
上海泽厘精密机电科技有限公司
上海澤厘精密機電科技有限会社



上海泽厘精密机电科技有限公司前身为成立于2003年的上海泽力精密模具有限公司，现位于上海市松江区泖亭路566

号。

我们是精密塑料模具、精密冲压模具、精密塑料注塑件的专业生产厂家。

我们从事的模具开发及注塑产品范围涉及：塑料齿轮箱及精密传动结构、连接器接插件、汽车零配件，医疗器械、小

家电、数码3C产品、电动工具等。

公司拥有干净整洁的厂房，一流的MAKINO,+GF等模具加工设备，国际知名的FANUC，ARBURG电动高速注塑机，

同时还有先进的检测仪器。泽厘的生产团队是一批经验丰富、技术熟练的技师和高学历高素质的专业设计师。公司在

管理方面运用ERP系统进行从设计到生产的全程监控， 在完善、科学的质量及管理体系下，我们保证了客户对于产品

高品质、低成本、短交期等等一系列的要求。

公司产品在国内市场具有相当知名度，并且远销欧美、日本、新加坡等国家和地区、获得客户“品质高，价格优” 的

一致好评！

序言 Preface



上海澤厘精密機電科技有限会社の前身は2003年に設立された「上海澤力精密金型有限会社」でした。交通便利な上

海市松江区泖亭路566号にあり。現在は11000㎡の生産現場及び先進的な自動化加工ラインを持ってます。

同社は精密プラスチック金型、精密プレス金型、精密プラスチック成型品の製造にこだわる専門メーカーです。

私たちは従事している金型開発及び射出成型品はプラスチック歯車箱及び精密伝動ギア、コネタク用金型、自動車

部品、医療機器、小型家電、デジタル3c製品、電動工具などに関連している。

当社は清潔な生産現場、一流のMAKINO、+GF等金型加工設備、国際的に知られているFANUC，ARBURGの電動成

型機及び先進的な測定設備を持ってます。

澤厘社の生産チームは経験が豊富で技術熟練しているエンジニアと高学歴高素質なデザイナーである。

当社ではERPシステムを採用し設計から量産立ち上げまでの全工程を監視している、完備、科学的な品質及び管理

体制において高品質、低コスト、短納期等お客様からのニーズに満足できます。

弊社の製品は国内市場でかなり有名で、欧米、日本、シンガポール等広範囲にわたる販売されてます、お客様から

「高品質、低価格」という好評を得ました。

序言じょげん
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我们的团队
私たちのチーム
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泽厘的主要管理人员 主な管理者

施晓浩, 代表取締役社長
Xiaohao Shi

负责公司战略发展，商务交流，工厂管理。
企業の戦略な発展、ビジネスコミュニケーション、全
局的な企業管理者である。

公司股东 取締役会員：
周春浩、施晓浩, 潘明山

丁弘辰,テクノロジー・マネージャー

在泽厘工作已11年。负责项目管理、项目工程师工作分配，
工具设计管理等。
会社にもう11年間働いて、プロジェクト管理、プロジェク
トエンジニアの仕事の割り当て、ツールデザイナーの管理
等を担当する。

唐满成, プロジェクトエンジニア

在泽厘工作已10年。负责模流分析，项目管理等。
会社にもう10年間働いて、プロジェクト金型フロー分析、プ
ロジェクト管理等を担当する。

唐双成,金型・マネージャー

在泽厘工作已12年。负责模具车间管理、模具生产、产品流程提
升等。
会社にもう12年間働いて、金型生産現場管理、金型生産、製品
の製造工程改善等を担当する。

韩小燕, 品質管理

在泽厘工作已11年。负责质量部管理、审核测量方法、质量部
工作协助。
会社にもう11年間働いて、品質部門管理、測定方法の審査、
品質部門の仕事協力を担当する。



泽厘的生产团队 生産チーム

技术部 技術部

模具部 金型部

注塑部 インジェクション部

品控部 品質部

点击播放视频



泽厘的成长
澤厘の成長
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2003.8月 Aug.,2003
会社設立.

