
（消費税別途）

だより総 務 部総 務 部
　管理部総務経理課の秦です。寒い日が続いておりますが皆様

風邪などひかれていませんでしょうか。気が付くと今年も残り1ヶ月

半程となりました。どんな1年を過ごしたかを少しずつ振り返って

みるのもいいですね。私は旅行で初めて青森を訪れ、大間で食べ

たマグロのおいしさに感動したことが一番心に残っています。名

物を現地でいただくことの特別さを改めて感じました。来年もまた

おいしいものを見つけに出かけられたらいいなと思います。

　年末年始休暇のお知らせです。12月28日（土）～1月5日（日）

までお休みをいただき1月6日（月）より通常営業させていただく

予定です。ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますがどうぞよ

ろしくお願いいたします。９日間と長いお休みになりますので私は

家の大掃除を頑張りたいと思っています。

　これからさらに冷え込みが厳しくなり年末に向け何かと忙しくな

ることと思いますが、ご自愛ください。

～ キャリア採用 ～

新入社員紹介新鮮力!!
よろしくお願いいたします。

出　　身：愛知県岡崎市

出 身 校：岐阜市立女子短期大学

趣味・特技：音楽鑑賞

好きな事、好きな物：雑貨屋巡り、韓国アイドル

 半谷  悠菜 （豊田営業所）
はんや ゆうな

あいさつ：10月より豊田営業所に入社しました半谷悠菜です。前職
ではアパレルの販売をしておりました。以前とは異なる業務に戸惑う
ことも多いですが、周りの方がやさしくサポートしてくださり、楽し
く仕事をしています。早く仕事を覚えて戦力になれるよう頑張ります
ので、ご指導宜しくお願い致します。

　今年も残すところ1ヵ月と少しになりました。令和という新しい時代を迎えた2019年でしたが皆様にとって
どのような一年になりましたでしょうか？
　さて、先日ポートメッセなごやにて開催されましたメカトロテックジャパンには9万人を超える方がご来場され
盛況の中で終えることになりました。皆様にとってメカトロテックジャパンはいかがでしたでしょうか？今後
検討してみたいと思える新しい機械や機器、工具に出会えましたでしょうか？
　また、現在はアフターメカトロと題してプライベート展示会やキャンペーンを行っているメーカーもたくさんあります。
　弊社も「令和最初の年末」を記念した年末セールを計画しております。日頃お世話になっているお客さまに感謝の気持ちを込めた
年末セールにしたいと思っておりますので楽しみにしていて下さい。営業担当者が随時セールのご案内をさせて頂きます。
　最後になりましたが、これからも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

　改正道路交通法の施行令のお知らせです。「携帯電話使用等に関
する罰則強化」が2019年12月1日から施行されます。通称「ながら運
転の罰則強化」です。スマートフォンの普及が進む中でスマートフォン
の通話や操作、画面を注視しながらの「ながら運転」による死亡事故
の増加が問題となっています。こうした状況を重く見て、今回の改正と
なりました。違反点数は今までの3倍、反則金も約3倍とかなり厳しくな
りました。「保持」の違反での罰則でも今までは「5万円以下の罰金」と
罰金刑だけでしたが今回の改正では「6か月以下の懲役または10万
円以下の罰金」と懲役を含む大変厳しいものなりました。その他の改
正は※1の表をご参照下さい。
　当社も運転中の携帯電話の通話及び使用の禁止を厳しく指導して
おります。営業担当者の携帯電話にお問い合わせ頂いた際、運転中は
電話に出られないことがあります。安全な場所に停車の後に折り返し
のご連絡になりますことをご理解頂けますようお願い申し上げます。

