商品カタログの 使 用 方 法
+RZWRXVHWKLVFDWDORJXH

カタログの構成

&DWDORJVWUXFWXUH

①1ページの大扉より工具の種類を選択する

①大扉より工具分類を選定

このページの一つ手前の大扉に、商品の大分類を記載してあります。お探しの工
具分類の先頭ページ
（中扉）
を開く事ができます。

②中扉の商品分類より工具を選定する
中扉には各工具の掲載ページが記載されています。お探しの工具のページを開い
てください。
（エンドミルは刃形分類ページを記載）

6HOHFWWKHW\SHRIWRROIURPWKHPDLQLQGH[

②中扉より工具を選定
6HOHFWWKHWRROIURPWKHLQWHUPHGLDWH
LQGH[RISURGXFWFODVVLILFDWLRQV

③各工具の目次より工具を選定する
刃先交換式工具・エンドミル・
ドリルにつきましては、中扉の直後に各工具の詳細一
覧を掲載してありますのでご活用ください。

④J1ページからの商品コード索引より工具を選定する
各工具の商品コードをアルファベット順に掲載しました。お探しの工具の商品コー
ドが分かっている場合は素早くページを開くことができます。

⑤外径別寸法早見表より工具を選定する
（エンドミル・超硬ドリル）
超硬・ハイスエンドミルはA20、H6ページ、超硬ドリルはE8ページより、外径別の
寸法早見表を掲載しておりますので、
ご活用ください。
①6HOHFWWKHW\SHRIWRROIURPWKHPDLQLQGH[RQSDJH

7KHPDMRUSURGXFWFODVVLILFDWLRQVDUHOLVWHGRQWKHSUHFHGLQJSDJH<RXFDQRSHQWKH
FDWDORJWRWKHILUVWSDJH LQWHUPHGLDWHLQGH[ RIWKHVHFWLRQIRUWKHWRROW\SH\RXDUHORRNLQJIRU

②6HOHFWWKHWRROIURPWKHLQWHUPHGLDWHLQGH[RISURGXFWFODVVLILFDWLRQV

7KHSDJHQXPEHUIRUHDFKWRRODUHOLVWHGLQWKHLQWHUPHGLDWHLQGH[2SHQWKHSDJHIRUWKH
WRRO\RXDUHORRNLQJIRU )RUHQGPLOOVWKHWRROVKDSHFODVVLILFDWLRQSDJHLVOLVWHG

③6HOHFWWKHWRROIURPWKHWDEOHRIFRQWHQWVIRUHDFKWRRO

)RULQGH[DEOHLQVHUWWRROVHQGPLOOVDQGGULOOVLPPHGLDWHO\DIWHUWKHLQWHUPHGLDWHLQGH[D
VXPPDU\RIWKHGHWDLOVIRUHDFKWRROLVSURYLGHGIRU\RXUUHIHUHQFH

④6HOHFWWKHWRROIURPWKHSURGXFWFRGHLQGH[VWDUWLQJRQSDJH-

7KHSURGXFWFRGHVIRUHDFKWRRODUHOLVWHGLQDOSKDEHWLFDORUGHU,I\RXNQRZWKHSURGXFW
FRGH\RXFDQTXLFNO\RSHQWKHSDJHIRUWKHWRRO
⑤6HOHFWWKHWRROIURPWKHTXLFNGLPHQVLRQORRNXSWDEOHE\PLOOGLDPHWHU (QGPLOOV &DUELGHGULOOV 
)RUHQGPLOOV FDUELGHGULOOVDTXLFNGLPHQVLRQORRNXSWDEOHE\PLOOGLDPHWHULVSURYLGHGIRU\RXU
UHIHUHQFHVWDUWLQJRQSDJH$ &DUELGHHQGPLOOV + +66HQGPLOOV ( &DUELGHGULOOV 

本文の構成
商品名

,WHPSDJHVWUXFWXUH

3URGXFW1DPH

商品バリエーション

3URGXFWYDULDWLRQV

該当商品にレギュラー・ショート等の多種のバリエーションがある場合、
その種類を表記しています。
,IWKHUHDUHYDULDWLRQVDYDLODEOHIRUWKHSURGXFWVXFKDVUHJXODUW\SHVKRUWW\SHHWF
WKHYDULDWLRQVDYDLODEOHZLOOEHOLVWHG

