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ヤマザキマザック株式会社 複合加工機

INTEGREX j-200
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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.21Sin Zan mono vol.21

●資料請求番号 ：210301
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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.21Sin Zan mono vol.21

4

株式会社森精機製作所 次世代工作機械

X class

特
集
2

X
 class

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

Sin Zan mono vol.21Sin Zan mono vol.21

●資料請求番号 ：210501



6

オークマ株式会社 高速横形マシニングセンタ

MB-5000H
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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.21Sin Zan mono vol.21

●資料請求番号 ：210701
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株式会社清光 芯出し調整機能付きチャック生爪

オフセット生爪

特
集
4

オ
フ
セ
ッ
ト
生
爪

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

Sin Zan mono vol.21Sin Zan mono vol.21

誰でも簡単に高精度の芯出しが可能

短時間でも芯出しが可能（作業時間2～3分で芯出し完了）

高精度の芯出しが行える（芯出し制度±0.002mmも可能）

芯出しを行うのに特別な技術を必要としない

芯出し調整機能により芯出しを行うので、ハンマー等で叩いて芯出しを行う必要が無く機械の主軸にもやさしい

内径と外径の振れ制度の要求が厳しいものに

反転（第2主軸への受け渡し等）したときの振れ精度の要求が厳しいものに

芯出しが短時間で済むので生産性の向上につながる

芯出し調整機能付きチャック生爪

オフセット生爪

調節ネジを締め込んでいくことにより、爪本体
がA方向に変形する。この作用を利用してワー
クの芯出しを行う。ネジの締め込み量によって
調節を行う為、微小な値の調整が可能となり
特別な技術が無くても高精度の芯出しを行う
ことが可能となった。
調整可能範囲は±0.05mm程度となる。

通常の生爪での芯振れ精度は、生爪の成形を行い、ワー

クをクランプした際の芯振れ精度が約0.02～0.05mm程

度と不安定で、そのつど振れ出し作業を行っていました。

　チャッキング精度を決める要因として①潤滑油（グリス

アップ）②チャック圧力（クランプ圧力）③爪の締め付け

ボルトの状態④主軸のチャッキング位置等があり、これら

を確認した後にハンマー等で叩いて芯出しを行っていました。

　但しハンマー等で叩いて芯出しを行う方法は作業者の

技術レベルに大きく左右され、精度や作業時間の個人差

がかなり大きくなっていました。また、高精度の芯振れ精

度を安定して保つには不十分と感じていました。しかし、

機械やチャック本体の精度にも限界があります。

　そこで、ワークをクランプしている爪に調節機能を持たせ

ることによりワークの振れに対して調節できると考えました。

　これにより、従来の方法より短時間で高精度の芯出し

が簡単に行えるようになりました。

開発者の声

 

特許出願中

調節ネジ

オフセット生爪

チャック本体

爪本体

1

2 3

1

2 3

オフセット生爪の調整原理

芯出し調整前 芯出し調整後

芯
出
し
調
整

芯振れ測定図
実際に使用する場合は、
下記のような手順で行う。

1 ワークの芯振れをインジゲーター等で計測する。
この時に芯が高い所を確認しておく（左図では1番）

2 芯が高くなている箇所のオフセット生爪の調節ネジを
締めていくことにより、芯出し調整を行う。

3 もう一度、芯振れを確認する。この際に必要な値を充たし
ていた場合は加工工程へと進む。そうでない場合は、1、
2の作業を繰り返し行いワークの芯出しを行って行く。

特徴 オフセット生爪製品ラインナップ

用途

第1主軸から第2主軸への受け渡し（振れ精度0.004mm） オフセット生爪加工例

株式会社 清光
代表取締役
森本 清光  氏

オフセット生爪
（内張り仕様）

オフセット生爪
（ワイド仕様）

オフセット生爪
スクロールチャック仕様

オフセット生爪スリムタイプ
（複合加工機用）

清光ホームページにおいて
オフセット生爪の調整風景の動画をＵＰしています
http://www.kiyomitu.co.jp/

●資料請求番号 ：210901
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株式会社トクピ製作所 超高圧クーラントユニット

ウルトラ・ハイプレコ

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.21Sin Zan mono vol.21

●資料請求番号 ：211101



減衰比測定（ハンマリング試験）

ユーザー様の声

スリーブ標準品寸法表

マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引出し、
金属疲労の原因である振動を減衰させます。

ハンマリング試験により減衰
比を測定した結果、材料特性
同様、マグネシウムスリーブ
は鋼スリーブに比べ減衰比が
高いという結果を得ました。

標準品以外でもオーダーメイド
にて御社の規格に合わせて制作
いたします。お気軽にお問い合
わせください。

マグネシウムボーリングバースリーブは、内径加工でのビビリの悩みを解消させる新兵器です。

面粗度安定、チッピング低減、周速度ＵＰ、つまり、加工サイクル時分の短縮、1コーナ／チップの加工数

増大、標準ボーリングバーで防振バー並みの突き出し量での加工ができます。試作の当初は内径加工時

のビビリの防止を、と構想に開発していたのですが、テストを重ねていると色々な効果が出てきました。

MGBSシリーズ、MGXSシリーズと改良を行い進化しています。これらの性能を生産性向上に活用してみ

てはいかがですか。

開発者の声

株式会社宮本製作所
第一製造長
知久 明彦 氏
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内径仕上げ加工の抜け際でワークが欠けて不良になっていましたが、マグネ
シウムスリーブに交換したら抜け際の欠けがなくなりました。また、チップ
寿命が3倍程度に延びました。〈ダイス鋼〉

C機械 様

今までの切削速度50m/minを100m/minに速度アップする事が出来
ました。〈SUS304〉

N工機 様

鋼スリーブ使用時1ヶ月程度で折れていた超硬ボーリングバーが折れな
くなりました。

T製作所 様

Mgスリーブ
鋼スリーブ

W

X Y

Z

形式

W

X

Y

Z

48

15

80

40

40

17.5

69.5

32

32
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50

25

MGXS 40-5
MGXS 40-6
MGXS 40-8
MGXS 40-10
MGXS 40-12
MGXS 40-16

MGXS 32-5
MGXS 32-6
MGXS 32-8
MGXS 32-10
MGXS 32-12

MGXS 25-5
MGXS 25-6
MGXS 25-8

切削速度アップ 生産性の向上

チップ寿命の延長 コスト低減

切削精度の向上 品質改善

減衰能、振動高吸収性 作業環境改善

マグネシウム
ボーリングバースリーブ

特 許 出 願 中

最強の新素材「マグネシウム」で

ビビリに勝つ高硬度材、

焼入鋼の内径仕上加工に

抜群の効果を発揮します。

13

株式会社宮本製作所マグネシウムボーリングバースリーブ

MGXSシリーズ

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 ： 211201

●資料請求番号 ：211301
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ユーザー様にパソコン関係の部品加工用多軸ヘッドを多数ご使用いただいている関係で、弊社では以前より小径用タップ穴検

査装置のニーズがありました。従来はネジプラグゲージを使用した手作業の検査をしていましたが、タップ穴が小径で数も多

い為、検査時間を要し、非常に非効率でした。また、小径用のネジプラグゲージはシャンク径が細い為、負荷がかかると折損する

こともありました。現在では、パソコン、携帯電話に限らず、自動車ではハイブリッドや電気化により、タップ穴検査も全数検査に

なる傾向があります。そのような中、この装置は従来からの手作業で検査されているユーザー様の省力化に貢献できると考えて

います。今回の製品はまだ完成形ではなく進化形と考えており、Ｍ６以上の検査装置の開発を進めています。高価な検査装置

は多くありますが、弊社は常にシンプル、低コストでユーザー様のニーズにマッチしたものづくりを目指していきます。

開発者の声

光精工株式会社
常務取締役
宮森 宏司 氏

仕様

多種多様な分野でご使用頂いております。

製品紹介

etc...

