
Dinorex UTGTMは、フォルダブルディスプレイのカバーガラス用に開発された化学強化専用の超薄板ガラス
です。ディスプレイ用薄板ガラスの製造で培ったオーバーフロー技術によって成形され、高い表面平滑性と
板厚の均一性により曲げ特性に優れています。信頼性の高いフォルダブルディスプレイの実現に貢献します。

Dinorex UTGTM is ultra-thin glass for chemical strengthening developed for use as cover glass for foldable displays. 
Dinorex UTGTM is formed by overflow technology cultivated in the manufacturing of thin glass for displays, and 
it has excellent bending properties due to its extremely smooth surface and uniform thickness.

オーバーフロー成形による優れた表面品位・
板厚分布均一性と化学強化の組み合わせに
より、1000MPa以上の破壊応力を実現して
圧倒的なフォルダブル性を発現します。

With the combination of a superior smooth sur-
face and thickness distribution uniformity 
achieved through overflow forming and chemical 
strengthening, breaking stress of 1000MPa or 
more is realized, and enormous degrees of fold-
ability are possible.
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+Dinosaur
「恐竜」

Rex
ラテン語で「王」の意味

■ オーバーフロー成形と化学強化による圧倒的なフレキシブル性
優れた化学強化特性（High CS, Deep DOL）

優れた表面平滑性

板厚分布の均一性

●

●

●

Superior chemical strengthening properties（High CS, Deep DOL）

Superior smooth surface

Uniformity of thickness distribution

直径3mm（R1.5）の折り曲げが可能

Vast flexibility due to overflow forming and chemical strengthening

Stress generated by two-point bending2点曲げにより発生応力

Can be bent to a diameter of 3㎜（R1.5）
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特  長 Features

使用イメージ Images of Application Examples

化学強化専用超薄板ガラス
Dinorex UTGTM

Ultra-thin Glass for Chemical Strengthening : Dinorex UTGTM
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特  長 Features

●

●

●

高い強化特性（High CS, Deep DOL）

高生産性

高透過率

High strength performance (High CS, Deep DOL)

High productivity

High transmittance

Dinorex®は化学強化専用ガラスです。スマートフォンやタブレットPC等の携帯型
端末あるいは車載ディスプレイのカバーガラスとして使われます。
各種機能膜（反射防止、アンチグレア、防汚、ITO）を施すことも可能です。

Dinorex® is glass for chemically strengthening developed for use as cover glass on mobile handsets 
such as smartphones and tablets, in onboard vehicle displays, and in other new applications. 
Coating with various functions such as Anti-Reflection, Anti-Glare, Anti-Fingerprint and ITO,  can be 
added to Dinorex®.
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用途例 Applications

●

●

●

●

車載ディスプレイ

スマートフォン

タブレットPC

スマートフォンレンズカバー

Onboard vehicle displays

Smartphones

Tablet PC

Lens cover for smartphones

化学強化専用ガラス
Dinorex®
Glass for Chemical Strengthening : Dinorex®
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特  長 Features アプリケーション例 Applications

●

●

●

卓越した光学特性（低スパークル、低反射）

ムラが無く均一性が良い

高耐久性

Excellent optical properties
(low-sparkle and low-reflection)

Good uniformity

High durability

Dinorex®にさまざまな機能膜を施すこともできます。AG/AR/AFコーティングさ
れたDinorex®は、車載ディスプレイのカバーガラスに最適です。
AG/AR/AFのそれぞれの膜の機能は、以下の通りです。

Coating with various functions can be added to Dinorex®, glass for chemical strengthening. 
Dinorex® with AG/AR/AF coating is suitable for the cover glass for vehicle displays.
AG/AR/AF coated glass has the following properties.

アンチグレア
Anti-Glare

AG
This coating reduces the glare of reflected light.