2010.4月 Apr.,2010
成立注塑工厂，向客户提供精密注塑件。

成型工場を設立し、取引先に精密成型製品を提
供開始。

2017.9月 Sep. 2017
工厂为扩大产能，搬迁到松江泖亭路566号，厂
房面积增加到11000平米。

生産能力を拡充するため、工場を松江区泖亭路
566号に移転し、面積を11000平方メートルに
増やした。

泽厘大事记 大事件

2014.4月 Apr.,2014
通过瑞士SGS公司审核，取得ISO/TS 16949:2009

证书。

スイスSGS会社の審査によって、 ISO/TS 
16949:2009認証書を取得。

2012.1月 Jan.,2012
通过瑞士SGS公司审核，取得 ISO9001:2008证书
スイスSGS会社の審査によって、 ISO9001:2008 
認証書を取得。



泽厘的销售业绩 販売実績

2003年

2008年

2010年

2015年

2016年

2017年

2018年

20万

500万

1300万

4300万

6500万

8000万

RMB8800万
(JPY142,000,000）



泽厘的工厂掠影 生産現場



泽厘的工厂平面图 工場平面図



泽厘的产品介绍
製品情報
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精密模具 精密金型
特点:  小型精密

特徴：小型、精密

成型機のトン数: 30T-220T

寿命:  不低于100万模次

寿命：100万ショート回以上

应用领域:   汽车,消费电子,医疗等

用途分野: 自動車、消費電子、医療機器等

客户群:   中国市场--65%

出口日本—20%                 

出口欧美---15%

取引先： 中国--65%

日本－-20%

欧米--15%



精密双色模具 精密ダブルカラー成型金型

汽车安全带卡扣外壳
自動車安全ベルトバックルシェル

模具腔数: 4+4穴

金型取数 ：4+4キャビティ

材料: 1射PA50GF+2射PP

原料：ファーストショットPA50GF + セカンドショット PP

注塑机: 180吨双色注塑机

成型機：180T.ダブルカラー

生产周期: 38S

サイクルタイム: 38S



内螺纹模具 タップ付固定タイプ金型
内螺纹制品模具

ネジ金型

难点:  开模同步产品脱模

キーポイント：型開き同時に離型

技术价值:  

1,不使用传统油缸结构,模具做的更小

2, 生产周期快,经济价值高

技術価値：：

1, 伝統的なシリンダーは要らなくても型は小さ

く出来上がる。

2，生産サイクルの短縮によって、経済的に価値

の向上を図れます。

应用领域:   内螺纹,蜗杆,光学镜头底座

用途分野：内部スレッド、ウォーム、レンズホ

ルダー付きの部品



精密齿轮模具 精密ギヤ金型

特点:   精度高、产品噪音低

特徴: 高精度、低ノイズ

常用材料: POM、PPA、PA+玻纤、PPS、PEEK

使用材料: POM、PPA、PA+グラスファイバー 、PPS、

PEEK

齿轮达到级别：国标6级、日企JIS 1级

ギア精度レベル：国際6級、日系JIS 1級

应用领域:  汽车、安防监控、消费电子、办公设备、无人

飞机、机器人等。

用途分野：自動車、カメラ、消費電子、事務設備、ド

ローン、ロボット等



精密齿轮箱 精密ギヤケース

借助于近20年的精密齿轮模具开发经验,我

们在塑料齿轮上积累了丰富的经验.

泽厘的精密塑料齿轮已广泛应用于:汽车,无

人飞机,医疗设备,安防监控等领域。

精密歯車金型開発で20年間近くの経験を持って、

弊社はプラスチック製のギアで豊富な経験を蓄

積している。

澤厘 の精密プラスチックギヤは自動車、ドロー

ン、医療設備、PA66+玻纤，PBT，PET，ABS，

PMMA，PVC

およびその他の分野で広く使用されています。



精密连接器（多用于汽车、机器人）
自動車・ロボット用精密コネクタ

防水连接器 WPC

特点:  设计复杂、薄壁、嵌件注塑、精密度要求高

特徴：設計複雑、肉薄、インサート成型、精密度高。

常用材料: PA66+玻纤、PBT、LCP、PA、 PPE、PET

使用材料： PA66+GF、 PBT、LCP、PA、 PPE、PET

应用领域:  汽车、消费电子、无人飞机、机器人等。

用途分野：自動車、消費電子、ドローン、ロボット等、



精密传感器类模具 精密コネクタ金型

特点:  嵌件注塑，精密度要求高

特徴：インサート成型、精密度高い。

常用材料: PA66+玻纤，PBT，PET，ABS，PMMA，

PVC

使用材料：PA66＋GF，PBT，PET，ABS，PMMA，

PVC

应用领域:  汽车、安防监控、消费电子、办公设备、无人

飞机、机器人等。

用途分野：自動車、安全監督、消費電子、事務設備、

ドローン、ロボット等。



汽车用注塑制品 自動車用成型製品

汽车部件 自動車部品

1. 安全带相关

2. 汽车传感器

3. EPB自动驻车相关

4. 车灯自动转向相关

5. 齿轮箱部件(雨刮,后视镜)

