FACTORY AUTOMATION

三菱電機レーザ加工機ソリューション

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

三菱電機レーザ加工機ソリューション
二次元加工機用CAD/CAMソフトウェア

CamMagic LA TL保守契約

三次元加工機用CAD/C AMソフトウェア

二次元レーザ加工機のNCプログラムを作成
することができます。
三菱レーザ加工機のノウハウを多数搭載し、
高速／高精度加工を実現します。

10P

仕様一覧

17P

パイプ加工ソフトウェア

Lantek Flex3d Tubes

三次元レーザ加工機のNCプログ
ラムを、三次元モデルを使用した
オフラインティーチングにより作成
することができます。

二次元・三次元レーザ加工機において、
パイプ加工をするNCプログラムを
作成することができます。

3P

7P

11P
二次元加工機用
ソフトウエア
三次元加工機用
ソフトウエア

製品設計

板金展開

工程設計

三次元板金展開オプション

加工計画

連続 運転

BANKIN Navigator

稼働監視
実績収集

保守

曲げ加工

14P

※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

15P

【ダッシュボード機能】
【リモート診断機能】
パソコン、
スマートフォン、
タブレット 当社のサービスセンターからお客
にて、稼働状況等の確認や加工
様の加工機に接続し、遠隔診断
実績等の収集・分析をすることが することができます。
できます。

NCデータ変換ソフトウェア

工程管理ソフトウェア

レーザ加工機用生産支援ソフトウェア

加工機ネットワークソフトウェア

フォントBMPデータの輪郭をベクトル変換してDXFデータとして出力し
ます。

[人と機械]を最適に配置し効率良
い作業計画を作成／管理できま
す。

自動化システム付きの二次元レー
ザ加工機で、複数の材料を順次供
給しながらの連続スケジュール運
転を実現できます。

稼働監視・メール通報等を実現します。
※御社イントラネット内に環境構築します。
別途加工機改造と機器手配することで、
三次元加工機に対応可能です。

ベクトル名人

ラスタ・ベクタ変換ソフトウェア

NC-Changer

レーザ用のNCデータを異なるメーカ用のデータに変換します。

組立塗装

三菱電機レーザ加工機リモートサービス

加工機からCamMagic LAを遠隔
操作しプログラムを作成することが
できます。

まとめ加工・稼働監視等で作業を効率化。
※御社イントラネット内に環境構築します。

12P

レーザ加工

加工機連携

レーザ加工機用生産支援ソフトウェア

板金三次元CADモデルを展開し、
二次元図面データを作成すること
ができます。

1

加工データ
作成

2

12P

16P

13P

16P

CamMagic LA

─ 二 次 元レー ザ 加 工 機 用 C A D / C A M ソフトウェア ─

②〈最適加工条件プログラム〉三菱レーザ加工機の性能をフルに生かす
加工機で蓄積した加工条件をCamMagic LAに転送し、最適条件のNCプログラムを作成します。

①ワンクリックネスティンング

加工機で蓄積した加工条件をCamMagic LAに転送して、最適
条件のNCプログラムを作成することができます。

加工機最適条件設定

LAN
or

③高精度加工時間算出

図面名・加工長さ・加工
時間など情報表示

USBメモリ

④干渉回避経路作成
⑤Ｆ-ＣＵＴ対応（オプション）

加工実績データを
アップロード

M700/M800シリーズ

⑥その他レーザ加工特化機能

CamMagic
SMOPlus

部品毎の加工
時間実績を
確認可能

三菱電機レーザ加工機
リモートサービス、iQcare
R e m o t e 4 Uのダッシュ
ボード 機 能 に 対 応した
NCデータを出力します。
図面名、加工長、
ピアス
個数などの情報や、部材
ごとの加工実績を確認で
きます。

Lantek Flex3d
Tubes

②最適加工条件プログラム

NEW

Remote4U連携

CamMagic LA/TL
保守契約

三菱CAM独自の加工ノウハウと
加工機との連携を生かした機能を満載!!

