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開発者の声

Sin Zan mono vol.23

●資料請求番号 ：230301

ヤマザキマザック株式会社 第５世代マルチタスキングマシン

INTEGREX i series

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

Sin Zan mono vol.23



●資料請求番号 ：230401 ●資料請求番号 ：230501
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次世代工作機械

X class

特
集
2

X
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株式会社森精機製作所 株式会社森精機製作所5 軸制御立形マシニングセンタ

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



株式会社 アマダマシンツール 1スピンドル2タレット複合加工機
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集
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Sin Zan mono vol.23

●資料請求番号 ：230701

Sin Zan mono vol.23
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●資料請求番号 ：230901

株式会社ナベヤミーリング加工用永電磁式

マグネットチャック

9

アルミダイキャスト ADC12で Rz=0.55μm
ねずみ鋳鉄 FC250で Rz=0.67μmを実現

刃先高さ
調整機構付

カッタ径：
φ50、φ63、φ80

超高速加工での
仕上げ面を大幅に向上!!
超高速加工での
仕上げ面を大幅に向上!!

スピーディに刃先高さを調整

クーラントの刃先ダイレクト供給

軽量と高剛性を両立

各刃先の高さを1μm以内に調整可能

開発者の声

スピーディに刃先高さを調整

クーラントの刃先ダイレクト供給

軽量と高剛性を両立

ボディを薄型にする事により剛性を高め、振動やタワミを抑制しま

した。 そのため、加工面のつなぎ目の段差を最小限に抑えます。 

また、同時に他のカッタよりも軽量になっていますので、BT30番

の小型マシニングセンタで

も安心してご使用いただけ

ます。

刃先高さの調整はチップをクランプした後で、リフトナットをサイドから

回すことによって、リフトスクリュで直接チップを押し上げるシンプルで

操作性のよい機構になっています。 リフトスクリュはファインピッチ（

0.25mm）になってい

るので正確な調整が

できます。

フェイスミルアーバFMH型との組み合わせで、クーラントを刃先

にダイレクト供給することができ

るため、アルミ切削時の溶着や切

りくずの噛み込みを防ぎます。

リフトスクリュ

リフトナット

チップ

さらに専用の「PLプリセッタ」を使用すると、刃
先の欠けを抑制しながら短時間（約15秒/刃）
で調節が可能です。

薄型設計

他社品

大昭和精機株式会社
大阪技術部
技術3課 課長
緒方達也 氏

アルミや鋳鉄の部品では、正面フライス加工が最終加工となることが多く、仕上げ面の良し悪しが製品の価値
を決めることが多々あります。このとき仕上げ面を良くするために、刃先高さが調節できるフェイスミルがよく
使用されますが、実際には要求される面粗度が得られなかったり、ワイパー刃の磨耗が非常に早かったり、刃
先高さの調節に時間がかかったりするなどの不満を聞くことがありました。そこで、誰もが刃先高さを簡単に
調節でき、しかもワイパー刃を使用しなくても研磨並みの面粗さが得られるフェイスミルが作れないかという
思いに至りました。
開発当初は、色々な刃先高さの調節機構を考えると同時に、簡単に１μｍ以内の測定ができる簡易的なプリ
セッタが必要であると感じ、専用プリセッタの開発から始めました。色々と試行錯誤の結果、安定して１μｍ
以内の調節ができる調節機構と専用プリセッタが完成し、実際に加工してみると面粗度Rz0.5～0.7という今ま
でフェイスミルでは到達できなかったレベルの面粗さが可能となりました。

●資料請求番号 ：230801

アルミ・鋳鉄用 高速加工カッタ

スピードフィニッシャー

特
集
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大昭和精機株式会社



株式会社ミツトヨ三次元測定機用非接触ラインレーザプローブ

SurfaceMeasure

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

●資料請求番号 ：231101●資料請求番号 ：231001

非接触3D 計測システム

クイックビジョンWLIシリーズ

特
集
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光精工株式会社自動タップ穴検査装置

HMT-K1

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

●資料請求番号 ：231301●資料請求番号 ：231201

裏座ぐり・裏面取り専用ツール

スポットフェーシング

特
集
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裏座ぐり・裏面取り専用ツール（φ12～45）

複雑な作業が必要だった裏面座ぐり・
裏面取りなどの裏面加工工程を

熟練技術は不要、取り扱いは簡単。
複雑な形状のものや大きなものほど、作業に強みを発揮します。
しかも操作は穴あけと同じ正転のみ、迅速に裏面座ぐりができます。
ボール盤・ラジアルボール盤・フライス盤・マシニングセンタなど
多様な使用環境で使えます。

革命的一発加工

弊社製品群の中でも最も歴史があり、長きに渡って多くのユーザー様にご使用・ご愛用いただいている

製品がスポットフェーシングです。通常の裏座ぐりは引きながら加工する工法ですが、このツールは穴あけと

同じように押しながら裏座ぐりをする機構になっており、その使用方法は非常に簡単なもので使用者を

選ばないところに最大の魅力があります。また、多種多様の裏座ぐりに対応するために標準仕様でも多くの

バリエーションを備えており、一つ一つが職人の手によって組み立てられています。バイトはロストワックス

のフレームの超硬ロー付けで作られており、磨耗してもグラインダなどで何度も磨ぎ直すことができて

長寿命です。複雑な作業がいらず効率的な加工をする理想をスポットフェーシングがかなえます。

開発者の声

株式会社戸田精機
代表取締役社長
戸田 照 氏

２つの調整で準備完了

加工プロセス

株式会社戸田精機
TODASEIKI

SPOT FACING

バイトの
角度調整

加工後の
板の厚み調整

ワークのフランジ面に
あたるまで速進1 微動送りで切削2 ストッパーが止まれば加工完了、

元に戻して裏座ぐり終了3

角度調整リング
（バイトの角度調整）

厚み調整ナット
（ネジをロック）

止め小ネジ
（リングのロック）

厚み調整ネジ
（加工後の板の厚さを決める）

加工が終了=ストッパーの回転も止まる

フランジ面にあたってからの送り量

ストッパー

切削送り量

裏面座ぐりが一発加工

座ぐり後の厚みが一定寸法

調整ねじを操作するだけで
面取りも可能

スポットフェーシング
SPOT FACING

株式会社戸田精機

12 13
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株式会社ブルームLMT 万能高精度ラジオプローブ

TC60

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

Sin Zan mono vol.23Sin Zan mono vol.23

●資料請求番号 ：231501
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大阪機工（株）

自動車関連産業、家電関連産業などの部品に使用される金型を製作する加工機
として、新たに５番クラスの金型に特化した立形マシニングセンタを開発しました。
リニアスケール、２０，０００ｍｉｎ－１主軸、高分解能ボールねじを標準採用するなど金
型の仕上げ加工をサポートする機能も充実させました。テーブル前後に配置したコ
イルコンベヤとＹ軸シャッタの山折角度を大幅に改善することにより、切屑処理性
能の向上を実現しました。また、加工中に発生する切屑やクーラントの熱が直接
ベッドに伝わらないように防御用プロテクタを標準装備し熱変位対策も十分に考
慮しました。フロア面積は、標準仕様比較で当社のＶＭ５Ⅲ（Ｃタイプ）より２０％縮
小させ、主軸およびテーブルへの接近性が優れた構造で、オペレータに優しい機
械になりました。
●資料請求番号：231701

http://www.okk.co.jp

立形マシニングセンタ
VB53

（株）ジェイテクト

航空機部品など小物の同時５軸加工や、部品加工の工程集約に適した５軸立
形マシニングセンタＵＸ５７０－５Ａｘｉｓを開発しました。当機種は、Ｘ，Ｙ，Ｚの直線３軸
を主軸側に持ち、Ａ，Ｃの回転２軸をテーブル側に持つトラニオン式の５軸加工機
です。本体は剛性の高い箱型の構成（キューブオン）でＹ軸は移動体のヨーイン
グを起さないよう２軸のボールねじで駆動するタンデム方式としました。Ｃ軸テーブ
ルはバックラッシが無いダイレクトドライブモータを採用し、高速送りと高精度を両
立しています。主軸回転中の工具刃先位置をレーザセンサで正確に測定し補正
する事で、ワークに対する工具の刃先（加工点）を一定に保つ事ができます。その
為、工具交換により発生する加工面段差を抑制し、加工面性状が大きく向上しま
す（オプション）。
●資料請求番号：231702

