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三共製作所
特集 ゼロバックラッシCNC円テーブル

RoIIerDrive CNC™8

ソディック エフ・ティ
特集 超高精度セラミックス測定器

FINE XCERA®7

シオン
特集 水溶性切削液／水溶性潤滑添加剤

NANOKUHL【ナノキュール】6

ミツトヨ
特集 輪郭形状測定機

CV-4500シリーズ5

ソディック
特集 リニアモータ駆動 超高速マシニングセンタ

TT1-400A4

オークマ
特集 インテリジェント複合加工機

MULTUS  BⅡ series3

ヤマザキマザック
特集 高精度多面加工マシニングセンタ

VARIAXIS j-5002

森精機製作所
特集 5軸制御マシニングセンタ

DMU 65 monoBLOCK®1

P-19 アマダマシンツール／大阪機工／岡本工作機械製作所／シチズンマシナリーミヤノ

P-21 サンドビック

P-21・23 住友電気工業／曽根田工業／富士元工業／ノガ・ジャパン／宮川工業／
タック技研工業／ワルター・ツーリング・ジャパン／パル／田倉工具製作所

P-25 小林鉄工

P-25 ナベヤ／パスカル

P-25・27 ミツトヨ／日本電産シンポ／パル／ANMO

工作機械
ツーリング

旋盤周辺
治具

切削工具

測定機器
P-27 カネテック

P-27・29 本多電子

マグネット工具
洗浄機

P-29 日東工器／宮川工業／本多電子

P-29・31 ベクトル／アネスト岩田／富士製砥／曽根田工業

エア工具・電動工具
その他
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0101 5 軸制御マシニングセンタ

株式会社森精機製作所 DMU 65 monoBLOCK®SPECIALSPECIAL

特
集
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0202 高精度多面加工マシニングセンタ

ヤマザキマザック株式会社 VARIAXIS j-500
SPECIALSPECIAL

特
集
2
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A
RIA

XIS j-500
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0303 インテリジェント複合加工機

オークマ株式会社 MULTUS BⅡ　series
SPECIALSPECIAL
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集
3
／M

U
LTU

S B

Ⅱ　series



8

10mm

TT1-400Aは、XYテーブルにCFRP（炭素繊

維）を採用することで、超高速加工を実現した

マシニングセンタです。超高速加工を実現する

ためには、速く正確に動かす必要があり、当然

リニアモータ駆動は必須です。

同時に、移動体のイナーシャを小さくし、加工物

から位置検出点までの距離を小さくすることが

重要です。

CFRPの材料特性（超軽量、高剛性）を存分に

生かし、XYテーブルを薄くかつ軽く構成すること

で、TT1-400Aは、加減速を頻繁に行うような加

工（微細で複雑形状ワーク）において、既存の機

械に比べ最大50%の加工速度upを実現し（弊

社比）、さらに機械の振動が少ないため、高品位

な面質と工具寿命upが可能になりました。

金属での小物部品加工の他、樹脂やセラミック、

難削材などの高速加工で、その効果が十分期待

できる機械です。

 

開発者の声

株式会社ソディック
生産本部　生産技術部
麻原 俊一 氏

X・Yテーブルに
新素材CFRPを採用

CFRPによるメリット  新開発 数値制御装置“LN3X”搭載

X×Y×Zストローク ： 400×250×300mm
テーブルサイズ ： 420×260mm
テーブル上面から主軸端までの距離 ： 150～450mm
最大積載質量 ： 10kg
主軸回転数 ： 6,000～40,000min-1

ホルダ形式 ： 2面拘束　E25
早送り速度 ： max60m/min
ATC ： 16本（最大工具径 φ6mm）
外径寸法（幅×奥行×高さ） ： 1800×2647×2793mm

お客様のご要望に対し、速やかにお手伝いができる新しい数値制御装置！

高速・高精度を最適化するモーションコントロールと、その内部制御の更なる高速化、
SI-LINKで実績のある1Gbpsの高速シリアル通信接続による駆動軸制御、ソディック独自の
先行制御SEPT（MC）など、様々な最新技術を集結

先進のモーションコントロール技術

3次元による加工モデルデータから直接軸移動指令をモーションコントローラへ出力する
「Direct Motion®」システムを搭載し、加工速度と加工精度を向上

自動加工支援「Direct Motion®」搭載

ソディック独自のLINK通信技術は、省配線による省スペース化を実現し、部品点数が少なく
信頼性とメンテナンス性を向上

省スペースでメンテナンス性に優れたコンパクトな筐体

お客様が要望する操作環境を速やかに開発し
実現するためのプラットフォームを実装

数値制御装置の構造改革を実現

主な仕様

カーボン繊維強化プラスチック

CFRPを採用し
高加速による
高効率加工を実現

高
速
加
工
の
優
位
性極めて軽い 超高速で動かせる

変形が少ない

超高速

応答性が良い

誤差が少ない

精度が良い

厚みが薄い

イナーシャが
小さい

スケールと
ワークが近い

2kg

イナーシャが小さい 1/50

スケールとワークが近い 1/2

1/2

1/50

10mm

リニアモータ駆動 超高速マニシングセンタ

世界初
NEW

超高速

高品位面質 工具長寿命 省エネ・エコ

時間短縮 高生産性

F1モデルの高速加工サンプル

スマートフォン筐体モデルの
高速加工サンプル

総加工時間90分
（従来MC ： 120分）
※上部形状加工パターンにて

総加工時間15分

最大加工速度0.5G
荒

24分

φ6×20

1270

加工時間

工具

F値

中

23分

φ1×8

1400

仕上げ

35分

φ0.5×8

2032

X・Yテーブルに

Y軸スケールとワーク位置までの距離

CFRPの
一般的な特長

●強度・剛性ともに非常に優れている
　→指定方向であれば鉄より
　　強くすることができる

●軽い（比重が1.5～1.7：鉄と比較すると1/5）
●極めて低い熱収縮／熱膨張率（寸法安定性が高い）
●耐熱性が高い、熱の伝導性に優れている

●疲労強度が高い
●摩擦係数が小さい
●耐摩耗性が高い

1/100極めて軽い 3kg2kg

1/5～15厚みが薄い 10mm20mm

※従来のMCに対し

※SmART開発プラットフォーム

■テーブル単体
　600×400×20mm/2kg

■サドル単体
　820×520×10mm/3kg
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X軸
80mm/s

測定力

測定力

● 測定範囲：100mm/200mm（X軸）、60mm（Z1軸）
● Z2軸（コラム）移動範囲：300mm/500mm 
● 検出器の測長ユニット：円弧スケール 

● 分解能：0.02μm 
● 駆動速度：0～80mm/s及び手動（X軸）、
 0～30mm/s及び手動（Z2軸）

主な仕様

Z2軸(コラム上下動)
30mm/s

『輪郭測定』において、ねじの有効径やベアリ

ング落とし込み円のピッチ円直径といった上下

面の測定解析要求が増えてきております。

その中で、上下測定機能を搭載したCV-4500

を開発しました。

また、測定力可変機能も標準搭載し、測定力を

プログラマブルに設定でき薄物形状のワークの

測定にも対応できます。従来のシステムに比

べ、アームをワンタッチで着脱でき、測定力の調

整も簡単に設定でき、測定効率もアップしま

す。多彩な高精度測定ができ、お客様に満足し

ていただける製品だと思います。

 

