より高度な性能と確かな満足を提供しています。

機械加工周辺編

新斬

製造業の
新製品情報誌
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精密バイス

治具

特集

ヤマザキマザック

特集

森精機製作所

特集

森精機製作所

1

2

3

ワイヤカットバイス

汎用ツール

ドリル研磨機

ミーリングバイス

Various
Elegant
Reliable
Technical
EXtraction

特集

住友電気工業

特集

ミツトヨ

特集

光精工

6

厳しいチェックと万全の体制で
常に確かな品質管理を徹底。
一歩先をゆく技術を見つめ、
たゆまぬ研究開発に努力。

7

厳重な検査体制で、
一点一点確認し出荷。

特集

VERTEX MACHINERY WORKS CO.,LTD.

8

バーテックスは1 9 7 8 年に設 立された台 湾で最 大 の 工 作 機 械 周 辺 機 器メーカーです。
輸出先は日本だけにとどまらず、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニア、アジア各国など

ターニングセンタ

オークマ

5

世界60ヶ国のユーザーが
認めた確かな技術。

立形マシニングセンタ

特集

4

各部門が連携しスムーズで
フレキシブルな生産体制を確立。

新世代標準CNC旋盤

立形マシニングセンタ

超硬 油穴付きソリッドドリル

横形CNC三次元測定機

多軸ヘッドシリーズ
タック技研工業

高速スピンドルモータシリーズ

全世界60ヶ国にわたっており『 VERTEX 』というブランドは世界中に広く知られています。
バ ーテックス製 品 は全 て 出 荷 前に厳 格 な 検 査を受け、そ の 品 質を保 障して います 。

●資料請求番号: 193201

Products
New
Board
GC20100013 G Y

工作機械 シチズンマシナリー／滝澤鉄工所／アマダマシンツール
切削工具 サンドビック／住友電気工業／富士元工業／ニューストロング／三和製作所／カネテック
ツーリング 大昭和精機／サンドビック／エヌティーツール／田倉工具製作所／宮本製作所／ヤマザキ／
共立精機
治具
カネテック／ナベヤ／帝国チャック／パスカル／カワタテック／テック・ヤスダ／小林鉄工／
日本オートマチックマシン
測定
ミツトヨ／カネテック
その他
昭和電機／カネテック／ホータス

S

ヤマザキマザック株式会社

新世代世界標準CNC 旋盤

QUICK TURN SMART

PECIAL1

プログラム作成時間の大幅短縮を実現した

他社機に比べ1/4の時間でプログラム作成を完了すること
ができます。従って、多品種少量生産の現場ではその威力を
発揮します。

新世代標準 2 軸 CNC 旋盤

サンプルワーク

プログラム作成時間比較
『QUICK TURN SMART シリーズ』は、旋削加工に
的を絞り、シンプルでコンパクトにまとめたCNC旋盤

EIA NC装置搭載旋盤

で、機能を必要最小限に絞り込んで、本体価格を抑える

QUICK TURN SMART 200

ルトイン主軸をはじめ、刃物台のサーボモータ駆動、イ

QUICK TURN SMART 350

ンテリジェント機能の一つ｢インテリジェントサーマル

10

ツールデータ測定時間（4本）
2

5

3

1.5

対話式プログラミング

迅速なプログラム作成

「SMARTモード」を標準装備

日常言語による質問に従って、材料の

自動運転中にバックグラウンドで、プログラム作

お客様の使われるNCプログラムの

「材質」や各寸法を入力し、図面の形状

成から工具経路チェックまでできます。そのため、

種類にあわせて、必要な画面のみ表

採用しています。また、機内照明をLEDライトや、NC画

寸法を入力していくだけで加工プログ

オペレータがプログラマを兼任可能なため、専任

示させる画面モードを準備しました。

面をセンサーによって自動で点灯・消灯するなどの機能

ラムは完成します。交点座標の計算、

のプログラマ・CAM用PCのコストを削減可能で

EIAプログラムのみ使用の場合は、

を持たせ年間消費電力を従来機比22%削減しました。

工 具 旋 回 位 置 、最 適 切 削 条 件 、最 適

す。また、加工に必要な、チャック爪、テールストッ

36画面の内の19画面と表示画面

同機開発に併せて専用CNC装置｢マザトロールスマー

ツールパス、加工工程などは、素材に

ク、Zオフセット、チャックバリアのデータは、
「段

を厳選して選択メニューを簡単にし

合わせて自動決定されます。そのた

取り管理画面」にて一括管理しており、面倒な段

ました。そのため迷う事無く目的の

め、経験の浅いオペレータでも容易に

取り作業を容易にしています。

画面が選択でき、プログラム作成、編

シールド｣熱変位制御機能を搭載、NCテールストックを

ト｣も開発し、メニューキーを厳選し、プログラムを簡略
化でき、大幅なリードタイムの短縮になります。

加工プログラムを作成できます。

特集

1

プログラムチェック時間

26

QUICK TURN SMART 200

一方、各機能を高め生産性を向上しています。高性能ビ

2

プログラム作成時間

QUICK TURN SMART

高精度な回転精度が得られるビルトインモータと
のサブミクロン制御によりミクロン台の真円度、面粗度を実現。

（μm）粗さ曲線 （縦倍率：×50,000.00

使い易さ抜群のNCテールストックを採用
NCの段取り画面で押し付け
量を簡単に記憶でき、Mコー
ド指令で記憶した位置へ正確
に移動できます。また押し付
け 推 力 も 0 . 1 k N 単 位 でメ
ニューキーまたはMコード指
令によって簡単に設定できる
ので操作性が向上し容易な段
取りを実現します。又低推力
押付けモードを開発し、更に
使いやすくなりました。

横倍率：×100.00）

0.40
0.20
0.00
-0.20
-0.40
0
1μm
79 P-P=0.25μm

×1000

■素材材質
快削黄銅
JIS C3604

0.50

■主軸回転数
500min-1

1.00

■加工条件
送り量
0.03mm/rev

■加工条件
切込深さ
0.02mm

■工具
ダイヤモンドバイト
（ノーズR0.4mm）

生産環境の温度変化や主軸などからの発熱による機械
の熱変形を、機械内部に埋め込んだ温度測定センサに
より測定を行 い 予め環 境 試 験 室にて設 定をしたパラ
メータを書き換えることにより、制御的に加工物の寸法
のばらつきを補正し連続加工精度を安定させます。

インテリジェントメンテナンスサポート
各軸の総移動距離から消耗部品の交
換時期を画面表示します。次回点検作
業の目安となり機械保全作業の予定
を容易に組めますので良好な機械状
態の維持が容易に実現できます。

開発者の声

ヤマザキマザック株式会社
QTNexusプロダクト プロダクトマネージャー
中島 一史 氏
安価な機械が求められる昨今、
このSMARTシリーズは高
テールセンター型式

心間500U：
MT-No.5デッド方式

精度・高剛性ビルトインモータ、高速ノンリフト刃物台、
NCテールストック、環境・省エネ機能、インテリジェント・
サーマル・シールド(熱変位制御機能)など、ハイエンドの

1.50

注）上記の精度は室温22℃±1℃のもと、ヤマザキマザック指定の基礎を施工し、設置された機械によって得られた値です。

熱変位制御機能「インテリジェント サーマルシールド」標準装備

集を速やかに完了できます。

何時でもスマートな操作が可能

性能を装備しながら、仕様の最適化や機能の絞込みに
よってコストを下げ、マザックらしさをもった高性能でし
かも価格を抑えた機械に仕上げることができました。新

接近性に優れた主軸高さ

開発のCNC装置マザトロール・スマートには、対話や

QT-SMART 200の主軸高さ
は、フロア上面より1020mm
と低位置にあり、またチャック
中心への近寄りも390mmと
近く、ワーク着脱時に楽な姿勢
で作業でき、作業時の疲労を
最小にします。

EIA/ISO入力に応じて画面数を最適に絞ることができる
新機能「スマートモード」を搭載しています。対話のお客
様に限らずEIA/ISOを望まれるお客様にとっても十分に
使易さを発揮します。メーカ各社共に安い機械の開発に
取り組んでいますが、
このSMARTシリーズは従来の基本
性能を一切落とさず、生産性や使い勝手も向上させ、さ

周囲を見渡せる機械高さ
QT-SMART 200の機械高さは、
フロア上面より1700mm
（従来機-140mm）
と低く、作業者の視界を妨げません。

らには省エネにも配慮した商品であり、これらが他社と
異なる点です。自信を持ってお勧めできる商品です。

●資料請求番号：190301

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

S

株式会社森精機製作所

PECIAL2

立形マニシングセンタ

DuraVertical 635 eco

S

株式会社森精機製作所

PECIAL3

ターニングセンタ

DuraTurn 310 V3 eco

5

4

特集

特集

2

3

DuraTurn 310 V3 eco

DuraVertical 635 eco
●資料請求番号：170801
●資料請求番号：190401

●資料請求番号：190501

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

S

オークマ株式会社

PECIAL4

立形マニシングセンタ

GENOS M460-VE

6

特集

4

GENOS M460-VE
●資料請求番号：190701

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

住友電気工業株式会社

スーパーマルチドリルHGS型

スーパー
スーパーマルチドリルＨＧＳ型
マルチドリルＨＧＳ型
（鋼/ステンレス/鋳鉄
（鋼/ステンレス/鋳鉄
・
・
・
・
))

ママッッハハ

MACHシリーズ
MACHシリーズ
インライン対応
インライン対応
・
・
横形CNC三次元測定機
横形CNC三次元測定機

Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
Ｘコートが安定長寿命を実現
Ｘコートが安定長寿命を実現
！
！
Ｊフルートで抜群の切屑処理
Ｊフルートで抜群の切屑処理
！
！

1台で多品種ワークの測定が可能で、
1台で多品種ワークの測定が可能で、
高スルー
高スルー
プッ
プッ
ト
ト
・
・
耐環境性そして省スペース化を実現して
耐環境性そして省スペース化を実現して
います。
います。
従来のゲージ管理によるOK/NG判定
従来のゲージ管理によるOK/NG判定
ではなく数値データによる統計管理が可能とな
ではなく数値データによる統計管理が可能とな
り、
り、
測定の効率化及び自動化に貢献します。
測定の効率化及び自動化に貢献します。

3D/5D/8Dタイプ
3D/5D/8Dタイプ
在庫サイズ
在庫サイズ：
：
φ2.0㎜〜φ16.0㎜
φ2.0㎜〜φ16.0㎜

過酷な現場環境に対応した耐環境設計／
過酷な現場環境に対応した耐環境設計／
温度保証範囲の拡大による信頼性の高い計測をご提供
温度保証範囲の拡大による信頼性の高い計測をご提供

