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TEAM DE-STA-CO
ﾁｰﾑDE-STA-COは世界の至る所で顧客に一貫した差異のないｻｰﾋﾞｽと
製品の提供に努めております。このｺﾐｯﾄﾒﾝﾄを元に弊社は広範な知識
ﾍﾞｰｽに基づき、貴社のﾕﾆｰｸな用例に特定する解決を常に提供致しま
す。革新的なｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾌﾟﾛｰﾁが産業に比類のない技術知識を供します。
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DE-STA-COは世界中の顧客に生産性向上を提供する活気ある企業でご
ざいます。弊社は革新的で様々な用例向けの部材ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ機器ﾒｰｶｰで
あり、顧客の要求とｽﾑｰｽﾞな生産系向けに一貫した最先端の機器に向
け迅速、且つ正確な焦点を定めています。
DE-STA-COは技術革新性、ﾃﾞｻﾞｲﾝ、生産も含め、加工物固定や自動化
に必要なｸﾗﾝﾌﾟ、ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ、搬送、位置決めやﾛﾎﾞｯﾄﾂｰﾙの世界的先進ﾒｰ
ｶｰでございす。
弊社の成長は全世界に渡る資源を元に、顧客の求められる多様なｻｲｽﾞ
や特殊性に一つ一つ対応する事をもって為し得ました。
DE-STA-COは産業製品に世界的影響を与えるﾒｰｶｰ、Dover 
Corporationの関連企業でありますが、Dover Corporationの目標は顧
客と株主の利益の為に全市場で首位になる事でございます。

WHO IS DE-STA-CO?
MILESTONES
1915
William H. Roberts founds Detroit
Stamping Company, providing contract
stamping to the rapidly growing
automotive industry

1936
Detroit Stamping Company invents and
patents the world’s first toggle clamp

1954
Detroit Stamping Company begins
international expansion

1958
Detroit Stamping Company opens 
first office in Germany

1962
Dover Corporation acquires Detroit
Stamping Company and changes its
name to DE-STA-CO

1983
DE-STA-CO expands to the Asian 
market by opening a manufacturing 
facility in Thailand

1996
DE-STA-CO acquires Robohand, 
the first step towards providing
complete automation solutions

1997
DE-STA-CO acquires EOA Systems, 
an innovative maker of robotic
accessories

1998
DE-STA-CO acquires CCMOP, 
a French company and leading 
manufacturer of robotic peripherals

1999
DE-STA-CO acquires EMA, a Brazilian 
company and South America’s leading 
manufacturer of manual clamps

2001
DE-STA-CO acquires CPI Products, 
a Plymouth, Michigan-based
manufacturer of end-effector systems

2004
DE-STA-CO expands its global presence
with new facilities in Shanghai, China

2007
Established new state-of-the-art
headquarters in Auburn Hills, Michigan

2007
DE-STA-CO acquires IMC, including
CAMCO and FERGUSON brands

2007
Established manufacturing facility 
in Pune, India

2008
Central Research Laboratories (CRL)
joins Team DE-STA-CO
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A GLOBAL PRESENCE

WWW.DESTACO.COM
弊社のｳｪﾌﾞｻｲﾄは世界中の顧客に同一
の技術資源ｾﾝﾀｰを提供致します。
ﾕｰｻﾞｰは多様な製品情報、ﾃﾞｰﾀｼｰﾄや
CAD 情報の検索が可能です。

弊社ｳｪﾌﾞｻｲﾄの機能:

• 地域営業担当者と代理店の
検索

• ｻｲｼﾞﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱ
• ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽの検索
• 用例に関する専門的助言
• ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ情報
• 関連書類のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

広範なCAD使用性
DE-STA-COはAutoCAD から
SolidWorksに至る様々なCADﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
に対応致します。弊社の革新的な
ｵﾝﾗｲﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾀﾛｸﾞは3D CADﾗｲﾌﾞﾗﾘｰを
併設し、技術者が弊社の多様な製品系
から個々の3Dﾓﾃﾞﾙを引き出すことが出
来ます。 

Brazil

Spain

Netherlands

UK

France

India

Thailand

China

Charlevoix, MI USA

Auburn Hills, MI USA
Germany

Red Wing, MN USA

Wheeling, IL USA

最良の製品。比類のないｻｰﾋﾞｽ。世界中何処でも。
全世界に渡る支援網によりDE-STA-COは何れにおいても十分なｻｰﾋﾞｽを承ります。
貴社の拠点が地域限定であっても、全世界に展開されておられても、弊社の高度
なｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽと技術支援を得る事が出来ます。
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SOLUTIONS FOR EVERY APPLICATION

今日の生産系の試練は過去に比べ遥かに過酷です。
貴社の用例に関連し、DE-STA-COは貴社に必要な加工材
固定や自動化の策を提供致します。

弊社製品は広範な産業、及び生産系向けの最上の選択です。



水平式ｸﾗﾝﾌﾟ

ｽﾄﾚｰﾄﾗｲﾝ式ｸﾗﾝﾌﾟ 可変ｽﾄﾛｰｸｸﾗﾝﾌﾟ

ﾗｯﾁｸﾗﾝﾌﾟﾌﾟﾗｲﾔｰｸﾗﾝﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ製ｸﾗﾝﾌﾟ CARVER
ｸﾗﾝﾌﾟ

DE-STA-CO®

ﾄｸﾞﾙﾛｯｸﾌﾟﾗｽ

油圧式/空圧式
ｽｲﾝｸﾞｸﾗﾝﾌﾟ

内封式
ﾊﾟﾜｰｸﾗﾝﾌﾟ

空圧式ﾋﾟﾝｸﾗﾝﾌﾟ

空圧ﾊﾟﾜｰｼﾘﾝﾀﾞｰ 軽量型ﾊﾟﾜｰｸﾗﾝﾌﾟ ﾐﾆﾊﾟﾜｰｸﾗﾝﾌﾟ

加工材固定
1936年に開発した最初のﾄｸﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ
以来、DE-STA-COは加工物固定具
に関する先進企業でございます。

• DE-STA-CO は手動、油圧式、及び空圧式製品
の何れも提供致します。

• 頑丈で信頼得るｴﾝﾄﾞｲﾌｪｸﾀｰは搬送時の加工物や素材
を安全に保持します。

• 多様な加工物固定具があらゆる部材、小さく壊れや
すい部材から長く重い部材に至るまで対応します。

• 特殊な用例向けに特別製作品も提供致します。

• 全てのDE-STA-CO加工材固定具はﾁｰﾑDE-STA-CO
の完全な支援を得られます。

空圧式ﾄｸﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ

垂直式ｸﾗﾝﾌﾟ

電動式ｸﾗﾝﾌﾟ 引込式ﾋﾟﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ

C O M P R

ｶﾑ式金属板ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 高温用ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

w w w . d e s t a c o . c o m



ﾍﾞｰｽｽﾗｲﾄﾞ ﾘﾆｱｽﾗｽﾀｰ

ﾛｰﾀﾘｰｱｸﾁｭｴｰﾀｰ

ﾐﾆｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

精密型
平行ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

電動型
平行ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

ﾛﾝｸﾞｽﾄﾛｰｸ平行ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭﾃｨ
平行ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

三つ口型
平行ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

直角ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 高温用
角型ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