開発者の声

株式会社ミツトヨ
広島事業所　商品設計部
2課 中山 樹 氏

両側円錐スタイラスとの組み合わせにより、
アームの向き変更・ワークの再セッティングが
無く、上向き、下向きを連続して測定できます。
従来測定することが困難であった雌ネジの有
効径を上下面連続測定データを用いて簡単に
解析できます。

新規設計されたス
トレートアームは、
ワークへの干渉低
減とZ1軸検出部測
定範囲の拡大を実
現しました。

上下面連続測定機能により、
上下面の測定が簡単に可能

NEWストレートアームを採用

測定力はデータ処理部
（Formtracepak）から
5段階で切替可能です。
最適な測定力が、より
高精度な測定を実現し
ます。

測定力可変機能を搭載

高精度高速駆動を実現し測定効率をアップ

アーム取り付けは従来のねじ止めからマグネットを利用したワンタッチ着脱
へ変更し、作業工数低減に貢献します。

アーム取り付けはワンタッチ着脱
下向き（下面）測定 上向き（上面）測定

片角スタイラスSPH-71を取り付けた場合

Z1軸測定範囲が10mmアップ

CV-4100（従来品） CV-4500

50
mm

10
mm

60
mm

19
mm

■ CV-4100（従来形） ■ CV-4500

アーム側着脱部

検出器側着脱部

アームはねじ固定 ■ マグネット着脱

傾斜姿勢

X軸
（駆動部）

Z2軸
（コラム上下動）

最大駆動速度

輪郭形状測定機輪郭形状測定機

上下面連続測定機能が新たに加わり、
測定力可変機能も進化して効率的に、

多彩な高精度測定を実現

上下面連続測定機能が新たに加わり、
測定力可変機能も進化して効率的に、

多彩な高精度測定を実現

劇
的
に
進
化
し
た

　
高
精
度
輪
郭
形
状
測
定
機

劇
的
に
進
化
し
た

　
高
精
度
輪
郭
形
状
測
定
機
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ナノカーボン分散型水溶性切削液の開

発にあたり、一番高いハードルは酸性ナ

ノカーボン分散液をアルカリ性にする事

でした。

水溶性切削液の最も重要な二次性能

は、金属に対する防食性です。その性能

を付与するためにはアルカリ性の液にす

る必要があります。その為に、酸性で安定

しているカーボン液をアルカリ性に移行さ

せる必要があります。その技術を取得する

為に多くの開発時間を費やしました。この

ようにして開発された切削液ナノキュール

を市場に送り出して3年目になります。

市場での評価は期待していた以上のもの

でした。

潤滑性(工具摩耗低減、砥石の目詰まり

抑制)、腐敗臭低減、液性状改善、

洗浄性向上等で好評いただいています。

開発者の声

株式会社シオン
企画開発　技術部
信本 明成 氏

高性能水溶性切削液・水溶性潤滑添加剤“ナノキュール”とは お客様の声 ナノキュール【 STS-4N 】水溶性切削液

油分・界面活性剤を一切含まない！！

黒い切削液誕生！

水溶性切削液・水溶性潤滑添加剤“ナノキュール”は、
国立大学法人名古屋工業大学大学院工学研究科と愛
知県産業技術研究所の協力があって生まれた全く新し
い水溶性切削液と水溶性潤滑添加剤です。熱衝撃に強
く、硬く、自己潤滑性が高いというカーボンの特性をフ
ルに活かし、液中で分散性のよいナノサイズにすること
で、今までにない水溶性切削液と水溶性潤滑添加剤が
誕生しました。水溶性切削液は洗浄性にも優れており、
使用し続けることで機械内部をクリーンにし、細菌等の
繁殖による悪臭を軽減します。この優れたカーボン分
散液を導入した、従来にない高性能な水溶性切削液・
水溶性潤滑添加剤です。

ナノキュールに使用しているナノカーボン
分散液は、熱伝導性、自己潤滑性、分散性
に優れており、従来の水溶性切削油の特長
である冷却効果を大きく向上させていま
す。また、マイナスの電荷を帯びたカーボン
のため、工具への吸着性に優れており、
金属溶着を抑制する効果が期待できます。

“ナノキュール STS-4N”
   の物理的性状

タイプ／シンセティックソリューション型
外　観／黒色液体
密　度／1.02

引  火  点／なし(非危険物)
pH(原液)／10.0
使用濃度／10～20倍希釈

▲SEM像(300nm) ▲砂漠の薔薇

50nm

水溶性切削液／水溶性潤滑添加剤水溶性切削液／水溶性潤滑添加剤

通常、潤滑性や対腐敗性、防錆性を向上させるには、水溶性切削油の濃度を上げることが容易であり対応方法とな
りますが、水溶性切削油の濃度を上げると、油分・界面活性剤の濃度も一緒に上げることとなり、ベトツキ・オイルミ
ストによる作業環境の悪化や加工後の洗浄時間が増える非効率化、皮膚刺激性が増すなど二次性能がダウンする
ことにつながります。“ナノキュール”SSA-4R（添加剤タイプ）は油・界面活性剤を不使用であるため、二次性能を
落とさずに潤滑性や対腐敗性、防錆性を向上させることができます。

アルミ・ステンレスなどの加工には、添加剤タイプ
ナノキュール【 SSA-4R 】水溶性潤滑添加剤

自動車メーカー１次下請会社 様
驚くほど臭いが無くなっただけでなく、切削性は従来のエマルジョンと変わりなく、ワークが油汚れしない為、作業
性が上がった。廃油処理激減見込め、ℓ単価約３倍だが採用し続けて行きたい。

改善目的：臭いの改善／被策材：鋼・鋳物／加工機：高速マシニング・N/C旋盤

ダクタイル鋳鉄加工会社 様
従来のエマルジョンよりも若干刃持ちがよくなり、加工精度も向上。機械周りのベトツキもなくなり、作業環境の改
善もできている。　

改善目的：臭い・作業性／被策材： FCD600 焼入材／加工機：N/C旋盤

金型製造会社 様
臭いの改善はもちろん、銅の切削面に光沢が出るようになった。機械内がサラッとしており、扉を閉めても中の様子
が窓からはっきり見えるようになった。従来のエマルジョンのときにあった吐出口のつまりがなくなった。