CamMagic TL-Ⅱ

CamMagic LAコンセプトと特長

最適加工条件をＮＣプログラムへ反映

①〈ワンクリックネスティング〉熟練者並みのプログラムを、簡単に作成可能
Click！

穴径認識加工条件自動設定

形状を編集せずにNCデータ生成時に自動 ピアス長やピアスの周囲の形状を認識し
的にコーナ部にRを付加します。中厚板（軟 て、
ピアシングコードを切り替えます。
鋼）加工時に使用すると、加工時間の短縮
ハイピークピアスにも対応しています。
と加工面の品質を向上させることができま
種類
ピアスA
ピアスB
ピアスC
特徴
す。
コーナ部を微小Rで
加工します

NC
data

穴の大きさを認識して、切断条件を切り替
えます。

ベクトル名 人

DXF
data

ピアシング条件自動設定

ピアスの
状態
極めて
小さい

小さい

ピアシング
時間

極めて
長い

長い

大きい

レーザスマート
スケジューラ

ピアスの
穴径

短い

AA A

AA A

AutoCAD
図面
（DWG）

※オプション

データ入力

ネスティング・NCデータ作成

通常操作
データ
入力

端点
接続

加工基準点
設定

経路
設定

部材
登録

ネスティング

図面
呼出

経路
設定

NC
生成

加工指示書
生成

ワンクリック
ネスティング

通常操作に比べて大幅に時間短縮！

任意に選択した部材を材質／板厚でまと 定尺材はもちろん、端材や任意形状に対し
め、
ネスティングデータを作成します。
てもネスティングできます。残り形状を端材
として登録・再利用も可能です。

スナップ配置・配置部材一覧
ネスティング後の配置の隙間に、
マウスと
キーボードを使用して簡単に配置でき、材
料費の低減を実現できます。
カーソルキーで回転し
ながらマウスでドラッグ

他の部材やワークと
重ならない位置に配置

レーザ加工機の制御処理動作をシミュレーションし、高速・高精度
に加工時間を見積ります。
（ 実際の加工時間との差異±１０％程
度）
お仕事のスケジューリングの精度を大幅に向上させ、
ワンク
リック機能と連動させてDXFファイルから簡単に見積もりすること
も可能です。

時間見積りと同時にNCプログラムをチェック。不正箇所があれ
ば、加工機と同じアラームを出力しお知らせします。制御系エラー
（例：オフセット後の交点エラー）
など、加工開始後のエラー発生を
事前に防げます。
アラーム箇所に
マーキング

DXF

アラーム情報
ワンクリック
機能
時間見積り結果
※対応機種は、M700/M800シリーズの加工機です。
従来バージョンの「加工時間算出機能」
とは別方式の高精度な時間見積機能です。

RemoteMagic
Laser

端材ネスティング

NC不正チェック機能

ApsMagic Ⅲ

まとめネスティング

B

③〈高精度加工時間算出〉加工機をシミュレートし加工時間やアラーム予測
高精度加工時間算出

部材の材質・板厚・コメントをCADデータの注記から自動取込みします。外周/内穴/ケガキを自動判別します。
ネスティングエンジンは、高速・高歩留り。複数の配置アルゴリズムを実行し、歩留りが最も良くなる配置で決定します。
端材や任意形状へのネスティングも可能です。

B

加工機
CAD/CAM連携

ワンクリック
単品実行

DXF/IGESデータ読込み後、マウスのワンクリック
操作で部材登録。必要個数を入力するだけですぐ
ネスティングNCデータを作成できます。

NEW

3

C

C

図形
整理

ワンクリック操作
データ
入力

B

BANKIN
Navigator

必要個数入力

NC-Changer

NCデータ生成コーナR自動付加

仕
様
一
覧

4

CamMagic LA

干渉

加工機ヘッド
切り出した
製品部材

従来加工

CamMagic LA F-CUT（オプション）
F-CUTに対応したNCデータを簡単に作成することができます。

切断開始点と終了点で加工ヘッドは一時停止

加工開始

停止

停止

停止

加工終了

ビームOFF

ビームON

ビームOFF

ビームON

ビームOFF

Lantek Flex3d
Tubes

「干渉」
は、NCプログラムの作成方法に工夫をすることで、回避する
ことができます。CamMagicLAは強力な
「干渉回避経路」作成機能
を有しています。

〈F-CUTとは〉
発振器と制御装置の高速通信により、軸停止なくビームオン・オフを
制御し、加工時間を短縮する加工です。
ファイバレーザ加工機、
および
最新のCO2レーザ加工機に搭載されています。

加工時間従来比25％減※1

内穴部分の
スクラップ

切断区間

切断区間

加工ヘッドを停止させずにノンストップで加工

加工開始
ビームOFF

内穴切り刻み加工

加工終了
ビームON

ビームOFF

ビームON

ビームOFF

切断区間

切断区間

※1：当社指定形状によるものです。

自動ピアス

Z退避コード自動制御

干渉する早送り線を迂回します。
ピアス方
向を一定にしたい場合にはこの機能が有
効です。

干渉する早送り線や、長い早送り線の早送り
コードを自動制御し、安全に早送り移動しま
す。

簡単に端面切りの経路設定・NCプログラム作成が
可能です。ハイ
ト制御のON/OFFも指示できます。

部材の短辺側が指定幅より狭い場合は、
長
辺側を指定方向にして配置します。スラット
サポートに引っかかって傾くのを防止します。
スラットサポート

スプライン円弧化
スプライン曲線を接円弧にします。滑らかな加工
ができます。

ミクロジョイント

合成／面出し／断面/フランジ展開
正面図・側面図からの展開図作成や、断面形状
からの展開図作成が簡単にできます。

ダクト展開
画面上でダクト展開のメニューを選択し、各パラメ
ータを入力することにより、
ケガキ線付きの展開形
状を作成します。パターンは46パターンです。

ミクロジョイント
円筒系 18種

円錐系 12種

RemoteMagic
Laser

ミクロジョイント

エンドジョイント

エンドジョイント

注記文字（漢字・ひらがな・カタカナ・英数字）
を、 NCデータ生成後、加工長さ・加工時間・加工部
一括してケガキ形状データに変換できます。
自動ケ 材情報などを表示させることができます。Excel・
ガキ設定は、
図面上の指定した、
線種・線色・文字 HTML形式の加工指示書も出力可能です。
色を一筆書きのケガキ加工とすることができます。

部品支持制限指定（ネスティング時）

跳ね上がりやすい大穴は最後に加工しま 小穴はジョイントなし、大穴と外周はジョイ
す。小穴から順番に加工も可能です。
ント付加で跳ね上がりを防止します。
エンドジョイント

加工指示書

ApsMagic Ⅲ

穴径認識ジョイント付加

注記→ケガキ変換・自動ケガキ指定

加工機
CAD/CAM連携

端面切り

小穴優先加工

加工後落下防止用切り残しを、
ワンタッチで指
定・取り外しできます。

BANKIN
Navigator

経路順とピアス方向を制御して加工済領
域を通過しない経路を作成します。

早送り経路迂回

穴形状に対して、一括して加工開始ピアス線を 「切断」
を行う前に一括して
「ピアシング」
を行う加
付加できます。
工プログラムを容易に作成。
ステンレスの加工ガス
切り替え
（酸素→窒素）
による切断、
軟鋼厚板での
ピアシングと切断との連続動作による熱の蓄積を
回避した安定加工などに効果を発揮します。

ミクロジョイント・エンドジョイント

レーザスマート
スケジューラ

干渉回避経路

プリピアス

ベクトル名 人

⑥〈その他レーザ加工特化機能〉レーザ加工の様々なニーズをサポート

NC-Changer

内穴を切り刻んで立ち上がりを防止する経路を作成することができます。

①加工済みワークの上を回避した安全な加工経路となり
ます。
②ピアス線が付くのでピアス痕が残りません。
③径補正を使用することができます。
④加工品質と加工時間を両立させたい場合に使用します。

CamMagic
SMOPlus

F-CUT加工

CamMagic LA/TL
保守契約

レーザ加工では、切り出した製品やスクラップが立ち上がって、加工
ヘッドに
「干渉」
する可能性があります。
これが起きると、製品を取り除くために加工機を止めたり、加工機の
故障を招いたり、深刻な生産性の低下を招きます。

⑤〈F-CUT対応〉三菱独自の高速加工法に対応（オプション）

CamMagic TL-Ⅱ

④〈干渉回避経路作成〉加工ヘッドとワークの干渉を防止し安定加工

仕
様
一
覧

角筒系 3種

5

6
角錐系 7種

その他 6種

CamMagic LA

─ 三 次 元レー ザ 加 工 機 用 オフラインティーチングソフトウェア ─

３Ｄモデル

プレス成型

治具作成

ケガキ

オンラインティーチング

加工する面と切断する線から一括で経路を自動作成します。穴と外周を
自動で判定し、ピアス方向を決定します。穴加工マクロの形状も自動認
識します。穴を加工した後に外周を加工する経路順になります。

