FACTORY AUTOMATION

三菱電機放電加工機ソリューション

MITSUBISHI ELECTRIC
EDM SOLUTION
中小企業経営強化税制対象

三菱電機放電加工機ソリューション

さまざまなソフトウェアを組み合せ、加工機を中心とした
製造現場へのソリューションをご提供いたします。
3Dモデル自動認識
形状の特長を認識し、
ワイヤ放電加工、形彫放電加工、切削加工に適した部分を自動判断します。
長年の改良によって、
その機能は進化を続けています。

進化を続けるデジタルマイスター
3Dモデルによる金型設計

切削加工CAM

ワイヤ放電加工CAM

電極設計CAD

形彫放電加工CAM

3D曲面データを忠実に計算し、高精度
で美しい曲面を実現する切削CAMで
す。豊富なパス種類を取り揃え、電極加
工など小物加工に定評があります。

3Dモデルからワイヤ加工できる部分
を自動的に判断してNC作成。テーパ
や、上下任意形状も対応。
２次元での
作業に比べてはるかに効率的です。

3Dモデルから放電加工が必要
な部分を判断して表示可能。強
力な揺動変形等、電極設計機能
が充実しています。

3Dモデルから加工座標を計算するので
機械で数値入力不要。
これがミスを防ぐ
ポイントです。電極・ワークの内段取り測
定位置指定で自動化を推進します。

三菱放電を知り尽くしたCAM

お手持ちのCADと連携

三菱放電加工機との連携機能を多数搭載、
自社機械を知り尽くした
CAMが高精度な加工を実現します。

製品設計・金型設計はお手持ちのCADで実施し、電極設計とCAMをCamMagicで
実施する使い方でも効果を発揮します。CADコンバータも充実しています。

金型製作の流れ
3D製品設計

3D金型設計

形状認識
加工法検討

電極設計
揺動変形

加工データ作成
（ワイヤ/形彫
/切削）

工程設計

形彫
形彫放電加工機用プログラム作成ソフトウェア

豊富な加工条件検索機能を搭載。CAD/CAMから取り
込んだ加工位置や３DCADデータを用いて、視覚的にプ
ログラム動作がチェック可能です。

電極/ワーク
管
理

加工スケジュール

ワイヤ放電加工
形彫放電加工
切削加工

遠隔監視・通報

実績収集

ワイヤ・形彫
工程管理システム

ESPERADVANCE PRO

パソコン上で
放電加工機のプログラミングが可能

電極加工
（ワイヤ/切削）

形彫放電加工機用スケジュール運転システム

三菱放電加工機リモートサービス
※クラウド環境へ接続します。
別カタログをご参照ください

E.S.P.E.R SCHEDULE
多品種少量生産現場向け工程管理
「人と機械」の最適な組み合わせ計画を行い、機械はあ
るのに使う人がいないというような場合を防止でき、
より
現実的なスケジューリングを行います。工程のシミュレー
ションができ、工程マンのノウハウとシステムの相乗効果
で最適値を導きます。

複数台の加工機の
連続スケジュール運転が可能
効率良い機械の運用で、
システム全体の稼動率が飛躍
的に向上します。

ダッシュボード機能

放電加工機の稼働情報・加
工予測時間などをリアルタイ
ムで確認できます。

リモート診断機能

当社サービスセンターからお客
様の放電加工機を遠隔から判
断し、迅速な対応を行います。

加工機ネットワークシステム

稼働監視・メール通報等を
実施します。
1

ワイヤ放電加工機のシステム化には

E.S.P.E.R SCHEDULE/W

※御社イントラネット内に
環境構築します。
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CamMagic AD

輪郭抽出

３Dデータを活用し、CAMの作業時間を削減！
CamMagicADなら、
３Dデータを読込ませるだけで、
ワイヤ加工
できる経路を自動で作成して、NCデータを作成できます。

ワイヤ放電加工では仕上がらな
いような形状でも、外形を荒取り
する目的ならば、輪郭抽出機能で
手軽にストレート形状のNCプロ
グラムを作成することができます。

面色加工法指定
面単位で色を付加した3次元モデルから、色に割り付けられた加工
定義ルールに従って、経路を抽出し、
自動加工指定を行います。

円柱形状のイニシャルホール認識

3Dモデル入力
（Parasolid等）

3Dモデルから自動で
加工箇所抽出、加工定義

CAM工程が
大幅に効率化

NCデータ出力

他社汎用3DCAD
3Dモデル入力
（Parasolid等）

加工する線を手動で
取出し、2次元に変換

イニシャルホール位置に円柱を配置して自動加工指定を行うと、円
柱をイニシャルホール位置として加工指定します。

高さの異なる複数ワークの加工
ＸＹ軸UV軸以外にＺ軸を用いて、高さの異なる複数ワークを加工す
るNCプログラムも簡単に作成できます。
ワーク間の移動時に、
ノズ
ルを上方に回避するNCコードが自動的に生成されます。

他社2DCAM
2Dデータ出力
（DXF等）

2Dデータ入力
（DXF等）

加工定義

NCデータ出力

3Dモデルを選ぶだけで、
ワイヤ加工できる面だけを自動抽出、連続して加工できる軌跡
を計算し、NCデータにすることが可能です。抽出の方法はダイ穴部分のみ加工とか、開
形状も加工するなど、用途に応じて柔軟に選択可能です。

幾何計算不要
2Dだと関数電卓と三角関数を駆使しないと答えが出ないような計
算も、3Dならモデルを回転させたりテーパを付ける操作をするだけ
で、NCデータを再作成でき、計算から解放されます。

スプライン面として作成された曲面から、円弧近似したNCデータを
作成できます。微小線分での近似に比べて、
ブロック数が少なく、高
品位な加工結果になります。

もちろん設定によって上下
任意形状としてNCデータ
生成も可能です。
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G01X126.4716Y232.7138
G01X126.4716Y187.5016
G01X95.1327Y187.5016
G01X95.1327Y92.7223A1.5
G01X95.1327Y-2.0798
G01X95.1327Y-141.6671
G01X52.4136Y-141.6671
G01X52.4136Y-118.354A0.
G01X44.2421Y-118.354

スプラインを
円弧近似
→NCデータの
ブロック数が少ない

3D抽出後の、2Dでの編集
3Dモデルから抽出された線分・円弧の図形は、2DCAM側にデータが存在します。CamMagicADでは、3D操作画面と2D操作画面がタブ
切り替えだけで両方使用できます。
2Dに抽出した線を、2DCAD操作で細かく修正して使うという使い方も容易です。
3D操作画面

2D操作画面

仕様一覧

スプラインを
線分近似
→NCデータの
ブロック数が多い

製品モデルへの
切込み

CamMagic AD
保守契約

３Dモデル内のテーパ面から、
アングル指令で加工可能な面と、UV
指令が必要な加工面を自動認識し、NCデータを作成できます。加工
機上でのテーパ角度の確認や、後から角度変更が考えられる場合に
便利です。