改善目的：臭いの改善／被策材： 銅／加工機：MC

鉄鋼メーカー１次下請け会社 様
目詰まりの削減を確認に加えて、皮膚刺激性の低さ、臭いにおいて作業者サイドより熱望。加工精度の向上も認められた。

改善目的：目詰まりの改善／被策材： 鋼／加工機：研削

金型製造会社 様
臭いがなくなり、皮膚障害も改善された。加工性は従来品と遜色なし。
まだ、詳細データはないが、目詰まりが減っているように感じる。

改善目的：皮膚障害改善 ／被策材：鋼・超鋼／加工機：研削

切削の様子［ナノキュールSTS-4N使用］
消臭
効果

防錆性
UP

メンテナンス性
向上皮膚障害

改善

工具寿命
の改善

消臭
効果

防錆性
UP
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「超大物セラミックス＝ソディック」

約20年前に放電加工機メーカーであるソディックの一事

業部から出発した弊社ですが、昨今では測定器の販売だけ

に限らず、多種多様なお客様から注文を頂ける様になりま

した。弊社の特徴として「大物セラミックスといえばソ

ディック」と代名詞を頂ける程、世界最大級のセラミックス

を得意としております。お客様からの「他社では無理だけ

ど、これできる？」の言葉がキッカケとなり、今では世界最

大級の大きさの、四直角マスター（1m×1m）、基準直定規

（4m）が製作可能となりました。さらに、四直角マス

ター、基準直定規、キュービックマスターなど、よく使われ

るサイズの規格を見直し、国内最高精度の1μmを保証して

おります。また、弊社では、特殊製品の製作も行っておりま

す。「超大物部材・超高精度・他社では製作不可」などの

場合はお問い合わせ下さい。これからも、長年培ってきた

経験・実績を基に、お客様に満足して頂ける製品を供給し

たいと考えております。

●資料請求番号 ：271501
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超高精度セラミックス測定器

株式会社ソディック エフ・ティ FINE XCERA®0707SPECIALSPECIAL

特
集
7
／FIN

E XC
ERA

®
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www.szmono.com/enter

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、

新斬monoホームページはこちら http://www.szmono.com新斬monoホームページはこちら http://www.szmono.com

www.szmono.com/enter

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、

開発者の声

●資料請求番号 ：271701

 ●資料請求番号 ： 271601

新斬monoホームページはこちら http://www.szmono.com

17

特
集
8
／RollerD

rive C
N

C
TM

0808ゼロバックラッシCNC 円テーブル

株式会社三共製作所RollerDrive CNCTM
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 ●資料請求番号 ： 271801

（株）アマダマシンツール http://www.amada.co.jp/amt/

●資料請求番号：271901

高剛性、高精度の中型平面研削盤。チャックサイズ８００×４００〜１,２００
×６００（ｍｍ）まで５種類のラインナップを展開。①高剛性のＴ型一体型
ベット・Ｃ型コラム構造と左右オーバーハングレス構造の採用により、高
い真直精度を実現②オーバーハングレスＶ−Ｖ摺動面テーブルをボール
ネジで駆動することにより、低速・高速での高精度加工に加え、クラウニ
ング研削を実現。油圧レスで低環境負荷性能を向上③パソコンＮＣによ
る容易なプログラム作成と、選べる３タイプのカバーにより作業者の操作
性と安全性を両立し、研削効率をアップ④生産性を向上する機上計測
装置や、対話式ソフト、ドレッサーなど多彩なアプリケーションを用意。

中型平面研削盤
TECHSTERシリーズ
TECHSTER84/105/106/125/126

大阪機工（株） http://www.okk.co.jp

●資料請求番号：271902

従来機の特長であった豊富な主軸バリエーションと重切削対応のギヤ主
軸・すべり案内面を継承し、さらに機能・性能を高め、多様なワークにも対
応できる削りにこだわった『加工の本格派マシン』です。主軸トルクを最
大限に活かすため、主軸軸受に大径ベアリングを採用し、高い主軸剛性
を確保しています。また、サドル・テーブル・コラムのリブを適正配置すると
ともに、肉厚を２０〜３０％厚くし、加工反力を確実にサポートすることで、
安定した切削を提供します。また、豊富な主軸バリエーションにより、ワー
ク材質および加工内容によって主軸を選択することが可能となり、あらゆ
る加工にマッチした機械となっています。環境面に対しては、標準仕様の
主軸２段ギヤ駆動方式ではビルトイン主軸に比べ約３０％の電源容量の
低減を図っています。さらに、ＬＥＤ照明灯を標準装備し、環境への配慮を
実現しています。

立形マシニングセンタ
VM53R

（株）岡本工作機械製作所 http://www.okamoto.co.jp

●資料請求番号：271903

微細形状金型部品の仕上げ研削までの連続無人加工ができます。２ス
ピンドル搭載で砥石交換をせずに多様な加工に対応し、パレット交換時
の誤差をキャンセルできる独自の加工サイクルを構築しました。１．２スピン
ドルによる超精密研削方式：２つのスピンドルを①平・Ｖ②左右Ｖフェー
ス③精粗Ｖフェース等の組合せで使用できます。２．ＡＰＣによる誤差を
キャンセル：パレット交換時にＣＣＤで基準位置から加工開始位置を都度
認識する方式により、パレット交換時の誤差をキャンセルできます。

超精密マイクロプロファイル研削盤
UPZ210LiⅡ-2スピンドル

シチズンマシナリーミヤノ（株） http://cmj.citizen.co.jp/

●資料請求番号：271904

環境負荷軽減の観点から、素形材加工（プレス・鋳造・鍛造などで加工
したもの）のニーズが高まっています。ＧＮ-４２００はこのようなニーズに対
応すべく開発された高精度小型チャッカー機です。オーシャンシンコムの
伝統である熱影響の少ない基本構造・卓越した技術を持つキサゲ師に
より仕上げられた滑りスライドを継承。早送り速度を従来機比１．５倍実現
によるサイクルタイムの短縮、所要床面積の従来機比３０％削減による
省スペース化で実現した単位面積あたりの生産性の向上はもちろんのこ
と、刃物台スライドストロークの５０ｍｍ拡大や、ベッド上の振りφ１７０ｍｍ
を確保することなどにより、幅広いワークへの対応を可能としています。

高精度小型チャッカー機
OceanCincom　GN-4200
オーシャンシンコム　GN-4200



20 N
EW

 PRO
D

U
C

TS

21

延長アーバー延長アーバー

株式会社Ｂ．Ｃテック
本社　〒596-0843　大阪府岸和田市北阪町148-2

稲葉工場　〒596-0103　大阪府岸和田市稲葉町1719-1 
　　　　　TEL (072)479-2267

http://www.bctech-e.com
e-mail:bc.tech@nifty.com

TEL (072)428-5081
FAX (072)428-5082

 ●資料請求番号 ： 272002

BT40またはBT50アーバーを
ロングアーバーにチェンジ出来ます。

プルボルトで先端のアーバーを直接引っ張るので
高剛性を実現！！

BT40またはBT50アーバーを
ロングアーバーにチェンジ出来ます。

プルボルトで先端のアーバーを直接引っ張るので
高剛性を実現！！

BT40またはBT50アーバーを
ロングアーバーにチェンジ出来ます。

プルボルトで先端のアーバーを直接引っ張るので
高剛性を実現！！

BT40またはBT50アーバーを
ロングアーバーにチェンジ出来ます。
深堀り加工で現使用アーバーでは長さが足りない時
延長アーバーをジョイントすることで加工可能！！
深堀り加工で現使用アーバーでは長さが足りない時
延長アーバーをジョイントすることで加工可能！！
深堀り加工で現使用アーバーでは長さが足りない時
延長アーバーをジョイントすることで加工可能！！
深堀り加工で現使用アーバーでは長さが足りない時
延長アーバーをジョイントすることで加工可能！！
プルボルトで先端のアーバーを直接引っ張るので
高剛性を実現！！

 ●資料請求番号 ： 272001

TOGGLECLAMPSTOGGLECLAMPS
WE SUPPLY HIGHER PERFORMANCE

AND RELIABLE SATISFACTION.