切りくず処理
切りくず処理
＊
GS型
GS型＊

従来品
従来品

S50C
（200HB）
（200HB）
被
被削
削材
材 S50C
MDW0800GS4
具
具 MDW0800GS4

工
工

コンパク
コンパク
トな切りくず
トな切りくず ＊同刃型
＊同刃型
・・
外部給油式の
外部給油式の
「GS型」
「GS型」
によるテス
によるテス
トト

2種の超多層膜を交互に積層した世界初の複合超多層膜コート
2種の超多層膜を交互に積層した世界初の複合超多層膜コート

膜の特長
膜の特長
TiAlCr系
TiAlCr系
超多層膜
超多層膜
TiSi系
TiSi系
超多層膜
超多層膜

駆動部を防塵カバー化、
駆動部を防塵カバー化、
制御装置、
制御装置、
ＰＣは一体形専用キャビン内に格納しています。
ＰＣは一体形専用キャビン内に格納しています。
案内方式を従来のエアベアリングからリニアガイ
案内方式を従来のエアベアリングからリニアガイ
ドを採用しています。
ドを採用しています。
5℃〜40℃の幅広い温度環境下での精度保証を実現しています。
5℃〜40℃の幅広い温度環境下での精度保証を実現しています。
駆動部防塵カバー
駆動部防塵カバー

高速駆動速度と駆動加速度による高スループッ
高速駆動速度と駆動加速度による高スループッ
トを実現
トを実現
最大駆動速度1212mm/s、
最大駆動速度1212mm/s、
最大加速度11882mm/s
最大加速度11882mm/s22の高速･高加速度を実現しています。
の高速･高加速度を実現しています。
従来機より約50%の測定効率向上(当社比)を実現しています。
従来機より約50%の測定効率向上(当社比)を実現しています。

膜高度と耐チッ
膜高度と耐チッ
ピング性を同時
ピング性を同時
に強化
に強化
！
！

DEXコート
DEXコート

50
50
40
40

TiSiN
TiSiN
TiAIN
TiAIN

30
30
TiCN
TiCN

20
20

TiN
TiN

加工ライン短縮に寄与すべく、
加工ライン短縮に寄与すべく、
制御装置とデータ処理用
制御装置とデータ処理用
PCを内蔵した一体形でコンパク
PCを内蔵した一体形でコンパク
トに設計しました。
トに設計しました。
レイアウ
レイアウ
ト変更時の移動も容易となります。
ト変更時の移動も容易となります。

例1.加工ラインへの組み込み例
例1.加工ラインへの組み込み例 例2.加工ラインへの組み込み例
例2.加工ラインへの組み込み例 単独設置
単独設置使用例
使用例

メンテナンス性の向上
メンテナンス性の向上

安定稼動
安定稼動
・
・
高い耐久性の実現
高い耐久性の実現

駆動部、
駆動部、
制御部ともにメンテナンス性が向上しています。
制御部ともにメンテナンス性が向上しています。

24時間稼動を前提とした設計により､
24時間稼動を前提とした設計により､
優れた耐久性を実現しています。
優れた耐久性を実現しています。

断面SEM写真
断面SEM写真
劣
劣

開発者の声
開発者の声

住友電工ハードメタル株式会社
住友電工ハードメタル株式会社
工具開発部
工具開発部 ラウンドツール開発グループ
ラウンドツール開発グループ
佐藤
佐藤 佳司
佳司氏
氏

PC一体形専用キャビン
PC一体形専用キャビン

コンパクト設計
コンパクト設計

複合超多層膜 DEXコート
世界初
世界初！
！複合超多層膜
DEXコート
膜構造
膜構造

9

耐チッピング性
耐チッピング性

優
優

開発者の声
開発者の声

本製品は汎用ドリルという事で、
本製品は汎用ドリルという事で、
多様な被削材質に対し、
多様な被削材質に対し、
安定した加工が要求されます。
安定した加工が要求されます。

インライン対応三次元測定機としてMACH-3A653は、
インライン対応三次元測定機としてMACH-3A653は、
｢より高い測定効率の追求｣をコンセプトに開発を行っ
｢より高い測定効率の追求｣をコンセプトに開発を行っ

切れ味を重視すれば、
切れ味を重視すれば、
強度が落ちるというように、
強度が落ちるというように、
片方を優先すると片方が悪くなるケースがある中で、
片方を優先すると片方が悪くなるケースがある中で、

てまいりました。
てまいりました。
単に駆動速度，
単に駆動速度，
駆動加速度が高く、
駆動加速度が高く、
測定時の効率がよいだけではなく、
測定時の効率がよいだけではなく、
レイアウト変更やメ
レイアウト変更やメ

いかにバランスが取れた性能に仕上げるかがポイントでした。
いかにバランスが取れた性能に仕上げるかがポイントでした。

ンテナンス時における作業性も、
ンテナンス時における作業性も、
より容易にかつ安全に作業できることを加味し、
より容易にかつ安全に作業できることを加味し、
トータル面での測定効率
トータル面での測定効率

今回、
今回、
ＪフルートとDEXコートと２大技術の実現で、
ＪフルートとDEXコートと２大技術の実現で、
これまでに無い高次元で性能バランスを取れたドリ
これまでに無い高次元で性能バランスを取れたドリ

の向上を計りました。
の向上を計りました。
また、
また、
インライン対応機において、
インライン対応機において、
故障などの使用不能時間はとても大きな問題です。
故障などの使用不能時間はとても大きな問題です。

ルを完成できました。
ルを完成できました。
また、
また、
私にとっては開発担当として初めて世に送り出せた製品でもあり、
私にとっては開発担当として初めて世に送り出せた製品でもあり、
感慨深い一
感慨深い一
品になりました。
品になりました。
皆さんぜひご愛顧ください。
皆さんぜひご愛顧ください。

株式会社ミツ
株式会社ミツ
トヨ
トヨ
宇都宮事業所
宇都宮事業所商品設計部
商品設計部2課
2課
福田
福田 満
満氏
氏

製造ラインでのフル稼動を前提に、
製造ラインでのフル稼動を前提に、
部品個々の耐久性の見直しを行いました。
部品個々の耐久性の見直しを行いました。
その結果、
その結果、
高い信頼性をもっ
高い信頼性をもっ
た、
た、
永く安心してご使用いただける機械になったと自負しております。
永く安心してご使用いただける機械になったと自負しております。
今後ともお客様にご愛顧される商品を開発していきます。
今後ともお客様にご愛顧される商品を開発していきます。

●資料請求番号：170801
●資料請求番号：190801

●資料請求番号：190901

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com
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MACH-3A653

VVcc=80m/min
=80m/min
f=0.25mm/rev
f=0.25mm/rev
切削条件
切削条件
=24mm
HH=24mm
外部給油
外部給油
（水溶性）
（水溶性）

膜硬
硬度
度︵
︵G
GP
Pa
a︶
︶
膜

スーパーマルチドリル HGS型

切りくずポケッ
切りくずポケッ
ト
ト
が広く、
が広く、
中心部で
中心部で
生成された切りく
生成された切りく
ず
ずを
をス
スム
ムー
ース
スに
に
排出します。
排出します。

※※
「Jflute」
「Jflute」
は商標
は商標
登録済みです。
登録済みです。

●測定範囲
●測定範囲
：：
X軸
X軸605mm
605mmY軸
Y軸505mm
505mmZ軸
Z軸285mm
285mm ●最小表示量
●最小表示量
：：
0.0001mm
0.0001mm
●案内方式
●案内方式
：：
各軸リニアガイ
各軸リニアガイ
ドド ●測定速度
●測定速度
：：
1〜30mm/s
1〜30mm/s ●移動速度(3軸合成)
●移動速度(3軸合成)
：：
1212mm/s
1212mm/s
22 ●測長方式
●加速度(3軸合成)
●加速度(3軸合成)
：：
11882mm/s
11882mm/s
●測長方式
：：
リニアエンコーダ
リニアエンコーダ ●最大ワーク質量
●最大ワーク質量
：：
200kg
200kg
●測定精度(TP7M使用時)
●測定精度(TP7M使用時)
：：
MPE
MPE
EE 19℃〜21℃
19℃〜21℃ (2.5+3.5L/1000)μm
(2.5+3.5L/1000)μm 5℃〜35℃
5℃〜35℃(3.5+5.7L/1000)μm
(3.5+5.7L/1000)μm
15℃〜25℃
15℃〜25℃ (2.8+4.2L/1000)μm
(2.8+4.2L/1000)μm 40℃
40℃
(3.9+6.5L/1000)μm
(3.9+6.5L/1000)μm
10℃〜30℃
10℃〜30℃ (3.2+5.0L/1000)μm
(3.2+5.0L/1000)μm

特集

特集

ワイ
ワイ
ド＆スムースのＪ型フルート形状で、
ド＆スムースのＪ型フルート形状で、
切屑処理と排出が大幅向上
切屑処理と排出が大幅向上
！
！

主な仕様
主な仕様

：：

ワイ
ワイド＆スムース
ド＆スムース 新溝形状
新溝形状 Ｊフルート
Ｊフルート

HGS型
HGS型

MACH-3A653

加工機、
加工機、
加工ラインの能力を最大限に生かしながら、
加工ラインの能力を最大限に生かしながら、
高次元の品質保証を可能にします。
高次元の品質保証を可能にします。

多様な被削材に対応!!
多様な被削材に対応!!