NCデータを生成した時に、三
菱ワイヤ放電加工機と同じNC
データ解析を行い、3Dビュー上
でオフセットやテーパを考慮した
加工経路をチェックできます。
製 品モデルから作 成したN C
データであれば、製品モデルへ
の加工経路の切り込みも同時
にチェックできます。
実機相当のNCデータチェック
がCAM上で行えます。

NEW

CamMagic AD
選定ガイド

スプライン面からの円弧近似NC作成

干渉チェック（3D）

ApsMagic Ⅲ

経路抽出

テーパ抽出

RemoteMagic Ⅱ

CamMagicAD 3DワイヤCAM

E.S.P.E.R SCHEDULE
E.S.P.E.R SCHEDULE/W

3Dモデルを一旦2D図面に落として、そこから手動で加工する線
を選んでいく、従来のスタイルに比べて、CAM工程が半分以下に
なり、大幅に効率化します。
3Dデータが当たり前の今、ぜひ活用ください。

ESPERADVANCE PRO

3DワイヤCAM
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CamMagic AD

電極設計CAD

連携
D-CUBES・ADVANCE制御装置搭載ワイヤ放電加工機との高い親和性

電極設計時間を、汎用３DCADに比べて半減

三菱の加工ノウハウを満載した加工条件検索
加工機準拠の検索機能を搭載し、加工条件データブックを見なくて
も、加工内容に合わせた加工条件を使用したプログラムを作成する
ことができます。
また加工条件更新時は専用ソフトにて加工機から
最新の加工条件を取り出せるので、常に最新の状態でご使用でき
ます。

高い親和性！

三菱ワイヤ放電加工機と同等のチェックが
できるNCチェッカを搭載。オフセットを掛け
た経路のエラーチェックなどが可能です。
3次元の製品モデルがあればモデルとワイ
ヤ経路を重ねて確認や、経路の製品干渉
のチェックもすることができます。

放電
必要箇所
自動検出

電極形状
部分抽出
機能

揺動変形
機能

電極設計作業
時間を半減

他社汎用3DCAD
ワーク
3Dモデル
入力

数百のダイ穴の一括作成に便利な自動加工指定や、
手動で定義し
た形状の定義コピーにより、効率よく多数取りを行うことができます。
また、
一度定義したデータから、
形状配置、
工程コピーも簡単です。

いろいろなコマンドを
駆使して電極形状
部分を抽出

形彫放電必要箇所の検出
切削で使用する複数の工具の径や長さ、形状を基に、3次元モデ
ル上に切削加工ができない部位を表示できます。
その部位に電極を作成し、形彫放電を行うことができるため、形彫
放電が必要な箇所を見落とすことがありません。

面を1面1面オフセットしていく
など、時間を掛けて揺動変形

レイヤ操作

NEW

多数のレイヤに分けて作られた電極モデルであっても、
目的のレイヤ
に素早く表示を切り替えられます。
レイヤの表示を切り替えるだけでなく、
モデルのレイヤ変更やレイヤ
名の編集も直観的に操作できます。

CamMagic AD
保守契約

工程一覧表での編集一つの表で
まとめて編集できて、楽！

自動拡大／上下任意形状
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中子の一括処理を実現した新技術“コアホールド”に対応
中子の固着箇所を自動で設定することにより、
ダイプレートの中子を
一括処理するプログラムが作成できます。
※1 オプションとなります。
※2 加工機側もオプションが必要な場合があります。

放電指定面に色付けで、自動電極生成
放電したい面にあらかじめ色を付けておけば、
それぞれの面のつなが
り範囲を自動認識して電極形状を複数一度に自動作成可能です。

電極形状部分抽出支援
3Dモデルで電極として必要な部分だけを簡単に抽出する機能を用
意。選択した稜線に沿って電極を作成したり、
リブ部分を取り出した
り、
ユーザの声から作られた機能です。

エッジ部分
抽出

仕様一覧

1）自動拡大加工は微細な形状には欠かせません。
抜けカスを生じない様に最適な経路を自動作成。
2）3次元的で、上下面の線分・円弧の数が合わない形状でも上下
任意加工可能。
もちろん上下の対応点を指定すれば、位置を正
確に合せた形状を加工できます。

CamMagic AD
選定ガイド

数百の定義もあっという間

人が考えながら
放電箇所を検討

ApsMagic Ⅲ

全部の加工工程情報を一つの表にまとめた工程一覧表で、
パラメー
タを変更可能に！ 日々の作業が大幅に楽になります。例えば、
3つの
加工形状の
「切り残し量」
を変更するには、
これまで3回工程表を開い
たり閉じたりでしたが、
工程一覧なら、
一つの表の中で変更可能です。

CamMagicAD 電極設計CAD
ワーク
3Dモデル
入力

2D
工程一覧編集

RemoteMagic Ⅱ

NEW

干渉チェック（2D）

高精度な金型作成や部品製造に形彫放電加工は必須ですが、
3Dモデルを元にした電極の設計作業には手間がかかり、複雑
な加工位置の計算は加工ミスの原因になります。
CamMagicADは、電極設計を強力に支援。3Dモデルから放
電必要箇所を自動検出したり、電極として必要な部分の形状を
簡単に抽出する機能、揺動パターンを考慮し、縮小代分変形さ
せる揺動変形機能などを用意。
汎用３DCADに比べて半分の時間で電極設計を可能にします。

E.S.P.E.R SCHEDULE
E.S.P.E.R SCHEDULE/W

D-CUBES・ADVANCE制御装置を搭載したワイヤ放電加工機の
内蔵2D CAMは、CamMagicAD と同じ操作性です。
また、C a m M a g i c A Dで作 成した加 工 定 義 付きデータは、
D-CUBES・ADVANCE制御装置を搭載したワイヤ放電加工機で
そのまま読み込むことができます。

ESPERADVANCE PRO

ワイヤCAM
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斜めリブ
部分抽出

CamMagic AD

揺動変形機能

円揺動変形

球

四角

細かい製品形状の加工に効果を発揮する、精密計算CAM
CamMagicの切削CAMは、細かい製品形状を精度良く加工で
きます。他社CAMでは計算効率を上げるため、元データを平面に
近似してから計算しているものがありますが、CamMagicは元面
から、直接工具位置を計算します。
面の重なりやズレがあるモデルも、安定して経路計算できます。
他社CAMでは、面単位で経路を生成した後、複雑な処理で連続
化させる必要があります。CamMagicは、工具モデルを曲面の上
で自走させる方式で計算している為、面の境界付近のズレがあっ
ても、安定してNCデータが得られます。

六角

ホルダ/シャンクモデル指定

電極図出力
形彫CAMに使用した電極モデルは、電極図として3面図と3Dモデ
ルを一括して出力できます。
ファイル形式にはIGESやParasolidも選
択できるので、外部のCAD/CAMへ簡単にデータが渡ります。