より高度な性能と確かな満足を提供します。

ISO9001:2000 認証

ハンドル横型

ハンドル縦型

横押型
フック型

 ●資料請求番号 ： 272004
 ●資料請求番号 ： 272003

サンドビック（株） www.sandvik.coromant.com/jp

●資料請求番号：272101

コロマントキャプトはご使用のタレットの性能を最大限発揮することがで
き、クイックチェンジ機能にてセットアップ時間の短縮・生産性向上のお
役に立ちます。この新しいタレット向けクランプホルダは、①工具のクイッ
クチェンジで、セットアップ時間を大幅に短縮できる②ツインクランプホル
ダを使用することで、タレットに取り付ける工具本数を増やす事ができる
③回転工具ホルダにおいて、コロマントキャプトカップリングの回転工具
が使用できるようになる（工具の共用化）④より短い突出し量により、高
い剛性と良好な振れ精度を両立させることができる⑤より柔軟性に富ん
だ加工が構築でき、ワンチャッキングでの加工領域を広げる、という利点を
備えています。

タレット向け コロマントキャプト
クランプホルダ

サンドビック（株） www.sandvik.coromant.com/jp

●資料請求番号：272102

長い工具突出しが必要とされる加工では、びびりの危険性が高くなるた
め、通常低い条件での加工となります。この防振フェースミルアダプタは、
このような加工に対して大きな切込み量、高い条件での加工が可能とな
ります。防振工具は切削音やびびりを低減し、加工能率を上げ安全に加
工することが可能です。また、内部給油（クーラントスルー）にも対応し、
仕上げ面と切削条件を向上させることができます。品目を拡大した新しい
防振フェースミルアダプタは、長さ４〜５×Ｄで５０％以上の生産性向上を
実現します。特許取得済の防振効果メカニズムを広範囲なフライス加工
でご体験ください。

フェースミル防振アダプタ

（有）曽根田工業 http://www.toolnavi.jp/

●資料請求番号：272104

チップ拘束部にタングステン合金を採用し、従来の超硬ホルダと比較し
て、より深く、より長く、より強くを実現しました。また高精度Ｖ形状による特
殊接合と、超硬部がチップに極限まで近付くことにより、ボーリング加工
の高精度、高能率、高寿命（３〜５倍）を達成しました。更に、ヘッド形状
をＶ形状にすることでより切屑の排出性能を向上させ、安定した加工面を
実現することができます。タングステンヘッドは、歪が無くビビりにくい為、
オール超硬ボーリングホルダのような今までにない加工分野に実力を発
揮します。

タングステンヘッド超硬ホルダＭａｘ Ｖ ｐｏｉｎｔ
STUPR/SCLCRシリーズ

富士元工業（株） http://www.nicecut.co.jp/ 

●資料請求番号：272105

従来のセンターリング・面取りシリーズのチップの使用コーナー数が２コー
ナーであったのに対し、新商品「エコメン」は使用コーナー数が３コーナー
になり、お客様の加工コストを低減します。その他チップ形状、切刃諸言
の改良により切粉排出性が上がり、切削性の向上を実現しています。さら
に、チップ材質に超硬の超微粒子母材を使用し、新コーティングを施すこ
とにより長寿命を実現しています。同様のチップを採用したシリーズの１つ
として、面取り専用で２枚刃タイプの「エコメン２」もラインナップしていま
す。

センターリング・面取りシリーズ　エコメン
EML2030T・EML2030TL・
EML2045T・EML2045TL

住友電気工業（株） http://www.sumitool.com

●資料請求番号：272103

従来材種の１．５倍以上の長寿命と抜群の信頼性を実現する、鋳鉄の高
速・連続加工用新材種「エースコートＡＣ４０５Ｋ」と、連続から一部断続
を含む一般加工用新材種「エースコートＡＣ４１５Ｋ」が発売されました。
従来の微細・平滑ＣＶＤコーティング「スーパーＦＦコート」を更に進化さ
せた新コーティング技術を採用し、耐摩耗性が従来品比約５０％向上、鋳
鉄加工の大幅な高速化が可能となりました。鋳肌・断続加工を得意とす
る「エースコートＡＣ４２０Ｋ」と組み合わせることで、仕上げから粗加工、
連続加工から強断続に至るすべての領域をカバーする「ＡＣ４００Ｋシリー
ズ」が完成しました。鋳鉄旋削加工の大幅な効率向上、加工コスト削減
が可能となります。

鋳鉄旋削用コーティング材種
エースコートAC400Kシリーズ

ノガ・ジャパン（株） http://www.noga.co.jp

●資料請求番号：272106

高品質の真円の面取りをスピーディにしかもワークを傷めるリスクなく可
能にしたカウンターシンクです。丸穴、角穴、切れ目のある穴などの９０°面
取りに威力を発揮します。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイ
ドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットによりロッ
クされブレードの突き出しを設定できます。切削トルクを容易に制御できる
ため、ワークやバイスを手で保持しての大きな面取りも可能です。主に、
ボール盤・電ドル用の面取りシステムです。　　

ＫＯＰＡＬ　内径用カウンターシンク９０°

KP01-095
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 ●資料請求番号 ： 272202

 ●資料請求番号 ： 272203

 ●資料請求番号 ： 272201

宮川工業（株） http://www.miyakawa.com/

●資料請求番号：272301

ボルト部のバカ穴とボルトの頭部の沈め加工を同時に行うことが可能な
切削工具です。金型、部品加工において締め付けボルトの頭部が突き出
ることによる不具合がある場合、ボルトの頭部を沈める必要があります。
一般的な沈めフライスはガイド部と刃径部があり、下穴をドリルであけた
後、ボルトのバカ穴をガイド部で下穴にならい刃径部と同心になるよう２
工程で加工しますが、この製品はボルトのバカ穴をドリルであけ、刃径部も
同時に加工できるので、工程が短縮でき、さらに芯ずれを防ぐことができま
す。

六角穴付ボルト用ドリル沈めフライス　
六角チン
BDFHシリーズ

（株）タック技研工業 http://www.tacgiken.co.jp

●資料請求番号：272302

タップユニットシリーズに新たな製品がラインアップ化されました。従来の
タップユニットに比べて格段のコンパクト化に成功しました。従来品（Ｔ
ＴＳタイプ）と比較し、全長で約１００mm、全高で１５０mm、全幅で約７０
mmコンパクトになりました。また、質量も従来の約２８ｋｇから約１３ｋｇとな
り、全体としてスリム化に成功しています。タップ能力はアルミでＭ３〜Ｍ８
です。御相談により、多軸ヘッドの取付が使用可能な仕様への変更も可
能です。回転及び送り機構がサーボモータ＋ボールネジなので、任意の
速度での変更が可能になり、また、停止位置も高精度な設定が可能とな
ります。