http://www.jtekt.co.jp/

（株）ソディック

高密度化が加速する順送プレス金型でのプレート加工などにおいて、累積ピッチ
誤差を極限まで抑えた高精度加工を実現する、最新鋭ワイヤ放電加工機です。
以下、主な特長を記述します。①ＸＹＵＶの４軸に自社製リニアモータ駆動を搭載
し、高速・高精度・高応答を実現②高剛性構造、超高精度ローラーガイトの採用、
徹底した作り込み精度の向上により、フルストロークでの高精度と省スペースを両
立③自社開発の同期モータを搭載し、ワイヤ放電加工に最適な液処理を実現④
高品位インバータークーラによる安定した加工液の温度管理⑤超高速自動結線
装置「Ｓｕｐｅｒ Ｊｅｔ ＡＷＴ」を搭載し、多様なワーク形状での結線性能を向上⑥３次
元ソリッドモデルにも対応する最新の電源装置ＬＰシリーズを搭載。
●資料請求番号：231703

http://www.sodick.co.jp/

シチズンマシナリーミヤノ（株）

ベストセラー機種Ｌシリーズに、新しくＹ２軸を搭載して６軸加工機へと革新し、『Ｌ
２０Ｘ』として登場しました。くし刃と対向刃物台によるピンチターニングやピンチ
ミーリングなどの同時加工を可能にしたほか、ツール取付本数が、対向刃物台６
本、背面刃物台８本へとそれぞれ倍増しました。これにより正面/背面加工の最適
な工程分割が可能になり、サイクルタイムの大幅な削減を実現します。くし刃刃物
台では、加工ワークに合わせてクロス優先/端面優先など２次加工工具を使い分
けることができます。背面刃物台では、回転工具駆動装置を標準装備し、８本のう
ち４本を回転工具として利用でき、端面穴あけ、クロス穴あけ加工やすり割り加工
にも対応します。
●資料請求番号：231704

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

ＣＮＣ自動旋盤
Cincom　L20X

５軸立形マシニングセンタ
UX570-5Axis

リニアモータ駆動　高速・超精密ワイヤ放電加工機
AG400LP/AG600LP
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サンドビック（株）

医療用のボーンスクリュやインプラント、その他のマイクロ部品を使用する頻度が
増え、特殊なねじ山形状を素早く高い精度で生産する技術が必要となっていま
す。新しいコロミル３２５スレッドワーリングチップとカッタはこの必要性をカバーし、
多数の小型自動盤と互換性があります。素材から高速で細長い部品にねじ山を
作ることができ、専用のスレッドワーリングマシンは必要ありません。公差と精密度
が非常に厳しい加工の生産性を上げ、大量生産のコストを低減します。加工部品
例はボーンスクリュ、スピナルスクリュ、歯科用インプラント、そのほかの長く細いね
じ部品に最適です。代表的な被削材はチタン合金、ステンレス鋼です。
●資料請求番号：231801

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

スレッドワーリング用工具
コロミル325

サンドビック（株）

内径ねじ切り加工に、独自の防振機構を内蔵した防振バイトで、工具に振動が発
生した際、防振機構内のウェイトが慣性の法則によりその場に留まろうとします。
その結果、バイト全体の振動による動きと内部ウェイトの動きには位相差が生じ、
この位相差がバイトの振動を阻害する形となり、振動を減衰させます。カッティング
ヘッドと呼ぶチップを取り付ける先端部分と防振バイトは、セレーション機構とスク
リュにより組み付けますので、異なるチップサイズのカッティングヘッドの使用が可
能となります。またチップポケットが劣化した場合にカッティングヘッドを取り替える
ことで防振バイトの復元が可能となります。
●資料請求番号：231802

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

内径ねじ切り工具
570-4Cシリーズ

サンドビック（株）

新世代の４５°正面フライスカッタ・コロミル３４５シリーズに、通常チップと比べ2倍
以上テーブル送りを上げた場合にも優れた仕上げ面精度を実現するワイパーチッ
プを追加導入しました。今回追加の新設計ワイパーチップにより仕上げ加工で１
回転当たり１．８～６．５ｍｍまでの送りで優れた仕上げ面精度（Ｒａ０．３μｍ可能）を
得ることが可能となりました。最適化されたチップブレーカーとＲ形状の平行ランド
により過酷な荒加工から鏡面仕上げまで一台のカッタで加工が可能です。画期
的なシム設計でチップシートの損傷を防止することにより、カッタ本体の損傷が減
少します。ワイパーチップの追加品目は、８アイテムです。
●資料請求番号：231803

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

４５°正面フライスカッタ
コロミル345
ワイパーチップ

住友電気工業（株）

強靭にして美肌創成、新美靭サーメットで仕上げ～中切削において安定した加工
を実現します。鋼の仕上げ加工において優れた性能を発揮するコストパフォーマ
ンスに富んだ汎用ノンコートサーメットです。材料特性ならびに刃先品質の両面か
ら性能を飛躍的に向上しました。工具寿命の大幅アップと美しい仕上げ面を同時
に得られます。大きさが異なる「高耐摩耗性硬質粒子」と、「強靭性硬質粒子」の
２種の粒子による複合構造の材質開発に成功しました。これにより耐摩耗性、耐
欠損性ともに従来品比１．５倍以上の性能向上を果たしました。また、サーメット組
織内の粒子サイズ制御技術と、特殊刃先処理技術適用により刃先品質が大幅
にアップしました。この高品質刃先が、従来品以上に光沢感のある、美しい仕上
げ面を可能にします。
●資料請求番号：231804

http://www.sumitool.com

鋼切削用サーメット新材種
T1500A

住友電気工業（株）

刃数・刃長のバリエーションが豊富な汎用超硬エンドミルＧＳＸＭＩＬＬシリーズに防
振タイプが加わり、適用範囲が更に拡大しました。不等分割・不等リード仕様を採
用しました。外周刃の分割比を連続的に変化させることにより、切削応力の周期
性を効果的に変化させ、ビビリ振動の大幅抑制に成功しました。また、不等リード
に最適な溝断面形状の採用により、切りくず排出性が向上しました。さらに、外周
刃に設けた微小丸ランドにより、切り取り厚さの変動が抑えられ、防振性能が一
層高まりました。これらにより、高切り込み・高送り性能の飛躍的な向上と、優れた
加工面品位を同時に実現します。刃径２～２０ｍｍ計１６アイテムを在庫化してい
ます。
●資料請求番号：231805

http://www.sumitool.com

防振型超硬エンドミル鋼加工用
GSX　MILL　防振タイプ

住友電気工業（株）

ダクタイル鋳鉄を中心とした難削鋳鉄切削用の新材種です。新開発の高純度
ＴｉＣ（炭化チタン）系結合材の採用により、靱性と耐摩耗性を大幅に向上させた
ＣＢＮ焼結体に、耐熱性に優れるセラミック膜を被覆し、耐摩耗性を一層向上させ
ました。これにより、難削材のダクタイル鋳鉄の切削で、従来材種では不可能だっ
た、切り込み最大０．５ｍｍで毎分４００ｍ以上という高速・高能率加工を実現しま
す。また、より切削が難しい高強度ダクタイル鋳鉄・バーミキュラー鋳鉄や遠心鋳
鉄の切削でも安定した長寿命を発揮し、加工効率を飛躍的に高めます。合計４５
アイテムを在庫化しています。
●資料請求番号：231806

http://www.sumitool.com

ＣＢＮ新材種ダクタイル鋳鉄切削用
コーティドスミボロンBNC500

住友電気工業（株）

焼入鋼の連続・弱断続切削用ＣＢＮ新材種です。高純度ＴｉＣＮ（炭窒化チタン）セ
ラミック結合材の採用により、ＣＢＮ焼結体の耐熱性と靱性双方の大幅向上を達
成しました。特に耐摩耗性においては、スミボロンシリーズ中、最も優れた性能を示
し、焼入鋼の切削で、切リ込み最大０．２ｍｍで毎分３００ｍという高速連続加工を
実現します。また、靱性の大幅向上で、刃先の耐欠損性も大きく向上しました。住
友電工従来比約２倍の耐欠損性を発揮し、刃先の突発的な欠損を抑制します。
これらにより、焼入鋼の高速連続加工から弱断続加工までの幅広い領域で、長
寿命を安定して発揮します。計６８アイテムを在庫化しています。
●資料請求番号：231901

