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白黒液晶（パッシブタイプ）の仕様について

●一般的な液晶パネル駆動方式の仕組みと特徴

種類 TN タイプ STN タイプ FSTN タイプ VA タイプ(EBTN タイプ)

長所 ・製品単価が安価である

・消費電力が少ない

・視野角が TN に比べて広い

・表示内容が多くできる

※ 基本 STN 同等品

白黒モードにした場合

バックライトの色を反映し易い

・コントラストが一番良い

・視認性に優れている

・温度範囲が広い

短所 ・視認性が狭い

・コントラストが低い

文字に元々の色がついている場合

があり、そのモードの時はバック

ライトの色が反映しにくい。

偏光板（位相差フィルム）が

STN より一枚多い為

その分割高になる。

バックライト無しでは

基本的に使えない。

色味 ・白／黒 グレー ・青、黄緑（イエローグリーン） ・白／黒 グレー 黒／白（ネガタイプのみ）

写真

●液晶のポジティブタイプ ネガティブタイプの違いについて

種類 ◇ポジティブタイプ ◇ネガティブタイプ

特徴 文字の色（表示部分）が黒くなり背景の部分は透過

状態。背景の色はバックライトの色が反映される。

背景の色が黒くなり、文字の部分は透過状態。

文字の色はバックライトの色が反映される。

写真

●偏光板のモード（半透過型 反射型 透過型）の違いについて

種類 透過型 反射型 半透過型

特徴 ・半透過タイプと比べ光の透過率が高い

よって表面輝度、コントラスが高い

・外光の反射光を利用してのみ使用可能

・バックライトが不必要の為コストが安い

・太陽直下でも視認に問題が無い

・バックライトの光源だけでなく外光

の反射光を利用しても視認可能

・太陽直下でも視認に問題が無い

短所 ・バックライトが光源の為、

バックライトが不可欠

・太陽直下での使用には不向き

・外光の反射光が無いと使用が出来ない

よって常に暗い場所での使用には不向き

・透過タイプに比べて透過率は低い

よって厳密に表面輝度、コントラスを

求める場合は、透過型をお勧めします

使用例 ・常に暗い場所での使用目的

・VA タイプＬＣＤの場合

・消費電力が低く、電池駆動商品向き ・暗い場所、明るい場所どちらでも

使用可能



                               

各種カスタム

カスタム化に伴う各種技術の蓄積がありますので

●VA(EBTN)

◇黒の背景色に白文字で表現をすることにより、コントラスト、視認性は他のＬＣＤモードと比べてパフォーマンスが高い。

また、セグメント部分に色を付ける事が可能、製品の表示部分として高級感を出すことが出来ます。

●カラーＴＮ液晶開発事例

◇通常は

セグメント部分のみバックライトの色が反映されるＬＣＤタイプ

●セグメントタイプＬＣＤ、グラフィックタイプＬＣＤ、ＬＣＤモジュール開発事例

◇お客様のご要望に合った

●バックライト開発、ガラスの加工、タッチパネル、各種モジュールタイプ（ＣＯＧ他）の開発事例

◇各種モジュールタイプの開発が可能

                               

カスタム液晶

各種カスタム LCD

カスタム化に伴う各種技術の蓄積がありますので

VA(EBTN)液晶開発事例

◇黒の背景色に白文字で表現をすることにより、コントラスト、視認性は他のＬＣＤモードと比べてパフォーマンスが高い。

また、セグメント部分に色を付ける事が可能、製品の表示部分として高級感を出すことが出来ます。

カラーＴＮ液晶開発事例

◇通常は TN 液晶として使用が可能だが、バックライトが点灯すると

セグメント部分のみバックライトの色が反映されるＬＣＤタイプ

セグメントタイプＬＣＤ、グラフィックタイプＬＣＤ、ＬＣＤモジュール開発事例

お客様のご要望に合った

バックライト開発、ガラスの加工、タッチパネル、各種モジュールタイプ（ＣＯＧ他）の開発事例

各種モジュールタイプの開発が可能

                               

カスタム液晶

LCD パネル、

カスタム化に伴う各種技術の蓄積がありますので

液晶開発事例

◇黒の背景色に白文字で表現をすることにより、コントラスト、視認性は他のＬＣＤモードと比べてパフォーマンスが高い。

また、セグメント部分に色を付ける事が可能、製品の表示部分として高級感を出すことが出来ます。

カラーＴＮ液晶開発事例

液晶として使用が可能だが、バックライトが点灯すると

セグメント部分のみバックライトの色が反映されるＬＣＤタイプ

セグメントタイプＬＣＤ、グラフィックタイプＬＣＤ、ＬＣＤモジュール開発事例

お客様のご要望に合った各種 TN, HTN, STN, FSTN, 

バックライト開発、ガラスの加工、タッチパネル、各種モジュールタイプ（ＣＯＧ他）の開発事例

各種モジュールタイプの開発が可能

                               

カスタム液晶開発について

パネル、LCD モジュールの開発及び

カスタム化に伴う各種技術の蓄積がありますので

液晶開発事例

◇黒の背景色に白文字で表現をすることにより、コントラスト、視認性は他のＬＣＤモードと比べてパフォーマンスが高い。

また、セグメント部分に色を付ける事が可能、製品の表示部分として高級感を出すことが出来ます。

カラーＴＮ液晶開発事例              

液晶として使用が可能だが、バックライトが点灯すると

セグメント部分のみバックライトの色が反映されるＬＣＤタイプ

セグメントタイプＬＣＤ、グラフィックタイプＬＣＤ、ＬＣＤモジュール開発事例

TN, HTN, STN, FSTN, 

バックライト開発、ガラスの加工、タッチパネル、各種モジュールタイプ（ＣＯＧ他）の開発事例

各種モジュールタイプの開発が可能 SMT, COB, 

                               

