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武政精工設備一覧

 

メーカー 安田工業 メーカー 安田工業 メーカー 安田工業
型式 YBM640V3 型式 YBM850V 型式 YBM950V
台数 2 台数 1 台数 1
加工範囲 600×400×350 加工範囲 800×500×350 加工範囲 900×500×350
主軸MAX 20000rpm 主軸MAX 10000rpm 主軸MAX 20000rpm
FANUC Series31i-MODELA5 FANUC Series 16i-M FANUC Series31i-MODELA5

メーカー 牧野フライス製作所 メーカー 牧野フライス精機
型式 V33 型式 MSA40
台数 2 台数 1
加工範囲 600×400×350 加工範囲 600×400×400
主軸MAX 20000rpm 主軸MAX 20000rpm
FANUC Professional FANUC Series 16i-M

メーカー 碌々産業 メーカー 碌々産業
型式 CEGA2 型式 MEGA360
台数 1 台数 2
加工範囲 400×500×300 加工範囲 410×330×200
主軸MAX 30000rpm 主軸MAX 36000rpm
FANUC Series31i-MODELA5 FANUC Series 16i-M

高精密高速小径微細加工機高精密高速微細加工機

高精密マシニングセンター 高精密マシニングセンター

《マシニングセンタ》

CNCジグボーラ CNCジグボーラ CNCジグボーラ
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武政精工設備一覧

メーカー 牧野フライス製作所 メーカー OKK メーカー OKK
型式 GF-6 型式 MCV860 型式 MCV660
台数 1 台数 2 台数 2
加工範囲 1050×600×560 加工範囲 2040×860×800 加工範囲 1520×660×650
主軸MAX 8000rpm 主軸MAX 8000rpm 主軸MAX 8000rpm
FANUC Professional 3 FANUC Series 16i-MB FANUC Series 31i-Model A

メーカー OKK メーカー オークマ メーカー オークマ
型式 HM40 型式 MCV-A 型式 MC-4VA
台数 1 台数 1 台数 2
加工範囲 620×560×560 加工範囲 2000×1000×400 加工範囲 650×410×450
主軸MAX 10000rpm 主軸MAX 2000rpm 主軸MAX 5000rpm
FANUC Series 16is-MB

マシニングセンターマシニングセンター

高精密マシニングセンター

横型マシニングセンター

高精密マシニングセンター高精密マシニングセンター
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武政精工設備一覧

メーカー 牧野フライス製作所 メーカー 牧野フライス製作所 メーカー 山崎技研
型式 AEV5A-85 型式 KEVA55 型式 YZ8WRⅢ
台数 1 台数 1 台数 2
加工範囲 960×430×400 加工範囲 550×320×350 加工範囲 1050×400×600
主軸MAX 4000rpm 主軸MAX 4000rpm

メーカー 山崎技研 メーカー OKK
型式 YZ-400NCR 型式 RRM3V
台数 5 台数 1
加工範囲 1050×400×600 加工範囲 900×350×400

メーカー OKK メーカー OKK メーカー 碌々産業
型式 RRM3V 型式 RRM3P,MH3PⅡ 型式 RUM-5
台数 4 台数 各１台（2台） 台数 1
加工範囲 900×350×400 加工範囲 900×350×400

メーカー 松澤製作所
型式 MZ-3BG
台数 1

万能工具切削盤

操作入力フライス盤

縦型フライス盤 横型フライス盤 万能フライス盤

操作入力フライス盤

《フライス》

操作入力フライス盤 操作入力フライス盤 操作入力フライス盤
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武政精工設備一覧

メーカー オークマ メーカー オークマ メーカー オークマ
型式 LB300 型式 LB300 型式 LB300
台数 2 台数 2 台数 3
加工範囲 φ270×400 加工範囲 φ270×450 加工範囲 φ350×400

メーカー オークマ メーカー オークマ メーカー タキザワ
型式 LB15 型式 LCS-15 型式 TAL-600
台数 1 台数 2 台数 2
加工範囲 φ270×300 加工範囲 φ270×400 加工範囲 φ560×1800

メーカー タキザワ メーカー タキザワ メーカー ワシノ
型式 TAL-460 型式 TAL-510 型式 LE-19K
台数 3 台数 1 台数 1
加工範囲 φ400×1500 加工範囲 φ400×1500 加工範囲 φ420×1000

