In everything you see and many things you don’t, MacDermid Performance Solutions is there.

マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン株式会社
MacDermid Performance Solutions Japan K.K.

会社概要

代表取締役社長

ジュリアン・ベイショア

ごあいさつ
マクダーミッドは創業以来90年以上継続して、表面処理化学品の研究開発・製造・販売に専心

して参りました。低炭素社会を迎えた今日、お客様の環境への負荷軽減に貢献する薬品は、ますます
大きな社会的使命を担っています。

世界各国に連携する拠点を持つマクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズは、各国で

ビジネスを展開する国内外のお客様へボーダーレスに化学品を提供できる数少ないメーカーの
ひとつです。

このような経営環境においてマクダーミッドは、 既存の事業領域の強化のみならず更なる

事業規模拡大のため、 優良企業とのアライアンスなども推進しながら、 積極的に新規事業の
開拓にも注力しています。

これからもお客様からの更なる高い信頼と評価を得られるよう全力を尽くして参りますので、

より一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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事業部一覧

弊社所在地
路

TEL: 0463-73-7737 FAX: 0463-73-7733
e-mail: Japan.Sales@macdermid.com
URL: www.macdermid.co.jp
www.alphaassembly.jp
容：
（１）金属等表面処理用化学薬品
および関連機器装置の製造、輸出入及び販売
（２）半田，錫鉛接合材料製品の輸出入及び販売
（３）印刷資材の輸出入及び販売
（４）その他前各号に関連する一切の業務
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エレクトロニクス・ソリューションズ事業部

0463-73-7737

0463-73-7733

アルファ・アセンブリ事業部

0463-53-3333

0463-53-3311

インダストリアル・ソリューションズ事業部

0463-73-7737

0463-73-7733

グラフィックス・ソリューションズ事業部

0463-73-7737

0463-73-7733

リファレンス・リスト
ADEKA・あらた監査法人・イースタン・石実メッキ工業所・板通・伊藤工業・エルナー
沖プリンテッドサーキット・柿原工業・関東化成工業・協栄産業・キョウデン・京セラ
キレスト・幸成商事・サカタインクス・三和スクリーン銘板・JSR・シマノ・白金鍍金工業
新光電気工業・新和金属・鈴木鍍金工業・住友商事ケミカル・住友電気工業・精好堂
大日本パックス・太洋工作所・力石化工・東鉱商事・西村ケミテック・日本シイエムケイ
日本メクトロン・光金属工業所・日立化成エレクトロニクス・広鍍金・富士化学工業・フジクラ
三井物産・三菱商事・三ツ矢・メイコー・山本製作所（五十音順・敬称略）

加入団体
一般社団法人日本表面処理機材工業会
一般社団法人日本電子回路工業会
一般社団法人表面技術協会
神奈川県表面技術研究会
大阪府鍍金工業組合
愛知県鍍金工業組合

日本フレキソ技術協会
浜松鍍金工業協同組合
日本MID協会
全国鍍金工業組合連合会
一般社団法人溶接学会
一般社団法人日本溶接協会

Electronics Solutions

エレクトロニクス・ソリューションズ
――エレクトロニクス製品関連表面処理化学品およびシステム――
マクダーミッド・エンソンは変化の激しいエレクトロニクス市場において斬新で環境に優しい製品
を提供してきました。 エレクトロニクス・ソリューションズは、お客様との協力によりプリント
配線板をはじめとした電子機器部品製造のための薬品を開発し、お届けします。IT機器からICパッ
ケージ、カーエレクトロニクスまで、先端技術を要する製品を構成する部品の製造に適合するため、
特殊化学品サプライヤーの第一人者として、お客様の直面する難問に最適なソリューションがここ
にあります。

製品ラインナップ

多層板
前処理

▪内 層粗化処理（オキサイド、マルチボンド）
▪デ スミア処理（マキュダイザー）

▪ビ ルドアップ対応表面粗化処理
▪高 周波基板対応微細粗化処理

▪化学銅めっき処理

PTH
処理

▪硫酸銅めっき処理
（ビアフィリング、
スルーホールフィリング対応）
▪無 電解・電解併用めっき処理
（マルチフレックス）

▪ダ イレクトプレーティング
（ブラックホール・シャドー）
▪S AP・MSAP対応プロセス
▪前 ･後処理

MIDプロセス・ドライフィルム剥離・金属レジスト剥離・はんだ剥離・はんだめっき処理・鉛フリー

その他

はんだめっき処理・置換銀めっき処理（スターリング）
・置換錫めっき処理（オルメコン）
・防錆処理
マスキングテープ・LED対応プロセス・PV（太陽電池）対応プロセス・ICパッケージ対応各種表
面処理・コネクタ関連各種処理・リードフレーム対応プロセス・OSP・その他各種処理用化学品

Alpha Assembly Solutions

アルファ・アッセンブリ・ソリューションズ
――多種多様なはんだ製品、接合剤およびトータルソリューションシステム――
アルファ・アッセンブリ・ソリューションズは、業界のトップを走り続けるリーディングカンパニー
として、高信頼性、かつ世界同一品質の製品を提供してきました。強化される環境規制に適合する
製品、多様なプロセスや信頼性レベルを満足する製品の開発に取り組んでおります。製品の提供だ
けでなく、合わせて最適な装置や接合方法など実装における様々な問題を解決すべく、トータルソ
リューションサービスを提供します。

製品ラインナップ

ソルダー
ペースト

様々なアプリケーションに応じた製品
のラインアップをご用意
▪無 洗浄、水洗浄タイプ
▪ハ ロゲンフリー、鉛フリータイプ
▪低 融点、POP用、ディスペンスタイプ