http://www.sumitool.com

焼入鋼連続・弱断続切削用
スミボロンBN1000

住友電気工業（株）

ヘッド交換式で経済的、超硬アーバ、鋼アーバとの組み合わせでロングな突き出
し加工に対応します。アーバ１本に対して３種のヘッドを交換して使えるモジュラー
設計の高い経済性と、６Ｄのロングな突き出しへの対応を特長とする、刃先交換
エンドミルの新シリーズです。ヘッドはスクリュイン式で簡単に交換が可能です。
ウェーブ刃型チップ適用の高能率加工用ＷＥＸ型、丸型チップ適用の多機能ＷＲ
ＣＸ型、３コーナー使いチップ適用の超高送り用ＭＳＸ型の３種類、合計３５アイテ
ム、アーバは鋼４アイテム、超硬１６アイテムの計２０アイテムを在庫しています。非
モジュラーの従来品は、突き出し対応は２Ｄ～３Ｄでしたが、ＳＥＣ-モジュラーツール
は２倍の６Ｄまで対応します。特に超硬アーバとの組み合わせで、突き出し大でも
高精度で安定した加工が可能です。
●資料請求番号：231902

http://www.sumitool.com

ヘッド交換式エンドミルシリーズ
ＳＥＣ－モジュラーツール
WEX型/WRCX型/MSX型

大昭和精機（株）

シンプルな構造でドリル穴の表・裏のバリ取り、面取りを行うツールです。下穴径
φ２の表裏面取りツールでシンプルな構造で素早くバリを除去出来ます（下穴径
φ２～１２）。作業時間短縮：手作業しか出来なかった小径穴の裏面取りをマシニ
ングで自動化することが出来ます。機械主軸を正回転させ、下穴を通過させるだけ
で表・裏のバリ取りが１パスで出来ます。φ２極小ブレードも新発想のハンドリング
部を装着後に折ることにより簡単に交換出来ます。
●資料請求番号：231903

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

面取り・バリ取りツール
スナップツール

富士元工業（株）

小物ワークを手軽に面取りすることができる卓上型面取り機です。従来機のＶ３が
３，６００回転に対して、Ｆ３では８，０００回転まで上げることにより切削抵抗及び２次
カエリの軽減に成功しました。３枚刃のカッタに装着のポジタイプチップで得られる
抜群の切れ味と、簡単で分かりやすくなった面取り量の表記が最大の特徴です。
また、シューターと呼ばれる切削粉排出口からは、溜まることなく切削粉が排出さ
れ、これによるトラブルを回避する事ができます。さらにはリニアガイド使用のスライ
ドガイド板（オプション品）を使用すれば、ワークに傷をつけることなく面取り加工す
る事ができ、従来品に比べて面取り量の調節がしやすくなりました。面取り量は最
大Ｃ３、最小加工板厚は６ｍｍ（Ｃ１加工時）です。
●資料請求番号：231904

http://www.nicecut.co.jp/

卓上面取り機
ナイスコーナーF3

富士元工業（株）

潤滑性良し、耐溶着性高し、鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発
揮します。センターリング・面取りシリーズのひとつとして、微細彫刻加工や液晶・半
導体関連のユーザ様に大変ご好評いただいておりました「ぴんこ」に新しくＤＬＣ
コーティングが追加となりました。ＤＬＣコーティングとは、Ｄｉａｍｏｎｄ Ｌｉｋｅ Ｃａｒｂｏｎ
の頭文字をとって命名されたもので、このダイヤモンドライク（＝ダイヤモンドのよう
な）カーボン（＝炭素）は、平滑な表面で滑りがよく、またアルミとの親和性が低いこ
とで「耐溶着性」が高められた商品です。特にアルミの加工に最適です。最小刃
径は０．０１mm、最大刃径は１～６mmまでをラインアップしました。
●資料請求番号：231905

http://www.nicecut.co.jp/

微細加工用センター面取りミル
ぴんこ　DLCコーティング

（株）イワタツール

ＨＲＣ５０～７０の高硬度材へ穴深さ２０Ｄ以上の深穴加工を可能にしたドリルで
す。このドリルの用途の一例として、金型用のエジェクタピンの穴加工が挙げられ
ます。金型へ直彫り加工を行った後、放電加工機にワークを移すことなくそのまま
ドリルにより深穴加工を行うことができます。これによりワンマシン・ワンプロセスで
加工ができるため、工程削減や穴位置精度、寸法精度の向上などの効果が期待
できます。
サイズは、刃先径φ１～6ｍｍ、有効長は刃先径の10倍、20倍を予定しています。
●資料請求番号：231906

http://www.iwatatool.co.jp/

トグロン®ハードロングドリル
TGHDL-CBALT

高硬度材用深穴ドリル
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（株）イワタツール

位置決め、面取り、Ｖ溝加工において、飛躍的にバリの発生が減少し、面精度も
良くなります。湾曲したシャープな１枚切れ刃により、非常によい切れ味が得られる
為、アルミや銅、樹脂などの被削材にバリが出やすい加工に対して、数倍から２０
倍の工具寿命向上が得られます。サイズはφ１．２～１６各９０°６０°タイプの２種類
を用意、ノンコートとアルミなどの溶着を防ぐＤＬＣコートにも対応しており、計３６サ
イズを用意しました。面の毟れ、バリの発生等のトラブルをかかえているユーザーの
悩みを解決してくれる工具です。
●資料請求番号：232101

http://www.iwatatool.co.jp/

トグロン®シャープＳＰ
90TG-CB、60TG-CB 
90TG-CBDLC、60TG-CBDLC

イノヴァツール

独特の高剛性のファインピッチ6枚刃と溝形状(ねじれ角25°）を施すことにより、
加工時の切削抵抗・摩耗量を軽減しました。従来考えることができなかった焼入
鋼(60HRC）の側面粗加工を安定して径方向への切込、刃径x0.3D(刃径φ10
のエンドミルの場合、切込量(ap)は3ｍｍ)での加工を実現しました。表面処理は
ALTiNコーティングを施しており、これにより耐酸化性と耐摩耗性の向上を実現し
ました。従来の焼入鋼用エンドミルでは解決できない大幅な加工時間の短縮、工
具寿命が短いことによる工具使用数の増加などの高い加工コストを低減することを
可能にした超硬エンドミルです。サイズはφ6・8・10・12・16・20の6種類を揃えてい
ます。
●資料請求番号：232102

クラッシュラフィング７０　
CRUSH　060

ノガ・ジャパン（株）

難削材のプロファイル加工用、仕上加工用のツールです。ステンレス鋼、耐熱合
金、ニッケル合金、純チタン、チタン合金等の難削材加工に最適です。不等ヘリッ
クス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、ラジアス無、左右非対称
の切れ刃（米国特許ＮＯ．６．９９１．４０９）をラインアップしました。超微粒子超硬、偏
芯逃げ角、センターカットを採用しました。コーティングはマイクロシールドコーティン
グ、ＡＬＴｉＮとＡＬＣｒＮでラジアスエンドミルＳＴＲ５４０Ｍシリーズと、スクエアエンドミ
ルＳＴＳ５４０Ｍシリーズがあります。
●資料請求番号：232103

http://www.noga.co.jp

不等リード角・不等ピッチ５枚刃エンドミル
スタビライザーHT

大昭和精機（株）

正確・確実な工具各種設定に最適な操作性に優れた高品位プリセッタです。Ｃ
ＣＤカメラを用いた画像処理方式による非接触測定なので、小径工具やダイヤ
モンド工具の測定でも刃先を痛める心配がありません。工具長、工具径を自動測
定する場合、スクリーンに写っている工具の影の最大値を自動的に検出するの
で人的誤差が少なく、スピーディな測定が行なえます。その他にも、チップのノーズ
Ｒ、段付きドリルの先端角度やドリル肩の工具長、面取りカッタの面取り径位置
の高さなど、様々な工具の測定が簡単に行えます。
●資料請求番号：232104

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

非接触式ツールプリセッタ
STPマジス

大昭和精機（株）

工具オフセット、工具所在の自動登録、ＮＣプログラムの送受信など、ＩＣチップを読
み取るだけの簡単操作でツール管理が容易になり、生産性が向上します。情報を
書き込んだＩＣチップをツールに取付け、ＩＣチップを非接触で読み取るだけの簡単
操作で、自動識別を可能にする画期的なシステムです。低コストで手軽に導入で
きるシステムパッケージなので、工具管理がより身近なものとなります。また、アプリ
ケーションソフトＦａｃｔｏｒｙ Ｍａｎａｇｅｒへアップグレードすることで、治具・ワーク・製造
に関する情報の管理が可能になります。工具オフセット値の入力手間やミスをなく
したい、工具所在管理を行いたい、ＮＣプログラムの段取りが大変だ、機械がどれく
らい稼働しているのかわからないといった加工現場でのお悩みを解決します。
●資料請求番号：232105

