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HELITRONIC  
RAPTOR
コストパフォーマンスに優れた
工具製造および再研向け万能研削盤

HELITRONIC RAPTORは、省フロアスペースで回転対称工具
を効率的に研削および再研するための理想的なエントリ
ーレベルの研削盤です。工具径 3 ～ 320 mm、端面加工を
含む最大工具長280 mm、ワーク最大重量 50 kgに対応。

 walter-machines.com

NEW



HELITRONIC RAPTORの概要

用途
  金属および木材加工産業向け回転対称工具の研削およ

び再研において安定した効率性を実現
 ワンチャックで全自動加工
 HSS、HM、サーメット/セラミックの素材

機械
  NCTスピンドルを標準装備
  低振動型、鋳鉄製門型構造
  ボールねじドライブ付き直線軸 X、Y、Z
  ウォームドライブ付き回転軸 A、C
  主軸端 2 頭付きベルト駆動式スピンドル 11,5 kW  

(スタンダード)
  (オプション)生産性向上パッケージ24 kW スピンドル

(0 – 7,000 rpm)、ガラススケール
  各主軸端に最大 3 枚の砥石装着が可能。
  クランプ装置付き自動クランプシリンダー
  トップローダー: 工具径3 mm～32 mm (オプション)
  グローバルスタンダードのFANUC制御装置

ソフトウエア
  HELITRONIC TOOL STUDIO
  性能を強化し、効率性を向上する豊富なソフトウェ 

アオプション

オプション: トップローダー

研削スピンドルドライブ
最大砥石径 200 mm

研削スピンドル回転 (スタンダード) 0 – 10.500 rpm

主軸端 2 
工具ホルダー NCT

ピーク出力 11,5 kW

スピンドル径 80 mm

工具データ1)

最小工具径 3 mm

最大工具径 320 mm

外周研削最大工具長 2) 350 mm

底刃研削最大工具長 2) 280 mm

工具最大重量 50 kg

オプション
生産性向上パッケージ(24kWスピンドル、ガラススケール); トップローダ
ー;HSKスピンドル;砥石測定用の測定プローブ;手動ステディレスト;手動式テ
ール ストック;トップローダー用グリッパー;目立て砥石用ホルダー;ワーク テ
ーブル;ミストコレクター;サイレンサー;消火装置;自動リファレンスシステム
(AEMDM)。
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HELITRONIC RAPTOR

1 最大工具寸法は工具の種類、形状および加工方法
によって異なります。

2  ワークホルダーのテーパー理論的外径位置から
の値。

寸法 mm。オプションやアクセサリー、ドアが開いてい
る状態では、機械の寸法が大きくなることがありま
す。記載内容に対する責は負いかねます。



HELITRONIC TOOL STUDIO  
あらゆる研削アプリケーションで快適な操作性を実現
HELITRONIC TOOL STUDIOは、完璧な工具製造を実現するWALTER
が提供するソリューションです。実証済みの手法「What you see 
is what you grind （見えたとおり研削する）」に従い、簡単なマウ
ス操作で完璧な精密工具のデザイン、プログラミング、シミュ
レーションおよび製造を実現します。
 
HELITRONIC TOOL STUDIO: 最大限の柔軟性を備え、シンプルな
プログラミングを実現します。HELITRONIC TOOL STUDIOで、簡単
な操作で回転対称標準工具および特殊工具の加工工程や動
作をプログラミングすることができます、 ディスプレイに映し
出された工具とまったく同じ工具が高精度に製造されます。
すなわち極めて正確な3Dシミュレーションにより、開発段階
で製品検証を行い、必要に応じて修正することが可能になり
ます。搭載されているウィザード技術により、ユーザーは入力
が必要なパラメーターおよび工具種を容易に見つけることが
できます。WALTER は、市場に流通するあらゆる工具種に対応
しており、それを簡素化するプログラムパッケージを提供して
います

生産効率を強化するオプション:  
フィードレート オプティマイザー

生産効率を強化するオプション:  
ツールバランサー

  重心の解析
  工具のバランス調整

  加工時間を最大30 %削減
  最適な送り速度に変換
  既存ＩＤ番号の最適化

HELITRONIC TOOL STUDIOのこのオプション
で、送り速度を最適化し、砥石や機械へ
の負荷を管理することができます。工具
種にもよりますが、加工時間を最大30 %
削減することができます。このフィード
レートオプティマイザーは、HELITRONIC 
TOOL  STUDIOで識別された砥石の動作、
砥石および工具シミュレーションモデル
を用いて現在の砥石や機械の負荷を算
出し、いつでも最適な送り速度を実現し
ます。砥石負荷の少ない工程は加速さ
れ、また最も重要となる所定の砥石負
荷を超えた工程については、低速され
ます。さらに既存の加工プログラムは、
クリックひとつで簡単に最適化すること
ができます。まず画期的なシミュレーシ
ョン解析により、砥石負荷が測定されま
す。次に全加工工程において一定の砥
石負荷が維持されるように送り速度が
最適化されます。

不等分割エンドミルのような非対称工
具または特殊工具を分析し、必要に応
じてバランス調整を自動で行うのがこ
のツールバランサーです。これには２つ
の重要な機能があります: それは、重心
の解析と様々な方法で自動的に工具の
バランスを調整することです。この作業
はマウスを数回クリックするだけで迅速
に実行することができます。開発の段階
で分析を行うことにより、プロトタイプ
の製造過程を短縮することができます。
バランスのとれた工具は、長寿命で、高
い回転数で使用することができ、面粗
度が向上し、摩耗の心配も少なくなりま
す。非対称工具の適用分野は、非常に高
い回転バランスが要求されます。
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WALTER EWAG Japan K. K.
ワルターエワーグジャパン株式会社
愛知県安城市三河安城町1-10-14
Tel. 0566 71 1666
info.jp@walter-machines.com

その他のお問い合わせ先は、 
www.walter-machines.com を参照ください。


