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当社が1966年から板金加工に従事している。それ以来、お客

様のどんな需要も満たす。当社のお客様は小さい会社も大き

い会社もある。製品の品質と組織化は絶えず改善している。

当社はサレ・マラジノ（ブレシア）にある4,000平方メートル

の建造物に位置し、住所は「ヴィア・ジャルディノ・３」と

いうことである。全体の面積は9,000平方メートルである. 
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CAM 有限会社の生産は特別な部門に分かれている： 

a) コンピューター数値制御機器で加工された鋼鉄、ステ

ンレス、アルミニウム、ブラスまたは銅の板金の部門

。この部門にはパッキングを混合し分配しているプラ

ントがある（IP65保護等級）。エポキシ・パウダー塗

装の自動プラントもある。 

b) 電子工学と電話のために金属構造を生産している部門

。 

c) 実験室、医者事務所、ジム、事務所などために家具を

生産している部門。 

 

d)  当社の技術事務所は上記の部門を調整し、顧客の求め

にまさしく応じることができる。最先端の精密機械を

使う品質管理課もある。 
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問題を解決するし、顧客の求めに応じるためにも、当社には3D・デザイ

ン・ソフトウェアを使うデザイン・スタジオがある。 

次の機器が使われている： 

- １つの自動ウエアハウス付きの4000ワットAMADAレーザー・プラ

ント 

- １つの自動ウエアハウス付きAMADAファイバー・レーザー・カッ

ター  

- ２つの自動積み降ろし付きのAMADA鑽孔機 

- １つの板金在庫の自動ウエアハウス 

- １３つのAMADA-LVD-SCHIAVIベンディング・プレス （１つは

全体自動） 

- ２つのせん断機 

- ６つのスポット溶接機 

- ５つの溶接ワークスペース 

- ２つのTIG溶接ワークスペース  

- １つの KAWASAKI 溶接ロボット 

- １つのステンレスをサテン加工する機 

- ２つの針金とパイプのための自動カッター 

- ２つの圧延機 

- １つのエポキシ・パウダー塗装の自動プラント 

- １つの手動塗装室 (サイズ: 4m x 2m x 2,50m) 

- ２つの パウダー塗装、またはステンレスの

パネルに使われているパッキングを混合し

分配しているプラント（IP65保護等級） 

- １つの２種成分の接

着剤を使うガラス接

着のライン  
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レーザー切断 

 この機器は切断パラメータ

ー、レーザーの波の力と形、

アシスト・ガスの種類と圧

力、ノゾルから素材までの距

離の自動制御がある。この自

動制御は対話的オンライン・

グラフィック・インターフェ

ースを使っている。その上、

機器は次の特徴もある。波の

力と形が道具の実際のスピードでインターロックされている。レン

ズ種類の自動確認。焦点の自動制御のためにレンズにエンジンがつ

いている。アシスト・ガスは比例バルブからコントロールされてい

る。 

溶接ロボット 

KAWASAKI溶接ロボット・セルは２つのワークステーションがあ

る。こんな構造により、ロボットが第二のステーションで溶接して

いる間に作業者が第一

のステーションでピー

スを積み降ろしでき

る。ステーションは両

方とも、仕事台のへり

にある圧縮空気供給の

ための一方的なロータ

リー・ジョイントが備

えてある。こういうシ

ステムは空圧制御付きの自動設備を供給するためのことである
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ベンディング・プレス 

この新しいベンディング・プレスは本当に革新的な特徴がある。こ

んな特徴は当社に製品をもっ

と早く、それからもっとよく

産出させる。 

大切な新特徴と言えば、自動

工具交替(機器の所要時間を減

少させ、小さく普通サイズの

ロット生産の能率を最大化す

るため)、加工ための内部工具

ウェアハウス（工具交替時間

を最小化するため）、最先端の水圧と電子のサーボ機構制御、LVD 

Easy-Formレーザー特許証、最近のプログラミング・コンピュータ

ー数値制御付きの19インチ・モニターがある。 

 パウダー塗装  

塗装はプラントでカテナリー・システ

ムによりされている。  

ピースの最大サイズ:  