　今年も残すところ1ヵ月と少しになりました。令和という新しい時代を迎えた2019年でしたが皆様にとって

令和初の年末セール

回 覧 板 で す

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

感謝の
気持ちを込めて

※1

　イスカルジャパンは、

超高送り加工対応、高

剛性、強化タイプ突切・

溝入れ工具「マルチＦ

グリップ」（MULTI F 

GRIP）を新発売した。

　マルチＦグリップには、

次の2種類の角型ブレードが取付けられる。

１．タングＦグリップ

　▽縦置き構造、タンググリップチップ取付用

　▽最大突切径φ120㍉（4～5㍉幅チップ使用時）

　　→加工の無駄を省き、コスト削減

彌満和製作所

好評の「Ｚ－ＰＲＯシリーズ」
究極のマシンタップシリーズ

細目サイズ、オーバサイズを追加

イスカルジャパン

超高送り加工対応､高剛強化
マルチＦグリップ新発売

タイプ突切タイプ・溝入れ工具

　究極のマシン

タップシリーズ・

Ｚ‐ＰＲＯシリー

ズ『止り穴用ＶＵ

ＳＰ・通り穴用Ｖ

ＵＰＯ（Ｍ3～Ｍ

16の並目）』」が

好評につき、細

目サイズ、オー

バサイズの新商

品が追加ラインナップされた。これにより、従来以上

に幅広くユーザーニーズに対応できる。

 【Ｚ‐ＰＲＯシリーズの特長】
　近年増加しているマシニングセンタによる加工な

ど、水溶性切削油剤を用いる加工環境下でも長寿命

化が得られるように、高級粉末ハイスと特殊コーティ

ングを採用した。

　さらに切削抵抗を軽減する切削角と切りくずの排

出性を改善する溝形状を検討し、中高速加工領域に

おいても十分な加工性能を発揮する。また、セミロン

グの全長を採用したことで適正な工具突出し量を確

保し、切りくずの干渉を回避できる。

サンドビック

「CoroDrillⓇ DS20」
パイロット穴無しで業界初の７Dの加工

ボディとチップに新コンセプト

　サンドビックの新製品

「CoroDrillⓇ DS20」は、

従来のドリルの特徴を

改善し、さらに性能アッ

プを図るよう開発された

高性能刃先交換式ドリ

ルである。

　従来の刃先交換式ド

リルでは、穴入り口径方向（Y軸）に大きな切削抵抗が

かかり、穴の拡大代が大きくなりびびり発生の原因と

なるが、同製品はダブルステップテクノロジーを採用

することで食いつきがスムーズになり、業界初の７Dの

加工をパイロット穴無しで行うことが可能となった。

　また、剛性を高めるため独自のスパイラル＋直線

フルート設計を採用している。チップは中心刃、外周

刃共に4コーナ仕様。剛性の高いクランプにより、加

工中にチップが動く問題が改善されている。さらに、

外周刃は研磨されたワイパー切れ刃を備えており、

良好な加工面粗さを実現できる。

　なお、今回ISOシャンクのドリルに加え、新しいモ

ジュラー式穴あけ工具インターフェースMDIアダプ

タにより、Coromant CaptoⓇおよびHSKの両方に

適応可能で、高精度、優れたセンタリング機能､工具

在庫の低減を実現する事が可能となった。

ベッセル

「電動ドライバー(高速タイプ)」
従来機種の2倍のスピード

新製品4アイテムを発売開始
　ベッセルは、10月2日よ

り新製品「電動ドライバー

(高速タイプ)」（全4アイテ

ム）の発売を開始した。

　新製品は、VE-5000

( P ) S（ＡＣタイプ）と

VE-5000(P)SSOP（ＡＣ

タイプ・信号出力付き）各

レバー式とプッシュ式で、従来機種（VE-5000）の

２倍のスピードを持ち作業効率をアップする。

　4アイテムの共通な特長としては、ACタイプ、無負

荷回転数：2000min-1、出力トルク0.6～2.5N・m、

適合ネジM3～M4、ビット差込対辺6.35mm、

RoHS（10物質）対応など。

　また、VE-5000(P)SSOPは、出力信号（スタート、

トルクアップ、逆転スイッチ）、入力信号（電ドラ停止）、

VSC-02スクリューカウンター対応となっている。

 【主な用途】
　▽VE-5000(P)S＝空調、冷機、給湯器、厨房機器、

サッシ組立、ソーラーパネル施工など。

　▽VE-5000(P)SOP＝組み立てラインでの多機

種同時使用の制御、周辺機器との連動など。

切屑排出性が抜群なVUSP

　▽高送り対応〈ＨＦブレーカー〉の使用により、従来

　　の２倍以上の送りで加工が可能→高生産性を

　　実現

２．ドゥーＦグリップ

　▽2コーナー使い、ドゥーグリップチップ取り付用

　▽加工中のビビリを抑制し、優れた仕上げ面と

　　真直性を実現

　▽最大突切径φ120㍉（4～5㍉幅チップ使用時）

　▽高生産性を実現

　▽レパートリー

　・マルチＦグリップ（ホルダー）＊高圧クーラ

　　ント対応

　　TGTBQ-JHP、突切・溝入加工用ホルダー

　・角型ブレード

　　TGAQ-JHPタンググリップチップ用ブレード

　　DGAQ-JHPドゥーグリップチップ用ブレード

刃先交換
式ドリル

〔編集発行〕株式会社新栄商会 〒468－0056
 名古屋市天白区島田2-516
 TEL052-801-1222（代）　FAX052-803-1321
〔発　　行〕奇数月発行
〔編集協力〕株式会社中部機工新聞
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　エヌティーツールは、非接触式ツールプリセッタ

