切削工具 WEBサービスのご案内
WEB service for Products

1 切削工具 商品カタログ

PDF版

パソコンなどで利用できる PDF版の商品カタログです。
PDF version of product catalog which can be used on computers, etc.

2 MOLDINOモバイルアプリ
スマートフォン・タブレットで閲覧できるカタログアプリです。
Catalog application for viewing on smartphones or tablets.
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工具選定データベース

最新の高能率・高精度工具を検索し、目的の加工にあった工具を探す事ができます。

You can search for the latest high-efficiency, high-accuracy tools and find the optimum tool for your application.
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4 オフィシャル YouTubeチャンネル
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弊社切削工具の加工中のムービーを配信しています。

Movies of machining using our cutting tools are available.
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5 CAD/CAM サポートデータパック
超硬エンドミルに特化した検索データベースで、干渉角度計算ができます。

This search database specialized for carbide end mills enables calculation of interference angles.

6 NCプログラム作成ツール

ウェブサイト トップページ

ノンステップ穴加工、ねじ切り加工、SR加工用のNCプログラムを作成するツールです。

Websight top page

Tool of creating NC programs for non step drilling, threading and SR machining.

寸法表・切削条件のエクセルデータ・PDFデータのダウンロードが可能、
工具形状のDXFデータのダウンロードも可能です。
※DXFデータは全ての工具を網羅していません。未掲載のものは順次作成・公開予定です。
Tool shape DXF data can be downloaded. *DXF data is not available for all tools. Tool data not yet available will be created and made available in succession.

モバイルアプリ
fo r i O S an d A n d r o i d
MOLDINO Mobile Application for iOS and Android
MO

工具の商品名や種類からはもちろん、
加工用途や被削材などから工具を検索!
Tools can be searched for by machining application, cutting material, etc.
as we
well as product name or type!

スマートフォン・タブレットの画面に合わせた専用表示画面
スマ
Special display screen matched to the screens of smartphones or tablets
Spec

工具データを検索

種類から探す

工具
工具検索メニューも豊富
用途に合わせた検索方法が選択できます
用途
Rich tool search menu. Search method can be selected according to the application.

他の方法で探す

切削動力計算

アルファ高送りラジアスミル

TR4F

インストールは無料です。
インストールは App Store または Google Play
から
から「MOLDINO」で検索してください。

詳しくはこちら

※ご
※ご利用にはインターネッ
ト接続環境が必要です。

Internet connection environment is necessary for use.
Int

iOS

Android
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切削工具 WEBサービスのご案内
WEB service for Products

OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL
MOLDINOオフィシャルYouTubeチャンネル

www.youtube.com/c/MOLDINOToolEngineering
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。
Movies of machining using the latest cutting tools are available for
viewing any time. QR code links to movies are provided
on some pages of this catalog for your convenience.

動画公開中

切削工具 選定データベース
R

工具寸法から
工
具寸法から
From tool dimensions

被削材質から
被
削材質から
From work material

加工形状から
加
工形状から
From machining shape

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！
STPデータのダウンロー
DXFデータや ST
TPデータの
のダウンロードもできます。
ド
。
You can narrow down the search to find the tools that 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
To access the "TOOL SEARCH" click below.

data.moldino.com/toolsearch/

CAD/CAMサポートデータパック
CAD/CAM Support Data Pack

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！
！
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 used offline after downloading. No installation required. In addition to searching for
carbide end mills, you can search for tools with a length under the neck that matches the draft
angle of the workpiece, which strongly supports especially minute and deep milling.

必要システム構成：Windows 7,8,10 日本語版・英語版・中国語版

System requirements: Japanese, English, or Chinese version of Windows 7, 8, or Windows 10.

www.moldino.com/technical/support-data-pack/

超硬NSB、超硬ねじ切りカッタ、SR 加工用超硬ドリル

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

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。
Service that can create NC programs for Carbide NSB non step drilling, Carbide Thread Mill and
Carbide Drill for SR Machining
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