5

横形CNC 三次元測定機

インライン対応
インライン対応
三次元測定機の新たな提案
三次元測定機の新たな提案

超硬
超硬 油穴付きソリッ
油穴付きソリッド
ドドリル
ドリル

8

株式会社ミツトヨ

超硬 油穴付きソリッドドリル

光精工株式会社

株式会社タック技研工業

多軸ヘッドシリーズ

高速スピンドルモータシリーズ

THM-62-20CC

光精工株式会社
光精工株式会社

TAC史上
TAC史上 最高精度スピン
最高精度スピンドルモータ登場
ドルモータ登場！
！
！
！

国内の狭小ピッチ多軸
国内の狭小ピッチ多軸トップクラス
トップクラス！
！

国内
国内・
・海外で多くのお客様に御使用頂いております
海外で多くのお客様に御使用頂いております
TAC技研工業のスピンドルモータにTAC史上最高精度の
TAC技研工業のスピンドルモータにTAC史上最高精度の
スピンドルモータが完成しました。
スピンドルモータが完成しました。

省力化
省力化・
・生産性向上に応える理想の穴あけ
生産性向上に応える理想の穴あけ
・
・
タップ作業に
タップ作業に

多軸ヘッ
多軸ヘッド
ド
・
・
多軸ユニッ
多軸ユニット
ト
・
・
アングルヘッ
アングルヘッドなら
ドなら
ヒカリマルチドリルヘッ
ヒカリマルチドリルヘッドの光精工
ドの光精工

高速スピンドルモーターは特に外形を
高速スピンドルモーターは特に外形を
小さく設計し、
小さく設計し、
さまざまな用途の機械に
さまざまな用途の機械に
コンパク
コンパク
トに取り付ける事ができます。
トに取り付ける事ができます。
さらに機械内部にも手軽にビルトイン
さらに機械内部にも手軽にビルトイン
できることから、
できることから、
スペースを節約でき、
スペースを節約でき、
機械の小型化も可能となります。
機械の小型化も可能となります。
機械とよく調和し、
機械とよく調和し、
機械全体の美観の上
機械全体の美観の上
からも大きなメリ
からも大きなメリ
ッ
ッ
トを提供します。
トを提供します。

光精工多軸の特長
光精工多軸の特長
狭小ピッチ
狭小ピッチ
・
・
小径加工用多軸を得意としています。
小径加工用多軸を得意としています。
異仕様
異仕様
・
・
異サイズ同時加工多軸の製作いたします。
異サイズ同時加工多軸の製作いたします。

（例
（例
：
：
PC用製品加工のミリネジとインチネジの同時タップ加工が出来ます。
PC用製品加工のミリネジとインチネジの同時タップ加工が出来ます。
）
）

スピン
スピン
ドル形状はお客様の加工内容及びニーズに応じ製作することが出来ます。
ドル形状はお客様の加工内容及びニーズに応じ製作することが出来ます。

（コレッ
（コレッ
トタイプ
トタイプ
・
・
ス
ス
トレー
トレー
トスピン
トスピン
ドル
ドル
・
・
テーパースピン
テーパースピン
ドル
ドル
・
・
その他特殊スピン
その他特殊スピン
ドルetc）
ドルetc）

ハン
ハン
ドリング
ドリング
・
・
メンテナンス
メンテナンス
・
・
省スペースを重視した設計
省スペースを重視した設計

（多軸の性能を第一に、
（多軸の性能を第一に、
本体を最大限、
本体を最大限、
コンパク
コンパク
ト化
ト化
・
・
軽量化を重視した設計をします。
軽量化を重視した設計をします。
）
）

高速スピンドルモータシリーズ
高速スピンドルモータシリーズ

10

（アルミダイカス
（アルミダイカス
ト加工）
ト加工）

固定式8軸ユニッ
固定式8軸ユニッ
ト
ト
M8下穴
M8下穴
ドリル加工用
ドリル加工用

（自動車部品加工）
（自動車部品加工）

自在式6軸ヘッ
自在式6軸ヘッ
ド
ド
ユニバーサルジョイン
ユニバーサルジョイン
ト式
ト式
P、
P、
C、
C、
D、
D、
=φ52〜120
=φ52〜120

ワンタッチ取替式T5軸ヘッ
ワンタッチ取替式T5軸ヘッ
ド
ド
M5タップ加工用
M5タップ加工用

（自動車部品加工）
（自動車部品加工）

特長
特長1
1

製品仕様
製品仕様
外
外

特集

特集

7

固定式7軸ヘッ
固定式7軸ヘッ
ド
ド
φ8
φ8
ドリル加工用
ドリル加工用

11

径
径

スピンドル精度
スピンドル精度：
：１
１
μｍ以内
μｍ以内

φ
φ
６
６
４．
４．
５ｍｍ
５ｍｍ

最
最 大
大 出
出 力
力

２
２
０
０
０W
０W

最大コレッ
最大コレッ
トチャック径
トチャック径

φ
φ
６．
６．
０ｍｍ
０ｍｍ

重
重

４．
４．
５Kg
５Kg

量
量

8
特長
特長2
2

動的振動値
動的振動値：
：１
１
μｍ以内
μｍ以内
（P-P
（P-P
・
・
当社計測方法による実測値）
当社計測方法による実測値）

※運転にはインバーターが必要です。
※運転にはインバーターが必要です。

マシニングセンタBT40用4軸ヘッ
マシニングセンタBT40用4軸ヘッ
ド
ド
ドリル加工用
ドリル加工用

マシニングセンタBT50用8軸ヘッ
マシニングセンタBT50用8軸ヘッ
ド
ド
ドリル加工用
ドリル加工用

異サイズ
異サイズ
ドリル
ドリル
・
・
異仕様タップ加工用
異仕様タップ加工用
固定式多軸ヘッ
固定式多軸ヘッ
ド
ド
ドリル加工10軸
ドリル加工10軸
・
・
タップ加工8軸
タップ加工8軸

固定式8軸ユニッ
固定式8軸ユニッ
ト
ト
M8タップ加工用
M8タップ加工用

（PC用3.5inchハー
（PC用3.5inchハー
ドディスクケース加工）
ドディスクケース加工）

（自動車部品加工）
（自動車部品加工）

特長
特長3
3

0.147
0.147
0.133
0.133

60秒短時間
60秒短時間

0.095
0.095
0.085
0.085
0.047
0.047

バリ取り用3軸ヘッ
バリ取り用3軸ヘッ
ド
ド
高速回転30軸ユニッ
高速回転30軸ユニッ
ト
ト
アングルヘッ
アングルヘッ
ド
ド
加工時の一定のスラス
加工時の一定のスラス
ト負荷によって
ト負荷によって 切削用小型スピンドルモーターを装備しました
切削用小型スピンドルモーターを装備しました コレッ
コレッ
トスピン
トスピン
ドルタイプ
ドルタイプ
（20,000rpm仕様）
（20,000rpm仕様）
（
（
ドリル加工）
ドリル加工）
スピン
スピン
ドルが伸縮します
ドルが伸縮します

（PC用ハー
（PC用ハー
ドディスクケース加工）
ドディスクケース加工）

開発者の声
開発者の声

光精工株式会社
光精工株式会社
常務取締役
常務取締役
宮森
宮森 宏司
宏司氏
氏

タップ穴検査装置
タップ穴検査装置
M1.6〜M6対応
M1.6〜M6対応

特長
特長4
4

スピンドル
スピンドル
・
・
フレームにはステンレスを使用して
フレームにはステンレスを使用して
いますので錆にも強く永く御使用頂けます
いますので錆にも強く永く御使用頂けます

連続最大
連続最大

8000 10800
10800
00 900
900 8000

21600
21600

（回転速度／rpm）
（回転速度／rpm）

（ネジ検査の時間短縮に）
（ネジ検査の時間短縮に）

※製品の一部を紹介しています。
※製品の一部を紹介しています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせ下さい。

クーラントスルー仕様でガラス等の
クーラントスルー仕様でガラス等の
穴あけ加工にも御使用できます
穴あけ加工にも御使用できます

トルク／回転速度特性グラフ
トルク／回転速度特性グラフ

特長
特長5
5

エアパージラビリンス構造で防水と放熱を同時に行い
エアパージラビリンス構造で防水と放熱を同時に行い
加工精度の安定と水の浸入を防ぎます
加工精度の安定と水の浸入を防ぎます

開発者の声
開発者の声

弊社は多軸等省力化機械を製作して約60年の実績があります。
弊社は多軸等省力化機械を製作して約60年の実績があります。
今まで多くの部品加工
今まで多くの部品加工
（自動車、
（自動車、
電気、
電気、
建材、
建材、
PC等）
PC等）
の多軸
の多軸

弊社はスピンドルモータをはじめ、
弊社はスピンドルモータをはじめ、
高速スピンドルモータ、
高速スピンドルモータ、
DCブラシレスモータ、
DCブラシレスモータ、
ドリルユニット、
ドリルユニット、
タップユニット、
タップユニット、
オートドリル
オートドリル

ヘッド
ヘッド
・ユニットを製作してきました。
・ユニットを製作してきました。
加工する部品の仕様は多種多様で、
加工する部品の仕様は多種多様で、
お客様のニーズに応じた最良の製品を都度提案
お客様のニーズに応じた最良の製品を都度提案

スタンド、
スタンド、
電動サーボシリンダ
電動サーボシリンダ
（メカトロシリンダ）
（メカトロシリンダ）
各種を取り揃えています。
各種を取り揃えています。
お客様が加工される部品は多種多様でその都度、
お客様が加工される部品は多種多様でその都度、

し、
し、
多くのオーダーメイド品を納入してまいりました。
多くのオーダーメイド品を納入してまいりました。
現在はマシニングセンタ等のハイテク工作機械が主流となっています
現在はマシニングセンタ等のハイテク工作機械が主流となっています

ニーズに応じた最良の製品をご提案しております。
ニーズに応じた最良の製品をご提案しております。
今回の製品のドリル加工は3mm以下の小径で、
今回の製品のドリル加工は3mm以下の小径で、
要求される精度が非常に厳
要求される精度が非常に厳

が、
が、
多数の加工が必要な大量生産品に関して多軸はメリットを発揮しますので、
多数の加工が必要な大量生産品に関して多軸はメリットを発揮しますので、
現在も多くのお客様にご使用いただいて
現在も多くのお客様にご使用いただいて

しく、
しく、
加工するスピンドルモータにおいては、
加工するスピンドルモータにおいては、
高速回転、
高速回転、
高精度、
高精度、
クーラントスルー仕様等が求められました。
クーラントスルー仕様等が求められました。
刃具をチャッキング
刃具をチャッキング

おります。
おります。
最近の加工品は薄型、
最近の加工品は薄型、
小型、
小型、
軽量の傾向にありますが、
軽量の傾向にありますが、
小径、
小径、
狭小ピッチの多軸も得意としておりますので、
狭小ピッチの多軸も得意としておりますので、
その様
その様
な加工が必要な場合にも対応できます。
な加工が必要な場合にも対応できます。
また、
また、
多軸の技術を利用して他メーカー製品を積極的に取り入れ小型高速多軸も
多軸の技術を利用して他メーカー製品を積極的に取り入れ小型高速多軸も
製作しています。
製作しています。
これからも、
これからも、
顧客満足を第一に考え、
顧客満足を第一に考え、
ニーズ及び時代に適した製品を製作していきたいと考えております。
ニーズ及び時代に適した製品を製作していきたいと考えております。

