
INNOVATION IN CUTTING

自動切断機能を有した機種であり、使い勝手の良い操作パネル・ボタンで、大物材料や長尺
物、様々なワークへの対応が可能です。簡易な自動切断も用いながらバシバシお切りになり
たいお客様へ最適な機種となっております。

CUTTING MOUNTING POLISHING HARDNES TESTING

MECATOME T300



FUNCTIONALITIES

REF.51600 概算価格：￥4,500,000～ MECATOME T300
幅

650mm

奥行  

810mm

高さ（カバー閉口時） カッティングホイール径
600mm 回転スピード
重さ モーター
190kg カッティングホイールの加速性
準拠 切断後の自動停止機能
EC&UL 切断送り速度

切断負荷上限値の設定
手動の切断

清掃も容易に行うことができます。 パルスカット
切断する長さの調整
テーブルの送り距離の設定
カッティングテーブル位置調整
切断終了時にテーブルが元の位置に戻る
自動切断時のアーム固定
ホイール稼働距離
切断砥石の冷却ノズル

切断可能領域 電子操作盤
デジタルディスプレイ
パラメーターのプログラム
最後に使用したパラメータの表示
鋳鉄テーブル
テーブルサイズ
テーブル稼働距離

VICES AND HOLDERS 12mmのT字溝によりあらゆるホルダー装着可能

横稼働テーブル(0.01㎜単位)
コパルホルダーでの固定 カッティングスペース

有効スペース（φ300mmのホイール取付時）
有効スペース（φ250mmのホイール取付時）
最大切断可能寸法（φ300ホイール取付時）
最大切断可能寸法（φ250ホイール取付時）
φ300mmホイール取付時加工有効径

クランピングバイスでの固定 φ250mmホイール取付時加工有効径
様々な形状のワークに対応致します。 カバー側面開口可能

透明カバー
簡単に操作可能なカバー
カバー開閉アシストダンパー
排気用ダクト接続開口径
カッティングホイールの着脱が簡単
パワフルポンプ付クーラントトレイ
洗浄可能なフィルター
清掃用クーラントノズル
清掃用仕切り
切断時のライト（20W）
安全ロック
周囲1mのノイズ
電源
外観寸法（W×D×H）
重量

380V/3相
650×810×600mm

120kg

✔
✔
✔
✔
✔

66ｄB

✔（オプション）
左側：230mm　右側：330mm

✔（55ℓ）

105mm（ホイール先端からテーブルまで）
300×500×80mm
300×500×105mm
φ100/95×150mm

φ85mm/80×130mm
✔（300×80mm）

✔
✔
✔

✔（φ75mm）
✔

80mm(ホイール先端からテーブルまで）

送り速度自動調整機能 ✔
✔
✔
✔

125mm

10-125mm/min

✔
✔

450mm/min
✔
✔

 up to 300mm
1000-4000rpm

3.7kW
✔
✔

✔
390×230mm

250mm

✔

✔
✔
✔
✔
✔

MECATOME T300は操作性に優れ、メンテナンス性が良く、剛性がありパワフルなカッティングマシンです。

可変スピード機能によりあらゆる材料の切断を可能にしました。また棒状の長い試料や大きな試料も切断

できるデザインです。

・コントロールパネルにより以下の操作が可能です。

-ホイール回転速度変更

-テーブルの送り速度変更

-カッティング距離の設定

-手動と自動の切替

-ダイレクトカットとパルスカットの切替

-送りの負荷上限値の設定



MECATOME T260以上の機種にてご使用いただける砥石となっております。
（φ250～300径の砥石です。）
お切りになる材料によって適した砥石が異なりますので、ご不明な点がございましたら、
お問合せ下さい。

適応材料：鉄、SUS、硬度の高い材料

適応材料：銅、アルミ、樹脂、チタン

適応材料：樹脂、ガラス、超硬

硬度に合わせて選定いただくとより良い切断作業に繋げることが可能です。参考になさって下さい。

▶切断砥石
タイプ　　　　　　　砥粒：Al₂O₃ A AO S AOFⅡ

切断対象材料
カーボン,軟鉄 表面処理鋼,難削鋼 表面改質鋼,難削材 薄材料,焼結鋼

表面処理鋼 鋳鉄,ステンレススチール 金属全般 硬質金属複合材

φ300×32.0×1.0㎜ - -

適応硬度 100-350Hv 300-500Hv 450～Hv 80-300Hv

- 01013
φ250×32.0×0.8㎜ - - - 01012

φ230×22.0×1.6㎜ 01009 01008 - -
φ200×25.4×1.6㎜ - 01002 - -

T C

φ300×32.0×2.0㎜ 01021 01020 01022 -
φ250×32.0×1.6㎜ 01015 01014 01016 -

▶切断砥石

φ300×32.0×2.0㎜ 01024 01023 01072 -

適応硬度 150-400Hv 30-350Hv 50-400Hv 30-350Hv

切断対象材料
チタン,チタン合金,白鋳鉄 チタン,チタン合金,非鉄金属 チタン,チタン合金 銅,銅合金,アルミニウム

球状黒鉛鋳鉄,ネズミ鋳鉄 銅,銅合金,アルミニウム 非鉄金属 チタン,チタン合金,非鉄金属

タイプ　　　　　　　　砥粒：SiC F MNF

φ250×32.0×1.6㎜ 01018 01017 01071 -

▶ダイヤモンドホイール
タイプ LM LM+ LR NB

φ250×32.0×1.2㎜ 02042 02044 02045 02043
サイズ

切断対象材料
メタルボンド メタルボンド レジノイド メタルボンド

標準 高集中度 高集中度 ボロン

φ300×32.0×1.4㎜ 02046 02048 - -
φ300×32.0×1.2㎜ - - 02049 02047

PRESI 切断砥石リスト
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アルミニウム、銅系金属、非鉄金属、チタン、チタン合金

チタン、チタン合金、非鉄金属

アルミニウム、銅系金属、非鉄金属、チタン系金属

白鋳鉄、ネズミ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、チタン、チタン合金

薄切片・焼結鋼用・硬質金属複合材

焼入鋼、表面処理材、複合材

焼入鋼、ステンレス、難削材、鋳鉄合金

低炭素鋼、軟鋼、焼入鋼 A
AO

MNF
F

AOF II
S

T
C

(Hv)