- 高さは2200ミリ 

- 長さは800ミリ 

- 幅は 800ミリ 

プラントは与圧塗装室（サイズ 高さは

2550ミリ、幅は2200ミリ、長さは4850ミ

リ）もある。ここの中に、大きく重いピー

スを入れるためのオーブンがある。 
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ステンレスまたはパウダー塗装 （どんなＲＡＬでも）の電

気機械ボックスを生産している。特別な色でも、ステンレス

でものファクトリーオートメーションための盤も生産してい

る。顧客の要望により、ボックスも盤も図またはサンプルに

基づいている。 

レーザー切断 

次は、当社のレーザー・プラントで切った製品の絵 
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特注扇形 

特注板 

シルクスクリーン印刷した

特注プレート 

特注プレート 

彫金した特注プレート 
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特注オイルパン 

お客様の求めに詳しく応じるように、CAM は特徴のある特注

生産を作らせる。   
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ワイヤーハーネスだけでなく10

インチ・ラック・ウォール・キャ

ビネット。10つの特有の付属品

で入手可能：フロント棚板、1HE 

ブランク・パネル, 1HE アイレッ

ト付きのパネル、1HE ケーブル

・マネージメント・パネル, 二ま

たコンセントの給電ボード、  

 

19インチ・ラック電気通信の部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP 55保護等級を保つ引き込み

ケーブル・キャビネット 

 

RJ 45 KEYSTON ８つのポジション・パネル, 1HE ブラシ・パネル, 

1HE ALCATELパネル 、８つのポジションのSC/ST 1HE 光ファイバ

ー・ドロア。  
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今日は勧めている様々な答え

は、当社の高い品質水準と能

力に信じたお客さんのおかげ

である。 

 

19インチ・ラック・ウォール・キャビネットは小さく平均の装置に

打ってつけで、ハーネス期間を最適化するために計画されている。

標準のウォール・ボック の主な特徴はこの次である： 

- 取り外し可能な横と

後部 

- 後ろへ下げるのがで

きる二つのラック 

- ルーフと底からの調

整可能な入り口付きのケー

ブル流れ 

- 接地キット 

- 換気シャフトのため

の整備 

- RAL7035標準の塗装

（IP20保護等級）   

 

 当社は開けられる後部キッ

トのあるウォール・ボック

スも作っている。先のはと

違い、このウォール・ボッ

クスはケーブル・ハーネス

の後部にもっと間単に届か

せる。その上、ブランク扉

でも入手可能である。   

  

  

La grande varietà di 

realizzazione che vi 

proponiamo oggi è resa 

possibile grazie ai clienti che 

hanno creduto nelle nostre 

capacitò e nei nostri elevati 

standard qualitativi 

La grande varietà di 

realizzazione che vi 

proponiamo oggi è resa 

possibile grazie ai clienti che 

hanno creduto nelle nostre 

capacitò e nei nostri elevati 

standard qualitativi 
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スタンダード、ダイナミック、ニュー・ジェネレーション・

サーバー型のキャビネットのための規格と特注の設備 

   

Posteriore doppia anta vetro Posteriore doppia anta vetro 

ワイヤー・ダクト 

ブランク扉 

ダブル・ブランク扉 

穴のある扉 

ダブル穴のある扉 

ガラス扉 

ダブル・ガラス扉 
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後部のダブル・ガラス扉 

後部のガラス扉 

穴のある後部のダブル扉 

穴のある後部の扉 

後部のダブル・ブランク扉 

穴のあり取り外し可能な後部のパ

取り外し可能なブランク後部 

取り外可能なブランク横 

穴のあり取り外し可能な横 

蝶番付きのブランク横 
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CAMのどんな製品のようにも、19インチ・ラック・フロア・キャビ

