
放電加工機

特別講演会&セミナー
フェアのハイライト

～卓越した高精度加工を実現するハイクラスモデル～ 
・加工精度±２μm保証の超高精度水ワイヤ放電加工機。
・超仕上電源による仕上げ加工精度の更なる向上を実現。
・IoT対応新型制御装置搭載による生産性の更なる向上を実現。

❶IoTの扉をひらく新制御装置を搭載した
　新型超高精度ワイヤ放電加工機　初出展!

～高精度＆高速加工の革新～
・ＸＹ軸リニアスケールを標準搭載し、ピッチ加工精度±3μmを保証。
・業界最速のジャンプ加速度と進化した適応制御「IDPM」との組合せ
 により、加工速度が大幅に向上。

❷高精度形彫放電加工機 EA-PSシリーズ

時　間 10:30～11:30
テーマ 発振器によるメンテナンスの違い
 ～CO2レーザとファイハ レ゙ーサ ばここが違う！～
講　師 三菱電機メカトロニクスエンジニアリング㈱　
 西日本支社　レーザ部　森谷　彰

時　間 15:00～16:00
テーマ レーザで進める工法転換   
 ～レーザ加工を活用したコスト削減、品質改善、
　　　　 生産性向上、性能向上、納期短縮のコツと
　　　　 ノウハウを豊富な事例を通じて設計者に提案～
講　師 三菱電機㈱
　　　  FAシステム事業本部産業メカトロニクス事業部
　　　  主管技師長　工学博士　金岡　優 

時　間 13:00～14:30
テーマ 一流選手から学ぶ目標達成へのプロセス
講　師 山本　昌邦　氏
 サッカー解説者
 2004年アテネ五輪サッカー日本代表監督
 元Jリーグジュビロ磐田監督 　　 

12月6日（水）セミナー

12月7日（木）セミナー

時　間 10:00～11：30
テーマ ワイヤ加工塾
 (放電加工機 加工技術セミナー) 
 取扱説明書では伝わらない
 ノウハウのご紹介
講　師 三菱電機㈱
 加工技術グループ

時　間 13:00～14:00
テーマ 新型制御装置搭載　
 超高精度ワイヤ放電加工機と
 高精度加工に向けた
 取り組みのご紹介
講　師 三菱電機㈱
 名古屋製作所　放電製造部

時　間 14:10～15:00
テーマ ものづくりにおけるIoTの活用
講　師 三菱電機㈱
 FAシステム事業本部
 FAソリューション事業推進部
 FAソリューションシステム部
 主管技師長　加納　健司

時　間 15:05～16:00
テーマ 三菱CNCサービスのご紹介
 ～機械の導入から更新まで、
 安心してお使いいただくために～
講　師 三菱電機メカトロニクスエンジニアリング㈱
 西日本支社　NC部　部長　鵜飼俊幸　　　　　
 NC事業部　営業技術課　課長　阪田直樹

レーザ加工機

～最先端の自社製制御装置「D-CUBES」と
　最新加工技術の融合でファイバレーザは新たな次元へ～
・AR（拡張現実）技術により加工開始までの段取り時間を削減。
・スマホ感覚のイージー操作で現場オペレータの作業効率を改善。
・最新の軟鋼エアー切断技術で究極の低ランニングコストをご提案。

「レーザで進める工法転換」 ～レーザ加工を活用したコスト削減、品質改善、生産性向上、性能向上、
 納期短縮のコツとノウハウを豊富な事例を通じて設計者に提案～
本セミナーは設計者の方々及び営業担当者の方向けです。設計者の方々にはレーザ加工を既存の切断、溶接などの単なる置き
換え加工ではなく新たな付加価値の創造として提案させていただきます。営業担当者の方々にはお仕事を受注するための、お客
様への創造的なご提案の参考にして頂ける内容となっておりますので、是非皆様のご参加をお待ちしております！

❶ファイバレーザ加工機 eX-Fシリーズ

タイトル：「発振器によるメンテナンスの違い」　～CO2レーザとファイハ レ゙ーサ ばここが違う！～
三菱電機メカトロニクスエンジニアリングのベテラン技術者が講師を務め、皆様がお使いの加工機をより長期間安定稼動させる
ためのノウハウを伝授させていただきます。過去の開催時には大変好評を頂いたセミナーです。
今回は好評のセミナーにファイバレーザの要素を加えた最新の内容になっております。是非ご参加ください！

❸炭酸ガスレーザ/ファイバレーザ　メンテナンス塾
 

❷三菱電機が誇る有名講師によるレーザ加工機セミナーを開催！

「ワイヤ加工塾～取扱説明書では伝わらないノウハウのご紹介～」
ワイヤ放電加工機の加工技術セミナーは毎回多数のお客様に受講いただい
ている人気講演です。日頃なかなかご紹介することができない「裏技」をこの
機会に是非ご確認ください！

❸西日本エリア専任講師による放電加工機セミナーを開催！



リモートサービス『iQ Care Remote4U』

❶仕事の見える化に貢献
　＜ダッシュボード機能＞

❷安心稼働を遠隔でサポート
　＜リモート診断機能＞

・パソコン・スマートフォン・タブレットで、加工機
の稼働情報・加工予測時間などをリアルタイム
で確認。
・加工・稼働実績や電力消費量などを収集・蓄積
し表示。汎用の表計算ソフトへの出力もでき、
生産プロセスの改善・ランニングコスト低減に
も貢献。

・サービスセンターから直接お客様の加工機の
状況を遠隔診断して予防保全情報をご提供！
・お困りの際には当社のスタッフから迅速な対
応が可能。
・遠隔操作でソフトウェアのバージョンアップや
加工条件変更などが可能。

数値制御装置CNC

・スタンダードモデルM80シリーズに、拡張性と柔軟性を高めた
 表示器分離型をラインアップ。
・ユーザ様の使い勝手を向上させる、対話式プログラミング機能を更に強化。

❷MELSEC iQ-Rシリーズ対応最新NC C80をご紹介
・自社独自に開発したCNC専用CPU搭載により、基本性能が大幅に向上。
・さらに新規開発の高速システムバス（当社従来比約40倍）により
 大容量データ通信が飛躍的に高速化。

M800/M80

C80

『一流選手から学ぶ目標達成へのプロセス』

講師：山本　昌邦　氏
・サッカー解説者　 ・2004年アテネ五輪サッカー日本代表監督 　・元Jリーグジュビロ磐田監督

日時：12月6日(水)13：00～14:30

日時：12月7日(木)①10：30～12:30
　　　　　　　　 ②14：00～16:00
西日本メカトロソリューションセンターからバスでのご案内となります。

※1 事前予約制となっております。同封の申込書よりお申し込みをお願いいたします。　※2 出展内容は予告なく変更となる場合がございます。

特別講演会

❶生産性・ユーザビリティを追求した
　M800/M80をご紹介

テーマ

メカトロニクスフェア限定企画　三菱電機伊丹製作所特別見学会

『鉄道システム・系統変電システム　新ショールーム見学ツアー』
通常は見学できない鉄道車両・電力事業に関する
完成したばかりの新しいショールームを本展示会限定でご案内いたします。
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