
Because we care

B’BRIGHT ディスプレイガラス
革命的なビストロニック社の技術

Because we care
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建築用ガラス 自動車用ガラス ディスプレイ用ガラス

信頼に値する、ビストロニック社のガラス加工システムソリューション

新しいアイデアは、実績に疑問を投げかけ過去にとらわれない
解決策を探すことによって誕生します。世界各国にガラス加工
機を製造販売する Bystronic ガラス事業部 は、既存のソリュー
ションをさらに改良し、より合理的な生産プロセスと新しい技
術でこれらの最適化を目指します。 
またビストロニック社は、世界中の販売・サービス会社と協力
し、お客様を現場でサポートする事に重点を置いております。

ビストロニックグラスは、グラストングループ（フィンラン
ド）のメンバーです。 グラストンは、ガラス加工産業の革新的
なリーダーとして、ガラスにインテリジェンスな機能を融合さ
せ、新たな技術の開発をサポートしていきます。

Bystronic ガラス事業部 は、建築用、自動車用、およびディスプ
レイ用ガラス加工用の設備システムおよびサービスにおいて、
明日のマーケットに焦点を当て活動しております。スタンダー
ドモデルからカスタマイズモデルまでトータルソリューション
をご提供しております。

ビストロニック社は製品およびサービスを常に自社評価、改善
を行い、ガラス加工生産機の最適な効率化を確保し、お客様に
競争優位性をご提供します。
知識、経験、成果を誇りに思う社員がこれを実現させます。
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多様なビストロニック社の製品レンジ

自動車用ディスプレイ

自動車用ガラス

ディスプレイ用ガラス

• モニター、 TVスクリーン、モバイル機器用ディスプレイ
• 自動車用ディスプレイ
• ソーラーモジュール用途
• 自動車用ガラス
 
メイド・イン・ スイスは設備の信頼性と実用性を保証し最高 
の品質精度をご提供します。

50年以上にわたり、Bystronic ガラス事業部はスイスのビュッツ
ベルク地方において、薄板ガラスの自動切断、折割、面取、穴
明け加工用のシステムソリューションを設計、開発、および製
造・販売をしております。
薄板ガラスは、ソーダ石灰ガラス、ケイ酸アルミニウム及びホ
ウケイ酸ガラス等です。

ソーラーガラス
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BohrdurchmesserSchleifdurchmesser

 ガラスサイズ（素板切断）

 ガラスサイズ

 加工可能範囲

 ガラス厚

Cullet

Cullet

B’BRIGHT 9 は、精密なリリーフ切断、形状切断、折割および面
取り加工精度によって高品質な自動車用ディスプレイガラス向け
の製造設備です。この設備コンセプトは、最適化されたラインレ
イアウトだけではなく、アップグレードキットを使用する事での
拡張性もご提供します。

• 精密な切断・折割ツールによる、高い繰返し精度と最小トリムカット
• 高度な自動化による短いジョブチェンジ時間

• 切折機2台、研磨機2台構成ラインによる最高効率の最小レ
イアウト

• 2セルへの供給を可能にした素板切断ステーション
• 矩形および自由形状ディスプレイに最適
• 振動吸収構造による高品質な研磨加工が可能な面取設備

省スペースレイアウトを可能にするフットプリント
自動車用ディスプレイのソリューション
高精度・高生産性ライン

B’BRIGHT 9

最小 150 x 400 mm
最大 750 x 1100 mm
(他サイズは要相談)

最小 150 x 200 mm
最大 850 x 550 mm

最小 100 mm
最大 900 mm

0.5 – 3.0 mm
(オプションで 
 0.4 – 8.0 mm)

B’BRIGHT 9 レイアウト例 1
2セル構成、自動素板切断ステーションを含む増産ライン

B’BRIGHT 9 レイアウト例 2
最小スペースを考慮したライン構成
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BohrdurchmesserSchleifdurchmesser

1/2"
Cullet

B’BRIGHT 25 レイアウト例 1
並列高生産性ライン

B’BRIGHT 25 レイアウト例 2
テンプレートレス2 in 1 システムは、折割工程において最大限の柔
軟性を実現します。

大型ディスプレイ向け最適化ソリューション
高精度・高生産性ライン

B’BRIGHT 25は、精密な切断、折割および面取加工精度によって
高品質な大型ディスプレイ向けの製造設備です。この設備コンセ
プトは、最適化されたラインレイアウトだけでなく、アップグレ
ードキットを使用する事での拡張性もご提供します。

• スピンドルに研磨ホイール2種類搭載可能。メッシュの異なる研
磨ホイールを使用し滑らかな加工を実施することで最大エッジ
強度と品質を達成できます。

• 2台の切断ヘッドにて同時切断を行う事で、サイクルタイム
の短縮が可能

• 精密な切断、折割ツールによる、高い繰返し精度及び最小ト
リムカット 

• 高度な自動化による短いジョブチェンジ時間
• 振動吸収構造による高品質な研磨加工が可能な面取設備

 ガラスサイズ

最小 350 x 350 mm
最大 1600 x 2250 mm

0.5 – 3.0 mm
(オプションで 
 0.4 – 8.0 mm)

 加工可能範囲

最小 300 mm
最大 2500 mm

 ガラス厚

B’BRIGHT 25
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長年の実績の違いは、細部に現れる

