FANACコントローラー搭載！
小型マシニングセンタ


コンパクト
MC の常識を超える「こだわりの品質」がここにある。

“Commitment to Quality”that revolutionizes the Compact Machining Centers.

MINIMUM but
無限の可能性を秘めた
超コンパクトサイズの高性能マシニングセンタ

M A X I M U M
Ultra Compact and High Performance Machining Center
with Unlimited Potential

ミニマムなボディにマキシマムの性能を備えて生まれた
設置面積わずか 1m

2

の省スペースボディにものづくりへのこだわり

を凝縮した Pico。ファナック CNC（Oi-Mate-MD）
の搭載により、工作
機械に相応しいコントロール性能を実現。
また、フルカバーリングの標
準装備により、切粉と切削油の飛散を防止し、安心の長時間連続加工を
可能にします。
超小型マシンの限界に挑んだ Pico が今、小物ワーク加
工に新たなフィールドを拓きます。

●「こだわりの品質」を備えた超コンパクトマシン
●軽金属小物部品、電極加工、試作、モデル加工、治具製作 など
●鉄鋳物製マシンベース採用の高剛性仕様（OP）もラインナップ

Aminimizedbodywithmaximizedperformance!
PicodemonstratesManufactureʼ sstrengththroughitssmallﬂoorspace
ofonly1m2.ThismodelisequippedwithaFANUCCNC(Oi-Mate-MD)
toachieveexcellentperformancecontrolbest-suitedtomachinetools.
Thefullcoveringstructureprovidedasstandardequipmentallowsa
stablecontinuousoperationforanextendedtimebypreventingcutting
chipsandcoolantfromsplashingaroundthemachine.Picostretches
thelimitsofaultra-compactmachineandgivesbirthtoanewﬁeldof
smallworkpiecemachining.

● Ultra compact machine equipped with quality-focused concept
● Targeted to machining of light metal small parts and electrodes, trial
production, model production, jig manufacture, etc.
● A line-up of machine with highly rigid model made-by cast iron
(optional)
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超小型ボディにこだわりの品質❶

高剛性設計のマシンベース
マシンベースには硬質アルミ鋳物を採用し、
さらに三角リブ構造とし
て剛性を向上。機械の捻れや歪み、加工時の振動を抑え込み、高精
度・高品位の加工を約束します。また、鉄鋳物仕様をオプション設定。
剛性アップにより、
さらなる高精度加工のニーズに応えます。

Ultra-compactbodywithquality-focusedconcept❶
Machinebasewithhighlyrigiddesign
Themachinebaseemployshardaluminumcastingandasquarerib
structuretoenhancerigidity.Thiscontributestotherestrictionof
machinetorsionanddeformationaswellasvibrationduring
machining,thusachievinghigh-accuracyandhigh-quality
machining.Thecastironmachinebodywithupgradedrigidityis
optionallyavailableinordertorespondtotheneedsforaccurate
machining.

テーパシャンクS20T、
プルスタットS20R-1のツールホルダを８本
収納可能なマガジンをもつ（標準）、
ダイレクトチェンジ式ATCを搭
載。エアー供給いらずで追加設備が不要なため低コスト。長時間運
超小型ボディにこだわりの品質❷

高精度位置決めの送り機構
送り機構には高信頼のリニアガイドとボールネジを採用。送りの追従
性を大きく向上し、
高精度位置決めを可能にしました。

転時も、
自動開閉カバーにより切粉からテーパを保護します。

Ultra-compactbodywithquality-focusedconcept❸
ATCwith8toolsforcontinuousmachining
Thedirect-changetypeATCismountedasstandardequipment,
whichcanaccommodate8toolholdersfortapershankS20Tand
pullstudS20R-1.Becauseairsupplyandadditionalfacilitiesarenot
essential,costreductionispossible.Theautomaticopen/close
coverprotectsthespindleandtool-holdertaperfromcuttingchips
duringlongtimeoperation.