精密計算
他社

平面に近似して
経路計算

面の重なり・ズレ
他社

工具モデルの
ボールを
転がして計算

元面から直接
経路計算
CamMagic

電極・ワークの自動段取りを実現

1つの電極台座に複数の同形状電極を並べたシフト電極や、複数
の異形状電極を並べたマルチ電極を使用したプログラム作成が簡
単操作で可能です。電極作成時間やコストの削減、電極交換や電
極芯ずれ測定回数を減らし段取り時間の削減を実現します。

形彫干渉チェック

効率的な荒加工
ワイヤ放電加工機で輪郭を荒取りしたワークなどでも、
エアカットの
少ない効率の良い荒加工用NCプログラムを作成します。

加工機の種類と目的に応じた豊富な出力形式を用意
⑴三菱加工機でそのまま使用したい場合は、
E.S.P.E.R形式で出力
⑵三菱加工機上で3Dチェックや加工条件検索等のモデルデータを
扱う機能を使用したい場合や、加工機上で画像付きの加工指示
書を見たい場合は、
ESPERADVANCE形式で出力
⑶他社製加工機を使用する場合は、
EPX形式
（日本金型工業会制
定の形彫放電共通フォーマット）
で出力
データ一括出力機能
●CAD/CAMから、3Dデータ・加工
指示をまとめて形彫放電加工機へ

芯出し測定
位置情報
CAD/CAM

また、部分的な荒加工でも、仮想ワーク面を指定してエアカットを大
幅に削減した荒加工経路も簡単に作成できます。

開いた形状の等高線で往復加工できます。中仕上げ加工や要求精
度の低い仕上げ加工の加工時間を短縮します。
また、開いた経路は
指定量だけ延長します。

3D-ADVANCE
●設計側意図を正しく、
すば
やく確認、
入力ミスを防止

電極・ワークの 加工位置情報
3Dモデル
（EPX）
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仕様一覧

加工プログラム生成時、
電極
モデルとワークモデルで干渉
をチェックします。
モデリング時は干渉が無い場
合でも、加工情報のパラメー
タ設定ミスを検出できるので、
加工ミスを削減できます。

NEW

等高線仕上げでは、緩斜面部分に走査線経路を自動生成する事
で、加工面全体の仕上げ加工を行う事ができます。緩斜面部分の
経路は、走査線の他にオフセット経路を選択する事もできます。

CamMagic AD
保守契約

連携

加工機上で段取りするための測定プログラムを作成できます。電
極・ワークの測定位置を3次元モデル上から選択できますので、数
値入力ミスがありま
せん。加 工 機 上で
の自動測定が可能
となるため、作業者
の手間軽減、加工
機の稼働率向上を
実現します。

多彩な仕上げ加工

CamMagic AD
選定ガイド

シフト電極、マルチ電極を使用した加工プログラム作成

荒加工から仕上げ加工まで、
3次元形状を加工するための豊富な加
工パスの種類を用意しています。等高線・走査線加工や隅部加工・
ペンシル加工、
水平面・垂直面のみの加工などを用意しています。

CamMagic
ApsMagic Ⅲ

豊富な加工パス

形彫放電CAM

経路の連続化
が複雑

RemoteMagic Ⅱ

ホルダ/シャンクをモデリングする際に、任意の形状を指定できます。
加工時と同じ形状を使ってモデリングすることで、加工時の干渉を確
認でき、段取り時の電極方向の誤りを減らすことができます。

E.S.P.E.R SCHEDULE
E.S.P.E.R SCHEDULE/W

円

切削CAM

ESPERADVANCE PRO

三菱電機形彫放電加工機に搭載されている、揺動パターンに対応し 電極にRがある場合に円揺動変形は複雑になりますが、独自のアル
た電極モデル変形機能があります。円、四角、球、放射、一軸縦・横、 ゴリズムにより変形の成功率を向上させています。
六角1・2、蒲鉾1・2、の各パターンに対応し、揺動を考慮した最適な 理論的に変形できない面や、変形が困難な面は色別に表示します。
モデルへ簡単に変形できます。
揺動変形前後のモデルをレイヤ別に確認することもできます。
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画像付き
加工指示書
形彫放電加工機
（ADVANCE機）

CamMagic AD

CAD・データコンバータ

穴の自動認識

3D

ポケット加工自動認識

3次元モデルから穴を自動認識し、抽出して加工できます。多段種 3次元モデルから、2次元的な加工ができるポケット部を自動認識す
類をグルーピング化。あらかじめ登録している加工方法を選択して、 る機能により、島・池の包含関係を把握し、加工順序を考慮した加
工工程を自動生成。形状にあわせて加工する工具も自動決定する
自動でNCプログラムを生成できます。
ことが可能になります。

柔軟で多彩なモデリングが可能な3DCAD

多種のＣＡＤデータが利用可能
上位CAD、CAEシステムとのデータ交換は万全。幅広いCADデー
タ交換フォーマットに対応します。他社CAD入力ダイレクトコンバー
タも5種類を用意。IGES・STEP・Parasolid・ACISの中間ファイル
フォーマットは入出力可能。
ラピッドプロトタイピング、CAE用に使わ
れるSTLデータも出力可能です。
Inventor
SolidWorks

電極切削CAM

U-Graph

電極切削ナビゲーション

ACIS

V4/V5

STEP

IGES

DXF

PRO/E

BMI

NEW

JTコンバータ

エッジをピン角に仕上げる等高線加工
パスを生成できます。

STL

メタファイル
CSV

：標準
：入出力
コンバータ
：入力
コンバータのみ
：出力
コンバータのみ

CATIAは Dassault Systemes S.A.の、Pro/Eは Parametric Technology Corporationの、
U-Graphは Unigraphics Solutions, Inc.の、Inventorは AutoDesks社の、
SolidWorksは SolidWorks Corp.の、
それぞれの登録商標です。
CamMagic ADにおいては ○ は標準装備されています。

RemoteMagic Ⅱ

電極切削に必要な機能を抽出し専用メニューを用意しました。電極モデルの読み込みを
行った後、
ダイアログ内の形状パターンなどを選択し、
３Ｄビュー上のモデルと工具を確認し
ながら工具径を調整するだけでＮＣ生成を行うことができます。

CATIA
Parasolid

E.S.P.E.R SCHEDULE
E.S.P.E.R SCHEDULE/W

柔軟で多彩なモデリングが可能な3DCAD。サーフェスモデル・ソ
リッドのハイブリッドモデラで、他社CADから取り込んだモデルの修
正や、解析のための機能を豊富に用意しています。
（下図は曲率によるモデル色分け機能）

ESPERADVANCE PRO

切削CAM

2D
端点接続・図形整理

通常の作図に十分なCAD機能を備えています。図形作図・寸法入
れ・レイヤやグループが使えます。
また標準装備のIGES、DXFデー
タの読み込みはドラッグ＆ドロップするだけの簡単操作です。