について

モジュールの開発及び

カスタム化に伴う各種技術の蓄積がありますので

◇黒の背景色に白文字で表現をすることにより、コントラスト、視認性は他のＬＣＤモードと比べてパフォーマンスが高い。

また、セグメント部分に色を付ける事が可能、製品の表示部分として高級感を出すことが出来ます。

              

液晶として使用が可能だが、バックライトが点灯すると

セグメント部分のみバックライトの色が反映されるＬＣＤタイプ        

セグメントタイプＬＣＤ、グラフィックタイプＬＣＤ、ＬＣＤモジュール開発事例

TN, HTN, STN, FSTN, タイプの

バックライト開発、ガラスの加工、タッチパネル、各種モジュールタイプ（ＣＯＧ他）の開発事例

SMT, COB, 薄型 COB, TAB, COF, COG

                               

モジュールの開発及び量産

カスタム化に伴う各種技術の蓄積がありますので、是非一度ご相談ください。下記開発事例となります

◇黒の背景色に白文字で表現をすることにより、コントラスト、視認性は他のＬＣＤモードと比べてパフォーマンスが高い。

また、セグメント部分に色を付ける事が可能、製品の表示部分として高級感を出すことが出来ます。

              ●

液晶として使用が可能だが、バックライトが点灯すると       

          

セグメントタイプＬＣＤ、グラフィックタイプＬＣＤ、ＬＣＤモジュール開発事例

タイプの LCD PANEL

バックライト開発、ガラスの加工、タッチパネル、各種モジュールタイプ（ＣＯＧ他）の開発事例

COB, TAB, COF, COG

                               

量産が可能です。

、是非一度ご相談ください。下記開発事例となります

◇黒の背景色に白文字で表現をすることにより、コントラスト、視認性は他のＬＣＤモードと比べてパフォーマンスが高い。

また、セグメント部分に色を付ける事が可能、製品の表示部分として高級感を出すことが出来ます。

●FSC 液晶開発事例

       ◇カラーフィルターを使用しないで

  セグメントに色を反映する事が出来るＬＣＤタイプ

セグメントタイプＬＣＤ、グラフィックタイプＬＣＤ、ＬＣＤモジュール開発事例

LCD PANEL 及びモジュール開発及び量産が出来ます。

バックライト開発、ガラスの加工、タッチパネル、各種モジュールタイプ（ＣＯＧ他）の開発事例

COB, TAB, COF, COG などが開発可能となります。

が可能です。

、是非一度ご相談ください。下記開発事例となります

◇黒の背景色に白文字で表現をすることにより、コントラスト、視認性は他のＬＣＤモードと比べてパフォーマンスが高い。

また、セグメント部分に色を付ける事が可能、製品の表示部分として高級感を出すことが出来ます。

液晶開発事例

◇カラーフィルターを使用しないで

セグメントに色を反映する事が出来るＬＣＤタイプ

セグメントタイプＬＣＤ、グラフィックタイプＬＣＤ、ＬＣＤモジュール開発事例

及びモジュール開発及び量産が出来ます。

バックライト開発、ガラスの加工、タッチパネル、各種モジュールタイプ（ＣＯＧ他）の開発事例

が開発可能となります。

、是非一度ご相談ください。下記開発事例となります

◇黒の背景色に白文字で表現をすることにより、コントラスト、視認性は他のＬＣＤモードと比べてパフォーマンスが高い。

◇カラーフィルターを使用しないで

セグメントに色を反映する事が出来るＬＣＤタイプ

セグメントタイプＬＣＤ、グラフィックタイプＬＣＤ、ＬＣＤモジュール開発事例

及びモジュール開発及び量産が出来ます。

バックライト開発、ガラスの加工、タッチパネル、各種モジュールタイプ（ＣＯＧ他）の開発事例

が開発可能となります。

、是非一度ご相談ください。下記開発事例となります

◇黒の背景色に白文字で表現をすることにより、コントラスト、視認性は他のＬＣＤモードと比べてパフォーマンスが高い。

セグメントに色を反映する事が出来るＬＣＤタイプ

及びモジュール開発及び量産が出来ます。

バックライト開発、ガラスの加工、タッチパネル、各種モジュールタイプ（ＣＯＧ他）の開発事例

、是非一度ご相談ください。下記開発事例となります。



                               

新製品 全方位 広視野角 VA(EBTN)液晶ディスプレイの開発

従来の1/4DUTY VA(EBTN)液晶は、見る角度によって表示が薄くなるなどの見づらいポイントがありました。

この度、開発されたディスプレイは、その見えにくい領域が少なく、あらゆる角度でも鮮明な表示が得られることが

出来るようになりました。産業機器や家電など設置場所を選ばない商品のディスプレイに最適です。  

☆特徴☆

・広い視野角／高いコントラストを実現

・広い温度範囲に対応可能

・1/4Duty まで対応可能

・設置場所を選ばない商品に最適！

                             

