
第３４回「昭栄テクニカルフェア」出品機種一覧表　 昭栄産業株式会社

<工作機械> <工作機械>

ワイヤ放電加工機　SL600G-SPW

リニアモータ駆動　高速　高性能

圧倒的な高性能を実現

ヤマザキマザック㈱
複合加工機　INTEGREX ｊ-200S 高精度ワイヤ放電加工機　ＭＰ１２００

第２主軸を搭載。連続加工が可能になり、全工程 超越した高精度加工を実現するハイクラスモデル

を完結させ生産ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを短縮

5軸制御ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ　DMU75　monoBLOCK 高精密ワイヤ放電加工機　ＭＭ50Ｂ

新機構を採用し更なる進化を遂げた

高動的性能・高速加工・高トルク、あらゆる業種に対応 高精密機！

CNC旋盤　NLX2000ＳY/500 高精度小型ＮＣ旋盤　ＳＮＣ-２８ＨＰⅡ

熟成そして進化を遂げた次世代CNC旋盤 独自の機内測定システム採用

振動減衰性と動剛性の向上を実現 長時間無人運転が可能な小型ＮＣ切削加工機

キタムラ機械㈱
立形マシニングセンタ　ｅｃｏＭｉｌｌ　600Ｖ 横形マシニングセンタ　ＨＸ４００Ｇ

コンパクトかつ革新的なC型フレーム構造 「匠の技」であるキサゲによる摺り合せ作業を

最高の機能を魅力的な価格で！ 出品機決定 駆使した摺動面構造

三井精機工業㈱ 大阪機工㈱
５軸制御立形マシニングセンタ　Ｖｅｒｔｅｘ55ＸⅡ 立形マシニングセンタ　ＶＭ４３Ｒ

おかげさまで100周年

さらなる高機能への挑戦 重切削・高剛性の百年品質

立形複合研削盤　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ｍａｔｅ35 主軸台移動型CNC自動旋盤　Ａ２０Ⅶ

複合加工能力を維持し、根本から機械構造を 高精度かつ高速加工に優れ使いやすさで定評

見直すことでｼﾝﾌﾟﾙ・低価格を実現 ニーズに合った最適なアプリケーションを提供

㈱岡本工作機械製作所
ＣＮＣ内面研削盤  ＩＧＭ１５ＮＣⅢ-2スピンドル 主軸台固定形CNC自動旋盤　ＢNJ51SY6

輪郭形状から複合加工まで　加工データ自動設定

で入力データ作業を徹底短縮 を大幅削減

㈱岡本工作機械製作所 ㈱エグロ
精密平面研削盤　PSG84CA3 BIX搭載機 対向2ＳＰ3軸制御ＣＮＣ旋盤　ＳＡＮＡＴＵＲＮ-１０

制度・剛性・操作性を大幅にランクアップ 対向2スピンドル高速同期回転により長尺ワーク

ファインバブルが変える、研削の新常識 出品機変更 の加工革新・効率化をご提案

ＣＮＣ汎用円筒研削盤　ＧＥ４Ｐｉ－５０ ｺﾝﾊﾟｸﾄﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ　SPEEDIO　S1000X1

高精度かつ使いやすさをさらに進化 広がる30番の世界

独創的な高精度技術 もっと大きなワークを30番で

精密平面研削盤　GS64PFⅡ+機上計測器付 ｺﾝﾊﾟｸﾄﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ　SPEEDIO　R650X1

