
Intelligent Equipment

最新の技術をお客様に提供し、顧客の要求に対して真摯に向き合う

High Precision & Accuracy

脆性材料システムソリューション
Brittle Material System Solutions

インテリジエント装置

SHENZHEN JPT OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.



価値観�Value

絶えず進歩を求め、至れり尽くせり
Make perfection more perfect, Be considerate at every micron

ビジョン�Vision

光のインテリジェント制御、正確な測定、完璧な製品
Drive light with intelligence, Measure exactness, Machine perfection
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 HiPAは設立以来、自動外観検査のための高精度な自動光学測定とレーザーマイクロマシニング統合機器の開発に専念しています。 HiPAの光学

測定機器は高精度測定が可能で、その実力はアメリカのNIST（National Institute of Standards and Technology）に匹敵します。 HiPAは先進的

な光学技術と自動化技術を完全に組み合わせることにより、高効率でインテリジェントな機器を次々と生み出しました。HiPAはお客様のご要

求に応じ、品質検査の精度を大幅に高め、生産効率を向上し、重労働な作業、特に目に負担がかかる目視検査から作業者を解放します。これ

により利益性も格段に向上します。

     弊社のロゴマークであるイルカは海で人命救助する賢くて心優しい動物です。HiPAはイルカのように世界最先端の技術力を持ち、常にお客

様のことを考え、より高品質な製品を提供することにより、お客様に安心してご使用いただけるよう日々努力しております。来安全；HiPA，

掌握着最先进的科技，却永远以赤子之心面对客户，尽心竭诚，精益求精，用最高的品质成就用户最大的心安。

Since its establishment, HiPA focuses on in-depth research and unremi�ng endeavors in high precision automated op�cal inspec�on and laser micro-processing 
integrated equipment. The measurement results of HiPA equipment are benchmarked against the US NIST (Na�onal Ins�tute of Standards and Technology), 
which is highly accurate and recognized world-wide. On the basis of high precision, HiPA perfectly integrates advanced op�cal technologies with automa�on 
technologies in a bid to produce high-precision and high-performance intelligent equipment. HiPA not only successfully helps customers to greatly improve their 
quality inspec�on accuracy, produc�on efficiency, and their economic profit, but also frees countless produc�on workers from the �redness caused by high-in-
tensity repe��ve work and the irreversible injuries caused by long-�me naked-eye inspec�on.

HiPA technology has entered thousands of families along with every micron-sized chip resistor, every microsensor, every high-performance electronic devices and 
every high-quality display to escort the quality life of people. HiPA, just like the dolphin logo in the trademark, is not only highly intelligent but also friendly and 
kind, which o�en saves people out of trouble and brings them safety; though HiPA has held the most advanced technologies, HiPA always serves every customer 
heart and soul, constantly strives for perfec�on, and use the highest quality to achieve the peace of mind of end-users.

       深センJPTオプトエレクトロ二クス社は2006年に設立されました。レーザー発振器とレーザーインテリジェント機器の研究、開発、製造、

販売を行う国際的なハイテク企業です。

      2015年、JPTのサブブランドであるHiPA（High Precision＆Accuracy）インテリジェント機器事業部門を設立しました。HiPAが開発製造した

レーザートリマーは、最先端の技術を持ち、多くの国で販売されています。 2018年、自社開発のレーザートリマーの技術が深セン科学技術進

歩賞の最優秀賞を受賞しました。2019年、深センJPT株式会社と 代表取締役社長　黄　治家に、それぞれ「深セン市の強力な中心企業」と「

高品質の強化シティゴールドメダル」の名誉称号が授与されました。2020年には総建築面積107,500平方メートルを超えるJPT恵州工業団地が

稼働を開始しました。 2021年には、システム事業部は6つの製品ラインチームに展開しました。『受動部品製品ライン、溶接＆接続製品ライ

ン、レーザーマーキング製品ライン、モジュールテスト製品ライン、脆性材料製品ライン、非標準製品ライン』の６ラインです。

Shenzhen JPT Optoelectronics Co., Ltd. was established in 2006, founded by talents returned from overseas. It is a na�onal high-tech enterprise that integrates 
R&D, produc�on, and sales of laser sources and op�cal intelligent equipment.

In 2015, JPT founded the intelligent equipment business unit (iEBU), which owns a sub-brand HiPA (High Precision & Accuracy). The laser trimmer series products 
developed and produced by HiPA have leading technologies and are sold across the world. In 2018, HiPA self-developed resistor laser trimming  technology won 
the first prize of Shenzhen Science and Technology Progress Award. In 2019, JPT and Chairman Huang Zhijia were awarded the honorary �tles of "Shenzhen  
Strong City Key Enterprise" and "Quality Strong City Gold Medal", respec�vely. In 2020, Huizhou JPT Industrial Park was fully operated, with a total construc�on 
area of 107,500 square meters. In 2021, the iEBU established six produc�on lines: Passive Component Product Line, Module Tester Product Lline, Laser Marking 
Product Line, Welding & Joining Product Line, Bri�le Meterials Product Line, Customized Product Line. 

ブランド紹介
B R A N D  P RO F I L E



03

専門分野 Our Domains of Expertise

総合的なメリット Comprehensive Advantages

より全面的な技術サポート

お客様のご要望を最優先に、
全面的な専門技術サポート

よりタイムリーなサービス

24時間以内に迅速に対応し
、技術サポートは世界中をカ
バーします

より専門的な開発チーム

国際的なR＆Dチームは従業員の30％を占め、
博士は20名以上、マスターは50名以上、
中国内特許は526件あります

More professional R&D team

Interna�onal R&D team accounted for 30% 
of total personnel, Doctors 20+, masters 50+, 
526 na�onal patents

より専門な製品デザイン

国際的な最先端技術、究極の精密なスキル。 
NISTのグローバル認定。 お客様のニーズに合
わせて完全にカスタマイズができます

Leaner product design

Interna�onal leading technologies, extremely 
high precision. NIST traceable measurement 
results. Fully customized as required

より良いコスパ

全面的なソリューション、厳密かつ効率的な
品質管理システム、材料の利用率を大幅に高
め、材料の損失と製造コストを最小限に抑え
られます全面的なソリューション、厳密かつ
効率的な品質管理システム、材料の利用率を
大幅に高め、材料の損失と製造コストを最小
限に抑えられます

More cost-effec�ve

Comprehensive solu�ons, seamlessly connected 
parts, and highly integrated systems; rigorous 
and efficient quality control system, high  
u�liza�on of feeded materials, and effec�vely 
reduce material waste and produc�on cost

More comprehensive
technical support

Professional and comprehensive 
technical support to ensure all 
aspects of equipment

More �mely support
response

Respond promptly within 24 hours, 
technical support covers everywhere 
in the world

3C製品
（パソコン、携帯、
スマートウェア等）

Consumer Electronics
(Computers, Cellphones, 

Smart Wearable Devices, etc.)