加工

XY方向に加え、始点と終点を
与える事で任意の方向にも
治具を作成することができ、
ワーク形状に合わせて
自由度の高い治具が
作成できます。

基準穴がある場合は治具に
ピンを自動で作成できます。
治具のぐらつき防止や位置
決めが簡単に行えます。

稼働率向上

導入後

３Ｄモデル

オフラインティーチング

治具

調整

加工

モデル読込

板金部品の3Dモデルは、曲げた後の形状しかないが、レーザでの切断加
工は、曲げを行う前の形状に対して行う必要がある。そんなとき、曲げ部
を伸ばした面を簡単に作ることが出来ます。

NC-Changer

面に対し垂直方向に加工するとき、ヘッドがワークに干渉することがあり
ます。このような場合、自動でヘッドを干渉しない方向に回避した経路
を作成します※。三菱電機レーザ加工機の詳細なヘッドモデルを用いて
いるので精度のよい回避ができます。また、ヘッド先端部のみではなく
ヘッドカバー部における干渉も回避するため大きいワークでも安心して
お使いいただけます。

①オフラインティーチングの流れ

NEW

曲げる前のモデルを作成

自動干渉回避

納期削減

回避

干渉

教示点間引き

※ワークの形状によっては部分的に干渉が残る場合があります。

治具作成・編集

教示点を極力
少なくする。

経路編集&経路チェック
干渉経路を自動除去。
ヘッド先端部、
カバー部
を考慮した干渉回避。

加工機（ヘッドなど）とワークの干渉やスト
ロークオーバーを確認できます。干渉は衝突と
接 近 の 判 定 が 可能です。修 正 部分 のみの
チェックも可能です。また、軸角度変化や面直
角度をチェックして加工不良になりやすい箇
所を見つけることができます。

BANKIN
Navigator

全体治具や部分治具、
任意方向治具などさまざ
まな治具が生成可能

経路を作成する際に、直線と円弧を自動的に判別することで、教示点の
数をできる限り少なくし操作を楽にします。

経路チェック

サイズ

VZ10

ML1515VZ10
ML3122VZ10
ML4322VZ10

機種

サイズ

VZ20

ML1515VZ20
ML3122VZ20
ML4322VZ20

ノズル傾斜情報出力

3D NCデータ
生成

VZ10/VZ20はワークに対するノズル傾斜情報に
よって、傾斜角度に応じた加工速度を自動設定で
きます。
ノズル方向が加工面に面直でない加工箇
所に対してノズル傾斜情報を使用すれば、加工機
での速度修正時間と加工不良発生頻度を減少で
きます。

NCデータ生成

機種

サイズ

機種

サイズ

機種

サイズ

VZ1

ML2015VZ1
ML3122VZ1
ML4322VZ1

VZ2

ML2015VZ2
ML3122VZ2

HT

ML2012HT
ML3020HT

加工時間算出
三菱電機レーザ加工機の加工速度計算ロジック
を採用することで精度のよい見積もりができます。
作業のスケジューリングや費用の見積もりなどにご
利用いただけます。

NCデータ生成／速度設定
開始・終了コード、
ビームオン・ビームオフコードな
どを自由に変更することができます。
また、生成し
たNCデータに対して速度設定をすることができ
ます。
（加工機搭載機能と同等）