カスタム液晶 開発のお見積り、開発スケジュールについて

●カスタムＬＣＤパネル、ＬＣＤモジュールのお見積りについて

◇下記の項目に沿って、お見積り内容を伝えて頂きたくお願い致します。 ※不明点はお問い合わせお願い致します。

寸法仕様について ●パネル外形寸法／パネル表示サイズ（VA） ●希望のパネル厚みなど

コネクションの種類 ●ピンタイプ●FPC タイプ●ゼブラタイプ ／他など

駆動種類 ●VA(EBTN) ●TN ●STN ●FSTN ／他など  ●ポジ／ネガを選定

視野角方向 ●視野角 ６時方向／１２時方向 その他も指定できます

温度範囲／バックライト有無 ●ノーマル（通常）タイプ／ワイド（広温度）タイプを選定 ●バックライトの有り無しを選定

予定発注数量 ●サンプル数量  ●量産数量

開発スケジュール ●試作評価：２０１８年×月～   量産：２０１９年×月～ など

●カスタムＬＣＤパネル、ＬＣＤモジュールの開発スケジュールについて

見積 図面 ES(評価サンプル) 量産

ＬＣＤパネル開発

（ガラスのみ）

約 1 週間程度 約 1 週間程度 図面認証より

約 6 週間程度

ES 認証より

約 6～8 週間程度

ＬＣＤモジュール開発

（ガラス+IC+BL）

約 1～2 週間程度 約 2 週間程度 図面認証より

約 8～10 週間程度

ES 認証より

約 10～12 週間程度

◇上記スケジュールは一般的な納期となります。詳細はお問い合わせ下さい。

◇ES(エンジニアリングサンプル)生産及び、量産生産に関しまして、原則お客様より承認印を頂いてからの生産となります。

◇カスタム品に付きまして、本製品最終生産より２年以上経過した場合、再生産時に一部の版代が再度発生する場合が御座います。



                

●開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

◆詳しいスペックや詳細情報は、

品番

品番

品番

品番

品番

品番

                

白黒（パッシブ）ＬＣＤパネル

開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

詳しいスペックや詳細情報は、

品番 S5080 外形

品番 S5039 外形

品番 S5096 外形

品番 S5126 外形

品番 S5066 外形

品番 S5977 外形

                

白黒（パッシブ）ＬＣＤパネル

開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

詳しいスペックや詳細情報は、

外形 28.00mm×30.50mm 

外形 50.80mm×30.50

外形 50.80mm×30.50

外形 50.80mm×30.50

外形 50.80mm×30.50

外形 137.16mm×45.72mm

                          

白黒（パッシブ）ＬＣＤパネル

開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

詳しいスペックや詳細情報は、弊社ホームページ内、上段

30.50mm 

30.50mm

30.50mm

30.50mm

30.50mm

45.72mm

          

白黒（パッシブ）ＬＣＤパネル 標準品のご案内

開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

弊社ホームページ内、上段

品番 S5957

品番 S5063

品番 S5026

品番 S5978

品番 S5044

品番 S5971

            

標準品のご案内

開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

弊社ホームページ内、上段            

外形 27.94mm

外形 50.80mm

外形 50.80mm

外形 93.98mm

外形 81.30mm

外形 70.00mm

標準品のご案内

開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

            

mm×14.48mm  

mm×24.10mm

mm×30.50mm

mm×45.72mm

mm×38.10mm

mm×25.00mm

開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

            よりご確認頂けます。

品番 S5018

品番 S5094

品番 S5057

品番 S5065

品番 S5042

品番 S5038

開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

よりご確認頂けます。

5018 外形 50.80

5094 外形 50.80

5057 外形 69.85

5065 外形 50.80

5042 外形 69.80

5038 外形 52.00

開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

よりご確認頂けます。

50.80mm×30.50mm  

50.80mm×22.80mm

69.85mm×38.10mm

50.80mm×30.50mm

69.80mm×30.50mm

52.00mm×22.00mm

開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

mm  

mm

mm

mm

mm

mm



                               

白黒（パッシブ）ＬＣＤモジュール 標準品のご案内

●開発費が掛けられない小ロットの場合や、研究、試作等にご利用頂けます。また、量産対応も可能です。

◆下記以外の標準品も多数揃っています。弊社ホームページ内、上段            よりご確認頂けます。

品番 CV4082A 外形 58.00mm×32.00mm ◇8×2 品番 CV4161B 外形 122.00mm×33.00mm ◇16×1 品番 CV4162B 外形 80.00mm×36.00mm ◇16×2

品番 CV9162E 外形 48.20mm×21.00mm ◇16×2 品番 CV4202C 外形 116.00mm×37.00mm ◇20×2 品番 CV4204B 外形 98.00mm×60.00mm ◇20×4

品番 CV12032A 外形 84.00mm×44.00mm ◇120×32 品番 CG12864A 外形 44.30mm×30.14mm ◇128×64 品番 CG160160B 外形 53.00mm×57.00mm ◇160×160

品番 CV24064B 外形 180.00mm×65.00mm ◇240×64 品番 CG240160B 外形 73.00mm×60.30mm ◇240×160 品番 CV320240F 外形 97.00mm×75.00mm ◇320×240

●弊社ＨＰにアクセスの上、商品をお探しの際は、品番以降の英文字の内容を下記の表より

ご確認の上問い合わせて頂きますようお願い致します。

例、CV4082A-MY-SF-W6 の場合 ①CV4082A – ②M ③Y- ④S ⑤F – ⑥W ⑦6

①品番 ②バックライトについて ③バックライトカラー ④ディスプレーモード ⑤裏側偏光板タイプ ⑥使用温度範囲 ⑦優先視角

商品品番 Ｎ＝バックライト無し Ｙ＝イエローグリーン Ｓ＝ＳＴＮイエローグリーン Ｒ＝反射型 ※Ｎ＝通常温度範囲 6＝６時方向（下側より）

Ｌ＝LED サイドバックライト Ｗ＝ホワイト Ｇ＝ＳＴＮグレーモード Ｆ＝半透過型 ※Ｗ＝広温度範囲 2＝１２時方向（上側より）

Ｍ＝LED アレータイプ

バックライト(背面タイプ)

Ｆ＝ＦＳＴＮ（ＳＴＮ白黒モード） Ｔ＝透過型

Ｂ＝ＳＴＮブルーネガタイプ

Ｎ＝ＦＳＴＮネガタイプ

※使用温度範囲 Ｎ＝０～５０度 Ｗ＝－２０～７０度 ※保存温度範囲 Ｎ＝－１０～６０度 Ｗ＝－３０～８０度

は CLOVER JAPAN HP：http://www.cloverjapan.com/product/index.html ◇E-mail:info@cloverjapan.com



                               