Aeg is - iシリーズEag le「AOTP型」、Falcon

「SOTP型」を開発、発売した。

　「Aegis-i」シリーズ開発の狙いは、ユーザーの使

い勝手を一番に考えた、ソフト・ハードともに完全自

社開発の非接触式ツールプリセッタ。

 【シリーズの特長】

▽使用する立場で作られた操作画面は使いやすく、

操作に迷うことがない。

▽ホルダ引込機能にはメカクランプ方式を採用。

高精度かつ高繰り返し精度を実現。

▽かんたん測定でヒューマンエラーを低減。

▽ダイヤモンド工具やCBN工具の測定時に刃先を

痛めない。

▽接触式では測定できなかった様々な刃具形状の

測定が可能。

▽機上でコレットホルダの締付が可能。

　※AOTP型：標準、SOTP型：オプション

 【主な仕様】

▽Eagle（AOTP型）

測定範囲＝Z軸：0～500mm

　　　　　X軸：0～400mm

完全自社開発だからできるソフト、ハードのカス

タムが可能。

▽Falcon（SOTP型）

測定範囲＝Z軸：0～400mm

　　　　　X軸：0～300mm

シンプルかつコンパクト設計のコストパフォーマ

ンスの高いモデル。

エヌティーツール

非接触式ツールプリセッタ

Aegis－i シリーズ

オーエスジー

高いボールＲ精度で長寿命
『Ａブランド』新製品発表

高硬度鋼用超硬ボールエンドミルなど

　日東工器は、電子機器

や自動車の電装部などの

組立工程のねじ締め作業

に使用する電動ドライバ

「デルボ」の新製品「ブラ

シレスデルボCシリーズ

DLV45C」を12月より

本格発売する。

　ねじの緩み、締め忘れ

や締め過ぎは品質上の大

きな問題となる。現状、組立工程において、異なった

条件のねじ締めをする際、複数台の電動ドライバを

使用しており、ドライバの取り間違いによる締付不良

や、作業効率の低下などの問題点を抱えていた。

　今回発売する電動ドライバ「ブラシレスデルボCシ

リーズDLV45C」は、独自の電流制御技術を用いて

1台で最大30通りのトルク設定、ねじ締め条件を実

現できるため、複数の電動ドライバを1台に集約する

ことが可能である。

　また、本コントローラとPLC※1などの外部機器（パ

ソコンやＰＬＣ）と連動することにより、ねじ締めロボッ

トに搭載して自動生産にも使用することも可能となっ

た。標準価格は、ドライバ本俸151,900円（税別）、

コントローラ142,900円（税別）。

【特徴】

　▽30通りのトルク設定と絞め付け条件をドライバ

１台で実現＝トルク値、回転速度、ねじ締めモードな

どをコントローラにて最大30通りのチャンネル設定

ができる。0.6～4.5N・mの幅広いトルク性能とあわ

せて、異なる締め付け条件に対して、複数の電動ドラ

イバを用意する必要がなくなる。

　▽外部機器との連動で自聰化にも対応＝6軸ロ

ボットや卓上ロボットに搭載し、外部機器からコント

ローラヘ信号入力することで、ねじ締めの自動化に

も対応する。また、コントローラの外部入出力信号を

利用し、外部機器と連動可能である。外部機器ヘトル

クアップ信号などを出力することで、品質向上に貢献

する。

　▽9段階の速度調整機能＝ワークに応じて、

「SOFT締め」※２「HARD締め」※３の2通りのねじ締め

タイプが選択可能である。SOFT締めにおける、回転

遠度レベル設定は、400～1200min－1の9段階。

SOFT締め時に低速回転でも高いトルクの締め付

日東工器

「ブラシレスデルボCシリーズDLV45C」

ドライバ１台で30通りのトルク設定

新製品を12月から本格発売へ
【サンドビック株式会社】　

　 Silent Toolsプラスの開発

＊新規性

　従来、工作機械にセ

ンサーを取り付けて加

工のモニタリングを行

う製品・ソリューション

はあったが、本来の加

工部位である刃先から

距離があるため（特に今回のような深い内径用の突

き出しの長い工具では）、機械側で得られるデータと

刃先での現象に乖離があった。本製品においては、

より刃先に近い工具内部にセンサーを内蔵とした点、

それにより、刃先で起きている現象と得られるデータ

の整合性が大幅に向上した点が新しい。

【株式会社タンガロイ】　

　 アルミ加工用Tung Speed Millの開発

＊新規性

　開発品の最も大き

な特徴は、刃先調整

機構付きカッタであり

ながら、調整用のカム

部品をレンチに配置

し、ボディから調整用の部品を排除した事である。こ

うする事で、調整機構やその操作に必要なスペース

をミニマム化し、φ100で22枚刃を達成した。レンチ

を持ち替えず調整できるように工夫されており、操作

時間を約45%短縮した。

【株式会社不二越】

　 ハイパーZ スパイラルタップ チタン合金用の開発

＊新規性

　これまでのチタン合金用タ

ップは、加工しためねじに通り

ねじゲージが入らない、突発

折損するなどの問題があった。

原因調査したところ、分断型切

りくずを逆転時に噛み込む様

子が観察された。比較的切り

くずが小さく分断される低延