高精度シミュレーション

マルチコア対応による高速／高精度シミュレーション表示

CamMagic AD
選定ガイド

製品モデルを切削後の形状と比較して任意の精度で表示すること
が可能です。任意の座標をマウスでピックすることで、
その点のXYZ
の座標を表示できます。厳密なチェックが必要な部分は数値で確
認。
また、製品モデルとの比較により、削り残し量の色分け表示が
可能です。一定の公差範囲までの加工が完了しているかどうか
チェックできます。

IGES、DXF等で受け取るデータでは、精度差のために図形の端点
が離れている場合があります。離れた端点を範囲と精度を設定して
自動接続。
また、重なったり分断された図形が存在する場合に、形
状を修復/削除できます。

ApsMagic Ⅲ

充実の基本CAD機能

2D
2次元ポケット・島残し加工

細穴放電CAM

2次元でも、簡単な操作で加工経路
を生成できます。ダウンカットで安定・
仕上がり面向上。輪郭加工ではNC
オフセット加工が可能です。
削り部分の小径工具での自動加工
も実現しています。

(2D切削CAMの機能で対応します）

歯車
高精度インボリュート歯車、
ラックをパラ
メータ入力のみで自動作図。円弧近似な
のでNCプログラムも短縮。転位係数、
ま
たぎ歯厚さ、
オーバーピンの3つの方法を
選択可能で、相互にパラメータの対応を
知ることもできます。

各種曲線
カム、
インボリュート、
サイクロイド、
スパイラ
ル曲線など、各種数学的な曲線を自動作
図。ニーズにあった図形作成が可能です。

NCCAD・点列変換
NCプログラムからCAD図に変換できる、
NC→CAD変換機能を標準装備。加工
部分のみの形状確認が簡単にでき、古い
NCプログラムをCAD資産として使えます。
この他に、点列データより曲線を作成する
機能もあります。

仕様一覧

NCプログラムの作成はほとんど自動
で高速な処理が可能です。固定サイ
クルはもちろんサブプロも可能です。
座ぐり加工では効率を追求し、
エンドミ
ルでの渦巻き加工、
スパイラル加工、
真円拡大加工が可能です。

CamMagic AD
保守契約

多彩な穴加工

SHシリーズ、RHシリーズ細穴放電加工機用NCデータの作成にも対応しており、
ワイヤ加工の
下穴加工などに便利です。

9

2D切削CAMの穴加工機能を利用して、
ポスト処理で対応NCデータを作成します。使い勝手を
考え、細穴放電加工専用メニューを用意しました。
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E.S.P.E.R SCHEDULE

─ 形 彫 放 電 加 工 機 用 プ ログラム 作 成 ソフトウェア ─

CamMagic AD

ESPERADVANCE PRO

─ 放 電 加 工 機 用 ス ケ ジュー ル 運 転 システ ム ─

形彫放電加工機のプログラミングをオフラインで実施

複数の形彫放電加工をスケジュール運転可能

E.S.P.E.R SCHEDULE
E.S.P.E.R SCHEDULE/W

複数台の形彫放電加工機をスケジュール運転

ESPERADVANCE PRO

パソコン上で形彫放電加工機用のプログラミング

・ ESPERADVANCEプログラミング、形状エキスパート、
ノウハウ
シートなど、ADVANCE制御装置のプログラミング作業を全てオフ
ラインで実施できます。

・ JOB管理による加工機の連続スケジュール運転を行います。最大5台まで
管理可能です。

・ADVANCE制御装置だけでなく、64bit機
（MA・EAシリーズ）
にも
対応しています。

・加工機や電極・ワーク交換装置との通信状態などの監視が可能です。
※遠隔操作を行うためには加工機に対して弊社規定の安全対策を行う必要があります。

ESPERADVANCEプログラミング

ノウハウシート

CamMagic AD
選定ガイド

形状エキスパート

IDタグシステムと連携した高度なシステムを構築

CamMagic ADとの連携で3D機能がさらに強化

・ 電極・ワークパレットに取付けられたIDタグにより、電極・ワーク交換装置の
装着状況を管理できます。

・CAD/CAMから出力された加工位置情報
（EPXファイル）
を使用
することで、3Dデータからのプログラミングが実施できます。

・電極・ワークパレットの装着ミスやプログラム登録ミスを削減できます。
※IDタグシステム対応可否については弊各支社あるいは商社までお問い合わせください。
ESPERADVANCE PRO

CamMagic AD

IDタグシステム
（別売）

E.S.P.E.R SCHEDULE/W
画像付き加工指示書

・ USBフラッシュメモリによるデータの受渡しだけでなく、放電加工
機とイーサネット接続することで、
プログラムや加工条件などの管
理をより簡単に行うことができます。
・1台のパソコンで最大5台までの加工機を管理することができます。
11

複数台のワイヤ放電加工機をスケジュール運転
人手介入時間の削減

イーサネット

・加工工程分割によるスクラップ処理のまとめ実行により、効率的なシステム
運用が可能です。

仕様一覧

ネットワークの活用による簡単な機械管理

3Dチェック

装着状況管理画面

CamMagic AD
保守契約

・CamMagic ADと連携することにより、電極・工作物の測定位置
プログラミングや3Dモデル
（Parasolid）
によるデータ確認（3D
チェック）
、画像付き加工指示書の作成など、
より多彩な3D機能
が使用できます。

ApsMagic Ⅲ

・パソコン上から加工機を遠隔操作して、加工機をスケジュール運転するソフ
トウェアです。

RemoteMagic Ⅱ

・プログラミングをパソコン上で行うことにより、加工機上での作業
を最小限にすることができます。

段取充実サポート
・３次元測定器での測定結果ファイルをインポート可能です。
ワイヤを使った内段取りによる測定も可能です。
・ 形状プログラム単位で適応制御や図形変更スイッチなどのパラメータを詳
細に指定可能です。
※対応可能な3次元測定器については、弊各支社あるいは商社までお問い合わせください。
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─ 工 程 管 理 システ ム ─

現場の機械を常に監視し、お客様の機械稼動率向上と生産のスピードアップを実現

多品種少量生産現場向け工程管理システム

監視パック
加工機稼動率の向上

もしかして、
現場で以下のようなことはありませんか─？

お客様のロスタイム削減
・加工プログラム等の入出力作業の削減
三菱放電加工機、
三菱レーザ加工機、
三菱CNC、
ファナッ
ク社のFOCAS1に
対応します。

●機械は空いているのに作業者がいない。
逆に、作業者はいるが 機械が空いていない。
●設計変更や特急品等への対応で、
工程組替えを手作業で行って時間をかけている。
まるで人が計算機代りの作業をしている。
●工程変更すると各オーダの納期にどのように影響
するかわからない。
従って、安全めに納期設定をしてしまう。
●遅れが出ているのか予定通りなのか、進んでいる
のかわからない。
多人数で、頻繁に工程会議を開いている。