6. 汽车座椅相关

1.安全ベルト関連製品

2.自動車センサー

3.EPB自動車パーク関連製品

4.自動ヘッドライトステアリングシ

ステム関連製品。

5. ギヤホイールボックス（ワイパー

バックミラーに適用）

6.自動車シート関連製品



电子消费类注塑制品 電子消費関連成型製品

せい

应用领域：安防系统、显微镜、照相机、办公电器、无
人机、小家电、机器人等。

用途分野:セキュリティ監視システム、顕微鏡、カメラ
、事務電器、ドローン、小型電器、ロボット等。



医疗及消费用塑料制品 医療及び消費用プラスチック製品



泽厘的服务
サービス
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设计精密模具 精密金型設計

工程团队确认DFM报告
DFMレポートの確認

由项目主管主导，前期与客户做详细DFM报告确认，并

全程跟踪项目进度，经评审，设计，加工，组装，试模，

修模，最终提交客户验收。

プロジェクトの責任者が主導して、初期の段階で取引

先と詳細なDFM報告をして確認し、そして全行程でプ

ロジェクトの進捗状況を追跡し、審査、設計、加工、

組立、試作、型改造を経て、最終的に取引先の検収に

提出します。

模具流程分析报告
金型プロセス分析レポート

设计前期的模流分析会确认胶口位置，收缩变形，排气等可

能出现的问题。

設計初期の型フロー解析により、ゲート位置、収縮変形、

排気等の問題点が確認できます。

图纸公差管控
図面公差制御

工厂严格按照项目及工程图纸引导整个模具的生产制造流程，在设计图纸一

开始就制定了高要求。

工場は最初図面設計段階でも高く要件を設定し、厳密にプロジェクト及び

工程図面に従って金型の全体製造プロセスを監督します。



ERP管理模具料号
ERPで部品型番を制御

ERP管理 ERPシステム管理

ERP监控模具生产进度
ERPで金型の生産進度状況を監督

模具质量管控系统
金型品質管理システム

ERP管理システム



精密模具加工设备 精密金型加工設備

沙迪克线切割

⚫ 定位精度—0.001

⚫ 加工精度—0.003

⚫ 最细铜线—0.100

Sodickワイヤカット

⚫ 測位精度—0.001

⚫ 作業精度—0.003

⚫ 最小線-直径ー0.100

牧野放电机
⚫ 定位精度—0.001

⚫ 加工精度—0.005

⚫ 最小使用电极—直径0.08

牧野放電加工機
⚫ 測位精度—0.001

⚫ 作業精度—0.005

⚫ 最小電極 —直径 0.08

阿奇夏米尔线切割

⚫ 定位精度—0.001

⚫ 加工精度—0.001

⚫ 最细铜线—0.05

AGIEワイヤカット

⚫ 測位制度—0.001

⚫ 作業精度—0.001

⚫ 最小線-直径ー0.05

牧野加工中心
⚫ 转速—20000

⚫ 最小使用刀具—直径0.3

⚫ 定位精度—0.001

⚫ 加工精度—0.005

牧野マシニングセンター
⚫ 回転速度—20000

⚫ 最小使用ツール—D0.3

⚫ 測位精度 —0.001

⚫ 作業精度—0.005

牧野加工中心
⚫ 转速—32000

⚫ 最小使用刀具—直径0.3

⚫ 定位精度—0.001

⚫ 加工精度—0.003

牧野マシニングセンター
⚫ 回転速度—32000

⚫ 最小使用ツール—D0.3

⚫ 測位精度—0.001

⚫ 作業精度—0.003



精密模具设备清单 精密金型設備リスト

设备
Equipment

品牌
Bander

型号
Model

精度
Accuracy

数量
QTY

合计数量
Total

车床 旋盤 SHENG YANG CA6136 0.02 1 1

铣床
フライス盤

QUICK JET QJM-QB-VA 0.02 1

4
QUICK JET KB-A8-VS 0.02 1

TOPONE 5VK 0.02 1

TOPONE TOM 3HG 0.02 1

磨床
研削盤

JOENLIH 618 0.001 5

9KENT 618 0.002 3

KENT KCS-84AHD 0.01 1

加工中心
マシニングセンター

GF MIKRON HSM500 0.005 1

8

MAKINO S33 0.005 1

MAKINO F3 0.005 2

MAKINO V33I 0.003 2

FANUC ROBBDRILL D14MIA 0.01 2

火花机
放電加工機

MAKINO EDGE2 0.005 2

9MAKINO EDGE3 0.005 6

NEUAR M-30 0.005 1

线切割
ワイヤカット

