価に、

生産チームの技術的な熟練度や経験を活用することです。 
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Luis Gonzalez 
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テモシー カンドス 

Timothy Condos 
マーケティング デレクター 
tim@surfaceteccorp.com 

 
ルー レクナー 

Lou Lechner 
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John Miller 
コンプライアンス オフィサー 
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Surfacetec Corporation 

471 Podlin Drive 

Franklin Park, IL  60131 

電話:    +1-630.521.0001 

ファックス:  +1-630.521.1557 

www.surfaceteccorp.com 
 
 
記載されている全ての仕様および工学的特性は、コーティング製造業者のデータに
基づいており、予告なしに変更されることがあります。信頼性はあるとはいえ、めっ
き仕様、工学的特性、およびその他のパラメータは、様々な要因によって変動する
可能性があるため、特異的性質の保証、または特定目的の適性を保証するものと
して解釈されるべきではありません。 