NCプログラム転送▶

負荷シミュレーション
計算機能

多重
パート手法

システムの
計算力と
人の判断力で

解決

複数設備による
並行作業支援

機械と人の組合せで計画
立案が可能
＋
機械の固定、人の固定、
着手日の固定等フレキシブル

計画・実績を元に
豊富な管理
アプリケーション

簡単な操作と
入力負荷の軽減

●忙しいのに利益はあまり出ない。
●慢性的に外注依存している。
●実績原価が把握できない。
数値把握できないので、利益改善ができない。

▲加工状態監視

大工程レベルでの
納期予測

RemoteMagic Ⅱ

e-mail通報
I-mode監視

全自動スケジューリング機能
＋
手動スケジュール調整

E.S.P.E.R SCHEDULE
E.S.P.E.R SCHEDULE/W

稼動状態を共有することは、異常時にいかに迅速に手を打つことが
できるかを決定します。

人と機械の貴重な時間を最大限に活かす現場向き工程管理システム

ESPERADVANCE PRO

稼動率向上と生産のスピードアップ

・無人加工時の終了・停止・異常の早期発見
・迅速な連絡網の形成
・事務所でも出先でも正常・異常の確認可能
・現場の状態をカメラで確認し、軽微か重大かが判断可能

CamMagic AD

─ 加 工 機 ネットワークシステ ム ─

工場内レイアウトにあわせ
機械配置図を変更することが可能

ApsMagic Ⅲ 運用の流れ

自動スケジューリングで、山積み・山崩しが簡単に行えます。
生産計画上起こり得る工程負荷のバラツキを平準化し、作業現場
に最も適した作業日程計画を立案します。

・加工機毎の稼動率を定量的かつビジブルに把握
・故障頻度分析／改善の基礎データとして活用
非加工時間の要因追跡、機械の稼動に偏りがあることの要因追跡が
可能になり、工程計画や設備計画の為の基礎データになります。

ApsMagic Ⅲ

ApsMagic Ⅲ の特長

稼動率分析、故障率分析

オーダ登録

工期短縮

稼動率の向上
・適切な日程計画により、工場全体の稼動率が向上します。
・ 機械の空き時間や、作業者の待ち時間を削減することにより、外
注費用の削減や残業・休日出勤の減少を実現します。

製品設計
実績入力

DNCパック
三菱加工機対応データ転送

e-mail通報

作業指示
仕様一覧

データ転送・メール通報が可能です。

工程設計

納期予測
・納期優先、能力優先など、
きめ細かな条件設定でシミュレーション
することにより、精度の高い納期予測ができます。
また、飛び込みの仕事が入ってきても柔軟に対応できます。
蓄積データの活用
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通報条件、通報内容など設定画面

放電加工機用
ワイヤ放電加工機

・運用の中で蓄積される計画・実績の工数、仕損工数をもとに原価
分析ができます。
・ 分析の結果から、問題点を抽出し、利益改善へ繋げることが可能
です。

CamMagic AD
保守契約

現場向きのシステム
・ 人や機械の固定や加工機能力・作業者熟練度を考慮した日程計
画を立案することにより、
現場の実状に合った運用ができます。
・データの入力は簡素で、作業者の負担は増えません。
・ 工程毎に作業指示が確認でき、現場のリーダーが不在でも作業
者は作業内容や作業の順番を視覚的に判断できます。
また、進捗状況も併せて確認できます。
・バーコードが印刷された作業指示書を使い、作業着手、作業完了
の実績入力作業はバーコードリーダーを使った運用ができます。

CamMagic AD
選定ガイド

・適切な日程計画や進捗管理により、
納期の遅延を防止できます。
・ネック工程の早期発見により、納期超過を防ぎます。

日程計画
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CamMagic AD

選 定 ガイド

ワイヤCAMをメインにご検討のお客様
切削CAMとワイヤCAMの併用、
ワイヤ3次元CAMと2次元CAMの選択のご参考として提案いたします。
部品加工を行っている

3Dモデルの運用に困っている

●
●
●
●
●
●

新旧三菱ワイヤ加工機用のNCプログラムを作成する
他社ワイヤ加工機用のNCプログラムを作成する
APT
（自動プロ）
からの置き換えを検討している
CAD/W
（自動プロ）
からの置き換えを検討している
他社ワイヤCAMからの置き換えを検討している
旧CamMagicワイヤCAM
（MS20,CamMagic DM）
のバージョンアップを検討している

ワイヤ・ミルパック

2次元ワイヤパック

（CamMagic AD/W）

電極設計・形彫CAMをメインにご検討のお客様

●
●
●

三菱形彫放電加工機を保有
他社形彫放電加工機を保有
ATCを使って加工している

●
●
●
●

電極設計している、
したい
電極設計をしていて困っている
分割電極を多用している
揺動変形に悩んでいる

●
●
●

電極の数が多い
自動化を考えている
内段取りをしている

１. 最新バージョンをお届け〈バージョンアップには加入が必要です〉

5. リモートサポート（*1）

●新しいOS・新しい加工機、加工条件への対応等、新機能提供。
●Webによるダウンロードにより最新バージョンを入手できます。

●TEL、
メール等では説明が難しい内容をお客様のPCをリモート
で操作説明します。

２. 電話やメールによるサポートを受けることができます

6. 東名阪セミナー受講料を割引きします（*2）

●専門のスタッフがお客様の問い合わせに迅速に対応します。

●東名阪で開催のセミナー受講料を50%OFFします。
●対象は、年間で1社1名様までです。

３. プロテクタが故障時、無償交換

3次元形彫・ミルパック
形彫パック

●パラレルタイプからUSBタイプへの交換も無償。

7. 2次元作図CADを無償提供します

４. メールでお得な情報等を配信します

●加入期間中は、
プロテクタ無しで2次元作図CADを無償でご利
用頂くことができます。

●新製品は特典情報等、
サービス加入者にはお得な情報を提供
していきます。

電極設計パック

急なPCの故障で仕事が止まる
大事なデータが使えなくなる

3次元CAMと2.5次元CAMの選択のご参考にしてください。電極を切削加工されているお客様には特にお勧めです。

●
●

3次元切削加工を行っている
微細、精密加工を行っている
穴加工、
プレート加工、2.5軸加工を行っている
部品加工を行っている
自動プロを使っている
加工機側で手打ちで入力している

