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Beyond the Future
6 6日 水 8 日 金

2018年 月
10:00〜17:00

会場：東京ビッグサイト

弊社ブース：東5ホール ブースNo.5H-32
Venue: Tokyo Big Sight
Screen stand: No. 5H-32, East Hall 5

JPCA Show 2018のSCREENブースでは、
世界最高水準の描画・検査システムや、
装置の安定稼働を支えるネットワークサービスなど、
さまざまな最新ソリューションをご紹介します。
ぜひ、
お気軽にお越しいただき、PCB製造工程の新たな未来をご体感ください。
At JPCA Show 2018, we will introduce a wide range of cutting-edge solutions, including our world-leading
imaging and inspection systems and proprietary network services designed to support reliable equipment
operation. We look forward to welcoming you to the SCREEN stand, where you will be able to experience the
future of PCB manufacturing processes first-hand.

露光ソリューション
Exposure solutions

MSAP

×

Imaging

高精細&クラス最速の
スループットを誇る
回路パターン用直接描画装置

High-deﬁnition direct imaging system for
circuit patterns oﬀering class-leading throughput

AI

検査ソリューション

×

Inspection solutions

Inspection

AOI・AVIとAI（人工知能）
を組み合わせた、
「ベリファイ工程の自動化・省力化ソリューション」

High-eﬃciency automated solution for veriﬁcation processes combining AOI/AVI and AI

×

新登場！

AI

×

New release!

実機展示

光学式外観検査装置

Practical exhibit

Automatic optical inspection system

パネル展示

Panel exhibit

最終外観検査装置

Automatic ﬁnal visual inspection system

実機展示

Practical exhibit

会場で、実機と描画サンプルがご覧いただけます。

Visitors will be able to inspect fully functional systems and
imaging samples at our stand.

会場で、MIYABI 7と搬送ロボットによる
「自動化のデモンストレーション」
を実演します。
Visitors will be able to view a demonstration of the automation possible when using MIYABI 7
with a transfer robot at our stand.

SCREEN BOOTH INFORMATION

ビジネスの未来を描き出す先進テクノロジーが集結。
Cutting-edge technologies that will shape the future of your business
パターニング技術ソリューション

Patterning technology solutions

スマートフォン用先端ICパッケージをはじめ、
車載用途やウエアラブル用回路基板など、
精細度の異なるさまざまな配線工程を幅広くカバーします。
We offer a lineup of equipment that can handle a wide range of patterning processes of different fineness,
including those for advanced IC packaging for smartphones, in-vehicle applications and wearable circuit boards.

Direct imaging

Direct imaging

アドバンスドパッケージ
Advanced packaging

パネル展示

Panel exhibit

Coating

高密度プリント配線板
High-density PCBs

パネル展示

Panel exhibit

パネル展示

アドバンスドパッケージ

Panel exhibit

Advanced packaging

FOPLP用直接描画装置

直接描画装置

パネルレベルスリットコーター

Direct imaging system
for fan-out panel level packaging

Direct imaging system

Slit coater for panel level packages

LC-M550G

DW-6000

サポートソリューション

Support solutions

高精細AOIのご紹介

Introducing high-deﬁnition AOI

リアルタイムメンテナンスで、
ダウンタイムを最小化

光学式外観検査装置

Real-time maintenance minimizes down time

Automatic optical inspection system

CARIS-5000
トラブル発生時の的確な障害切り分けや、
普段の装置状況の監視による予兆診断な
ど、装置の安定稼働をサポートする独自の
プログラム。
This proprietary program supports reliable
operation using predictive diagnosis based
on the monitoring of normal equipment
conditions. If trouble does occur, it is also
able to precisely identify the area
of malfunction.

実機展示

Practical exhibit

お客さま

韓国の検査機メーカー Trivis社※ の高精細AOI
「Caris」
を実機展示します。

IoT

A fully functional model of the Caris high-definition AOI
system will be on display at our stand. Caris is produced
by Trivis,* a Korean manufacturer of advanced inspection
systems.

Industrie 4.0
SCREEN
サポートスタッフ

※ Trivis社は、2017年より当社グループに加わりました。
* Trivis joined the SCREEN Group in 2017.
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