性材料に対し溝形状を2段溝とし、主溝と副溝の間

に凸部形状を設けることで逆転時の噛み込みを抑制

する点に新規性がある。

【株式会社アライドマテリアル】

　 低嵩炭化タングステン（WC)粉末の開発

＊新規性

　従来WC粉末は、微粒

であるほど凝集粒子が

多く嵩高となる課題が

あった。

　今般、原料、還元工程、

炭化工程の最適化を図ることにより、Ｗ粉やＷＣ粉

の凝集を抑制したことに新規性がある。

【住友電工ハードメタル株式会社】

　 アルミニウム合金加工用高能率カッタ

　 ANX型の開発

＊新規性

①高速回転対応構造と

4.5刃/inchの多刃設

計(従来比1.5倍)に

より、超高能率加工

を実現

②クランプ時のボディ撓みによる刃先位置の変動を

抑制する構造にしたことで、正面振れ5μm以下に

高さ調整する作業時間の大幅な短縮に成功

③新技術のブレード(超硬)スルーで、刃先近くへ高い

圧力のクーラントを噴出することにより、切りくず

を細断することが可能

【三菱マテリアル株式会社】

　 溝入れ突切りバイトGWシリーズの開発

＊新規性

　従来主流であったインサートをハンマーで叩いて

クランプする方法から、専用レンチを使用したクラン

プ方法に一新することで刃先位置再現性や作業性、

安全性を向上させた。

またクランプ方法の

変更に伴い、インサー

トクランプ面の逆テ

ーパ化を実現し、抜

け防止効果を高める

ことで、切削性能に加え作業性も向上した突切り用

バイトを製品化した。

技術功績大賞

技術功績賞

技術奨励賞

令和元年度  日本機械工具工業会  技術功績大賞･技術奨励賞

使い勝手を一番に考えて開発した
Aegis-iシリーズ

使新製品「高硬度鋼用超硬ボールエンドミル」

けが可能である。（例:400min－1で最大3N・m）

HARD締めにおける回転速度はトルク設定に応じて

自動的に決定する。

　▽3段階の自動速度可変機能＝3段階の自動速

度可変機能を内蔵。低速回転によりスタートとストッ

プ時のねじ頭の破損を防止と、高速回転によるねじ

締めの効率化を実現した。　　

　▽ＬＥＤ表示機能搭載＝電動ドライバ先端にLED

の表示機能を搭載し、ねじ締めの状況を色で確認す

ることができる。また締め付け条件毎の任意の設定

による表示も可能である。　

　▽専用ソフトで簡単設定＝コントローラの外部入

出力信号を利用して、各種設定をパソコンから入力

することが可能である。設定用の専用ソフトは同社の

ホームページからダウンロードできる。また、コント

ローラ同士を接続して設定データを送受信すること

もできる。

　※1PLC＝入力されたプログラムに従い外部機器

を制御する機器。

　※2SOFT締め＝タッピンねじや締結物がゴム等

の軟体など、ねじ込み負荷が高いワークに適した

締め方。

　※3HARD締め＝タップ済みワークや金属等の

剛体など、ねじ込み負荷が小さいワークに適した

締め方。

　オーエスジーは、先般開催された「ＭＥＣＴ2019」

において多数の新製品を発表。その一端を紹介する。

新しい素材や加工方法の進化とともに多様化する

ニーズに応える同社の最新技術を駆使した『Ａブラ

ンド』では、高硬度鋼用超硬ボールエンドミルに注目

したい。何といっても“長寿命”であることが強み。高

いボールＲ精度を誇り、新開発の高硬度鋼向け革新

的新コーティングＤＵＲＯＲＥＹ（デューロレイ）を施し

ている。ＨＲＣ60以上の高硬度材に真価を発揮する。

　強いスパイラルカーブ形状で、切削抵抗を低減し、

安定した長寿命加工を実現した「高能率型4刃ＡＥ‐

ＢＭ‐Ｈ」。可変ネガスパイラルギャッシュを採用し

コーティング表面の平準化処理で加工面精度向上

を図る「高精度仕上げ用2刃ＡＥ‐ＢＤ‐Ｈ」に続き、

来年2月には「高精度仕上げ用2刃ロングネックタイ

プＡＥ‐ＬＮＢＤ‐Ｈ」が発売される予定。

　続くＡブランド製品は、小径深穴加工で『安定』か

つ『高能率』というバランスを巧く保った「小径油穴

付き超硬ドリル ＡＤＯ‐ＭＩＣＲＯ」。中空穴付きシャン

クの採用で、吐出量が多い。ダブルマージンの採用

で直進安定性をサポート。マージン終了部の除去で、

微小スラッジをスムーズに排出する。表面には、新開

発のＩｃｈＡｄａ（イチャーダ）コーティングを採用。2D･

5D･12D･20D･30Dの全67アイテム。

　さらにＡブランド製品で表面の光沢が際立つのは、

「油穴付き超硬ロングドリルADO‐40D･50D」。

　これまでの30Dを拡大。Ｒギャッシュ形状の採用で、

切りくずをスムーズに排出しスラスト抵抗を抑える。

剛性の高い25°ねじれを確保し、安定加工を実現

する。

　また、参考出品された中で話題性のあるのが複合

Ｒ形状を持った異形工具「ＰｏｌｙＢａｌｌ（ポリボール）」

である。ボールＲ内にある複数の大Ｒを持ったＰｏｌｙＢ

ａｌｌ形状により、ボールエンドミルと同じ感覚で使用で

きるのが大きな特長。従来のボール形状と比較すると、

加工時間が同等であれば、より高精度な加工面が得

られ、加工面が同等であれば、加工時間をぐっと短縮