株式会社タック技研工業
株式会社タック技研工業
開発課
開発課 主任
主任
後藤
後藤 龍也
龍也氏
氏

する主軸部分においても、
する主軸部分においても、
ツーリングメーカーの協力を得て1μｍ以下の安定した精度を確保するのに非常に苦労しました。
ツーリングメーカーの協力を得て1μｍ以下の安定した精度を確保するのに非常に苦労しました。
今今
後この高精度シリーズをラインアップ化していこうと考えております。
後この高精度シリーズをラインアップ化していこうと考えております。
これからもモータの応用で回転
これからもモータの応用で回転
・・
往復運動を最適にコント
往復運動を最適にコント
ロールし、
ロールし、
ドリル加工
ドリル加工
・・
ネジ加工
ネジ加工
・・
研削加工等お客様のニーズに合った製品を製作していきたいと考えております。
研削加工等お客様のニーズに合った製品を製作していきたいと考えております。

●資料請求番号：170801
●資料請求番号：191001

●資料請求番号：191101

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

THM-62-20CC
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多軸ヘッドシリーズ

最
最大
大回
回転
転速
速度
度

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter
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シチズンマシナリー（株）

ＣＮＣ自動旋盤

ＣＮＣ自動旋盤

Cincom K16E

Cincom L20E

http://cmj.citizen.co.jp/

http://cmj.citizen.co.jp/

優れたコストパフォーマンスで好評いただいておりますエボリューションシリー
ズの第２弾がＫ１６Ｅです。
３２ｍ／ｍｉ
ｎの早送り速度やシンコムコントロール
による高い生産性、重切削を可能にして加工精度向上に繋がる高剛性構
造、
などの特長は継承しながら、制御機能をパワーアップしました。大容量の
ＮＣプログラムを稼動させることができる「 外部メモリプログラム運転 」
を選
択できる他、ホブ加工やポリゴン加工にも対応可能です。また、段取り替えで
ツールセットをする際や、加工データを設定する場合には、
その場面に応じた
イラストを画面に表示することで視覚的に分かりやすく作業することができま
す。主要機能はそのままに制御部分を向上させながらも更なるコストパフォー
マンスを図りました。

エボリューションシリーズの第１弾となる新製品で、優れたコストパフォーマン
スが特長の機械です。最大加工径φ２０ｍｍにおいて、性能、生産性などの
側面から既存製品であるＬ２０で弊社が得意としているシンコムコントロールを
始めとする競争力のある性能、機能は継承しながら、
ブラッシュアップを実現し
ました。もちろん従来のＬ２０で、お客様がこれまで培ってきたノウハウを、
その
ままＬ２０Ｅで生かすことができます。最大ツール取付本数３２本と豊富なツー
リング構成により、従来は上位機種で加工していた複雑形状の部品加工に
も対応できます。
Ｌ２０ＥⅨ型では背面刃物台に標準で回転工具駆動装置を
搭載しており、背面側においても偏芯穴加工やスリ割り加工など、様々な２次
加工を行うことができます。

シチズンマシナリー（株）

シチズンマシナリー（株）

ＣＮＣ自動旋盤

ＣＮＣ自動旋盤

Cincom A25GBL

Cincom A32

http://cmj.citizen.co.jp/

http://cmj.citizen.co.jp/

材料価格の高騰と景気の不透明感が強い中、残材が短くなるガイドブッシュ
レス（Ｇuｉ
ｄｅＢｕｓｈingLess：GBL）機の要望に特化することで、機械構造
をシンプルにして低 価 格を実 現した自動 旋 盤です。機 械 構 成の基 本 構 造
は、高剛性を実現する完全シンメトリック構造で、長時間運転時にも熱変異
量が少ない左右対称肉厚ベッドや弾性変形量の少ないローラーガイドの採
用、制御装置でも生産性の向上を実現するプログラム事前解析機能、軸移
動オーバーラップ機能やダイレクトＣ軸割出しなどのシンコムコントロールを
継承しております。標準の主軸コレットチャックには強力な把持力が得られ
る引きチャック方式を採用し、加工面の表面粗さや真円度の向上も実現
しております。

最大加工径がφ３２ｍｍのモデルで、自動車部品加工機として要求される高
剛性を考慮しながら、従来機比１．
３倍の生産性を実現するなど、圧倒的なコス
トパフォーマンスと優れた機能性を兼ね備えた自動旋盤です。最大の特徴は
従来機比１．
３倍の生産性で、機械剛性が向上したことで高い切削条件（深
い切り込みや早い送り速度、高速な主軸回転など）
での加工が可能です。機
械の生産性を図る指標として有効な項目の一つである単位時間あたりの切
粉排出量を大幅に増加させています。また、従来のガイドブッシュ機とともにガ
イドブッシュレス機を準備しています。

●資料請求番号：191301

●資料請求番号：191303

●資料請求番号：191302

●資料請求番号：191304

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com
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シチズンマシナリー（株）

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

（株）滝澤鉄工所

（株）滝澤鉄工所

大型ＣＮＣ旋盤

複合ＣＮＣ旋盤

TG-6020CM

TY-2000YS

http://www.takisawa.co.jp

http://www.takisawa.co.jp

風力発電・原子力・掘削・船舶・車両・動力機械などの関連分野の大径、
長尺ワークへ対応した豊富なバリエーションを用意しました。最大加工径φ
７５０、主軸モータは37 ＫＷ、
１２角ミーリングタレット刃物台にはクラス最大１１
ＫＷミーリングモータを搭載、旋削及び後工程のフェイスミル、
ミーリング加工
等を効率よくこなします。
【シリーズバリエーション】
・対応チャックサイズ ：
２４” ／２１” ／１８” ／１５”
・主軸貫通穴径：φ１３０／１８２／２６０／３７５ｍｍ
・最大加工長：
１,０３１／２,０３１／３,０３１ｍｍ
・刃物台：旋削タレット（３種：
８角／１０角／１２角）／
ミーリングタレット（１２角）
・ＮＣ装置：標準仕様＝ＦＡＮＵＣ０
ｉ−ＴＤ／
対話仕様＝Ｔ
ｉｗａｐ- １付ＦＡＮＵＣ３２
ｉ- Ａ
・心押台：油圧心押台／ビルトイン式油圧心押台

14

●資料請求番号：191502

（株）アマダマシンツール

（株）アマダマシンツール

平面研削盤

グラフィカルプロファイル研削盤

TS シリーズ(A1/A3/D1/D3/
95/96/124/125/126)

http://www.amada.com

DV-1

http://www.amada.com

平面研削盤「ＴＳシリーズ」に新機種を発売しました。テーブルサイズが９００
ｍｍ×４００ｍｍの「ＴＳ９４」から１,２００ｍｍ×６００ｍｍの「ＴＳ１２６」
までの５
機種が新たに加わり、従来機と併せて小型機から中型機までの全9 タイプが
ラインアップされることになります。従来「６４サイズ」
を上限に小型機を中心と
した商品構成でしたが、近年中・大型部品製造での研削加工ニーズが急速
に高まり、精度で定評のあるアマダ研削盤を望むお客さまの声にお応えするべ
く開発しました。左右オーバーハングレス、
Ｔ型一体ベッド、高馬力主軸、テー
ブルドレス機能など安定性と高機能を両立させ、真直精度を長期間にわたっ
て維持することができ、
また重量ワークにも対応します。
●資料請求番号：191503

●資料請求番号：191401

投影機では限界のあった、
１ｍｍ角以下の微細ワーク加工に対応するため、
独自のＣＣＤカメラによる画像処理技術を駆使し、
「コンパクト・チャートレス・
グラフィカル」
をコンセプトにした、革新のプロファイル研削盤です。ＣＣＤカメ
ラにより加工後のワーク形状を自動で計測し設定された許容値を基に、残り
代に対して自動で補正加工を行う、仕上げ加工の完全自動化により、人の目
による形状計測結果のバラツキを低減するなどの高生産性を実現しました。
また、投影機がなくなることによりチャートレス化を可能とし、
ワーク形状はＣＡ
Ｄデータを取り込み形状認識します。その他にも、従来機で可能だったティー
チングプレイバックや、
ＣＡＤデータを基にした画像計測等の汎用操作ソフト
や、
さらなる自動化を支援する周辺装置として多関節ロボットとストッカーシス
テム（オプション）
をご用意。パレット、
といし交換による長時間の自動運転に
より、お客さまの加工をサポートします。
●資料請求番号：191504

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com
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●資料請求番号：191501

対向２スピンドル（８
ｉ
ｎ＋８
ｉ
ｎ）、
１５角ミーリングタレットは旋削・ミーリング・
Ｙ軸構成で高付加価値・複合加工を実現しました。
【特長】
①パワーミーリング７．
５ＫＷモータ搭載で旋盤加工領域を拡大
②最新のサーモバランス設計による液冷ベッド構造で長時間稼動に対応
③チップコンベアは後出、右横出の選択が可能
④オリジナル完全対話ソフトＴ
ｉｗａｐ−１で簡単プログラミング
⑤左主軸＋ＮＣサーボ心押台仕様（ＴＹ−２０００Ｙ）、及び左右主軸＋Ｃ軸
＋ミーリング仕様（ＴＹ−２０００ＣＳ）
の設定も用意しました

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

サンドビック（株）

サンドビック（株）

溝入れカッタ

新世代の４５°正面フライスカッター

コロミル329

コロミル345

http://www.sandvik.coromant.com/jp

http://www.sandvik.coromant.com/jp

切込み深さ１８ｍｍまでの溝入れの第一推奨で、高速溝入れおよび突切り加
工を可能としました。ギャングカッタの取付けに対応するために、
キー溝穴付
きタイプはキー溝を２箇所設けています。コロカット２コーナチップの採用と安
全確実なチップ保持により、溝入れ加工における速度と送り性能が向上し、
経済性にも優れています。コロカットのＶ型チップはクランプ剛性が抜群で、
精度と安定性を発揮します。回転速度制限は、
コロミル３２９を使用した場合
Ｑ−カッタの４〜７倍となります。第一推奨ブレーカはＣＭブレーカで、切り屑
処理を向上させたい場合はＴＦブレーカを選定してください。第一推奨材種
は、全ての被削材と汎用に対応するオールラウンドは溝入れ材種であるＧＣ
１１２５で、微粒子超硬材と薄膜ＰＶＤコーティングの組合せで、
あらゆる種類
の溝入れ加工に最適です。コロカットチップは全範囲に代替材種が選定可
能です。チップ幅は２．
５ｍｍ、
３ｍｍ、
４ｍｍを取り揃えています。
●資料請求番号：191701