小型サーボタップユニット
ZTS4V

ワルター・ツーリング・ジャパン（株） http://www.walter-tools.com/

●資料請求番号：272303

欧州におけるものづくり大国であるドイツで１００年の実績を誇るＷａｌｔｅｒ
−Ｐｒｏｔｏｔｙｐ（ワルター・プロトティップ）が、日本市場向けにＪＩＳ（日本工
業規格）シャンク仕様タップの発売を開始しました。第一弾の商品展開と
して、貫通穴用ポイントタップのＰｒｏｔｏｔｅｘ（プロトテックス）、止まり穴用
スパイラルタップのＰａｒａｄｕｒ（パラデュア）、転造タップのＰｒｏｔｏｄｙｎ（プ
ロトディン）よりＭ３〜Ｍ２４をラインナップしました。ＳＳ４００やＳ４５Ｃなど
の一般鋼用、ＳＵＳやＳＣＭなどのステンレス・高合金鋼用、チタン合金・
ニッケル合金などの難削材用、ＦＣ/ＦＣＤ/ＡＤＣなどの鋳物用と、お客様
の被削材に特化する専用刃型を貫通穴・止まり穴それぞれの切削タップ
にレパートリーして、高性能かつ高信頼性のタップ加工を実現しています。

ＪＩＳ規格　切削タップ＆転造タップシリーズ
Paradur　/　Prototex　/　Protodyn
（パラデュア　/　プロトテックス　/　プロトディン）

（株）パル http://www.pal-co.jp/

●資料請求番号：272304

中ぐり、旋削等で加工された表面は、例外なく高さ、間隔がまちまちの一
連の凹凸面になっています。この工具を使用することにより、ローラーの
生み出す圧力が加工物表面とローラーの接触点でわずかな塑性変形を
起こし、加工物の凸面を凹面に冷間転圧します。そのため、加工物表面
のばらつきが圧延されて鏡面のように滑らかで、耐久性、耐腐蝕性のよい
タフな面が得られます。また、ロールの数が奇数になっているため、しっかり
３点があたり、真円度の向上、加工面の硬度５〜１０％アップも見込めま
す。ローラーは交換式になっています。最小径は４．７５ｍｍ〜です。

ローラーバニシング
SRシリーズ / Rシリーズ

（株）パル http://www.pal-co.jp/

●資料請求番号：272305

簡単なセットアップとプログラム（コンタリング加工）、もしくはハンドツール
（電動タイプ）で使用が可能です。二次的なバリの発生が無く、保護ディ
スクにより内面に傷がつくことはありません。クロス横穴角度９０°はもちろ
ん、６０°、４５°、３０°まで裏バリ取りが出来ます。刃は超硬でできており、片
面タイプ・両面タイプの２種類があります。最小径は２ｍｍ〜です。加工時
のツール回転数は２,０００〜１２,０００ｒｐｍ、送りは０．０５〜０．６ｍｍヘリカ
ル回転の範囲内で数回トライアルを行い、よい条件を探して使用してくだ
さい。

クロス穴楕円穴の専用バリツール
オービーツール
片面タイプ / 両面タイプ

（株）田倉工具製作所 http://www14.ocn.ne.jp/~stk/

●資料請求番号：272306

円筒（外径）研磨時、焼入れ品のセンタ穴加工は、センタードリル加工の
みでは高精度が出せません。これは熱処理時の歪みが原因です。そこで
本製品を機械（スピンドル）に差し込み、ワークをセット・回転させて戴く
と簡単にセンタ穴の焼き歪みが取れます。外径の大きいものや長いもの
は特に有効です。専用の機械が不要なので低コストにおさえられます。ま
た、差し替えるだけなので時間が短縮できます。何よりも製品の付加価値
を上げられる高精度を実現します。※メーカーのサイトで動画を確認できま
す。

かんたんセンタ研磨用センター
MT2・MT3・MT4
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 ●資料請求番号 ： 272402

超硬材・弱磁性材ワーク吸着固定の必需品 !

クーラントセパレータに超高磁力タイプが新登場 !クーラントセパレータに超高磁力タイプが新登場 !

切換式超硬用永磁チャック切換式超硬用永磁チャック
CMR-DL0915BCMR-DL0915BNEW

ニーズにお応えし
て　

小形サイズが新た
にラインアップ！ニーズにお応えし
て　

小形サイズが新た
にラインアップ！外形寸法に対する有効磁極面積を

従来品比30%アップ！　　　　　　　　

http://www.kanetec.co.jp

■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）

 ●資料請求番号 ： 272401

CMR-DL0915B

標準形・細目形・強力形もラインアップしています。

処理量・設置場所などに合わせた豊富な機種をラインアップしています。

従来品

新タイプ

マグクリーン®マグクリーン®MS-FHP シリーズMS-FHP シリーズ
NEW

MS-4FHP

弱磁性スラッジの回収率が更にアップ !弱磁性スラッジの回収率が更にアップ !

当社ＭＳ－Ｅ，Ｆシリーズとの互換性あり。　
現行機種からの容易な入替えが可能！
当社ＭＳ－Ｅ，Ｆシリーズとの互換性あり。　
現行機種からの容易な入替えが可能！

表面最大磁束密度0.5T

マグネット応用機器総合メーカー

ADUⅡ-102  エヤーマック
M/ADUⅡ-103  エヤーマックM
ADUⅡ-102  エヤーマック

M/ADUⅡ-103  エヤーマックM
天井、壁面、柱などに簡単に取り付け！
首振り機能がついて、方向も自由自在。
天井、壁面、柱などに簡単に取り付け！
首振り機能がついて、方向も自由自在。

ホース／編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
10m　内径6.5x 外径10㎜　（ADUⅡ-102）
（ホース先端 /安全のためのゴム製カプラブーツ） 
内径8.5x 外径12㎜　（ADUⅡ-103）

ホース金具／一次側：HC-3Pカプラ付
（内径8.5 ㎜×1mホース付）
二次側：1/4ワンタッチロータリーカプラ付（ADUⅡ-102）
3/8ワンタッチロータリーカプラ付（ADUⅡ-103）
質量／3.9kg（ADUⅡ-102）、4.2kg（ADUⅡ-103）

簡単にホース交換が出来る。
3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計
従来比…高さ21㎜、幅24㎜、奥行き11㎜拡大して容量UP。
特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース
反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。
最大130°までの首振り可能。もちろん固定しても利用できます。

簡単にホース交換が出来る。
3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計
従来比…高さ21㎜、幅24㎜、奥行き11㎜拡大して容量UP。
特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース
反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。
最大130°までの首振り可能。もちろん固定しても利用できます。

（付属品）★一次側ホース（1m）★プラグカプラ★ホース口金★取付金具一組（付属品）★一次側ホース（1m）★プラグカプラ★ホース口金★取付金具一組

特長特長

 ●資料請求番号 ： 272404 ●資料請求番号 ： 272403

小林鉄工（株） http://www.chuck.co.jp/

●資料請求番号：272501

インデペンデント（爪単動）とスクロール（爪連動）の機能を備えたチャッ
クです。爪の下にあるネジ棒（スクリューネジ）の角穴にハンドルを差し込
み開閉することで爪が単体で移動します。さらに、爪と爪の中心部にある
ピニオンギアの角穴にハンドルを差し込み開閉することで全ての爪が同
時に移動します。スクロール機構でワークをチャッキング後、インデペンデ
ント機構で微調整を行い、精密加工が可能です。また、異形ワークの連
続加工においては、２個目からのチャッキング時間を大幅に短縮すること
ができ、作業者の負担軽減・生産性のアップに貢献します。