電極ミルパック
3次元ミルパック

D

形彫放電CAM

マシセンCAM

コンバータ

CAD
シミュレーション
工具作成ソフト
5軸切削CAM

2、3次元ワイヤＣＡＭ
他社ワイヤポスト
（1機種当り）
コアホールド
電極設計支援CAD
2、3次元形彫放電ＣＡＭ
3次元マシセンＣＡＭ
3次元穴・ポケット加工自動認識
マシセンＣＡＭ
（穴あけ、
2次元）
2.5/2.8次元CAM
個別マシセンポスト
（1機種）
IGES、DXFコンバータ
（2次元）
3次元IGES・PARASOLIDコンバータ
3次元STEP入出力コンバータ
3次元CATIAV5入力コンバータ
3次元CATIAV4入力コンバータ
3次元U-GRAPH入力コンバータ
3次元Inventor入力コンバータ
3次元PRO/E入力コンバータ
3次元SolidWorks入力コンバータ
3次元JT入力コンバータ
作図CAD、
基本CAD1・2、
拡張CAD
3次元ＣＡＤ
（なるべく併せて購入してください）
プレスCAD
（含む統合ライブラリ）
統合ライブラリ
（部品穴自動含む）
統合シミュレーション
ProfDia※2
ESPRIT※3

依存関係

ZZ

ミルパック

Old

CAD/CAM

New Machine

Old OS

新しいPC・新しいOS・新しい加工機に対応するには、CAD/CAMもバージョンアップが必要になります。

①
2次元ワイ
ヤパック
（CamMagic
AD/W）
○※1

②
ワイヤ
パック

③
ミルパック

④
電極
ミルパック

パック製品名
⑤
⑥
電極設計 ワイヤ・
パック
ミルパック

○

⑦
3次元
ミルパック

○

21が必須

⑧
⑨
3Dワイヤ・ 3次元
ミルパック 形彫・
ミルパック

8が必須
○

○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○

⑩
形彫パック

○

○

8が必須
8が必須

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

継続加入する方が途中加入するよりお得です
「購入後、
５年間継続加入した場合」
と
「５年後にバージョンアップが必要になり途中加入した場合」の比較例
40

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

35

継続加入が
お得

●PCが故障
●OSを更新
●加工機を更新
などのため、
バージョンアップが必要になり
サポートサービスに途中加入（再加入）

30
25
○
○

〈費用の一例〉

〈費用比較〉

20

継続加入（年間）

15
10

購入後１年間は
製品購入価格に含まれます

継続加入（累計）
非加入から
途中加入（再加入）

5
ベース

Z

ZZ

○

○

○

○

○
○

○

○

3Dワイヤ機能は含まれません。
個別見積します。本製品は独GTR社の製品で、製品名はGTR社の商標または登録商標です。
個別見積します。本製品は米国DPテクノロジー社の製品で、製品名はDPテクノロジー社の商標または登録商標です。

○
○

○
○

○
○

○
○

0
購入時

１年経過

２年経過

３年経過

経過年数

４年経過

５年経過

【途中加入（再加入）費用】
38万円
【継続加入時累積費用】
24万円
継続加入した方が
14万円もお得

仕様一覧

※1
※2
※3

ワイヤCAM

ソフトウェアオプション名

XP

NCATA

CamMagic AD
保守契約
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

種類

Spyware

Virus

DA

パック製品・個別オプション対応一覧表
No.

Gone!

D
CATA

せっかく新しい加工機を入れたのに
使いこなせない

CamMagic AD
選定ガイド

●
●
●
●

そんなお客様に
オススメ

切削は電極が中心で、効率よく電極を切削をしたい
他社
（他部署）
に電極切削を依頼している、
或いは今後内製化を図りたい

古いOSのPCを使い続けると
セキュリティが心配

ApsMagic Ⅲ

こんなリスクに対し、安心です

切削CAMをメインにご検討のお客様
●
●

（*1）
お客様のPC環境、当社受付状況により対応ができない場合があります。
（*2）製品購入後2年目以降のお客様が対象

RemoteMagic Ⅱ

電極設計から3次元切削を行っている

そんなお客様に
オススメ

電極設計から切削CAM、形彫放電CAMへと一連の設計作業をサポートします。
また、既に他社の設計CADをご使用中のお客様は、CamMagic ADとの併用により一層の効果を発揮します。
●

サービスは
順次拡大予定！

加入するとこんな特典があります

ワイヤパック

E.S.P.E.R SCHEDULE
E.S.P.E.R SCHEDULE/W

穴・プレート加工、

●

そんなお客様に
オススメ

●

ESPERADVANCE PRO

ソフトウェア年間サポートサービスのご案内

CamMagic ADは、
ご使用される用途に合わせて構成された
「パック製品」
を用意しています。オプションの追加により、他のパック製品と組
み合わせることができます。以下のガイドを参考に、用途に合わせた最適なパック製品をご選択ください。

複数台お持ちの方には複数台割引
制度もあり、更に費用を抑えることが
可能です。
注1）例は当社の特定機種による算出例
ですので、実際にはお使いの機種
により金額が異なります。
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ApsMagic Ⅲ

CAD/CAMの性質上、
新規導入にあたってはできるだけ高いスペックのパソコンを導入し、
生産性を高めていただくことをお勧めいたします。
●3次元（統合シミュレータ機能も含め）のCamMagic ADを使用する場合
種別
本体

条 件

メモリ
OS
ディスプレイ
HDD空き容量
画面解像度
グラフィックボード

DVD-ROM

USBポート必要
（プロテクタ装着のため）
加工機とRS232Cで通信する場合
にはCOMポートが必要
インストール・バージョンアップ時に必要

種別
本体

DOS/V 機
Intel® Xeonシリーズ、
Intel® Cerelonシリーズ、
Intel® Coreシリーズ、
Intel® Pentium 2.0GHz以上

CPU
メモリ
OS
ディスプレイ
HDD空き容量
画面解像度
インタフェース
DVD-ROM

32ビットOS:2GB以上
（推奨4GB）、64ビットOS:4GB以上
（推奨8GB）
Windows® 7
（32bit/64bit） Professional以上、
®
®
（32bit/64bit）
、
Windows 8.1
（32bit/64bit）
の日本語版
Windows 8
（32bit/64bit）
の日本語版
Windows® 10
24インチ
（ワイド）
以上推奨
10GB以上
1280 × 1024ドット以上
USBポート必要
（プロテクタ装着のため）
加工機とRS232Cで通信する場合
にはCOMポートが必要
インストール・バージョンアップ時に必要

※上記以外の仕様は確認しておりません。

ESPERADVANCE PRO / E.S.P.E.R SCHEDULE
動作環境
種別

インストール・バージョンアップ時に必要
SXGA:1280×1024以上 WSXGA:1280×800以上
USBポート必要
（プロテクタ装着とデータ入出力のため2ポート以上）
Windows® 7
®
Adobe® Reader（Version8以上）

対応システム
バージョン

種別
本体
CPU
メモリ
LAN
HDD空き容量
インタフェース
CD-ROM/FDD
画面解像度

種別
本体

DOS/V 機
Intel Coreシリーズ、
Intel Xeonシリーズ、
Intel Cerelonシリーズ、
Intel Pentium 4.3GHz以上
2GB 以上
（4GB以上推奨）
必須
本システムのインストールには最低約2.8GB の空き容量が必要
USBポート必要
（プロテクタ装着のため）
インストール・バージョンアップ時に必要
1280 × 1024 ドット以上 256色以上
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003 Release2
Windows®8 Pro、Windows®8.1 Pro
Windows®7 Professional

CPU
メモリ
LAN
HDD空き容量
CD-ROM
FDD
画面解像度
OS
（32bit）
必要ソフトウェア

種別

条 件
DOS/V 機
Intel Coreシリーズ、Intel Xeonシリーズ、
Intel Cerelonシリーズ、
Intel Pentium 3.0GHz以上
2GB 以上
必須
本システムのインストールには最低約500MBの空き容量が必要
インストール・バージョンアップ時に必要
1280 × 1024 ドット以上 256色以上
Windows®8 Pro
Windows®8.1 Pro
Windows®7 Professional
Microsoft® Excel 2010

Microsoft® Excel 2010

●ネットワーク環境（サーバ／クライアントで使用する場合のみ）
要求仕様

条 件

Windows® Server 2008
Windows® Server 2003 Release2
32bit Windows® Server 2003
日本語 Windows®8.1 Pro
Windows®8 Pro
Windows®7 Professional
Windows® Server 2012 Release2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 Release2
Windows® Server 2008
x64
（64bit） Windows® Server 2003 Release2
日本語 Windows® Server 2003
Windows®8.1 Pro
Windows®8 Pro
Windows®7 Professional

備 考

ユーザ／クライアン
トのアクセスライセ
ンスは、
システム構
成に合わせて別途
購入が必要です。

サーバとクライアントがLAN設備で接続されネットワークの設定が正常に行われていること。
LAN接続のプロトコルはMicrosoft® TCP/IPのみ使用可能です。
クライアント機から、
サーバに正常アクセスができることを確認してください。
●Oracleデータベースについて
・Oracleは対応OS
（サーバもしくはクライアントのパソコン仕様）
に合わせた種類
（32bit／64bit）
を選択願います。
・Oracleは32bit仕様、
64bit仕様どちらも選択可ですが、
ApsMagicは64bit仕様の動作保証がありませんの
で64bit仕様を選択された場合、
Oracleデータベースサーバー用パソコンではApsMagicを動かせません。
・Oracle11gR2以外のOracleバージョンについては、別途お問い合わせ願います。

ApsMagic Ⅲ

動作環境

考

●クライアント環境（実績入力・データの表示を行うマシンの場合）

条 件

●Oracleデータベース環境（サーバ／クライアント）

※1
データ

E.S.P.E.R SCHEDULE/W

※1：Oracle11g Database Standard Edition Release2
（11.2.0.4以降）

種別

条 件

本体
CPU
メモリ
LAN
HDD空き容量

●サーバ環境（工程設計を行うマシンの場合）

必要ソフトウェア

条 件
ADVANCE制御装置、64bit制御装置
（型名：C21/C30）
ADVANCE制御装置→BRD-M70W500-C1版以降対応可能
64bit制御装置
→BRD-M40W500-E1版以降対応可能
（型名：C21/C30）
→BRD-M70W000-A3版以降対応可能
※上記システムより古いバージョンの場合はバージョンアップが必要です。
対応システムバージョンの詳細およびバージョンアップについては
お近くの弊各支社あるいは商社までお問い合わせください。

備
別途無線バーコードリーダが必要です
下記動作環境を参照願います。

DOS/V 機
Intel® Pentium®4 1.5GHz以上
128MB以上
（256MB以上推奨）
必須
本システムインストールには最低256MBの空きが必要

種別
CD-ROM
画面解像度
インタフェース

条 件
インストール・バージョンアップ時に必要
800×600ドット以上 256色以上
RS232C×2 D-SUB9pin

対応OS

Windows® 7
（32bit）
注）
一部対応していない製品もありますのでお問い合わせください。

CamMagic AD
選定ガイド

RemoteMagic Ⅱ
動作環境
●監視パック（サーバ環境）／DNCパック時

OS
（32bit）

●監視パック（クライアント環境）時

条 件
DOS/V 機
Intel® Pentium® 4 またはIntel® Celeron®
2GB 以上
必須
最低約1GB の空き容量が必要
USBポート必要
（プロテクタ装着のため）
インストール・バージョンアップ時に必要
1280 × 1024 ドット以上 256色以上

1.5GHz以上

Windows® Server 2003 Release2、Windows®8 Pro、Windows®8.1 Pro、
Windows®7 Professional

●ネットワーク環境

条 件
DOS/V 機
Intel® Pentium® 4 またはIntel® Celeron® 1.5GHz以上
1GB 以上
必須
最低約500MBの空き容量が必要
IE6.0 IE7.0 IE8.0 IE9.0
USBポート必要
（プロテクタ装着のため）
インストール・バージョンアップ時に必要
1280 × 1024 ドット以上 256色以上
Windows®8 Pro、Windows®8.1 Pro、Windows®7 Professional

●接続対象製品
要求仕様

※メールサーバ認証として、POP before SMTP、SMTP認証に対応しています。
それ以外は、対応していません。
※Microsoft® Exchange Serverには、e-mail通報は、対応しておりません。

接続種別
LAN接続
DIO-BOX接続

M700
○ ※1
○ ※4

M70
○ ※1
○ ※4

NC装置の種類
M7
64bit
32bit
○ ※1 ○※1、※2
×
○ ※4 ○ ※4 ○ ※4

16bit 他社メーカ
×
△ ※3
○ ※4 ○ ※4

※1：加工機側にLAN接続用オプションが別途必要な場合があります。
オプション名は、
ワイヤ：LAN/W
（H/W）
、DNC64W
（S/W）
、形彫：DNC
（H/W）
、DNC
（S/W）
※2：初期の64bit機はLAN接続できないものがありますので三菱電機へお問い合わせください。
※3：お客様の環境に応じてご相談させていただきます。
※4：パトライト信号相当の接点工事が別途必要になりますので詳細については三菱電機へお問い合わせください。
また、DIO-BOXについては別途購入していただく必要がありますが、詳細はお問い合わせください。

※MELSOFTは三菱電機株式会社の登録商標です。
※Windows®は、米国Microsoft® Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。Oracleは米国オラクル社の商標です。
Intel®、Core®、Cerelon®、Xenon®およびPentium®は、
記載の社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※CamMagic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。
ApsMagic、RemoteMagicは、三菱電機株式会社の登録商標です。

その他ソフトウェア
切削工具加工用ワイヤCAM ProfDia
工具加工用プログラム専用画面
簡単な操作で3次元形状のPCD・超硬材等の切削工具を、
ワイヤ放電加工機で輪郭
加工するためのプログラムを作成します。

スケジュール運転
ワーク交換装置を使用したスケジュール運
転にも対応できます。別途ご相談ください。

仕様一覧

サーバとクライアントがLAN設備で接続されネットワークの設定が正常に行われていること。
LAN接続のプロトコルはTCP/IPのみ使用可能です。
クライアント機から、
サーバに正常アクセスができることを確認してください。
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種別
本体
CPU
メモリ
LAN
HDD空き容量
ブラウザ
インタフェース
CD-ROM
画面解像度
OS
（32bit）