２００９年３月に発売開始したコロミル３４５は、正面フライス加工の生産性と
経済性を高め、最も優れたコスト効率を上げることを目的に開発され、
ご好評
を頂いています。コロミル３４５のチップは四角形のネガティブで８コーナ・ポ
ジ仕様のブレーカを採用することにより、刃当たりコストの削減と低抵抗を実
現しています。チップの各コーナの平行ランドの近傍には切りくずによるチッ
ピング防止の突起が設けられた設計になっており、未使用コーナ部の破損を
防ぐように考慮されています。今回、鋼の鏡面仕上げ用と鋳鉄加工に最適な
チップブレーカと最新コーティングチップ２６品目を追加、同時にカッタ径４０
ｍｍと５０ｍｍに円筒シャンクを追加導入し、
さらなる用途の拡大にお応えします。
●資料請求番号：191702

サンドビック（株）

サンドビック（株）

スーパーＵドリル
ステンレス加工用チップブレーカ

チタン合金フライス加工用材種

S30T、S40T

MS ブレーカ
16

http://www.sandvik.coromant.com/jp
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http://www.sandvik.coromant.com/jp

●資料請求番号：191703

貨泉機械工業株式会社

●資料請求番号：191601

●資料請求番号：191704

住友電気工業（株）

住友電気工業（株）

ＳＥＣ- メタルスラッシュミル

ＳＥＣ- ウェーブリピータ

MSX 型

WRX 型

http://www.sumitool.com

http://www.sumitool.com

超高送りでの粗加工を可能にし、多彩なツーリングで能率を飛躍的にアップ
させる多機能カッタです。高剛性ボディと強固なチップクランプ、独自の刃先
形状を持つチップの相乗効果により、一刃あたり１ミリを超える超高送り条件
でも、低振動で安定した加工を行えます。また、
ランピング、ヘリカル、穴あけな
ど、多彩な加工をこれ１本でこなします。ホルダは刃径φ１６からφ１００までで
全３９アイテムと幅広い領域をカバーします。
３コーナ使いとなるチップは、通
常刃先と強化型刃先の２種類をそろえており、最新のコーティング材種３種
から選択が可能です。金型の粗加工の無人化、高能率化などに是非お役立
て下さい。
●資料請求番号：191705

チタン合金をフライス加工する場合、熱、化学及び機械的負荷を受けるため、
優れた加工技術が要求されています。これらのチタン合金のフライス加工に
おける厳しい加工要求に対応し、生産性と安全性の両方を高めます。
Ｓ３０Ｔ
は安定した加工条件下で高い切削速度による生産性と工具寿命の向上が
図れ、
Ｓ４０Ｔは靭性が必要な不安定な条件下でも長時間加工することが出
来るよう刃先の安全性に優れています。
既知の技術で限界に近づいたチタン合金のフライス加工を容易にすること
に成功しました。

ウェーブミルＷＥＸ型用のチップを多段配列した刃先交換型エンドミルです。
刃先交換型で切刃長１８〜５３ｍｍを実現し、深い肩削り部の高能率加工
を、低コストで可能にします。低抵抗が特徴のＷＥＸ用チップ採用と、切刃位
置の最適化により、切削抵抗は他社同等品比３０％減を実現しより静かで高
品位な加工が可能です。また、
リード溝と特殊ポケット形状の効果で、
スムー
スな切屑排出と、高いボディ剛性を両立し高能率加工においても高い信頼
性を確保しました。本体刃径φ２０〜５０ｍｍまでの柄付きタイプと、
φ４０〜
１００ｍｍのシェルタイプで、計２４種のボディをラインアップしました。チップは
鋼、鋳鉄、
ステンレス鋼、非鉄金属までカバーする計７材種を在庫化しており、
これ一台で、幅広いワークの高能率加工が可能となります。
●資料請求番号：191706

新斬monoホームページはこちら
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刃先交換式ドリル「スーパーＵドリル」は、
ステップテクノロジーというユニー
クな中心刃形状と外周刃の配置により、加工穴入口で触れの少ないスムー
ズな加工を開始し、負担を軽減するバランス切削により、従来品と比べ最大
２倍のテーブル送りを可能とします。新たに、難加工とされていたオーステナイ
ト系ステンレス、二相ステンレスなどステンレス鋼の穴あけを正確に安定して
加工できる新開発チップブレーカ「ＭＳブレーカ」
を追加しました。難削材加
工に対し溶着性を向上させると共に、高い耐熱性によりすくい面、逃げ面摩
耗を抑制します。従来材種に比べ、
オーステナイト系ステンレス鋼の穴あけ加
工では２倍の工具寿命が可能となります。

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

住友電気工業（株）

住友電気工業（株）

ＳＥＣ- ウェーブラジアスミル

ＳＥＣ- スミパワーミル

WRCX 型

PWS 型

http://www.sumitool.com

http://www.sumitool.com

金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など多様な３次元加工を高
能率にこなす多機能カッタです。特殊表面処理による高耐久性ボディと、強
固なネジクランプにより安定切削が可能となりました。エア穴付きの特殊ポ
ケット形状の採用により、切りくず排出性もさらに向上しました。チップはサー
フィンチップを新たに加え、突き出しの長い彫り込み加工でもビビリのない安
定した加工を実現しました。
さらに非鉄金属用のチップでアルミ加工にも対
応可能となりました。本体刃径φ２０～５０ｍｍまでのエンドミルタイプとφ４０
～１６０ｍｍのシェルタイプをラインアップし幅広い被削材の加工に対応します。
●資料請求番号：191901
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●資料請求番号：191801

●資料請求番号：191802

一般鋼、
ステンレス鋼、鋳鋼などの汎用用途で高能率隅削り加工を実現し
た新しいフライス工具です。刃先強度に優れた縦型の刃先交換チップを採
用、チップブレーカ形状を最適化することにより、刃先強度と切れ味を両立
し、高能率で信頼性の高い加工を実現しました。この刃先交換チップは、独
自の高精度造形技術により無研磨仕様を実現しました。
４コーナ使用ができ
る事から経済性も兼ね備えています。チップ材質に長寿命を可能にするエー
スコート「ＡＣＰシリーズ」
「ＡＣＫシリーズ」
を採用しており、一般鋼、
ステンレ
ス鋼、鋳鋼など多くの被削材に対して安定長寿命を実現します。本体刃径φ
８０～２５０ｍｍ、合計１２アイテムのボディをラインアップしています。
●資料請求番号：191902

住友電気工業（株）

富士元工業（株）

難削材加工用超硬ラジアスエンドミル

Ｃ１５面取りカッタ－ ヤングメン

SSEH 型

BNK4558T

http://www.sumitool.com

http://www.nicecut.co.jp
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●資料請求番号：191903

従来、
１０Ｃまでの面取りには「面取りカッタ」、
それ以上２０Ｃまでなら「ジェ
ントルメン」
というラインアップでしたが、新たに１５Ｃ面取りカッタ「ヤングメン」
が新発売となりました。ホルダは「面取りカッタ」
と同等の価格で３９, ８００円
（定価）、
それでありながら「ジェントルメン」に次ぐ面取り能力を発揮します。
チップは超硬Ｍ種にＡlＣｒＮコーティングを施した「ＴＮＭＸ２７０４１２ＡＡ２０Ｔ」
と、
アルミ・樹脂向けの「ＴＮＥＸ２７０４１２ＺＡ１０Ｔ」の２種類をご用意しました。
●資料請求番号：191904

富士元工業（株）

（株）ニューストロング

微細加工用センター
面取りミル ぴんこ

ストロングリーマー

NSR

PKP シリーズ

http://www.newstrong.co.jp

http://www.nicecut.co.jp

●資料請求番号：191803

鋭利な刃先形状により１００分台の超糸面取りを実現し、細かい彫刻加工に
も威力を発揮します。先端形状が限りなく０（ゼロ）
に近いため、微細彫刻加
工に威力を発揮、液晶・半導体関連のユーザー様に最適です。ノーコーティ
ングのタイプであれば、
１００分台の糸面取りも可能です。用途は、
センタ穴・
モミツケ加工、皿面取り加工、
エッジの面取り加工と豊富です。刃径はφ１〜
６まで、
コーティングの有無により計１２種類のラインアップです。
●資料請求番号：191905

穴仕上げで欠かせない“ Ｈ７” 公差用として開発したリーマです。特長は①
刃溝分割角を不等分割にする事で、刃溝の分割角度が同じ場合と比べ各
刃に同一の力が掛からずビビリが発生する原因の一つ“ 共振” を抑え加工精
度の向上・真円度の安定につながります②超硬チップ（Ｋ－１０）
をネバリの
ある材質（ＳＣＭ）
にロ－付する事で、主軸のブレを緩和しコストダウンにもつ
ながります③エンドミルシャンク採用でコレットが使用可能になり掴み精度が
向上します（ドリルチャックと比較して掴み精度が良く、別途特別にコレットを
製作せずに済みます）④刃径寸法許容差に“ｋ５” を採用した事でＨ７交差に
入りやすい⑤100 分台・貫通穴用・止り穴用・コーティング等要望に合わせ
た製作も可能です
●資料請求番号：191906

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

NEW PRODUCTS

チタン合金、耐熱合金などの難削材やステンレス鋼をらくらく切削できる超硬
ラジアスエンドミルです。航空機やタービン等の需要増加で、
いわゆる難削材
加工のニーズが高まっていますが、工具の短寿命をいかに解決するかが大き
な課題となっています。
４５°
の強ねじれ角により、優れた切れ味とスムースな
切くず排出を実現し、同時に専用の強靭超硬母材と、大きな芯厚構造によ
り、高い工具剛性を確保しました。また、滑らかな独自ラジアス刃型により、刃
先の耐欠損性を大きく向上させており、鏡面近くまで仕上げたすくい面と、専
用の超平滑コーティング採用で溶着対策も万全です。難削材切削での工具
寿命の大幅向上を果たします。サイズはφ４．
５～１６ｍｍ、
ノンコート、
コーティ
ング２種で、合計２０アイテムをラインアップしています。

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

（株）ニューストロング

（株）三和製作所

ストロングカッター

ハイス製タービン用特殊バイト

NSC
http://www.newstrong.co.jp

リーマ加工を前提とした下穴の補正用として開発したカッタです。下穴加工
後穴に深い刃物痕が残る・垂直度が出てない等リーマだけでは補正しきれな
い場合の中間工程に最適です。特に、深穴加工だと下穴加工時に垂直度
が出づらく下穴にリーマが習ってしまうケースには特に有効で、下穴加工後
の穴間ピッチ精度向上にも最適です。又、エンドミルと違って側刃の干渉を
少なくする設計をしております。
●資料請求番号：192101

http://www.sanwa-bits.com

ローターや各種翼などの形状を加工する為のハイス製バイトで、縦型、横型
旋盤にご使用頂けます。発電機メーカーやタービンメーカーでは、保有設備
や、製造する部品の形状、大きさが違うため、
メーカーごとの設備、製造品目
に合わせて材種を選定、形状を設計し、最適なバイトを製作致します。
●資料請求番号：192102