特長・用途

)HDWXUHVDQG$SSOLFDWLRQV

アイコン表示

,FRQV

商品の諸元・使用用途などをアイコン表記しています。詳しい内容は次
頁の「アイコンの説明」をご覧ください。
6KRZSURGXFWVWDWLVWLFVDSSOLFDWLRQVHWF)RUGHWDLOVRIWKHLFRQPHDQLQJV
UHIHUWR0HDQLQJRILFRQV

商品コード
商品コードの

,WHP&RGH
には数字が、 には英字が入ります。

1XPHULFILJXUHLQDFLUFOH

価格について

DQG$OSKDEHWLFDOFKDUDFWHUFRPHVLQDVTXDUH

.

$ERXWSULFH

掲載価格は2019年4月現在、消費税抜きの単価を表示しております。
3ULFHVOLVWHGDUHDVRI$SULODQGXQLWSULFHVH[FOXGLQJFRQVXPSWLRQWD[

再研磨対応外径範囲

5HJULQGLQJFRPSDWLELOLW\UDQJH

再研磨対応可能な外径範囲を表示しています。
5HJULQGLQJFRPSDWLELOLW\UDQJH

対応被削材

$SSOLFDEOHZRUNPDWHULDO

対応被削材種を表示しています。
$SSOLFDEOHZRUNPDWHULDO

本カタログに掲載の商品は予告なく、改善・改良のために仕様変更することがあります。
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6SHFLILFDWLRQVIRUWKHSURGXFWVOLVWHGLQWKLVFDWDORJDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFHGXHWRUHSODFHPHQWRUPRGLILFDWLRQ

③目次より工具を選定
6HOHFWWKHWRROIURPWKHWDEOHRIFRQWHQWV

在庫表記について

$ERXWVWRFNWDEOH

●印：標準在庫品です。
◎印：メーカー在庫品です。弊社営業へお問い合せください。
□印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。
△印：在庫が無くなり次第受注生産品となるものです。
無印：受注生産品です。
−印： 製作致しません。

アイコンの説明
加工用途

●：6WRFNHG,WHPV
◎：0DQXIDFWXUHUVWRFNHGLWHPV&RQWDFWZLWKRXUVDOHVGHSDUWPHQW
□：6WRFNHGE\VSHFLILHGGLVWULEXWRU&RQWDFWZLWKRXUVDOHVGHSDUWPHQW
△：:KHQWKH6WRFNLVRXWZLOOEHFRPHWRSURGXFHRQUHTXHVW
1R0DUN：0DQXIDFWXUHGXSRQUHTXHVWRQO\
−：1RW0DQXIDFWXUHG