できる。荒取り用と仕上げ用の２種類。

　この他、仕上げ加工用異形工具「ＶＵ‐Ｒシリーズ」、

加工方法の革新と言える「革新的旋削工具ＦｒｅｅＴｕｒｎ」

など、また次の機会に紹介する。

（3）2019年（令和元年） 11月号

Machine&Tool News
（2） 2019年（令和元年） 11月号 第116号

Machine&Tool News
第116号



　エヌティーツールは、非接触式ツールプリセッタ

Aeg is - iシリーズEag le「AOTP型」、Falcon

「SOTP型」を開発、発売した。

　「Aegis-i」シリーズ開発の狙いは、ユーザーの使

い勝手を一番に考えた、ソフト・ハードともに完全自

社開発の非接触式ツールプリセッタ。

 【シリーズの特長】

▽使用する立場で作られた操作画面は使いやすく、

操作に迷うことがない。

▽ホルダ引込機能にはメカクランプ方式を採用。

高精度かつ高繰り返し精度を実現。

▽かんたん測定でヒューマンエラーを低減。

▽ダイヤモンド工具やCBN工具の測定時に刃先を

痛めない。

▽接触式では測定できなかった様々な刃具形状の

測定が可能。

▽機上でコレットホルダの締付が可能。

　※AOTP型：標準、SOTP型：オプション

 【主な仕様】

▽Eagle（AOTP型）

測定範囲＝Z軸：0～500mm

　　　　　X軸：0～400mm

完全自社開発だからできるソフト、ハードのカス

タムが可能。

▽Falcon（SOTP型）

測定範囲＝Z軸：0～400mm

　　　　　X軸：0～300mm

シンプルかつコンパクト設計のコストパフォーマ

ンスの高いモデル。

エヌティーツール

非接触式ツールプリセッタ

Aegis－i シリーズ

オーエスジー

高いボールＲ精度で長寿命
『Ａブランド』新製品発表

高硬度鋼用超硬ボールエンドミルなど

　日東工器は、電子機器

や自動車の電装部などの

組立工程のねじ締め作業

に使用する電動ドライバ

「デルボ」の新製品「ブラ

シレスデルボCシリーズ

DLV45C」を12月より

本格発売する。

　ねじの緩み、締め忘れ

や締め過ぎは品質上の大

きな問題となる。現状、組立工程において、異なった

条件のねじ締めをする際、複数台の電動ドライバを

使用しており、ドライバの取り間違いによる締付不良

や、作業効率の低下などの問題点を抱えていた。

　今回発売する電動ドライバ「ブラシレスデルボCシ

リーズDLV45C」は、独自の電流制御技術を用いて

1台で最大30通りのトルク設定、ねじ締め条件を実

現できるため、複数の電動ドライバを1台に集約する

ことが可能である。

　また、本コントローラとPLC※1などの外部機器（パ

ソコンやＰＬＣ）と連動することにより、ねじ締めロボッ

トに搭載して自動生産にも使用することも可能となっ

た。標準価格は、ドライバ本俸151,900円（税別）、

コントローラ142,900円（税別）。

【特徴】

　▽30通りのトルク設定と絞め付け条件をドライバ

１台で実現＝トルク値、回転速度、ねじ締めモードな

どをコントローラにて最大30通りのチャンネル設定

ができる。0.6～4.5N・mの幅広いトルク性能とあわ

せて、異なる締め付け条件に対して、複数の電動ドラ

イバを用意する必要がなくなる。

　▽外部機器との連動で自聰化にも対応＝6軸ロ

ボットや卓上ロボットに搭載し、外部機器からコント

ローラヘ信号入力することで、ねじ締めの自動化に

も対応する。また、コントローラの外部入出力信号を

利用し、外部機器と連動可能である。外部機器ヘトル

クアップ信号などを出力することで、品質向上に貢献

する。

　▽9段階の速度調整機能＝ワークに応じて、

「SOFT締め」※２「HARD締め」※３の2通りのねじ締め

タイプが選択可能である。SOFT締めにおける、回転

遠度レベル設定は、400～1200min－1の9段階。

SOFT締め時に低速回転でも高いトルクの締め付

日東工器

「ブラシレスデルボCシリーズDLV45C」

ドライバ１台で30通りのトルク設定

新製品を12月から本格発売へ
【サンドビック株式会社】　

　 Silent Toolsプラスの開発

＊新規性

　従来、工作機械にセ

ンサーを取り付けて加

工のモニタリングを行

う製品・ソリューション

はあったが、本来の加

工部位である刃先から

距離があるため（特に今回のような深い内径用の突

き出しの長い工具では）、機械側で得られるデータと

刃先での現象に乖離があった。本製品においては、

より刃先に近い工具内部にセンサーを内蔵とした点、

それにより、刃先で起きている現象と得られるデータ

の整合性が大幅に向上した点が新しい。
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＊新規性
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機構付きカッタであり
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部品をレンチに配置