ネットはあらゆるの要求を満たすことができる。いつも基本的な特

徴を守っている：良いコスト効率。 

次は規格型である。特別のキャビネットが必要だったら、ご要求

（色、サイズ、構造）を満たすのでご連絡ください。  

ラック・フロア・キャビネットは次の特徴がある： 

- ドリリング・ピッチ25ミリ付き

の厚さ1.5ミリの板金で作った

脇柱 

- 暑さが調整できる二つの脇柱 

- 追加の脇柱のペアが整備してい

る 

- 取り外し可能な横と後部 

- 前部の扉：ブランクまたはガラ

ス（スモーク・ガラス） 

- 上下閉めるシステム付きのリク

トラク

タブ

ル・ロック －ルーフと底

からの調整可能な入り口付

きのケーブル流れ 

- 接地キット 

- 換シャフト 

- RAL7035標準の塗

装（他の色はリクエストに

応じ）   
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換気シャフト付きのケー

ブル・マネージメント・

パネル 

ケーブル・マネージメント・パネル 

 

ブラシ・パネル  

 

取り外しであり拡張可能な棚板 

 

鍵を開けられる3HE 固定ドロア 

 

19インチ・ラックの部品 
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1HE から 6HEまでのブラ

ンク・パネル 

 

1HE から 4HEまでの支え設備  

 

150 、 250 、 350 、 400 ミリのフ

ロント・ビンディング棚板 

六またコンセントの給電ボ

ード 

 

DINボード・ホルダーの 調整可

能な19インチ・ラックの支え  
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交換可能なフロント・

パネル付きの光ファイ

バー・ドロア 

 

固定したフロント・パネル付

きの光ファイバー・ドロア 

1HE/2HE光ファイバ

ー・ドロア 

 

DINボードに付けられる

小光ファイバー・ドロア 

2つ、3つ、4つの羽の換

気ドロア 
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トーテム・コンソールはどんなタッ

チ・スクリーン・ステーションにも

適当である。例えば、インターネッ

ト接続ステーションや、空港情報部

など。 

構造はIP44保護等級であり、取り外

し可能な後部のパネルがあり、規格

の整備もある。整備は次の部品で構

成されている： 

- 換気の穴 

- ヒューズ・ソケットの穴 

- LAN ソケットの穴 

CAMの隔製品のように、これも特注改変と特別の

色を通しカスタマイズできる。  

パソコン・キャビネット 

CAM はお客さんに新しいパ

ソコン・キャビネットを差し

上げます。キーボード・ホル

ダーからの新しくもっと使い

やすいマウス・ホルダーの棚

板にある横の出力以上、上部

と下部の仕切りの中に必要に

応じ棚板を並べることができ

る。横に勧められた古典的

CAM s.r.l.製品の整理が表現

してある。 
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. 電気機械的キャビネット 

機能性と低い価格のおかげ、自動化部門にも電力供給部門に

も打ってつけのものである。このキャビネットはIP55保護等

級があり、個別に使われるために設計されている。端の部品

はいちいちパッキングがある。 センジマー種の亜鉛版（厚

さは20-25/10）で作れた内部の平板もある。 
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工業の構造 
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ステンレス・キャビネット 

当社はステンレスで完全的に作ったキャビネットも生産している。 

 

 

特注穴のステンレス・キャ

ビネット 

 

 

 

 

ボタンとサインための穴のワイ

ヤ・ハーネス・キャビネット 

 

 

 

防塵フィルター付きのボン

ベ・ホルダー・ステンレ

ス・キャビネット 
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電子ボックス 

亜鉛鋼鉄版でのケーブル・ハーネス・パネル付きのボックス 
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モジュール・ボックス 

モジュールのフレームのボックスはブランク扉またはガラス

扉付きに入手可能である。それぞれのボックスはそれぞれの

モジュールためのDINボードがある。   

 

 

 

 

 

 

 

防音したキャビン  
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研究所の家具 

 

220ボルト供給ボー

ド付きのワークスペ

ース。構造は二つの

脇柱で硬く保たれて

おり、この脇柱に棚

が（高さは30ミ

リ）取り付けられて

いる。二つ以上のユ

ニット・ワークスペ

ースを依頼できる。 
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工場の家具  

 

輪とベンチの下の棚を

備え付けた木のテーブ

ル付きのワークベンチ 

 

 

