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GC4205鋼旋削加工用材種�

サンドビック（株）�

「新世代のコーティングチップ」鋼旋削シリーズのGC4205は、安定した条件の下で
切りくず排出効率に優れた高速加工材種です。通常P01～P10を適応領域とするチッ
プ材種は、仕上げ加工を目的としているため、硬く欠けやすいのが一般的ですが、こ
の新材種GC4205は、安定した加工における高速高送りの荒から軽切削仕上げに
適し、連続的で長時間の加工に効果的です。シリーズ全てに採用したブラック・ゴー
ルドコーティングを施し、特にアルミナコーティング層を厚膜にすることで、耐熱性が
大幅に強化されています。更に、優れた耐クレータ
摩耗性と耐塑性変形性により、従来同等品に比べ
30％以上生産性を上げることが可能です。�
●資料請求番号：131902

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

コロミル490肩削り正面フライスカッター�

サンドビック（株）�

コロミル490は、高い加工精度を要求される部品加工用に開発され、機械加工コスト
を25％以上削減できる新次元の肩削り正面フライスカッタです。小型高機能化する
工作機械における低切込みまたは正確な深掘り込み加工などにコロミル490は最適
で、高い生産性を発揮します。肩削りの掘込み加工側面の段差が極端に小さいなど、
コロミル490は多くの機能を備えているた
め、加工現場での工具の集約化にも役
立ちます。新設計ハイポジ4コーナ仕様チッ
プは、切削抵抗が低く高品位な加工底
面とスムーズな加工側面を得ることができ、
ワークへの進入も円滑で高い安全性を
実現しました。今秋には、カッタ径φ25～
125mm（現在φ80まで）の製品とP、M、
K種チップ（現在P種のみ）が揃います。�
●資料請求番号：131901

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

SumiTurn Xバーの大径サイズを拡充�防振ボーリングバイト�

住友電工ハードメタル（株）�

発売以来、その優れた防振性でご好評をいただいているSumiTurn Xバーに、φ25
～40mmシャンクの大径サイズシリーズが加わりました。両面使いのネガチップを搭
載し、ランニングコストを低減。最小加工径φ32～50の5サイズをラインアップし、中
～大径ボーリング加工で、突き出し長さL／D＝6の深穴加工をビビリ無く安心して
行うことが出来ます。豊富な
チップアイテムとの組み合わ
せにより、粗加工から仕上げ
加工まで、幅広いボーリング
加工で、抜群の威力を発揮
します。内径加工のビビリで
お困りの皆様、是非一度
SumiTurn Xバーをお試し下
さい。�
●資料請求番号：131904

http://www.sumitool.com

GSX MILL シリーズ�新世代 世界標準超硬エンドミル�

住友電工ハードメタル（株）�

GSX MILLシリーズは、一般部品から精密部品・精密金型製造など様々な加工で、
圧倒的な信頼性を発揮する新世代の超硬汎用エンドミルです。独自のフルート形
状で切りくず排出性を飛躍的に向上させ、また底刃のコーナ部をランド付きとするこ
とで強度をアップし、安定した切削性能を発揮します。また耐摩耗性、耐熱性に優れ
た新コーティングGSXコートの採用に
より、炭素鋼、プレハードン鋼からステ
ンレス鋼まで、幅広い被削材で安定
長寿命を発揮します。�
●資料請求番号：131903

http://www.sumitool.com

CER／CERM／BCER超硬エンド刃付リーマ（完全止り穴用）�

岡崎精工（株）�

超硬エンド刃付リーマは従来のリーマ機能にエンド
ミル形状の刃を加えることで、需要の多い完全止り
穴加工を実現しました。右ねじれの為、切り粉が底
部に溜まらず、スムーズに排出できることから、底面
加工を綺麗に仕上ることができます。サイズは
φ2.97からφ12.03をソリッドタイプ（全151サイズ）、
φ12.5からφ30までを先端部分を超硬とした先ムクタ
イプにてラインアップしています（全36サイズ・ストレー
トシャンク）。�
●資料請求番号：131906

