
 

 

  



 

－ 1 － 新サン電子 株式会社 

 

超音波洗浄技術 

超音波洗浄は、電気的エネルギーを液体のなかで物 f 的エネルギーに変換させ、その時に発生する強力な超音波振

動を利用した洗浄技術です。 

振動子によって発生された超音波振動は、液中においてキャビテーション現象(真空に近い空洞化現象)を起こし、こ

の現象を継続的に繰り返すことにより、液体が激しくぶつかりあいながら洗浄物の表面に付着した微細なゴミや油な

どを極めて効率よく除去することができます。また半導体洗浄などでは、より高い周波数帯を使用し、キャビテーシ

ョンの発生のない液体分子の加速度運動により、ダメージがなく、超微細な汚れの除去を実現します。さらに超音波

洗浄は、洗浄刑との組み合わせにより、さまざまな製品や部品に対応できるフレキシブルな洗浄方法であり、精密洗

浄に不可欠なファクターです。 

 



 

－ 2 － 新サン電子 株式会社 

超音波発振器 

広範な製品分野の精密洗浄に対応 

◎超音波発撮器「サンソニツク」シリーズ 

洗浄液媒体中に超音波振動を与える振動子に、電力を供給するのが超音

波発振器です。サンソニックは、比較的大きくより強固な汚れに対して、

洗浄液中にキャビテーション(空洞現象)を起すことにより高い洗浄効果を

発揮し庄す。発振器出力に応じ、300Wから 1500W までの標準 5種類(他

の出力仕様も用意できます)の豊富なラインアップからお選び頂けます。

アナログ電流計を標準装備しているので、様々な洗浄対象物に合わせて、

きめ細かいパワーコントロールを

容易におこなえます。高性能 FET

を搭載しているので、高い信頼性を

持っています。 

 

◎超音波発振器「ハイソニツク」シリーズ 

強力な超音波の作用は、洗浄対象物に対して洗浄と同時に深いダメージを与える場合がございます。ハイソニック

は、強力な超音波洗浄によるダメージを回避しつつ、定在波に起因する洗浄ムラが少なく、ミクロンレベルの微細な

汚れに対してはきめ細かい確実な洗浄効果を発揮します。 

 

 

 

 

◎超音波発振器「メガヘルツ」シリーズ 

超音波はよリ高い周波数域においては洗浄液中にキャビテーシヨンを生じにくくなります。メガヘルツは洗浄液中

の液粒子に振動を与え、発生する液粒子の移動する加速度を利用して洗浄対象物表面の汚れを剥離させます。波長が

短いために定在波に起因する洗浄ムラはありません。そのためサブミクロンレベルの超微細な汚れに対しても有効て、

超精密洗浄システムに不可欠なものです。 

 

 

 

 

超音波発振器については、全てのシリーズて用途に応して上記以外の発振器出力・発振周波数の異なるタイブも製

作しています。  



 

－ 3 － 新サン電子 株式会社 

超音波振動子 

洗浄プロセスに合わせて 3タイプを用意 

◎超音波測振動子 

超音波発振器より送られた電力を超音波振動に変換するのが、この超音波振動子です。新サン電子の超音波振動子は

耐久性に定評があり、長寿命でお客様に選ばれています。超音波振動子のスタイルは洗浄設備、洗浄槽、配置方法に

あわせて最適な形状を選択できます。洗浄槽内がよりフラットに構成でき、設備の保守に有利なフランジ型振動子、

固定式でありながら洗浄槽への取付けが容易で槽内を有効に利用できる底付型振動子、既存の設備への増設や他の設

備への移設など洗浄槽を問わず使用できる投込型振動子の 3タイプがございます。また、用途に応じて豊富な振動子

エレメントを用意しています。強力な洗浄に最適で、高温下(最高液温 80℃)でも使用可能な BL振動子タイプ、ソフ

トな洗浄に最適で、ムラの少ない均一な洗浄が可能な FL振動子タイプ、洗浄対象物にダメージを与えることなく、

微細な汚れにもよりキメ細かい洗浄を行える PZT振動子の 3タイプがございます。新サン電子の超音波振動子は全

てオーダーメイド、これら要素の最適な組合せにより、お客様の目的にマッチした、きっと御満足頂ける超音波振動

子を製作致します。 

 

