E3000 SERIES

「 E3000 シリーズ」システム図
セパレートタイプ（組み合わせ型）∅30 /∅25 /∅20 ㎜
コレット専用軸

スピンドル

60,000 min

50,000 min

-1

60,000min -1 ショートスピンドル
詳細はp.9 参照

40,000 min

50,000min-1 スピンドル
詳細はp.9 参照

メタルソー専用軸 KCH-03
減速器（1/4減速）
詳細はp.23 参照

1,870

アングルスピンドル ロングヘッド
詳細はp.13 参照

4M /6M /8M
ストレートタイプモータコード

EMCD-3000A4M /6M /8M ＊

-1

1,000〜60,000

-1

砥石フランジ EGF-19

EMCD-3000-

ARG-021E
減速器（1/16減速）
詳細はp.23 参照

アングルタイプモータコード
詳細はp.27参照

min -1

コレットナット CHN-A

E3000 SELECTOR
セレクタ
※複数モータを個別に
使用するときに接続できます。
（同時使用はできません）
詳細はp.42 参照

RAX-271E /RAX-71E
アングルスピンドル 標準ヘッド
詳細はp.11参照

EM-3060

＊アングルタイプ装着例

60,000min -1 モータ
詳細はp.27参照

-1

RA-151E

1,000〜30,000

アングルスピンドル 小型ヘッド
詳細はp.13 参照

50,000 min

30,000min-1 モータ
（ジョイントタイプモータコード用）
詳細はp.29 参照

自動工具交換スピンドル
詳細はp.15 参照

50,000 min

-1

NR50-5100 ATC-RS

コレット CHR RSグループ
φ3.0〜6.35 ㎜

自動工具交換スピンドル
詳細はp.15 参照

50,000 min

-1

min

-1

3M /4M /6M /8M
ジョイントタイプモータコード
詳細はp.28 参照

自動工具交換スピンドル
詳細はp.17参照

コレット CHBグループ
φ2.0〜4.0 ㎜

60,000 min

-1

60,000 min

コントローラ
詳細はp.41参照

EMCD-3000J3M /4M /6M /8M
ジョイントタイプモータコード
詳細はp.28 参照

コレットナット K-265
コレット CHKグループ
φ0.5〜6.35 ㎜

出力側

15,000

AL-C1204

min -1

エアーラインキット
※冷却用エアーの供給
詳細はp.43 参照

21,300 min

-1

EMA-3020K

砥石軸 AGM-03

21,300 min

-1

コレット CHSSグループ
φ1.0〜3.175 ㎜

EMA-3020S

減速器オイルミストタイプ（1/4減速）
詳細はp.23 参照

E3000 CONTROLLER

アングルモータスピンドル
ビルトインヘッド
詳細はp.35 参照

コレットナット K-265

※NR-3060S、NR-453E/NR-403E、
以外は減速器の使用ができません。

60,000 min

コントローラ
詳細はp.41参照

-1

コレット CHKグループ
φ0.5〜6.35 ㎜

NRR-3060

EMSF-3060K

AL-A1205
エアーラインキット
（NRAF-5080用）
詳細はp.43 参照

フランジ付きモータスピンドル
詳細はp.39 参照

コレットナット K-265
コレット CHKグループ
φ0.5〜6.35 ㎜

AL-C1204

レバー式クイックチェンジスピンドル
詳細はp.21参照

メタルソー専用軸 KCH-03

60,000 min

EMR-3008K

アングルモータスピンドル
標準ヘッド
詳細はp.35 参照

NRR3060-QC

コレットナット K-265

3M
4M
6M
8M

-1

メタルソー専用軸 KCH-03

60,000min -1 モータ
（ジョイントタイプモータコード用）
詳細はp.27参照

-1

コレット CHAグループ
φ0.5〜4.0 ㎜

8,000min

セレクタ
※複数モータを個別に
使用するときに接続できます。
（同時使用はできません）
詳細はp.42 参照

EM-3060J /EM-3060J-2M

手動工具交換スピンドル
詳細はp.17参照

コレット CHKグループ
φ0.5〜6.35 ㎜

E3000 CONTROLLER