単部材掴み

高柔軟
平行ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

ﾚｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽﾗｲﾄﾞ ｶﾞﾝﾄﾘｰｽﾗｲﾄﾞ

軽量型
平行ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

ﾛﾎﾞｯﾄ用自動ﾂｰﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰ

食品用ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

E H E N S I V

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

We can



自動化用機器
DE-STA-COは 極めて多様な製品群を揃え、自動化に対応致します。

• いろいろな補器類により貴社の用例にも特別に対応致します。

•多様な製品群にはﾓｰｼｮﾝ制御機器、ﾛﾎﾞｯﾄ関連機器、ｺﾝﾍﾞﾔｰや他の自動化機
器がございます。

• 全てのDE-STA-COﾌﾞﾗﾝﾄﾞ製品はﾁｰﾑDE-STA-COの全世界的な支援を得られます。

• DE-STA-COの傾斜装置の柔軟性は貴社の生産性を最大化します。

EcoCup™ 
世界初の電気式
ﾊﾞｷｭｰﾑｶｯﾌﾟ

ｸｲｯｸ脱着式
手動ﾂｰﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰ

軽量型ﾂｰﾘﾝｸﾞ
Accelerate™

Geometric式 ｴﾝﾄﾞｲﾌｪｸﾀｰ
SpiderGrip™

ARV - 自動解除ﾍﾞﾝﾁｭﾘ式
ﾊﾞｷｭｰﾑ発生器/ｶｯﾌﾟﾏｳﾝﾄ

ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾄﾞﾗｲﾌﾞ Med-Redi
ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾄﾞﾗｲﾌﾞ

ﾊﾟﾗﾚﾙｲﾝﾃﾞｯｸｽﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞｸﾗｯﾁ DX ｻｰﾎﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ
ｱｸﾁｭｴｰﾀｰ

ﾓｼﾞｭﾗｰ式ｴﾝﾄﾞｲﾌｪｸﾀｰ
Bodybuilder™

ﾘﾆｱﾊﾟｰﾂﾎﾙﾀﾞｰ

V E  S O L U

真空製品

handle i t

標準、及びｺﾝﾊﾟｸﾄ
丸管型ﾂｰﾙｼｽﾃﾑ



ｲｰｼﾞｰｱｸｾｽｲﾝﾃﾞｯｸｽ

DIRECTCONNECT™ の取付にはｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾌﾟﾚｰﾄを
必要としません。他のDIRECTCONNECT™製品と
ﾓｼﾞｭｰﾙ接続出来ます。

ﾓｼﾞｭﾗｰｼｽﾃﾑ
DIRECTCONNECT™ 

積降ﾓｼﾞｭｰﾙ

ｵﾌｾｯﾄ駆動ｺﾝﾍﾞﾔｰ直動型ｺﾝﾍﾞﾔｰﾓｼﾞｭﾗｰ型ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｺﾝﾍﾞﾔｰﾍﾞﾙﾄ駆動ﾊﾞｷｭｰﾑｺﾝﾍﾞﾔｰ

急作業用ﾎﾟｰﾄ ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ 遠隔ﾏﾆｭﾋﾟｭﾚｰﾀｰ滅菌流体搬送ﾎﾟｰﾄ

ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭﾃｨｲﾝﾃﾞｯｸｽﾄﾞﾗｲﾌﾞ 精密ﾘﾝｸｺﾝﾍﾞﾔｰ

w w w . d e s t a c o . c o m

U T I O N S

Rite-ﾘﾝｸｺﾝﾍﾞﾔｰ

CENTRAL RESEARCH LABORATORIES



ｶｽﾀﾏｲｽﾞ
特別製品
貴社用例の独自性に対し、また、時として生産の最

大効率を達成する為に標準品よりも多く用いられます。 

その様な機会には、DE-STA-COの特別ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

部門の技術者が既存製品の改良、若しくは全く新たな

製品製作により要求に対応すべく作業を行います。

最良の解決

特別製品番号

専門的支援

8個直列配置ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ、
各ｸﾞﾘｯﾊﾟｰのｾﾝﾀｰﾗｲﾝの
厳格な直線化

特殊ｶﾑ

ｺﾝﾍﾞﾔｰや接続機駆動
用の多軸ｵｼﾚｰﾀｰ

航空機部材生産用高温
空圧ｸﾗﾝﾌﾟ

取付板用ﾌﾟﾗｲﾔｰ
ｸﾗﾝﾌﾟ改良型

無電解ﾆｯｹﾙﾒｯｷ処理ﾗｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ

リム取扱用ﾛﾝｸﾞｽﾄﾛｰｸ、
高把持力ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

手動ﾊﾝﾄﾞﾙ付空圧ｸﾗﾝﾌﾟ

ｶｰﾎﾞﾝﾌｧｲﾊﾞｰ製ｴﾝﾄﾞｲﾌｪｸﾀｰ 袋梱包製品のﾊﾟﾚｯﾄ
積載用ｴﾝﾄﾞｲﾌｪｸﾀｰ
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積降用ﾛﾝｸﾞｽﾄﾛｰｸ、非同
調型背合わせ式ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ



3D CADﾓﾃﾞﾙ
• 視覚CADﾌｫｰﾏｯﾄ提供可

用例紹介ｼｰﾄ
• 全情報が規定書類に記載

E-図面
• 3D ﾓﾃﾞﾙﾌｫｰﾏｯﾄ

内蔵ﾋﾞｭｰｱｰ付 

• ｽﾞｰﾑ、回転と左右
分解立体図

正式見積ｼｽﾃﾑ
• 価格、出荷・納期情報

使用部品材質
• 補修用ｷｯﾄ番号提示

ｶﾀﾛｸﾞﾃﾞｰﾀｼｰﾄ
• 貴装置向け特定ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ

2D 外径寸法図面

• 2D 外径図
• 貴装置の全外径

立体分解図
• 小部品番号表示

DE-STA-COの特徴ある 
DIRECTCONNECT™ ｼｽﾃﾑは
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾌﾟﾚｰﾄを必要とせず、
容易で効率的なﾓｼﾞｭﾗｰ式自動
化接続を提供致します。標準
化取付ﾊﾟﾀｰﾝにより
DIRECTCONNECT™ は貴社の

自動化の要求に合う柔軟な機
器を提供致します。

AN INDUSTRY FIRST
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ﾓｼﾞｭｰﾙ式自動化用機器
特徴 •• 利点！

    設計が容易 •• ｼｽﾃﾑ設計期間の減少と単純化

DIRECTCONNECT™ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ •• 信頼性と精度の向上

容易な発注 •• 完了した設計により単純なｽﾃｯﾌﾟ

内容十分なﾃﾞｼﾞﾀﾙ化書類 •• 検索容易

優れた顧客支援 •• 中途で投出す事なく、技術者が即時回答に
　　　　　　　　　向け個々に対応します

構成に限定なし •• 電動型、空圧型製品の組合せは限りない
　　　　　　　　　ﾓｰｼｮﾝを提供しますl

　　　  正確な納期 •• 貴計画の遅延なし

            専門家と作業 •• 無償！貴ﾁｰﾑの専任ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄとして使用可



日々、DE-STA-COは顧客に加工材固定具と自動化用機器、及びｻｰﾋﾞｽの提供に努め、これ
らが経費節減や最少の廃棄物、工程遅延の排除に繋がっています。世界的な供給ﾒｰｶｰと
して顧客の求められるあらゆる機器とｻｲｽﾞに関し、積極的な策をもたらす十分な経験が
ございます。DE-STA-COを貴社のﾊﾟｰﾄﾅｰとしてお考え頂けますならば、指先で資源の世
界を取出せます。

ﾓｼﾞｭﾗｰ式自動化
弊社の連携した製品が自動化に極めて柔軟な対応を致します。 DE-STA-COを
通じ、貴社は貴社の工程における機材や要求に合致する特別に製作された機器を受け
取る事が出来ます。

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
真の解決策の提供は機器の標準設定よりさらに多くを求めます。DE-STA-CO
は顧客にｵﾝﾗｲﾝ、実現場や特定のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを含む多様なｵﾌﾟｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
の機会を準備しています。 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｳｪﾌﾞ資源
顧客とのより密接な直接面談を元に、弊社は接続が豊富でﾕｰｻﾞｰに応じた素
材をｳｪﾌﾞｻｲﾄ www.destaco.comから提供致します。DE-STA-CO ｳｪﾌﾞｻｲﾄは希望
される豊富な製品情報を含み、即時に顧客の支援を行い得る使用性を持って
います。

3D CADと形態
ﾒｰｶｰの極めて広範な蓄積への応用性を確実にするため、DE-STA-COは多様な
CADﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑCatiaからUnigraphicsまでに対処しています。全てのCADﾌｫｰﾏｯﾄは
www.destaco.comにあるｵﾝﾗｲﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾀﾛｸﾞを含む多ﾁｬﾝﾈﾙを通じ接続できま
す。このｳｪﾌﾞ上の3D CADﾗｲﾌﾞﾗﾘｰは技術者にDE-STA-COの加工材固定具と
自動化機器の広範な配列から個別の3Dﾓﾃﾞﾙ を提供します。この使用性良好
なｼｽﾃﾑはDE-STA-COの宣言の一つであり、貴社が必要とされる時にはいつ
でも正確なCAD情報を提供致します。