超小型ボディにこだわりの品質❹

最高10,000回転の高速主軸
テーパシャンクS20Tのスピンドルは
max.10,000min-1の高速回転主軸。
連続出力500Wのパワーで高速・強力切
削を可能にします。

Ultra-compactbodywithquality-focusedconcept❷
F e e dm e c h a n i s mw i t ha c c u r a t ep o s i t i o n i n g
capability
Thefeedmechanismincorporatesareliablelinearguideandball
screwtoimprovethefeedfollow-upperformanceandenable
accuratepositioning.

Ultra-compactbodywith
quality-focusedconcept❹
High-speedspindleat10,000min-1
ThespindlewithtapershankS20T
rotatesat10,000min-1,whichallows
high-speedandhigh-powercutting
thankstothecontinuousoutputof
500W.

仕様項目

単位

ストローク(XYZ)

mm

テーブル上面～主軸端面

mm

77～230

テーブルサイズ

mm

350 × 300

テーブル面高さ

mm

980

テーブル積載許容質量

kg

50

Ｔ溝寸法（呼び寸法×間隔×数）

超小型マシニングセンタ

305 × 305 × 153

mm

12×50×6
-1

10～10,000

早送り速度(XYZ)

min
mm/min

切削送り速度(XYZ)

mm/min

0～10,000

位置決め精度

mm

±0.03

繰返し位置決め精度

mm

±0.02

主軸回転数

10,000

ATC ツールシャンク形状

S20T

プルスタッド

S20R

工具収納本数
工具最大径

本

8

Φmm

55

1型

工具最大重量

kg

0.8

工具最大長さ

mm

100

工具選択方式

ダイレクトチェンジ方式

主軸出力（連続定格）

kW

0.5

送り軸用モータ(XYZ)

kW

0.1

機械サイズ（W,D,H）

mm

1,000 × 940 × 1

重量 標準仕様（鉄鋳物仕様）

kg

320 （450）

V

AC200V 10A

電源
クーラント用モータ/タンク容量

kW/L

切粉エアブロー用空気圧源

固定番地

,780mm

0.1／40

MPa

0.5

制御装置

FANUC 0i Mate-MD

制御装置 FANUC 0i Mate-MD

特別仕様

8.4インチ カラーLCD グラフィック表示

鉄鋳物仕様

メモリ運転、MDI運転、DNC運転

Ｙストローク

プログラム番号サーチ

コラム上げ台（0～100mm）

シーケンス番号サーチ

460mm （テーブル350×450mm）

マシンロック、ドライラン、ブロックスキップ

主軸高トルク仕様（主軸回転速度 5,000min -1）

シングルブロック、ワーク座標系

AC100V仕様

バックグラウンド編集、拡張編集
プレイバック、図形対話入力
プログラム記憶量
プログラム個数

512kb（1280m）
400個

カスタムマクロ、ミラーイメージ、座標回転
リジットタップ、ヘリカル補間
スケーリング、穴あけ固定サイクル
主軸Ｓ指令、工具Ｔ指令、Ｍコード
主軸オーバーライド
ＡＩ先行制御
メモリーカード入出力
USBメモリ入出力
ＡＩ輪郭制御
イーサネットインターフェイス
※Picoは（株）システムクリエイトの製品です。

＊本カタログ記載の仕様・外観等は、製品改良のため予告なく変更することがあります。
※1：AC100V 仕様の場合、切粉処理はエアブローとなります。
※鉄鋳物仕様時は、Ｙストローク460mm･コラム上げ台仕様は選択できません。

マーキング機器資料・見積依頼・仕様説明
弊社へマーキング機器のご依頼有難う御座います。お手数ですが下記へ仕様内容をご記入の上、
ご返信ください。
商社様会社名
氏名
部署

TEL

FAX

お客様会社名

部署

TEL

FAX

ワーク材質

文字サイズ

最少桁数

最大桁数

氏名

ワーク形状・打刻位置

文字内容

ご要望

お疲れ様でした。ご記入有難う御座いました。
尼崎彫刻工業株式会社