メーカー マザック メーカー マザック メーカー マザック
型式 INTEGREX i-150 型式 INTEGREX200Y 型式 INTEGREX100Y
台数 1 台数 1 台数 1
加工範囲 φ340×435 加工範囲 φ350×1018 加工範囲 φ250×503
主軸MAX 12000rpm 主軸MAX 6000rpm 主軸MAX 10000rpm

複合NC旋盤 複合NC旋盤

旋盤

複合NC旋盤

NC旋盤 NC旋盤 旋盤

旋盤 旋盤

《NC旋盤・旋盤・複合NC旋盤》

NC旋盤 NC旋盤 NC旋盤
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武政精工設備一覧

メーカー 日立精機 メーカー 日立精工 メーカー 岡本工作
型式 GHL-B512NS 型式 GHL-490 型式 PSG208EX
台数 1 台数 1 台数 1
加工範囲 1250×500×400 加工範囲 900×400×300 加工範囲 2000×800×500

メーカー 岡本工作 メーカー 岡本工作 メーカー 岡本工作
型式 PSG-63DX 型式 PFG-500 型式 IGM
台数 1 台数 1 台数 1
加工範囲 600×300×250 加工範囲 500×150×200 加工範囲 φ250

メーカー 岡本工作 メーカー 豊田工機 メーカー 豊田工機
型式 IGM-2M 型式 GOP32×100型 型式 G32
台数 1 台数 1 台数 2
加工範囲 φ250 加工範囲 φ300×1000 加工範囲 φ300×500

平面研削盤 成形研削盤 内面研削盤

内面研削盤（端面研削装置付） 円筒研削盤 円筒研削盤

《研磨》

精密平面研削盤 平面研削盤 平面研削盤
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武政精工設備一覧

メーカー 三菱電機 メーカー 三菱電機 メーカー ミクニマキノ
型式 DIAX  EA12E 型式 DIAX  VX10 型式 ED-α2000S
台数 1 台数 1 台数 1
加工範囲 400×300×300 加工範囲 350×250×300

メーカー 三菱電機 メーカー CHARMILLES メーカー キラ
型式 DIAX  QA10 型式 ROBOFIL290F 型式 NSD340
台数 1 台数 1 台数 12
加工範囲 350×250×200 加工範囲 400×250×195
テーパー 15度 テーパー 30度

メーカー キラ他 メーカー モリヨシダ メーカー TOA
型式 型式 YR3-115 型式 TRD-1300G
台数 3 台数 1 台数 1

メーカー MIROKU メーカー 島田理化工業 メーカー ARIMITSU
型式 MSEG-800 型式 UCL-122H1-8A 型式 AJC-86L
台数 1 台数 1 台数 1
加工範囲 Φ4～Φ24

 縦型ボール盤

 ガンドリル

ワイヤー加工機

超音波洗浄装置 部品洗浄機

《放電・ワイヤー・穴あけ・他》

卓上ボール盤

 ラジアルボール盤

ワイヤー加工機

 ラジアルボール盤

放電加工機 放電加工機 細穴放電加工機
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武政精工設備一覧

メーカー 東京精密 メーカー 東京精密 メーカー TESA
型式 SURFCOM480A 型式 RONCOM40A 型式 マイクロハイト-600
台数 1 台数 1 台数 1

メーカー ミツトヨ メーカー ミツトヨ メーカー キーエンス
型式 BH706 型式 QV-406 型式 VHX-600
台数 1 台数 1 台数 1

メーカー 東京精密 メーカー ニコン メーカー ミツトヨ
型式 1700SD3 型式 SMXUｼｽﾃﾑﾓﾆﾀｰ付 型式 ￠300
台数 1 台数 1 台数 1

名称 型式 台数
コンターマシン 1
スロッター 1
キーシータ 1
ノコ盤 NCC 1
丸ノコ切断機 SF-1300 1
2次元CAD/CAM T･CAD-11 2
3次元CAD/CAM CAMAGIC 1
3次元CAD/CAM CimatronE 1

実態顕微鏡

セイロジャパン

材料場

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

メーカー

三菱
TACTX
TOKAI
日本コネチカット

宝精機
中防製作所

高精度ハイトゲージ

《検査・他》

安藤精機

デジタルマイクロスコープ

輪郭形状測定機 投影機

三次元測定器 画像三次元測定器

表面粗さ計 真円度測定器
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