磨きぬかれた操作性と高機能化が ブラザー独自の高速2面パレットチェンジャー

作業効率をアップ！ 「QTテーブル」搭載機

CNC小型円筒研削盤　ＮＭＧ-１００型 立形コンパクトマシニングセンタ　ＭＴＶ-Ｔ460

小物部品の中・量産加工に最適な円筒研削盤 剛性アップと自動化を進化

ローダー対応立形コンパクトマシニングセンタ

ファナック㈱
ＣＮＣ精密汎用旋盤　ＤＬ530Ｘ150型 小型マシニングセンタ　

次世代の高性能が出現 ＲＯＢＯＤＲＩＬＬ　α -Ｄ１４ＬｉＡ５

導入当日よりフル稼働をお約束する高性能旋盤 ﾌｧﾅｯｸ最新のＣＮＣ、サーボ技術を適用

ＳＴＦ34-0807

黒田精工㈱ ブラザー工業㈱

三菱電機㈱

ヤマザキマザック㈱　　　　　　 ㈱ソディック
５軸加工機　VARIAXIS ｉ-600

新ＮＣ：Smooth-Ｘ搭載

さらに高速・高精度化し、幅広い加工範囲を確保

㈱ジェイテクト ブラザー工業㈱

DMG森精機㈱ 西部電機㈱

あらゆる業種における新しい汎用工作機

DMG森精機㈱ 西部電機㈱

DMG森精機㈱

高精度・コンパクト５軸マシン

㈱太陽工機 シチズンマシナリー㈱

シチズンマシナリー㈱

独自形状のバックワーキングタレットでアイドルタイム

㈱丸栄機械製作所 ㈱メクトロン

大日金属工業㈱

県内初出品

県内初出品新製品

県内初出品新製品

新製品

県内初出品新製品

ＳＴＦ初出展

県内初出品

県内初出品新製品

ＳＴＦ初出展

県内初出品新製品

新製品

県内初出品

県内初出品新製品



<工作機械> <測定機器>

㈱ミツトヨ
高剛性立型旋盤のご紹介 CNC三次元測定機　CRYSTA-Aｐｅｘ　S　544

ＮＥＯシリーズ　ＶＴＬｅxシリーズ 二次元画像測定機　クイックイメージＱＩ

パネル展示

㈱東京精密
横中ぐりﾌﾗｲｽ盤　KBM-11X　剛性と精度のﾊﾟﾜﾌﾙｺﾝﾊﾟｸﾄﾏｼﾝ 三次元座標測定器　Ｄｕｒａ　Ｍａｘ

CNC複合ﾌﾗｲｽ盤　CMN-5C　二つの主軸が時間とｽﾍﾟｰｽを生み出す Ｚｅｉｓｓテクノロジーの凝縮

内径精密加工専用機　ＫＩＰシリーズ ワンパスで超精密仕上 パネル展示 小型表面粗さ測定機　ＳＵＲＦＣＯＭ　ＦＬＥＸ５０Ａ

㈱大菱計器製作所
オイルサポート式供給機　OS20VC-2.5M 水準器、電気式水準器、超精密直角基準器

オイルサポート（内圧式）方式により高回転が可能 モノづくりは測る、信頼をつくる「匠」の技でつくる

測定のトータルソリューションをご提案

オヂヤセイキ㈱
短尺材専用バーフィーダー　ＡＱＳ-51Ⅱ-1.2Ｍ エアーマイクロ　ａｄ-Ｌ8

厳しい環境下での安定稼働に貢献 エアー遮断器　ＬａCUT　他

環境への負荷軽減、工数削減に貢献する製品

新潟精機㈱
偏心度測定システム、レベルニック、ゲージ類

<情報機器>

コダマコーポレーション㈱ ㈱第一測範製作所
３次元ソリッドＣＡＤ／ＣＡＭシステム　ＴＯＰ ｃａｍ 高性能縦型万能測長機　メストラ

高度なマシンシミュレーションでドライランの 横型測長機　ＴＨＶ　他

時間を大幅に短縮 高精度、多機能、汎用性に優れた測定機

㈱Ａｉソリューションズ ファロージャパン㈱
５軸ＣＡＭシステム　ｈｙｐｅｒ ＭＩＬＬ ポータブル多関節三次元測定器　

統一されたインターフェイスで多彩な加工手法 ＦＡＲＯ　Ｅｄｇｅ　Ｓｃａｎ　Ａｒｍ

倉敷機械㈱ 日本ｳﾞｨｼﾞｮﾝ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

MYPAC　ＤＥＳＩＧＮＥＲ・ＭＯＬＤ／ＰＲＥＳＳ 3Ｄビューアー　マンティス

ＶＩＳＩ Ｍachining 5Ａxis 画像測定システム　スイフト　他

鮮明な立体画像で目視検査に最適

DPﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ レニショー㈱
CAD/CAM　ＥＳＰＲＩＴ２０１５ 無線式プローブシステム　RMP600　他

多軸加工と複合加工に最適なＣＡＤ／ＣＡＭ ＰＣ用ソフトを利用した機内計測　OMVｿﾌﾄｳｪｱ

㈱Ｃ＆Ｇシステムズ
ＥＸＣＥＳＳ・ＣＧシリーズ・ＣＡＭ-ＴＯＯＬ ｴｺｰﾁｯﾌﾟ550、ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ2、SUPOR、CTS-9005