工具ホルダー・キャビネット 

縦に置ける工具の支えがある垂

直な引き出しで構成された工具

ホルダー・キャビネット。この

工具の支えは非常に使いやすい

ばかりでなく、完全にも別々に

も使える。 

ベンディング・プレスのための鋳型ホ

ルダー・キャビネット 

ベンディング・プレスのための鋳型ホ

ルダー・キャビネットは工具ホルダー

引き出し、54つの亜鉛鋼鉄鋳型ホルダ

ー、調整可能なゴム・フィート、鍵が

掛かる扉などがある。 
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シャッター付きのポンチ・ホルダー・

キャビネットは鋼鉄ポンチのための

（厚さは15/10）７つの棚板まで入れら

れる。キャビネットのサイズは能率を

落とさなく、できるだけ塞いだ場所を

小さくするように設計されている。 

 

設備 

棚板の５種類があり、特徴なサイズにより分類されている。規格の構成は

次である：  

- Aステーション: ２つの棚板 (収容能力は３４つの鋳型と１０２つの原型) 

- Bステーション: ２つの棚板 （収容能力は２２つの鋳型と６６つの原型) 

- Cステーション: １つの棚板 (収容能力は６つの鋳型と１２つの原型) 

- Dステーション: １つの棚板 (収容能力は５つの鋳型と１０つの原型) 

- Eステーション: １つの棚板 (収容能力は４つの鋳型と８つの原型) 
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ケータリングの部門 

台所ためのステンレス・テーブル 

 

 

                                                         

レストランなどで

どんなサービスで

もするために作ら

れたステンレス・

カート 
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ホームセクター 

あるデザイナーにより計画されたウォール・コート・ラック 
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都市の部門 

4つから6つまでの場所の自転車ステーション 

 

 

 

 

 

モダンなデザインのベンチ 

  



 29 

 

 

 

    特注植木箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の植木鉢  
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特注ハウス・フェンス  

 

特注ハウス・フェン

ス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特注鉄柵 
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一般規定。 

これらの利用規約、各句の当事者間の協議·交渉の主題、当事者が署名供給

するためにおよび/または任意のフレームワーク契約に売主に受け入れら

れ、個々の順に含まれる特殊な条件によって放棄しない限り、売主に注文し

たすべての電源を管理するそしておそらくその一般的な購入の条件、注文、

またはその他の商業文書に購入者によって指定された矛盾する条項に優先し

ます。本契約への変更は、書面でのみ締結したと契約当事者によって署名さ

れなければならない。 

契約の当事者。 

Venderesseのための材料の会社の供給者が同じ材料の請求書を発行するも

の、供給されることを意味します。バイヤーのために、問題の物質に関連す

る請求書のホルダーを意味します。 

有効性とオファーの取消不能の期間の期間。 

それ以外の場合は申し出に規定がない限り、価格と提供に含まれる特別な条

件は、オファー自体「先行販売」に指定された日から30日の期間のために

有効です。 

注文。 

順序は財政自然のあらゆる施設を含む、技術的、管理上の両方、そのすべて

の部分で定義され、すべての必要な情報を完全にする必要があります。そう

でないために、指定されない限り、順序自体は取消不能です。 

受入（以下「注文確認」）。 

購入者は、注文の招待で、売主に指定された価格と条件にコミットのまま。

彼は契約を完璧にしたい場合は受注以下の売主は、、、受け入れを経由して

注文確認を送信してもよい。 

売主はお断り、または部分的にしか注文確認後に購入者が提案したオーダー

の可能な変形を受け入れるように、独自の裁量で、権利を留保します。売主

はすでに材料を調製するための手順を実施している場合は、購入者によって
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確認され決定の取消しの場合は、購入者は、既に販売者に注文した部品や消

