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K-K02-9-C0055-C  名1501〈IP〉 2015年1月作成この印刷物は、2015年1月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

ご使用の前に取扱説明書を
よくお読みの上、正しくお使いください。

三菱数値制御装置 M700Vシリーズ M70シリーズ
簡易プログラミング機能 NAVI MILL / NAVI LATHE

〒100-8310  東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

三菱数値制御装置
M700Vシリーズ M70シリーズ
簡易プログラミング機能
NAVI MILL / NAVI LATHE

本社NC事業推進部・・・・・・・・・・・・・・・・・・〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル7F）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（03）3218-6580
北陸支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル4F）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（076）233-5538
中部支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（052）565-3227
豊田支店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（0565）34-4112
関西支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〒530-8206 大阪市北区大深町4番20号（グランフロント大阪 タワーA 20F）・・・（06）6486-4071



工具番号を入力すると、予め入力した工具ファイル、切削条件ファイルから、
各プロセスの切削条件が自動決定されます。

■リストビュー
リストビューには、プログラム、プロセス、ファイルデータ、パラメータ
などのオブジェクトがリスト表示されます。
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仕様一覧
加工工程編集(新規作成、コピー、移動、削除)
ファイル編集
言語　全17カ国語
(日本語/英語/ドイツ語/イタリア語/フランス語/スペイン語/中国語(簡体字)/
中国語(繁体字)/韓国語/ポルトガル語/ハンガリー語/オランダ語/
スウェーデン語/トルコ語/ポーランド語/ロシア語/チェコ語)
mm/inch変換
ワーク材質、ワーク形状(円柱)、プログラム原点、ワーク座標系、工具交換位置、
プログラム終了指令
 旋削
 倣い

旋削
 ネジ

 溝/台形溝
 穴あけ
 突切 （開発中）
 キー溝

ミーリング 輪郭
 穴あけ ドリル、深穴、ボーリング、タップ
  ランダム、直線、円弧、円周、四角、格子
EIA
受渡 （開発中）
切削条件決定（送り速度、主軸回転速度）
ワーク形状（円柱）、加工形状
平面(ZX、ZX/XY、CZ/XY、YZ/XY)
スケール(自動/拡大/縮小)
加工プログラム
マクロプログラム（各プロセス用マクロ、工具交換用マクロ）
四則演算、三角関数(SIN/COS/TAN/ATAN)、絶対値(ABS)、平方根(SQRT)、
円周率(PAI)、インチ(INCH)
切削条件ファイル
工具ファイル
パラメータファイル

加工工程編集(新規作成、コピー、移動、削除)
ファイル編集
言語　全17カ国語
(日本語/英語/ドイツ語/イタリア語/フランス語/スペイン語/中国語(簡体字)/
中国語(繁体字)/韓国語/ポルトガル語/ハンガリー語/オランダ語/
スウェーデン語/トルコ語/ポーランド語/ロシア語/チェコ語)
mm/inch変換
ワーク材質、ワーク形状（四角/円）、イニシャル点、ワーク座標系、工具交換位置、
プログラム終了指令

穴あけ ドリル、深穴、ステップ、ボーリング、タップ、ヘリカルボーリング
 ランダム、直線、円弧、円周、四角、格子
フェイス 荒加工、仕上げ加工
ミル 四角、円(往復/単方向/形状)
 荒加工、仕上げ加工
輪郭削り 四角(内/外)、円(内/外)、任意形状(左/右/中心)
 壁形状指定

ポケット 荒加工、仕上げ加工
 四角、円、 L字、 U字、トラック
EIA
加工面指定 オイラー、ロール・ピッチ・ヨー角、3つの点、2つのベクトル、
（開発中） 投影角

切削条件決定（送り速度、主軸回転速度）

ワーク形状（四角/円）、工具パス

平面(XY/YZ/XZ/XYZ)

スケール(自動/拡大/縮小)

加工プログラム、多数個取り用加工プログラム

マクロプログラム（各プロセス用マクロ、工具交換用マクロ）

四則演算、三角関数(SIN/COS/TAN/ATAN)、絶対値(ABS)、平方根(SQRT)、

円周率(PAI)、インチ(INCH)

切削条件ファイル

工具ファイル

パラメータファイル  

基本機能

※NAVI MILL / NAVI LATHEのパラメータ設定によって、CNCの付加仕様が必要な場合があります。

初期設定

加工工程
※

自動決定

プログラム

チェッカー

加工プログラム

演算入力

ファイル

NAVI MILL分　類 NAVI LATHE

切削条件の自動決定

出力する加工プログラムはマクロプログラムをベースにしているため、オペレータは編集画面で工程間の指令を追加することが可能です。

機械メーカでは工作機械の仕様や加工ノウハウにより、各工程のマクロプログラムをカスタマイズすることができます。

●Magicpro-NAVI MILL/LATHE on PC
※
を使用すると、 CNC上のNAVI MILL/LATHEと同じ加工プログラムを

パーソナルコンピュータ上で作成できます。

●加工プログラムの他、工具ファイル、切削条件ファイル等をNAVI との間で相互に利用可能です。

加工プログラムのカスタマイズ

Magicpro-NAVI MILL on PC / Magicpro-NAVI LATHE on PC※
（PC版簡易プログラミングツール）

全体を見わたせるインタフェースデザイン
システムや加工プログラムの構成を直観的に把握可能

■オペレーションビュー
オペレーションビューには、リストビューで選択されているオブジェ

クトの内容が表示されます。

各入力項目に関するガイド図を見ながら、簡単にデータを入力でき

ます。

■メッセージガイダンス
入力データの誤りに対し、そのトラブル

シューティングが表示されます。

チェッカー ・ ガイダンス機能
入力データミスの発見、トラブルシューティングが可能

■ チェッカー
プログラムの工具パスや加工形状がグラフィック表示されます。

■ パラメータガイダンス (開発中)
パラメータの内容と設定範囲が表示され

ます。

■ 工具ガイダンス
予め工具ファイルに登録されている工具

データの主要データが表示されます。

【NAVI MILL】 【NAVI LATHE】

市販の
パーソナルコンピュータ

※

CFカード USBメモリ
NC旋盤・マシニングセンタ

※Magicpro World は、三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社の登録商標です。

CF

●加工プログラム
●工具ファイル
●切削条件ファイル等

パーソナル
コンピュータで
プログラミング

データの共有

NAVI MILL    ： 3軸立型マシニングセンタ、5軸立型マシニングセンタ(テーブルチルト、工具チルト、混合)
NAVI LATHE ： 2軸旋盤、ミーリング加工のできるC軸またはCY軸付き旋盤、サブ主軸付き旋盤

簡単操作のプログラミング機能
「NAVI MILL」 「NAVI LATHE」   ～M700V / M70シリーズに搭載～

■仕様一覧

■対応する機種仕様

U s e r
Friendly



プログラムの作成手順

【工具】

NAVI MILLメニュー

NAVI MILL
3軸立型マシニングセンタ、
5軸立型マシニングセンタ(テーブルチルト、工具チルト、混合)用加工プログラム作成

マシニングセンタ

【切削条件】

穴あけ 表面 輪郭 ポケット EIA 加工面指定(開発中)

加工手順、工具を決定します。 工具データ、切削条件データを
編集します。

編集するプログラムを
選択します。 プログラムの
コピー、削除もできます。

加工形状、加工パターンを
編集します。

プログラムの加工内容を
チェックします。

段取り後、加工します。

加工図面 工程設計 ファイル編集 プログラム編集 工程編集 プログラムチェック 加工

プログラミング支援機能

任意形状入力 多数個取り機能

●輪郭形状や旋削・倣い形状では、表形式の入力を採用しています。
●形状要素の終点や円弧中心位置が不明な場合、そのデータを設定
する必要はなく、システムが自動計算します。

●複数ワークの座標を指定することで、1つの部品
加工用加工プログラムから、複数の部品を加工
する加工プログラムを生成することができます。

座標指定方式
①各ワークピースの位置をワーク座標系で選択する
方式
②ワーク座標系からのオフセット位置で指定する方式

さまざまな加工に対応

加工面指定（開発中）

●傾斜した加工面に対する加工工程の編集が可能になります。
●加工面の指定は5つの方式から選択します。
　選択した指定方式に従って、傾斜データを設定します。
●加工面ビューで設定した加工面を確認することができます。

① ②

①オイラー角

加工イメージ

加工面指定方式

自動計算

②ロール・ピッチ
　・ヨー角

④２つのベクトル ⑤投影角

③３つの点加工面ビュー

3 4



プログラムの作成手順

【工具】

NAVI LATHE
XZの2軸旋盤、ミーリング加工のできるC軸またはCY軸付き旋盤、
サブ主軸付き旋盤用加工プログラム作成

旋盤

【切削条件】

加工手順、工具を決定します。 工具データ、切削条件データを
編集します。

編集するプログラムを
選択します。 プログラムの
コピー、削除もできます。

加工形状、加工パターンを
編集します。

プログラムの加工内容を
チェックします。

段取り後、加工します。

加工図面 工程設計 ファイル編集 プログラム編集 工程編集 プログラムチェック 加工

プログラミング支援機能

任意形状入力

●輪郭形状や旋削・倣い形状では、表形式の入力を採用しています。
●形状要素の終点や円弧中心位置が不明な場合、そのデータを設定
する必要はなく、システムが自動計算します。

さまざまな加工に対応

サブ主軸加工（開発中）

●メイン主軸、サブ主軸間でワークの受渡しができます。
●背面加工用加工プログラムを生成することができます。

自動計算
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NAVI LATHEメニュー
旋　削 ミーリング 補　助

旋削 倣い 溝

ネジ 穴あけ EIA

台形溝 ミル穴

輪郭

キー溝 受渡(開発中)

突切(開発中)

①メイン主軸側で加工

②ワークの受渡し

③サブ主軸側で加工

加工イメージ
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三菱数値制御装置 M700Vシリーズ M70シリーズ
簡易プログラミング機能 NAVI MILL / NAVI LATHE

〒100-8310  東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
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