 

 

 

 

  



 

－ 4 － 新サン電子 株式会社 

 

超音波洗浄槽 

研究室や実験室での小物部品洗浄に最適 

◎オーバーフロータイプ卓上洗浄槽 

オーバーフロータイプでコンパクト、ヒーターは温度調整が出来る卓上洗浄装置。ワークをビーカーに入れ超音波を

間接照射しますので研究室等の小物の洗浄に最適な洗浄槽です。 

※本洗浄槽は、標準型超音波発振器と組合わせて御使用下さい。 

 

 

◎一般用超音波洗浄槽 

洗浄槽は、耐久性に優れたステンレス製で、振動子

を内蔵しています。振動子は強力な BL電歪型、ソ

フトなフェライト磁歪型を選択して頂きます。合理

的な振動子の配列、特殊接着技術に基づく高信頼性

が特長です。 

※本洗浄槽は、標準型超音波発振器と組合わせて御

使用下さい。 

※UP-H型はヒーター内蔵タイプです。 

  



 

－ 5 － 新サン電子 株式会社 

発振器内蔵型超音波洗浄器 

多様な製品分野に、そして少量部品の洗浄に最適 

◎発振器内蔵型超音波洗浄器 SCシリーズ 

発振器を内蔵したコンパクトタイプです。洗浄槽、筐体をステンレスで一体型に製作している為、堅牢で耐久性に優

れています。振動子は強力な BL電歪型を採用し、80℃の液温状態でも安定し連続使用が可能です。操作も簡単で連

続使用、タイマー(30分迄)と選べます。SCシり一ズの洗浄器は、電波法の型式指定を受けていますので、総合通信

局への高周波利用設備申請の必要はありません。 

 

  



 

－ 6 － 新サン電子 株式会社 

多槽式自動超音波精密洗浄乾燥装置 

液晶用パネルからフォトマスクまで超精密洗浄分野に対応 

◎フラットパネル用自動超音波洗浄装置◎フォトマスク用自動超音波洗浄装置 

◎ハードディスク用自動超音波洗浄装置◎レンズ用自動超音波洗浄装置 

IT関連産業に於けるさまざまな機器・部品は目覚しい進歩によ

り製造工程において、より高品質の精密洗浄が求められていま

す。弊社では、光学・液晶分野で培った技術を精密洗浄に応用す

ることで超音波周波数・発振出力や液構成など目的に応じた最適

な洗浄工程により、高精度な洗浄を実現します。又自動洗浄装置

としての多機能・高効率そして信頼性に加え、優れた操縦牲・メ

ンテナンス性に対応しています。昨今、環境への関心が非常に高

まるなか、排液・排水処理の環境負荷軽減も進めております。 

  



 

－ 7 － 新サン電子 株式会社 

多槽式自動超音波精密洗浄乾燥装置 

ガラス基板から樹脂基板等の一貫した生産プロセスに対応 

◎樹脂基板用自動超音波洗浄装置 

 

 

 

 

 

 

 

◎ガラス基板用自動超音波洗浄装置 

  ※ペーパー乾燥装置は、お客様の仕様により… 

①IPAペーパー乾燥装置 

②AE-3000E乾燥装置 

③温純水引上乾燥装置 

④HFC-365乾燥装置 

等各種ご用意しております。 



 

－ 8 － 新サン電子 株式会社 

多槽式超音波精密洗浄乾燥装置 

光学ガラス、液晶、精密部品の精密洗浄分野に対応 

◎9槽式超音波精密洗浄装置 

品質、信頼性向上のため日増しに工業製品に対する清

浄度要求は高まっています。浸漬洗浄においては洗浄

からすすぎ、乾燥への一連のプロセスを増強すること

でその要求に応えてゆくことができます。新サン電子

の多槽式超音波洗浄装置は高度な洗浄要求に応えてゆ

く中で生まれてきました。洗浄の核となるのは幅広い

周波数域から選択できる超音波発生装置で多様な洗浄

要求にキメ細かく対応できます。合理的な洗浄工程を構築するための槽、液構成に加温、循環濾過機構、安全対策を

加え、オーダーメードで設計から一貫製造致します。洗浄機操作はタッチバネル方式を採用し操作性の向上と稼動管

理に資しています。 

 

