
この製品は、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001-2000とISO14001の認証を取得した工場で製造されています。
This product is manufacture by ISO9001(Year 2008 Version) and ISO14001(Year 2004 Version) registered factory.

TRUST WL

トラスト・デルタ（δ）の性能をそのままに更に導電性を付与した
セーフティーローラーです。表面電気抵抗値（Ω）を1×107～8に
調整し静電気の発生を防ぎますので静電気によるトラブルを軽減
します。シール印刷・カップ印刷・水無平版等の水を使用しない印
刷に最適です。シンナー使用のグラビヤピックアップローラに御
使用できます。硬度範囲：25°～60°　色：肌色

精密溝切りロールは、
　●コーティングの塗布量を大幅にアップすることが出来ます。
　●均一なコーティングが可能になります。
　●溝の種類はV溝となります。

Precision groove-cut roller
　*Enable to coat big quantity 
　*Enable to have homogeneous coating
　*We have two groove type
    (spiral groove and isolated groove)

トラストダブルエル（WL）

Antistatic roller, electric conductive property added type of TRUST DELTA(δ) . It adjust ohmic value 
of roller surface as 1 × 10 7-8 Ω and has high effect on restriction of static electricity.
It is optimum for dry off-set printing and label printing, tin cup printing, and  can be used for gravure 
pick-up roller.  Hardness : 25° to 60° shore A　Color:LIGHT SALMON

GAMMA TRUST
・高強度のトラストシリーズです。
・金属塗布ローラやロールコーター材質に最適です。
・硬度範囲：55°～60°　色：グレー
・耐溶剤性に優れています。ウレタンと比較しますと同じ55°の
 硬度ではウレタンの強度を大きく上回っています。

ガンマ（γ）トラスト

High strength type "TRUST" series resin roller. Optimum for metal coating and other roller coating systems
Hardness : 55°to 60° shore A　Color:Gray  Excel in solvent-resistance

塗布ローラの精密溝切り例 Example of precision groove-cut of coating roller

タイプA　V溝タイプの最小溝切り例
Type A:Example of "V" groove with minimum pitch

トラストダブルエル（WL）

ガンマ（γ）トラスト

200倍拡大写真
Picture at 200-fold 
magnification
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単溝加工及びスパイラル加工のどちらの加工も精密NCN
研磨盤で加工しますので、高精度を保証します。拡大写真
付き検査表も準備できます。

High-accuracy groove-cut coating roller(spiral 
groove and isolated groove)processed by 
precision NCN lathe. Test report with magnified 
photograph is available.

新技術の開発と最高品質を追求し続けます。

テクノロール株式会社
本 社・工 場

東 京 支 店

埼 玉 支 店

〒594-1144  大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5
TEL.0725（53）3933（代）  FAX.0725（53）3922
〒111-0034  東京都台東区雷門2丁目9-6
TEL.03（5827）2800（代）  FAX.03（5827）2828
〒350-1332  埼玉県狭山市下奥富778番地
TEL.04（2900）3335（代）  FAX.04（2900）3334

Distinctive technology and high-quality products!

TECHNO ROLL CO.,LTD
Head Office
Factories:
Tokyo Branch:

Saitama Branch: 

3Chome, 4-5, Techno-Stage, Izumi, Osaka, 594-1144 Japan
TEL  81-725-53-3933  FAX  81-725-53-3922  
2-9-6, Kaminarimon, Taitou-ku, Tokyo,111-0034 Japan
TEL 81-3-5827-2800  FAX  81-3-5827-2828
778 Shimookutomi Sayama City, Saitama Prefecture, 350-1332  Japan
TEL 81-4-2900-3335 　FAX 81-4-2900-3334

URL : http://www.technoroll.co.jp
E-mail : info@technoroll.co.jp

JQA-QM9848
JQA-EM5066

登録証番号 : 2010.03
West land Rollers

ガンマ（γ）トラスト/トラスト ダブルエル（WL）
GAMMA TRUST/TRUST WL   

P
rin
tin
g
 R
u
b
b
e
r R
o
lle
r

C
o
n
v
e
n
tio
n
a
l In
k

印
刷
用
ゴ
ム
ロ
ー
ラ