RG-3004M
NR40-5100 ATC

E3000 SELECTOR

砥石軸 AGM-03

NR50-5100 ATC

コレット CHRグループ
φ2.0〜6.35 ㎜

コレットナット CHN-A

コレットナット K-265

減速器付きモータスピンドル
詳細はp.33 参照

3M
4M
6M
8M

EMCD-3000J1,000〜60,000

-1

EMS-3060A
∅30 モータスピンドル
（CHAコレット使用・30cmジョイントコード付き）
詳細はp.33 参照

メタルソー専用軸 KCH-03

EM-3030T-J /EM-3030T-J-2M
RA-271E

コレット CHSグループ
φ0.8〜3.175 ㎜

-1

min -1

メタルソー専用軸 KCH-02
-1

60,000 min

コレット CHAグループ
φ0.5〜4.0 ㎜

コレット CHKグループ
φ0.5〜6.35 ㎜

アングルスピンドル ショートヘッド
詳細はp.11参照

13,330 min

∅30 モータスピンドル
（CHKコレット使用・30cmジョイントコード付き）
詳細はp.33 参照

砥石軸 AGM-03

6M

min -1

（RAX-71E）

7,490min

-1

EMS-3060K

4M

（RAX-271E）

コレット CH8グループ
φ0.8〜3.175 ㎜

コントローラ

8M

RAS-151E

5,000min

60,000 min

ARG-011E
出力側

-1

コレット CHKグループ
φ0.5〜6.35 ㎜

20,000 min

モータ
コード

min -1

NR-453E /NR-403E

コレットナット K-265

7,490min

7,500

-1

（NR-403E）

モータスピンドル

コレット専用軸

コレット CHKグループ
φ0.5〜6.35 ㎜

※NR-3060S、NR-453E/NR-403E、
以外は減速器の使用ができません。
出力側

砥石軸 AGM-03

コントローラ

コレットナット K-265

（NR-453E）

メタルソー専用軸 KCH-03

モータ
コード

モータ

-1

NR-3060S
砥石フランジ EGF-19

ワンピースタイプ（一体型）∅30 /∅25 /∅20 ㎜

-1

60,000 min

AL-M1201BL

NR3060-AQC

エアーラインキット
（RG-3004M用）
詳細はp.43 参照

エアー式クイックチェンジスピンドル
詳細はp.19 参照

エアーラインキット
※冷却用エアーの供給
詳細はp.43 参照

-1

EM30-S6000
∅30 モータスピンドル
（CHKコレット使用）
詳細はp.37参照

砥石軸 AGM-03

4M
6M

コンプレッサ

8M

コレットナット CHN-A

80,000 min

NR-3080S

コレット CHAグループ
φ0.5〜4.0 ㎜
コレットナット K-265
コレット CHKグループ
φ0.5〜6.35 ㎜
コレット、専用軸の
詳細は巻末参照

p.5

砥石フランジ EGF-19

-1

20,000 〜80,000

80,000min スピンドル
詳細はp.25 参照

80,000 min

EM-3080J /EM-3080J-2M
NRAF-5080
エアー軸受スピンドル
詳細はp.25 参照

-1

EMCD-30004M /6M /8M

min -1

-1

-1

60,000 min

ブラシレスモータ
（ジョイントタイプモータコード用）
詳細はp.29 参照

3M
4M
6M
8M

EMCD-3000J-

EM25-S6000

コレットナット CHN-A

∅25 モータスピンドル
（CHAコレット使用）
詳細はp.37参照

AL-A0611
エアーラインキット
（NRAF-5080用）
詳細はp.43 参照

コレット CHAグループ
φ0.5〜4.0 ㎜

60,000 min

-1

ストレートタイプモータコード

EMCD-3000A4M /6M /8M ＊
アングルタイプモータコード
詳細はp.27参照

3M /4M /6M /8M

EM20-S6000

ジョイントタイプモータコード
詳細はp.28 参照

コンプレッサ

コレット、専用軸の
詳細は巻末参照

∅20 モータスピンドル
（CHAコレット使用）
詳細はp.37参照

＊アングルタイプ装着例

p.6