受動部品
（抵抗器、コンデンサ、

インダクタンス等）

Pasive Devices
(Resistors, Capacitors,

Inductors, etc.)

Special Materials
(Sapphire, Glasses, 

Ceramics, etc.)

Automobile
(Automobile Electronics, 

Power Ba�ery, etc.)

New Energy
(Photovoltaic,

Lithium Ba�ery, etc.)

半導体
（ウェハ、シリコンフォトニクス、

半導体チップ、
半導体レーザー、MicroLED等）

特殊材料
（サファイア、ガラス、

セラミック等）

自動車製造
（自動車電子、

パワーバッテリー等）

新エネルギー
（太陽光発電、リチウム電池）

Semiconductor
(Wafers, Silicon Photonics, 

Semiconductor Chips, 
Semiconductor Lasers, 

MicroLED, etc.)

製品ライン Product Lines

レーザーマーキング1
溶接と接続2
脆性材料3

モジュールテスト4
受動部品5
非標準品6

Laser Marking

Customized

Passive Component

Module Tester

Bri�le Meterials

Welding & Joining
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コアテクノロジー  Our Technologies

コアチーム Our Team

光学＆レーザー (Op�cs and Laser)
102人

20人
ビジョン (Vision)

ソフトウエア (So�ware)
51人

機械式 (Mechanics)
46人

42人
自動化 (Automa�on)

修士 (Master)
89人

学士 (Bachelor)
480人

(Electrical and electronic)
67人

電気＆電子

博士 (Ph.D)
26人

2 マシンビジョン技術 Machine vision technologies光学検査技術 Op�cal inspec�on technologies1

ファーフィールド及びニアフィールド測定
Far field and near field characteriza�on

光透過／反射／回折／カラー測定
Op�cal transmission/reflec�on/diffrac�on/color measurement

PD暗電流／分光感度測定
PD dark current/spectral responsivity measurement

LEDスペクトルエネルギー測定
LED spectral energy measurement

表面トポグラフィー測定
Surface topography

内部応力／ひずみ欠陥検出
Internal stress/strain defect detec�on

高品質ビジョン検査、測定、精密計測及びアセンブリ検証システム構築
High-quality visual inspec�on, measurement, precision metrology and 
assembly verifica�on systems

カスタマイズ化計算、高級な画像処理能力、 Matroxディープラーニング技術
Customized algorithms, advanced image processing capabili�es, and 
Matrox Deep Learning technology

ビジョンシステムは手動検査に代わり、製造コストを大幅に削減します
The vision system replaces manual inspec�on, and greatly reduces 
produc�on costs

カスタマイズ化検査システムの設計、高速で精密な光学認識
Highly integrated mul�func�onal AOI system, replace mul�ple costly, 
�me-consuming, and low yield human inspec�on procedures in one go

レーザーと材料技術 Laser&laser-material interac�on technologies3 4 回路設計技術 Circuit design technologies

高速/高精度の信号取得

信号の増幅とフィルタリング

高精度クロックソース 高精度信号源

電圧/電流/抵抗/温度測定

TTEC閉ループ制御弱い信号の検出

高速デジタルロジックインターフェースと処理

ファイバーレーザーの自社研究開発及び製造
In-house R&D and manufacture of fiber lasers

DPSSナノ秒UVレーザーの自社研究開発及び製造
In-house R&D and manufacture of DPSS nanosecond UV lasers

レーザー外光路分光システムの自社研究開発
In-house R&D and manufacture of laser beam spli�ng system

レーザービームフォーカスシステムの自社研究開発
In-house R&D and manufacture of laser beam focusing system

レーザー＋材料の応用及び工程分析
Analysis of laser-material interac�on processes and applica�ons

ピコ秒／フェムト秒超高速レーザー の自社研究開発
In-house R&D and manufacture of picosecond/femtosecond ultrafast lasers High-speed/high-precision signal acquisi�on

Signal amplifica�on and filtering

Voltage/current/resistance/temperature measurement

High-precision signal source

TEC closed-loop control

High-speed digital logic interface and processing

Weak signal detec�on

High-precision clock source

全自動高精度光学（透光、反射、応力、AOI等）

検査校正システム

自動化技術 Automa�on technologies5
機械機能の多元化、構造設計の標準化、モジュール化
Diversified mechanical func�ons, standardized and modulized structural design 

自動搬入搬出及びロボット応用技術、高精度搬送位置

決め及びマルチステーション作業システム
Automa�c loading&unloading and robo�c technologies, 
high-precision transfer posi�oning and mul�-sta�on working system

Fully automated high-precision op�cal inspec�on
and measurement calibra�on systems

Ar�ficial Intelligence control system for mul�-sta�on
equipment: real �me monitoring, data capturing and
data processing for all photo-electric tes�ng modules, 
intelligent judgment, and intelligent vibra�on suppression
control

自動精密組立、レーザマーキング、精密溶接、

微細加工技術；３C及び半導体業界経験
Automa�c precision assembly, laser marking, precision welding, 
and other micro-processing technologies; 3C and semiconductor 
industry experience