自動車 電気

パソコン関係

建材

医療機器

検査ネジ穴径

動作

駆動源

M1.6～M6対応
（光精工製のゲージアダプタを使用することで、市販のネ
ジプラグゲージをご使用頂けます。）

駆動源と接続することにより回転を開始します。ネジ
ゲージを軽くワークに当てることにより、ネジ穴に入りま
す。ネジゲージを規定の深さまで入れ本体を引く事によ
り、自動逆転します。

フレキシブルワイヤを介して、小型モータ
（10W～40W）と検査ユニットを接続します。
小型ボール盤のドリルチャックでも使用可能です。

＊逆転ボタン付のTYPEーＢもあります。 

光精工ホームページにおいてタップ穴検査ユニットの動画をＵＰしています

タップ穴検査ユニット
（簡易応用セット）

HMT-P110（TYPE-B 逆転ボタン付）を
利用した簡易応用セットです。

フレシキブルワイヤフレシキブルワイヤ

逆転ボタン逆転ボタン

深さ調整ボルト深さ調整ボルト

ゲージアダプタゲージアダプタ

スピードコントロールモータスピードコントロールモータ

タップ穴検査ユニット
（TYPE-B）
タップ穴検査ユニット
（TYPE-B）

タップ穴検査ユニット（HMT-P110 TYPE A）

タップ穴検査ユニット（HMT-P110）
タップ穴検査の時間短縮、省力化の為に
手作業で行っているタップ穴検査(通り、止まり）を機械化し
時間短縮、品質向上に貢献します。

独自の逆転機構とスリップ機構を内蔵している為、
ネジ穴を損傷させず検査できます。（特許取得済（PAT.3442515））

ハンドリング性を重視した設計（軽量・コンパクト）本体重量 ： 約350g

タップ穴検査はゲージを用いた検査が確実です。

光精工株式会社

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

15

光精工株式会社タップ穴検査ユニット

HMT-P110

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 ：211501

 ●資料請求番号 ： 211401
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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

 ●資料請求番号 ： 211602

 ●資料請求番号 ： 211603
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（株）ジェイテクト

日刊工業新聞「第５２回（２００９年）十大新製品賞 モノづくり賞」を受賞したＴＧ４
に芯間６３０ｍｍ仕様を追加しました。近年、消費者ニーズの多様化によりさまざま
な製品分野において製品のモデルチェンジサイクルは非常に短くなっており、生
産設備に対して多品種少量生産、リードタイム短縮、高付加価値生産、他ライン
への高転用性などが求められています。このような顧客ニーズを受けて開発したＴ
Ｇ４は、２種の砥石を取り付けた砥石台を自動旋回させ、複数の加工箇所を有す
る円筒工作物を１台で加工することができ、設備台数の削減やワンチャッキングに
よる加工精度向上を実現しました。また、工程集約により初期設備投資費用だけ
ではなく、保全費、刃具費等も含めたランニングコストも大幅に低減。機械占有ス
ペースは５．８㎡と、クラス世界最小のコンパクトマシンとして従来機１台分のスペー
スに設置可能です。
●資料請求番号：211701

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

ＣＮＣ複合研削盤
TG4-32/63 グラインディングセンタ

（株）アマダマシンツール

アマダマシンツールの新型プロファイル研削盤ＤＶ－７Ｍは、旋削用インサートのプ
ロファイル研削加工を主なターゲットとして開発された、今までにないプロファイル
研削盤です。

【３つのメリット】
①精密高速研削・・・研削油使用のクリープ研削で加工時間８０％削減
②省段取り・・・といし自動旋回機能によるワンパス加工（複数工程→１工程）、
　ＣＣＤカメラによるチャートレス化
③イージーオペレーション・・・対話式ＣＡＤ／ＣＡＭによるプログラミングの簡略化

【構造の特長】
油静圧ガイド：ヘッド・テーブルの両側の各軸に採用
リニアモーター：ヘッド側の駆動部に採用
ミネラルキャストベッド：低樹脂率で優れた減衰率と高い剛性を実現
●資料請求番号：211702

http://www.amada.co.jp/amt/

ニューコンセプトプロファイル研削盤
DV-7M

（株）ソディック

超精密ワイヤ放電加工機ＡＰ２５０Ｌは、その再現性・安定性を高め、狙い精度どお
りの高精度加工を追求できるパフォーマンスを発揮します。加工ニーズに応じた２
つのタイプをご用意しており、タイプ１：高速加工に加えて「サビレス」に対応する水
仕様、タイプ２：微細領域でクラックレス相当の加工面を実現する油仕様、ともに
超精密・超微細領域において定評をいただいております。特長は①４軸リニアモー
タ駆動②左右対称門型コラム採用の高剛性機械構造③機械の温度分布を一
様に保持する定常化構造④操作ユニット集中配置による作業性の向上⑤３次
元ソリッドモデルの直接取込対応⑥機電タンク一体の省スペース構造、を採用し
ています。また、本製品は安心の製品保証３年、及び、機械精度１０年保証を提供
します。
●資料請求番号：211703

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

リニアモータ駆動超精密ワイヤ放電加工機
AP250L

（株）松浦機械製作所

５軸がはじめてのお客様にでも【安心】・【簡単】に使えることをコンセプトに開発し
ました。５軸機を導入したいが高価で取扱い操作が難しく、ハードルが高いという
お客様の不安を解消し、５軸加工に踏み出す一歩をお手伝いします。コンパクトな
機械サイズでありながら高剛性かつ充分な加工エリア（最大工作物寸法Ｄ５２０ 
× Ｈ３５０ｍｍ）・作業性を確保しています。また、安心して５軸操作ができるよう、マ
ツウラ独自の衝突防止機能「Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ（インテリジェント） Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ（プロテク
ション） Ｓｙｓｔｅｍ（システム）」や簡単に機械操作が行える次世代オペレーティング
システムの「ＭＩＭＳ（ミムス）」を標準搭載して、段取り操作・加工・保守・省エネなど
をサポートします。
●資料請求番号：211704

http://www.matsuura.co.jp/

５軸制御立形マシニングセンタ
MX-520

 ●資料請求番号 ： 211601
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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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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、 
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サンドビック（株）

ねじ切り加工では、その特性上チップにかかる負荷の方向や大きさが一定でない
ため、通常のねじ式クランプチップを使用すると加工中に刃先の位置が微妙に動
き、その結果として、不安定な加工となり高精度のねじ加工が出来ないことや工
具の寿命低下という欠点がありました。２００８年３月導入のコロスレッド２６６は、静
的動きを従来比９０％減少させこの欠点を補っています。今春導入された新チップ
材種「ＧＣ１１３５」は、コロスレッド２６６とのコンビネーションにより加工精度と安定
性を向上させ、効率を高めることによるトータルコストの低減を目的に開発されてい
ます。

【特長】
①新開発・超微粒子超硬合金上に独自ＰＶＤ－ＴｉＡｌＮ（物理的蒸着法）

コーティングにより優れた耐摩耗性と切刃信頼性を発揮します
②じん性を重視した母材となっており耐折損性能を向上させています
③シャープなブレーカをプログラムに入れ、耐溶着性に対応します
●資料請求番号：211801

