
6 7

MEASURING APPLICATION FOR AUTOMOBILE PARTS

自動車部品計測用アプリケーション

① 自動車部品計測用アプリケーション Measuring application for automobile parts

 オートバランサ PULCOM AB-10
    は、砥石スピンドルの動的バラ
    ンスを修正し、研削盤の振動を
    軽減し、最適な高精度加工を実
    現するためのシステムです。

 フランジ型バランスヘッドは研  
    削盤へのレトロフィットが容易
    です。

ATC 振れ検出システムは、ツールテーパ部への切り粉の噛み込み等によって
　生じるツールの振れを検出し、加工不良を防止するシステムです。

 ＮＣ研削盤やマシニングセンタな
    どの工具及びワークの位置検出に
     最適。

 段取り時間の削減や加工精度の
    向上に有効です。

オートバランサ
PULCOM AB-10 （フランジ型）

ATC振れ検出システム

タッチロケーター
TL-02

 Auto Balancer PULCOM AB-10
    is the system to controll dynamic
    balance of wheel spindle, reduce 
    vibration of grinding head, and
    realizebest precise processing.

 The flange type balancing head
    iseasy to be installed to used
    grinders.

 ATC run-out detection system is used to detect abnormal run-out of the
    cutting tool caused by chips entering the tool taper and to prevent 
    machining defects.

Auto Balancer (The flange type)

ATC Run-out Detection System

Touch Locater

 This touch locator is the best
    for positional detection of tools
    and works at the NC grinder 
    and machininng center. 

 It is effective to the reduction
    in the changeover time and the
    improvement of the processing
    accuracy. 

② アルミ切削加工用アプリケーション Application for machining of aluminum

クランクシャフト総合測定機 クランクシャフトバランス測定修正機 カムシャフト測定機

突然の加工不良　 切粉の噛み込みではありませんか？
Sudden ｍacining defects　Are they being caused by chips in the tool chuck?

●全数検査工程の廃止問題を解決
　Abolition of the total inspection process
●ツール破損防止
　Prevention of the tool damage
●ツール劣化による寿命の短縮防止
　Prevention of the life-shortening by tool deterioration

ATC 振れ検出システム導入効果
Effect of ATC run-out detection system切粉 Chips

変種変量生産対応

装着機の加工不良撲滅

MEASURING APPLICATION FOR BEARING PARTS

ベアリング部品用アプリケーション

① 小・中型ワーク用計測アプリケーション Measuring application for small and middle size parts

② 大型ワーク用計測アプリケーション Measuring application for large size parts

多品種生産効率の向上

重量物ワークのオンマシン高精度計測

カムシャフト測定機 プーリ測定機 ボールジョント測定機

クランクシャフト測定機 シリンダブロック測定機 トルクコンバータ測定機

 多品種混合生産ラインに最適な、無段取り替え対応用広範囲ゲージ。
 デジタルスケールの採用により、高精度でかつ良好な温度特性を実現。

 オートバランサ PULCOM AB-10 は、砥石スピンドルの動的バランスを修正し、
    研削盤の振動を軽減し、最適な高精度加工を実現するためのシステムです。

 軸内型バランスヘッドは特に高精度、高周速に対応したモデルです。

広範囲汎用デジタルヘッド
Γ-ＤII

オートバランサ　
PULCOM AB-10 （軸内型）

 This gage is the best for the many varieties mixture production line  
    without the changeover.

 Accompliched the highly accurate and excellence temperature 
    characteristic in useing special digital scale. 

 Auto Balancer PULCOM AB-10 is the system to controll dynamic
    balance of wheel spindle, reduce vibration of grinding head, and 
    realize best precise processing.

 The spindle type balancing head supports high speed and high 
    precision.

WIDE RANGE DIGITAL GAGE

Auto Balancer (The spindle type) 

事 業 内 容 ／ セ ン サ 事 業
BUS INESS/SENSOR MEASURING INSTRUMENTS

For variable workpiece type & production volume Increasing efficiency for wide variety products in small quantities.

Reducing Machining failure by Auto Tool Changer ON-MACHINE high precision measuring for Heavy Load workpiece
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スクロールコンプレッサ測定機 シリンダ調芯機ベーン選別機

MEASURING APPLICATION FOR BEARING PARTS OTHER MEASURING APPLICATION 

OTHER MEASURING APPLICATION 

ベアリング部品用アプリケーション その他アプリケーション

その他アプリケーション

③ ミニチュアベアリング部品用計測アプリケーション ② コンプレッサ部品用計測アプリケーションMeasuring application for miniature bearing parts Measuring application for compressor parts

 製品説明：小径・高精度ワークの測定に対応、小型化により生産ラインや
    工作機械の省スペース化に貢献

ペンシル型高精度デジタル測長器
PHAシリーズ

リアフォークゲージ
RF-08

 This can measure small bore & highly precision work piece. 
    The gage was miniaturized, it contributes to the miniaturization of the 
    production line and the grinding machine.

High Precision Digital Measuring instruments
PHA models

REAR FORK Gage

① 高精度長さ測定用アプリケーション
③ 工作機械精度検査用アプリケーション

Application for precision measurement of length
Application for accuracy inspection of machine tool

極小径・高精度加工対応 高精度測定と加工品質の安定化

厚さ、段差、外径、平面度、反り等を測定

優れた耐環境性 & IP67 ISO 規格　高速・高精度検査の実現

For Small bore & High presicion processing High precision measuring & keeping process quality

Measuring Thickness, Step, O.D., Flatness, Warpage, etc.