し、ボディから調整用の部品を排除した事である。こ

うする事で、調整機構やその操作に必要なスペース

をミニマム化し、φ100で22枚刃を達成した。レンチ

を持ち替えず調整できるように工夫されており、操作

時間を約45%短縮した。

【株式会社不二越】

　 ハイパーZ スパイラルタップ チタン合金用の開発

＊新規性

　これまでのチタン合金用タ

ップは、加工しためねじに通り

ねじゲージが入らない、突発

折損するなどの問題があった。

原因調査したところ、分断型切

りくずを逆転時に噛み込む様

子が観察された。比較的切り

くずが小さく分断される低延

性材料に対し溝形状を2段溝とし、主溝と副溝の間

に凸部形状を設けることで逆転時の噛み込みを抑制

する点に新規性がある。

【株式会社アライドマテリアル】

　 低嵩炭化タングステン（WC)粉末の開発

＊新規性

　従来WC粉末は、微粒

であるほど凝集粒子が

多く嵩高となる課題が

あった。

　今般、原料、還元工程、

炭化工程の最適化を図ることにより、Ｗ粉やＷＣ粉

の凝集を抑制したことに新規性がある。

【住友電工ハードメタル株式会社】

　 アルミニウム合金加工用高能率カッタ

　 ANX型の開発

＊新規性

①高速回転対応構造と

4.5刃/inchの多刃設

計(従来比1.5倍)に

より、超高能率加工

を実現

②クランプ時のボディ撓みによる刃先位置の変動を

抑制する構造にしたことで、正面振れ5μm以下に

高さ調整する作業時間の大幅な短縮に成功

③新技術のブレード(超硬)スルーで、刃先近くへ高い

圧力のクーラントを噴出することにより、切りくず

を細断することが可能

【三菱マテリアル株式会社】

　 溝入れ突切りバイトGWシリーズの開発

＊新規性

　従来主流であったインサートをハンマーで叩いて

クランプする方法から、専用レンチを使用したクラン

プ方法に一新することで刃先位置再現性や作業性、

安全性を向上させた。

またクランプ方法の

変更に伴い、インサー

トクランプ面の逆テ

ーパ化を実現し、抜

け防止効果を高める

ことで、切削性能に加え作業性も向上した突切り用

バイトを製品化した。

技術功績大賞

技術功績賞

技術奨励賞

令和元年度  日本機械工具工業会  技術功績大賞･技術奨励賞

使い勝手を一番に考えて開発した
Aegis-iシリーズ

使新製品「高硬度鋼用超硬ボールエンドミル」

けが可能である。（例:400min－1で最大3N・m）

HARD締めにおける回転速度はトルク設定に応じて
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を制御する機器。

　※2SOFT締め＝タッピンねじや締結物がゴム等

の軟体など、ねじ込み負荷が高いワークに適した

締め方。

　※3HARD締め＝タップ済みワークや金属等の

剛体など、ねじ込み負荷が小さいワークに適した

締め方。
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ンド』では、高硬度鋼用超硬ボールエンドミルに注目

したい。何といっても“長寿命”であることが強み。高

いボールＲ精度を誇り、新開発の高硬度鋼向け革新

的新コーティングＤＵＲＯＲＥＹ（デューロレイ）を施し

ている。ＨＲＣ60以上の高硬度材に真価を発揮する。

　強いスパイラルカーブ形状で、切削抵抗を低減し、

安定した長寿命加工を実現した「高能率型4刃ＡＥ‐
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つ『高能率』というバランスを巧く保った「小径油穴