0HDQLQJRILFRQV

$SSOLFDWLRQV

彫込み

彫込み加工

'LHVLQNLQJ

テーパ

彫込み加工に使用できます。
'LHVLQNLQJ

高能率
側面切削
+LJKHIIFLHQWVLGHPLOOLQJ

高能率側面切削

曲面

+LJKHIILFLHQWVLGHPLOOLQJ

負荷制御ツールパスによる高能率側面
切削に対応します

&RPSDWLEOHZLWKKLJKHIILFLHQF\VLGHFXWWLQJ
XVLQJORDGFRQWUROWRROSDWKV

平面切削

3URILOLQJ

R

平面切削に使用できます。
3ODQLQJ

側面

&KDPIHULQJ

6LGH&XWWLQJ

ヘリカル

側面切削に使用できます。
6LGH&XWWLQJ

&DQEHXVHGIRUVLGHFXWWLQJ

溝切削
彫込み

+HOLFDO

座ぐり

6ORWWLQJ

6SRW)DFLQJ

'LHVLQNLQJ

彫込み加工に使用できます。

'LHVLQNLQJ

&DQEHXVHGIRUGLHVLQNLQJ

仕上げ分類

バーチ
カル
9HUWLFDO

7\SHVRIILQLVKLQJ

中仕上
6HPL)LQLVKLQJ

荒
5RXJKLQJ

荒加工

5RXJKLQJ

仕上

荒加工に使用できます。
&DQEHXVHGIRUURXJKLQJ

コーティング

5DGLXV7DSHU

取り

5DGLXV

のこし

&DQEHXVHGIRUUDGLXVFXWWLQJ

面取り加工

5HVW0DWHULDO0DFKLQLQJ

&KDPIHULQJ

&DQEHXVHGIRUFKDPIHULQJ

ヘリカル加工

+HOLFDO

&DQEHXVHGIRUKHOLFDOFXWWLQJ

座ぐり加工

)LQLVKLQJ

&RDWLQJ

TH3コーティング

7+&RDWLQJ

TH3コーティングを施してあります。
7+&RDWLQJKDVEHHQDSSOLHG

ATHコーティング

$7+&RDWLQJ

ATHコーティングを施してあります。
$7+&RDWLQJKDVEHHQDSSOLHG

THコーティング

細部

7+&RDWLQJ

ナノ結晶系THコーティングを施してあります。
1DQRFRPSRVLWH7+&RDWLQJKDVEHHQDSSOLHG

5DGLXV7DSHU

&DQEHXVHGIRUVSRWIDFLQJ

&DQEHXVHGIRUUDGLXVWDSHUFXWWLQJ

取りのこし加工 5HVW0DWHULDO0DFKLQLQJ
取りのこし加工に使用できます。

&DQEHXVHGIRUVLGHRSHQFDYLW\FXWWLQJ

玉ブチ加工

&RUQHU5HFHVVLQJ

&DQEHXVHGIRUFRUQHUUHFHVVLQJ

細部加工

0LQLDWXUH

細部加工に使用できます。
0LQLDWXUH

6SRWIDFLQJ

穴あけ

&DQEHXVHGIRUPLQLDWXUHFXWWLQJ

穴あけ加工

%RULQJ

穴あけ加工に使用できます。
%RULQJ

バーチカル加工

テーパボール加工

玉ブチ加工に使用できます。
&RUQHU5HFHVVLQJ

&DQEHXVHGIRUERULQJ

9HUWLFDO

バーチカル加工に使用できます。

&DQEHXVHGIRUYHUWLFDOFXWWLQJ

中仕上げ加工

6HPL)LQLVKLQJ

中仕上げ加工に使用できます。
&DQEHXVHGIRUVHPLILQLVKLQJ

仕上げ加工

リブ
細部
5LE0LQLDWXUH

リブ・細部加工

5LE0LQLDWXUH

リブ溝加工、細部の加工に使用できます。
&DQEHXVHGIRUULEFXWWLQJDQGPLQLDWXUHFXWWLQJ

)LQLVKLQJ

仕上げ加工に使用できます。
&DQEHXVHGIRUILQLVKLQJ

Micro-THコーティング 0LFUR7+&RDWLQJ

HDコーティング

6XSHUVPRRWK7+&RDWLQJKDVEHHQDSSOLHG

1HZ'LDPRQG&RDWLQJKDVEHHQDSSOLHG

超平滑THコーティングを施してあります。

TH3

玉ブチ

座ぐり加工に使用できます。

&DQEHXVHGIRUVORWWLQJ

彫込み加工

&DQEHXVHGIRUSURILOLQJ

R加工

&DQEHXVHGIRUWDSHUFXWWLQJ

テーパボール加工に使用できます。

ヘリカル加工に使用できます。

溝切削に使用できます。
6ORWWLQJ

3URILOLQJ

面取り加工に使用できます。

&DQEHXVHGIRUSODQLQJ

側面切削

7DSHU

テーパボール

R加工に使用できます。
面取り

3ODQLQJ

曲面加工

7DSHU

テーパ切削に使用できます。

曲面加工に使用できます。

5DGLXV

平面

&DQEHXVHGIRUGLHVLQNLQJ

テーパ加工

PNコーティング

31&RDWLQJ

PNコーティングを施してあります。

31&RDWLQJKDVEHHQDSSOLHG

CSコーティング

&6&RDWLQJ

ナノ結晶系CSコーティングを施してあります。

+'&RDWLQJ

新ダイヤモンドコーティングを施してあります。

ATコーティング

$7&RDWLQJ

ATコーティングを施してあります。
$7&RDWLQJKDVEHHQDSSOLHG

Cコーティング

&&RDWLQJ

C（センチュリー）コーティングを施してあります。

1DQRFRPSRVLWH&6&RDWLQJKDVEHHQDSSOLHG