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

ツール非接触自動認識システム
ツールICプラス

大昭和精機（株）

ＣＫ７大径ボーリングに高速、軽量型が新登場しました。安定かつ安心の大径加
工が可能です。硬質処理アルミニウム部品で強靭且つ軽量化を実現しました。
ポジションピンの採用によりヘッドやカートリッジをスライドで拘束、高速でも安心の
設計です。見易い１目盛り０．０１μｍ/φの精密調整ヘッド、操作性の良いサイド調
整方式、刃先に確実に供給出来る調整式クーラントノズルを採用しました。３種の
インサートホルダを交換する事で加工径の範囲を広げる事が出来ます。インサート
ホルダＮＯ．２とＮＯ．３ではバックボーリングも行えます。
●資料請求番号：232106

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

大径高速ボーリング
CK7

 ●資料請求番号 ： 232001
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高品質・豊富なラインナ
ップ

高品質・豊富なラインナ
ップ

高爪・幅広爪・長爪も在
庫完備！

高爪・幅広爪・長爪も在
庫完備！

アルミ生爪、樹脂生爪、円形
生爪、

硬爪、Tナット、生爪成型治
具もラインアップアルミ生爪、樹脂生爪、円形
生爪、

硬爪、Tナット、生爪成型治
具もラインアップ

 ●資料請求番号 ： 232202

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

特許申請
中

特許取
得

専用機用特型固定式
２４軸ドリル及タップ　ユニット

（上段１２軸タップ用・下段１２軸ドリル用）

省スペースのドリル、切断加工に
（スピンドルモーターに取付）

光精工のタップ穴検査装置多軸ヘッド・ユニット アングルヘッド 光精工のタップ穴検査装置多軸ヘッド・ユニット アングルヘッド

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 ： 232203

 ●資料請求番号 ： 232201
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大昭和精機（株）

超極小、外径１８．５ｍｍ（ＥＷＮ０４－７ＣＫ１）のマイクロボーリングヘッドです。
ＥＷＮ０４－７ＣＫ１の加工範囲はφ１～７、ＥＷＮ０４－１５ＣＫ３の加工範囲はφ１
～１５です。１目盛り０．０１ｍｍ/φ２μｍの超精密バーニア採用、小型ながら高精
度径調整が行える超精密調整ダイヤルなので正確・スピーディに設定が可能で
す。ＨＳＫ－Ｅマシンにも最適で、極小ヘッドのため、ＨＳＫ－Ｅ３２などの小型マシニ
ングセンタにも使用出来ます。
●資料請求番号：232301

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

世界最小精密ボーリングヘッド
EWN-04

大昭和精機（株）

スローアウェイドリルでの加工穴の精度向上に偏芯スリーブ付きのサイドロックホ
ルダが新登場しました。スローアウェイドリル一発行程で±０．１ｍｍ以内の公差を
実現でき、工程集約で能率アップにつながります。偏芯スリーブを回すことでドリル
径を調節することが出来、調整量は－０．２～＋１．０ｍｍ／φです。ドリル外刃とシャ
ンク部平取りが同位相のドリル専用で、位相が異なる場合は、ご使用になれませ
んのでご注意下さい。
●資料請求番号：232302

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

ドリル径調整サイドロックホルダ
SLE型

大昭和精機（株）

高濃度のクーラントをセンタスルーエアでミスト状にしてタップ下穴に供給する
ツールで、クーラント供給と同時に切屑除去も行えます。希釈したクーラントでは
十分な潤滑効果が得られませんがタップショットのタンクには高濃度（５０％程度）
の液を入れて使用するのでタップ加工に重要な潤滑性が上がりタップ磨耗を低
減します。また、タッピングオイルなどの異種油混入にならないため、クーラント劣化
の心配もなくクーラントの品質維持もでき環境への負荷低減にもつながります。
●資料請求番号：232303

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

タップ加工用オイル供給ツール
タップショット

大昭和精機（株）

高精度加工に不可欠な前工程・次工程を確実、かつ高精度にサポートするタッチ
センサです。測定子に特殊超硬ボールを使用しているので測定ボールの腐食・磨
耗などによる測定誤差を防止できます。また、本体内部に高感度電子回路を使用
しておりセンサ本体の感度がアップし、機械や測定ワーク間の電気抵抗の影響
を最低限に抑制できます。シャンク径φ１０のコンパクト設計です。
●資料請求番号：232304

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

加工物基準位置装置
ポイントセンター

大昭和精機（株）

刃具を強力・高精度にチャッキングし、工具干渉を最小限に抑える焼きばめホルダ
にストレートシャンクシリーズが新登場しました。
把握径はφ４～２０で、把握径φ４のホルダにはｈ５公差以内の超硬シャンクを、そ
の他のホルダにはｈ６公差以内の超硬シャンクをご使用下さい。
●資料請求番号：232305

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

焼きばめチャック
ストレートシャンクシリーズ

エヌティーツール（株）

振れ調整式ホルダ“Ｒ”ゼロホルダに、把握径φ２５～４２用の大径タイプが新登場
しました。９０度位相４箇所に配置した独自の４点調整方式を採用し、調整ネジを
回すだけの簡単操作で刃先の振れを０～２μｍに調整することができます。刃先の
振れを限りなくゼロに近づけることにより、加工径の拡大やバラツキを解消できる
だけでなく、面粗度の大幅な向上も実現しました。さらに、刃具寿命も向上するた
め、刃具コスト削減にも寄与できます。ホルダ表面には特殊防錆処理加工が施さ
れており、防錆メンテナンスをしなくても、通常の使用環境下では長時間錆びませ
ん。同芯精度を要求されるリーマ加工、高精度ドリル加工に最適です。
●資料請求番号：232306

http://www.nttool.com

大径Ｒゼロホルダ
CTZ型
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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）

マグネット応用機器総合メーカー

抜群の Ｗ機能兼備の切削加工用
チャックが新登場！

抜群の Ｗ機能兼備の切削加工用
チャックが新登場！

消磁機能付き
切削用永電磁チャック　　EP-Dシリーズ
消磁機能付き
切削用永電磁チャック　　EP-Dシリーズ

新構造採用で脱磁効果アップ！新構造採用で脱磁効果アップ！
強力型テーブル三相交流脱磁器強力型テーブル三相交流脱磁器

強力磁界の発生により
、

脱磁し難かった材質・
形状にも対応可！　

リング状ワークに威力
を発揮！ベアリング組立品・歯

車など

リング状ワークに威力
を発揮！

吸着力吸着力

釈放性釈放性

KMDY-1KMDY-1

NEW

NEW

独自磁極形状により、
強力な吸着力を発揮！

消磁構造の専用化によ
り、

OFF 時のワーク釈放性
を大幅改善！

残留磁気が大きな焼入
れ鋼や特殊鋼に

対しても、良好な釈放
性を実現！EP-D3060EP-D3060

 ●資料請求番号 ： 232402

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

〒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

株式会社ホータス

エンドミル・ドリル切断機

E-CUT M13E-CUT M13

特徴
ハイス・超硬・焼入鋼等が乾式で切れます。
ワークも回転するので半径分を切るだけで直径分が切れます。
３爪チャックにてワークの着脱が迅速・簡単。
ＸＹテーブルにて切断位置決めおよび微動送りによる
切り込みなので安定した作業ができます。
切断能力：　φ３～φ１６
その他工場でのさまざまな作業にご活用ください。

超硬用ダイヤ切断砥石  E100SDC    ・・・・・・・φ115/1枚
ハイス・一般鋼用CBN切断砥石  E100CBN・・・φ115/1枚
ハイス・一般鋼用WA砥石  E60WA・・・・・・・φ100/5枚

超硬用ダイヤ切断砥石  E100SDC    ・・・・・・・φ115/1枚
ハイス・一般鋼用CBN切断砥石  E100CBN・・・φ115/1枚
ハイス・一般鋼用WA砥石  E60WA・・・・・・・φ100/5枚

