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サガワ産業株式会社
x〒520-3026　滋賀県栗東市下鈎679番地　;077-552-0333（代表）
Yhttp://www.sagawasangyou.com　Fsagawakensa@yahoo.co.jp

安全安心の為、短時間に検査が行える検査装置
を各種開発しました。

KG式 非破壊検査装置シリーズ センサを走査して溶接部などの表面、内部、裏
面、更に重ねた下板の亀裂を検出します。
KG式  PECT-SP1A（ステンレス用）

亀裂検査

センサを走査するだけで減肉を検出します。
KG式  PECT-SP1B（ステンレス用） 
KG式  PECT-SL1  （アルミ合金用）

減肉検査

センサを当てるだけで残留応力分布と主応力方
向を検出します。
KG式  BN 応力計 

残留応力分布検査

センサを走査するだけで塗装の下の焼き入れ範
囲を検出します。
KG式  PECT-SP1C （鉄鋼用）

焼入れ範囲検査

センサを走査するだけでワイヤーロープなどの
断線を検出します。
KG式  Wire  rope  tester 

ワイヤーロープ断線検査
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株式会社 Kamogawa
x〒612-8444　京都市伏見区竹田田中宮町78
;075-605-3121　　Yhttp://www.kamog.co.jp/　　F moriguchi@kamog.co.jp

超硬金型の直彫において荒・中仕上加工に最適です。
※再電着対応可能なWC--SiC（特許申請中）を使用

超硬直彫加工、ワンパスホーニング加工、脆性材料加工に適したダイヤモンド工具をご提供。
ワンパスで高精度濾過を実現する濾過装置でクーラント周辺のお困りごとを解決します。
また、新開発製品となる特殊な刃先処理を備えた高寿命・高精度エンドミルを展示します。

株式会社ミヤジマ
x〒522-0341　滋賀県犬上郡多賀町多賀1008番地
;0749-48-0571　　Yhttp://miyajima-jp.com　　F post@miyajima-jp.com

当社は「ツバ付きシャフトのアプセット鍛造」に特化している鍛造メーカです。独自の鍛造方式で、金型費は「ゼロ」または「最小限」に
抑え、製造ロットも１本から対応可能です。 アプセット鍛造により「材料費節減」、「切削加工時間の短縮」による大幅なコストダウン
が見込めます。近年では、熱処理、機械加工（NC旋盤、BTA）にも力を入れており、一貫生産による短納期対応も実現します。

アクセラモールドミル
脆性材加工用に開発された特殊形状により高能
率加工を実現します。

アクセラドリル 油圧スリーブ、焼入れ鋼、鋳鉄等のワンパスホー
ニング加工に最適です。外径精度±0.002、低破
砕性砥粒の採用により長寿命化を実現します。

アクセラリーマ

丸棒鋼材を軸方向に圧縮し、先端または中間に
ツバを出す鍛造工法です。

アプセット鍛造とは
素材重量が軽くなることにより、材料費、加工費
が安くなります。

削り出しとアプセット鍛造のコスト比較
多数の汎用型（上型、ツバ型、下型）の組み合わせ
方式による独自工法

型代ゼロでなぜ型鍛造が出来るのか！？

φ27～50までは1㍉毎に工具あり、止まり穴の
同軸度0.05、面粗度Ra1.6も対応可能です。

最新鋭ＢＴＡ機による精密深穴加工について
軸部は丸棒鋼材そのままのため、後工程でチャッ
クしやすいのも特徴のひとつです。

アプセット鍛造製品群
材料～鍛造～熱処理～機械加工までワンストップ
にて対応可能です。「安くて早い！」を実現致します。

機械加工もお任せ下さい 特殊な刃先処理を備えた高精度エンドミル。
刃先摩耗を均一化させることによって寿命２倍
以上を実現します。

D-Plusミル

特殊フィルター式濾過システム、0.5～5μmの
スラッジを95％除去可能。

超硬・セラミック
完全濾過くん

サイクロン式濾過システムで10～20μmの
スラッジを90％除去可能。

タック
サイクロン

日光化成株式会社
【本　　社】 x〒531-0077　大阪府大阪市北区大淀北1丁目6-41　;06-6458-5511（代表）
　　　　   Yhttp://www.nikkokasei.co.jp/　Fh-kawasaki@nikkokasei.co.jp
【滋賀工場】 x〒520-3114　滋賀県湖南市石部口4丁目2番1号

日光化成は長年培ってきた独自の「樹脂ブレンド技術」を活かして、高付加価値の材料を開発する素材メーカーです。
様々な特性を組み合わせ、今まで世の中になかった「複合化材料」を創り出しています。
本展では、新たに開発したシート材料を展示致します。

高い放熱性と柔軟性を有するゲルシート。
熱を効率よく逃がし、部品温度を下げます。 

ロスナゲルシート
補修工事の簡略化を目的としたシート材料。
設備・構造物の延命化を図ります。 

紫外線硬化型FRPシート
高強度かつ、耐熱温度400℃を併せ持つ断熱板
で、各産業分野から高い信頼を得ています。 

ロスナボード

耐熱温度300℃を有するエラストマーシート。
様々な電子機器の熱対策に最適です。

ロスナ耐熱シート
紫外線に触れることにより硬化し、通常のFRP
と同等の強度と耐久性を有します。 

紫外線硬化型FRPシート
SW製法により高強度かつ、タワミ・ネジレに強い
為、フィルム等のコア材に最適です。 

ニコライト積層管

山科精器株式会社
x〒520-3001　滋賀県栗東市東坂525番地
;077-558-2311　　Yhttps://www.yasec.co.jp　　Finfo@yasec.co.jp

当社は工作機械、産業機械、食品機器、熱交換器、注油器、医療機器の設計・製造販売しています。
展示の「CATCH+」はFANUCのNCに簡易に接続でき、機械メーカー関係なく取得したいアドレスを
入力するだけで見える化できるシステムです。

・見える化［総合モニタ、稼働監視、生産監視］
・発生防止［定期点検、予防保全］
・早期復旧［異常表示、メール通知、ＮＣバックアップ］
・運用改善［異常履歴、異常累積、生産計画、保全計画］

【CATCH+】　工作機械生産支援システム

油が定期的に給油箇所へ送られているか確認
するセンサー。予防保全・稼働率向上に。

オイルフローセンサー

誰でも簡単に安定
した鋼板の面取り
が可能。
薄板・曲線・ワーク
内径にも対応。

エッジナイン

高速回転で短時間
での研磨が可能。
メッキ後や塗装前
の表面仕上げ、面
粗度向上。

YS形高速遠心
バレル研磨機

ボタン1つで力いらずに
バター等の食品を簡単切断。
エア駆動で省エネ。
水洗いも可能。

フードカッター

工作機械、産業機械、
食品機械など、お客様の
「やりたいをカタチに。」
提案、設計、製作いたし
ます。

ＦＡ機械