コンビネーションチャック
CiSシリーズ

（株）ナベヤ http://www.nabeya.co.jp/

●資料請求番号：272502

三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプする
ことができます。また、１６９本のサポートピンが、複雑な三次元曲面を自在
にサポートし、段取り時間を短縮することができます。サポートピンの固定
はクランプレーバー１本で行えます。クランプ位置は、ワーク形状に合わせ
て上下左右自在に調整出来ます。複数個の使用により、長大ワークにも
対応できます。

フレックスサポート
FLS-88R

パスカル（株） http://www.pascaleng.co.jp

●資料請求番号：272503

オクタゴナルテーパコーンによる8面拘束と着座基準面の拘束により、繰
り返し位置決め精度３μｍの高精度・高剛性パレットチェンジを行うことが
できます。ジグやワークのセッティングがクイックかつ高精度に行え、芯出
し時間を大幅に短縮します。また、高精度なセルフセンタリング機能と優
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することができます。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、インデッ
クステーブルによる割出加工などに対応し、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。

Ｐａｌカップリング
modeI CPM

（株）ミツトヨ http://www.mitutoyo.co.jp

●資料請求番号：272504

環境への負荷低減、廃棄物の削減、維持費の削減等を目的とし、世界で
初めてソーラ電源を採用したデジタルインジケータが登場しました。特徴と
しては、①世界初の電池を使用しない地球環境にやさしいソーラタイプ
②『ＡＢＳＯＬＵＴＥ』センサの採用により、測定ごとの煩わしい原点セット
が不要で、いつでもすぐに測定でき、応答速度は無制限③必要な機能を
絞り込んだ２つの大形ボタンの採用④大容量コンデンサの充電機能によ
り、最低動作照度以下の環境でも長時間使用可能⑤充実したリフティン
グ機能をサポートするアクセサリ⑥各種測定子、スタンド類、データ処理
関連商品など豊富なアクセサリ⑦出荷時の検査データを記載した検査
成績書を標準添付、などです。

ＡＢＳソーラー式デジマチックインジケータ
ID-SSシリーズ

日本電産シンポ（株） http://www.nidec-shimpokeisoku.jp/

●資料請求番号：272505

食品、薬品、化粧品などの容器ボトルキャップの開栓トルクを半自動で測
定できる電動トルクユニットを新発売しました。この製品では、前面パネル
のスイッチにて開栓角度と開栓速度を簡単に設定することで誰でも同じ
試験条件にて開栓トルクの自動測定が可能となり、人が作業することに
より発生する試験結果のバラつきをなくします。同社トルク計（ＴＮＰ、Ｔ
ＮＪ、ＴＮＸシリーズ）が取り付け可能なので、現在ご使用中のトルク計の
アップグレードとしても使用できます。

電動トルクユニット
DSP-5E

（株）パル http://www.pal-co.jp/

●資料請求番号：272506

ネジの公差を検査すると同時にネジの長さを測定することが出来ます。ネ
ジの長さが直接読み取れますので、工作機械の完全な修正ができ、以
前の方法より大幅に段取り時間を減少させることができます。このゲージ
は、ハンドルと差込みネジの組み合わせを変えることで、数多くのゲージを
保有せずに済み、コストの削減にもなります。全ての差込みネジは、磨耗し
たときに迅速かつ簡単に交換ができ、精度は０．２５ｍｍです。また、ネジ山
の頂が交差０．０６×ピッチ内に正確に研削仕上げされていますので、生産
と検査機能の間には何の矛盾も無く常に正確な測定結果を得ることが
できます。

コンビネーションネジゲージ
タイプM / タイプUNC・UNF / タイプUNEF
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 ●資料請求番号 ： 272601

カネテック（株） http://www.kanetec.co.jp

●資料請求番号：272703

リング状ワークの脱磁に最適な１台が新登場しました。ワークセット後の
脱磁ボタン操作により、１回の操作で脱磁作業が完了。ワーク反転不要
なのでワーク損傷の心配もありません。また、脱磁Ｖ面に取付けた保護
板の組み替えにより、凸凹のあるワークなど形状に合わせた対応が可能
です。電源装置部は脱磁器本体と別置き仕様のため、操作し易い場所
に設置可能です。適合リングサイズは、ＫＭＤＥ-Ｖ２５２５は直径φ１５０〜
３５０、幅２２０ｍｍ、ＫＭＤＥ-Ｖ４０４０は直径φ２５０〜６00、幅３５０ｍｍで
す。

リングワーク用静止形脱磁器
KMDE-Vシリーズ

カネテック（株） http://www.kanetec.co.jp

●資料請求番号：272705

研削液からの鉄粉除去に最適なマグクリーンに、超高磁力タイプが新登
場しました。表面最大磁束密度０．５Ｔの強磁力で研削液からの弱磁性ス
ラッジの回収率が更にアップしました。従来機種ＭＳ-Ｅ、Ｆシリーズとの互
換性があるため、現行機種からの容易な入替えが可能です。標準タイプ
から高磁力・超高磁力タイプまで充実のラインアップで、処理量・設置場
所などに応じた最適な機種が選定いただけます。

超高磁力形マグクリーンR
MS-FHPシリーズ

本多電子（株） http://www.honda-el.co.jp

●資料請求番号：272706

従来の小型超音波洗浄機は、洗浄槽に洗浄物を入れて洗浄、すすぎを
行います。その際には都度洗浄液、すすぎ液を捨てる必要があります。こ
のボトル回転式超音波クリーナーは、ボトルを分けることで、洗浄・すすぎ
の槽を自由に選択でき、液交換の工数や手間だけでなく液剤の使用量ま
でも軽減します。洗浄は、回転しながら行うため、細部までしっかり汚れを
落とすことができます。ボトル材質は樹脂（Ｐ．Ｐ．）であるため、大切なワー
クが傷つく心配もありません。小物部品の洗浄に最適です。

ボトル回転式超音波クリーナ－
W-2121

カネテック（株） http://www.kanetec.co.jp

●資料請求番号：272704

ステンレス・アルミ・プラスチックなど非磁性ワークの研削作業における
吸着固定に最適な真空チャックに、真空源装置を内蔵した新タイプが登
場しました。工場内コンプレッサにワンタッチ継手管チューブを接続するだ
けの簡単接続で使用が可能。応答性に優れ、瞬時の吸着・釈放が実現
します。また、シールゴムによりワークに合わせた使用範囲の設定が可能
なグリッドシール構造を採用しているため、シール性が良く安定した吸着力
が得られます。さらに、チャック取付面にフタを外せば内部部品が容易に
交換できますので、メンテナンス性にも優れています。本体は、既設のマグ
ネットチャック上に吸着して使用可能な軟鋼材製と、軽量で取扱いが容
易なアルミ合金製の２種類をラインアップ。作業環境に応じて選定いただ
けます。従来のエジェクター真空源装置に比べエアーの消費量も大幅に
削減でき、省エネにも貢献します。