& FHQWXU\ &RDWLQJKDVEHHQDSSOLHG

SDコーティング

Gコーティング

6'&RDWLQJ

S-DLCコーティングを施してあります。
6'/&&RDWLQJKDVEHHQDSSOLHG

*&RDWLQJ

Gコーティングを施してあります。
*&RDWLQJKDVEHHQDSSOLHG
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切削工具
WEBサービスのご案内
商品カタログの
使用方法
W
r vsiec et hf iosr cPartoadl ou gc ut se
H oEwB tsoe u

アイコンの説明

Meaning of icons

O F F Iコバルトハイス
C I A L Y O U T U多結晶焼結
B E 多結晶焼結ダイヤモンド
CHANNEL

工具材質

HSS-Co

Tool Materials

ダイヤモンド
工具材質にコバルトハイスを使用しています。
MOLDINOオフィシャルYouTubeチャンネル
Cobalt HSS is used in the tool material.
Poly Crystalline Diamond

HSS-Co

w w w超硬
. y o uCarbide
t u b e . c o m / c / M O L D I N O T o oハイス
l E n g i nHSS
eering
工具材質に超硬合金を使用しています。

ハイス

Max1

工具材質にハイスを使用しています。

HSS
最新切削工具の加工映像を随時配信中 ! 本カタログの一部のページからも
リンクのQRコー
ドを添付していますので、ご利用ください。
粉末ハイス Powdered HSS
CBN

Carbide is used in the tool material.

Carbide

HSS is used in the tool material.

BSシャンク

Shank Specification
動画公開中

シャンク
BS Shank

MTシャンク

MT Shank

MTシャンク仕様です。

ストレート

シャンク

BS Shank

BSシャンク仕様です。

Ceramic

エンドミル

Follows BS shank specifications.

Em Shank

Max1

工具材質にMax1
（サーメット）を使用しています。

セラミック

Ceramic

工具材質にセラミックを使用しています。

Ceramic is used in the tool material.

エンドミルシャンク

End Mill Shank

エンドミルシャンク仕様です。
Follows end mill shank specifications.

整数径シャンク

Straight Shank

ストレートシャンク仕様です。

Follows straight shank specifications.
Straight Shank
切削工具 選定データベース

Follows MT shank specifications.

MT Shank

セラミック

シャンク

ストレートシャンク

Poly Crystalline Diamond is used in the tool material.

Max1 (cermet) is used in the tool material.

Movies of
machining using the latest cutting tools areCBN
available工具材質にCBNを使用しています。
for
工具材質に粉末ハイスを使用しています。
Powdered
HSS
is used
in the
tool material.
CBN is used in the tool material.
viewing
any time.
QR
code
links
to movies are provided
Powdered
HSS
on some pages of this catalog for your convenience.

シャンク仕様

工具材質に多結晶焼結ダイヤモンドを使用しています。

Integral No. Shank

整数径シャンク仕様です。

Integral No.Shank

Follows integral number shank specifications.

R

刃先交換式工具諸元
インサート インサート精度 Tolerance class
Statistics
for 法
indexable
工具寸法から
工
具寸
から tools 被
被削材質から
削材質からN インサートの精度を示します。
加工形状から
加
工形状から
From tool dimensions

From work material

切込み角度

Notch angle

切込み角度を示します。

machining
shape
Shows From
tolerance
class of insert

Shows notch angle.

目的にあった工具を絞り込み検索できます。新商品も随時更新中
！
目的にあった工具
具を絞り込み
み検索できます
す。新商品も
も随時更新中
最大切込量
ボデー単体
Maximum Notch
最大切込み量
外径公差
Tolerance on dia.
0
STPデータのダウンロー
ドもできます。
DXFデータや
ST
TPデータの
のダウンロー
ド
。
最大切込み量を示します。
ボデー単体の外径の許容差を示します。
−0.2
Shows maximum notch amount.