リニューアルＥＸＣＥＳＳ　ＥＸＣＥＳＳ－ＨＹＢＲＩＤⅡ 現場で金属の硬さを測定出来るｴｺｰﾁｯﾌﾟｼﾘｰｽﾞ

設備保全にｺﾝﾊﾟｸﾄかつ高精度に測定

ＳＴＦ34-0807

倉敷機械㈱

育良精機㈱

㈱アルプスツール

幅広い製品ラインナップで、検査の効率化をご提案

ものづくりの高度化を支えるＣＡＤ/ＣＡＭソリューション

機械精度管理ツール　ＱＣ２０-Ｗ　他

エフティーエス㈱

高精度ＣＡＭのＣＡＭ-ＴＯＯＬ

多軸トータルソリューションのご提供 移動可能なポータブル測定機

㈱オーエム製作所

新製品

ＳＴＦ初出展

ＳＴＦ初出展

ＳＴＦ初出展

ＳＴＦ初出展ＳＴＦ初出展



<機械付属品・周辺機器> <環境・省エネ・物流・産業機器>

ダイキン工業㈱〔油機〕 アルテック㈱
ｵｲﾙｺﾝ　AKZ149 Ｓｔｒａｔａｓｙｓ　Ｏｂｊｅｔ３０　Ｐｒｉｍｅ

ｽｰﾊﾟｰﾕﾆｯﾄ　SUT03S4007-30 １２種類のモデル樹脂対応３Ｄプリンタ

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ商品により、大幅な工場省エネをご提案 業界最高14μ の超高精細プリントが可能

ＴＨＫ㈱
ＬＭガイド・ボールねじ・アクチュエータ・免震 ﾌｧｲﾊﾞｰﾚｰｻﾞｰﾏｰｶ　Ｆ２０

電磁式刻印機　Ｐ５０００ＥＭ

ＴＨＫインテックス㈱～双腕ロボット

黒田精工㈱ 興研㈱
ボールねじ、ボールねじアクチュエータ オープンクリーンベンチ　ＫＯＡＣＨ　Ｃ６４５-Ｆ

ＸＹＺデモキット 次世代の囲わないクリーンベンチ

精密のクロダ！高精度選別対応品

㈱ＴＡＩＹＯ アネスト岩田㈱
エアオイルクーラー　ＬＡＣ２　油圧モーターＬＳＨＴ ｵｲﾙﾌﾘｰ　ｽｸﾛｰﾙｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　ＳＬＰ-７５ＦＤ

電動油圧シリンダＥＨＡ　ロータリアクチュエータ クラスゼロ認証　先駆の技術

高寿命、低価格商品ラインナップ 夢の7.5ＫＷを実現

ＳＭＣ㈱ 北越工業㈱
省エネエジェクターＺＫ2・ブローガン ＶＭＧ コンプレッサ　ＳＡＳ２２ＶＤ-Ｅ

伝動ACT　LEｼﾘｰｽﾞ・ﾁﾗｰ　HRS 小型発電機　ＨＰ１６００ＳＶ-Ａ１

エアの省エネでﾒﾝﾃﾅﾝｽ工程低減化を提案 小型発電機　ＨＰ２６００Ｃ-Ａ１

㈱不二越 三井精機工業㈱
小型多関節ﾛﾎﾞｯﾄ・低出力ﾀｲﾌﾟ　ＭＺ０４Ｅ インバータコンプレッサ（２２ｋｗ）

人と共存作業が出来る小型６軸ロボット ＺＶ２２ＡＸ－Ｒ

㈱デンソーウェーブ
小型垂直多関節ロボット　ＶＳ060/ＲＣ8 ｴｱﾊﾞﾗﾝｻｰEHB-50S　切粉破砕機　ECS17-42

ｴｱﾓｰﾀｰを使用しない静かなｴｱﾊﾞﾗﾝｻｰ

高ｽﾍﾟｯｸﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑと世界最小ｸﾗｽｺﾝﾄﾛｰﾗ 停止位置から手で持ち上げ上下可能

ヤマハ発動機㈱ 昭和電機㈱
スカラロボット・リニアコンベアモジュール 工作機械用ミストコレクタ　ミストレーサ　CRD-H04

簡単に使えて工数削減 工場用サーキュレータ　ウインドレーサ　ＷＲ-200

自社開発のモータ採用　トップランナーＩＥ３対応

ファナック㈱ ㈱マキテック
万能ミニ知能ロボット　ＬＲ　Ｍａｔｅ　２００ｉｃ 高天井用ＬＥＤランプ、直管タイプＬＥＤランプ

人間の腕のサイズを持つミニロボット 高品質、低価格なＬＥＤを物流倉庫に

グラビティーローラーコンベア　各種

㈱近藤製作所 ﾌﾞﾗｻﾞｰ・ｽｲｽﾙｰﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
小型ﾓｰﾀｰﾊﾝﾄﾞDHFｼﾘｰｽﾞ　HLFｼﾘｰｽﾞ 水溶性金属加工油、不水溶性金属加工油