真空装置内蔵型真空チャック
KVR-GV

カネテック（株） http://www.kanetec.co.jp

●資料請求番号：272702

超硬材・弱磁性材ワーク吸着固定に最適な超硬用永磁チャックに、お
客様のニーズにお応えして小形サイズが新たにラインアップしました。構
造見直しにより、外形寸法に対する有効磁極面積を従来品比３０％アッ
プ。小形ながら広い吸着面積を確保しました。既存の標準形、細目形、強
力形と合わせ、ワークに応じて選定いただけます。外形寸法は８５×１４５×
５５ｍｍ、有効磁極寸法は８５×１０５ｍｍ、吸着力は１６２Ｎ（１６ｋｇｆ）です。

切換式超硬用永磁チャック
CMR-DL0915B

ＡＮＭＯ http://www.dino-lite.com/

●資料請求番号：272701

高解像度のデジタルマイクロスコープです。丈夫なアルミ筐体です。反
射を抑える偏光フィルタ付きで、５００万画素で撮影した画像はパソコン
に保存でき、また、Ｗｅｂカメラとして使用することもできます。直線や、３点
円、角度などの簡易測定機能を標準装備しています。サイズ：Ｈ１０５ｍｍ
×φ３２ｍｍ、重さ：１４０ｇ、解像度：２,５９２×１,９４４ピクセル、倍率：２０ｘ
〜５０ｘ、２００ｘ（先端のキャップは取り外しが可能で、キャップを外せば５０
ｘ〜２００ｘまで撮影可です）。

高解像度デジタルマイクロスコープ
Dino-Lite Premier ADT7013MZT



28 N
EW

 PRO
D

U
C

TS

29

 ●資料請求番号 ： 272802

光精工で省力化光精工で省力化

〒577-0843大阪府東大阪市荒川1-12-1
TEL(06)6728-1231・FAX(06)6728-1233
http://www.hikari-seiko.co.jp

あらゆる
にお応えしま

す !

あらゆるニーズ
にお応えしま

す !多軸ヘッド（自在式、固定式、ワンタッチ取替式、マシニングセンター用）

アングルヘッド　・　タップ穴検査装置

タップ穴検査ユニット（HMT-P110）
手作業検査を合理化・独自スリップ機構内蔵

M1.6 ～ 6対応

自動タップ穴検査装置（HMT-K1）
検査をトルク検知により判定
M6以上の自動検査に

特許取
得

インデックスマシン用ワンタッチ取替式多軸ヘッド
1台のインデックスマシンでワーク品（3種類）加工

多品種加工生産に

BT30のマシニングセンター用多軸ヘッド
4軸（ドリル加工用）

よりいっそうの生産向上に

光精工のタップ穴検査装置ワンタッチ取替式多軸ヘッド マシニングセンター用多軸ヘッド 光精工のタップ穴検査装置ワンタッチ取替式多軸ヘッド マシニングセンター用多軸ヘッド

ヒカリマルチドリルヘッド

HIKARI SEIKO CO.,LTD OSAKA JAPAN

光精工株式会社

 ●資料請求番号 ： 272803

〔メカトロテック２０１１出展〕〔メカトロテック２０１１出展〕

 ●資料請求番号 ： 272801

センタリング
面取りカッター
センタリング
面取りカッターエコメン
Economy+Evolution=Ecolution
（経済的） （進化的）

新登場

従来のモミメンシリーズが大きく進化。
チップを 3 コーナー化することによりお客様の加工コストを低減。
またチップ形状、切刃緒元の改良により切削性、切粉排出性が向上。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現。
究極の進化形ツールがここに誕生いたしました。

フジゲンの新提案、それはEcolution!フジゲンの新提案、それはEcolution!

センタリング・面取り共用タイプ

面取り専用タイプ

本多電子（株） http://www.honda-el.co.jp

●資料請求番号：272901

フルデジタルが可能にした本多電子独自の『ダイナショックモジュレーショ
ン（以下ＤＭ）方式』により、ダメージの低減と均一で高い洗浄力を可能
にした新しい洗浄システムです。ＤＭ方式は、トータル出力パワーが一定
のままで、同一振動子から２周波同時発生する超音波パワー比率（変
調度）をコントロールすることにより、均一かつ高い音圧の超音波を洗浄
槽内に発生させる発振方式です。ＤＭ変調度の選択により、精密洗浄か
ら金属加工部品等のハード洗浄まで、用途に合わせた洗浄力の選択が
可能です。オートチューニング機能により、振動子ユニット交換時の発振
器の調整が不要で、メンテナンス性を向上しました。

超音波洗浄機　ダイナショックシリーズ
WDX-600/1200-I

本多電子（株） http://www.honda-el.co.jp

●資料請求番号：272902

卓上型という制約されたスペースの中で実現した、ダメージの低減と均一
で高い洗浄力を可能にした新しい超音波洗浄機です。本多電子独自の
『ダイナショックモジュレーション（以下ＤＭ）方式』を採用し、最適なパ
ワー比率で２周波同時発振を行い、均一かつ高い音圧の超音波を洗浄
槽内に発生させます。ＤＭ方式により、定在波による洗浄ムラを防ぎ、エ
ロージョンの発生を低減させます。小型のため、理化学関係・研究室・ラ
ボルーム等での使用に最適な超音波洗浄機です。

超音波洗浄機　ダイナショックシリーズ　
（卓上型）
WEX-250-I

日東工器（株） http://www.nitto-kohki.co.jp/

●資料請求番号：272903

機械部品、金型部品の面取りに最適な空気式曲線面取り機です。面取
り能力は軟鋼０〜１Ｃ、最小加工穴径はφ６．８ｍｍでＭ８ネジのした穴加
工が可能です。最小コーナー半径３Ｒ、最小面取り深さ６ｍｍです。超小
型・軽量設計で本体重量は５００ｇ、作業効率が大幅にアップします。チッ
プ２枚、チップ止ネジ２個が本体装着、チップ止めネジ２個（予備用）、お
よび面取り調整用スパナとチップ交換用スパナが付属しています。別売
品としてチップ（１０個入り）とガイドプレート７８Ａｓｓｙ、直線用プレートキッ
トを準備しています。

サーキットベベラー　
CB-01

宮川工業（株） http://www.miyakawa.com/

●資料請求番号：272904

新開発した小径３枚刃カッターで高速回転（１０,０００ｒｐｍ）による効率
的なＲ面取り加工を実現しました。駆動源はエアで、小型で高出力、高耐
久性のインダストリー仕様のエアーモータを採用し、シンプルな構造で製
品の信頼度を向上させました。チップホルダ（カッタ）の着脱は専用工
具の仕様で簡単に行うことが出来ます。また、手間のかかるチップ交換は
「手間自体を集約」する「ダブルロック」方式を採用、素早く簡単にチッ
プ交換ができます。オプションとしてステンレス当て板を用意しており、マグ
ネットを利用したカラープレート等の面取りにも対応します。　