耗品の全額を支払う必要がある。 

契約は、繰延を指定します。 

契約は商品の指定された量を提供する売主の約束は、定められた期間内に製

品の詳細を指定するには、購入者の義務にマッチして、延期を指定します。 

バイヤーなしでその時間の後、ゲーム全体を指定している、 

損傷が生じた場合を除き売主は、全体の契約を終了することができます 

それに苦しんだ。 

配信の条件。 

売主の注文確認から生じる注文のタイミングとは常に示すと解釈し、合法的

に販売者を拘束するものではないされなければならない。そのため、上記の

条件の単なる指標を考慮して、売主は、直接または間接的に遅延性能や製品

の後期または非送達によって生じた損害の責任を負いません。売主は、配信

条件を合意された購入者の遵守を確保するために必要なあらゆる措置をとる

ことが取り組んでいます。配達の遅れは販売者によって制御することができ

ないの場合には、売主は、とるべき適切な措置について合意するためには、

できるだけ早く買主に通知しなければならない。いずれの場合において、送

達時間は、商品の発送の準備ができている購入者に連絡して、いずれの場合

にも、出荷の問題を観察している。それ以来、売主は、地面に品物を請求す

ることが合意された支払いを開始することができます。 

収量及び商品の出荷の規約。 

別段の合意がない限り、商品が配達用語FCAに従って供給されている「売主

の倉庫またはあらかじめ通知他の場所。 "それ以外の場合は当事者間で合意

された他のどのようなこの式は、ICCのインコタームズ2000に準拠するもの

とします。 

公差。 

顧客/クライアントは、関連する図面を設けることなく、部品の設計を必要

とし、および/または正確で詳細な、CAMを提供するために失敗した場合

LTD生産された財のいずれかの「不完全性」の責任を負いません開催される 

支払い 
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買主は売主のみが発行した請求書の全額支払いで材料の所有権を取得します

が、配達の際に売主に帰さない理由のために損失のリスクを含む材料自体に

内在するすべてのリスクを想定します。 

政令なし。09/10/02、Nによって提供される商品や売主のすべてのサービス

が支払われなければならない。 231それぞれの支払遅延のために買い手が条

件で、および記事の定める範囲内でデフォルト利息を支払うことになりま

す。政令。10/09/02、nの4、5。 231、ならびに当該分野の規定に従って回

復のコスト。令の6は、いない限りは、別段の合意。 

故障または不正な支払いおよびしかし支払の遅延がさらに物資の支払条件を

変更するために、供給の実行とどのような場合にサスペンドする売主の権利

う - 故障の重要性の観点から - 解決するために右の損害賠償しない限り、登

録されたA / Rまたはファックスによる相対的な通信の供給関係届くまで。

所有権留保 

à購入者は、破産手続の対象となる場合であっても価値があるだろう。 

保証 

売主は、商品はUNI-ENの技術基準に適合し保証します。 

保証期間 

保証期間は、引渡しの日から12ヶ月間有効であり、法律で定められた方法

と条件で買付者による苦情の対象となる。 

性能保証 

製品の供給が注文確認および/またはDDTで指定された要件と条件を満たす

売り手ワラント 

いずれにしても、販売者は、製品が購入者または誰でもそれに提出され、ア

プリケーションと操作のため、当社は一切の責任を負いません、また、特定

の目的のために製品の品質と適合性、商品性のいかなる保証を前提としてい

ます。 

バイヤーによって進めでも技術仕様および/または保証請求は考慮されませ

ん。注文確認に記載されているものに対応していない商品の一切のクレーム

は交換する権利を含むすべての他の権利の没収の対象商品の受領の8日以内

に書面でなされなければならない。クレームは、タイムリーで、よく、売り
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手の技術的な設立の受け入れ後に、売主の義務は商品を戻した後、元の条項

の配達の同じ場所に注文確認に対応しない認識財の交換に制限されている場

合交換する。 

すぐに係争中の材料の加工または使用を中断しない場合は、購入者は、特許

請求の範囲及びそのため、商品の交換を受ける権利を失う。苦情は彼らが争

われ、商品の請求書の支払いを停止する権利はありません。 

契約の終了 

売主はまた、有価証券の抗議の有無だけでなく、司法手続の警告の、さえ超

法規的買主が負担し、通常、倒産の開始を認識しなくなった場合、任意の料

金なしで契約を解除する権利を有する。 

規制情報 

特にこの「売却の一般的な条件」によって規制されていないが記事1470と

民法の以下に支配売却に関する規則を適用します。 

準拠法および管轄裁判所 

紛争契約の解釈、適用、パフォーマンス、違反および/またはこれらの「販

売条件」に起因する、あるいはイタリアの法律によって支配され、寄付され

ますそれに関連する 

ブレシアの裁判所の専属管轄権に。この規定は次のようになります 

接合の場合にも適用される。 

 


