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会社概要
ジェリバーはタッチパネルのカバーガラスの開発、製造、販売とサービスを行っている提供社カノウグループの登録商標です。
私たちのビジョンは世界で普及しているノングレアガラスのプロ提供者になるために全力を尽くしています。
ジェリバーは中国の深センと東莞に事務所と生産工場を設けています。現地の顧客に応じて、日本と韓国にも事務所を設立し顧客第一
で対応しています。私たちはカバーガラスの開発設計、カスタム量産、検査出荷の3つの体制があります。日本企業の生産管理経験を長
く持っているチームは敬天愛人 (天を敬い人を愛する)、どこまでも精進を求める核心価値観に従って、カバーガラスの技術開発と応用
分野で努力を続けています。ジェリバーは応用範囲が広いAGノングレアガラスとコーニングゴリラガラス、ドラゴントレイルガラスの協
力者です。

会社沿革
2008年09月 ジェリバーの
前身深セン市華能金日科技
有限公司の光電事業部（以
下はジェリバー）は初めて
AGノングレアガラスに接触
しました。

ジェリバーは初めてATM
用AGノングレアカバーガ
ラスの量産を開始しまし
た。

ジェリバーは日本東芝の
タブレットカバーガラスを
生産提供しました。

ジェリバーは日本
DOCOMOのスマホ用カ
バーガラスを提供しまし
た。

ジェリバーは消費品市場
を縮小し、戦略方向を工業
系医療系へ転換しました。

ジェリバーはAF薬液研究開発に
向け、テスト用標準ガラス品の提供
を開始しました。

ジェリバーはOEMの生産体制を
起動し、アメリカEuropTecに委託
して、AGノングレアガラスの原材
料の使用始まりました。

ジェリバーは会社戦略をAGノング
レアガラス市場に決定しました。

ジェリバーは中国生産のAGノ
ングレアガラス素材は全部アメ
リカ生産に切り替え、工場に通
常規格品の在庫体制を確立し
ました。

ジェリバーは正式に独立して会
社(深セン市够力拉防眩光玻璃
技術有限公司)設立しました。

ジェリバーガラスはUV紫外線
1000時間老化テストに合格
しました。

ジェリバーは医療設備の観客
のため、凹溝付きのカバーガラ
スを開発しました。

アメリカのEuropTecと戦略提
携を結びました。
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成立以来１2年間重大品質事故がありません。
●BSI認定されたISO9001-2015品質管理システムにより管理してい
ます。
●１2年ほど経験持ちの日本品質管理を学んだチームです。
●１００％の製品外観検査、寸法はAQL0.25に基づき管理しています。
●応力計、光沢度計、分光度計、HAZE測定器、耐久テスト試験機など
ガラス検査用専門測定器を揃えています。

高効率且つ低コストの技術方法を絶えず考えて
顧客に供給いたします。
●１2年程この分野で経験してきた日本的品質管理を学んだ技術チーム
があります。
●６つの方向から顧客に異型等特殊製品に対する解決案を提供します。
●特殊プロジェクトに対し新たな技術の共同開発ができます。例えば穴
開け、溝研磨、レーザ加工等に協力いたします。

●10層以上の複雑な工程及びUV1000時間耐えるシルク印刷技術が
あります。

AGノングレアカバーガラスのカスタムなら、
ジェリバーは優先な選択になります。
●ロボットにより自動化管理された工場で生産されるアメリカAGカ
バーガラスは「世界TOP500」企業の中２０社以上の企業に認められ
ました。
●アメリカEuropTecと戦略提携し、長期供給で、コスト競争力が高い
です。
●戦略提携工場に輸入材料を保管する倉庫があり、材料在庫は安定的
に確保しています。

２４時間生産体制、受注、生産、出荷、
アフターサービス
●受注：各項目に基づき解決案を無償提供し、それを図面化します。
●生産：エンジニアがサンプル試作の毎工程にフォローして、フィード
バックする体制、生産中に専門な技術サービスを提供し製品応用
を改良する体制があります。
●アフターサービス：顧客に納品後も顧客要求内容に応じて対応す
る体制があります。

完璧な顧客サービスシステム

高効率なソリューション 100%アメリカから原材料輸入

私たちのアドバンテージ

材料調達から生産、出荷、アフターサービスまで全面的な品質管理

ジェリバー丨AGカバーガラスのコア技術保有
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ジェリバーAGガラスは強い光が入射しても、はっきり見えます。

AGノングレアガラスはガラス面をエッチング加工により過酷な環境下においても安定し、絶対に剥がれません。

均一且つ細かい凹凸のある表面は、紙のような質感を実現しています。

主要製品

ジェリバーはアメリカのAGガラスを採用して、反射防止と同時に、透明度は 89％で、目に優しい
カバーガラスです。

ジェリバーAGガラスはエッチング加工で、塩、酸、砂、日晒し、雨など環境下で高頻度に使用しても、
エッチング故に剥がれるようなことがありません。

ジェリバーAGガラスは十数回複雑な精密なオートメーション生産管理をにより、ガラスの面粗度を全てデータコントロール
しています。均一且つ細かい凹凸のある表面は紙のような質感を再現することで快適な操作性をご提供できます。