（株）三和製作所

カネテック（株）

ハイススロアウェイチップ

ボーラベースⓇ

http://www.sanwa-bits.com

http://www.kanetec.co.jp

MB-BRB シリーズ
20
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●資料請求番号：192103

大昭和精機（株）

大昭和精機（株）

ＣＫボーリングヘッド用プリセッタ

コレットチャック締め付け工具

CKP-150ZA

デジタルメガトルクレンチ

http://www.big-daishowa.co.jp

http://www.big-daishowa.co.jp

モジュラーシステムのメリットを最大限に活用し、ボーリングヘッドだけでのプリ
セットが簡単に行え、
ローコストな専用プリセッタです。コンパクト設計なので
機械横の小さなスペースでも作業が可能です。ＣＫ１～ＣＫ６の荒・仕上げ用
ヘッドに対応しています。測定範囲は径方向φ０～１５０ｍｍで最大工具高さ
は２２７ｍｍ（ＣＫ６リダクションソケット使用時）
です。
●資料請求番号：192105

●資料請求番号：192001

●資料請求番号：192104

コレットチャックの適正締め付けを確実に実感していただけるトルクレンチで
す。
ＬＣＤ画面には数値に連動してバーグラフが表示されるので目で見て確
認でき推奨トルクまで締め付けるとハンドルが振動しブザーが鳴ります。本体
にはコレットチャックサイズごとの推奨トルク値を設定してあるので、適合する
コレットチャックタイプを選ぶだけで正確な締め付けを行うことができます。
●資料請求番号：192106

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com
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超硬チップと比較して、優れた靭性を持つハイスチップです。断続切削での
チッピングの解消や、超硬チップでは得られなかった面粗度を実現いたしま
す。一度位置決めをすれば、二回目からはチップを交換するだけで切削が可
能となり、生産性の向上にもお役に立ちます。また、超硬用ホルダをご使用頂
けますので非常に経済的です。ハイスチップシリーズは、用途に合わせ各種
取り揃えています。

ボーリングマシンのアーバに取り付けた刃物の突出し量をダイヤルゲージに
て測定・調整し、刃物を正確に取付けるのに利用します。
【特長】
①吸着面（V 面）
は焼入れ処理が施されているため、傷がつきにくく耐摩耗
性に優れています
②ダイヤルゲージ取付金具固定面とＶ面の直角度は５μｍ以内
③φ８ステム対応のダイヤルゲージ取付金具を標準付属
④ダイヤルゲージ取付金具の取付高の選択可能（２段階）

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

樹脂コンテナーの搬送・保管に最適
アルミ材と樹脂製
コーナーパーツを採用。
軽量で持ち運びが容易です。
衛生的に安心して
お使いいただけます。

大昭和精機（株）

大昭和精機（株）

ワーク位置決め装置

ＨＳＫ旋削用ツーリング

レーザーマルチライン MC

HSK-T63 シリーズ

http://www.big-daishowa.co.jp

http://www.big-daishowa.co.jp

短納期。
価格に自信あり！
！
お見積だけでもどうぞ！
！

90°

標準品

傾斜型

垂直ライン

下部ポイント

（立型スピンドルのみ）

特注品対応可！
！

直行型
水平ライン

立型スピンドル用
照射例

品番

長さ
（ｍｍ）

巾
（ｍｍ）

TＥＡ-１

534

370

147

150

2.5

ＴＥＡ-２

654

444

147

150

2.8

高さ
（ｍｍ） 均等質量
（ｋｇ） 自重
（ｋｇ）

門形マシニングセンタなどの大型機械のワーク位置決めに最適です。レー
ザー照射によるマーキングでワークの位置決め作業が簡単スピーディーに
行えます。明るい場所でもパルス光に切り替え、
レーザーレシーバー（別売）
を使えば使用可能です。機械ベッドの位置決め・機械コラムの位置決め・イ
ケールへのワーク位置決めなどにお使いいただけます。

①キャスターは７５Φナイロン車輪。自在車ストッパー付２ヶ、
自在車２ヶ
（標準）
です。
ゴム車輪も可。②連
結バー：アルミ、
コーナー；ポリプロピレン
（ＰＰ） ③最小製作ロット：
５台
（応相談） ④平坦な路面で使用し
て下さい。⑤常温での使用をお願いします。⑥人力によって使用する構造のキャスターとなっています。

●資料請求番号：192301

旋削加工ではじめての画期的なモジュラーシステムです。ベーシックホルダと
カートリッジを組み合わせるモジュラーシステムなので旋削加工において刃
先のチッピング等により高価なホルダを破損するという問題を解消し、経済
性・効率化を追求しました。ＨＳＫ- ＴタイプとはＨＳＫ- Ａタイプのドライブキー
溝幅を厳しく管理することにより旋削工具での芯高のバラツキを改善したも
のです（２００８年１１月にＩＳＯ１２１６４－３に制定）。
ミーリング加工において
は従来のＨＳＫ- Ａタイプをお使いいただけます。
●資料請求番号：192302

●資料請求番号：192202

本 社・工 場
東京営業所
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大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL（06）-6961-5171 FAX（06）-6961-5170
東京都北区赤羽南1丁目19番8号KMビル3F
TEL（03）-3903-2171 FAX（03）-3903-2172

http://www.teimo.co.jp

サンドビック（株）

エヌティーツール（株）

ツーリングシステム

パワーハイドロチャック

ハイドログリップHD（重切削用）

PHC 型

http://www.sandvik.coromant.com/jp

http://www.nttool.com

●資料請求番号：192201

■3枚刃設計により、穴精度・穴面粗
度共に抜群の仕上り
■トグロンハードSPとの併用で穴
位置精度アップ

■トグロンハードドリルにφ0.3〜
φ2が新登場
■新設計2枚刃で刃長が径の6倍の
スタブ形状タイプと12倍のレ
ギュラータイプ有

重切削加工専用に改善された新しいハイドログリップパワーチャックです。油
圧パワーチャックの優れたパワーと高い安定性から生まれる強力なクランプ
力で、過酷な切削加工に対応します。セットアップは汎用トルクレンチを使用
して適切なトルク値で素早く工具を着脱でき、非常に高い繰り返し精度を有
しています。また、油圧システムが工具を対称的に固定するため、振れは最
小限に抑えられ（３Ｄ端面で６μｍ未満）加工面精度が向上し、工具寿命の
延長が実現します。高速切削加工にも対応するバランス設計がなされていま
す。クランプ範囲は２０～３２ｍｍ （コレット使用の場合：最小３ｍｍ）
です。
適用領域は仕上げ加工から重切削で、超硬ソリッドエンドミルによる重切削フ
ライス加工、穴あけ加工、
リーマ加工に最適です。
●資料請求番号：192303

高精度安定チャッキングで定評のあるハイドロチャックの高精度・高把握力・
作業性はそのままに価格の低減、使い易さを向上しました。専用コレットのス
リップ防止ピン付コレットは様々なサイズの刃具をチャッキングすることがで
き、刃具の切損が発生してもホルダの損傷を防ぎます。
【特長】
①芯ズレ精度３μで高精度加工が可能
②プリセット時の刃具沈み込みが無く、高さ調整ユニット（オプション）使用で
刃物の高さ調整が容易
③φ６～１６まで１ｍｍ飛びの内径サイズのラインアップ（最大把握径φ３２）
④従来品では使用出来なかったストレートコレットの併用でセンタースルー、
コ
レットスルーにも対応
●資料請求番号：192304

（株）田倉工具製作所

（株）宮本製作所

給油式ＮＣ用ドリルホルダー

■焼き入れ後の鋼、ダイス鋼、コバー
ル、ハステロイ等、従来と比較にな
らない性能を発揮
■強ねじれ形状により、最高の面粗
度を達成
■3枚刃と長い切れ刃により驚異的
な寿命

●資料請求番号：192203

マグネシウムボーリングバースリーブ

ST40- φ16~ φ32

MGXS シリーズ

http://www14.ocn.ne.jp/~stk/

http://www.miyamotoss.co.jp

■世界最小径高硬度用位置決め面取
り工具
■トグロンハードSPにφ 0.3〜φ
1.5が新登場
給油穴付きドリルをＣＮＣ旋盤にて直接給油で刃物の性能をフルに発揮し、
高効率な加工に最適のドリルホルダです。キリ穴加工は間接給油が難しい
為、刃先の冷却も不十分な事が多く、熔着や摩耗等の問題が生じやすく、切
削屑の排出性も含め直接給油が理想的なのは皆様ご存知の通りです。
しか
しながらＣＮＣ旋盤で直接給油にて使用したくても機械メーカーの給油ユニッ
トはコストが高いと諦めておられたユーザーにお勧めです。
●資料請求番号：192305

業界初のマグネシウム製ボーリングバー用スリーブです。最強の新素材マグ
ネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、ボーリングバー
の振動を減衰させます。切削速度アップ、チップ寿命の延長、加工物の面
粗度向上の効果が得られます。標準品以外のオーダーメードも対応いたしま
す。特に高硬度材、焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮します。
●資料請求番号：192306

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com
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■従来の高硬度用に比べ抜群の性能
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ユーザー様へ 生産現場 の
コスト削減をご提案します

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

（株）ヤマザキ

高品質

プルメーター

低価格!