This coating reduces the reflectance of light from outside and increases 
the transmittance of light from inside

This coating prevents fingerprints, stains and scratches

AR

AF

ガラス表面の微細な凹凸形状により、映り込みを目立たなくし、
映像の視認性を高める。

映り込みの反射を低減し、映像を美しく見せる。

指紋などの汚れが付きづらく、拭き取りやすくする。

反射防止
Anti-Reflection

防汚
Anti-Fingerprint

Center information display Side monitor

Rear seat monitorMeter cluster Center consol display

AG/AR/AF膜付きDinorex®
Dinorex® with AG/AR/AF Coating
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車載カメラ用
高性能透明ヒーター付きカバーガラス
Cover Glass with High Performance Transparent Heater for Automotive Cameras

透明なITOヒーターとARコーティングの両面コートにより、単なる防曇や解氷、霜取
り機能だけでなく、優れた光学特性を合わせ持ちます。高い透過率をもたらし、フレア
やゴースト等に対して大きな効果があり、高性能な車載カメラや監視カメラのカバー
ガラスに最適です。
インデックスマッチングITOコーティングやNIR（近赤外）カット+ARコーティングも
可能です。

Combination of transparent ITO heater with AR(Anti-Reflection) coating realizes not only anti-fog, 
thawing or defrosting properties but also higher optical performances. It has high transmittance and 
is effective for preventing flare and ghost. Our high performance ITO heater is suitable for 
automotive camera and monitoring camera. Index matching ITO and/or NIR(Near Infra-Red) cut AR 
coating is also available.

使用イメージ

CMOS, CCDカメラ

カバーガラス

電極

ITOヒーターARコーティング

Cover glass

Electrodes

CMOS, CCD camera

ITO heaterAR coating
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吸収AR（反射防止）膜付き
ディスプレイカバーガラス
Absorptive Anti-Reflection Coating for Display Cover Glass 

車載モニターなどに使用されるディスプレイ用カバーガラスです。特殊な反射防止
コーティングにより外光の映り込みを低減するとともに、バックライトからの光漏れを
も吸収することから、黒色が引き締まったシャープな映像が実現できます。また、内
部反射が抑えられたディスプレイと組み合わせた場合に、表示部と黒枠印刷部の境
界におけるシームレス性が高まるため、消灯時の画面質感が向上します。

We developed cover glass with absorptive Anti-Reflection coating for automotive displays. This 
special coating realizes not only reduce the external light reflection but also enhance the contrast 
of displays by absorbing the leaked light. It is also possible to express a deeper black color on the 
black printed frame part around the display cover glass, to realize an external appearance with high 
quality.

光漏れ：中
Light leakage: medium

光漏れ：小
Light leakage: small

通常反射防止膜
General AR coating

吸収反射防止膜
Absorptive AR coating

通常ARディスプレイ映像イメージ
Example of general AR coated display

吸収ARディスプレイ映像イメージ
Example of  absorptive AR coated display
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ガラス表面に、光の反射を抑える高性能なコーティ
ング（反射防止膜）を施すことで、周囲の照明などの
映り込みがなくなり、ガラスの存在が認識できなくな
ります。

Invisible Glass has high performance Anti-Reflection 
coatings on its surfaces. Those coatings reduce light 
reflection and make glass nearly invisible.

視感反射率は、人の目が感じる光の反射率です。
普通のガラスの視感反射率は片面で約4％ですが、
見えないガラスの視感反射率は0.1％以下と極めて
低いです。

Luminous reflectance is the reflectance of light 
sensed by human eyes. The luminous reflectance at 
one side of bare glass is approx. 4% on one side, while 
the luminous reflectance of invisible glass is extremely 
low at 0.1% or less.

●

●

ＣＩＤ用カバー

メーターディスプレイ用カバー など
Cover for center information display

Cover for meter cluster/meter display

「見えない」しくみ How to make glass “invisible” 視感反射率 Luminous Reflectance

用途例 Applications

見えないガラス®
Invisible GlassTM

Glass

透過光
Transmitted light

光
Light

反射防止膜
Anti-reflection 
coatings

見えないガラス
Invisible Glass

透過光
Transmitted light

Glass

反射光
Reflected light

光
Light

普通のガラス
Bare Glass

人はガラスの表面で反射する光を見ることで、ガラスの存在を認識します。光の反射を
極限まで低減することにより存在を認識できなくしたガラスが、見えないガラスです。
見えないガラスをメータークラスターに用いることで、表示情報の視認性を高めると
ともに、メータークラスターそのもののデザイン性も際立たせることができます。

Invisible Glass is glass which cannot be recognized due to extreme reduction of light reflection. By 
using Invisible Glass for the cover of the meter cluster panel, the visibility of the display information 
can be improved and the design of the meter cluster itself can be emphasized.