ROBOSIZER™ ｻｲｼﾞﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱ
弊社ｳｪﾌﾞ掲載のRobosizerｻｲｼﾞﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱはﾕｰｻﾞｰに用例のﾊﾟﾗﾒｰﾀに適合する
自動化用機器のｻｲｼﾞﾝｸﾞを提供致します。Robosizerｿﾌﾄｳｪｱに網羅された製品
ｶﾃｺﾞﾘはｸﾞﾘｯﾊﾟｰ、回転機、ｽﾗｲﾄﾞ、ｽﾗｽﾀｰ、ﾘﾌﾄﾃｰﾌﾞﾙ、荷重ﾘﾐｯﾀｰ、取付
ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整器、 ﾂｰﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰ、積載/積降、及び単部材掴み器を含みます。

顧客ｻﾎﾟｰﾄ
DE-STA-COは顧客にﾌｧｯｸｽ、e-ﾒｰﾙや電話でｻﾎﾟｰﾄ致します。弊社の専門ｽﾀｯﾌが
貴社のご質問の全てを承り、誠実に対応致します。

技術ｻﾎﾟｰﾄ
DE-STA-COの顧客は弊社の熟練技術者の支援を得られます。弊社技術者は貴
社のｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝにあって最良の解決策を見出し、且つ実行すべく 直接貴社と
共に作業致します。
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加工材固定
• 極めて広範な加工材固定用製品
• 十分な堅牢性と信頼性
• 多様な用例に柔軟な対応
• 特別な要求に対する機器製作

自動化
• 幅広く設計された自動化機器
• ﾓｼﾞｭﾗｰ化の為の補器多数
• 高度な精度、信頼性と性能
•世界を網羅する営業、ｻｰﾋﾞｽと技術支援展開

NORTH AMERICA
DE-STA-CO Headquarters
Auburn Hills, Michigan
Tel: 1.248.836.6700
Toll Free: 1.888.DESTACO
Marketing: marketing@destaco.com
Customer Service: customerservice@destaco.com

Charlevoix, Michigan
Tel: 1.888.DESTACO
Customer Service: customerservice@destaco.com

Wheeling, Illinois
Tel: 1.800.645.5207
Customer Service: camco@destaco.com

Red Wing, Minnesota (Central Research Laboratories)
Tel: 651.385.2142
Customer Service: sales@centres.com

SOUTH AMERICA
Brazil
Tel: 0800-124070
Customer Service: samerica@destaco.com

ASIA
Thailand
Tel: +66-2-326-0812
Customer Service: info@destaco.com

China
Tel: +86-21-6081-2888
Customer Service: china@destaco.com

India
Tel: +91-80-41123421-426
Customer Service: india@destaco.com

EUROPE
Germany
Tel: +49-6171-705-0
Customer Service: europe@destaco.com

France
Tel: +33-1-3996-5000
Customer Service: france@destaco.com

UK
Tel: +44-1902-797980
Customer Service: uk@destaco.com

Spain
Tel: +34-936361680
Customer Service: spain@destaco.com

Netherlands
Tel: +31-297285332
Customer Service: benelux@destaco.com

GLOBAL LOCATIONS

代理店 

本社  〒107-0052 
東京都港区赤坂１丁目7番１9号（キャピタル赤坂ﾋﾞﾙ 7F） 

TEL:(03）3584-4251（代） 
E-mail:jccsales@jcct.co.jp

 FAX:（03）3585-9603 
 URL: https://www.jcct.co.jp 

大阪営業所  〒541-0046 
大阪市中央区平野町２丁目２番８号（イシモトビル7F） 
TEL:(06）6231-0054(代)   FAX:(06)6227-0205 
名古屋営業所 〒461-0005 
名古屋市東区東桜１丁目9番3号（ヒシタ会館7F）
TEL：052-953-5200　FAX：052-953-5201 