AIインテリジェント制御システム：光電モジュールオンライン

マルチステーションパラメータテスト、インテリジェント判断、

インテリジェント振動制御

博士号の総数の
うち海外帰国者が

90%
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設立以来

JPTは広東省に5つの工場と1つの工業団地を持っています。

そして、江蘇、浙江、湖北、山東等の都市に支店を設立しました。

テクニカルサポートチームは中国全土の45都市に至ります。

世界中に7つの地域に支店とオフィスがあります。

ビジネスは5大陸29カ国をカバーしています。

世界中の何千もの大企業の顧客にサービスを提供し、千セット以上の全体的なソリューションと

十万台以上のレーザーを提供し、何億もの消費者に高品質の製品を間接的に提供しました

Since it was founded
JPT has 5 factories and 1 industrial park in Guangdong province
branches in Jiangsu, Zhejiang, Hubei, Shandong and other provinces

technical support team in 45 cities across China
branches and offices in 7 regions of the world
business coves 29 countries on 5 continents

served thousands of large corporate customers across the globe, offering them more 
than 1,000 sets of overall solutions and more than 100,000 of lasers, indirectly providing 

high-quality products to hundreds of millions of consumers worldwide

国际俊杰  Global Talents

Scientific and business elites from famous universities 
at home and abroad, gather here at HiPA for the same 
dream, with endeavor and sweat. Slowly and steadily, 
step by step, their effort makes the team grow.

国内外の有名な大学の科学研究とビジネスエリー
トが同じ夢を求め、困難を乗り越え、HiPAに集ま
り、固たる基盤を築くため懸命に努力し、着実に
一歩一歩、HiPAチームを成長させます。

HiPAグローバルセールス
HiPA Global Sales   

University of Southampton

Tsinghua University

Zhejiang University

Nanyang Technological University
HUST Peking University

Na�onal University of Singapore

Durham University
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ガラス加工プロセス

スタンダード
ガラス加工プロセス
Standard Glass
Manufacturing Process

実績がある装置
Matual Solution Available

スクライブ＆ブレーク
Scribe&Break

りガラスレーザーS&B製品
Rough Surface Glass
Laser Scrible&Break

透明ガラスS&B製品
Polished Glass Laser

Scrible&Break

QRコード彫刻製品
Laser Subsurface

Barcode Engraving

CNC加工
CNC

両面粗研削
Rough Lapping

研磨
Polish

科学加圧
IOX

再研磨
Repolish

デコ
Deco

検査
QC

コーティング
Lamination

インクトリミング装置
Laser Deco Trimming

Machine

レーザー切断保護フィルム装置
Laser PF Trimming

Machine

透過率測定装置
Transmission Tester

応力測定装置
Stress Tester

インクドリル装置
Laser Deco Drilling

Machine

レーザー面取り製品
Laser Chamfering

System
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12全自動デュアルY軸ガラス切断機 / Automatic Dual-Y Axis Glass Cutting Machine

13全自動デュアルX/Yステージガラス分割機 / Automatic Cutting Machine

15ピコ秒ドリル装置 / Standard Drilling Machine–Picosecond Laser

16セラミックコーティング除去装置  / Ceramic Coating Removal Machine

17ガラスコーディング装置 / Glass Engraving System

09ガラス面取り切断機 / Glass Chamfering Machine

08ガラススタンダード切断＆分割システム  / Standard Glass Filamentation System

10サファイア精密切断分割機 / Sapphire Material Cutting Machine

14グリーンレーザーナノ秒ドリル装置 / Standard Drilling Machine

19マイラーコーディングと検測装置 / Mylar Cutting and Inspection

20ガラストリミング装置 / Glass PF Trimming System

21曲面3Dマーキング／切断装置 / Curved Glass Engraving and Cutting System

18ガラスインク除去装置 / Glass Deco Removal System

23透過率測定装置 / Light Transmittance Tester

24反射率測定装置 / Light Reflectance Tester

25カメラCG測定装置 / Camera CG Tester

22透光率測定装置 / Light Transmittance Tester

11ガラスLogo切断機  / Glass Logo Cutting System

CONTENTS
製 品 目 録



光学ガラス、強化ガラス、無地ガラス、すりガラス、極薄ガラス、サファイア、スマートフォンタッチパネル、腕時計ガラス、タブレットパネル、
車載タッチパネル、カメラ保護レンズ、ガラスディスク、TFT-LCDやウエハー等の脆性材料の切断と分割

Brittle material cutting and separation, such as optical glass, strengthened glass, polished glass, matte glass, ultra-thin glass, sapphire, mobile phone panel, watch 
cover, tablet computer panel, vehicle panel, camera protective lens, glass storage disc, TFT-LCD, silicon wafer, etc
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ガラススタンダード切断＆分割システム
Standard Glass Filamentation System

製品説明  Product Description

本装置はIRピコ秒レーザーを採用し、完璧なビーム品

質、細かいスポット、高い切断精度を実現できます。

IR picosecond laser is used to ensure the perfect beam quality, fine spot and high cutting precision.

製品特長  Product Highlights

Compatible with multiple domestic and overseas laser models

Optional customized CCD solutions

Realize taper free cutting, smooth edge, small residual and chipping

分割方法はガルバノミラー、フォーカスヘッドの２種類が交換できます
Compatible with both galvo and focusing head separation modes

国内外の多様なレーザーモデルに適用

CCD位置決め等の機能を追加可能

テーパーなしの切断、滑らかなエッジ、小さな残余とエッジチッピングが実現できます

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ  Performance Parameters 

カスタマイズ
( Custom designed )

( Positioning accuracy ) ( Cutting accuracy ) ( Laser power ) ( Chipping size ) ( Residuals size ) ( Machine dimensions )

＜5μm ±5μm IR: 20W/50W/80W/100W CO2: 80W/200W ＜10μm ＜10μm

UPH 位置決め精度 切断精度 レーザーパワー エッジチッピングサイズ 残余サイズ

2100×1750×2000mm^3

装置寸法

脆性材料切断＆分割システム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System



Compatible with galvo and focusing head

Compatible with a variety of domestic and overseas laser models
Optional customized CCD solution and other functional modules can be added

High speed XY platform ensures stability under high speed processing

R and C types of chamfers are achievable with no taper, smooth edge and minimized chipping

Realize taper free cutting, smooth edge, small residual and chipping

( Custom designed )

脆性材料切断＆分割システム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System
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ガラス面取り切断機
Glass Chamfering Machine

製品説明  Product Description

IR picosecond laser is used to ensure perfect beam quality, fine spot and high cutting precision.