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

ステンレス鋼・耐熱合金
ねじ切り加工用新チップ材種
GC1135

サンドビック（株）

発売以来ご好評いただいているコロミル４９０シリーズに、切込み深さ１０ｍｍまでを
可能とする１４ｍｍ切刃設計のチップとカッタボディを追加しました。

【特長】
①新設計の平行ランドにより切込み３ｍｍ以下の１パス加工で仕上げ面粗さＲａ

０．８μｍ未満の良好な仕上げ面を得ることが可能です
②革新的な刃先形状及びチップ拘束面のフラットで大きな平面部によりチップ

が確実にクランプされ、テーブル送りを約３０％上げることが可能です
③今回追加のシリーズでは、１パスの切込みが７ｍｍ以下の場合、複数パスの肩

削り加工でスムーズな加工側面が得られます
④肩削り加工、正面フライス加工、エッジ加工、溝加工など広範囲の加工用途を

１台で対応します
⑤チップは４コーナー仕様で１コーナーあたりの工具コストを削減します
今回の追加品目は１４ｍｍ切刃のカッタボディが径４０～２５０ｍｍで６６アイテム、
１４ｍｍ切刃チップは２２アイテムです。
●資料請求番号：211802

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

肩削り正面フライスカッター
コロミル490 チップサイズ14mm

サンドビック（株）

コロミル３１６、ヘッド交換式工具用に設計されトルク伝達、振れ、精度に関しては、
高精度チャックと円筒シャンクホルダの組合せより安定した性能を発揮します。
全体のプログラム長さ（ｌ１）はＥＨインターフェース付き円筒シャンクツールホルダよ
り短くなります。したがって、他のすべての加工変数が同じ場合、コロミルＥＨソリッ
ドホルダは最高の剛性を発揮します。このモジュラーシステムにより、工具在庫を
削減しながら標準品で多くの工具組合せが可能となります。この優れた柔軟性に
より、セットアップ時間を削減し、ヘッド交換をしたときの工具長の変化が少なくな
り、優れた安定性が保証されます。
●資料請求番号：211803

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

ヘッド交換式ミリングシステム
コロミルEHソリッドホルダ

サンドビック（株）

長い突き出し量のエンドミルでのオーステナイト系ステンレス鋼および二相ステン
レス鋼の加工など厳しい加工条件においても、低い切削抵抗とシャープな刃先を
長く維持すると共に、安定した加工性能を発揮します。小径カッタを使用したオー
ステナイト系および二相ステンレス鋼の肩削り加工用第一推奨材種です。ステン
レス鋼の広い加工領域に対応し、あらゆるフライス加工に使用できます。不安定
な加工状態で安定性を発揮し、無人加工においても高い安全性が実現します。
コロミル４９０、３９０、２４５、３００、２００、３３１、２１０のカッタに対応します。
●資料請求番号：211804

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

ステンレス鋼フライス加工用チップ材種
GC1040

サンドビック（株）

耐熱合金・チタン合金用の新ブレーカが開発されました。簡単な選定ガイドライン
により高い生産性をご提供します。チップブレーカは０．２～１０ｍｍの切込みに対
応するように設計され、優れた切りくず処理と低い切削抵抗を実現します。ブレー
カは、荒加工～仕上げ加工での浅い切り込みに対応する－ＳＭ、－ＳＭＲ、－ＳＦ、
－ＳＧＦと、荒加工での深い切り込み用の－ＳＭと－ＳＭＲが導入されます。なお、
チップ材種はＧＣ１１０５、ＧＣ１１１５、ＧＣ１１２５、Ｓ０５Ｆ、Ｈ１３Ａです。今回の新シ
リーズでは、合計３００品目以上のチップが新たに導入されます。
●資料請求番号：211805

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

耐熱合金・チタン合金用ブレーカ
T-MAX Pネガチップ

サンドビック（株）

モジュールレンジ１２－２２の大型ギア用の高性能カッタです。最新のチップ材種と
の組み合わせによりギア加工時間を短縮し、次工程の加工のための最小限かつ
均等な仕上げ代を確保します。高精度で信頼性の高いギアの外径および内径荒
加工が可能です。材種は、耐摩耗性・耐チッピング性を向上するＧＣ１０３０と、安定
した長寿命を実現するＧＣ４２４０です。
【特長】
・ＤＩＮ８６７に準拠するギアホイール形状、ＤＩＮ３９７２－４に準拠する仕上げ代　 

の加工
・確実なチップ取付け
・高精度なカッターボディおよびチップシート
・厳選された高性能チップ材種
・最小限かつ均等な仕上げ代でギアの荒加工を最高品質で実現するカッタ形状
●資料請求番号：211806

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

高精度荒加工用
ギアミリングカッター
コロミル170

住友電気工業（株）

ノンコートＣＢＮの新製品で、焼入鋼の連続加工から弱断続加工まで、幅広く使え
る汎用性が特長です。他社品・従来品に比べ、耐摩耗性はもちろん、耐欠損性も
大きく向上。３０～１００％の寿命アップが可能です。高純度セラミックス結合材の
採用により、材料の耐熱性が大幅に向上し、切削加工中の高熱による材料劣化
が抑制されます。また、刃先周辺の摩耗進展が原因である刃先欠損の低減にも
成功しました。両立の難しかった耐摩耗性と耐欠損性を、揃って大きく向上させま
した。ＢＮ２０００は切れ味重視タイプ「ＬＴ」、刃先強化タイプ「ＨＳ」といった、刃先
バリエーションを大幅に追加しました。刃先交換チップの在庫アイテムは従来比約
１．５倍の２５９型番あり、より幅広い切削条件を、即納品できめ細かく対応すること
が可能です。
●資料請求番号：211901

http://www.sumitool.com

焼入鋼汎用加工用
ノンコートＣＢＮ材種
スミボロンBN2000

住友電気工業（株）

鋼の高速・連続加工用途に最適なコーティング材種です。独自の微細・平滑ＣＶＤ
コーティング「スーパーＦＦコート」を大幅に厚くすることにより、従来材種比で耐摩
耗性を２倍以上の向上を達成しました。刃先綾線部分の強度向上にも成功し、刃
先部分の寿命信頼性を大幅に高めました。また、高速・高能率加工における工具
損傷の主要形態である「すくい面摩耗」抑制を狙い、コーティング膜の粒度を最
適化した「膜厚高強度α－アルミナ膜」を適用しました。すくい面摩耗の大幅低減
達成により、従来比１．５倍以上の高速・高能率加工を実現しています。ネガティブ
タイプ、ポジティブタイプ合わせて３２９アイテムを在庫ラインアップしています。
●資料請求番号：211902

http://www.sumitool.com

鋼旋削用新材種
エースコートAC810P

住友電気工業（株）

鋳鉄・鋳鋼加工用の高能率正面フライスカッタです。最大８mmの大切り込みが
可能で、加工能率の大幅向上を実現します。チップの表裏両面を使える「ダブル
ネガ」設計により、チップ１個で８コーナーが使える高い経済性も特長の一つで
す。従来のダブルネガタイプのカッタは、経済性と引き換えに、切れ味が犠牲に
なっていましたが、「ＤＮＸ」では、高い刃先強度を保ちながらも、鋭い切れ味と高
い切屑処理性能を発揮する独自ブレーカをチップ刃先に採用したため、高速・高
送りでかつ大切り込みが可能となり、高い次元での高能率加工が実現できます。        
また、優れた切れ味により、高能率加工にも関わらず、美しい仕上げ面も得られます。
●資料請求番号：211903