◎10槽式超音波精密洗浄装置 

 

 

 

 

 

  



 

－ 9 － 新サン電子 株式会社 

IPAべ一パー乾燥装置/IPA回収装置 

作業の効率性と環境保全を追求 

◎IPAべ一パー乾燥装置 

ベーパー(蒸気)乾燥方式は洗浄対象物を乾燥させるのと同時に仕上げ

洗浄をおこなえる合理的な乾燥システムです。洗浄対象物をアルコー

ル蒸気中に置くと表面で凝縮し液体として滴下します。このとき蒸留

されたアルコールによリ清浄度の高い洗浄がおこなわれます。続いて

蒸気中の洗浄対象物表面がアルコール蒸気と同一の温度まで昇温する

ことにより表面でアルコールが凝縮することはなくなり、乾燥した状

態で取出すことができます。新サン電子の IPAベーパー乾燥装置は任

意の上昇・下降スピードコントロール機能を持ったエレベーターを装

備していますので、様々な形状やサイズの洗浄対象物に応じたスピー

ディーで効率的な乾燥工程を実現できます。引火点の低い IPAは消防

法で第 4種アルコール類として規制を受けていますが、自動消火装

置、パリアリレーシステム、電装部エアパージ等の安全対策を備え

ています。 

 

 

 

 

 

◎IPA回収装置 

速乾性に優れた IPAは精密洗浄分野で広く利用されています。但し、

親水性が高く水と相互に溶け合う性質を持ち、一定の水分濃度で洗浄

力・乾燥性が大きく低下します。水系洗浄機において、水切り剤として

IPAを使用した場合にも蒸留による水の分離が困難で再生利用を難しく

していました。新サン電子の IPA回収装置は蒸留と水分吸着除去を併

用し、低コストで高品質な IPAを回収する装置です。再生前の IPA原液は含有水分量 2wt%から 40wt%まで利用で

き、回収液純度は 99wt%に達します。 

効果 

 
①コスト低減 
②環境保全 
③ランニングコストの低減 
④IPA品質の安全化および洗浄性能の向上 

安全機構 

①ガス検知器による IPAガスもれ倹知（2段警報） 
※2段目で N2ガス導入 

②温度検知による蒸留槽内の原液残量管理 
③温度検知による吸着槽の温度管理 
④液レベル検知による原液および回収液の容量管理 
⑤各種警報機能を装備 

週用 
溶剤 

 
①IPA 
②エタノール安全機構 特長 

①独自開発による蒸留水分吸着除去方式の採用 
②加熱源として電気加熱によるオイルの間接方式を採用 
③低コストで効率的な回収が可能(純度 99Wt%以上) 
④シンプルな構成および防爆装置採用による高い信頼性 
⑤コンパクトな設計 

 

 
  



 

－ 10 － 新サン電子 株式会社 

炭化水素系超音波洗浄装置 

環境への負荷とランニングコストの低減を追及 

◎3槽式自動超音波洗浄装置 

PRTR制等考慮し、環境負荷の低い炭化水素系

を利用し塩素系有機溶剤と変わらない洗浄力を

得た全自動超音波洗浄装置です。真空蒸留再生

機を内蔵する事により常に清浄な液が供給さ

れ、ランニングコストも低減されます。安全面

は各種の対策を採用し、万全をきしています。 

 

 

 

 

 

 

◎炭化水素系水切り乾燥装置 

近年、環境への関心が高まる中、洗浄分野に於いて各企業では IPAの削減を進められ

ておる中いろいろ苦慮していると思いますがその代替品として炭化水素系水切り乾燥

装置を実現しました。 

 

 

 

  



 