本装置はIRピコ秒レーザーを採用し、完璧なビーム品質、細かいスポット、高い

切断精度を実現できます。

製品特長  Product Highlights

分割方法はガルバノミラー、フォーカスヘッドの２種類が交換できます

国内外の多様なレーザーモデルに適用、CCD位置決め等の機能を追加可能

高速XYステージ、加工速度が大幅に向上します

ガラスの側面にRとC面取りができます

テーパーなしの切断、滑らかなエッジ、小さなエッジチッピングが実現できます

0.3mm-5mm polished glass, phone cover, watch cover, glass logo filamentation and chamfering
0.3mm-5mm厚さの透明ガラス、スマートフォンのタッチパネル、腕時計ガラス、ガラスロゴの面取り加工

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ  Performance Parameters 

カスタマイズ ＜5μm ±5μm

UPH 位置決め精度 切断制度

Φ<10μm

レーザースポット

IR: 20W/50W/80W/100W CO2: 80W/200W ＜10μm ＜10μm

レーザーパワー エッジチッピングサイズ 残余サイズ

3100×2500×1700mm^3

設備寸法
( Positioning accuracy ) ( Cutting accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Chipping size ) ( Residuals size ) ( Machine dimensions )



Compatible with galvo and focusing head

High speed XY platform ensures stability under high speed processing

Minimum ink offset when cutting Sapphire with deco

Realize no taper cutting, smooth edge and minimized chipping

Compatible with a variety of domestic and overseas laser models
Optional customized CCD solution and other functional modules can be added

脆性材料切断＆分割システム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System

IR picosecond laser is used to ensure perfect beam quality, fine spot and high cutting precision.

0.3mm-2mm sapphire, phone cover, watch cover, camera protective glass, optic protective cover filamentation and separation
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サファイア精密切断分割機
Sapphire Material Cutting Machine

製品説明  Product Description

本装置はIRピコ秒レーザーを採用し、完璧なビーム品質、細かいスポット、高い

切断精度を実現できます。

製品特長  Product Highlights

分割方法はガルバノミラー、フォーカスヘッドの２種類が交換できます

国内外の多様なレーザーモデルに適用、CCD位置決め等の機能を追加可能

高速XYステージ、加工速度が大幅に向上します

インクやコーティングされたサファイアを分割できます

テーパーなしの切断、滑らかなエッジ、小さなエッジチッピングが実現できます

0.3mm-5mm厚さの透明ガラス、スマートフォンのタッチパネル、腕時計ガラス、ガラスロゴの面取り加工

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ  Performance Parameters 

( Custom designed )
カスタマイズ ＜5μm ±5μm

UPH 位置決め精度 切断制度

Φ<10μm

レーザースポット

IR: 20W/50W/80W/100W CO2: 80W/200W ＜20μm

レーザーパワー ッジチッピングサイズ

3100×2500×1700mm^3

装置寸法
( Positioning accuracy ) ( Cutting accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Chipping size ) ( Machine dimensions )
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( Custom designed )

脆性材料切断＆分割システム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System

ガラスLogo切断機
Glass Logo Cutting System

製品説明  Product Description

本装置はIRピコ秒レーザーを採用し、完璧なビーム品質、細かいスポット、高い切断精度を実現できます。

製品特長  Product Highlights

Compatible with galvo and focusing head

Compatible with a variety of domestic and overseas laser models
Optional customized CCD solution and other functional modules can be added

分割方法はガルバノミラー、フォーカスヘッドの２種類が交換できます

国内外の多様なレーザーモデルに適用、CCD位置決め等の機能を追加可能

High speed XY platform ensures stability under high speed processing
高速XYステージ、加工速度が大幅に向上します

Glass can be cut into any shape
ガラスで任意のグラフィックをカットできます

Realize no taper cutting, smooth edge and minimized chipping
テーパーなしの切断、滑らかなエッジ、小さなエッジチッピングが実現できます

パラメータ Performance Parameters 

カスタマイズ ＜5μm ±5μm

UPH 位置決め精度 切断精度

Φ<2μm

レーザースポット

IR ps: 20W CO2: 80W ＜10μm

レーザーパワー エッジチッピングサイズ

2100×1800×1900mm^3

装置寸法

IR picosecond laser is used to ensure perfect beam quality, fine spot and high cutting precision.

0.4mm-1.0mm厚度光玻璃的Logo切割

アプリケーション分野  Domains of Application

0.4mm-1mm glass logo cutting and separation

( Positioning accuracy ) ( Cutting accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Chipping size ) ( Machine dimensions )



脆性材料切断＆分割システム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System

( Custom designed )

Optical glass, strengthened glass, plain glass, ground glass, ultra-thin glass, sapphire, mobile phone panel, watch cover, vehicle panel, tablet computer panel, glass 
storage CD, TFT-LCD, silicon wafer and other brittle material filamentation and separation

光学ガラス、強化ガラス、無地ガラス、すりガラス、極薄ガラス、サファイア、スマートフォンタッチパネル、腕時計ガラス、タブレットパネル、車載

タッチパネル、カメラ保護レンズ、ガラスディスク、TFT-LCD、ウエハー等の脆性材料の切断と分割
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全自動デュアルY軸ガラス切断機
Automatic Dual-Y Axis Glass Cutting Machine

製品説明  Product Description

IR picosecond laser is used to ensure perfect beam quality, fine spot and high cutting precision.
本装置はIRピコ秒レーザーを採用し、完璧なビーム品質、細かいスポット、高い切断精度を実現できます。

製品特長  Product Highlights

Compatible with a variety of domestic and overseas laser models
Optional customized CCD solution and other functional modules can be added

国内外の多様なレーザーモデルに適用、CCD位置決め等の機能を追加可能

High speed dual Y axis combined with X axis on fly ensures stability under high speed processing
高速デュアルY軸とフライングX軸の組み合わせにより、加工速度が大幅に向上します

Double work station for efficient cutting
Increase the processing range to realize the customized large-size laser cutting

ダブルワークステージを採用し、効率的な切断、加工範囲を広げ、
カスタマイズされた大型材料のレーザー切断を実現します

Realize no taper cutting, smooth edge and minimized chipping
テーパーなしの切断、滑らかなエッジ、小さなエッジチッピングが実現できます