付き超硬ドリル ＡＤＯ‐ＭＩＣＲＯ」。中空穴付きシャン

クの採用で、吐出量が多い。ダブルマージンの採用

で直進安定性をサポート。マージン終了部の除去で、

微小スラッジをスムーズに排出する。表面には、新開

発のＩｃｈＡｄａ（イチャーダ）コーティングを採用。2D･

5D･12D･20D･30Dの全67アイテム。

　さらにＡブランド製品で表面の光沢が際立つのは、

「油穴付き超硬ロングドリルADO‐40D･50D」。

　これまでの30Dを拡大。Ｒギャッシュ形状の採用で、

切りくずをスムーズに排出しスラスト抵抗を抑える。

剛性の高い25°ねじれを確保し、安定加工を実現

する。

　また、参考出品された中で話題性のあるのが複合

Ｒ形状を持った異形工具「ＰｏｌｙＢａｌｌ（ポリボール）」

である。ボールＲ内にある複数の大Ｒを持ったＰｏｌｙＢ

ａｌｌ形状により、ボールエンドミルと同じ感覚で使用で

きるのが大きな特長。従来のボール形状と比較すると、

加工時間が同等であれば、より高精度な加工面が得

られ、加工面が同等であれば、加工時間をぐっと短縮

できる。荒取り用と仕上げ用の２種類。

　この他、仕上げ加工用異形工具「ＶＵ‐Ｒシリーズ」、

加工方法の革新と言える「革新的旋削工具ＦｒｅｅＴｕｒｎ」

など、また次の機会に紹介する。
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（消費税別途）

だより総 務 部総 務 部
　管理部総務経理課の秦です。寒い日が続いておりますが皆様

風邪などひかれていませんでしょうか。気が付くと今年も残り1ヶ月

半程となりました。どんな1年を過ごしたかを少しずつ振り返って

みるのもいいですね。私は旅行で初めて青森を訪れ、大間で食べ

たマグロのおいしさに感動したことが一番心に残っています。名

物を現地でいただくことの特別さを改めて感じました。来年もまた

おいしいものを見つけに出かけられたらいいなと思います。

　年末年始休暇のお知らせです。12月28日（土）～1月5日（日）

までお休みをいただき1月6日（月）より通常営業させていただく

予定です。ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますがどうぞよ

ろしくお願いいたします。９日間と長いお休みになりますので私は

家の大掃除を頑張りたいと思っています。

　これからさらに冷え込みが厳しくなり年末に向け何かと忙しくな

ることと思いますが、ご自愛ください。

～ キャリア採用 ～

新入社員紹介新鮮力!!
よろしくお願いいたします。

出　　身：愛知県岡崎市

出 身 校：岐阜市立女子短期大学

趣味・特技：音楽鑑賞

好きな事、好きな物：雑貨屋巡り、韓国アイドル

 半谷  悠菜 （豊田営業所）
はんや ゆうな

あいさつ：10月より豊田営業所に入社しました半谷悠菜です。前職
ではアパレルの販売をしておりました。以前とは異なる業務に戸惑う
ことも多いですが、周りの方がやさしくサポートしてくださり、楽し
く仕事をしています。早く仕事を覚えて戦力になれるよう頑張ります
ので、ご指導宜しくお願い致します。

　今年も残すところ1ヵ月と少しになりました。令和という新しい時代を迎えた2019年でしたが皆様にとって
どのような一年になりましたでしょうか？
　さて、先日ポートメッセなごやにて開催されましたメカトロテックジャパンには9万人を超える方がご来場され
盛況の中で終えることになりました。皆様にとってメカトロテックジャパンはいかがでしたでしょうか？今後
検討してみたいと思える新しい機械や機器、工具に出会えましたでしょうか？
　また、現在はアフターメカトロと題してプライベート展示会やキャンペーンを行っているメーカーもたくさんあります。
　弊社も「令和最初の年末」を記念した年末セールを計画しております。日頃お世話になっているお客さまに感謝の気持ちを込めた
年末セールにしたいと思っておりますので楽しみにしていて下さい。営業担当者が随時セールのご案内をさせて頂きます。
　最後になりましたが、これからも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

　改正道路交通法の施行令のお知らせです。「携帯電話使用等に関
する罰則強化」が2019年12月1日から施行されます。通称「ながら運
転の罰則強化」です。スマートフォンの普及が進む中でスマートフォン
の通話や操作、画面を注視しながらの「ながら運転」による死亡事故
の増加が問題となっています。こうした状況を重く見て、今回の改正と
なりました。違反点数は今までの3倍、反則金も約3倍とかなり厳しくな
りました。「保持」の違反での罰則でも今までは「5万円以下の罰金」と
罰金刑だけでしたが今回の改正では「6か月以下の懲役または10万
円以下の罰金」と懲役を含む大変厳しいものなりました。その他の改
正は※1の表をご参照下さい。
　当社も運転中の携帯電話の通話及び使用の禁止を厳しく指導して
おります。営業担当者の携帯電話にお問い合わせ頂いた際、運転中は
電話に出られないことがあります。安全な場所に停車の後に折り返し
のご連絡になりますことをご理解頂けますようお願い申し上げます。