エアー式面取り機　ＭＡｒＸ－Ｍ

本多電子（株） http://www.honda-el.co.jp

●資料請求番号：272905

プリント基板のパターンカットなどのカッティングの他、木や樹脂の造形物
の彫り込み、プラスチックや小物部品などのバリ取り、薄手のプラスチック
シートや紙などの穴あけ等、彫る・削る・穴開けなどの幅広い加工ができ
るツールです。超音波の振動により刃が１秒間に約４０,０００回振動する
ので、今までのような「力」を入れる作業は必要ありません。また、従来の
超音波カッターのように、加工面が焦げたり溶けたりせず、彫刻面もキレイ
です。手元のスイッチを入れるだけでＯＮ/ＯＦＦができ、面倒な調整も要ら
ず、無駄な電力を消費しません。専用キャリングケースにすっきりと収納で
き、持ち運びが簡単です。

超音波彫刻刀
USW-334ek

ベクトル（株） http://www.vecc.co.jp/

●資料請求番号：272906

トレーサビリティに不可欠な二次元コードマーキングや文字列の方向指
定・円弧状マーキング・自動インクリメント機能・日付マーキング機能など、
便利な機能を標準装備したエアペンマーキング装置です。「マーキング」、
「原点復帰」、「一時停止」などの命令を組み合わせてマーキング動作の
シーケンス制御ができます。本製品は、演算処理能力の向上などにより、
従来装置に比べてより滑らかで美しい文字や二次元コードをマーキングで
きるようになりました。また、ＵＳＢインタフェースを介して、専用ＰＣソフトに
て作成したマーキングパラメータをマーキング装置に転送したり、マーキン
グ装置のバックアップをＰＣに保存することができます。

エアペンマーキング装置
VM1210
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TOKU通
切削工具や電動工具、作業工具や手袋・安全靴等をジャンル毎にご紹介！3ヶ月に１度、定期発
刊しているチラシです。期間限定でお得な商品も掲載されていますので、ぜひ一度ご覧下さい！

お得なお得な が盛りだくさんが盛りだくさん

 ●資料請求番号 ： 273104

「Web版TOKU通」新規開設しました！
TOKU通発刊のお知らせをメール致します。
ご希望の方はアドレスを販売店にご連絡願います。

TOKU通 ウェブ検索 クリック！ http://www.toku-tsu.com

Vol.28ロボット組み込み編
2012年7月10日発刊予定

騒音 振動 衝撃をやわらげる

http://www.sisiku.com□ 営業本部
〒920-0867 石川県金沢市長土塀1-16-15 丸昌ビル
Tel:076-234-0449  Fax:076-224-0449  ●資料請求番号 ： 273002 ●資料請求番号 ： 273001

 ●資料請求番号 ： 273004

広和エムテック株式会社
〒７２１－０９４２
広島県福山市引野町５丁目１５番９号
ＴＥＬ  ０８４-９４３-７７３４
ＦＡＸ  ０８４-９４３-９９３４

Ｈ   Ｐ  http://www.kowa-m.co.jp
E-mail  info@kowa-m.co.jp

遂に
登場
！

主な仕様　電源：単相100v 50/60hz
　　　　　  Qポット：口径φ85×100mmst

吐出口径：φ12mm（流量調整バルブ付）
最低運転可能水深：140mm

液面変動に追従する、Ｑポットシステムを採用
ポンプと吸込口を一体化して、小型・省スペースを実現
切り粉を吸い込んでも詰まりの少ないポンプを採用
従来のベルトスキマーに匹敵する低価格を実現
（油水分離槽は、別売となります）

■
■
■
■

切粉もとれる
浮上油回収装置

ポットポットミニ

 ●資料請求番号 ： 273003

アネスト岩田（株） http://www.anest-iwata.co.jp/index.html

●資料請求番号：273101

ドレンの油分を分離し、そのまま下水に流せる状態にするので、排水処理
専門業者に依頼する手間とコストを大幅にカットします。ドレンに含まれる
油分を、効率的かつ低コストに処理します。水質汚濁防止法の排水基準
である、ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）の含有量を５ｍｇ/ｌ以下に
するので、工業排水の排出基準をクリアします。生活排水と同様に下水
に流すことが可能です。電気などのユーティリティを使用せず、消耗品は
カートリッジフィルタのみでさらに経済的です。徹底した軽量・コンパクト設
計で設置も容易で、フィルター交換は設置場所で簡単に行えます。

ドレンターミネータ（コンプレッサ用油水分離装置）
DRT

（有）曽根田工業 http://www.toolnavi.jp/

●資料請求番号：273103

旋盤、フライスで発生する長い切り屑を破砕し、省力化、小スペース化に
貢献します。本製品は、破砕刃に標準仕様サイドカッターを使用し、ランニ
ングコストを大幅に削減し、シーケンサによる制御にてインターロックなど
の安全装置にも対応します。幅広い材質に対応し、切りくずの減容化を
可能とする為、機械周りのスペースの有効活用、自動化、作業者の負担
軽減などを実現します。価格・性能とも従来には無いパフォーマンスを発
揮します。

切りくず破砕機
SH-075-23-30/60/120

富士製砥（株） http://www.fujiseito.com/

●資料請求番号：273102

研削力重視をコンセプトに、ジルコニア砥粒を多く採用し、研削能率・耐
久性に優れた高性能砥石です。一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・硬合金鋼
などの各種金属のバリ取り、ビート取りなど抜群の研削力を発揮し、砥石
に携わる全ての方々の立場に立ち皆様にストレスを感じさせない製品を
実現しました。１００ｍｍ・１８０ｍｍの一般用の他に高速回転用の１８０ｍｍ
もラインナップしています。

高性能オフセット砥石　「スーパーノゾミ」
SNZシリーズ

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
新製品情報案内板
ロ ボ ッ ト

減 速 機・ モ ー タ

空 圧 機 器

油 圧 機 器

除 電 器

ポ ン プ
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三共製作所
特集 ゼロバックラッシCNC円テーブル

RoIIerDrive CNC™8

ソディック エフ・ティ
特集 超高精度セラミックス測定器

FINE XCERA®7

シオン
特集 水溶性切削液／水溶性潤滑添加剤

NANOKUHL【ナノキュール】6

ミツトヨ
特集 輪郭形状測定機

CV-4500シリーズ5

ソディック
特集 リニアモータ駆動 超高速マシニングセンタ

TT1-400A4

オークマ
特集 インテリジェント複合加工機

MULTUS  BⅡ series3

ヤマザキマザック
特集 高精度多面加工マシニングセンタ

VARIAXIS j-5002

森精機製作所
特集 5軸制御マシニングセンタ

DMU 65 monoBLOCK®1

P-19 アマダマシンツール／大阪機工／岡本工作機械製作所／シチズンマシナリーミヤノ

P-21 サンドビック

P-21・23 住友電気工業／曽根田工業／富士元工業／ノガ・ジャパン／宮川工業／
タック技研工業／ワルター・ツーリング・ジャパン／パル／田倉工具製作所

P-25 小林鉄工

P-25 ナベヤ／パスカル

P-25・27 ミツトヨ／日本電産シンポ／パル／ANMO

工作機械
ツーリング

旋盤周辺
治具

切削工具

測定機器
P-27 カネテック

P-27・29 本多電子

マグネット工具
洗浄機

P-29 日東工器／宮川工業／本多電子

P-29・31 ベクトル／アネスト岩田／富士製砥／曽根田工業

エア工具・電動工具
その他