アプリケーション分野 Domains of Application

パラメータ Performance Parameters 

カスタマイズ ＜5μm ±5μm Φ<10μm 20W/50W/80W/100W ＜10μm ＜10μm

UPH 位置決め精度 切断精度 レーザースポット レーザーパワー エッジチッピングサイズ 残余サイズ

3100×2500×1700mm^3

装置寸法
( Positioning accuracy ) ( Cutting accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Chipping size ) ( Residuals size ) ( Machine dimensions )
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全自動デュアルX/Yステージガラス分割機
Automatic Cutting Machine

製品説明  Product Description

製品特長  Product Highlights

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ  Performance Parameters 

光学ガラス、強化ガラス、無地ガラス、すりガラス、極薄ガラス、サファイア、スマートフォンタッチパネル、腕時計ガラス、タブレットパネル、車載

タッチパネル、ガラスディスク、TFT-LCD、ウエハー等の脆性材料の切断と分割
Optical glass, strengthened glass, plain glass, ground glass, ultra-thin glass, sapphire, mobile phone panel, watch cover, vehicle panel, tablet computer panel, glass 
storage CD, TFT-LCD, silicon wafer and other brittle material filamentation and separation

本装置はIRピコ秒レーザーを採用し、完璧なビーム品質、細かいスポット、高い切断精度を実現できます。
IR picosecond laser is used to ensure perfect beam quality, fine spot and high cutting precision.

国内外の多様なレーザーモデルに適用、CCD位置決め等の機能を追加可能
Compatible with a variety of domestic and overseas laser models
Optional customized CCD solution and other functional modules can be added

ダブルワークステージを採用し、効率的な切断、加工範囲を広げ、
カスタマイズされた大型材料のレーザー切断を実現します
Double work station for efficient cutting
Increase the processing range to realize the customized large-size laser cutting

高速XY作業ステージ、加工速度が大幅に向上します
High speed XY platform ensures stability under high speed processing

テーパーなしの切断、滑らかなエッジ、小さなエッジチッピングが実現できます
Realize no taper cutting, smooth edge and minimized chipping

( Custom designed )
カスタマイズ ＜5μm ±5μm Φ<10μm 20W/50W/80W/100W ＜10μm ＜10μm

UPH 位置決め精度 切断精度 レーザースポット レーザーパワー エッジチッピングサイズ 残余サイズ

3100×2500×1700mm^3

装置寸法
( Positioning accuracy ) ( Cutting accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Chipping size ) ( Residuals size ) ( Machine dimensions )

脆性材料切断＆分割システム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System



Sapphire glass, mobile phone home button, camera protection lens, watch cover glass, sapphire substrate, silicon carbide wafer, display panel drilling and cutting

Green light nanosecond laser is used for high drilling efficiency and quality.

光電、ディスプレイ、半導体、自動車、医療、光起電、電子タバコ、家電製品、台所用品、スマートフォン、ガラス加工、学校と研究等の各業界に多種

なフロートガラス、石英ガラス、コーティングガラス、極薄ガラスの穴あけと分割
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グリーンレーザーナノ秒ドリル装置
Standard Drilling Machine

製品説明  Product Description

本装置はグリーンレーザーを採用し、優れたビーム品質と高速な加工速度を備えています。

製品特長  Product Highlights

No contact processing, no consumables, low operating cost, maintenance free

High precision and fast scanning galva
Small heat affected area

外国製の高速高精度ガルバノメーターを採用、熱影響を受けるエリアが少ない

非接触の加工、消耗なし、低運用コスト、基本的にメンテナンスフリーの光路

Taper free for side wall, smooth edge and minimized chipping

High precision servo module to ensure machining accuracy
Equipped with stable platform and large processing area

高精度サーボモジュール、安定的なステージ、広い加工面積

テーパーなしの切断、滑らかなエッジ、小さなエッジチッピングが実現できます

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ Performance Parameters 

カスタマイズ ＜5μm ±10μm Φ=20μm 30W ＜100μm

UPH 位置決め精度 穴あけ精度 レーザースポット レザーパワー エッジチッピングサイズ

900×1000×1700mm^3

装置寸法

( Custom designed )

( Positioning accuracy ) ( Drilling accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Chipping size ) ( Machine dimensions )

脆性材料ドリルシステム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System



Sapphire glass, mobile phone home button, camera protection lens, watch cover glass, sapphire substrate, silicon carbide wafer, display panel drilling and cutting

Green light picosecond laser is used for high drilling efficiency and quality.

サファイアガラス製の携帯ガラス切断、モバイルホームボタン切断、カメラ保護レンズ切断、腕時計ガラス加工、サファイア基板加工、

炭化シリコンウエハー切断、ディスプレイ切断、精密穴あけ、特殊形状切断
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ピコ秒ドリル装置
Standard Drilling Machine-Picosecond Laser

製品説明  Product Description

本装置はグリーンレーザーを採用し、優れたビーム品質と高速な加工速度を備えています。

製品特長  Product Highlights

No contact processing, no consumables, low operating cost, maintenance free

High speed XY platform ensures stability under high speed processing

Taper free for side wall

High precision servo module to ensure machining accuracy
Equipped with stable platform

安定性の高い作業ステージを備えた高精度光路システム

非接触の加工、消耗なし、低運用コスト、基本的にメンテナンスフリーの光路

高速XY作業ステージ、加工速度が大幅に向上します

High production yield and good product consistency
高い生産歩留まりと優れた製品の一貫性

加工された穴の上下にテーパーなし

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ  Performance Parameters 

カスタマイズ ＜5μm ±10μm

UPH 位置決め精度 穴あけ精度

Φ=20μm

レーザースポット

绿光:15W/20W IR:40W/60W ＜20μm

レーザーパワー エッジチッピングサイズ

1250×1300×1800mm^3

装置寸法

( Custom designed ) ( Creen light:15W/20W )

( Positioning accuracy ) ( Drilling accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Chipping size ) ( Machine dimensions )

脆性材料ドリルシステム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System



Ceramic coating removal, surface micromachining

IR picosecond laser is used to micro-process ceramic surface to minimize damage of ceramic products.
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セラミックコーティング除去装置
Ceramic Coating Removal Machine