－ 11 － 新サン電子 株式会社 

真空蒸留再生装置 

真空技術の応用で作業効率と環境負荷の低減を追及 

◎真空蒸留再生装置 

加熱媒体として水を使用しているため、環境に優しく安

全性の高い製品です。また従来の油間接加熱方式に比

べ、熱効率アップを実現。 

【特長】 

1. コンパクトで軽量のため、どこにでも設置できま

す。 

2. 真空クローズドシステムにより、溶剤が直接大気

にふれることなく安全に操業できます。 

3. 真空減圧蒸留のため、沸点上昇や酸化による溶剤

の劣化は起こりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

－ 12 － 新サン電子 株式会社 

真空式超音波洗浄装置 

微細穴製品の洗浄に威力を発揮 

◎真空式小型超音波洗浄装置 

従来の洗浄機では、不十分であった微細穴やスキマに液が浸透し

やすくなるため止まり穴のある金属加工部品や重なりあった部品

等の洗浄に、減圧・常圧を繰リ返し行うことによって最適な洗浄

が得られます。又脱気作用によるキャビテーション強化により抜

群な洗浄効果を発揮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎真空式大型超音波洗浄装置 

大物や長尺物の金属加工部品や微細穴製品の洗浄に

最適です。小型タイプと同様に、減圧により超音波

をパワーアップすることができます。さらに高度な

洗浄要求に対しては減圧・常圧を繰 

り返すことによって、一段と高い洗浄効果を得るこ

とができます。 

  



 

－ 14 － 新サン電子 株式会社 

周辺装置 

製品の歩留まり向上に不可欠な周辺装置を提供 

◎超純水製造装置 

精密洗浄分野にあって、超純水は必要不可欠なものとなってい

ます。新サン電子では超純水製造装置をユニットとして洗浄装

置に付帯させています。逆浸透膜方式を使用し、純度 15から

18MΩでありながら、純水採水量は 500L/Hと豊富な供給量が

ありますので、あらゆる洗浄工程に対応します。純水器はカー

トリッジ式で交換作業が容易なため常に高品位な純水を利用で

きます。 

【用途】 

1. 電子工業用最終洗浄用水 

2. 試験・研究用水 

3. 各種プロセス用水 

 

◎冷却水供結装置 

洗浄装置にあっては、洗浄剤の蒸発防止、凝縮や、液冷却を目的として冷却装置が不

可欠となるケースが少なくありません。洗浄工程において、それらを常に一定の温度

にコントロールする事は非常に重要です。冷却水循環装置は、水を一定温度にコント

ロールし、その水を循環することで熱源を冷却または温度調節するための装置です。

冷凍機、冷却水槽、循環ボンプ等全ての機能を装置に内蔵して機能性と省スベース性

に優れています。装置内部は、オソン層を破壊しない HFC新冷媒(R407C)を使用し

た冷凍機と、水を循環させる水回路からなり、冷却器を通して冷媒と水が熱交換をお

こなっています。インバーター制御による省エネ、高精度な温度制御が可能で、液温

度設定も 5℃から 35℃と広範囲なので様々な洗浄シーンで利用することができます。 

 

  



 

－ 15 － 新サン電子 株式会社 

 

洗浄剤・治具関係 

洗浄時に必要な各種製品を提供 

◎洗浄剤 

USパウダー 

指紋、バフカス、油脂類の除去に最適な洗浄剤です。 

 

DIPOSH 

無公害で、安全性も高く、しかも洗浄力が抜群です。 

 

US-No.64A 

中性液体用の洗浄剤です。 

 

 

◎洗浄バスケツト・洗浄治具・治具棒 

ステンレス軸にテフロン材を取付けた羽根棒から耐久性の

ある POM(ジュラコン)及び peek材を使用した治具、さら

にステンレス材のバスケット、各種洗浄に対応した 

さまざまな製品の受託加工を行っています。 

 

 

 

 

◎液体加熱用ヒーター・フィルターエレメント 

各種洗浄液加熱用ヒーターは、SUS316Lにより腐食に強

く、しかも長寿命で、表面研磨処理を行っています。また

超音波対策用ヒーターやスケールが付着しにくいタイプも

用意しています。 

濾過カートリッジフィルターエレメントは、一般工業洗浄

から超精密洗浄濾過まで用途別にコットン、ポリプロピレ

ン、テフロンなどの材質を使用した製品群を用意し、幅広

いニーズに対応。また長さが 250m/m に統一されており、

互換性のある製品構成となっています。 
  



 