標準装備

 ●資料請求番号 ： 232403

実用新案

 ●資料請求番号 ： 232404
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共立精機（株）

マシニングセンタ用ツールの径、高さを測定する装置です。測定移動方法は、新採
用の素送り方式により、移動が容易に出来ます。最終の位置決めは、手動ノブ操
作で思いのままです。長さの測定範囲は５０～６００ｍｍまで測定できますので、中
型マシニングセンタをお持ちのお客様に最適です。絶対原点機能、データ出力機
能を持っているデジタル装置を採用していますので、オプションになりますが、ツー
ル管理ソフトを導入することにより、ツールデータを管理することができます。投影
装置は熱対策を考慮した冷光光源と、シンプルで見やすい測定グリルを備えたコ
ンパクトな装置を採用しています。ツールクランプは、操作が簡単なエア式のオート
クランプ方式です。
●資料請求番号：232502

http://www.kyoritsu-seiki.co.jp/

ツールプリセッタ
MMⅡ-6040

（株）戸田精機

ＮＣフライス・マシニングセンタの環境で四角穴を切削加工できるホルダです。特殊
な三角形状の刃具とその刃具を制御するホルダによって刃具の刃先の１点が四
角軌道を描きコーナー部をピン角に仕上げます。放電加工機と比較して加工スピー
ドが向上することと、段取り変えの手間が省けることにより、コスト削減が狙えます。
また、切削加工であることによって非伝導体への加工も可能となっています。また、
ドリルサイクルでの加工なので操作自体が非常にシンプルです。シャンクはＢＴ５０
とＢＴ４０、切削径は□１０、８、６mmとなっています。現在、金属用の刃具は□１０
mm用のみとなっており、□８mmと□６mmに関しては樹脂などの柔らかい材料の
みに適応します。
●資料請求番号：232501

http://www.todaseiki.co.jp

インコ－ナカットホルダ
BT40-ICC、BT50-ICC

津田駒工業（株）

傾斜円テーブルＴＮシリーズの派生モデルです。ワーク取付面を傾斜軸と同芯に
設計（従来機種比２５ｍｍダウン）しました。加工領域が広がることで工程集約に
寄与、傾斜軸心とワーク加工位置が近くなり、加工条件が有利、回転傾斜軸が
同軸にあるのでプログラムが容易、ロボットを用いた自動生産対応が容易といった
メリットがあります。
●資料請求番号：232503

http://www.tsudakoma.co.jp

ＮＣ傾斜円テーブル
TNDシリーズ

（株）カワタテック

イケールやマシニングセンタのテーブル、５軸加工機のテーブルに取付けて使用
するために設計されたチャックです。従来のスクロールチャックに比べ軽量かつ薄
型なので、機械の最大積載質量や最大高さへの影響を少なくできます。また、切
粉が内部に侵入することを防ぐカバーをチャック上面に装備し、防塵対策を施しま
した。サイズ展開は外径がφ３００～１０００まであり、サイズφ３００・φ４００のモデル
ＴＭ３００とＴＭ４００は内径が大きいので、カバーを外せば長い加工物も把握可能
で、円テーブルなどに使用できます。
●資料請求番号：232504

http://www.kawatatec.co.jp

薄型スクロールチャック
TMシリーズ

（株）戸田精機

回転部からの水の浸入をシャットアウトすることにより放電加工機や平面研削盤、
マシニングセンタなどで使用できる手動式インデックスヘッドです。割出し角度は
２４分割（１５°等配）されており、ワンタッチ操作でロック・アンロックができ、その割
出し精度は０．００５/７０ｍｍ、振れ精度は３μｍを保証しています。また、２４分割間
の微妙な角度はメモリを搭載していることで目視で割出すことができブレーキ機構
でロック、軽切削等の加工ができます。回転部にはオムニシールを採用し外部材
質にはステンレス鋼を採用しています。ワーク把握部にはコレットチャック（ＡＱＤ－
Ｃ２０）と６爪スクロールチャック（ＡＱＤ－Ｓ３０）の２つのオプションを用意しており、
ニーズに合わせて選択できます。
●資料請求番号：232505

http://www.todaseiki.co.jp

アクアデックス
AQD60-15

（株）ニューストロング

加工物の形状に合わせて傾くので、段取り時間が大幅に短縮出来ます。加工物
をクランプする際、反りのある加工物や黒皮材・鋳物など治具との当たり面の隙
間で起こるビビリやクランプ変形を抑えます。加工物の反りに合わせ７度まで傾く
のと同時に３点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットし、安定したクランプをすることが
出来ます。従来のような加工物とクランプとの隙間にシクネステープやライナー等
差し込む手間も省け、段取り時間を大幅に短縮できます。また、お求め安い価格に
なっています。主に、マシニングセンタ・5面加工機・フライス盤・プラノミラー・ラジア
ルボール盤・研磨機等で製缶・黒皮材・鋳物・反りのある加工物に最適です。
●資料請求番号：232506

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

ワークサポート
WS-45

7°

手動式インデックスヘッド

 ●資料請求番号 ： 232401
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イーグル
デジタル式
イーグル
デジタル式
クレーンのフックに掛けるだけ

つり荷の重さを正確にすばやく計量
クレーンのフックに掛けるだけ

つり荷の重さを正確にすばやく計量

小型リモコン付属 小型リモコン付属

無線を介してPCと連携が可能（A型のみ）無線を介してPCと連携が可能（A型のみ）
おてもちのPCでデータの管理が行えますお手持ちのPCでデータの管理が行えます

A型 ディスプレイ
（別売）

お手持ちの
パソコン

プリンター
(オプション )

※管理ソフト付属※管理ソフト付属

 ●資料請求番号 ： 232602

無線送信機能付き
A型
1ton～30ton 用

軽量簡易タイプ
B型
1ton～5ton 用

 ●資料請求番号 ： 232603
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小林鉄工（株）

スクロールギアをピニオンギアを介さず直接回転させることにより、小型化・薄型
化・軽量化されたチャックです。３シリーズのラインアップで「精密測定機用タイプ｣
は、真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機での使用に、使い易く設計
されたプレート付タイプです。「汎用タイプ｣は、卓上旋盤からボール盤、小型フライ
ス盤、測定機まで幅広くご使用いただける、汎用性の高いタイプです。「工作機械
用タイプ｣は、小型精密旋盤や小型研磨機にご使用いただくための精度の高いタ
イプです。ＹＣ１０１Ａ・ＹＣ２０１Ａはツガミ用アダプタ（微調整機構）付です。
●資料請求番号：232701

http://www.chuck.co.jp

レバーチャック
LCタイプ

パスカル（株）

ワークのサイズ・形状にあわせてマシンテーブル上に自由にセッティングできるマグ
ネットクランプです。ワークをマシンテーブル面上２００mmにセッティングできるの
で、ワーク側面のフライス加工や貫通ドリル加工に適しており、５面加工機の段取
改善に最適です。両面のマグネットブロックにより、他の保持具なしにツールレスで
瞬時にワークとベースプレートをクランプでき、セッティング時間を大幅に短縮します

（クランプ時間：約０．５秒）。クランプ中は電力消費がないため省エネです。クラン
プ完了後コネクタを外してケーブルレスでの使用が可能なため、パレットチェンジ
や外段取りに容易に対応できます。クランプ/アンクランプの状態が目視で確認で
きるインジケータ付です。
●資料請求番号：232702

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

ダブルマグクランプ
MGW

豊和工業（株）

中実仕様のスタンダードチャックとして長年にわたりお客様にご愛顧頂いている
楔形３爪セレーテッドチャック「Ｈ０１ＭＡ」の新型製品です。長寿命、高コストパ
フォーマンスを実現するとともに、性能面で把握力、最高使用回転数の向上を実
現しています。また、（株）北川鉄工所の「Ｎ」シリーズと取り付け互換を持たせてお
り、アダプタやトップツーリングもそのまま使用することが可能です。チャックサイズ
は８インチ、爪のストロークは直径で８．８ｍｍ、最高使用回転数は４６７０ｒ/ｍｉｎ、把
握力は７５ｋＮです。
●資料請求番号：232703

http://www.howa.co.jp/

楔形３爪セレーテッドチャック
H3KSシリーズ

帝国チャック（株）

両センタ基準の低剛性シャフトワークを偏肉量大でも、径差が大きくても高精度に
把握できます。細くて長い（低軸剛性）両センタワークの高精度加工用コンペチャッ
クです。マルチジョウと同じフロートピン方式を採用しています。長ストロークの為、
径差１２ｍｍ程度ならば無段取り加工が可能です。偏肉量が大きくても振れは僅か
で、驚異のコンペ能力です。本体外径はφ２００、把握範囲はφ２８～４０、最高回転
数は２，５００ｍｉｎ－１、最大把握力は３２ＫＮ（４ＭＰａ時）、コンペ量は約５ｍｍです。
●資料請求番号：232704