仕
様
一
覧

別ウインドウだったメイン画面と
シミュレーション画面を一体化。
7

画面切替えがないので思考が中断
せず、直観的にチェックできます！
※Parasolidは、
米国およびその他の国における

Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
またはその子会社の商標または登録商標です。

垂直の加工箇所は
通常速度で加工

垂直でない加工箇所は
速度を落として加工

RemoteMagic
Laser

2D NCデータ
生成

機種

※他社ポストに関しては別途ご相談ください。

ApsMagic Ⅲ

治具経路生成

三菱電機VZシリーズ、HTシリーズに対応

修正した個所のみを部分
的にチェックが可能で、
修正とチェックがシームレ
スに行える。

加工機
CAD/CAM連携

③三菱ＣＡＭならではの、加工機との親和性
組み上がった状態で
治具編集が可能。

レーザスマート
スケジューラ

一括で経路を自動で
生成。
外周・穴・穴マク
ロ・加工順を自動判定

ベクトル名 人

経路作成
IGESやParasolid※等の
さまざまな三次元モデル
の読み込みが可能

CamMagic
SMOPlus

（オフランティーチング）

プレス成型

Lantek Flex3d
Tubes

従来手法

（機上ティーチング）

※当社指定モデルによるものです

部分治具・斜め治具

CamMagic LA/TL
保守契約

経路自動作成

経路自動作成・自動干渉回避により、経路生成時間の従来比50%減※を実現します。
工数削減

CamMagic TL-Ⅱ

②使いやすく充実した機能

三次元レーザ加工機の作業効率を高める決め手、
オフラインティーチング

：
G8.1…
M188M120
G8.1…
：
速度なし

：
G8.1…F25000
M188M120F*0
G8.1…F*5000
：
速度付き
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CamMagic LA

断面沿いの経路

さまざまな種類のCADデータを入力できます。水色のコンバータは標準装
備しています。緑色のコンバータはオプションです。

U-Graph

SAT

JT
SolidWorks

STEP

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）

PRO/E

●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。

CATIA

経路位置修正

ミクロジョイント・エンドジョイント

３. プロテクタが故障時、無償交換
●パラレルタイプからUSBタイプへの交換も無償。

7. F-CUTオプションを無償提供します（*3）

４. メールでお得な情報等を配信します

●ご利用中のCamMagic LAでF-CUTオプション機能を使うこと
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。

（*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
（*3）CamMagic LA年間サポートサービスにご加入を頂いているお客様が対象です。

こんなリスクに対し、安心です
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

ケガキ加工
ケガキ線と切断線をそれぞれ指定することで、
１
本のプログラムで、
ケガキと切断が行えます。ケ
ガキ加工を先に行う様に加工順を制御します。
ま
た、
ガス交換コードの設定も可能で手間がかかり
ません。

古いOSのPCを使い続けると
セキュリティが心配

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

Spyware

Virus

DA

XP

NCATA
D

ZZ

ケガキ線

Z

ZZ

Old

CAD/CAM

New Machine

Old OS

継続加入する方が途中加入するよりお得です

切断線

「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

ミクロジョイント

アウトラインフォント文字加工

三次元レーザ加工機用のNCコードに加え、二次
元レーザ加工機用のNCコードも生成でき、作業
効率を向上できます※。治具などの平板用の簡単
な加工に適しています。
：
G00…
M98P9010
G01…
：

文字のケガキや、中抜き文字の切断加工のと
き、
アウトラインフォントを使った美しい書体での
加工が出来ます。漢字も対応可能です。アウトラ
インフォントなので、拡大しても滑らかです。
（フォントはPCに別途インストールされている必要
があります。）

二次元NCデータ

9

マウス操作による修正も可能です。

※ネスティング、加工条件設定、二次元の干渉回避は
できません。
別途CamMagic LAが必要になります。

※ParasolidはSiemens Product Lifecycle Management Software Inc.の、CATIAはDassault Systems 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。

40
35

〈費用の一例〉

〈費用比較〉

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
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
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
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。

RemoteMagic
Laser

ノズル方向をヘッドが干渉しないように修正した
り、
ヘッドの動きをスムーズにして加工面が滑らか
になるように修正したりすることができます。
また
干渉状態がリアルタイムで色表示され、
ワンボタ
ンで干渉回避することができます。

二次元NCデータ生成

NEW

ApsMagic Ⅲ

ノズル方向修正

加工機
CAD/CAM連携

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。

エンドジョイント

BANKIN
Navigator

経路の任意箇所や終端部にジョイント
（切り残
し）
を作成できます。加工後のワークが傾くことに
よる早送り移動中の加工ヘッドとの衝突や、加工
中のワークのスプリングバックによる加工軌跡の
ずれを防ぐことができます。

複数経路のアプローチ量を揃えたり、
オフセット
量を一括変更することが可能です。
また加工順
序の変更やエア
カット点の移 動
操作が１つのダ
イアログに集約
されて操作性が
向上しました。

レーザスマート
スケジューラ

同一形状の穴が多数ある場合に、既に作成した
経路や干渉回避のためにノズル方向修正した経
路を経路単位で簡単に移動/コピーでき、作業時
間を短縮することができます。