カラーＴＦＴ液晶 標準品のご案内

CLOVER JAPAN 株式会社の取り扱うカラーTFT 液晶モジュールは、1.77 インチ～10.4 インチまで

幅広いラインナップでご紹介させて頂きます。

インチサイズ タッチパネル 無し 抵抗膜タッチパネル付き 静電タイプタッチパネル付き 解像度 輝度 インターフェイス

1.77"
品番 品番 品番 Resolution cd/m2 Interface

ATM0177B3A 128×160 450 MCU

2.4"
品番 品番 品番 解像度 cd/m2 インターフェイス

ATM0240B18 240×320 250 RGB 16bit

2.8"
品番 品番 品番 解像度 cd/m2 インターフェイス

ATM0280B23B 240×320 150 RGB 16bit

3.5"

品番 品番 品番 解像度 cd/m2 インターフェイス

ATM0350D19 240×320 625 RGB 24bit

ATM0350D19-T 240×320 500 RGB 24bit

4.3"

品番 品番 品番 ドット cd/m2 インターフェイス

ATM0430D12 480×272 500 RGB 24bit

ATM0430D12-T 480×272 400 RGB 24bit

ATM0430D12-CT 480×272 430 RGB 24bit

5.0"

品番 品番 品番 ドット cd/m2 インターフェイス

ATM0500D13 800×480 350 RGB 24bit

ATM0500D13-T 800×480 280 RGB 24bit

ATM0500D13B-CT1 800×480 450 RGB 24bit

ATM0500D21-T 480×272 280 RGB 24bit

7.0"

品番 品番 品番 ドット cd/m2 インターフェイス

ATM0700D6B 800×480 500 RGB 24bit

ATM0700D6B-T 800×480 400 RGB 24bit

ATM0700D6B-CT 800×480 430 RGB 24bit

8.0"

品番 品番 品番 ドット cd/m2 インターフェイス

ATM0800D9 800×600 350 RGB 24bit

ATM0800D9-T 800×600 280 RGB 24bit

9.0"
品番 品番 品番 ドット cd/m2 インターフェイス

ATM0900D1 800×480 250 RGB 24bit

10.4"

品番 品番 品番 ドット cd/m2 インターフェイス

ATM1040D3 800×600 250 RGB 24bit

ATM1040D3-T 800×600 200 RGB 24bit

※ 商品仕様は予告無く変更する場合がございます。詳しくは販売代理店にお問い合わせください。



                               

ＴＦＴ用コントローラボード 標準品のご案内

MCU から RGB に変換可能な K358 MCU から LVDS に変換可能な K371 を紹介させて頂きます。

●MCU から RGB に変換可能 品番：K358

●3.5 インチ～7.0 インチまで対応可能

●800×480 ドットまで対応可能

●16bit カラー（65K）まで対応可能

●768K Display RAM 内蔵

●インターフェイス：8/16biｔ パラレル、3/4SPI 、I2C

●駆動電圧：3.0～3.6V

●バックライトドライバー内蔵

●4 線タイプ タッチパネルコントローラ内蔵

●MCU から LVDS に変換可能 品番：K371

●7.0 インチ以上の商品に対応可能

●2048×2048 ドットまで対応可能

●24bit カラー（16.8M）まで対応可能

●EXTERNAL DISPLAY RAM 512MB まで対応可能

●インターフェイス：8/16biｔ パラレル、3/4SPI 、I2C

●駆動電圧：3.0～3.6V

●バックライトドライバー内蔵



                               

モノクロＴＦＴ液晶 標準品のご案内

CLOVER DISPLAY 社の Mono TFT LCD は、カラーフィルターを用いない TFT LCD です。

白色（文字色）と黒色（背景色）のみの色彩を使い非常に高いコントラストと解像度を実現。

また、カラーTFT LCD に比べて、駆動回路とソフトウェア開発が容易になるという利点もあります。

☆特徴☆

●応答速度が非常に早い

●広い温度範囲に対応（保存温度：80℃～-30℃ 使用温度：70℃～-20℃）

●視野角度の範囲が非常に広い

●直射日光下でも非常に綺麗に見える

●サイズは 3.5 inch, 5.7 inch, 6.2 inch の 3 種類で対応可能

Mono TFT (モノクロ TFT 液晶)

品番 インチサイズ 解像度 外形サイズ mm インターフェイス

CT35M2432A 3.5" 240 x 320 60.8(W) x 82.1(H) x 3.0(D) 8 bit parallel / serial

CT57M3224AN 5.7" 320 x 240 159.5(W) x 108.4(H) x 6.05(D) 8 bit parallel / serial

CT62M6432AN 6.2" 640 x 320 170.32(W) x 88.3(H) x 4.7(D) 8 bit parallel / serial
※ 商品仕様は予告無く変更する場合がございます。詳しくは販売代理店にお問い合わせください。

OLED 標準品のご案内

CLOVER DISPLAY 社の有機 EL ディスプレイをご紹介させて頂きます

☆特徴☆

●薄型設計

●視野角度の範囲が非常に広い

●低消費電流

●高輝度・高コントラスト

●広い温度範囲に対応（保存温度：80℃～-30℃ 使用温度：70℃～-20℃）

OLED (有機 EL ディスプレイ)

品番 インチサイズ 解像度 外形サイズ mm 文字色

OD101 0.69" 96×16 26.3 (W) x 8.0 (H) x 1.2 (D) 白

OD102 0.91" 128×32 30.0 (W) x 11.5 (H) x 1.2 (D) 白

OD103 0.91" 128×32 30.0 (W) x 11.5 (H) x 1.2 (D) 白

OD104 0.96" 128×64 26.7 (W) x 19.26 (H) x 1.4 (D) 青

OD105 1.3" 128×64 34.5 (W) x 23.0 (H) x 1.4 (D) 白

OD106 2.23" 128×32 62.0 (W) x 24.0 (H) x2.0 (D) 青

※ 商品仕様は予告無く変更する場合がございます。詳しくは販売代理店にお問い合わせください。



                               