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

マルチコンペチャック
MUL-COMP

（株）戸田精機

史上初画期的なクランプシステムで、素早く、精度良く、あらゆる形状のワークをク
ランプすることができ、加工能率・加工精度ＵＰできます。左右自在に動く構造に
なっており、丸や四角、ひし形などのあらゆる形状のワークを素早く四面で確実・高
精度にクランプすることで、加工能率や加工精度を向上させます。また、ステンレ
スで作られていることから水を使用するような作業環境にも対応できるため、ワイヤ
カット放電加工でも活躍します。クランプできるワークサイズは０．５～１０ｍｍで小物
作業向きの仕様になっており、各メーカーのツーリングシステムへの取り付けが可
能です。
●資料請求番号：232705

http://www.todaseiki.co.jp

四面拘束バイス
マジカルバイスMV-10

（株）戸田精機

これまでの位置決めはレンチによる調節が主流でしたが、ワンダーバイスはこれを
ボタンひとつのワンタッチ位置決めで素早い段取りが可能となり作業効率を向上
させます。３次元方向調整機能は平行調整・水平調整が簡易に行えることでレベ
ル出しが苦になりません。ワーク重量も２０ｋｇに耐える構造で加工用途を限定する
ことなくお使いいただけます。他にも、あらゆる形状を効率よくクランプすることがで
きる充実したオプションは魅力です。標準装備のバイスも位置決めがこれまでの
主流であったレンチによる調整からボタン一つのワンタッチ調整になっており、作
業効率を大きく上げます。オールステンレス製で簡易なメンテナンス（清掃）をして
いただくことで長期的に使っていただけます。
●資料請求番号：232706

http://www.todaseiki.co.jp

ワイヤ放電加工機用バイス
ワンダーバイスWDV-170

 ●資料請求番号 ： 232601
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 ●資料請求番号 ： 232802

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 ： 232803

 ●資料請求番号 ： 232804
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（株）ミツトヨ

多関節構造により軽量かつコンパクトな機械本体でありながら大きな計測範囲
を持ち、これまでの門形構造の三次元測定機ではデータ収集が難しかったオー
バハング形状も簡単に計測ができる操作性に優れたマニュアル式ポータブル三
次元計測システムです。可搬性に優れ、プレス部品、車体、航空機部品などの大
型測定物でも、測定物のある場所に本システムを持込んで測定することができま
す。１００ｍｍから２０００ｍｍ程度の大きさのワークに対して接触式、ラインレーザプ
ローブによる非接触式で寸法や面形状データを取得することが可能です。非接
触ラインレーザプローブとポイントプローブが共存できます。
●資料請求番号：232903

http://www.mitutoyo.co.jp

多関節アーム形三次元測定機
SpinArm-Apex

（株）ミツトヨ

多様なワークに柔軟に対応する多彩な解析機能を搭載したＰＣ対応の真円度・
円筒形状測定機です。測定物の心/水平出しを簡単・正確に行える高精度回転
テーブルを搭載しました。半径方向の回転精度（０．０２＋６Ｈ/１００００）μｍ、軸方
向（０．０２＋６Ｘ/１００００）μｍの高精度を実現し、真円度・円筒度のみならず平面
度等も高精度に測定できます。また、心/水平出し作業を強力にサポートするＤ．Ａ．Ｔ

（Ｄigimatic Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ Ｔａｂｌｅ）機能を上位機種から継承しました。測定者は、
表示された調整量を回転テーブルに取り付けられたデジタル式マイクロメ―タヘッ
ドで調整するだけで完了、切り欠きのあるワークにも対応します。Ｄ．Ａ．Ｔを用いた
心/水平出し作業を測定手順（パートプログラム）に組み込むことができます。測定
時の心/水平出し忘れのミスを防止でき、パートプログラム測定による測定作業の
標準化が図れます。※心/水平ズレ量を調整する手動作業が必要となります。
●資料請求番号：232904

http://www.mitutoyo.co.jp

真円度・円筒形状測定機　ラウンドテスト
RA-1600シリーズ

（株）ミツトヨ

待望の高精度と高速を両立したＣＮＣ三次元測定機の自信作です。測定範囲
７０５×７０５×６０５ｍｍのＳＴＲＡＴＯ－Ａｐｅｘ７７６から測定範囲９０５×１６０５×６０５
ｍｍのＳＴＲＡＴＯ－Ａｐｅｘ９１６６の４機種をラインアップしました。高速・高精度を実
現するために、構造やガイド機構の見直しによる高剛性化を図りました。本体の剛
性向上と新開発の補正技術搭載により、高速で高精度なスキャニング測定を実
現しました。コントローラを本体外部に配置し、その発熱が本体に与える影響を排
除しました。各軸スケールには、超高精度結晶化ガラススケールと高性能反射形
リニアエンコーダの組合せによる、超高精度測長ユニットを搭載しました。オートレ
ベリング空気ばね式除振台を標準搭載しました。
●資料請求番号：232905

http://www.mitutoyo.co.jp

高精度ＣＮＣ三次元測定機
STRATO-Apexシリーズ

（株）ミツトヨ

エコロジー＆エコノミーな５機種をラインアップしました。ロックウェル硬さの測定の
ために、使いやすさを追求した簡単操作のモータドライブタイプの他にも、環境を
配慮したエコタイプのパワーレスモデルやロックウェルスーパフィシャル兼用のツイ
ンタイプなど、新設計のフレームで５機種をラインナップ、用途に応じて最適な機
種が選択可能です。デジタルタイプはＰＣへのデータ転送等が可能で、さらに高度
な試験環境が構築可能です。また、特別付属品のブリネルウェイトセットと球圧子、
計測顕微鏡によりブリネル試験が可能となりました。
●資料請求番号：232906

http://www.mitutoyo.co.jp

ロックウェル硬さ試験機
HR-100/200/300/400シリーズ

（株）カワタテック

５軸加工機用のバイスです。加工効率向上を目的に、最適な５つの特長を備えま
した。①把握位置がテーブルから離れているので、主軸や工具がテーブルやバイ
スに干渉しにくく、加工物に接近できます②締付ネジがクランプ位置に近く、最大
４０ｋＮの強力把握③クランプ幅をワンタッチで切替えることができるので、部品の
交換など余分な作業を省けます④独自の２段ネジ構造により、把握時のバイス自
身の変形が少なく、加工物の浮き上がりを抑えるので高精度なクランプが可能で
す⑤バイスは容易に平行移動できる仕組みでスムーズな位置調整を可能にして
います。加工物を把握した後でも、テーブルの中心に合わせる作業が簡単にでき
ます。
●資料請求番号：232901

http://www.kawatatec.co.jp

５軸加工機対応バイス
ジーニアスシリーズ

（株）ＴＳコミュニケーションズ

マシンバイスの口金を交換するだけで、ワークをクランプする時に必ず起こる浮き
上がりを防止し、加工品の精度を出すことができます。バイスのクランプ精度・ワー
ク固定力が飛躍的に向上し、不用品の軽減・クランプ時間の短縮・工具寿命の
延長・ロボットによるワーク交換も可能となりコストダウンに繋がります。口金の合
わせ面が互いに斜めに２分割していることで、クランプする際にハンドルを廻して
締め付ける力が、材料を自動的に下方向に押し下げ、加工物を基準面に密着し
た状態にし、水平にがっちり固定できます。従来はこの平行を如何に出すかが困
難でした。初心者の方でも簡単・正確に材料を取り付けできます。切削時のビビリ
振動をなくし、工作機械の能力を100%発揮でき、加工物の品質向上と部品加工
のコストダウンに貢献します。※詳しくは「魔法の口金」で検索
●資料請求番号：232902

http://www.ts-com.jp/

魔法の口金

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 ： 232801
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www.szmono.com/enter給油式NC用ドリルホルダー

給油式NC用
ドリルホルダー
給油式NC用
ドリルホルダー

株式
会社田倉工具製作所
http://www14.ocn.ne.jp/~stk/
〒550-0012　大阪市西区立売堀2-5-36
TEL.06-6541-3023( 代 )　FAX.06-6541-3020
〒578-0965　東大阪本庄西2-5-12
TEL.06-6747-6731( 代 )　FAX.06-6747-6733