製品説明  Product Description

赤外線ピコ秒レーザーを採用し、セラミック表面を微細加工し、セラミック製品の損傷を最小限に抑えます。

セラミックコーティング除去、表面微細加工

製品特長  Product Highlights

Pseudo coaxial CCD system can be used for high-precision CCD positioning

Optional vibrating tray feeder and automatic unloading system

High precision XY linear platform module ensures the accuracy of laser processing

Optical cavity is closed to ensure continuous and stable operation

疑似同軸CCDシステムを使用し、高精度のCCD位置決めを実現できます

振動板の材料ロードと自動化アンロードシステムを装備可能

レーザー加工の精度を確保するための高精度XY直線ステージモジュール

光共振器は完全密閉のデザインで、継続的で安定した動作を保証します

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ  Performance Parameters 

カスタマイズ ＜5μm ±10μm

UPH 位置決め精度 マーキング精度

Φ<20μm

レーザースポット

UV:3W/5W/10W/15W/30W IR:20W/50W

レーザーパワー

1250×1300×1800mm^3

装置寸法

( Custom designed )

( Positioning accuracy ) ( Engraving accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Machine dimensions )

脆性材料マーキングシステム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System



UV ps laser is used to ensure perfect beam quality, fine beam spot, uniform and full coding spot.

Automatic loading and unloading system

Includes CCD positioning, pre inspection, coding, code reading and other functions

Minimum size of 2D barcode = 0.1mmx0.1 mm

Self-developed 2D barcode analysis algorithm to improve readability and decode time
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ガラスコーディング装置
Glass Engraving System

製品説明  Product Description

UVピコ秒レーザーを採用し、完璧なビーム品質、細いビームスポット、

均一で完全なコーディングスポットを実現できます。

Smooth glass, matte glass, sapphire surface/subsurface barcode engraving

透明ガラス、すりガラス、サファイアの内部彫刻とコーディング、主にスマートフォン、腕時計、

タブレットのカバーガラスへのQRコーディングに使用されます

製品特長  Product Highlights

自動化のトード・アンロードシステム、人力を節約できます

CCD位置決め/ポカヨケ、事前検査、コーディング、コード読取等の機能が含まれています

QRコードの最小サイズは0.1mm x 0.1mmです

自社研究開発のQRコード分析アルゴリズムを使用、コード読み取りの成功率を向上させ、コード読取の時間を短縮することができます

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ Performance Parameters 

1200 ±0.2μm ±50μm

UPH 位置決め精度 隠しコードの深さ制御

Φ=3μm

レーザースポット

UV:3W/5W

レーザーパワー

3100×2500×1700mm^3

装置寸法
( Positioning accuracy ) ( SSB Z-depth Accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Machine dimensions )

脆性材料マーキングシステム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System



Diameter of deco drilling can be as small as 15μm, where customized taper requirements

Integrated deco removal/drilling, AOI detection, transmission test, deco 2D code marking and other functions

High precision XY platform module ensures the accuracy of laser processing

Optical cavity is closed to ensure continuous and stable operation
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ガラスインク除去装置
Glass Deco Removal System

製品説明  Product Description

Customized UV ns laser for removal of deco and micro-processing of 
deco on glass surface so as to minimize damage of product.

カスタマイズされた紫外線ナノ秒レーザーを使用し、ガラス表面のイン

クとインクの微細処理を除去します。製品の損傷を最小限に抑えます。

Glass deco removal, micro-processing of 2D code on deco surface

ガラスインク除去、インク表面のQRコード微細加工

製品特長  Product Highlights

インク穴あけの穴径は15μmに制御でき、小穴のテーパーはカスタマイズ可能

インク穴あけ、AOI検出、透過率検出、インクQRコーディング等の機能を統合されています

レーザー加工の精度を確保するための高精度XYステージモジュール

光共振器は完全密閉のデザインで、継続的で安定した動作を保証します

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ  Performance Parameters 

カスタマイズ ＜5μm ±20μm

UPH 位置決め精度 マーキング精度

Φ=10μm

レーザースポット

UV ns:10W

レーザーパワー

1600×1900×1800mm^3

装置寸法

( Custom designed )

( Positioning accuracy ) ( Engraving accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Machine dimensions )

脆性材料マーキングシステム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System
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マイラーコーディングと検測装置
Mylar Cutting and Inspection

製品説明  Product Description

Customized UV ns laser for mylar 2D barcode printing.

カスタマイズされたUVナノ秒レーザーを使用し、ガラス表面のマイラーフィルムにQR

コードをコーディングします。

製品特長  Product Highlights

High accuracy AOI inspection of the gap between mylar and glass edge
AOIでマイラーとガラスの貼り付けの効果を検出します

High precision XY platform module ensures the accuracy of laser processing
レーザー加工の精度を確保するための高精度XYステージモジュール

Optical cavity is closed to ensure continuous and stable operation
光共振器は完全密閉のデザインで、継続的で安定した動作を保証します

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ Performance Parameters 

カスタマイズ ＜5μm ±20μm

UPH 位置決め精度 マーキング精度

Φ=10μm

レーザースポット

UV ns:3W

レーザーパワー

1600×1900×1800mm^3

装置寸法

マイラーの表面にQRコーディング、マイラーとガラスの貼り付け効果の検査

Laser cut the mylar on the glass and test the gap between the mylar and glass edge. Print 2D barcode on the mylar

( Custom designed )

( Positioning accuracy ) ( Engraving accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Machine dimensions )

脆性材料マーキングシステム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System
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ガラストリミング装置
Glass PF Trimming System

製品説明  Product Description

ガラス表面のトリミング

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ  Performance Parameters 

カスタマイズ ＜5μm ±20μm

UPH 位置決め精度 切断精度

Φ=50-100μm

レーザースポット

15W/30W

レーザーパワー

1600×1900×1800mm^3

装置寸法

製品特長  Product Highlights

高精度CCD位置決めにより、広い作業範囲でスムーズなレーザー切断が保証されます
High precision CCD positioning system ensures smooth laser cutting in large operation range

レーザー加工の精度を確保するための高精度XYステージモジュール
High precision XY platform module ensures the accuracy of laser processing

光共振器は完全密閉のデザインで、継続的で安定した動作を保証します
Optical cavity is closed to ensure continuous and stable operation

CO2 laser is used to cut the protective film on the glass surface to 
minimize the damage of glass and the coating.