高性能AR 見えないガラス
High-performance AR Invisible Glass

<0.3% <0.1%視感反射率
Luminous reflectance
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パッケージ用シール材付きリッド
Lid with Sealing Material for Packages

LEDやLD、センサーのパッケージにおいて、
リッドとキャビティの封着後に、リッドとはんだの
熱収縮の差により発生する応力を低減させる下
地膜を開発し、その下地膜と金錫（AuSn）はん
だを一体化したシール材付きリッドを製品化し
ました。
リッドの破損を抑制し、リッドとプリフォームとの
位置ずれも解消できます。

We developed base coating material which reduces the stress generated by the difference in heat 
shrinkage between the lid and the solder after sealing the lid onto the cavity of LED, LD and sensor  
packages, and commercialized a lid with a base coating material and gold tin (AuSn) solder. 
It suppresses breakage of the lid and eliminates the position displacement between the lid and the 
preform.

使用製品構成イメージ Image of Application Example

特  長 Features 用  途 Applications

●

●

●

●

●

高い歩留まりを実現

さまざまな金属はんだに対応

ガラスの他、サファイアや石英などのリッドにも対応

プリズムなどにも対応可能

ARやバンドパスフィルターなどの高機能膜付きリッドが可能

●

●

●

●

●

深紫外線LED

車のヘッドライトやプロジェクターの光源

5G高速光通信用レーザーの光源

レーザー加工機の光源

宇宙・航空用の各種センサー

Achieves high yield

Compatible with various metal solders

Compatible with various lids, such as sapphire and quartz.

Compatible with prisms, etc.

A lid with a high-performance coating such as AR and band pass filter is available.

UV-C LED

Light sources for car headlights and projectors

Laser light source for 5G high-speed optical communication

Light source of laser processing machine

Various sensors for space and aviation

キャビティ
Cavity

リッド
Lid

金錫はんだ
AuSn solder

下地膜
Base coating material

素子
Device

シール材付きリッド
Lid with Sealing Material for Packages
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深紫外LEDパッケージの組み合わせ例 Structural examples of deep-UV LED packages

特  長 Features 用  途 Applications

セラミックス封止用レーザーガラスフリット
Glass Frit for Laser-Sealing of Ceramics Packages

遮光膜付イメージセンサー用カバーガラス
Image Sensor Cover Glass with Light Shielding Coating

Applications
Top: LTCC  Bottom left: Aluminum nitride  Bottom right: Alumina

使用例　上：LTCC　左下: 窒化アルミニウム　右下: アルミナ

レーザーガラスフリットはセラミックスパッケージとガラスリッド（ふた）の気密封止を可能にします。
従来よりも熱膨張係数が低く、セラミックスとの濡れ性に優れるレーザーガラスフリットは、高い信頼
性が必要とされる気密封止用途で使用することができます。

Glass frit for laser-sealing can create hermetic seals between glass lids and ceramic packages. 
This glass frit has a lower CTE＊ than conventional products and excellent wettability with ceramics. There-
fore, this glass frit is suitable for hermetic sealing applications requiring high reliability.

遮光膜コートを施すことでフレアの原因となる反射光を低減させます。それにより自動運転用、シネ
マカメラ用センサーの高い性能を実現します。

By light shielding coating, it reduces reflected light causes flare. It realizes a high performance of image sen-
sors for self-driving and for cinema cameras. 

●

●

●

●

さまざまなセラミックスパッケージ材に整合した低い熱膨張係数（CTE 6.5～7.2ppm/℃）

セラミックスとの濡れ性に優れています。

局所加熱封止により内部素子への熱ダメージを防止します。

ガラスフリット付きガラスリッドやペースト、および最適なLTCC材の提供が可能です。

●

●

●

●

MEMSパッケージ

深紫外LEDパッケージ

気密封止パッケージ

有機ELデバイス

＊CTE: coefficient of thermal expansion

Similar CTE to ceramic material CTE: 6.5 to 7.2ppm/°C

Excellent wettability with ceramics.

Prevents thermal damage to internal devices.

Glass lid with glass frit, paste and the most suitable LTCC are also available.

Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) packages

Deep UV LED packages

Hermetic sealing for packages

OLED devices

特  長 Features 用  途 Applications

●

●

●

自社内での遮光膜設計

車載用に求められる信頼性条件をクリアした高い信頼性

ARコートによる高い可視光線透過率

●

●

●

センシングカメラ

ビューイングカメラ

シネマカメラ  

Shielding coating by original design

High reliability of coating meets automotive requirements.