Shows the mill diameter tolerance for the body unit.

You can narrow down the search to find the toolsMaximum
thatNotch
suit your purpose. New products
are being updated at any time! You can also download DXF data and STP data.

TOOL SEARCH へのアクセスは

エンドミル諸元

To access the "TOOL SEARCH" click below.

data.moldino.com/toolsearch/

Statistics for End Mills
ねじれ30° ねじれ30°

ねじれ角度

Helix Angle

r 公差

コーナ半径公差

Tolerance on r

不等分割

CAD/CAMサポートデータパック
刃部のねじれ角度を示します。

Helix angle Helix angle

Shows the helix angle of the flute section.

外径公差

外径公差

Tolerance on dia.

外径の許容差を示します。

r tolerance

Shows r tolerance of flute tip.

h5

シャンク径公差

CAD/CAM Support Data Pack

Dia.tolerance

コーナ半径の許容差を示します。

Shows mill diameter tolerance.

Unequal pitch

65
HRC

Tolerance on shank

シャンク径の許容差を示します。
Shows shank diameter tolerance.

不等分割形状

Unequal pitch geometry

不等分割形状を採用しています。
Adopt Unequal pitch geometry.

高硬度材加工

Hardness

加工可能な被削材の硬さを示します。

Shows the machinable work-material hardness.

ボール半径公差 Tolerance on R
コーナR付き Corner Radius
超硬エンドミル検索に特化
！深彫り時の干渉角度の計算ができる
！
！
ボール半径の許容差を示します。
コーナR付き工具です。

R 公差

コーナR

Shows R tolerance of flute tip.

R tolerance

Corner Radius

With corner radius.

ダウンロード後はオフラインで利用可能。インストールも不要です。
超硬エンドミルの検索に加えて、ワーク勾配角に合わせた首下長の工具
を検索できるので、特に微小な深彫り加工を強力にサポートします。

It can be ノンステップボーラー諸元
used offline after downloading. No installation required. In addition to searching for
ドリル・

carbide end
canStep
search
for tools with a length under the neck that matches the draft
Statistics
formills,
Drill,you
Non
Borer
angle of the workpiece, which strongly supports especially minute and deep milling.

必要システム構成：Windows
直径公差 Tolerance 7,8,10
on dia. 日本語版・英語版・中国語版
h6 シャンク径公差 Tolerance on shank
System requirements: Japanese, English, or Chinese version of Windows 7, 8, or Windows 10.

直径の許容差を示します。

シャンク径の許容差を示します。

ねじれ角度

先端角度

Shows the drill diameter tolerance.

Helix angle

溝のねじれ角度を示します。

Shows shank diameter tolerance.

高硬度材加工 Hardness
www.moldino.com/technical/support-data-pack/
加工可能な被削材の硬さを示します。

Tip angle

ドリルの先端角を示します。

Shows the machinable work-material hardness.

加工穴深さ

Low Helix

Shows the drill tip angle.

NCプログラム作成ソフト

NC programs support software for Carbide NSB, Carbide Thread Mill and Carbide drill for SR machining
その他
Others

超硬NSBノンステップ加工、超硬ねじ切りカッタ、SR加工用超硬ドリルの
NCプログラムを作成することができるサービスです。
切削条件表 Cutting condition table
加工動画 Cutting movie

A75

切削
条件表
Service

弊社YouTubeチャンネルにて加工動画を公開中です。
that can 切削条件表の掲載ページを示します。
create NC programs for Carbide NSB non step drilling,
Carbide Thread
Mill and
動画公開中
ShowsMachining
the corresponding page of the cutting condition tables.
Our YouTube channel shows cutting movies.
Cutting Conditions
Carbide
Drill for SR
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Drilling depth

ドリルの最大加工穴深さを示します。

超硬NSB、超硬ねじ切りカッタ、SR 加工用超硬ドリル
Shows the helix angle of the flute.

Shows the maximum machining depth for the drill.