カスタマイズされた二酸化炭素レーザーを使用し、ガラス表面の保護フィルムをトリミングし、

製品の損傷を最小限に抑えます。

Glass surface PF trimming

( Custom designed )

( Positioning accuracy ) ( Cutting accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Machine dimensions )

脆性材料マーキングシステム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System



脆性材料3D加工システム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System
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曲面3Dマーキング／切断装置
Curved Glass Engraving and Cutting System

製品説明  Product Description

製品特長 Product Highlights

アプリケーション分野  Domains of Application

パラメータ Performance Parameters 

カスタマイズ ＜5μm ±20μm

UPH 位置決め精度 加工精度

Φ=10±5μm

レーザースポット

5W-10W

レーザーパワー

1400×1000×1600mm^3

装置寸法

曲面のガラスにマーキング、インクトリミング
Curved glass marking and deco trimming

ダイナミック3DのリアフォーカスUVレーザーシステム
Dynamic 3D post focusing UV laser system

同軸光CCDシステムがリアルタイム調整を実現できます

高精度の機械構造設計により、操作精度が保証されます

光共振器は完全密閉のデザインで、継続的で安定した動作を保証します

ダブル作業ステージ、ソフトウェアと制御システムは、生産要件に応じてカスタマイズできます

光路補正アルゴリズムにより、加工範囲全体で同じ精度が保証されます
Optical path correction algorithm ensures the same accuracy in the entire machining range

Coaxial optical CCD system realizes real-time adjustment

High precision mechanical structure design ensures operation accuracy

Optical cavity is closed to ensure continuous and stable operation

Software and control system can be customized according to production requirements

( Custom designed )

( Positioning accuracy ) ( Processing accuracy ) ( Laser spot ) ( Laser power ) ( Machine dimensions )



脆性材料光学検査システム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System

製品説明  Product Description

本装置は、透明な材料の光透過率を測定するために使用されます。ビームがサンプルを通過する前後
のスペクトルエネルギー分布の変化に基づいて、異なる波長でのサンプルの光透過率が取得され、こ
のデータに基づいて、テストされたサンプルの光透過率が合格かどうかを判断します。

This tester is used to measure the light transmittance of transparent materials. It measures the difference 
in spectral energy distributions before and after the beam passes through the sample, and then compares 
the two to get the transmittance of the sample at different wavelengths.

製品特長 Product Highlights

Additional functions available for quick integration: Barcode Reading/High Precision
Visual Positioning/Auto Loading&Unloading/Temperature-control Module

超高速検出速度、UPH＝720

様々な検査対象に応じ、レーザースポットの形状とサイズがカスタマイズできます

フレンドリーなソフトウェアUIインターフェース、初めてでも簡単に操作できます

カスタマイズされた出力結果、全てのデータから必要な情報を選択して処理し、リアルタイ
ムで監視します

多様な拡張可能なモジュール：スキャンコード/ビジョン位置決め/
自動化ロード・アンロード/温度制御等の多様なニーズに対応

Short cycle time with UPH=720

Tunable beam size and spot distribution to facilitate testings of different samples

User-friendly UI design simple to operate

Customizable FOM, high-speed data-processing, real-time key parameters monitoring

アプリケーション分野  Domains of Application

スマートフォン
Smart phone

Smart Phone

透光率測定装置
Light Transmittance Tester
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パラメータ Performance Parameters 

* These are standard parameter ranges only. Out-of-range specs are available on request
*上記はスタンダードパラメータ範囲、スタンダード以外はカスタマイズ可能

HiPA-TT 400nm-1600nm* 0.5mm-10mm* ±1μm±0.5μm5mm-800mm*

型番
( Model )

波長測定範囲
( Testing wavelength )

適応規格 (対角線)
( Sample dimension
(Diagonal scale) )

ビームサイズ (直径)
( Beam diamete )

位置決め再現精度
( Positioning repeatability )

ビジョン位置決め精度
( Visual positional accuracy )

測定速読
( Cycle time )

装置校正メンテナンス
( Maintenance )

波長／透光率／反射率の校正のため
に、校正ボックスが付属

( Audit box available for wavelength calibration, 
transmittance and reflectance calibration )

UPH 720 
(三つのテストポイント)

(with 3 testing locations) 

タブレット
Tablet

ノートパソコン
Laptop

パソコン
Desktop

カーモニター
Car display

液晶テレビ
TV
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製品説明  Product Description

カスタマイズされた透過率試験装置、様々なサイズのPadカバーガラスに適用。初代装
置：2014年に開発され、合計60セット以上が出荷されました。

A customized optical measurement tester of transmittance for  Pad’s different CG dimensions.
Generation 1: developed in Y2014, total shipped 60 sets for ALS T% measurement.

製品特長  Product Highlights

Customizable interface according to user’s need

波長測定範囲：400nm-900nm

測定標準：100 ± 0.5(%), GR & R: <15%, 関連性: R2>0.85(@450 - 900nm) 

非接触型測定、製品の完全性を保証します

検出速度は10s / pcs、UPHは240個の製品を検出できます（5秒のロード／アンロード時間を含む）

カスタマイズ可能なソフトUIインターフェース

Test data cover wavelength range at 400nm-900nm

Air calibration: 100±0.5(%), GR&R: <15%, Correlation: R2>0.85(@450nm-900nm)

Non-contact test sample during measurement, secure CG quality

10s/pcs for testing, 240 pcs UPH including 5s loading/unloading time

アプリケーション分野   Domains of Application

スマートフォン
Smart phone

Smart Phone

透過率測定装置
Light Transmittance Tester

パラメータ  Performance Parameters 

* These are standard parameter ranges only. Out-of-range specs are available on request
*上記はスタンダードパラメータ範囲、スタンダード以外はカスタマイズ可能

400nm-900nm* 2mm-5mm* ±0.5μm5mm-800mm*

波長測定範囲
( Testing wavelength )

適応規格 (対角線)
( Sample dimension (Diagonal scale) )