Bystronic ガラス事業部で製造される設備はディスプレイガラス
の生産を最適化するための理想的な装置です。

薄板ガラスの切断及び折割
• 最適化された切断ツールは、薄板ガラ

スを切断するのに必要な緻密な切断圧
力の制御を可能にします。   

• 高精度な特殊切断ツールにより、研磨
工程における削り代を最小限に抑える
ことができます。

特殊サクションカップ 
• 特殊な薄板ガラス用真空サクションカ

ップ
• 跡が残らない特殊コーティングが施さ

れた吸盤

50年以上にわたるガラス加工の経験からの恩恵

高生産性を約束する構成部品

薄板ガラス研磨用散水カバー
• 薄板ガラス専用散水カバーが実現する

研磨ホイールの正確な位置決め

高速ガラス搬送装置
• 高速に、尚且つガラスを安全に搬送す

る特殊サクションカップ

ツールホルダー 
• 粗削りと細削りの2種類の加工内容を

それぞれの研磨ホイールによって2パ
スにて実行可能（手動操作不要）。

最高品質
• 熱処理前ガラスのエッジ強度測定値
   （ Corning® Gorilla® Glass,ガラス厚

0.55mm ）

高品質な研磨加工
• 0.4mm厚のガラス加工が可能な研磨性

能（実績あり）
• 研磨スピード30m/min以上を可能にす

るメカニズム

ダイナミックリニア駆動装置
• 快適性とメンテナンスコスト低減の両

立が可能なリニアドライブシステム
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信頼性の高い、お客様の生産に最適なサプリメント

B’BRIGHTシリーズ用の多彩なオプション装置

素板切断装置
• 高精度なガラス切断/折りが可能です。

日常業務を簡素化し、生産効率を向上させる

オプション装置

2D スキャナー
• 研磨ホイール径の自動測定及び溝部位 
 置を正確に測定、調整が可能です。

斜辺切り装置
• ガラスを無駄なく最適に使用できます。
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未来は今日から
操作が簡単なコントロールシステム

B’BRIGHT世代の新しいACS3 コントロールシステムは、直感的で使いやすく日々の
生産を強力にサポートします。モジュール構成のコントロールシステムは、基本プ 
ログラムと、多数の追加機能アプリケーションをオプションとして選択できます。

ACS3コントロールシステムの操作画面は、すべての重要な情報、プロセス、機械
のパラメーターをオペレーターに見やすく提供します。

ジョブレポートアプリケーション

高度なユーザー設定アプリケーション

自動ガラス位置調整アプリケーション

ログファイル分析アプリケーション

高度なパラメーターマッピングアプリケーション

OPC-UA サーバー

最適なジョブ設定、生産デー
タがコンパクトに保存でき、
その後の管理をサポー 
トします。

設備を効率的に運用する為の
計画的な生産分析及び保守点
検を管理、サポートします。

設備を効率的に運用する為
に各パラメーターに対する
個別ユーザー権限を設定で
きます。

顧客の様々な仕様を個別に
管理し生産の最適化を図り
ます。

ジョブチェンジ時間の短縮を
図り、尚且つ研磨ホイールの
寿命を延ばします。

上位制御システムとのコミ
ュニケーションが可能にな
ります。
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想像して下さい、設備自身が考える頭脳を持つ未来を

将来的には設備データ、プロセスデータ、アプリケーション、それらがより密
接に関係してきます。私たちはこれらの未来について積極的に取り組んでいま
す。ビストロニックでは各モジュールが接続された統合データよってプロセス
管理を行います。結果的に大きな競争優位性をユーザーにご提供できます。こ
れら全ての対策、サービス、製品及びビジネスモデルは、最終製品の品質の確
保、工場の生産性向上、プロセス時間の短縮を目的としており、最終的にはユ
ーザーのコスト削減と収入の増加につながります。

我々はこの活動を「Bystronic glass 4.0」と呼んでます。

未来は今日始まります。統合データ管理のあり方について今後もビストロニッ
ク社は積極的に取り組んで参ります。
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パーソナル. オンサイトサービス及びサポート

最初の一歩、工場のプランニングから我々はサポートさせて頂きます。カスタマ
ーサービスセンターは世界中でスペアパーツ及びアフターセールスサポートをご
提供しております。個別のトレーニングコース、PDFフォーマット形式の各種資
料等は、ご提供させて頂くサービスの範囲を拡大向上させます。

必要な時、私たちはそこにいます

取扱説明書
設備の取扱説明書を多くの言語でダウ
ンロード可能です。情報と支援をお約
束します。

メンテナンス契約
設備を安心してご使用、長期間安定した生
産を維持する為の予防サービス。

スペアパーツカタログ
オンラインカタログ経由でスペアパーツ
を迅速かつ容易に選択し発注できます。

コンサルタント & 最適化
個別のプロセスシミュレーションによる総合的なコンサルティ
ングと工場の最適化をご提供します。

トレーニング
トレーニングの成功を目的とした個別の
トレーニングコースをご提供します。

ホットライン
技術的なサポート、スペアパーツの供
給業務
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B’BRIGHT テクニカルデータ

車載用ディスプレイ ディスプレイ
B’BRIGHT 9 B’BRIGHT 25

最大加工径 Ø 900 mm Ø 2500 mm

最小加工径 Ø 100 mm Ø 300 mm

ガラスサイズ (投入) 
予備切断設備用

最小 150 x 400 mm
最大 750 x 1100 mm

(それ以上のサイズはご要望に応じ)

ご要望に応じて

ガラスサイズ 最小 150 x 200 mm
最大 850 x 550 mm

最小 350 x 350 mm
最大 1600 x 2250 mm

ガラス厚 0.5 – 3.0 mm
(オプション 0.4 – 8.0 mm)

0.5 – 3.0 mm
(オプション 0.4 – 8.0 mm)

研磨精度 [cm値] ≥ 1.67 ± 0.10 mm ≥ 1.67 ± 0.10 mm

最小インコーナーR 30 mm 30 mm
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www.correns.co.jp
d34@correns.co.jp

www.bystronic-glass.com 
sales@bystronic-glass.com

ビストロニックグラスは、グラストングループのメンバーです。
www.glaston.net


