
1991 アルトシュテッテンにて M+S 社創立
1992 トリボ・ガン およびコントロールシステムを開発
1993 MS 社創立
 サンドイッチパウダーキャビンを開発
1994 初の高速色変更パウダーコーティング施設
1995 コロナガンおよびコントロールシステムの開発
1996 バルガッハに新オフィスおよび工場設立
1997 パウダーコーティング用の PC コントロールシステムの開発
1998 Z 軸付きロボットの開発
1999 ヴェーゲン通りに集会ホール設立
2000 欧州で稼働中の MS パウダーコーティング施設が 100 を超える
2001 初の実用パウダーコーティングロボット
2002 RDF の開発
2003 世界的に初の MDF コーティング施設稼働
 米国で子会社設立
2004 初の 19 軸を備えるロボット施設
2005 初の遠隔操作式モジュラーパウダーコーティングシステムである
 クワリスプレー

2006 イタリアのレッコに子会社設立
 静電コントロールシステム特許取得
2007 オープンドア キャビンシステムの開発
2008 第二世代 MDF の開発
2009 超音波ふるいシステムの開発
 フル自動垂直ベルトパウダー施設
2010 フル自動水平パウダー施設 
 3.5 分で自動に色替えが可能に
2011 初の MS クリーンルームベルト – 
 高速色変更パウダーコーティング施設
2012 イージーペイントの開発
2012 さらなる FCO 開発 – 高速色変更システム
2013 垂直システム V60 の新規開発
2014 MS トップコートの新規開発
2015 新「MS テクノロジーセンター」の設立
2016 カーライルファミリーへの参入

会社沿革
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販売取扱店
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スイスが生んだ粉体塗装のスペシャリストです。スイスが生んだ粉体塗装のスペシャリストです。



粉体塗装の分野では、より多くの
顧客が、長期にわたり高いサー
ビスを提供するパートナーを求
めています。また、個々およびカ
スタマイズされたコンセプト・ソ
リューションの重要性が増してき
ています。
MS 社はこのような要求に応えて
きました。1991 年に創立以来、
当社は社員とともに革新的な開発
に重点を置いてきました。
最先端および経済的に実行可能な
技術に基づいた、カスタマイズ式高速色替粉体塗装システムの開発およ
び製造を、顧客とのパートナーシップによって進めてきました。
このシステムは必要条件に応じて垂直および水平コーティング用に設計
されています。
MDF 素材表面の粉体塗装は、特に加熱炉における粉体のゲル化および
硬化の際に需要が高まってきています。当社では、総合的ノウハウを活
用し、供給と加熱炉などを含む完全な MDF システムを提供することが
できます。

技術はコンセプトデザインおよび革
新的な開発を行います。
制作はカスタマイズ方式で、耐久性
のある製品を生産します。
サービスは柔軟性があり世界中で対
応を行っています。
また長期間のサポートとコンサル
ティングをお約束します。

障害は作業中断が強いられ、結果
として経済的な損失も伴います。
当社のサービスはここに重点を置
いています。専門のシステム開発
者が問題を迅速に解決いたします。
当社のオペレーションチームが現
場で不具合の修正を行い、代替部
品を提供またはシステム内の調整
を行います。

すべてのシステムが完全にコント
ロールされ正しく機能してはじめて
作業速度が向上します。完全自動化
がよいか、個々の作業過程を部分的
に自動化するかについては、十分に
ご説明させていただいたうえでご相
談に応じます。

オーダーメイド・システム

技術・制作・サービス・ご相談

トラブル対応

自動化

このシステムは必要条件に応じて垂直および水平コーティング用に設計

MDF 素材表面の粉体塗装は、特に加熱炉における粉体のゲル化および
硬化の際に需要が高まってきています。当社では、総合的ノウハウを活
用し、供給と加熱炉などを含む完全な MDF システムを提供することが

MS 事業内容 粉体ビジネスを長年手がけてきた MS は 
CARLISLE FLUID TECHNOLOGY グループが
自信を持ってお届けするスイスの粉体ブランドです。

