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快適な計測のために 

様々なデバイスの快適な感触のノンスリップ保護フレームに

は、KRAIBURG TPE の熱可塑性エラストマーが活用されて

います 

 

スペインに本拠を置く Circutor SA は、同社の新製品である MYeBOX
®
 

パワーアナライザーの外装材料に、KRAIBURG TPE（クライブルグ TPE）

の THERMOLAST
®
 K（サーモラスト

®
 K）ファミリーのコンパウンドを選

定しました。これらの熱可塑性エラストマー（TPE）はポリカーボネート

への優れた接着性によって、コスト効率の高い成形加工を実現しています。

この材料は電気的ショックや衝撃から機器を保護し、更に UL94 HB に準

拠した難燃性を備えています。 

 

近年、欧州連合内で発電された電力のおよそ 30 パーセントは再生可能資

源によるもので、これは風力と太陽光によるものが最も大きな割合を占め、

これに水力およびバイオ燃料によるものが続いています。  – これら再生

可能エネルギーの割合は今後も増加するものと見られていますが、同時に、

これらの多様な資源からのエネルギー出力は変動が大きいため、より集中

的な管理が求められており、そのためには電力品質とグリッド品質が精密

に監視・コントロールされることが必要とされています。これは特に産業

分野の用途では重要なことです。 

 

Circutor（スペイン）のポータブル MYeBOX アナライザーはこの用途のた

めの効率的かつ耐久性の高いデバイスであり、これは KRAIBURG TPE に

よる THERMOLAST K 製のノンスリップ・フレームによって保護されてい

ます。 
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「ポリカーボネートへの完璧な接着性を備えたエラストマーのケース材料

を調査するにあたって、私たちは経験豊富なプラスチック成形メーカーへ

の打診を行い、彼らが推奨する材料を考慮しました。」と Circutor 開発チ

ームのザビエル・ネブリル氏は語っています。「AD1 THERMOLAST K シ

リーズの複数の硬度レンジの材料を試験したのち、私たちは、良好な耐衝

撃性と耐スクラッチ性を備え、そして柔らかさとノンスリップ性のバラン

スに優れたコンパウンドを MYeBOX のフレームに選定しました。」 

 

この UL94 HB リスティングを受けている TPE は、二色複合射出成形に最

適化した、コスト効率の高い生産性をその特徴としています。TPE を用い

たこの成形加工は優れたエネルギー効率を持ち、高い生産性を実現するだ

けではなく、特にポリカーボネートの成形で発生するストレスクラッキン

グの問題を回避する効果があります。さらに、この材料のリサイクル性は、

生産時廃棄物の著しい低減を実現します。KRAIBURG TPE は、最適な材

料選定だけではなく、試験や調色などについても一貫したカスタマーサポ

ートを提供しています。 

 

Circutor の MYeBOX は、2 つのバージョンが選べるポータブル・パワー・

アナライザーであり、多様な入力方法、3G と WLAN を含めたデータ転送

のための多様なコミュニケーション・インターフェースを備え、また現在

のインダストリー4.0 のトレンドを取り入れたクラウドベースのディジタ

ル・アプリケーションを特色としています。このデバイスは単相、二相お

よび三相の主要な電気測定項目をすべてカバーし、システム事象と過渡状

態を記録し、さらに EN 61000-4-30 標準に従って電力品質のモニターを行

います。主な用途は、遠隔地から分析と検査を行なうための、電力消費、

負荷プロファイル、電圧外乱および高調波監視の記録です。このデバイス

はまた、静電容量式のタッチキーボードと、グラフィック表示可能な液晶

ディスプレイ画面を備えています。 
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「現代の顧客は、技術デバイスに対して、機能性とともに、高度の快適性

や美しい外観との両立を期待しています。」KRAIBURG TPE のジョセ

フ・ノイアーは、そう強調しています。「MYeBOX は、魅力的かつ長寿

命の触覚特性を備えながら厳しい技術標準に適合した、多様な革新的アプ

リケーションを組み合わせた優れた実例のひとつであり、当社の熱可塑性

エラストマーは高いコスト効率でこの実現に寄与しています。」 

 

 

MYeBOX
®
 1500 ポータブル・パワー・アナライザーのノンスリップ保護

フレームは、KRAIBURG TPE の THERMOLAST
®
 K で作られています。 

(写真: © 2019 Circutor SA) 
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KRAIBURG TPE について 

KRAIBURG TPE (クライブルグ TPE：www.kraiburg-tpe.com) は、熱可塑

性エラストマーの世界的なメーカーです。1947 年創立の歴史ある

KRAIBURG グループの一員として 2001 年に設立されて以来、

KRAIBURG TPE は熱可塑性エラストマーにおける新たな領域を開拓し、

今日ではこの業界のリーダー企業に成長しています。ドイツ、アメリカお

よびマレーシアの工場を通じ、KRAIBURG TPE は自動車、産業機器、消

費者向け製品、そして厳格な規制のある医療分野の各用途に向けて、幅広

い樹脂製品群を提供しています。THERMOLAST
®
（サーモラスト）、

COPEC
®
（コーペック）、HIPEX

®
（ハイペックス）、そして For-Tec E

®
 

（フォーテック E）の定評ある製品群は、射出成形または押出成形による

加工方法を通じて、メーカーに対しプロセスおよび製品設計における数々

の利点をもたらします。KRAIBURG TPE は真にグローバルレベルでの顧

客志向、カスタム製品ソリューション、そして信頼のおけるサービスと共

に、イノベーションをもたらす能力をその特色に掲げています。当社はド

イツ本社において ISO50001 の認証を受けており、またすべてのグローバ

ルサイトにおいても ISO9001 および ISO14001 の認証を受けています。

2018 年の時点で、KRAIBURG TPE は世界中に 640 名の社員を有し、1 億

7800 万ユーロの売上高を記録しています。 

 

  

http://www.kraiburg-tpe.com/
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Circutor SA について 

バルセロナ近郊の Viladecavalls に本社を置く Circutor SA は、40 年以上に

わたりエネルギー効率改善のためのデバイスの開発・製造を行なっている

企業です。同社は、スペインとチェコ共和国内に 6 箇所の生産拠点を展開

しており、また最も高度な品質規格に準拠してすべての製品を試験・測定

するために、自社の研究室を保有しています。Circutor のポートフォリオ

が提供する高度な機能信頼性、耐久性、作業性およびイノベーションは、

最先端の研究開発技術を担う能力を持った、60 人を超える熟練の技術者

よって支えられています。同社の包括的な製品ラインは、検量、保護およ

びモニター装置、無効電力コントローラーや高調波フィルターから電気自

動車の充電ステーションまで、多岐に及びます。より詳しい情報は、同社

ホームページをご覧ください。 www.circutor.com. 

 

 

このプレス・リリースと関連の写真は www.PressReleaseFinder.com より

ダウンロードすることができます。 

高精細画像が必要な際は、下記宛ご連絡ください： 

Siria Nielsen (snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036) 
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