AGIE Charmilles CUT 2000S 0.001 1

3SODICK AQ360 0.003 1

SODICK AG400 0.003 1



检测设备 検出設備

三丰投影仪

精度—0.002

Mitutoyo投影機
精度—0.002

大阪齿轮啮合仪

大阪歯面啮合試験機

NIKON工显

精度—0.001

NIKON顕微鏡

精度—0.001

NIKON影像三次元

Z轴高精度同轴激光测量

精度—0.001

NIKON ビデオ三次元

測定システム

精度—0.001

ZEISS三坐标
型号：CONTURA G2
测量范围700*700*600
精度：1.5+L/333

ZEISS三次元測定器
型番：CONTURA G2

測定範囲:700*700*600

精度：1.5+L/333

一键测量仪
精度—0.002

ワンボダン測定器
精度—0.002

ZEISS METROTOM CT 扫描
ZEISS METROTOM CT スキャ
ナー
• 规则几何元素及自由曲面的测量
• 規則幾何要素及び曲面の測量
• 名义值与实际几何比对及三维色差可视化报告
• 名義値と実際幾何比較及び三次元色差可視化

報告
• 完整的首件检验报告
• 完全的なファスト検査報告
• 缺陷检测及分析
• 欠陥検査及び分析
• 孔隙率及夹质分析
• 欠陥率及び材料構成分析
• 损伤及失效分析
• 損害及び効力を失う分析
• 安装夹查
• 取付検査
• 装配检查
• 組立検査

精密噪音分析仪

精密騒音分析機
日本RION NL-52



检测设备清单 検測設備リスト

品牌
Brand

型号
Model

精度
Accuracy

数量
QTY

三坐标CMM(ZEISS) CONTURA G2 0.001 1

ビデオ三次元CMM(NIKON) VMZ-R3020 0.001 1

顕微鏡Microscope(NIKON) MM-400/S 0.001 2

投影機Microscope(Mitutoty) MF 0.001 1

精密投影機
Precision Projector(Mitutoty)

PH-3500 0.002 2

齿轮啮合仪
ギヤ啮合試験機(OSAKA)

GTP-4LS 1

图像尺寸测量仪
画像測定器(keyence)

IM-DXW12N 0.002 1

微机控制电子万能试验机
微型制御電子試験機

EXCEED E43.104 10KN 1

ZEISS 工业CT
ZEISS METROTOM CT スキャナー

METROTOM 800 130KV 1

精密噪音分析仪
精密騒音分析機

RION NL-52 1



生产设备 生産設備

FANUC全电动注塑机 電動成型機

辅机-川田干燥机，
模温机

辅機-川田乾燥機、
温調機

辅机-有信全伺服机械
手

補機-有信取り出し機

ARBURG 立式注塑机

规格 120吨

ARBURG  縦型成型機

規格 120トン

AIDI   精密冲床
规格 80吨

AIDI 精密 プレス
規格 80トン

ARBURG全电动注塑机 電動成型機



生产设备清单 生産設備

设备
設備

品牌
ブランド

型号
番号

数量
QTY

合计数量
Total

卧式注塑成型机
横型成型機

ARBURG 150T 1

37

ARBURG 100T 1

FANUC 220T 1

FANUC 150T 2

FANUC 100T 11

FANUC 50T 10

FANUC 30T 9

立式注塑成型机
縦型成型機 ARBURG ALLROUNDER 1200T 100 1 1

冲床
プレス

AIDA NS1-800(S) 1 1



激光刻印机 レーザー刻印機

激光刻印机

可在金属，塑料制品等多种材料上刻印

レーザー刻印機

金属、プラスチック部品に適用。



泽厘部分服务的客户 主な取引先



感谢您的观看！
ご覧になって頂きありがとうございます。

金滢Vivian  Marking & Sales Manager
*********************************************************************************

TEL:13816943551

E-mail: vivian@zelimold.com

http://www.shzelitech.com/
*********************************************************************************

http://www.shzelitech.com/