－ 16 － 新サン電子 株式会社 

超音波の力をさまざまな産業分野へ      新サン電子株式会社 

WEEE&RoHs指令、VOC視制,PRTR制度等環境問題問題が大きくクローズアップされる中、時代は更に高精細、

微細化かつ高品質、高信瀬性を要望しています。 

製造工程はそれら要望に応える為に更なる改善が標榜されています。 

洗浄工程も重要な課題のひとつです。 

新サン電子は、ユーザー様の厳しい要求にお応えするぺく、超音波洗浄技術の研究開発に積極的に取り組み、独白技

術の蓄積を行い、設計から製作まで一貫した生産体制を確立しています。 

又、長年蓄積したデーターに基づき様々な洗浄対象に最適な洗浄工程をご提案致します。 

会社概要 

名称 新サン電子株式会社 

本社 
〒999-3201 山形県上山市新金谷 50-1 

TEL 023-672-7611 FAX 023-672-7799 

  

    

URL http://s-sundenshi.com 

設立 2009年 10月 7日 

資本金 1，000万円 

決算 9月 

代表者 代表取締役 神保正博 

役員 

取締役 中村昭治 

取締役 渡辺隆 

取締役 石畠啓悟 

取締役 大泉博之 

取締役 齋藤弘二 

従業員数 11名 

業務内容 
超音波洗浄装置 超音波応用機器の設計 製作販売 

その他板金加工 機械加工 溶接加工 

取引銀行 
山形銀行 上山支店 

みずほ銀行 山形支店 

 

●会社沿革 

昭和 33年 4月 東京都大田区に超音波機器の設計製作販売を主

要目的として、三研通信工業所を設立し創業 

昭和 35年 8月 名称をサン電子に改称 

昭和 41年 3月 超音波工業会に入会 

昭和 43年 11月 法人化し、社名を株式会社サン電子と改称 

平成 4年 10月 山形県上山市中山に山形工場を建設、操業を開

始、クリーンルームを設置して精密洗浄分野を

強化 

平成 21年 10月 株式会社サン電子の業務を継承して新サン電子

株式会社を設立、本社を山形工場とする 

平成 28年 8月 山形県上山市新金谷５０に移転 
 

●主要取引先 

旭化成工業（株） 

オリンパス(株) 

京セラ(株) 

(株)コシナ 

光洋サーモシステム(株) 

シチズン時計(株） 

シチズンファインテック(株) 

(株)シグマ 

住友金属鉱山(株) 

セイコーインスツル(株) 

セイコーエプソン(株) 

ソニー(株) 

テクノクオーツ(株) 

デンソー(株〉 

東京電波(株) 

エプソントヨコム(株) 

東洋鋼板（株) 

(株)トップ 

(株)トプコン 

ニコン(株） 

 

並木精密宝石(株) 

日本電産コパル(株) 

日本電波工業(株) 

日本化学工業(株) 

日本モレックス(株) 

日立金属(株) 

日立電子エンジニアリング（株） 

日立電線ファインテック(株） 

フジノン(株) 

HOYA(株） 

松下電器産業(株) 

光村印刷（株） 

三菱マテリアルテクノ(株) 

フジノン水戸(株) 

山形富士通(株） 

(株）リコー 

  

http://s-sundenshi.com/
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超音波応用機器の主な宮業品目 

●卓上型超音波洗浄器 SC-Aシリース 

●各種超音波発振器振動子 

●小型セパレートタイプ超音波洗浄機 

●長物用ロ一タリー式超音波洗浄機 

●理化学用超音波洗浄装置 

●小型医用超音波洗浄機 

●真空式超音波洗浄装置 

●メガヘルツ、ハイソニック超音波洗浄機 

●クリーン熱風乾燥装置 

●lPAベーパー乾燥機、IPAリサイクル装置 

●純水超音波洗浄・乾燥装置 

●真空蒸留装置付超音波洗浄装置 

●光学用多槽式超音波洗浄装置 

●超精密自動式超音波洗浄装置 

●真空乾燥装置 

●真空蒸留再生装置 

●超音波ウエルダー 

●穿孔用超音波加工機 

※その他、ご使用の目的、状態に応じて特殊仕様の設計製作もいたします。 

 

新サン電子株式会社 

・本社 

〒999-3201 

山形県上山市新金谷 50-1 

TEL 023-672-7611 FAX 023-672-7799 

E-Mail ： n-sun@s-sundenshi.com 

URL : http://s-sundenshi.com/ 

 

 

 

    

 

  

 