High transmittance in visible range by AR coating

Sensing camera　

Viewing camera

Cinema camera

CTE: 4.2ppm/°C CTE: 6.6ppm/°C

深紫外線高反射 LTCC（開発中）

CTE: 6.5ppm/°C

レーザーガラスフリット

LED
深紫外線透過ガラス

深紫外線高透過ガラス
（高膨張タイプ）

CTE: 6.6ppm/°C

アルミナ

CTE: 7.0～7.4ppm/°C
Deep UV-reflecting LTCC (under development)

Glass frit for laser-sealing

Alumina

Deep UV-transmitting glass Deep UV-transmitting glass
(high-CTE type)

分光曲線 Spectral Curve
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特  長 Features

特  長 Features

分光特性例 Spectral Characteristics

ガラスタブレット
Glass Tablet

3D LiDAR用バンドパスフィルター
Band Pass Filter for 3D LiDAR

任意の波長の光を透過、あるいは遮蔽することができる角度依存度の小さい光学
コートを施したガラスです。主にスマートフォン用IRカットフィルター、TOFセンサ
ーや車載LiDARシステムの波長選択透過フィルターとして用いられています。

Band Pass Filter transmits or shields any wavelength. It is mainly used as IR cut filter of smartphones 
and within parts used as wavelength selective transmission filter of TOF sensors and automotive 
LiDAR system.

●

●

塗布などの前工程を省略可（ハンドリングが容易に）

細い穴や厚い塗り代など、塗布や印刷が困難な部分に対しても使用可能

ガラスタブレットは粉末ガラスを焼結させた成形品です。ご所望のガラス材質、形状や寸法にて供給が可能です。
Tablets are preformed and sintered powder glass. Please contact us about optimal glass selection, forms and size.

Comes in sintered form that is easy to handle and eliminates the printing preparation and other preprocessing.

Can be applied to fine holes and deep grooves that are difficult to fill in.
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940nm用バンドパスフィルター
Band Pass Filter for 940nm

● 当社独自の成膜技術により、入射角度依存性の軽減を実現。

● 透過域において、高透過を実現。

● 透過域において、狭帯域を実現。

Our unique coating technology reduces incident angle dependence of a band pass filter.

High transmittance in a bandpass area.

Narrow band in a bandpass area.
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Blue LED light source
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White light

蛍光体
Phosphor
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Glass matrix
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Converted light
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特  長 Features

光の進行イメージ Light Path Image

●

●

●

●

高精度の色度制御が可能

さまざまな色度への対応が可能

さまざまな形状・サイズへの対応が可能

耐候性試験（85℃／85%×5000h）後も良好な発光特性を保持

Color is controllable with a high precision.

Various chromaticities are available.

Various shapes and sizes are available.

Reliable light emission is obtained after weathering test.(85℃/85% ×5000h)

ルミファス®はLEDやLD等の光源の波長変換向けに開発されたガラスで、
色ばらつきが少なく、色自由度の高い材料です。
耐熱性・耐候性・耐光性に優れ、ハイパワーな発光を実現できることから、
LEDヘッドライトに使用されています。

Lumiphous® was developed as wavelength conversion glass for LED and LD.
It has features such as low color deviations, high latitude of colors. It also has excellent heat, water and light resistance, 
and allows high power light emission. Lumiphous® is used for automotive LED headlights.

ルミファスプレート
Lumiphous plate

寸  法 Dimensions

ガラスリボン
Glass-ribbon

ガラスリボンは非常に薄いため樹脂フィルムのように曲げたり、巻いたりすることが可能です。
ガラス表面は無研磨にもかかわらず、非常に平滑です。
このガラスリボンの特長は、両側面の端部（両端）が写真のように丸みを帯びているため、曲げ
やねじりに強いことです。

Glass-ribbon is so thin that it can be bent or rolled up like resin film. The glass surface is unpolished, 
but it is extremely flat and smooth. Glass-ribbon is characterized by rounded edges on both sides. This 
enables enhanced durability in the face of bending and twisting pressure. 

4μm ～ 50μm

0.5mm ～ 30mm

Up to 2500

Up to 100m

Thickness

Width

Aspect ratio （Width/Thickness）

Length

厚さ

幅

アスペクト比（幅/厚さ） 

長さ

SEM image of enlarged edge
先端拡大SEM画像

LEDヘッドライト用ルミファス®
Lumiphous® for LED Headlight

波長変換例 Image of Wavelength Conversion

青色LED光源
Blue LED light source

リフレクター
Reflector

レンズ
Lens