CamMagic AD
保守契約

種別
本体
CPU
メモリ
LAN
HDD空き容量
インタフェース
CD-ROM
画面解像度

RemoteMagic Ⅱ

HDD空き容量
CD-ROM/FDD
画面解像度
インタフェース
OS
（32bit）
必要S/W

種別
対応放電加工機

ソフトウェアオプション名
無線バーコードリーダ S/W
旧ApsMagicのバージョンアップ

動作環境

OS
（32bit）

対応加工機仕様
条 件
DOS/V機
Pentium® 4 2.0GHz以上
（推奨 Intel® Core2 Duo 2.4GHz）
1GB以上
（推奨2GB以上）
必須
（E.S.P.E.R SCHEDULE）
インストール時にはCドライブの空き容量が1GB以上必要 インストール後、
プログラ
ム保存時には1GB以上またはHDDの5％以上のどちらか大きい方の空き容量が必要

本体
CPU
メモリ
LAN

No.
1
2

条 件

E.S.P.E.R SCHEDULE
E.S.P.E.R SCHEDULE/W

インタフェース

32ビットOS:2GB以上
（推奨4GB）、64ビットOS:4GB以上
（推奨8GB）
Windows® 7
（32bit/64bit） Professional以上、
®
®
（32bit/64bit）
、
Windows 8.1
（32bit/64bit）
の日本語版
Windows 8
（32bit/64bit）
の日本語版
Windows® 10
24インチ
（ワイド）
以上推奨
10GB以上
（内、
スワップサイズを1GB以上に設定してください。）
1280 × 1024ドット以上
OpenGL用グラフィックボード
*NVIDIA Quadro シリーズ

ソフトウェアオプション構成

●2次元のCamMagic ADを使用する場合

ESPERADVANCE PRO

DOS/V 機
Intel® Cerelonシリーズ、
Intel® Coreシリーズ、Intel® Xeonシリーズ、
Intel® Pentium 3.0GHz以上

CPU

CamMagic AD

CamMagic AD
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三菱電機放電加工機ソリューション

Global Partner. Local Friend.

【YouTube】
【YouTubeロゴ】は、Google Inc.の商標または登録商標です。

三菱電機株式会社名古屋製作所は、環境マネジメントシステム ISO14001、及び品質システム ISO9001の認証取得工場です。

ご使用の前に取扱説明書・安全マニュアルを
よくお読みの上、正しくお使いください。

CAD/CAM製品の詳細技術事項等の
お問合せは下記へどうぞ
三菱電機メカトロニクス
ソフトウエア株式会社

〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14
（三菱電機名古屋製作所内）
TEL:（052）723-6051

お問い合せは下記へどうぞ
東日本メカトロソリューションセンター

〒336-0027
さいたま市南区沼影1-18-6
TEL:（048）710-5610

北陸支社

〒920-0031
金沢市広岡3-1-1
（金沢パークビル）
TEL:（076）233-5538

東北支社

〒980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20
（花京院スクエア）
TEL:（022）216-4551

西日本メカトロソリューションセンター

〒660-0807
尼崎市長洲西通1-26-1

TEL:（06）4868-8653

中部支社

〒450-6423
名古屋市中村区名駅3-28-12
（大名古屋ビルヂング）
TEL:（052）565-3112

中国支社

豊田支店

〒471-0034
豊田市小坂本町1-5-10
（矢作豊田ビル）
TEL:（0565）34-4112

九州支社

〒730-8657
広島市中区中町7-32
（ニッセイ広島ビル）
TEL:（082）248-5236

〒810-8686
福岡市中央区天神2-12-1
（天神ビル）
TEL:（092）721-2356

詳細技術事項等のお問合せは下記へどうぞ
名古屋製作所
放電製造部（加工技術課）

〒461-8670
名古屋市東区矢田南5-1-14
TEL:（052）712-2308

三菱電機東日本
メカトロソリューションセンター

〒336-0027
さいたま市南区沼影1-18-6
TEL:（048）710-5750

三菱電機西日本
メカトロソリューションセンター

〒660-0807
尼崎市長洲西通1-26-1
TEL:（06）4868-8656

三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社
東北サービスセンター

〒983-0035
宮城県仙台市宮城野区
日の出町1-2-6
TEL:（048）710-4395

長野サービスセンター

福島サービスセンター

〒963-8862
福島県郡山市菜根５丁目３－７
（HD菜根ビル）
TEL:（048）710-4395

中部サービスセンター

アフターサービスのお問い合せは下記へどうぞ

新潟サービスセンター

関東サービスセンター

南関東サービスセンター

〒950-1101
新潟県新潟市西区
山田字中道下の中374-1
TEL:（025）230-1900

〒336-0027
埼玉県さいたま市南区沼影1-18-6

〒194-0005
東京都町田市南町田4-15-1

TEL:（048）710-4395

TEL:（042）795-8577

富山サービスセンター

静岡サービスセンター

関西サービスセンター

〒399-0006
長野県松本市野溝西2-9-62

〒485-0829
愛知県小牧市小牧原3-205

〒939-8211
富山県富山市二口町2-7-4

〒435-0041
静岡県浜松市東区北島町679-1

〒660-0807
兵庫県尼崎市長洲西通1-26-1

TEL:（0263）28-2257

TEL:（052）719-7121

TEL:（076）423-5605

TEL:（053）423-4702

TEL:（06）6489-0421

兵庫サービスセンター

広島サービスセンター

岡山サービスセンター

九州サービスセンター

熊本サービスセンター

〒670-0972
兵庫県姫路市手柄1-58

〒731-5106
広島県広島市佐伯区利松1-12-36

〒710-0803
岡山県倉敷市中島1208-4

〒813-0035
福岡県福岡市東区松崎2-22-4

〒861-8082
熊本県熊本市北区兎谷1-3-27

TEL:（06）6489-0421

TEL:（082）927-6360

TEL:（086）466-5531

TEL:（092）671-9922

TEL:（092）671-9922

リース、レンタル、割賦のご相談は下記へどうぞ
三菱電機クレジット株式会社

〒141-8505
東京都品川区大崎1-6-3
（日精ビルディング）
TEL:（03）5496-9262

〈本社 産業機械設備事業部
産業機械設備課〉

〒336-0027 さいたま市南区沼影1-18-6
（三菱電機東日本メカトロソリューションセンター内）
TEL:（048）710-5758

〈関西支店リース営業部〉

〒660-0807
兵庫県尼崎市長州西通１-２６-１
（三菱電機西日本メカトロソリューションセンター内）
TEL:（06）6345-7503

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3
（東京ビル）
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この印刷物は、2017年12月現在の発行です。なお、お断りなしに外観・仕様を変更することがありますのでご了承ください。
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