◆CLOVER JAPAN

CLOVER JAPAN

日本のユーザー様に寄り添って、低コスト・小ロット・高品質・安定供給を目標に真摯に対応致します。

▽本社拠点：長野県・軽井沢

◆CLOVER 

業務内容

▽香港本社

▽順徳工場

▽深圳

主な取引先様（順不同・敬称略

パナソニック

アンリツ

品質保証について

顧客満足の基本方針にのっとり品質保証については、

当社では品質システムである

ISO9001(2008

取得し、高い品質レベルにて多くの新製品の

開発及び各種サービスを提供してまいります。

当社の目標は一貫して”顧客満足”を継続する

ことです。

長年の開発

品質管理、納期管理を徹底してお客様の満足に

全力を尽くします。

また業界内においては、競争力の増加を図るべく

効果的なすべての対策を講じてまいります。

                               

液晶のクローバージャパンについて

CLOVER JAPAN

CLOVER JAPAN

日本のユーザー様に寄り添って、低コスト・小ロット・高品質・安定供給を目標に真摯に対応致します。

本社拠点：長野県・軽井沢

CLOVER 

業務内容：ＬＣＤ加工における前

香港本社：設立

順徳工場：設立

深圳事務所：設立

主な取引先様（順不同・敬称略

パナソニック／シャープ

アンリツ／ウシオ電機

品質保証について

顧客満足の基本方針にのっとり品質保証については、

当社では品質システムである

ISO9001(2008

取得し、高い品質レベルにて多くの新製品の

開発及び各種サービスを提供してまいります。

当社の目標は一貫して”顧客満足”を継続する

ことです。

長年の開発

品質管理、納期管理を徹底してお客様の満足に

全力を尽くします。

また業界内においては、競争力の増加を図るべく

効果的なすべての対策を講じてまいります。

                               

液晶のクローバージャパンについて

CLOVER JAPAN 株式会社

CLOVER JAPAN㈱は日本国内で

日本のユーザー様に寄り添って、低コスト・小ロット・高品質・安定供給を目標に真摯に対応致します。

本社拠点：長野県・軽井沢

CLOVER DISPLAY

ＬＣＤ加工における前

設立1983年 従業員数

設立1993年 従業員数

設立2001年

主な取引先様（順不同・敬称略

シャープ／東芝

ウシオ電機／フジクラ

品質保証について

顧客満足の基本方針にのっとり品質保証については、

品質方針声明

当社では品質システムである

ISO9001(2008 年)に続き

取得し、高い品質レベルにて多くの新製品の

開発及び各種サービスを提供してまいります。

当社の目標は一貫して”顧客満足”を継続する

ことです。

長年の開発実績に基づく技術フォローと

品質管理、納期管理を徹底してお客様の満足に

全力を尽くします。

また業界内においては、競争力の増加を図るべく

効果的なすべての対策を講じてまいります。

                               

液晶のクローバージャパンについて

株式会社

㈱は日本国内で 30

日本のユーザー様に寄り添って、低コスト・小ロット・高品質・安定供給を目標に真摯に対応致します。

本社拠点：長野県・軽井沢  ▽営業拠点：東京・御徒町

DISPLAY 社 クローバーディスプレ

ＬＣＤ加工における前工程及び

従業員数 約

従業員数 約

年 従業員数

主な取引先様（順不同・敬称略）

東芝／島津製作所

フジクラ／ＧＡＣ

顧客満足の基本方針にのっとり品質保証については、

品質方針声明

当社では品質システムである

に続き ISO/TS 16949(2015

取得し、高い品質レベルにて多くの新製品の

開発及び各種サービスを提供してまいります。

当社の目標は一貫して”顧客満足”を継続する

に基づく技術フォローと

品質管理、納期管理を徹底してお客様の満足に

全力を尽くします。

また業界内においては、競争力の増加を図るべく

効果的なすべての対策を講じてまいります。

                               

液晶のクローバージャパンについて

クローバージャパン

30 年以上の販売実績をもつ

日本のユーザー様に寄り添って、低コスト・小ロット・高品質・安定供給を目標に真摯に対応致します。

営業拠点：東京・御徒町

クローバーディスプレ

工程及び後工程

約70名

約600名

約200名

島津製作所／日立アロカ

ＧＡＣ／日立製作所

顧客満足の基本方針にのっとり品質保証については、

品質方針声明

当社では品質システムである ISO14001(2004

ISO/TS 16949(2015

取得し、高い品質レベルにて多くの新製品の

開発及び各種サービスを提供してまいります。

当社の目標は一貫して”顧客満足”を継続する

に基づく技術フォローと

品質管理、納期管理を徹底してお客様の満足に

また業界内においては、競争力の増加を図るべく

効果的なすべての対策を講じてまいります。

                               

液晶のクローバージャパンについて

クローバージャパン

以上の販売実績をもつ

日本のユーザー様に寄り添って、低コスト・小ロット・高品質・安定供給を目標に真摯に対応致します。

営業拠点：東京・御徒町

クローバーディスプレイ

後工程を一貫して行う液晶製造メーカー

日立アロカ／オルガノ

日立製作所／ＹＡＭＡＨＡ

顧客満足の基本方針にのっとり品質保証については、100

ISO14001(2004 年

ISO/TS 16949(2015 年)

取得し、高い品質レベルにて多くの新製品の

開発及び各種サービスを提供してまいります。

当社の目標は一貫して”顧客満足”を継続する

に基づく技術フォローと共に

品質管理、納期管理を徹底してお客様の満足に

また業界内においては、競争力の増加を図るべく

効果的なすべての対策を講じてまいります。

                               

以上の販売実績をもつ CLOVER DISPLAY

日本のユーザー様に寄り添って、低コスト・小ロット・高品質・安定供給を目標に真摯に対応致します。

を一貫して行う液晶製造メーカー

オルガノ／ＮＩＫＯＮ

ＹＡＭＡＨＡ／シンフォニアテクノロジー

100％出荷時の検査を実施しております。

年)