Excellent resistance & IP67 ISO standard  High speed & High presicion inspection is realized

反りのあるワーク

球面台座

PHA

球面台座との組み合わせにより反りのあるワークの正確な厚さを測定可能。
Accurate thickness measurement of objects having
warpage is possible on the spherical surface stand.

 取付け基準ブロックとゲージプ
   リセッタを利用して、機外段取
   りが可能

 段取り替作業時間を大幅に短縮

 加工監視システム PULCOM
   GE シリーズは、加工により発生
   する AE 波を監視することによっ
   て、刃具とワークの接触や加工
   異常等を検知するシステムです。

MIDゲージ 加工監視システム
PULCOM GEシリーズ

 It can be adjusted by using
    the installation standard block
    and gage pre-setter outside the
    machine. 

 The changeover time can be
    greatly shorttened. 

MID Gage
Processing monitoring system

 Processing monitoring system
    PULCOM GE-Series is used 
    to detect the contact between
    workpiece and cutting tool, the
    abnormal processing, and so on,
    by monitoring AE signals caused 
    by processing.

レーザ干渉測長器　DISTAX Laser Interferometer DISTAX

 工作機械の回転軸精度を検査す
    るシステムです。

 ISO230-2 規格に基づく検査 
    を全自動で短時間の内に行うこ
    とが出来る世界唯一のシステム
    です。DISTAX とエンコーダの
    組合せで、工作機械の精度を飛
    躍的に向上させるシステムです
    （従来比 3 倍）。

 レーザ発振部と干渉部の間を光
    ファイバで結合した世界で唯一
    の測定システムです。この方法
    により、干渉部を工作機械の狭
    いスペースに設置する事が可能
    になり、今まで測定出来なかっ
    た測定も可能になりました。
    パソコンが工作機械を全自動で
    操作する事が可能です。

回転軸の全自動測定　角度割出
精度測定システム　LI-04ANG

ファイバ結合型レーザ干渉測長器
DISTAX 300A

 It is the system which inspects the
    rotation axis accuracy of the machine
    tool.

 This is the only system in the world
    which can inspect the machine tool
    full automatically in accordance with 
    the ISO230-2 standard. 
    The combination of DISTAX and 
    rotary encoder becomes possible
    the error compensation which rapidly 
    improves the accuracy of the  
    machine tool (decrease the error 1/3).

Fully automatic calibration system for 
rotary axis measurement LI-04ANG

Laser Interferometer with Optical 
Fiber DISTAX 300A

 It is the only measurement system in
    the world that the laser light source
    and the interference parts connected
    with the optical fiber. The installation
    of the interference part becomes 
    possible by this method as for space
    with a narrow machine tool, and the
    measurement which was not able to 
    be measured up to now became
    possible. The personal computer
    operates the machine tool full 
    automatically is possible.

■ 厚さ測定 /Thickness measurement

◎ 小型光学スケール内蔵により、高精度ペンシル型ゲージを実現
◎ ペンシル型（最大径φ 10）により、隣接した多点測定が可能
◎ 高性能ながら業界トップクラスの低価格
◎ 保護等級 IP67 準拠で、高い耐環境性
◎ すべり軸受の採用により、優れた耐久性があります。
    ストローク回数二億回（当社試験方法による）

 High Precision pencil type gage is realized using small optical scale system.
 Multipoint Measuring in closely-spaced areas is possible 

    by this slim-shaped gages.
 High Performance and Low Price are achieved both.
 PHA has excellent resistance to environment with IP67.
 PHA has excellent durability using less-wearing bearing. 
 PHA has achieved up to two hundred million strokes(under our test conditions).



10 11

A. 自動車部品形状関連

B. 組立工程関連

C. ベアリング関連

D. コンプレッサー関連 E. IT 関連

カム形状測定機
Cam Profile Digital Measuring Equipment

シリンダーヘッド Assy タペット選択機
Cylinder Head Assy Tappet Selection Machine

ベアリング R 形状測定機
Bearing R-Profile 
Measuring Machine

ベーン測定選別機
Vane Auto Sorter System

クランクシャフト形状測定機
crankshaft Measuring System

コンパニオン振れ測定機
Differential Companion 
Runout Measuring Machine

ベアリングセレクション
マッチング機
Bearing Selection 
Matching System

シリンダー調芯機
Cylinder Alignment Machine

CVT プーリー測定機
CVT Pully Measuring Machine

アルミホイール振れ測定機
Aluminum Alloy Wheel Runout 
Measuring Machine

CVT シム選択機
CVT Shim Selection System

液晶硝子幅・直角度測定機

ベアリング総合検査機
Bearing General Inspection System

ボールネジ・リード測定機
Ball Screw / Lead Measuring Machine

LCD Glass Width and Squareness 
Measuring Machine

クランクシャフトバランス測定修正機
Crankshaft Balancing Machine

タービンホイール / コンプレッサーホイールバランス測定修正機
Turbine Wheel / Compressor Wheel Balance Measurement and Correcting Machine

IN-LINE MEASURING SYSTEM LINE UP 

インライン計測システム　ラインナップ ASSEMBLY PROCESS PRODUCTS

BEARING PRODUCTS

COMPRESSOR PRODUCTS IT PRODUCTS

デフ用シム選択機
Differential Unit 
Shim Selection System

AUTOMOTIVE COMPONENT PRODUCTS