本　　　　社 /

東大阪営業所 /

新発売

機械からの直接給油により
オイルホール付ドリルの性能を引き出し
加工効率をアップしていただけます

機械からの直接給油により
オイルホール付ドリルの性能を引き出し
加工効率をアップしていただけます

サイズ
（外径） ST40×（内径）16,20,25,32

意匠登録番号第2009-009958
意匠登録番号第2009-009974  ●資料請求番号 ： 233002

 ●資料請求番号 ： 233003

 ●資料請求番号 ： 233004
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ＴＥＳＡ（株）

６軸アーム構造のポータブル式三次元測定機です。測定範囲１２００ｍｍ（プロー
ブ到達直径）、本体重量約１３㎏のコンパクトで軽量なボディで持ち運びが可能
です。門型三次元測定機では不可能な機上測定や比較的大きなワークの三次
元測定に威力を発揮します。またＴＥＳＡ独自の専用操作パネルを使用することに
より、非常に簡単に操作できます。オプションのＷｉ－Ｆｉシステム（無線ＬＡＮ）を使
用するとワイヤレス操作も可能です。価格も非常にリーズナブルなポータブル三
次元測定機です。
●資料請求番号：233101

http://www.tesabns.co.jp/

６軸アーム式フレキシブルゲージ
TESA　Multi　gage
39．20000

（株）ニコンインステック

ニコンの持つ光学・画像処理・精密技術を結集し、最新のマルチセンシング計
測技術にて世界最高精度の非接触３Ｄ形状計測を実現します。微小な形状・う
ねりが計測でき、どんな形状に加工されているのかがわかります。これまで見えな
かったような形状が見えるようになり、品質向上、不良率低減にお役に立ちます。
高速に高精度で形状やうねりを計測したい、接触式レベルの精度が欲しい、ＣＡＤ
データと高精度で形状比較したいといった要求にお応えします。
●資料請求番号：233104

http://www.nikon-instruments.jp/instech

完全非接触マルチセンサー３Ｄ計測システム
HN-6060

日本電産シンポ（株）

製品、部品の重量チェックから食品、薬品などの計量までと幅広く使えるデジタル
防水はかりです。ＩＰ６５準拠の防水タイプで、水周り環境の工場や厨房に欠かせ
ません。主な特長は、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿（ＳＵＳ３０４）を標準
装備、オートパワーオフ機能付、重力加速度１６エリア設定可能、風袋機能付、乾
電池とＡＣアダプタ（オプション）の２電源使用可能、１/２０００高分解能、低消費
電力などです。秤量は１０００ｇ（最小表示５ｇ）から２０ｋｇ（最小表示０．０１ｋｇ）まで５
機種をシリーズしています。外形寸法約 Ｗ２５０×Ｈ１０８×Ｄ２６０ｍｍ。質量は約２．
５ｋｇ。※水で洗えますが、ＡＣアダプタ使用時は不可です。
●資料請求番号：233106

http://www.nidec-shimpo.co.jp/

防水はかり
CS-1000WP/2000WP/
5000WP/10KWP/20KWP

（株）ニコンインステック

電動スタンドからワンタッチで取り外し、コードレスで撮影可能なためさまざまな状態
での検査に使用できます。また、電動スタンドに装着し、専用の１７型タッチパネル
モニタにて、直感的な操作で被検物を簡単に撮影することができます。コンパクト
デジタルカメラのような操作感覚を採用しており、顕微鏡の知識や複雑な設定を
必要とせずに被検物をボタンひとつで撮影可能です。コンパクトなボディに2０倍
光学ズームレンズとＬＥＤ照明を内蔵、レンズを交換することなく２０～４００倍という
幅広い倍率を観察できます。
●資料請求番号：233105

http://www.nikon-instruments.jp/instech

デジタルマイクロスコープ
ShuttlePix（シャトルピクス）
P-400R

（株）東京精密

モバイル型で、小型コンパクト設計の表面粗さ測定機です。現場でも確認しやす
い大きなカラー画面を搭載し、ワークに合わせて駆動部を自由に付け替えることが
可能です。粗さ計の小型シリーズを拡張し、これまで粗さ管理がされていない潜在
ニーズを掘り起こして粗さ測定を全世界で普及させる為に開発しました。コンパク
トで手軽に使えるアンプにするため、外観・形状・操作性については何度も見直し
を行い、設計者泣かせの開発でしたが、その甲斐あって練りに練ったデザイン・ソフ
トウェアとなりました。また、このアンプはスキッドレス対応の５０ｍｍ駆動部の他に
従来のハンディサーフの駆動部にも対応しています。
●資料請求番号：233103

http://www.accretech.jp/

小型表面粗さ測定機
SURFCOM　FLEX

（株）東京精密

シリーズは、電子プローブセンサのバリエーションにより、３タイプをラインアップし
ています。用途に応じた機種サイズとプローブシステムを選定できます。カールツァ
イス製のブリッジ型三次元座標測定機の新製品で、ＡＣＣＵＲＡ/ＡＣＣＵＲＡ－Ｊ
の後継機となります。アクティブスキャニングプローブやラインレーザ等の様々なプ
ローブと組み合わせが可能で、高い拡張性を誇るシリーズです。国内ではエネル
ギー業界・航空機業界・建機業界等が活況、大型の測定機の引き合いが増えて
います。ＡＣＣＵＲＡⅡでは門幅２０００ｍｍのラインアップを用意、最大８００ｍｍ/ｓ
の駆動速度と併せ、大型ワークを効率良く測定するのに最適な製品です。
●資料請求番号：233102

http://www.accretech.jp/

ＣＮＣ三次元座標測定機
ACCURAⅡ

 ●資料請求番号 ： 233001
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 ●資料請求番号 ： 233201
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（株）中村製作所

ボルトの締め忘れを防止できるトルクレンチです。ボルトの締め忘れが一目瞭然で
わかるようボルトの頭に『ポン』とマ－キングされます。トルクレンチのソケットは、市
販のディ－プソケットに対応しております（注：取り付け穴加工が必要となります）。
使用インキ（赤色）は、シャチハタ製、油性インキですので、マ―クは消えません。
一回のインキ補充で、ソケット寸法８～１３ｍｍは約１５００回、ソケット寸法１４～２４
ｍｍは約６０００回のマ－キングが可能です。精度は±３％まで保証します。
●資料請求番号：233304

http://www.bestool-kanon.co.jp

スタンプ式マーキングトルクレンチ（市販ソケット対応型）
N-MQLKシリーズ

（株）中村製作所

通常測定（内側・外側・段差・深さ）はもちろん、ジャッジメントの機能（端面測定と
判定機能）がついております。穴ピッチ測定子アタッチメントを外側ジョウの内側
部分に装着することにより、『丸穴ピッチ測定』ができます（表示された数字に１０
プラスすれば測定値となります）。平成２１年度文部科学大臣表彰『創意工夫功
労者賞』受賞製品です。
●資料請求番号：233305

http://www.bestool-kanon.co.jp

デジタルノギス
PLUS10（プラステン）

日本電産シンポ（株）

水まわりでも安心な防水設計のペーハー計です。ＰＨ－０１は測定値ホールド、最
大最小値メモリ、オートパワーオフ機能を搭載した多機能モデル。精度は±０．０５p
Ｈの高精度高分解能タイプです。ＰＨ－６０１１はセンサ交換が可能なコンパクトタ
イプ。そして、センサ交換式ながら高分解能なのがＰＨ－６００１Ａです。いずれも防
水型（ＰＨ－０１はＩＰ６５準拠、ＰＨ－６０１１、６０１１ＡはⅠＰ５７準拠）なので、飲料関
係やプールなどの環境でも安心して使用可能です。その他、金属溶解液のpＨ管
理や化学反応確認、インクの品質管理、工場排水、貯水槽や河川水の公害監
視など各水質調査、学校の実験備品などにご利用ください。
●資料請求番号：233301

http://www.nidec-shimpo.co.jp/

防水型ｐＨ計
PH-01 / 6011 / 6011A

（株）エー・アンド・ディ

荷重センサであるロードセルからの信号をＡ/Ｄし表示する重量指示計で、ＣＣ－Ｌｉ
ｎｋのインターフェイスを標準装備しています。振動の多い環境でも安定かつ高速
にロードセルからの信号を取り込むことを可能にしたフィルタを搭載しています。今
まで振動のある場所、あるいは振動をかけながらの計量にはメカ的な対策等々に
膨大な費用、時間がかかりましたが、振動対策にかかる時間、費用、またそれらのメ
ンテナンス費用も大幅に削減することができます。特に計量器の傍にプレス機や
大型コンプレッサのような大きな振動元がある環境やバイブレーション搭載の計
量に力を発揮します。
●資料請求番号：233302