http://www.sumitool.com

ＳＥＣ−ＤＮＸ型
鋳鉄・鋳鋼加工用の
高能率正面フライスカッタ

ＨＰＭＴ

理想的な刃先諸元の不等分割と、難削材加工に最適なコーティングを採用する
ことで、ビビリ抑制長寿命を発揮します。微粒子合金に酸化温度の高いＰＶＤコー
ティングを施した刃先は耐欠損性を向上、切粉の溶着を防止しスムースな切粉排
出を実現しました。銅合金、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、ニッケル基
合金等、広範囲な被削材にご使用いただけます。スクイ角１０°、ネジレ角４０°刃径
φ３．０～２０．０ｍｍまで標準化しました。不等分割の静かな切削音、長寿命、切り
粉の良さを一度お試しください。
●資料請求番号：211904

http://www.hpmt-industries.com

不等分割
４枚刃スクエアエンドミル
NiTiCo 30 951

ベック

刃をスライドさせることで自在に刃径寸法を簡単に調整することができる替刃式
リーマで、摩耗や欠損した場合は新しい刃に交換することで新品同様の切れ味
に戻ります。機械加工はもちろん、手作業で使用できますので、現場で緊急に穴
径の修正が必要となる場合に、リーマを数種類そろえるのは経済的に負担がある
とお考えの方にご検討いただきたい商品です。ブレードの材質は靭性のあるＨＳ
Ｓを採用し、一般鋼、鋳鉄、銅、アルミ、真鍮等の幅広い材料にご使用いただけま
す。また、欠損したり、激しい摩耗が確認された場合は新しいブレード（替刃／ＡＪＲ
０１２０１３）に交換することができます。本体は１9種（刃数４～８）揃えており、径調
整可能範囲は最少径６．４ｍｍから最大径９５ｍｍに対応しております。ブレードの
替刃は１9種（４枚～８枚入り）を揃えております。ご使用の際は必ず右回転で使用
し、リーマ取りしろは、通常φ０．０５～１．５ｍｍの間で調整して加工を行ってください。
●資料請求番号：211905

アジャスタブルリーマ
AJR012011

大昭和精機（株）

ご好評のＣカッターに面取り角度３０°と６０°タイプが新登場しました。カッタ本体が
肉厚設計のため、穴径の面取りだけでなく、横送りの面取りにも対応しています。
加工範囲が広いのでツール本数および、ツールチェンジ回数を削減できるので
ツールポットの有効利用、加工時間の短縮が図れます。クーラントノズル付きで、
加工点に向け調整でき確実な給油が可能です。シャープな切れ刃と、確実な給油
により、従来にない美しい加工面に仕上がり、溶着しやすい材料、難削材でも安
心して加工できます。
●資料請求番号：211906

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

面取りカッタ
Cカッター30/60°タイプ



20 21

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

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！

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

リング状ワーク加工にベストマッチ！リング状ワーク加工にベストマッチ！
スターポール丸形永磁チャックスターポール丸形永磁チャック
RMC-XシリーズRMC-Xシリーズ

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、

加工後のワーク釈放性
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！

スターポール構造の採
用により、

リング状ワークを強力
に吸着固定！

電気不要の永磁式のた
め、

発熱がなく取付けも容
易！

吸着力吸着力

釈放性釈放性

NEW

EP-D3060EP-D3060

RMC-X40RMC-X40

NEW

 ●資料請求番号 ： 212002

 ●資料請求番号 ： 212003

（有）J・Bコーポレーション
栃木県下都賀郡都賀町大柿1444
TEL.0282-92-0144 FAX.0282-92-8932

高品質 低価格!

特許登録 第3081762号
節約型生爪（小径用）

ユーザー様へ 生産現場 の
コスト削減をご提案します
ユーザー様へ 生産現場 の
コスト削減をご提案します

 ●資料請求番号 ： 212004

軽量（20kg・70kg）
防振タイプ
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 ●資料請求番号 ： 212001

大昭和精機（株）

ご好評の面取り器ビーバーカットにコンパクトタイプのＢＣＨ２００が新登場しまし
た。テーブル移動式なので、ワークを乗せて移動させるだけの操作で直線面取り
が、簡単・安全・迅速にできます。フライスカッタによる美しい仕上がりで、面取り作
業の合理化、品質向上にお役立て下さい。デジタル表示により回転数が明確に
なり、ワーク毎の回転数の微調整が確実です。また、面取量調整グリップを回すこ
とにより面取り量は０．０５～４ｍｍの範囲内で無段階に調整することができます。
４コーナー使いのスローアウェイ方式のフライスカッタで経済的で、切りくずも集塵
装置に吸い取られます。
●資料請求番号：212101

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

ビーバーカットＨ
BCH200

日本オートマチックマシン（株）

低騒音で安全性に優れ、作業環境に優しい手動式スライドガイドタイプの面取機
です。加工物を載せたＶガイドをスライドさせて面取り加工を行うため、加工物に引
き傷を付けることがありません。円筒超硬スパイラルカッタを使用し、耐久性に優
れ美しい仕上げ面が得られます。
●資料請求番号：212102

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

面取り機スライドガイドタイプ
CC-03

ノガ・ジャパン（株）

使用頻度の高い、外径４～１３ｍｍ・内径５～１２ｍｍのネジ山修正キットで、ねじ山
角度６０°のメートルねじ・ＵＮ系のインチねじともに使用できます。ナイロンパッド付
なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また、替刃交換も容易です。

【セット内容】
・ＮＳ６０４０：外径４～１３ｍｍ用
・ＮＳ６０５０：内径５～８ｍｍ用
・ＮＳ６０５１：内径８～１２ｍｍ用
●資料請求番号：212103

http://www.noga.co.jp

ねじ山修正工具
ミニキット NS1044

（株）Ｂ．Ｃテック

ご好評につきラインアップ。標準サイズのＢＴ（ＮＴ）シャンクホルダを延長し、ロング
サイズにできます。例えば、ＢＴ５０－ＦＭＡ３１．７５－２００に「延長アーバ」ＢＴ５０－Ｂ
Ｔ５０－２００を装着するとＢＴ５０－ＦＭＡ３１．７５－４００として使用できます。１００～
３００ＬはＢ．Ｃテック標準在庫品です。その他、別作品も取扱っております。
【仕様】
ＢＴ５０－ＢＴ４０－１００／１５０／２００／３００
ＢＴ５０－ＢＴ５０－１００／１５０／２００／３００
ＮＴ５０－ＢＴ５０－１００／１５０／２００／３００
ＮＴ６０－ＢＴ５０－１００／１５０／２００／３００
●資料請求番号：212104

http://www.bctech-e.com

延長アーバ
BT40/BT50/NT50/NT60

（株）ナベヤ

Ｑ－ロックエレメントはワンタッチでジグの位置決めとクランプができるエレメントで
す。ネジ式－サイド操作タイプは側面からのレンチ操作が可能ですので、ジグプレー
ト上面にワーク・ジグ部品が設置されていても着脱操作が可能になりました（従来
タイプのネジ式は上部からのレンチ操作）。繰り返し精度は３μｍ以内です。バイス
やジグプレートなどの交換作業に最適です。
●資料請求番号：212105

http://www.nabeya.co.jp

Ｑ−ロックエレメント
（ネジ式・ピン−サイド操作タイプ）

（株）ナベヤ

永電磁式のマグネットチャックなので、着磁・脱磁する時のみ電力を使用します
（給電コネクタは取り外し可能）。ゆえに、省エネで加工中に電力供給が遮断され
てもワークが外れることがなく、安全にご利用できます。また長時間の加工の場合
でも、低発熱ですのでワークの変形の心配がありません。ミーリング加工では、研
削加工と異なり切削推力が一方向では無いため、強力な吸着力を要求されます。
当社の正方形磁極は、他方向に１．６Ｎ／ｍｍ２（ＳＳ４００の場合）の強力な吸着力
を発生させます。しかも磁気がワークを通り正確に磁極から磁極へ向かって流れる
ためワークに切粉がつきにくくなっています。豊富なロケートパーツやサポートパー
ツの組合せで治具製作が可能です。縦型はもちろん横型・門型・５軸加工機でも
取付け可能です。
●資料請求番号：212106

http://www.nabeya.co.jp

ミーリング加工用
永電磁式マグネットチャック
QX-HD/UMK型

仕上がり面

使用例
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富士元工業株式会社　　富士元工業株式会社　　
 ●資料請求番号 ： 212202