25 年以上の道のりを経て、当社は粉体塗装システムでの大手
製造会社となりました。当社のシステムは、流通ネットワーク
を通して世界中に販売、設置、および保守いたします。開発は
スイスのバルガッハにある本社で行われ、オーダーメイド備品
の計画および生産は顧客のニーズに合わせてカスタマイズいた
します。
システムには最新の 3D CAD システムを用いて精確な設計が
施されているため、高精度の接続性や密閉性を求められる部位
などに対しユーザーの皆様からの高い評価をいただいておりま
す。高品質および革新的アプリケーションの開発を常に念頭に
おくことより、現代の様々な適用分野における粉体塗装システ
ムの供給者として地位を築くことができました。

粉体塗装は、色の種類が増えるご
とに複雑化しています。これに対
応するには革新的な設計技術が必
要になります。
当社のシステム構成部分のすべて
が、ユーザーのニーズに応じてい
つでもカスタマイズできる独自の
自社開発です。 当社では高い水準
で設計・生産を行っています。
機能性と精度の確保、また使用素
材や技術部品の管理を行っていま
す。また技術的および費用削減面での自動化を考慮しています。大量生産のみならず少量
生産でも、素早い色替えに対するソリューションをご用意しています。

MS 社 現場から開発

MS 製品紹介

MS の最新トップコートハンドガンは、扱いやすさはもちろん、
軽量で、優れた粉体量および最高の塗着効率が特長です。
ユーザーの負担軽減のため、設計は人間工学に基づいています。
バランス設計で関節がより楽になり、指 1 ～ 2 本でガンを操作で
きます。
最新のデジタル制御技術は、浸透、表面仕上げおよび粉体消費量
を改善します。最新のデジタル高電圧技術により、正確なパラメー
ター制御を実現します。
プログラムおよび粉体量は直接ガンに設定できます。
クリーニングしやすいデザインにより素早い色替えができます。
すべてのスペアパーツは交換可能です。

色数や製品の多様性に加え、より少量生産
を同時に行う粉体塗装ビジネスでは高い柔
軟性が求められます。
MS 粉体塗装のコンセプトはお客様に最適
なシステムを提供します。
これにより費用を削減し、より良好な利益
結果が得られることでしょう。

素早く色を変更する際の粉体回収には、MS が開発した
特殊なサイクロンを使用しています。粉体とエアを混合
し、特別なサクションラインを通りこのサイクロンへ回
収されます。
サイクロン内部での処理により、粉体はエアにより押し
出され、遠心力でスパイラル状に落下します。
粉体自動化返還システムでは、回収した粉体をパウダー
キッチンへ戻します。
粉体返還システムは、クリーニングプログラムによって
自動的に清掃されます。

X-Y および Z 軸を持つ電子的に制御されたレシプロ
ケーターは、粉体塗装の自動化やウェットコーティン
グシステムにおける効率的な生産を行うために開発さ
れました。部品が少量であるため、互換性の高いデザ
インによりこの優れたシステムは、リフト機のコント
ロールモジュールにより PC を用いて複雑な軸コント
ロールが可能となります。

トップコート粉体ハンドガン

粉体システム

パウダーキッチン ジェットクリーンアブソリートフィルタ

サイクロン

レシプロケータ―

色替えが多い場合の経済的な粉体塗装として非常に重
要な自動粉体塗装は、粉体容器から新しい粉体をモニ
タリングしながら自動供給できる機能を備えたパウ
ダーキッチンが最適です。クリーンパウダーポンプは
粉体容器へ粉体を移送します。MS 超音波スクリーニ
ングシステムは、さらさらでクリーンな粉体を提供し
ます。粉体容器、粉体注入器、パウダーホース、およ
び粉体スプレーガンの自動クリーニングにより、素早
く色替えができます。

MS ジェットクリーンシリーズ
は、流入する混合物から粉体を
分離することができます。
エアと粉体はフィルターの中で
分離され、清浄な空気が室内に
戻されるため、高価なエア補給
設備が不要。
廃棄粉体の回収には、お客様の
ニーズに合わせて様々なオプ
ション付ユニットをご用意して
います。
MS のビッグバッグ収集技術を使用したシンプルな廃棄バケ
ツ、省メンテナンスの回収設備も含まれます。