節約型生爪（小径用）
栃木県下都賀郡都賀町大柿1444
TEL.0282-92-0144 FAX.0282-92-8932

●資料請求番号：192401

YPM 型

イージーセッタ EZ-4030
http://www.kyoritsu-seiki.co.jp

●資料請求番号：192501

（有）J・B コーポレーション
●資料請求番号：192402

ツールプリセッタ

http://www.yamazaki-iron.co.jp

マシニングセンタのツールクランプ力を測定する装置です。昨今は、マシニン
グセンタでの加工ラインが増え、当然切削工具の寿命管理が大きな課題と
なっております。ツールクランプの日常の管理で工具寿命や精度管理に効果
が得られます。電源をＯＮして、
スピンドルにセットするだけで測定が可能です
ので取扱いは極めて簡単です。また、電装部（数値表示部）
とアダプタ部（多
機種）
が分離できますので、電装部（ＹＰＭ０１）
が１台あれば複数のアダプタ
を持つことで、多機種への対応が可能です。着脱も簡単で、
コストも安価で
す！
！適応シャンクはＢＴ５０・４０・３０、
ＨＳＫ６３Ａ、
ＫＭ１００８０・６３５０を用意し
ています。

特許登録 第3081762号
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共立精機（株）

今までの常識を破った画期的な方法で機能集約することにより、必要な性能
の確保と大幅なコストダウンを実現し、お求めやすい価格設定となりました。た
とえば今まで付属していたテストバーは、
スピンドル兼用とし不要としたほか、
ダイヤルゲージも径方向、長さ方向を兼用するため１個で済むなど、工夫が盛
り込まれております。さらに操作が簡単なため入門編としても適しており、高
等学校にも採用されるなど実績を重ねています。電源やエア配管も不要で設
置場所に困りません。測定範囲は径方向φ３００、長さ方向４００ｍｍ、
ＢＴ・Ｈ
ＳＫの各種シャンクに対応します。
●資料請求番号：192502

カネテック（株）

カネテック（株）

二面吸着Ｖ形ホルダ

耐熱クランプホルダ

KVA-2F1A

KM-HT05

http://www.kanetec.co.jp

http://www.kanetec.co.jp
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●資料請求番号：192503

●資料請求番号：192504

カネテック（株）

カネテック（株）

ステンレス仕様永磁ホルダ

薄型永磁ホルダ台

KM-H-SUS シリーズ

MB-L

http://www.kanetec.co.jp

http://www.kanetec.co.jp

業界初の錆に強いステンレス仕様の永磁ホルダが登場しました。ワイヤーカッ
トなど水系加工液を使用する環境に最適です。
【特長】
①吸着力は鉄製従来品（ＫＭ－００Ｈシリーズ）
と同等
②錆を嫌う小物部品の吸着保持にも応用できます
③吸着面側０．
５mm まで加工可能
④使用温度は、連続使用の場合１５０℃が上限
※クリーンルーム仕様には対応しておりません
●資料請求番号：192505

線径の細い配線、熱電対コードなどの固定に最適で、溶接時の治具とし
ても使用可能です。業界初の耐熱温度３５０℃を実現しました。底面に幅
３mm・６mm の溝を設けてあるため、線径に合わせて使い分けが可能で、
溝幅、深さは最大１２mm まで加工可能です。クランピングボルトを締め付
けることにより、確実なコード固定が可能です。

レーザー用を始め、光学測定における仮付台などに好適です。レバーによる
ＯＮ／ＯＦＦ操作が軽快に行え、微妙な位置決め調整や精度出しにもお使い
いただけます。従来シリーズに最大サイズ（□１２５ｍｍ）
も加わり、用途に応
じた機種選択が可能となりました。わずか３０mm の薄さ・省スペースで８０ｋｇ
ｆ
の強力な吸着力を発揮します（ＭＢ－Ｌ－１２５）。上面への追加工も可能
です。
●資料請求番号：192506

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com
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業界初！Ｖ面・底面それぞれ独立してＯＮ／ＯＦＦ可能な新発想のＶ形ホルダ
が登場しました。丸棒のケガキから切削加工まで幅広い用途でワーク保持具
として使用可能です。
【特長】
①ホルダ固定位置は変えずにワークのみ着脱交換が可能なため、効率よく
作業が行えます
②従来品に比べＶ面・底面ともに吸着力がアップ
③切換レバーは着脱可能
④丸棒はφ８～５０まで使用可能
⑤防滴、耐油構造
⑥特級精度仕上げにも対応

新発売

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

卓上型ドリル研磨機
定価

360,000

円

（株）ナベヤ

従来のDG-25型の改良型を新発売
加工能力が大幅アップ
最大φ３４mmまでの加工を実現しました。

45°
面取り加工

φ１１.１mmからφ３４mm(オプションコレットを追加すればφ７.１mm〜)
までのHSS及び超硬ドリルの円錐研磨ができるワイドレンジ。従来機種
DG-25型(φ１１.１mm〜２５.４mm)の改良型で２５.５mm以上のドリルには
大径用のホルダーとコレットを使用することでφ３４mmまでを可能にした。
既存機種と同じく高精度に加えポータブルで持ち運びもでき省スペース、更
に使いやすさも兼ね備えたドリル研磨機です。
ハイス用ボラゾン砥石は標準付属
加工能力

オプション

追加コレット 4 個必要

超硬用ダイヤ砥石はオプション
φ7.1 〜φ11.0mm 先端角度 90°〜 140°

ロックタイト５軸マシンバイス

MAX500
http://www.teikoku-chuck.com

●資料請求番号：192701

外径把握の大型デザインコレットで繰り返し精度２０μ未満を実現しました。
外周の仕上がった薄肉は、
コレットチャック外周把握に最適です。オールデ
ザインにつき、お客様のご要望に応じて設計制作いたします。
【特長】
①お客様の、繰り返し精度２０μ未満という多少リスキーなご依頼に敢えて挑戦
②短納期で完成して、検査立会いの結果ご要望事項は全て一発クリア
③ドローバ推力１９．
６ｋＮの縦型マシンに使用される大型コレットチャックです
④外径寸法ＭＡＸ５００ｍｍまで短納期で対応致します
●資料請求番号：192702

標

準

φ26mm 以上は
φ26.1 〜φ32.0mm 先端角度 118°〜 140°
先端角度に制約があります。
φ32.1 〜φ34.0mm 先端角度 125°〜 140°

パスカル（株）

http://www.e-supertech.co.jp

MC 機等で深穴加工に最適
各種ザグリカッタの集大成

シングルＰａｌシステム

コード：CEC2 TH10
2 枚刃ネジレ 20°

溶接ポジショナー用
３爪スクロールチャック

クランプベース model CPM
パレットベース model CPP

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟２丁目８‐２８
電話 (06)6474-3908
FAX (06)6474-3298
e-mail: hotas@e-supertech.co.jp

WY タイプ
http://www.kawatatec.co.jp

http://www.pascaleng.co.jp/

オクタゴナルテーパコーンの８基準面と着座基準面の拘束により、繰返し位
置決め精度３μｍの高精度・高剛性パレット・チェンジが実現できます。治具
やワークのセッティングが迅速、高精度に行なえ、芯出しなどの段取り時間を
大幅に短縮することができます。高精度な同芯度やピッチが求められる加工
部品の工程分割やＦＭＳラインの生産性と加工品位の向上に最適です。オ
クタゴナルテーパコーンの高精度なセルフセンタリングと優れた回転拘束性
能により、従来実現できなかった旋削加工機のチャック・チェンジャ／ワーク・
チェンジャとしても活用できます。旋削加工途中での３次元計測や旋盤からマ
シニングセンタへの複合加工など、効率と品位を向上させる新たな切削加工
技術を生み出します。

コアーエンドカッタ

（株）カワタテック

●資料請求番号：192703

溶接ポジショナー用の大型３爪スクロールチャックです。ハンドルの回転で３
つのツメが同時に動き、把握が簡単に行えます。本体、
ツメ、
ガイド部にタップ
穴があり、
ワーク固定のズレ止めなどに使用できます。本体は軽く薄型でポジ
ショナーなどの機械に最適です。
型番

把握範囲（mm）

質量（ｋｇ）

ＷＹ６００
ＷＹ１０００
ＷＹ１５００

１６０～６４０
１６０～１０４０
２３５～１５３５

５８
９０
１９０

●資料請求番号：192704

（株）カワタテック

（株）カワタテック

大型タッチデックス
コアーエンドカッタは一文字タイプで
深穴加工で垂直に加工でき、エンドも
直角に仕上がります。
首下全部にキリコポケットを設けた為、
下 穴 無 し で も 加 工 が 可 能 で す。（但 し
3mm 以下）
チップは外周ツナギにより、エンドの
仕上がりが大変良くなります。

）
°
リ面90
グ
ザ
い
直角（
けが良
は
の
キリコ
い
がきれ
面
リ
グ
ザ
●資料請求番号：192603
〒587-0011
TEL.

072-361-4545

FAX.

072-361-3678

FDK-450

FDMK タイプ

http://www.kawatatec.co.jp

http://www.kawatatec.co.jp

加工物のインデックスを全自動で行う装置です。ＣＮＣ割出台インデックスと
の違いは、
それ自体にサーボモータを持たず、マシニングセンタのＺ軸移動に
よりテーブルを回転させる割出機構にあります。テーブル径をφ４５０ｍｍに拡
大し、大きなセンタ穴φ１２０ｍｍを確保しました。また、回転保持機能が標準
装備されており、偏心ワークにも対応可能です。
●資料請求番号：192705

大阪府堺市美原区丹上 530-1
●資料請求番号：192604

タッチデックス

「ワークの割出はツールで押すだけ」のエアや電気不要のメカ式自動割出台
タッチデックスに新しいＦＤＭＫシリーズが新登場しました。回転保持機能を
標準装備し偏心ワークに対応、
また大きな貫通穴を確保することで軸形状加
工にも対応しています。仕様の組み合わせにより、
７タイプありますので、
ご使
用内容に応じて選ぶことができます。
【仕様】
①最大割出角度：
４５、
９０度
②最小割出角度：
１、
５度
③テーブル径：φ１７０、
２３０、
３４０
④センタ穴径：
３７、
５８、
１００ｍｍ
●資料請求番号：192706

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com
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NEW PRODUCTS

品
商
新

LT5AU､LT5AU-F(M) タイプ

φ11.1 〜φ26.0mm 先端角度 90°〜 140°

株式会社ホータス
●資料請求番号：192601

外径把握用大型デザインコレット

http://www.nabeya.co.jp

５軸加工機用マシンバイスに新タイプが加わりました。
【特長】
①多種多様なワークに対応でき、口金の取付位置を４箇所選択できます
②ワークは常にバイス中心位置でクランプできますので、
プログラムの手間
が省けます
③３種類の口金を標準付属していますので、加工条件に応じて最適な口金を
ご利用下さい
④ワークの浮上り防止機能付き（ロックタイト浮上防止機構）
⑤マシンパレットの旋回範囲φ３００、
４００、
５００用３サイズ

●資料請求番号：192602

26

帝国チャック（株）

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

（株）テック・ヤスダ

小林鉄工（株）

小物加工用システム治具

生爪成形治具 アジャスタブルダミー

http://f-yasuda.co.jp

http://www.chuck.co.jp

AD タイプ

小型タイプのフレックスクランプにモジュラ・クランプと中間ブロックと敷き板
を組み込むことで加工物が一度に４個は固定できる小物加工用システム治
具として使用できます。小型工作機械に収まり、小物加工が一度に多数個
加工できるので設備投資効果が最大限生かされます。加工物によって敷き
板を替えるだけで段取り替えが容易に行えます。
●資料請求番号：192901