 ●資料請求番号 ： 212203

本社・工場

東京営業所

http://www.teimo.co.jp

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

 ●資料請求番号 ： 212204

樹脂コンテナーの搬送・保管に最適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。 
短納期。

価格に自信あり！！
お見積だけでもどうぞ！！

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。

標準品 特注品対応可！！
品番

TＥＡ-１

ＴＥＡ-２

長さ（ｍｍ）

534

654

巾（ｍｍ）

370

444

高さ（ｍｍ）

147

147

均等質量（ｋｇ）

150

150

自重（ｋｇ）

2.5

2.8
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（株）テック・ヤスダ

今まで困っていた加工物の位置決めが「バイスのワークストッパ」を使うと、素早い
段取り、取り替え、毎回同じ位置に加工物をセットできます。特にモジュラクランプ
キットを使った多数個加工の場合には、加工物の位置決めがとても簡単に行えま
す。位置決めピンと回転ポジションで５０〜２００までのバイス巾に対応でき、特注で
さらに大きなバイス巾にも対応できます。ストッパを取り外して加工を始めるので、
上面加工からサイド加工まで同時加工ができるので加工効率が大幅に向上します。
●資料請求番号：212301

http://www.f-yasuda.co.jp

バイスのワークストッパ
長物タイプ、中間タイプ

システム・スリーアール日本（株）

ワークの高さ制約がある機械でも薄型になったことで自動化も可能になり、専用
治具やバイスの交換など段取り時間の削減に最適なワーク加工用マグナムチャ
ックに新しいラインアップが増えました。今までのチャックでは、テーブルとカッタと
の面間距離が少ない小さな機械ですとワーク高さ寸法に制約がありましたが、
薄型にすることにより、その問題が解消されます。クランプに使用されるドローバ

（プルスタット）もショートタイプですので、自動搬送装置での交換高さ制約も小さ
くてすみます。テーブルにチャックを取り付けることにより、専用治具交換やバイス
の取り外し取り付け等での段取り時間の削減が可能です。

【仕様】
・クランプ力：１４０００Ｎｍ　
・チャッキング繰り返し精度：２／１０００
●資料請求番号：212302

http://www.system3r.com

薄型マクロマグナムオートチャック
3R-680．1-2

（株）カワタテック

切粉がチャック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することで、
防塵対策を施しましたので、特に立旋盤でのご使用に適しています。本体は鋳物
製、分割爪タイプで硬爪が標準付属されています（オプションで生爪もご用意でき
ます）。チャック外径はφ４５０〜１８００まで１２サイズ、幅広くラインアップしておりま
すので、加工物に応じたチャックサイズをお選びいただけます。
●資料請求番号：212303

http://www.kawatatec.co.jp

カバー付インデペンデントチャック
IDV/IDK シリーズ

（株）カワタテック

切粉がチャック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することで、
防塵対策を施しましたので、特に立旋盤でのご使用に適しています。チャック外径
はφ５３５〜１８００まで１１サイズ、幅広くラインアップしておりますので、加工物に
応じたチャックサイズをお選びいただけます。本体材質はチャック外径φ７１０までは
スチール製、φ８００以上のサイズは鋳物製になっており、爪は分割爪タイプで硬
爪が標準付属されています（オプションで生爪もご用意できます）。
●資料請求番号：212304

http://www.kawatatec.co.jp

カバー付　大型スクロールチャック
SRKシリーズ

カネテック（株）

ベアリング加工を強力にサポートする新丸形永磁チャックが新登場しました。
立形複合研削盤や旋盤におけるリング状ワークの吸着固定に最適です。スター
ポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮
します。電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けが
でき省エネにも貢献します。また、湿式加工にも対応します。
●資料請求番号：212305

http://www.kanetec.co.jp

スターポール丸形永磁チャック
RMC-Xシリーズ

カネテック（株）

強力な吸着力と良好な釈放性を兼備した永電磁チャックです。フライス、マシニン
グセンタ等による切削加工時のワーク固定に、とりわけ重切削加工用途に最適
です。ワークに磁気が集中する独自の磁極形状により強力な吸着力が得られる
とともに、消磁専用コイルの採用でＯＦＦ時のワーク釈放性を大幅改善しました。
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発揮します。
電気を使うのはＯＮ／ＯＦＦ時の瞬間通電のみのため、内部発熱がなく省エネです。
●資料請求番号：212306

http://www.kanetec.co.jp

ハイレベル消磁機能付
切削用永電磁チャック
EP-Dシリーズ

使用例

使用例

 ●資料請求番号 ： 212201
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サンワーカーのテーマは地球環境尊重です。

〒533-0004　大阪市淀川区小松4-10-30
TEL:06(6328)5820　FAX:06(6328)5951
http://www.sanetsugroup.co.jp

ミストピュアは ISO9001 認証取得工場の製品です。

CM009

 ●資料請求番号 ： 212402

屋外設置も可能！
錆びないミストピュア

OIL MIST COLLECTOROIL MIST COLLECTOR

F-125SF-125S NEW
オイルミストコレクター

FRP 製ケーシングと SUS
部材の組み合わせ構造から
「錆びないミストピュア」が
生まれました。
弱アルカリミスト・弱酸性ミ
ストにも安心して使用でき、
さらなる快適でクリーンな職
場環境を提供いたします。

 ●資料請求番号 ： 212403 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

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。

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。

360,000円360,000円

オプション

標 　準

追加コレット 4個必要

φ26mm以上は
先端角度に制約があります。

φ7.1 ～φ11.0mm  先端角度 90°～ 140°

φ11.1 ～φ26.0mm  先端角度 90°～ 140°

φ26.1 ～φ32.0mm  先端角度 118°～ 140°

φ32.1 ～φ34.0mm  先端角度 125°～ 140°

卓上型ドリル研磨機
定価

ハイス用ボラゾン砥石は標準付属 超硬用ダイヤ砥石はオプション

新発売

加
工
能
力

 ●資料請求番号 ： 212404
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ＳＭＷ−ＡＵＴＯＢＬＯＫ（株）