http://www.okazaki-seiko.co.jp

CCR／CCRM／BCCR／BCCRT超硬チャッキングリーマ（深穴用）�

岡崎精工（株）�

超硬チャッキングリーマは刃径より細い首下径により高精度
深穴加工が可能です。�
サイズはφ2.97からφ12.03まではソリッドタイプ（全151サイズ・
ストレートシャンク）、φ12.5からφ30までは先端部分を超硬とし
た、先ムクタイプでストレートシャンクに加え、MTシャンクもライ
ンアップしています（全72サイズ）。�
●資料請求番号：131905

http://www.okazaki-seiko.co.jp

CCR、CCRM

CER、CERM

BCER

BCCR

BCCRT（MTシャンク）�

刃径より細い�
首下径により�
深穴加工が可能�

底面もキレイに�
加工できます！！�

●資料請求番号：131801

●資料請求番号：131802

www.showadenki.co.jp

は、�

工作機械等から出るミストが起こす、悪影響を解決します。�

ミストの種類によっては、頭痛や肌荒
れを起こし、皮膚に付着するとベタつ
きます。�

人体への影響�

ミストの蔓延した作業現場や、工作機
械のトビラの開閉時に出るミストにより、
労働意欲が衰退し、生産効率が低下し
ます。�

労働意欲の衰退�

ミストが床に付着すると、滑りやすく
なり、転倒などの2次災害を起こします。�

2次災害の要因�

ミストを屋外に排出する方式では、環
境破壊につながり、また、冷暖房効果
を低下させ、空調費を大幅に増大さ
せます。�

環境破壊・エネルギーロス�

ミストを放置させることにより、工作
機械内部における電気系統の故障の
原因になる事があります。�

工作機械への影響�

切削・研磨・熱処理・圧延・

プレスなどの工程で発生す

るミスト対策は万全ですか？�

作業環境改善と生産性の

向上のために、ミストレー

サの有効活用を提案します。�

・ 仙 台 ・ 北 関 東 ・ 厚 木 ・ 静 岡 ・ 金 沢 ・ 岡 山 ・ 福 岡 ・ 昭和電機札幌（株）�

● 東　京　支　店　　０３（３８８４）３２０１� ● 名 古 屋 支 店　　０５２（８２１）１２１１� ● 大　阪　支　店　　０６（６９３２）１２２１�

本社：〒５７４-００５２　大阪府大東市新田北町1番２５号�

●資料請求番号：131803
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サーフテスト SJ-500小形表面粗さ測定機�

（株）ミツトヨ�

高精度・高性能でわかりやすい表示と簡単操作を実現した専用電装タイプの小型
表面粗さ測定機です。�
【特長】�
①視認性が良いカラーTFTLCD7.5型を搭載し、カラーアイコン表示とタッチパネル
の採用で見やすくわかりやすい表示と簡単操作を実現します。�
②専用電装にジョイスティックを搭載し、快適
に位置決めが可能です。また、小穴内側測
定時などに必要な微小なスタイラスの位置
決めも手動つまみで簡単に行えます。�
③ISO／JIS粗さ規格の図面指示記号にあ
わせて入力できる簡単入力機能を搭載して
います。�
④表面粗さ規格1997年ISO、2001年版JIS
等の規格に準拠した解析パラメータ46種
類に加え、豊富な形状解析（凹凸段差、凹
凸面積、円、角度、座標差、段差、傾斜量）
が行えます。�

●資料請求番号：132901

http://www.mitutoyo.co.jp

U-WAVE（ユーウェーブ）�計測データワイヤレス通信システム�

（株）ミツトヨ�

ミツトヨ製デジマチック測定器のデータを無線でパソコンに取込むためのワイヤレス
通信システムです。�
【特長】�
①U-WAVE-R（受信側）に標準付属の設定ソフトU-WAVEPAKはキーボードインター
フェース機能を持っており、キーボードから数値入力できるExcelやメモ帳などに測
定データを簡単に取り込めます。�

②U-WAVE-T（送信側）には着信を確認し易
いブザー仕様と防塵防水仕様（IP67）の2機
種があります。�

③1台のU-WAVE-Rに最大100台までU-
WAVE-Tの登録が可能です。U-WAVE-R
の増設も市販のUSBハブを利用して、最大
16台まで接続できます。�
④通信距離は約20m※です。�
※使用環境の電波状況により距離は変わります。�
●資料請求番号：132902�
※写真のデジマチックキャリパ、デジマチックマイクロメーター
はU-WAVEには含まれません。�

http://www.mitutoyo.co.jp

HD-AX／HDM-AXデジマチックハイトゲージ�

（株）ミツトヨ�

駆動ハンドルを手前に傾斜させ、手になじみやすいハンドル配置とす
ることで、スライダ部の操作性が向上しました。液晶表示の文字を一
段と大きく、ハイコントラスト液晶を採用し、文字高さを10mmから
11mmに大きくしました。使用頻度の高いスイッチを大きくし、スイッチ
配置も使いやすい設計にしました。最小表示量0.005mmへの切替
えができ、使用目的に合わせた設定ができます。2つのプリセット機能
を搭載し、定番面とマスター面の基点切替えなど、作業性が向上します。�
全機種出力機能付で、HDM-AXシリーズは、二点式タッチプローブ（オ
プション）が使用できます。�
●資料請求番号：132903

http://www.mitutoyo.co.jp

CFC-G／GC／GL／GUシリーズ�
防水形絶対スケール内蔵デジタル長尺ノギス�
ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ�

（株）ミツトヨ�

カーボンファイバ強化プラスチックを採用し、長尺ノギスの極限
の軽さと使い易さを追及しました。�
ビーム（本尺）にCFRP（カーボンファイバー強化プラスチック）
を使用し、ミツトヨ製（CDC-100C）と比較して重量比で52%（CFC-
100G）の軽量化を実現しました。�
新測長システムの開発により保護等級IP66を実現し、切削液
が大量にかかる現場でも防水性能を発揮します。（防錆への対
応が必要です。使用後は水・油を拭き取ってください）�
測定条件に合わせ、CFC-G（標準）、CFC-GL（ロング・ジョウ）、
CFC-GC（セラミック・ジョウ）、CFC-GU（ジョウ交換式）と様々
なタイプを選択できます。�
CFC-G／GL／GUタイプは、外側測定範囲0～2000mmまで
標準品で準備いたしました。�
●資料請求番号：132904

http://www.mitutoyo.co.jp

ImageX PRO 2000顕微鏡用デジタルカメラシステム�

（株）ミツトヨ�

顕微鏡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・メール送
信を可能にするデジタルカメラシステムです。
Cマウント対応のミツトヨ製・他社製の顕微
鏡や接眼レンズへの装着が可能です（鏡筒
内径23.2および30mmのJIS規格準拠製
品の光学顕微鏡の接眼レンズを外し、アダ
プタを差込んで装着できます）。カメラ本体
のUSB2 . 0ケーブルをパソコン（OS：
WindowsXP）に接続するだけで使用できま
す（すべてのパソコン環境で動作保証する
ものではありません。事前に動作するかどか
確認をお奨めします）。ソフトは初めての方で
も直感的な操作が可能な構成で、シームレ
スな操作感を体感できます。保存した画像を
計測、解析等、自由にお使いいただけます。�
●資料請求番号：132905

http://www.mitutoyo.co.jp

VSLFシリーズ�低床除振台�

（株）ナベヤ�

振動を嫌う精密機器に最適で積載荷重の変更にも柔軟に対応できる除振台です。�
【特長】�
①床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、振動を嫌う精密機器（高倍率
な顕微鏡や検査機器）等の性能が発揮できます。�
②マウントの硬さを調整することによって、載せる機器にあわせて、使い易い条件の
除振台にすることができます。�
③レベル調整ができますので、水平調整が簡単にできます。�
④サイズは4種類。使用される機器にあわせて、ご利用ください。�
●資料請求番号：132906

http://www.nabeya.co.jp

ジョイスティック� U-WAVE-T

U-WAVE-R

カメラ本体�

（イメージクロス）�

二点式タッチプローブ�表示部�

●資料請求番号：132801

PC
USB

Image X PROカメラ本体�




