
機械加工周辺メーカー 出展機種 機械加工周辺メーカー 出展機種
㈱アイゼン ワンウェイねじゲージSPO ㈱シオン 【ナノキュール①】選ばれる理由編（製品紹介）

㈱アカツキ製作所 軸精密デジタル水準器 品番:DWL-1500XY ㈱シオン 【ナノキュール⓪】黒い水溶性切削・研削液

アネスト岩田㈱ 新機種スクリューコンプレッサ ＬＲＳＴ-751 昭和電機㈱

アマノ㈱ 溶接ヒューム用集塵機と床面洗浄機 JOHNAN㈱ 基板修理サービス

㈱アルプスツール ＡＬＵＰＳＣＡＰＴＯ ㈱菅製作所 回転工具修理

㈱イチネンケミカルズ ステンブライトＴＫ-510 ㈱スギヤス 無人搬送車デリバリーハンドＡＢＭ

㈱イワタツール SPセンターZERO 住友電気工業㈱ 鋼旋削用 AC8000Pシリーズ

WEN マーキングペン 住友電気工業㈱ 難削材旋削用AC5000Sシリーズ

永興電機工業㈱ 精密マイクログラインダＥ-ＦＯＲＣＥ 住友電気工業㈱ 焼入鋼旋削用BNC2100シリーズ

SMC㈱ インパクトブローガン 住友電気工業㈱ 高送りカッタ DMSW型

SMW-AUTOBLOK㈱ クイックジョーチェンジチャックKNCS-N 住友電気工業㈱ 隅削りカッタ WEZ型

㈱エステーリンク メタルスライダー600 スリー・アールソリューション㈱ オートフォーカスマイクロスコープMSBTVTY

㈱ＮＭＣ まどすけ スリー・アールソリューション㈱ 工業用内視鏡 VF1BER

エヌティーツール㈱ Ｍ/Ｃ用高圧洗浄ツールＢｏｏｓｔ Ｍａｓｔｅｒ スリー・アールソリューション㈱ 液晶付きデジタル顕微鏡MSLCD43

㈱MSTコーポレーション スマートグリップ ㈱静科 吸音パネル

㈱オーツカ光学 有機EL検査照明 モデライト EL270F ㈱静科 一人静防音室の組み立て方〜幅広い騒音を対策!!〜

オリオン機械㈱ エコハイブリッドチラーFCMC55A ㈱セキュリティデザイン カメラ各種

㈱カイテクノロジー ㈱ゼネテック ＭａｓｔｅｒＣａｍ2023 PASS：Genetec2023

カトウ工機㈱
バリ取りホルダジェット

㈱全晴
直角測定器TK-S001

㈱カネカ 目視検査用有機EL照明 ㈲曽根田工業 タンクリーン

カネテック㈱ ハンディホルダＨＭＰ ソノルカエンジニアリング㈱ 小型チラーCWE-8PTS型

㈱ガリュー メカスイングノズル ダイキン工業㈱ UV加湿ストリーマ空気清浄機 ACKB70Y-S

㈱ギケン ゼロバリＰＶ 大昭和精機㈱ スマートダンパー

㈱鬼頭精器製作所 回転工具修理サービス ㈱ダイヘンテクノサポート 無人搬送車（PASS D09GM0Fm)

㈱キトー モバイルライトクレーン ㈱ タクマ精工 無人搬送台車TC900SCTP

㈱キトー
電動チェーンバランサー

㈱田邊空気機械製作所
プラスチックコンテナ用 洗浄乾燥機 DDC-600

㈱キトー ポータガントリー ㈱田野井製作所 Ｗ ＴＡＦＬＥＴ

京セラインダストリアルツールズ販
売㈱

充電式グラインダー
DG181L5

WSE
バリ取りロボット用スピンドル＆ホルダ

クール・テック㈱ コンパクトpH測定器 COCO-pH ㈱タンガロイ AddY=axisTurn

クール・テック㈱ アルカリイオン水生成装置AG-80/AG-240 津田駒工業㈱ 津田駒BallDriveシステム導入事例

グラボテック㈱ 帝国チャック㈱ クイックチェンジジョウ＆クイックチェンジストッパー

クリーンテックス・ジャパン㈱
オーソマット動画

ＤＨＦ（三共精機㈱） エンドミ
ル 不等分割不等リードエンドミルシリーズ

ケルヒャージャパン㈱ 床洗浄機バッテリー式BD43/25CBP ㈱テック・ヤスダ 小型工作機械用フレックスクランプ

ケルヒャージャパン㈱ 床洗浄機バッテリー式BD45/22CBP ㈱東京精密 SURFCOM TOUCHシリーズ

コベルコ・コンプレッサ㈱ 新世代給油式スクリュコンプレッサＮＥＷコベライアン 東京彫刻工業㈱ ＭａｒｋｉｎＢＯＸシリーズ

㈱小森安全機研究所 ロボセーフ（LBKシステム) 東浜商事㈱ エアークーラー

嵯峨電機工業㈱
机上取付検査用調光照明ZLS-LED20D

㈱ナベヤ
新型5軸マシンバイス特長紹介

㈱サン機工 電動加圧式フリーベンダーＳＲ-400ＨＪ 日鋼プレシジォン MAC3-250A6チャック

三機工業㈱ タイミングベルトコンベヤ ㈱日進 ファルコンエンドミル

三機工業㈱ KIREI 日東工器㈱ 切削液回収ユニット HK-400A 油性切削液

三機工業㈱ シンプル 日本ヴジョン・エンジニアリング㈱ ステレオ顕微鏡など非接触顕測定システムの特徴

三機工業㈱ ぐっと楽 日本エアードライヤー販売㈱ デモ映像

㈱三共製作所 ローラドライブCNC RCD シリーズ 日本精密機械工作㈱ リューターフレックス 極 LF-300

サンドビック㈱ 超硬エンドミル 日本電産シンポ㈱ Ｓ-ＣＡＲＴ

㈱三友精機 E -サート(旧ヘリサート)電動挿入システム 紹介動画 日本ニューマチック工業㈱ ジャック3

㈱ジーネット/エンジニアリング部 ワーク脱着ハンドリングシステム 日本レヂボン㈱ RSCP

㈱シービーテック フィルター洗浄リュースシステム ㈱ニューストロング 吸チャックボーイ

シーフォース㈱
レーザーマーカー ２０２３大阪機械加工システム展見どころ

ノガ・ウォーターズ㈱
Uバー・Uチャンフ・Uスポット

㈱ジーベックテクノロジー XEBECブラシ旋盤用 バーテックス バイス

ハイウィン㈱ 会社案内

大阪機械加工システム展出展メーカー一覧
※出展機種名をクリックすると動画をご覧いただけます。

https://youtu.be/LxtmuIGazDY
https://www.youtube.com/watch?v=nCeopq11N-4
https://youtu.be/qShZOCHpgjs
https://www.youtube.com/watch?v=NzzaacvRZks
https://www.youtube.com/watch?v=qNjctnXkXIk
https://www.youtube.com/watch?v=aTZe49kAVvc
https://www.youtube.com/watch?v=noSsbJPySr8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z3qnkWLCjW8
https://www.youtube.com/watch?v=Jttypmp0PRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dq_Vt-DtYyw
https://www.youtube.com/watch?v=sYwcSf7RKHs
https://www.youtube.com/watch?v=Wo9qEPPMq0o
https://www.youtube.com/watch?v=diiis627tlc
https://www.youtube.com/watch?v=n2nB9K7tn74
https://www.youtube.com/watch?v=eR3svgGYbTQ
https://www.youtube.com/embed/YPflM8YaUj0?rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=74JME0t0fLM
https://www.youtube.com/watch?v=RsTcex1HM_A
https://www.youtube.com/watch?v=wHAOkjkoOOA
https://www.youtube.com/watch?v=aiEq2EXDV48
https://youtu.be/XlaFrht2FOo
https://www.youtube.com/watch?v=HZtFl-1Rjz8
https://www.youtube.com/watch?v=pFD4LkZ1MVg&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=kPt49q4icQY
https://drive.google.com/file/d/1ElVdx9Him3uX3t_ibmDC47jXCCDXDuxv/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=sdrSlSGgw6w
https://www.youtube.com/watch?v=flsi0ybOiAc
https://www.youtube.com/watch?v=eJUZ6A4DoDY
https://youtu.be/0jlM_aWWpjg
https://www.youtube.com/watch?v=0-0zoG8Cjjo
https://www.kanekaoled.jp/utilize/case07.html
https://www.facebook.com/sonedakougyou/videos/414396997150785/
https://www.youtube.com/watch?v=28677FsTe3w
https://www.youtube.com/watch?v=C0KtlfGSozc
https://youtu.be/KBw-k-nwx_s
https://youtu.be/zQmCG2D-u8w
https://www.youtube.com/watch?v=xB0TT7rnme8
https://youtu.be/IPszY3uGrt8
https://www.youtube.com/watch?v=9Cs56K8iaKk
https://www.youtube.com/watch?v=fnwp20L2pas&list=TLPQMjYwODIwMjKXJkHttrIglA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9gCPcLkljm0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=GRsEejGonOI
https://www.youtube.com/watch?v=7z4IYGiziec
https://www.youtube.com/watch?v=rrEN34ZwCnE
https://www.youtube.com/watch?v=jctdTmWq_bE
https://www.youtube.com/watch?v=mksvp9FFxnI
https://www.youtube.com/user/TEIKOKUCHUCK/videos
https://www.youtube.com/watch?v=1H0XohDbOM4
https://www.youtube.com/watch?v=m_YzpshfndU&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=LFM8yxqzUhg
https://www.youtube.com/watch?v=KwA1hF48IM8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=7dEKc_9hNKo
https://www.youtube.com/watch?v=eCSp-6C2tvY
https://www.youtube.com/watch?v=T5qI7CP_1Bg
https://www.youtube.com/watch?v=qR7iBRQkoX4&list=TLGGm1Vw0DX2_7UwOTExMjAyMg
https://www.youtube.com/watch?v=ubfk0JSRo3A
https://drive.google.com/file/d/1B_9RSSEARjLKRjHnkEIJG1vLqp9_DduH/view
file:///G:/共有ドライブ/G010SZM/展示会（機械加工システム展等）/機械加工システム展/大阪機械加工システム展2023/WEB事前登録ページ/MAC - YouTube
https://youtu.be/So0NW4c2rrE
https://youtu.be/VPJ1is_VSnk
https://youtu.be/a7MWOXW8tLA
https://www.youtube.com/watch?v=d44OhoMsTY4
https://youtu.be/0v-hz9haRnY
https://www.youtube.com/user/VisionEngineeringJP
https://youtu.be/mM8ioVETS78
https://www.youtube.com/watch?v=rAuKmCRBNjs
https://www.youtube.com/watch?v=bu71oqGGspw&t=18s
https://bit.ly/3CkJfsI
https://www.youtube.com/watch?v=HyXBqnwGtuA
https://www.youtube.com/watch?v=Lvv8IZ7Td30&t=147s
https://youtu.be/KjC4V77OXsI
https://youtu.be/Jz8U44sve6Q
https://www.youtube.com/watch?v=xIEvM0NPWG4
https://youtu.be/obDNSeWEygI
https://www.youtube.com/watch?v=wV3yKSvYe-8
https://www.youtube.com/watch?v=ngbJv45RdWk
https://www.youtube.com/watch?v=BefNDzEzzcM&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=L8GfScI_XPY


大阪機械加工システム展出展メーカー一覧
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機械加工周辺メーカー 出展機種 工作機械メーカー 出展機種
長谷川工業㈱ ワンタッチバーシリーズ ㈱アマダマシナリー

㈱初田製作所 キャビネックスEN2 アルム㈱

花岡車輛 ㈱ 電動アシスト台車 UDA-LS-AST 岩本工業㈱（小松鋼機㈱） 楽〜ラント紹介動画

㈱パル マイクロマグ ヴェロソフトウェア

㈱パル オービツール オークマ㈱ 次世代ロボットシステム ARMROID

㈱パル オービツール 大鳥機工㈱

㈱パル SCS ㈱岡本工作機械製作所 HPG500NC クイックタッチ仕様

BIAX バリ取りロボット用エアスピンドル キタムラ機械㈱ MYCENTER-HX300iG/400

㈱ビーシーテック タップ延長ソケット キャムタス㈱

㈱ピカコーポレイション 連結式大型作業台 ＤＸＬ-150 コマツ産機㈱

ファナック㈱ 協働ロボット CRX-10iA ㈱C&Gシステムズ 工程管理システム「AIQ（アイク）」

フェナー・ドライブズ リンク式Vベルト ジェービーエムエンジニアリング㈱ Mastercam2023

㈱フクハラ オイルバスター ㈱静岡鐵工所

富士元工業㈱ メントルデー① シチズンマシナリー㈱

富士元工業㈱ メントルデー② 芝浦機械㈱ machiNet

㈱不二越 高速高精度ロボット MZシリーズ セイコーインスツル㈱ STG-6N

㈱プライオリティ 磁気研磨機PRITIC M セイコーインスツル㈱ STG-3NX

㈱プライオリティ
磁気研磨機PRITIC SLIDER I

㈱ソディック
最新のワイヤ放電加工機「ALシリーズ」

ブラザー・スイスループ・ジャパン
㈱ 水溶性金属加工油 B-Cool MC660

大日金属工業㈱
DL530

㈱ブルーム・ノボテスト ワーク測定（タッチプローブTCシリーズ） ㈱滝澤鉄工所

㈱ブルーム・ノボテスト 工具測定/非接触レーザシステム（LC50-DIGILOG）① ㈱ツガミ

㈱ブルーム・ノボテスト 工具測定/非接触レーザシステム（LC51-DIGILOG）② DMG森精機㈱

㈱ブルーム・ノボテスト 工具長スイッチ/Z-Nａｎｏ ニデックオーケーケー㈱

プロテクトエアー ホースガード＆ツールレグ 日本電産マシンツール㈱ 小型精密加工機μmiicroV1

㈱ベッセル 静電気除去ＡＣパルス・クリーンバーＣシリーズ Parmary Machinery

豊和工業㈱
H023M8ツーアンドスリー楔形2&3爪中空チャック

ひまわり経営サポート㈱

㈱ホータス ドリル研磨機 ㈱ファンテック カーボンファイバー３Ｄプリンタ MARK TWO

ホクショー㈱ ㈱FUJI

マーテック㈱ ラジオリンクプラス ブラザー工業㈱ W1000Xd1

㈱マシンソル ㈱ブレイン

松本機械工業㈱ リニアポジショニングシステム ㈱松浦機械製作所

マルヤス機械㈱ 三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ㈱

㈱ミツトヨ U-WAVE fit ㈱光畑製作所

柳瀬㈱ 低速サンダー76 三菱HCキャピタル㈱

柳瀬㈱ ＢＴＯＰ セラミック ㈱モアソンジャパン

薮内産業㈱ イオンクリーンボックス ヤマザキマザック㈱

㈱ヤマシタワークス
エアロラップYT-100

UHT㈱ エアーマイクログラインダー

ユキワ精工㈱ スーパーＧ1チャック

㈱ライノス ステンレス製クーラントホースヒルトライン

リニア・ビズ カップブラシ、ハンドブラシ

㈱ルッドリフティングジャパン コードレス反転機TMB2.5ton

REGO FIX社、PCM社、REV社

REGO FIX社、PCM社、REV社

REGO FIX社、PCM社、REV社

REGO FIX社、PCM社、REV社 後付け内部給油システムreCool

REGO FIX社、PCM社、REV社 後付け内部給油システムreool

レッキス工業㈱
新製品マンティスmini動画

㈱YＨＢ ＥＣＯ ミストコレクター

https://youtu.be/gW44Fd6DZyU
https://raku-rant.com/
https://www.youtube.com/watch?v=b4_OQpwgwOw
https://www.youtube.com/watch?v=7uD9pxr6Buw
https://www.youtube.com/watch?v=h8CBbIrhwJ8
https://www.youtube.com/watch?v=wG9-LWGoiZk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Zo096nqEdro
https://youtu.be/5szCcn7oa-g
https://www.dropbox.com/s/6phsharimds2mmi/%E3%80%90Mycenter-HX300iG_400%E3%80%912APC%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%A8%AA%E5%BD%A2%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF.mp4?dl=0
https://youtu.be/1qvEThw3Ntk
https://www.youtube.com/watch?v=qDYBUGzLLIU
https://jbm.box.com/s/h5xtohh4q69w991qiuxhjntp7rr0dfy9
https://youtu.be/EisLjnWW79A
https://youtu.be/tAX2wN1ctdE
https://youtu.be/3I2s4VW0ULs
https://www.youtube.com/user/ToshibaMachineNOW
https://www.sii.co.jp/mt/machine-tool/internal_grinder/video/lp_stg-6n_pv_2020j.mp4
https://www.priority.co.jp/Product_info/movie/PRiTiC_M.html
https://www.sii.co.jp/mt/machine-tool/internal_grinder/video/lp_stg-3nx_pv_j.mp4
https://www.priority.co.jp/Product_info/movie/PRiTiC_S1.html
https://www.youtube.com/watch?v=RffHwHfTK0c
http://www.dainichikinzoku.co.jp/products/dl530.html
https://youtu.be/0_lG8puZ1Y4
https://youtu.be/hAaijuXH_bw
https://youtu.be/k6HV5Fka5CQ
https://youtu.be/CzdUpx64pPI
file:///G:/共有ドライブ/G010SZM/展示会（機械加工システム展等）/機械加工システム展/大阪機械加工システム展2023/WEB事前登録ページ/%3chttps:/gf.nidec.com/coral/%3fxbeid=c237b88088ab83f854954188fe5b7958%3e
https://www.youtube.com/watch?v=BJxL2Honqb4
https://vimeo.com/468023030/9e16d9925e
https://www.youtube.com/watch?v=SlAHyfQR8m8
https://www.youtube.com/watch?v=aw0_nHFV05w
https://youtu.be/kSNVDNCJPdI
https://youtu.be/5YWqyB9Auv0
https://youtu.be/_8X-bR8jG-Y
file:///G:/共有ドライブ/G010SZM/展示会（機械加工システム展等）/機械加工システム展/大阪機械加工システム展2023/WEB事前登録ページ/ https:/www.youtube.com/watch%3fv=yQ5FtKEU9qM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=gjkXyLonDyI
https://drive.google.com/file/d/1kibnNqyYgDg_2cI54FJKODkwilhbt7Em/view
https://youtu.be/uUo3VSPWcF0
https://youtu.be/FQAR4DXZEYc
https://www.youtube.com/watch?v=m3q8bT_1Hzk
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