長尺ワーク（例えば、車のカムシャフト等）を加工する際のビビリ止めとして使用しま
す。世界のトップシェアを誇るＳＬＵシリーズをスタンダードモデルとして、このＳＲは
プレミアムモデルと位置付けております。作動方式は、従来のＳＬＵ同様の構造で
すが、本体内部に切粉等が入らないよう更に完成度の高いシーリングをしました。
これによる切粉等の侵入をほぼ完全に防ぐことが可能になりました。そしてエア
パージ消費量を９５％削減、少量のエア消費でご使用頂けます。また、３本のアーム
から（ＳＲ４以上）吹き出すクーラント等、現在考えられる全ての要求を満たしており
ます。この結果、長期使用が可能となり、精度を長期間保つことが実現できます。
●資料請求番号：212501

http://www.smwautoblok.de

自動芯出し振れ止め装置
SR

ＳＭＷ−ＡＵＴＯＢＬＯＫ（株）

現在お使いのチャックの保持力を静止状態だけでなく回転中もリアルタイムに計
測出来ます。このため最適なチャック力で加工が可能です。必要以上の力を使わ
なくていいので、チャックの長寿命化、エネルギーの節約、つまりは環境に優しい
加工が可能です。近年、ＰＬ法、安全衛生法やＩＳＯ９００１に従ったメーカー責任、
品質保証を含んだ顧客満足の向上が求められています。更にＩＳＯ１４００１では、
環境への影響を改善することが要求されております。機械加工に携わるユーザー
様におかれましても、機械を最適な条件でご使用されることが、益々要求されてき
ております。事故防止・品質保証・環境対策のお手伝いをさせて頂きます。
●資料請求番号：212502

http://www.smwautoblok.de

把握力測定器
GFT-X

パスカル（株）

永久磁石（ネオジウム磁石アルニコ磁石）で金型を強力にクランプできるシステム
です。金型を選ばず、ボタン操作一つで瞬時にクランプできます（油圧クランプに
必要な金型取付板の厚さや寸法の統一が不要です）。通電はＯＮ／ＯＦＦ時の
みで、クランプ中は電力を消費しません。万が一、停電やケーブルの断線が起こっ
ても、金型（上型）は落下しません。金型のセンターを強力にクランプできるため、
金型のたわみが防止でき、成形精度が向上します。また、ボルトレスにより、外段取
りが迅速に行なえ、金型交換作業の負荷軽減と安全性の向上が図れます。大型
プレススライド・ボルスターを始め、ムービングボルスター、ダブルアクションプレス、
ダイスポッティングプレスなど各種プレス機への導入実績が多数あります。
●資料請求番号：212503

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

金型マグネットクランプ（プレス機）
パスカルマグクランプ
MGA

ＵＨＴ（株）

ホースや継手などがセットになっており、購入したその日から使用可能で、メーカー
希望小売価格１９,８００円（税別）と、お手頃価格を実現しました。内部設計は上
位機種のＭＳＧ−３ＢＳＰｌｕｓを踏襲しており、ハイパワーベーンモータを採用しま
した。高品質ベアリングを４個均等配置して、高回転と高耐久を両立しました。
ボディはガラス繊維強化樹脂製。耐久性を維持したまま７８ｇという軽量化を実
現しました。（ＭＳＧ−３ＢＳＰｌｕｓは１３０ｇ）用途は金属加工向け。主に金型研磨、
バリ取り、精密加工など。軽量タイプのため女性や高齢作業者にもお勧めです。
ハードユースには上位機種のＭＳＧ−３ＢＳＰｌｕｓをお勧めします。
●資料請求番号：212504

http://www.uht.co.jp

エアマイクログラインダ
ULight（ユーライト）

ソマックス（株）

成形金型表面には樹脂の成分を含むガスや、我々が思っている以上に湿気等が
含侵しています。手作業や超音波洗浄ではこれらをスッキリ取り除くことは不可能
です。クリピカエースは、電解ガスとキャビテーションによる振動と、液抵抗を極めて
低く組成し、尚且つ汚れの膨潤効果も高く金型にダメージを与えない工夫を施し
た専用洗浄液との組合せを実現した成形金型専用洗浄システムです。成形金型
の金属組織の隙間に含侵した頑固な固着汚れや腐食性物質を短時間で金属
表面の水が撥水しなくなるほどまで完全に除去できるので、成形ショット数の伸び
や成形不良の削減だけでなく、金型を腐食しにくくして型寿命を延ばす事ができま
す。また手では届かないような奥まった箇所や長時間を要する手作業での金型メ
ンテナンスから開放される事で労力やコストが低減でき、洗浄液寿命も長く廃棄
物発生量が少ない境負荷の低い洗浄システムです。

【対象業種】
オイルシール、防振ゴム、パッキン、マグネシウム、ハウジング、家電、自動車
●資料請求番号：212505

http://www.somax.co.jp

成形金型専用洗浄機
クリピカエース
CPS-115-TKP25

ソマックス（株）

コスト削減の為にも成形ショットサイクルの時間短縮や成形品のヒケ・反り・ボイド
等の不良対策には、金型冷却水管の定期的なメンテナンスが必須です。冷却水
管の出入口だけドリルで擦ったり、塩酸を流してメンテナンスをすると、粉塵や水洗
水・中和処理液・塩酸廃棄物が大量に出たり、塩素が発生し周囲にまで錆が及ん
だりする等の問題がありました。当社はクローズドシステムなのでこれらの問題を解
決しました。また、「専用液ＷＲ−５」は、錆やスケール等の頑固な付着物を取り除
き、洗浄後のエアー乾燥で防錆被膜を形成するという画期的な商品です。金型を
分解せずにホースを接続して循環させるだけの簡単な操作でお使いいただけます。
●資料請求番号：212506

http://www.somax.co.jp

金型冷却管専用除錆機
ウォーターリーマー
WR-11-OWD

使用例

 ●資料請求番号 ： 212401
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 ●資料請求番号 ： 212602

 ●資料請求番号 ： 212603
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ソマックス（株）

ピンホールやバリ止め、角ダレ等の少量補修に使っていただく電気抵抗熱方式の
溶接機です。以下はユーザーアンケートの上位１５位までをご紹介します。①“ス”
が出にくい②スパークしない③接触溶接なので失敗が少ない④紫外線が発生し
ない⑤保護面が不要⑥アルゴン溶接では無理な小さなパーツにも溶接可能⑦ヒ
ケ・ヒズミが出ない⑧持続通電方式なので肉盛りが早い⑨熱変色がない⑩表面
処理によっては溶接可能⑪アルゴンガスが不要⑫必要以上に肉盛りしないので
後加工が簡単⑬１００Ｖ仕様なので移動が簡単⑭予熱が不要⑮シム止めにも使
える
●資料請求番号：212701

http://www.somax.co.jp

金型補修溶接機　
モルヘイ
MH-ⅡT

ソマックス（株）

光学金型に一切のダメージを与えずに汚れだけを除去する方法を追求しました。
特長は①周波数や照射方法を工夫したキャビテーション効果②金型を保護する
工夫を施し、液抵抗を極めて低く、浸透性と汚れの膨潤性が高いオリジナル洗浄
液③ニッケル金型の特徴を研究し、希少金属を採用した電極を使用して金型界
面から電解ガスを発生させる３つの相乗効果で洗浄します。超音波洗浄や手作
業でのダメージをなくす、多数個を一度に洗浄できる、簡単操作で安心安全のト
ラブルレス・タイムレス・スキルレスの「３レス効果」で、輝度の回復と型寿命も延ば
し、金型メンテナンスからコストを削減することも可能になりました。
●資料請求番号：212702