)を

また業界内においては、競争力の増加を図るべく

CLOVER DISPLAY

日本のユーザー様に寄り添って、低コスト・小ロット・高品質・安定供給を目標に真摯に対応致します。

を一貫して行う液晶製造メーカー

ＮＩＫＯＮ／沖電気工業

シンフォニアテクノロジー

％出荷時の検査を実施しております。

CLOVER DISPLAY 社の日本拠点です。

日本のユーザー様に寄り添って、低コスト・小ロット・高品質・安定供給を目標に真摯に対応致します。

を一貫して行う液晶製造メーカーです。

沖電気工業／SONY

シンフォニアテクノロジー

％出荷時の検査を実施しております。

ISO/TS 16949

社の日本拠点です。

日本のユーザー様に寄り添って、低コスト・小ロット・高品質・安定供給を目標に真摯に対応致します。

SONY／富士電機

シンフォニアテクノロジー 他多数

％出荷時の検査を実施しております。

ISO/TS 16949

社の日本拠点です。

日本のユーザー様に寄り添って、低コスト・小ロット・高品質・安定供給を目標に真摯に対応致します。

富士電機



                               

森川工業

アッセンブル業務をお請けしております。

クローバーディスプレー

ゼトラ・マイハイ・ウインスター

ジャパンディスプレー

三菱電機

ケニックシステム

森川工業

タカチ電機工業

コンフォタブル（台湾）

Well

FDK

吾妻製作所（国内生産）

マル信無線電機

東信工業・ニチコン・日本ケミコン・エルナー他

ユニファイブ・タムラ製作所他

コーセル・イーター電機工業・

東京コーン紙・フォスター電機

放熱器のＯＳ・水谷電機・

日トラ電子・ＭＩＳＡＫＩ・東京パーツ工業

協和シール工業・ミツバ

サンハヤト

三和サインワークス

ドンブー

山洋電気・オリエンタルモーター他

日本

◆機工部品

◆国内半導体

◆海外半導体

ワイヤレス給電・非接触給電装置

組電池製作

プリント基板設計・製作

基板

ハーネス・ケーブル加工

板金加工・精密板金加工

樹脂成型加工

                               

正規販売代理店

森川工業㈱は

アッセンブル業務をお請けしております。

電子部品取扱いメーカー

クローバーディスプレー

ゼトラ・マイハイ・ウインスター

ジャパンディスプレー

三菱電機

ケニックシステム

森川工業(自社製品）

タカチ電機工業

コンフォタブル（台湾）

Well Link（香港）

FDK・パナソニック・東芝・三菱

吾妻製作所（国内生産）

マル信無線電機

東信工業・ニチコン・日本ケミコン・エルナー他

ユニファイブ・タムラ製作所他

コーセル・イーター電機工業・

東京コーン紙・フォスター電機

放熱器のＯＳ・水谷電機・

日トラ電子・ＭＩＳＡＫＩ・東京パーツ工業

協和シール工業・ミツバ

サンハヤト

三和サインワークス

ドンブーLED（韓国）・日亜化学・スタンレー他

山洋電気・オリエンタルモーター他

日本 AVC・坂東電線・住友電工・

◆機工部品 ：ヒロセ・オムロン・マックエイト・廣杉計器・サトーパーツ・コパル・ＳＭＫ・ＮＫＫ・ＪＡＥ・ＪＳＴ他

◆国内半導体 ：ローム・ラピスセミコン・東芝・

◆海外半導体 ：マイクロチップテクノロジー・

アッセンブル・加工・組立その他
ワイヤレス給電・非接触給電装置

組電池製作

プリント基板設計・製作

基板 Assy・製品組立

ハーネス・ケーブル加工

板金加工・精密板金加工

樹脂成型加工

                               

正規販売代理店

は CLOVER

アッセンブル業務をお請けしております。

電子部品取扱いメーカー

クローバーディスプレー

ゼトラ・マイハイ・ウインスター

ジャパンディスプレー

自社製品）

コンフォタブル（台湾）

・パナソニック・東芝・三菱

吾妻製作所（国内生産）

東信工業・ニチコン・日本ケミコン・エルナー他

ユニファイブ・タムラ製作所他

コーセル・イーター電機工業・TDK

東京コーン紙・フォスター電機

放熱器のＯＳ・水谷電機・LSI クーラー他

日トラ電子・ＭＩＳＡＫＩ・東京パーツ工業

協和シール工業・ミツバ

三和サインワークス

（韓国）・日亜化学・スタンレー他

山洋電気・オリエンタルモーター他

・坂東電線・住友電工・

：ヒロセ・オムロン・マックエイト・廣杉計器・サトーパーツ・コパル・ＳＭＫ・ＮＫＫ・ＪＡＥ・ＪＳＴ他

：ローム・ラピスセミコン・東芝・

：マイクロチップテクノロジー・

アッセンブル・加工・組立その他
ワイヤレス給電・非接触給電装置

プリント基板設計・製作

・製品組立

ハーネス・ケーブル加工

板金加工・精密板金加工

                               

正規販売代理店 森川工業について

JAPAN㈱の販売窓口業務と各種電子部品の販売及び

アッセンブル業務をお請けしております。

電子部品取扱いメーカー

東信工業・ニチコン・日本ケミコン・エルナー他

TDK ラムダ他

クーラー他

日トラ電子・ＭＩＳＡＫＩ・東京パーツ工業

（韓国）・日亜化学・スタンレー他

山洋電気・オリエンタルモーター他

・坂東電線・住友電工・KHD 他

：ヒロセ・オムロン・マックエイト・廣杉計器・サトーパーツ・コパル・ＳＭＫ・ＮＫＫ・ＪＡＥ・ＪＳＴ他

：ローム・ラピスセミコン・東芝・

：マイクロチップテクノロジー・Atmel

アッセンブル・加工・組立その他
ワイヤレス給電・非接触給電装置

                               