　今年も残すところ1ヵ月と少しになりました。令和という新しい時代を迎えた2019年でしたが皆様にとって

令和初の年末セール

回 覧 板 で す

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

感謝の
気持ちを込めて

※1

　イスカルジャパンは、

超高送り加工対応、高

剛性、強化タイプ突切・

溝入れ工具「マルチＦ

グリップ」（MULTI F 

GRIP）を新発売した。

　マルチＦグリップには、

次の2種類の角型ブレードが取付けられる。

１．タングＦグリップ

　▽縦置き構造、タンググリップチップ取付用

　▽最大突切径φ120㍉（4～5㍉幅チップ使用時）

　　→加工の無駄を省き、コスト削減

彌満和製作所

好評の「Ｚ－ＰＲＯシリーズ」
究極のマシンタップシリーズ

細目サイズ、オーバサイズを追加

イスカルジャパン

超高送り加工対応､高剛強化
マルチＦグリップ新発売

タイプ突切タイプ・溝入れ工具

　究極のマシン

タップシリーズ・

Ｚ‐ＰＲＯシリー

ズ『止り穴用ＶＵ

ＳＰ・通り穴用Ｖ

ＵＰＯ（Ｍ3～Ｍ

16の並目）』」が

好評につき、細

目サイズ、オー

バサイズの新商

品が追加ラインナップされた。これにより、従来以上

に幅広くユーザーニーズに対応できる。

 【Ｚ‐ＰＲＯシリーズの特長】
　近年増加しているマシニングセンタによる加工な

ど、水溶性切削油剤を用いる加工環境下でも長寿命

化が得られるように、高級粉末ハイスと特殊コーティ

ングを採用した。

　さらに切削抵抗を軽減する切削角と切りくずの排

出性を改善する溝形状を検討し、中高速加工領域に

おいても十分な加工性能を発揮する。また、セミロン

グの全長を採用したことで適正な工具突出し量を確

保し、切りくずの干渉を回避できる。

サンドビック

「CoroDrillⓇ DS20」
パイロット穴無しで業界初の７Dの加工

ボディとチップに新コンセプト

　サンドビックの新製品

「CoroDrillⓇ DS20」は、

従来のドリルの特徴を

改善し、さらに性能アッ

プを図るよう開発された

高性能刃先交換式ドリ

ルである。

　従来の刃先交換式ド

リルでは、穴入り口径方向（Y軸）に大きな切削抵抗が

かかり、穴の拡大代が大きくなりびびり発生の原因と

なるが、同製品はダブルステップテクノロジーを採用

することで食いつきがスムーズになり、業界初の７Dの

加工をパイロット穴無しで行うことが可能となった。

　また、剛性を高めるため独自のスパイラル＋直線

フルート設計を採用している。チップは中心刃、外周

刃共に4コーナ仕様。剛性の高いクランプにより、加

工中にチップが動く問題が改善されている。さらに、

外周刃は研磨されたワイパー切れ刃を備えており、

良好な加工面粗さを実現できる。

　なお、今回ISOシャンクのドリルに加え、新しいモ

ジュラー式穴あけ工具インターフェースMDIアダプ

タにより、Coromant CaptoⓇおよびHSKの両方に

適応可能で、高精度、優れたセンタリング機能､工具

在庫の低減を実現する事が可能となった。

ベッセル

「電動ドライバー(高速タイプ)」
従来機種の2倍のスピード

新製品4アイテムを発売開始
　ベッセルは、10月2日よ

り新製品「電動ドライバー

(高速タイプ)」（全4アイテ

ム）の発売を開始した。

　新製品は、VE-5000

( P ) S（ＡＣタイプ）と

VE-5000(P)SSOP（ＡＣ

タイプ・信号出力付き）各

レバー式とプッシュ式で、従来機種（VE-5000）の

２倍のスピードを持ち作業効率をアップする。

　4アイテムの共通な特長としては、ACタイプ、無負

荷回転数：2000min-1、出力トルク0.6～2.5N・m、

適合ネジM3～M4、ビット差込対辺6.35mm、

RoHS（10物質）対応など。

　また、VE-5000(P)SSOPは、出力信号（スタート、

トルクアップ、逆転スイッチ）、入力信号（電ドラ停止）、

VSC-02スクリューカウンター対応となっている。

 【主な用途】
　▽VE-5000(P)S＝空調、冷機、給湯器、厨房機器、

サッシ組立、ソーラーパネル施工など。

　▽VE-5000(P)SOP＝組み立てラインでの多機

種同時使用の制御、周辺機器との連動など。

切屑排出性が抜群なVUSP

　▽高送り対応〈ＨＦブレーカー〉の使用により、従来

　　の２倍以上の送りで加工が可能→高生産性を

　　実現

２．ドゥーＦグリップ

　▽2コーナー使い、ドゥーグリップチップ取り付用

　▽加工中のビビリを抑制し、優れた仕上げ面と

　　真直性を実現

　▽最大突切径φ120㍉（4～5㍉幅チップ使用時）

　▽高生産性を実現

　▽レパートリー

　・マルチＦグリップ（ホルダー）＊高圧クーラ

　　ント対応

　　TGTBQ-JHP、突切・溝入加工用ホルダー

　・角型ブレード

　　TGAQ-JHPタンググリップチップ用ブレード

　　DGAQ-JHPドゥーグリップチップ用ブレード

刃先交換
式ドリル
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