http://www.somax.co.jp

光学金型専用洗浄機
クリピカエースＯＰＴ
OPT-H2015

（株）ミツトヨ

２．４インチバックライト付きカラーグラフィックＬＣＤを搭載し表現力豊かな表示で直
感的な操作性を実現し、薄暗い現場での視認性を大幅に向上させています。
測定条件を測定機内部に最大１０件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し
が可能、さらにメモリカード（オプション）装着で、測定結果や測定条件を大量に
保存可能です。ＲＳ-２３２Ｃ、デジマチック出力、プリンタ出力、フットスイッチ入力
と豊富な入出力ポートが標準装備です。ＪＩＳ（ＪＩＳ-Ｂ０６０１-２００１、ＪＩＳ-Ｂ０６０１-
１９９４、ＪＩＳ-Ｂ０６０１-１９８２）、ＶＤＡ、ＩＳＯ-１９９７、ＡＮＳＩの各粗さ規格に対応して
います。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能
です。壁面や上向きなど、バッテリ駆動の機動性を活かし、様々な表面粗さ測定
シーンで威力を発揮します。測定シ−ンに合わせて検出器、駆動部、演算表示部
を組合せ、豊富なバリエーションを準備しています。
●資料請求番号：212703

http://www.mitutoyo.co.jp

小形表面粗さ測定機
サーフテスト
SJ-210シリーズ

（株）ミツトヨ

内径測定の高精度化、使い易さと耐久性向上のニーズにお応えするため、各種
構成パーツの材質や形状を見直すことで滑らかな作動と長寿命を実現していま
す。全機種の測定精度が従来機種より５０％以上向上、主力機種の測定ストロー
クを３３％拡大、測定物に接触する測定子と各アンビルの先端に超硬合金ボール
を採用し、耐摩耗性と表面粗さがアップしています。更に測定時にシリンダゲージ
を手で保持するグリップのサイズを２０％大きくし、併せて中空構造を採用すること
により熱の影響を５０％削減でき、手軽に低価格で各種内径を精密に測定できる
内径測定器です。
●資料請求番号：212704

http://www.mitutoyo.co.jp

シリンダゲージ
CG-X

（株）ミツトヨ

ＵＳＢタイプのインプットツールがスリムになりました。専用オプションソフトとの組合
せで任意のＥｘｃｅｌシートへの入力手順を作成でき確実で効率的な測定を実現で
きます。パソコンのＵＳＢコネクタに接続するだけでＥｘｃｅｌなどにデータを取込む事
ができ、インプットツール本体と接続ケーブル（測定器とインプットツール本体を接
続するためのケーブル）の一体化により、測定器からパソコンまでケーブル１本で
つながるシンプルな構造と低価格を実現しました。ＵＳＢ−ＩＴＮは単体利用での単
純な数値入力から、ＵＳＢ−ＩＴＰＡＫと組合せたＥｘｃｅｌへの測定データ収集システ
ムの構築まで幅広い拡張性を持ち、検査結果の記録業務の効率化・信頼性向
上を強力に支援するツールです。ＵＳＢ−ＩＴＮはお求め易い価格でコストパフォー
マンスの高い測定システムを提供します。
●資料請求番号：212705

http://www.mitutoyo.co.jp

計測データ入力ユニット
ＵＳＢインプットツール
ダイレクトUSB-ITN

（株）ミツトヨ

ねじピッチ２．０ｍｍを採用し、シンブル１回転でマイクロメータのスピンドルが２．０ｍ
ｍ移動するクイック測定を実現しています。例えば、従来品と比べ、ワークへのア
プローチ時間を約６０％※１、総測定時間を約３５％※削減でき、あらゆる測定シー
ンで威力を発揮します。片手操作による安定した測定をより充実させた新しい定
圧装置ラチェットシンブル機構の採用、ミツトヨ測定工具の代名詞である過酷な
加工現場での使用を可能にしたクーラントプルーフ・保護等級ＩＰ６５の防水機能
等、デジタル式マイクロメータの次世代形です。
＊１ ： サンプルワークによるミツトヨ調査
●資料請求番号：212706

http://www.mitutoyo.co.jp

クーラントプルーフ
マイクロメータ
カンタマイク MDE

カラーグラフィック2.4インチ
LCD搭載

測定子ストローク

 ●資料請求番号 ： 212601
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 ●資料請求番号 ： 212801
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ＴＥＳＡ（株）

マニュアル測定の動きをそのまま記録（Ｒｅｃｏｒｄ）して自動測定に変換できるリーズ
ナブルな価格設定の小型三次元測定機で、小中型部品の連続検査に最適で
す。この機能によりプログラミング等でオペレーターにかかる負担を限りなく減少さ
せると共に測定時間の短縮が可能です。作業は手動或いはジョイスティックで測
定すべきポイントに測定子を接触させ最後にメモリするだけです。その後は、モータ
駆動によりマニュアルで測定した通りに自動的に測定が行われます。現場におけ
る測定品質と作業効率を飛躍的に向上させる事が可能です。
●資料請求番号：212901

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

小型自動三次元測定機
Micro-Hite 3D 454 Recorder

ＴＥＳＡ（株）

テーブル上のワークをＣＣＤカメラでＬＣＤモニタに映してＸ−Ｙ座標測定を行い、Ｚ
軸も高さのみ測定可能で、投影機と画像測定機を融合させた次世代の非接触
画像測定機です。高剛性のグラナイト製本体・支柱と共に、高精度仕上げの測定
テーブル・光学システムが測定に最も必要な安定した測定状態を提供します。測
定範囲は２００×１００、３００×２００の２サイズ、マニュアル式とＤＣＣ（自動）の２タイ
プをご用意しました。ＴＥＳＡ−ＲＥＦＬＥＸ Ｖｉｓｔａソフトを使用する事で、現場の誰で
も素早く簡単に幾可形状解析が可能になります。またオプションのＣｏｍｐａｒソフト
を使用すれば、ＣＡＤモデルとの形状比較が可能になります。
●資料請求番号：212902

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

非接触画像測定機
TESA-VISIO
200 GL ＆ 300 GL

ＴＥＳＡ（株）

ワークにＬＥＤ光を照射して出来た影をＣＣＤアレイで検知し幾何形状解析を行い
ます。シャフト形状ワークの測定に困っている、測定項目または測定ワーク数が多
すぎて測定時間がかかり過ぎるなどの問題を解決する非接触シャフト形状測定機
です。シャフトをセットしてボタンを押すだけで自動測定（径、長さ）し、結果を出しま
す。面倒なプログラミングはありません。過去に測定したワークもセットしてボタンを
押せば、測定機が自動測定し結果を出します。面倒な位置決め等の作業は一切
ありません。静的測定／静的・動的測定可能な２タイプを用意しました。また、従来
機種より４０％低い価格を実現しました。
●資料請求番号：212903

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

光学式非接触
シャフト形状測定機
TESAScan52

（株）ニコンインステック

低価格、小型・軽量、高精度を実現した測定顕微鏡であり、自動車部品産業や電
子部品産業などの産業分野において、検査・品質管理を行う検査部門だけでな
く、生産現場まで幅広い領域での使用が可能です。場所を選ばないコンパクトボ
ディに、高品質な測定機能を凝縮しました。

【特長】
①測定範囲５０ｍｍ×５０ｍｍの一体型ステージ
　回転テーブルを内臓。調整も容易で、測定準備時間を短縮します
②多彩な照明装置と高輝度白色ＬＥＤ光源
　低ランニングコストの白色ＬＥＤ光源を採用し８方向ＬＥＤリング照明も使用でき
　ます
③現場にあわせた省スペース化を実現
　Ａ３サイズ（４２０×２９７ｍｍ）の設置寸法（ハンドル部分を除く）
●資料請求番号：212904