LED照明・検査用ｶﾒﾗ　ｷｭｰﾄ2

豊富な品揃えでニーズに対応

㈱コスメック
ロボットハンドチェンジャー　ＳＷＲ

ハイパワーエアクランプ　WHE及びＷＣＥ

ロボットの汎用性を高め、ﾒｶﾆｶﾙ精度ｱｯﾌﾟを実現

㈱伊藤精密製作所
ダコンアンシン　ＳＰ-0型

無人稼働を重視した製品高積装置

ＳＴＦ34-0807

グラボテック㈱

NC自動盤、ﾌﾟﾚｽ、研磨他、連続加工ﾗｲﾝでの

ＬＭガイドのﾊﾟｲｵﾆｱとして直動部品を色々な形でご提案

更に進化を遂げたXｼﾘｰｽﾞ、吐出空気量最大10%増大

遠藤工業㈱

ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ・ｺﾝﾊﾟｸﾄ・使いやすさを特長とした

半永久的マーキングと彫刻ソリューションを常に提供

新たな搬送を実現する次世代コンベア

機械・環境・人体にやさしい金属加工油

高度で多数の知能化機能に対応

ＳＴＦ初出展



<ツール・機器>　　新製品多数 <切削工具>　　新製品多数
㈱日研工作所 ㈱タンガロイ

E236Nプリセッタ、ＣＮＣ円テーブル EcoＴｕｒｎ、ＤｏＭｉｎｉＴｕｒｎ、Ｔｕｎｇｊｅｔ、ＴｕｎｇCut　他

リーマ、メジャードリームホルダ　他 生産性20％向上を実現

あらゆる加工シーンでﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝをご提案 HIGH　PRODUCTIBITY工具のご提案

大昭和精機㈱ 京セラ㈱
ｽﾏｰﾄﾀﾞﾝﾊﾟｰ、ﾊｲﾄﾞﾛﾁｬｯｸｽﾘﾑ 新ｻｰﾒｯﾄＴＮ620、ＰＶ720、CA5ｼﾘｰｽﾞ

ﾒｶﾞﾁｬｯｸｼﾘｰｽﾞ、ｶｲｻﾞｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ、TPSﾌﾟﾘｾｯﾀ ソリッドエンドミル、マジックドリル

優れた技術力でクオリティの高い製品を追求 回転工具にも注力中

㈱北川鉄工所 オーエスジー㈱
Ａタップ　　OSG-Ｐｈｅｎｉｘシリーズ

5軸ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｸﾗﾝﾊﾟ　VAX125C Ｃｅｒａｔｉｚｉｔ製品　他

超低床ﾊﾟﾜｰﾊﾞｲｽ　VE100N　他 切削工具の最新の商品情報をお届け

ユキワ精工㈱ ユニオンツール㈱
ＣＮＣ円テーブル　ＪＮＣＨ１７０ ユニマックスエンドミル・ドリル

高精度　高剛性コレットホルダ 超硬加工用エンドミルＵDCシリーズ

スーパーＧ１チャック 高速・高硬度切削に対応

津田駒工業㈱ ﾂｰﾙﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱
ﾎﾞｰﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞNC円ﾃｰﾌﾞﾙ　RG-160 TIRO　TOOL（ｵｰｽﾄﾘｱ）　3次元ﾌﾞﾚｰｶｰ付ｲﾝｻｰﾄ

ﾒｶ増力ﾏｼﾝﾊﾞｲｽ　VIS-1022　他

ﾎﾞｰﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ採用で高速・高精度割出

二村機器㈱ ㈱ノア
ローリングセンター　NCF,JRC型 ｱﾌﾟﾘﾃｯｸ社（ｽｲｽ）　CNC自動盤用ツール

ワークドライビングセンター　HB,BD,DK型 ｺｽﾄ低減促進ﾂｰﾙ、精密小径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　他

数々の特許をはじめとする高度な技術 状況に適応するﾍﾞｽﾄﾏｯﾁﾂｰﾙを展示

㈱イマオコーポレーション
ｺﾝﾊﾟｸﾄｸﾗﾝﾌﾟ・ﾌﾟﾙﾌｨｯｸｽ・ｴｱｱｼｽﾄｸﾗﾝﾌﾟ

ｴｱﾌｨｯﾄﾊﾞｲｽ・ﾜﾝﾀｯﾁ着脱

押さえの切り札！　ｸﾗﾝﾌﾟはｲﾏｵｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

㈱本間製作所
ホンマ　マルチチャック　HM-55、HM-100　他

誰でも簡単に２μ 以下の位置決め可能

理研精機㈱
各種コレットチャック　チャック本体

標準、特殊チャック　他

高精度繰り返し精度の確保

ハイマージャパン㈱
３Ｄセンサー・セントロ・ゼロマスター

世界中で認められ、さらに進化した３Ｄセンサー

改良されたメカニズムとコンパクトデザイン

ＳＴＦ34-0807

薄型NC円ﾃｰﾌﾞﾙ　CK160RAV00

生産効率と高精度を両立する画期的な位置決め治具

7LEADERS（台湾）　不等分割・不等リード超硬エンドミル

ＳＴＦ初出展

ＳＴＦ初出展