外径把握用の生爪を成形切削する為のサイズ調整機能付ダミーです。
ワークダミーの径が任意に調節可能でサイズごとのワークダミーを用意する
ことなく効率的に生爪成形が行えます。微調整が可能で生爪の消耗を最小
限に抑えます。段付生爪成形に最適です。
【製品ラインアップ】
ＡＤ３０－ＡＤ４５：
調整径φ３０～３５・３５～４０・４０～４５・４５～５０（小径４個セット）
ＡＤ５０－ＡＤ９０：
調整径φ５０～６０・６０～７０・７０～８０・８０～９０・９０～１００
（大径５個セット）
●資料請求番号：192902

小林鉄工（株）

日本オートマチックマシン（株）

生爪成形治具 アシストリング

ワイヤカットブリッジ

AR タイプ

JWS シリーズ

http://www.chuck.co.jp

http://www.jam-net.co.jp

28

29

●資料請求番号：192903

大きな部品加工に、
１本または２本をワイヤ放電加工機本体ベースに橋渡し
をしてご使用頂る長尺ブリッジです。大型ワイヤカット放電加工機に対応可
能でプレート加工、大型ワーク加工に威力を発揮します。材質は、
ＪＡＭオリジ
ナルステンレス鋼を使用しており硬度はＨＲＣ５５°
で全面焼入れ処理で耐
錆、耐摩耗に優れています。全長は業界最長の１,２００ｍｍまでのラインアッ
プです。お客様の加工内容に合わせてカスタマイズ品も製作可能です。
●資料請求番号：192904

（株）ミツトヨ

（株）ミツトヨ

超高精度ＣＮＣ画像測定機
ウルトラクイックビジョン

顕微鏡用デジタルカメラシステム

Image X PRO 3000

ULTRA QUICK
VISION 404 PRO
http://www.mitutoyo.co.jp

世界最高水準の測定精度 Ｅ１ＸＹ＝（０．
２５＋Ｌ／１０００）
μｍを実現した超
高精度ＣＮＣ画像測定機です。真直度誤差をきわめて小さくするために案内
方式には、高精度三次元測定機などで培った静圧空気軸受をＸ、
Ｙ、
Ｚの３軸
に採用しました。
ＦＥＭ（有限要素法）解析を用いた最適設計により本体の
高剛性化を実現しました。基準となる測長系にはミツトヨが独自に開発した最
小表示量０．
０１μｍの高分解能リニアエンコーダを採用しています。
【仕様】
①測定範囲：
４００（Ｘ）
×４００（Ｙ）
×２００（Ｚ）
ｍｍ
②画像検出方式：白黒ＣＣＤカメラ
③最大積載質量：
４０ｋｇ
●資料請求番号：192905

●資料請求番号：192801

http://www.mitutoyo.co.jp

※実体顕微鏡、
ノートパソコンはイメージク
ロス３０００に含まれておりません。

顕微鏡に簡単に装着してリアルタイム観察・デジタル撮影・画面内計測・
画像解析・ＬＡＮ送信を可能にするデジタルカメラシステムです。デジタルカメ
ラ特有のコマ遅れが少なく、モニタ表示される画像を見ながら、
ピント合わせ
やステージ移動などをスムーズに行えます。目が疲れにくく、一連の操作にお
いて高い効率性と安定感をもたらします。保存画像から計測するだけでなく、
ライブ画面時の計測にも対応していますので、すぐ計測結果を知りたい場合
に非常に便利です。また、動画の撮影も可能な為、経時変化や微小な動きを
確実に記録します。顕微鏡画像を左右に２分割表示し、検査解析をすること
もできますので比較観察に効果的です。自動エッジ検出機能により、作業者
による誤差やバラつきを低減できます。画面内計測の結果（計測線）
は全て
画像と一緒に同時保存できます。
●資料請求番号：192906

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

NEW PRODUCTS

内径把握用の生爪を成形切削する為の調整機能付ダミーリングです。
ワークダミーの径が任意に調節可能です。把握面及び端面の成形が容易に
できます。内張り把握の生爪成形に最適で、内張り把握を有効に使えば加
工工程を削減できます。爪に針金を巻くなどの不安定な成形をなくせます。
【製品ラインアップ】
ＡＲ－６ ：調整径φ１４０～１７０（６インチ用）
ＡＲ－８ ：調整径φ１７０～２１５（８インチ用）
ＡＲ－１０：調整径φ２１５～２７０（１０インチ用）

利便性と応用性を兼備！

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

部品
工具など

スラッジ
鉄粉など

現場の悩み 掴み 捕り ます！
NEW!

（株）ミツトヨ

多目的フレキシブルホルダ MPV-MF30

カネテック（株）

高速５軸スキャニングヘッド

グラナイトベース

REVO

GB-MX シリーズ

http://www.mitutoyo.co.jp

http://www.kanetec.co.jp

◆フレキ先端の継ぎ金具が多彩な仕様のため、
クランプはもとより多用途への使用が可能！
◆基台は設置・取外しが容易なマグネットベー
スを使用！
使用例

特許
出願中

ＣＮＣ三次元測定機用の全く新しい計測プローブヘッドシステムです。従来
の三次元測定機の倣い測定とは異なり、測定機とヘッドの同時制御を行い、
超高速倣い測定時に発生する、測定機の動的誤差を大幅に軽減していま
す。
また、
５軸同時制御と無段階割り出しにより、従来困難であった複雑な形
状測定を強力にサポートします。高精度を維持しながら、最高５００ｍｍ／ｓで
の高速測定が可能で、三次元測定機の生産性を最大限発揮することができ
ます。
●資料請求番号：193001

タンク清掃用プレートマグネット KPM-BW12
◆タンク内コーナー部や仕 切 板
オーバーフロー部など設置場所
を選びません！

◆沈澱だけでなく浮遊スラッジも
回収可能！

特許
出願中

●資料請求番号：193002

昭和電機（株）

カネテック（株）

ミストコレクタ ミストレーサ
メンテナンス減シリーズ

フレキシブルノズルホルダ

●資料請求番号：193102

http://www.kanetec.co.jp

スラッジ回収例

マグネット応用機器総合メーカー

NH-M1

CRX-NS タイプ

30

NEW!

精密石定盤上での精度測定に最適なグラナイト（花崗岩）ベースが業界
最安値で新登場しました。ベース部φ１２０、
１６４、
１８７mm の３機種をライン
アップしました。
【特長】
①ベース底面の平面度は２μｍ以内の高精度仕上げ
②ベース形状はスライド時に手に馴染みやすい円形２段形状
③ベース部は花崗岩を使用しているため、平面度の狂いや錆の心配がなく
保守が容易です
④クランプ力抜群のフレキシブルアームを搭載し、
自在な姿勢をダイヤルひと
つで一括固定

http://www.kanetec.co.jp

●資料請求番号：193101

■本社・工場 長野県上田市上田原１１１１番地 TEL
（0268）
24-1111
（代）
■営業本部 東京都千代田区岩本町３-２-９ TEL
（03）
5823-7011
（代）

http://www.showadenki.co.jp

NEW PRODUCTS

NO.20 ロボット組み込み編

次号予告
切削・研磨・熱処理・圧延・プレスなどの工程で発生するミストが起こす、
悪影響を解決します。作業環境改善と生産性向上のためにミストレーサの有
効活用をご提案いたします。風の流れと重力によってミストを捕集して排出する
『エアパス』
と、金網型のエンドデミスタを採用することで、洗浄後の再利用
が可能となり、
フィルタ等の廃棄物とメンテナンスを大幅に削減しました。電
動機は自社で開発し、保護等級ＩＰ６５（耐塵埃・噴流水保護形式）
を採用し、
焼損防止用に巻線に熱反応式のサーマルプロテクタ付の安心設計です。ま
た、
目詰まりサインで運転中にフィルタの目詰まりが確認できるので、
メンテナ
ンス時期が明確に判断できます。軽量・コンパクトなので、機械の上にも設置
が可能で省スペース化を実現しました。
●資料請求番号：193003

2010 年7 月10 日発刊予定

主に工作機械への切削油・エアの供給に使用します。また、放電加工にお
いて、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上し、
フレキ部は自由自在に曲げる
ことが可能です。金属製フレキの採用により、高圧エアや大流量の加工液
の放出でも安定した姿勢保持を実現しました。また、切削加工時の切屑によ
る熱損傷等にも強く耐久性も向上しました。
●資料請求番号：193004

（株）ホータス

（株）ホータス

卓上型ドリル研磨機

高速ドリル（ＨＳＳ）専用研磨機

DG-34

DG-18

http://www.e-supertech.co.jp

http://www.e-supertech.co.jp

最新技術情報と
課題解決手法のご提案
産業用ロボット及び周辺機器等・組み込み
商品の新製品を一挙掲載。設計・開発に役
立つ大好評の特集記事もご期待ください。

Products New Board

φ１１．
１〜３４.0 ｍｍまでのＨＳＳ及び超硬ドリルの円錐研磨ができるワイドレン
ジの卓上型ドリル研磨機です。更にオプションコレットを4 個追加すれば最小で
φ7.1mm からの研磨が可能になります。従来機種のＤＧ−２５型（φ１１．
１〜
２５．
４ｍｍ）の改良型でφ２５．
５ｍｍ以上のドリルには大径用ホルダとコレット
を使用することでφ３４.0 ｍｍまでを可能にしました。既存機種と同じく高精度
に加えポータブルで持ち運びもでき省スペース、更に使いやすさも兼ね備えて
います。
（ 超硬ドリル用の砥石はオプション）
●資料請求番号：193005

新斬monoホームページはこちら

近年作業の高能率化が望まれる中、ハイグレード素材による高速ハイスドリ
ルの開発が各所で進んでおりその需要も日増しに増えてきております。高級
素材となると使い捨てにするわけにもいかず、再研磨するには困難が伴いま
す。そんな悩みをホータスの『スーパー研磨機ＤＧ−１８』
が解決します。
【仕様】
①対象ドリル：ＮＡＣＨＩＥＳＳなどの高速ドリル
②加工ドリル径：φ３．
０〜１３．
０ｍｍ
③先端角度：
１３５°
（固定）
●資料請求番号：193006

http://www.szmono.com

新製品情報案内板
ロ
ロ

ボ
ボ

ッ
ッ

ト
ト

減
減 速
速 機・
機・ モ
モ ー
ー タ
タ
空
空

圧
圧

機
機

器
器

油
油

圧
圧

機
機

器
器

除
除

電
電

器
器

ポ
ポ

ン
ン

プ
プ

31