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

測定顕微鏡
MM-200

（株）ニコンインステック

クラス最高の７．５倍ズームと１１５ｍｍの作動距離を併せ持ちデジタルカメラの撮
影に対応した実体顕微鏡で、工業分野や生物分野などさまざまな領域で使用可
能です。モニター観察／写真撮影ニーズに応える三眼鏡筒モデルが新登場しま
した。内斜系の７．５倍ズームを採用したことにより、ズーム範囲０．６７〜５×の広範
囲な観察が可能になりました。高倍率・高ズームながら作動距離１１５ｍｍを実現し
観察対象がさらに広がりました。
●資料請求番号：212905

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

実体顕微鏡
SMZ745T

（株）ナベヤ

除振マウントが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
密検査機器の性能が発揮できます。除振マウントは高さ調整ダイヤル付ですの
で、水平調整が簡単にできます。除振台は２サイズ、許容荷重別に１０種類用意し
ていますので、お手持ちの精密検査機器にあわせてお選び下さい。

【低床除振台ＶＬＳ】
①機器の設置面高さ約１６ｍｍですので、高さによる作業を妨げません
②主に高倍率の顕微鏡、表面粗さ計等の性能が発揮出来ます

【除振台ＶＰＧ（Ｌ）】
①薄型設計を採用していますので、持ち運びがし易く、設置位置が低いため、高さ

による作業を妨げません
②御影石を使用しているため、耐腐性に優れています
③主に電子天秤や粘度計、表面粗さ計等の性能が発揮出来ます
●資料請求番号：212906

http://www.nabeya.co.jp

低床除振台／除振台
VLS/VPG（L）

A3サイズ

VLSVPG（L）

作動距離
115mm

三眼鏡筒モデル
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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
“得盛り通販”“得盛り通販”

 ●資料請求番号 ： 213104

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
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ノガ・ジャパン（株）

最新のＬＥＤ球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広範囲を明るく
照らすことができます。Ａ４サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も
明るく照らします。消費電力が超微量（６Ｗ）なので、電気料金を大幅に節約できま
す。８０ｋｇｆ．のオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定でき、マグネット
は１㎏の重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできま
す。ＡＣ１００Ｖ電源で使用できますので、バッテリー切れなどを心配せずに安心して
ご利用いただけます。
●資料請求番号：213001

http://www.noga.co.jp

ＬＥＤスタンド
ロングチューブタイプ
LED3000

カネテック（株）

好評のＬＥＤライトスタンドにロングタイプ、メカロック式が新たにラインアップしまし
た。現場作業はもとより、精密加工・検査作業・スポット照明・ＤＩＹ作業などより幅
広いシーンでお使いいただけます。高輝度ＬＥＤを使用したズーム＆明暗２段階照
度切換え機能付ライトなので、シーンに応じた投光範囲・照度選択が可能です。
また、ライトの固定は自由自在に方向設定が可能なフレキシブルチューブ（長・短）
タイプのほか、コンパクトでワンタッチロックが可能なメカロック式があり狭い場所で
も威力を発揮します。
●資料請求番号：213002

http://www.kanetec.co.jp

ＬＥＤライトスタンド
ME-BLシリーズ

カネテック（株）

カネテックオリジナルのスタイリッシュな薄形ＬＥＤスタンドが新登場しました。現場
作業はもちろん、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚でお使いいただけま
す。高輝度ＬＥＤ５灯／１０灯で抜群の明るさです。ＬＥＤ照明部はわずか２１．５ミリ
の薄形照明を採用し専用一体化構造として、軽量コンパクト化を実現しました。
設置スペースをとらず狭所での使用にも最適です。
●資料請求番号：213003

http://www.kanetec.co.jp

マグネットＬＥＤライトスタンド
ME-LEDシリーズ

カネテック（株）

電球形ＬＥＤ球専用電気スタンドが新登場しました。組立・検査作業、工作機械で
のスポット照明に最適です。電球形ＬＥＤ球専用設計により、従来の電気スタンド
に比べ照明部のコンパクト化と電球の保護性能アップを実現しました。また、電球
形ＬＥＤ球のほか電球形蛍光灯も使用可能です。
●資料請求番号：213004

http://www.kanetec.co.jp

マグネットＬＥＤ電気スタンド
ME-2CA-LED/ME-L2C-LED

カネテック（株）

使い方が自由自在で便利なマルチクランパーです。機械作業や組立作業におい
て、部品や工具を補助的にクランプするのに最適です。鏡やペンライト、センサな
どの保持にも使用できます。先端継金具部分の多彩な仕様や先端パーツの付替
えにより、クランプはもとより多用途への応用が可能です。また、ＯＮ／ＯＦＦ切り換
え可能なマグネットベースの使用により、設置・取り外しが容易です。
●資料請求番号：213005

http://www.kanetec.co.jp

多目的フレキシブルホルダ
MPV-MF30

カネテック（株）

徹底的な部品コスト削減を追求し、他社に類を見ないほど驚きの低価格を実現し
ました。しかも、固定力、安定性、耐久性などの品質面も従来品と同等です。測定
機器保持はもとよりセンサ類の定位置確保等にも応用できます。特に、測定に重
要なアーム根元の固定力は他社同等製品の２倍の能力があります。さらに、高精
度微動金具により安定した測定が可能で、レジューサなどの細部に至るまで徹底
して使い易さを追求しました。小形、標準形、ロングアーム形に新たに最小形もラ
インアップし、シリーズも充実しました。
●資料請求番号：213006

http://www.kanetec.co.jp

ＥＸハイロックベース
MB-EX-Kシリーズ

カネテック（株）

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、沈澱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：213101

http://www.kanetec.co.jp

タンク清掃用プレートマグネット
KPM-BW12

日本オートマチックマシン（株）

小型のサーボプレスユニットでフリースタイルなレイアウト設計ができ省スペースな
自動化ラインを構築できます。操作パネル、コントローラ、サーボプレスのユニットで
構成され、コンパクトかつフリーレイアウトで設置場所の制約を受けにくく、自動化
ラインへの塔載などに最適です。タッチパネルで速度、停止位置、停止時間を容
易に設定でき、段取り時間を大幅に短縮できます。生産性が高いうえ、荷重管理
システム（オプション）によってプレス加工の状態をパソコンに表示でき、メモリーカ
ードに記録することでトレーサビリティに対応します。コントローラ（サーボアンプ）が
パルス発生機能、アナログ電圧入出力機能、トランジスタ入出力（Ｉ／Ｏ）機能を有
することで、コストダウンを図りました。
●資料請求番号：213102

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

サーボプレスユニット
SBU100E-100

日本オートマチックマシン（株）

「ＭＦエコマシン認定基準」に基づき開発、認証取得したエコ油圧プレスです。
ＭＦ基準において待機状態、無負荷運転、負荷運転を従来機種とエネルギー消
費比較はＨＹＰ５０５Ｈで約２３％削減、ＨＹＰ１０００で約２８％削減しました。イン
バータ採用により上死点待機状態時はモータを停止します。シーケンサ制御採用
により、周辺装置との連動が簡単になりました。エラー表示、作動油交換時期、
パッキン交換時期をタッチパネルに表示します。上昇時に生じるソレノイドバルブか
らの騒音を改善しました（ＨＹＰ５０５Ｈと比較し、６ｄＢ低減）。
●資料請求番号：213103

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

エコ油圧プレス
HYP505HE / 1000E

スラッジ回収例

使用例

LED点灯時（10灯）

使用例