高信頼性、高熱伝導、高耐熱性最先端ダイアタッチ剤

ダイアタッチ ▪A rgomax®
▪A trox®
接合剤
▪F ortibond™

▪ポ ストフラックス

フラックス

▪半 導体用フラックス
（ウエットバック用、BGAボール搭載用
リードティニング用フラックス）

その他
はんだ

▪糸 はんだ
▪棒 はんだ
▪プ リフォームはんだ

Industrial Solutions

インダストリアル・ソリューションズ
――メタルフィニッシング関連表面処理化学品およびシステム――
マクダーミッド・エンソンのインダストリアル・ソリューションズは、表面処理産業界のお客様に
絶大なる信頼をいただいて参りました。自社開発により特殊配合された化学薬品は、自動車の内、
外装部品（アルミホイール、フロントグリル、ドアノブ、インストルメントパネル、ヘッドレスト
ポール、ファスナー部品等）や家電製品、釣具、水洗金具など、金属やプラスチックの装飾・腐食
防止や機能部品のあらゆる表面処理分野に使用されています。また、充実した研究開発設備により
お客様独自の仕様開発にも対応させていただきます。

製品ラインナップ
デコラ
ティブ
(装飾)

アンチ
コロー
ジョン
(機能)

サーフェース
コンディショ
ニング
(前処理)

▪硫 酸銅めっき（染料系・非染料系）
▪ニ ッケルめっき（半光沢・光沢・マイクロポーラス）
▪サ テン調ニッケルめっき・専用連続運用ユニット
▪装 飾六価クロムめっき
▪装 飾三価クロムめっき（白・スモーク・漆黒・融雪塩対策用）
▪ジ ンケート亜鉛めっき・酸性亜鉛めっき・すず-亜鉛合金めっき・亜鉛ｰ高ニッケル合金めっき
（酸性・アルカリ性）
▪各 種三価クロム化成処理・各種トルク調整剤・トップコート剤
▪ア ルミニウムの防錆処理・塗装下地
▪メ カニカルプレーティング
▪ア ルカリ脱脂剤・酸性脱脂剤・錆除去剤
金属活性化剤
▪各 種アルミ合金用めっき前処理剤
▪ア ルミ用粗化剤・各種防錆剤

硬質クロム ▪高 効率・高均一電着性・高硬度
▪環 境対応ミスト防止剤

（工業用）

無電解
ニッケル
めっき
（工業用）

POP
(Plating on Plastics)

▪無 電解ニッケルめっき
（低・中・高リン）
▪特 殊無電解ニッケル
（PTFE・黒色）
▪プ ラスチック上の
めっき前処理剤
▪イ オン性触媒
前処理システム
▪ク ロムフリー
エッチング

ハードコート
▪A utoForm PMG : 高光沢
PMMA
フィルム
ハードコート ▪F OTOTEX 3D : 深彫り対応
織目調
▪F OTOTEX : UV硬化対応
加工塗料

▪X traForm : 高光沢、アフターキュアハードコート

ハードコート
▪X traForm AG : 防眩加工、アフターキュアハードコート
ポリカーボネート
▪A utoForm :
フィルム
高光沢＆防眩加工、プリキュアハードコート
▪H iForm PE : 高光沢

ハードコート ▪A utoForm PE・高光沢＆防眩加工
ポリエステル ▪A UTOTEX F/V・ベルベット調及び微細織目調
▪A utotex AM : 耐菌性
フィルム
▪A utotex S : 艶消し金属調
▪A utotex XE : 耐UV性
▪A utoflex EBG/EBA : 高光沢＆防眩加工

Graphics Solutions

グラフィックス・ソリューションズ
――プリンティング関連化学品およびシステム――
マクダーミッドのグラフィックス・ソリューションズは、製版・印刷業者の皆様に印刷に関しての
綿密な知識を駆使して品質と生産力を高めるための製品を開発し、技術サービスを提供しています。
包装用及び商業用のフレキソ印刷業界で使用される感光性樹脂版において、液状・板状・デジタル・
サーマル現像等各種取り揃え、紙コップ、アルミ缶などのラベルから段ボール箱等の媒体に高品質
の印刷を行うことを可能にします。

製品ラインナップ

LUX™
ITP60

Digital
MAF

MGC/
Digital
MGC

LTL

酸素阻害を受けない
高硬度デジタル板状樹脂版
▪通常製版でフラットトップドットが再現
可能
▪優れた耐刷性と垂れ性
▪低いタック性
酸素阻害を受けない
段ボール用低硬度デジタル板状樹脂版
▪通常製版で段ボール印刷に最適な網点が
再現可能
▪優れた耐衝撃性、耐刷性、低いタック性
能、低いドットゲイン
段ボール用低硬度デジタル板状樹脂版
▪露 光ラチチュードが広く、細線
網点の再現可能
▪優 れた耐衝撃性、耐刷性
低いタック性能
段ボール用低硬度液状樹脂
▪露 光ラチチュードが広く、細線、網点
の再現が可能
▪高 反発弾性で優れたインキ転移性
▪優 れた耐刷性

LUX™
Process

フラットトップドット再現を可能に
するデジタル製版へのソルーション

MAX/
Digital
MAX

高硬度板状樹脂版
▪軟 包装フィルム印刷向けアナログ/
デジタル版
▪優 れた耐刷性、耐インク性
▪高 反発弾性

MVP/
Digital
MVP

中硬度板状樹脂版
▪プ レ プ リ ン ト 、 紙 器 印 刷 向 け ア ナ
ログ/デジタル版
▪優 れた耐刷性、耐インク性
▪高 反発弾性

UVR

高硬度板状樹脂版

▪U Vインキに特化したデジタル版

▪U Vインキに対して低膨潤
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