ビームサイズ(直径)
( Beam diamete )

位置決め再現精度
( Positioning repeatability )

測定速度
( Cycle time )

装置校正メンテナンス
( Maintenance )

波長／透光率／反射率の校正のために、
校正ボックスが付属

( Audit box available for wavelength calibration, 
transmittance and reflectance calibration )

UPH 240 
(３つのテストポイント)
(with 3 testing locations) 

タブレット
Tablet

 ノートパソコン
Laptop

パソコン
Desktop

カーモニター
Car display

 液晶テレビ
TV



脆性材料光学検査システム
Brittle Material Laser Cutting and Separation System

製品説明  Product Description

Padの反射率と色をカスタマイズした測定装置です。様々なPadサイズに適用し、8°と40°の検
出機能を備えています。
A customized optical measurement tester of reflectance and color for Pad different CG sizes 
by incident light angle at 8 degree and 40 degree.

製品特長  Product Highlights

High measurement speed within 13-24 seconds

検測波長範囲：400nm-1100nm

測定された出力の結果はF2 / D65等のスタンダードの間で切り替えることができ、

製品はコーティングの前後に測定することができます

装置標準：テストシステムの変動100±0.5(%), 安定性GR&R: <15%, 関連性Correlation: R2> 0.85

非接触型測定、製品の完全性を保証します

高速検出機能により、13秒-24秒まで様々な測定を完了することができます

Cover the test data of wavelength range at 400nm-1100nm

Data output with different light(F2/D65), Lab value for CG before/after FGAR(finish goods AR coating)

Air calibration: 100±0.5(%), GR&R: <15%, Correlation: R2> 0.85

Non-contact test sample during measurement, secure CG quality

アプリケーション分野  Domains of Application

スマートフォン
Smart phone

Smart Phone

反射率測定装置
Light Reflectance Tester
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パラメータ Performance Parameters 

タブレット
Tablet

 ノートパソコン
Laptop

パソコン
Desktop

カーモニター
Car display

 液晶テレビ
TV

* These are standard parameter ranges only. Out-of-range specs are available on request
* 上記はスタンダードパラメータ範囲、スタンダード以外はカスタマイズ可能

400nm-1000nm* 1mm-2mm* ±0.5μm5mm-800mm*

波長測定範囲
( Testing wavelength )

適応規格 (対角線)
( Sample dimension (Diagonal scale) )

ビームサイズ(直径)
( Beam diamete )

位置決め再現精度
( Positioning repeatability )

測定速度
( Cycle time )

装置校正メンテナンス
( Maintenance )

波長／透光率／反射率の校正のために、
校正ボックスが付属

( Audit box available for wavelength calibration, 
transmittance and reflectance calibration )

UPH 240 
(３つのテストスポット)
(with 3 testing locations) 
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* These are standard parameter ranges only. Out-of-range specs are available on request
* 上記はスタンダードパラメータ範囲、スタンダード以外はカスタマイズ可能

65°, 45°&0° 400nm-1600nm* 0.5mm-10mm* ±1μm±0.5μm5mm-800mm*

角度
( Model )

波長測定範囲
( Testing wavelength )

適応規格 (対角線)
( Sample dimension
(Diagonal scale) )

ビームサイズ(直径)
( Beam diamete )

位置決め再現精度
( Positioning 
repeatability )

ビジョン位置決め精度
( Visual positional accuracy )

測定速度
( Cycle time )

装置校正メンテナンス
( Maintenance )

波長／透光率／反射率の校正のために、
校正ボックスが付属

( Audit box available for wavelength calibration, 
transmittance and reflectance calibration )

UPH 720
(３つのテストスポット)

(with 3 testing locations)

製品説明  Product Description

本装置は、透明な材料の透過率と反射率を測定するために使用され、多角度の測定を実現できま
す。ビームがサンプルを通過する前後のスペクトルエネルギー分布の変化に基づいて、異なる波
長でのサンプルの光透過率が取得され、このデータに基づいて、テストされたサンプルの光透過
率が合格かどうかを判断します。

This tester is used to measure the light transmittance of transparent materials. It measures the 
difference in spectral energy distributions before and after the beam passes through the sample, and 
then compares the two to get the transmittance of the sample at different wavelengths.

製品特長  Product Highlights

電子製品用カメラレンズカバーガラスの透過率と反射率に使用された測定装置

65°, 45° & 0°等の特定角度に適用される透過率測定

65°, 45° & 10°等の特定角度に適用される反射率測定

A CG Tester tests the T% and R% of camera CG

Take precise T% measurement at 65°, 45°&0°

Take precise R% measurement at 65°, 45°&10°

Five stages are included in the process, and the rotary  table keeps rotating
from stage 1 to stage 5 to have the T% and R% tested

五つのステップだけで全ての角度の透過率と反射率の測定を完成できます

アプリケーション分野  Domains of Application

スマートフォン
Smart phone

Smart Phone

カメラCG測定装置
Camera CG Tester

パラメータ  Performance Parameters 

タブレット
Tablet

 ノートパソコン
Laptop

パソコン
Desktop

カーモニター
Car Display

 液晶テレビ
TV



Our Partners

取引先一覧

26

顧客第一、品質第一
Customer Oriented Quality Comes First

順不同



220622V
1

Tel : +86-755-29528182
Email : hipa_sz@jptoe.com
Web: www.jpt-hipa.com

Block A, Kemron Science and Technology Industrial Park, 
5 Guansheng Road, Longhua District, Shenzhen, China 518110

深セン

Tel : +65-67925919
Email : hipa_sg@jptoe.com

2 Ang Mo Kio Street 65, #04-01, Singapore 569060

シンガーポール

Tel : (+81) 045-534-8568
Email : info@jptjp.jp
Web : www.jptjp.jp

3-16-13 Shinyoshidahigashi Kouhoku Yokohama Japan 223-0058

日本 (日本JPT株式会社)

Email : eugenepark@jptoe.com

703 ho, 7 floor, Samhwan Hypex B, 230, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si Gyeonggi-do,Republic of Korea 13493

韓国

Intelligent Equipment
インテリジエント装置

HiPA WeChat AccountHiPA WeChat Channel