100%アメリカか
らのAGノングレ
アガラス原材料

100%アメリカか
らのAGノングレ
アガラス原材料

ジェリバーはAGノングレアガラス、コーニングゴリラカバーガラス、ドラゴントレイルガラス、高度なカバーガラス、AF薬
液テスト用標準ガラス、ARコーティングガラス、DLC超硬コーティングガラスなどを提供しています。ジェリバー生産のカバー
ガラスは産業機器、金融設備、精密機械計器、医療設備などの応用領域に広く適用されています。

AG カバーガラスのコア技術保有

世界22カ国，186のクライアントがジェリバーのカバーガラスを使用しています。※

目に優しい

絶対に剥がれない

紙のような質感

目に優しい，絶対剥がれない

ジェリバー丨AGカバーガラスのコア技術保有

医療設備用AGガラス    スマートホーム用カバーガラス
金融設備用AGガラス   建設他多用途カスタムガラス
工業タッチパレス用AGガラス   ３M両面テープ、フィルム等貼り付け

医療設備用AGガラス    スマートホーム用カバーガラス
金融設備用AGガラス   建設他多用途カスタムガラス
工業タッチパレス用AGガラス   ３M両面テープ、フィルム等貼り付け
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加工能力

免
￥

皆様には、開発協力・ご助言、忌憚なきご意見をい
ただき感謝の気持ちでいっぱいです。 

1,「ジェリバーとのお取引は数年続けています。製品情報について
最初から詳しくご説明があり、お取引は非常にスムーズでした。
また、納期に関しましても期間もまもられており、製品仕様を
満たすまで様々な提案や試作をしていただきました。」

- Bernat Bonnin　Robot, S.A.
2,「ジェリバースタッフの優秀なサービスが心に深く印象に残って
います。 
カバーガラスの品質が優れている上、納期も守られますので、
取引会社の中で最も良いベンダーさんだと思っております。」

 - Allan Bowes　INSOTEC PTY LTD ATFT BOWES TRADING
3,   「ジェリバーのスタッフは、本当のプロです。 問合せに対する対
応がオンタイムで、また、最後の工程まできちんと頑張っても
らっています。」

- Jaro Zuraj　SIMARIN d.o.o.

いただいたご意見・ご感想

品質保証
スムーズな

コミュニケーション

安定した
供給

納期厳守

 材料 厚み 加工範囲 形状 CNC 精度 
 Material Thickness Dimension Shape CNC Machining 

 ケミカル強化 物理強化 印刷 AF コーティング AR コーティング
 Chemically Strengthened Heat Tempered Silk screen Printing Anti  fingerprint Coating Anti  reflective Coating

 DLC 超硬コーティング  3M テープ貼り フィルム貼り
 DLC Coating  3M Double  sided Adhesive Sticking Film

Corning® Gorilla®
3 代 /4 代 /5 代

Gelivable® USA エッチング
AG ガラス

0.4mm, 0.5mm, 0.55mm,
0.7mm, 1.0mm, 1.1mm, 
1.5mm, 2.0mm

0.7mm,1.1mm,1.6mm,
2.0mm,3.0mm,4.0mm,

1inch~ 60inch 丸形 / 方形 / 段階形 / 異型 滑らかな面取り、
最小公差：+/-0.05mm

CS>650MPa, DOL>40um

CS>450MPa, DOL>8um

厚み≥3mm，50*50mm 範
囲で割れ顆粒数量 >50pcs；
落球試験標準は厚みと寸法
により変化します。

精工、Dubuit、帝国などインク
（ROHS/REACH に満足）を使用、

UV 耐えるインク加工経験がある

最高印刷は８層
水接触角 片面 AR 透過率 >94%  、

両面 AR 透過率 >98%

表面硬度 : 9H 厚み：0.11-0.64mm 隔熱膜、曇り防止膜、飛散
防止膜

より最適なソリューションで生産効率がアップ。

最適なソリューションのご提案

合理的な価格設定 無料サンプル提供 急速サンプル製造

・エンジニアが工程を評価
・チームが協力して価格設定
・数パータンの見積り提供

・光沢度 /厚み
・ヘイズ /面粗度
・透過率 /解析度
・６つの方向から
製品方案を提供

・標準サイズサンプルは５日目配送
・通常規格材料は在庫保管
・OCSで翌々日配送

ジェリバー丨AGカバーガラスのコア技術保有
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深セン営業所
深セン市够力拉防眩光玻璃技術有限公司

中国 深セン市宝安区鳳凰社区錦灏大厦 1408室
TEL：+86-755-2978-6162
FAX：+86-755-2978-6862

E-mail：cao@gelivableglass.com

東莞工場
中国 東莞市長安鎮涌頭社区宏豊路 20号 1楼

TEL：+86-769-8219-8849

URL:http://www.coverglass.jp

株式会社 カノウプレシジョン
住所 : 〒110-0011 東京都台東区三ノ輪 1-26-9
TEL : 03-5849-4682  FAX : 03-5849-4659

E-mail : imai@kanougroup.com

裏表紙