http://www.aandd.co.jp/

ウェイングインジケータ
AD4408C

（株）エー・アンド・ディ

ステンレス製耐圧防爆ロードセルです。可燃性危険物を取り扱う環境下でかつ
耐腐食性が要求される台はかり、タンク、ホッパースケールを構築するのに最適で
す。定格容量は１００ｋｇ・２００ｋｇ・３００ｋｇ・５００ｋｇ・１ｔ・２ｔがあり耐圧防爆指示計Ａ
Ｄ－４４０３－ＦＰと組み合わせることにより、配合、充填、選別などさまざまな計量用
途に使用可能です。また、設置方法が容易なので計量機器をシンプルに製作す
ることが可能です。爆発等級及び発火度は［ＥｘｄⅡＢＴ４］、使用場所は１種（爆発
性ガスが集積して危険な濃度となる恐れのある場所等）、２種（可燃性ガスまたは
引火性液体を常時取り扱っている場所等）に適合しています。
●資料請求番号：233303

http://www.aandd.co.jp/

ステンレス製耐圧防爆型ロードセル
LCM17シリーズ

山田マシンツール（株）

旋盤加工時に機内でマーキングするツールです。大量生産に対応でき、同一工
程内の加工なので、工数の短縮と刻印忘れの防止にもなります。打刻専用設備
が不要となるため、イニシャルコストも大幅に削減できます。加圧は線当りのため、
ワークへの負荷は最小限です。使い方は、ツールホルダにマーキングツールをセット
し切り込み、ワークをマーキング範囲＋α分回転（周速５ｍ/ｍｉｎ以下）させるだけで
す。刻印は差込みタイプなので、型番の変更などにも柔軟に対応できます。文字
サイズは標準で１１．０～２．０ｍｍまでで、オプションで他寸法・社マーク・特殊文字
も製作できます。対象ワークは、継手・パイプ形状の部品・丸物の部品などで溝加
工部の底辺へのマーキングも可能です（寸法制限あり）。
●資料請求番号：233306

http://www.yamada-mt.co.jp/

旋盤用マーキングツール
MTL20
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新斬monoホームページはこちら http://www.szmono.com

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、 

www.szmono.com/enter
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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

ロ ボ ッ ト

減 速 機・ モ ー タ

空 圧 機 器

油 圧 機 器

除 電 器

ポ ン プ

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

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

“得盛り通販”“得盛り通販”

 ●資料請求番号 ： 233504
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日本精密機械工作（株）

通常のベルトサンダはストレート型ですが、Ｌ－ＪＢはＬ字型ベルトサンダです。Ｌ字
型の利点は、ストレート型と違い手元に近い場所で作業が出来ます。加工ワーク
を手で持ってバリ取り及び面取りをする場合、ストレート型だと箸の先で作業する
ような感じになり、非常に作業がし難くなります。Ｌ字型だと手元に近い所で作業
が出来るので、作業性が良く、疲れ難いです。重量も７７０グラムと軽くまた、Ｌ字の
角の部分を持って作業する為、重量バランスも良く、７７０グラムより軽く感じられ、
女性の作業者の方にも優しい製品となっています。回転数は、１５,０００回転と速
く、付属の薄型ベルトとの相性も良く、ソフトタッチで、抜群の仕上がりを実現して
います。
●資料請求番号：233501

http://www.l-nihon.co.jp/

グラインディングサンダ
L-JB

広和エムテック（株）

主に食品排水のグリストラップの浮上油回収を行う装置です。また、使用条件が
一致すれば工場排水ピットの浮上油も回収出来ます。回収した油は、専用の回
収パック（油吸着材）へ取り込み、廃棄処分を行います。浮上油回収を行うポンプ
は定評のあるＱポットシステムを採用し、高効率回収を行えます。また、ポンプの運
転は２４時間タイマにより任意の運転制御が可能となっています。
●資料請求番号：233503

http://www.kowa-m.co.jp

グリストラップ清掃ロボット
トラップジョーカー　TP-J

カネテック（株）

精密石定盤上での精度測定に最適なグラナイト（花崗岩）ベースにダイヤルゲー
ジ取付時の安定性をアップしたシリーズ最小モデルが新登場しました。既存品

（ベース部φ１２０・１６４・１８７mm）と合わせ充実の４機種がラインアップしました。
花崗岩を使用したベース部は平面度の狂いや錆の心配がなく保守も容易で、底
面の平面度は２μｍ以内の高精度仕上げです。また、アームはクランプ力№１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できます。
●資料請求番号：233406

http://www.kanetec.co.jp

グラナイトベース
GB-MXシリーズ

日本精密機械工作（株）

従来のペンタイプグラインダは、チャック部がφ３もしくはφ２．３４という決まった寸法
の物しか掴めない、コレットチャック式でした。しかし、加工現場からはφ１．２・φ１．５・
φ２．１等、様々な寸法のストレートドリルを使用したいという要望が多く寄せられて
おりました。従来のコレットチャック式では不可能であった、様々な寸法のドリルを
掴む事が出来るのが、このドリルチャック式ＬＧⅡ－Ｈ３００です。チャッキング可能
範囲はφ０．５～４．０です。また、ペンタイプなので重量も軽く、握り部分も細く、回転
調整（２,５００～１８,０００回転）も出来るので、とても作業者に優しいグラインダで
す。
●資料請求番号：233502

http://www.l-nihon.co.jp/

ドリルチャック式ペンタイプグラインダ
LGⅡ-H300

カネテック（株）

新構造採用の強力型脱磁器が新登場しました。従来のテーブル形脱磁器と同様
に、磁気を帯びたワーク等、脱磁面上を通過させることによって残留磁気を除去あ
るいは軽減させます。交流三相電源を用いた新構造により強力な磁界が発生し、
これまで脱磁が難しかった材質・形状、とりわけリング状ワークの脱磁効果がアップ
します。
●資料請求番号：233402

http://www.kanetec.co.jp

強力型テーブル三相交流脱磁器
KMDY-1

カネテック（株）

販売中のフレキシブルノズルホルダに金属フレキ３本タイプが新登場しました。フ
レキシブル性が大幅に向上した金属製フレキの採用により、アングルが自由自在
に設定できます。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
現します。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。高圧エアや加工液を３方向へ放出でき、それぞれのコックで流量調整も可能
です。
●資料請求番号：233403

http://www.kanetec.co.jp

フレキシブルノズルホルダ
NH-M3

カネテック（株）

永電磁チャックに、鉄道レールなど長尺レール加工に特化した超強力型がライン
アップしました。現行標準タイプより更にギャップ特性に優れ、平面度が悪く大き
な吸着力を必要とするワークに対しても強固にクランプします。磁極サイズ□７５
mmのシングル（一面吸着）タイプと□７５mm＋□５０mmのダブル（二面吸着）タ
イプを用意しました。従来の油圧・メカクランプに比べ作業時間の短縮、生産性向
上に大きく貢献します。また、ワーク形状や長さに応じた磁極配置や、耐摩耗性に
優れる黄銅材を主材質とするセパレータでの製作も可能です。専用の固定ブロッ
クもオプションにて対応します。
●資料請求番号：233404

http://www.kanetec.co.jp

長尺レール加工用超強力型切削用永電磁チャック
EP-QZシリーズ

カネテック（株）

耐熱性をアップさせた新型マグハンドが新登場しました。床や媒体中に散乱混入
した鉄片の回収や整理作業に適し、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野で
使用可能です。取手部の改良により１８０℃以下の高温ワークにも対応可能で
す。また、使用材の見直しにより耐久性・強度もアップし、ハードな使用環境下でも
威力を発揮します。
●資料請求番号：233401

http://www.kanetec.co.jp

マグハンド®
HMC-T10A / T50A

カネテック（株）

手軽さが好評な蝶番タイプのプレートマグネットに大型２サイズが新たにラインアッ
プしました。循環式液体タンク内からのスラッジ回収に威力を発揮します。蝶番タ
イプなのでタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設
置が可能で、沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。また、蝶番のフック穴
に紐（ワイヤ）や鎖（チェーン）を付けることにより、タンク内からの取出しが容易になり
ます。
●資料請求番号：233405

http://www.kanetec.co.jp

タンク清掃用プレートマグネット
KPM-BWシリーズ

HMC-T50A

HMC-T10A

省電力

EP-QZ（シングルタイプ） EP-QZ8（特殊製作例）

KPM-BW12

KPM-BW18

KPM-BW24

NEW

NEW

GB-MX13F

GB-MX20F
GB-MX28F

GB-MX40F

NEW