森川工業について

㈱の販売窓口業務と各種電子部品の販売及び

アッセンブル業務をお請けしております。

カテゴリー

液晶

液晶

液晶

液晶

液晶

電池 BOX

電池 BOX

電池 BOX

電池

電池

太陽電池

プラグ・ジャック

コンデンサ

電源・AC

電源・AC

スピーカー

ヒートシンク

トランス・コイル

ゴム製品

基板・薬剤

LED

LED

ファン・モーター

電線・ケーブル

：ヒロセ・オムロン・マックエイト・廣杉計器・サトーパーツ・コパル・ＳＭＫ・ＮＫＫ・ＪＡＥ・ＪＳＴ他

NEC・ルネサス・ＪＲＣ・三菱・富士電機・パナソニック・サンケン他

Atmel・NXP・ＳＴ・

マスデンテック社製ワイヤレス給電装置の販売・特注受電用アンテナ製作

各電池サイズ組電池製作・シュリンクパック加工

回路設計・パターン設計・プリント基板試作

BGA・ＳＭＤ・

リード線加工・ケーブル加工・圧接加工・圧着加工・束線加工

タレパン・レザー加工・溶接・バネ製作・特注電池接点製作

3D モックアップ・金型製作・プラスチック成型・射出成型・

E-mail

                               

森川工業について

㈱の販売窓口業務と各種電子部品の販売及び

カテゴリー

液晶

液晶

液晶

液晶

液晶

BOX・ケース

BOX・ケース

BOX・ケース

電池

電池

太陽電池

プラグ・ジャック

コンデンサ

AC アダプター

AC アダプター

スピーカー

ヒートシンク

トランス・コイル

ゴム製品

基板・薬剤

LED

LED

ファン・モーター

電線・ケーブル

：ヒロセ・オムロン・マックエイト・廣杉計器・サトーパーツ・コパル・ＳＭＫ・ＮＫＫ・ＪＡＥ・ＪＳＴ他

・ルネサス・ＪＲＣ・三菱・富士電機・パナソニック・サンケン他

・ＳＴ・TI・NS・ON・ＬＴ・

マスデンテック社製ワイヤレス給電装置の販売・特注受電用アンテナ製作

各電池サイズ組電池製作・シュリンクパック加工

回路設計・パターン設計・プリント基板試作

・ＳＭＤ・DIP・手差し実装・完成品組み立て

リード線加工・ケーブル加工・圧接加工・圧着加工・束線加工

タレパン・レザー加工・溶接・バネ製作・特注電池接点製作

モックアップ・金型製作・プラスチック成型・射出成型・

森川工業

mail：info@morikawakk.co.jp

                               

㈱の販売窓口業務と各種電子部品の販売及び

少ロットカスタム液晶・

小型 TFT 液晶・タッチパネル付液晶・有機

超低消費電力反射型

産業用 TFT 液晶・長期サポート

液晶コントローラ

各種電池ケース・特注電池ケース・各種電池接点

ケース加工・防水防塵ケース・電池ケース・アルミケース

各種電池ケース・スナップ

ニッケル水素組電池・ニカド組電池・コイン電池

エネループ（ニッケル水素）組電池・標準電池

少ロットカスタム製作・制御部特注対応・各種標準品

DC ジャック・DC

電気二重層コンデンサ・各種コンデンサ

汎用アダプター・医療用アダプター・カスタム電源

AC/DC・DC/DC

標準スピーカー・マイクロスピーカー

放熱器・放熱板・特注放熱板

特注トランス・高耐圧パルストランス・チョークコイル

Ｏリング・パッキン・ゴム足・ゴムシート加工

ユニーバーサル基板・変換基板・エアゾール・化学薬品

ドットマトリックス表示・空満表示・屋外

LED 素子・LED

ファンモーター・ＵＰＳ・モーター各種

防水ケーブルグランド・平形コード・キャブタイヤコード各種

：ヒロセ・オムロン・マックエイト・廣杉計器・サトーパーツ・コパル・ＳＭＫ・ＮＫＫ・ＪＡＥ・ＪＳＴ他

・ルネサス・ＪＲＣ・三菱・富士電機・パナソニック・サンケン他

・ＬＴ・Altera・ＡＤ・

製 品
マスデンテック社製ワイヤレス給電装置の販売・特注受電用アンテナ製作

各電池サイズ組電池製作・シュリンクパック加工

回路設計・パターン設計・プリント基板試作

・手差し実装・完成品組み立て

リード線加工・ケーブル加工・圧接加工・圧着加工・束線加工

タレパン・レザー加工・溶接・バネ製作・特注電池接点製作

モックアップ・金型製作・プラスチック成型・射出成型・

森川工業 ㈱ 東京支店

info@morikawakk.co.jp

㈱の販売窓口業務と各種電子部品の販売及び

製 品

少ロットカスタム液晶・VA 液晶・キャラクター表示・

液晶・タッチパネル付液晶・有機

超低消費電力反射型 TFT 液晶・屋外仕様

液晶・長期サポート

液晶コントローラ IC・液晶開発用キット・タッチパネル

各種電池ケース・特注電池ケース・各種電池接点

ケース加工・防水防塵ケース・電池ケース・アルミケース

各種電池ケース・スナップ

水素組電池・ニカド組電池・コイン電池

エネループ（ニッケル水素）組電池・標準電池

少ロットカスタム製作・制御部特注対応・各種標準品

DC プラグ・ミニ

電気二重層コンデンサ・各種コンデンサ

汎用アダプター・医療用アダプター・カスタム電源

DC/DC スイッチング電源

標準スピーカー・マイクロスピーカー

放熱器・放熱板・特注放熱板

特注トランス・高耐圧パルストランス・チョークコイル

Ｏリング・パッキン・ゴム足・ゴムシート加工

ユニーバーサル基板・変換基板・エアゾール・化学薬品

ドットマトリックス表示・空満表示・屋外

LED モジュール

ファンモーター・ＵＰＳ・モーター各種

防水ケーブルグランド・平形コード・キャブタイヤコード各種

：ヒロセ・オムロン・マックエイト・廣杉計器・サトーパーツ・コパル・ＳＭＫ・ＮＫＫ・ＪＡＥ・ＪＳＴ他

・ルネサス・ＪＲＣ・三菱・富士電機・パナソニック・サンケン他

・ＡＤ・ISSI 他

品 ・ 特 徴
マスデンテック社製ワイヤレス給電装置の販売・特注受電用アンテナ製作

各電池サイズ組電池製作・シュリンクパック加工

回路設計・パターン設計・プリント基板試作/量産・PIC

・手差し実装・完成品組み立て

リード線加工・ケーブル加工・圧接加工・圧着加工・束線加工

タレパン・レザー加工・溶接・バネ製作・特注電池接点製作

モックアップ・金型製作・プラスチック成型・射出成型・

東京支店 〒110-

TEL：03-3831

info@morikawakk.co.jp  URL：

㈱の販売窓口業務と各種電子部品の販売及び

品 ・ 特 徴

液晶・キャラクター表示・

液晶・タッチパネル付液晶・有機

液晶・屋外仕様

液晶・長期サポート

・液晶開発用キット・タッチパネル

各種電池ケース・特注電池ケース・各種電池接点

ケース加工・防水防塵ケース・電池ケース・アルミケース

水素組電池・ニカド組電池・コイン電池

エネループ（ニッケル水素）組電池・標準電池

少ロットカスタム製作・制御部特注対応・各種標準品

プラグ・ミニ DIN・特注プラグ

電気二重層コンデンサ・各種コンデンサ

汎用アダプター・医療用アダプター・カスタム電源

スイッチング電源

標準スピーカー・マイクロスピーカー

放熱器・放熱板・特注放熱板

特注トランス・高耐圧パルストランス・チョークコイル

Ｏリング・パッキン・ゴム足・ゴムシート加工

ユニーバーサル基板・変換基板・エアゾール・化学薬品

ドットマトリックス表示・空満表示・屋外 LED

ファンモーター・ＵＰＳ・モーター各種

防水ケーブルグランド・平形コード・キャブタイヤコード各種

：ヒロセ・オムロン・マックエイト・廣杉計器・サトーパーツ・コパル・ＳＭＫ・ＮＫＫ・ＪＡＥ・ＪＳＴ他

・ルネサス・ＪＲＣ・三菱・富士電機・パナソニック・サンケン他

徴
マスデンテック社製ワイヤレス給電装置の販売・特注受電用アンテナ製作

PIC マイコン設計

リード線加工・ケーブル加工・圧接加工・圧着加工・束線加工

タレパン・レザー加工・溶接・バネ製作・特注電池接点製作

モックアップ・金型製作・プラスチック成型・射出成型・2 色成形（ダブルモールド）

-0005 東京都台東区上野

3831-8498  

：http://www.morikawakk.co.jp

創立：昭和３８年４月２０日

液晶・キャラクター表示・7seg 表示

液晶・タッチパネル付液晶・有機 EL

液晶・屋外仕様

・液晶開発用キット・タッチパネル IC

各種電池ケース・特注電池ケース・各種電池接点

ケース加工・防水防塵ケース・電池ケース・アルミケース

水素組電池・ニカド組電池・コイン電池

エネループ（ニッケル水素）組電池・標準電池

少ロットカスタム製作・制御部特注対応・各種標準品

・特注プラグ

汎用アダプター・医療用アダプター・カスタム電源

特注トランス・高耐圧パルストランス・チョークコイル

Ｏリング・パッキン・ゴム足・ゴムシート加工

ユニーバーサル基板・変換基板・エアゾール・化学薬品

LED 表示器

防水ケーブルグランド・平形コード・キャブタイヤコード各種

マスデンテック社製ワイヤレス給電装置の販売・特注受電用アンテナ製作

色成形（ダブルモールド）

東京都台東区上野 3

  FAX：03-3835

http://www.morikawakk.co.jp

創立：昭和３８年４月２０日

表示

防水ケーブルグランド・平形コード・キャブタイヤコード各種

色成形（ダブルモールド）

3-15-8

3835-927

http://www.morikawakk.co.jp

創立：昭和３８年４月２０日



 
 

LOVERC APANJ
●本社＜クローバージャパン(株)＞

〒389-0104 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東32-3

ＴＥＬ 0267-42-7680 ＦＡＸ 0267-42-7681

H P: http://www.cloverjapan.com/ E-MAIL : info@cloverjapan.com

●Hong Kong Headquarter & Sales Office <クローバーディスプレイ社香港本社>

1st Floor, Efficiency House, 35 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 2341 3238 Fax: (852) 2357 4237

HP: http://www.cloverdisplay.com

●China Factory for Overseas Market: <クローバーディスプレイ社順徳工場>

Address: Bl22 Longshou Industrial Area, Longjiang, Shunde, Foshan, Guangdong, China

Tel: (86) 757 2336 9387 Fax: (86) 757 2336 9389

HP: http://www.cloverdisplay.com

Clover Display Limited

●国内販売総代理店

森川工業株式会社 東京支店
〒110-0005 東京都台東区上野3 - 1 5 - 8

ＴＥＬ　03 - 3 831 - 8 4 98  　ＦＡＸ　03 - 3 835 - 9 2 75

HP :  h t t p : / /www .mo r i k awa k k . c o . j p /　E -MA I L : i n f o@mo r i k awa k k . c o . j p

深圳事務所

順徳工場

香港本社