湾曲した曲面上に投影された曲線を、長穴加工
として認識、
マクロプログラムで加工可能です。
後からの穴サイズの調整が必要な場合、簡単に
変更可能です。

一括編集機能

ベクトル名 人

経路移動コピー

NEW

投影曲線を長穴マクロ認識

NC-Changer

加工後のずれを微調整したり、経路生成後の設
計変更に対応する時などに経路位置を簡単に
修正できます。複数の教示点、
ポイントを一度に
移動できるため、楽に操作できます。

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

CamMagic
SMOPlus

Inventor

加工経路は加工面に対する面直方向のみでなく、断面に沿う経路の生成
ができます。断面を自動で認識するため、余分な経路編集や、
角度計算な
どの手間が省けます。

ParaSolid

CamMagic TL-Ⅱ

三次元加工機用CAD/CAMソフトウェア

Lantek Flex3d
Tubes

3D-IGES

二次元加工機用CAD/CAMソフトウェア

CamMagic LA/TL
保守契約

CADデータ入力

CamMagic TL-Ⅱ

ソフトウェア年間サポートサービスのご案内

④さまざまなオフラインティーチング機能

仕
様
一
覧
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─ パ イプ 加 工 ソフトウェア ─

─ C a m M a g i c L A 用 三 次 元 板 金 展 開オプション─

三次元CADデータの板金展開はお任せください
従 来

1. 三菱電機レーザ加工機 LV/HV/HVII/HV2-R/eX/NXシリーズおよびVZシリー
ズに対応したNCデータを作成できます。

3. 同一形状又は異なる形状を組み合わせたネスティング加工により、
パイプ素材を
効率よく使用できます。

製品モデル作成

展開図作成

導入後

干渉／曲げチェック

入力

4. 他の３D-CADで作成したデータを読み込むこともできます。

パイプ形状定義

パイプ形状タイプから形状タイプを選択し、寸法等を設定します。

角パイプ

アングル

チャネル

■ヒストリーやフィーチャーを意識 ■板金モデルを手で折り ■製品設計モデルや成形品（ソ ■展開後の干渉を簡単に確認できま
す。展開後のモデルと展開前のモ
リッド形状）
を板金モデル
（シート
曲げるようにして直感的
せず、基本4コマンド
（プル、移
デルは完全に同期しており、
どちら
形状）
に簡単に変更することが
にモデリングできます。
動、
フィル、組合せ）
で変更対
を修正してもリアルタイムに修正が
できます。
象部分を直接選択して、形状
反映されるので、
修正が容易です。
をリアルタイムに編集できます。

ベクトル名 人

丸パイプ

自由度の高い三次元板金設計・板金展開

NC-Changer

標準対応

一貫して作業ができ効率上がりそう！
！
CamMagic
SMOPlus

パイプ加工専用のCAD/CAMソフトウェアです。専用の3D-CADを搭載し、形状定義からNCデータ作成までサポートします。

プログラム作成

Lantek Flex3d
Tubes

2. 丸、正方形、長方形のパイプ形状に対応します。
また、穴あけ加工および接合パ
ターンの種類も豊富です。

加工してみないと
製品が組み立てられるのか
わからない

展開図を最初から
作成するのに手間

CamMagic LA/TL
保守契約

専用の３Ｄ-ＣＡＤを搭載、簡単操作で
定義からＮＣデータ作成まで、
パイプ加工をサポート

CamMagic TL-Ⅱ

Copyright (C) SpaceClaim Corp. All rights reserved. SpaceClaim is a trademark of SpaceClaim Corp. SMOPlus is a trademark of CatalCAD Inc.

CamMagic LA

Lantek Flex3d Tubes

※Lantek Flex3d TubesはLantek Sheet Metal Solutionsの製品です。

形鋼オプション

CATIA V5

ACIS

豊富な穴あけ／接合バリエーションからパターンを選択し寸法等を設定するだけで、様々な加工が可能です。

加工

DWG
STEP

CamMagic SMO Plus

IGES

Parasolid

BANKIN
Navigator

穴あけ、接合部定義

SolidWorks

展開

DXF

NX

形鋼（アングル・チャネル）
の加工は、大口径NCターンテーブル
（電動チャック式）
を装着したHV2-R機のみ可能です。

シートメタル変換

レーザスマート
スケジューラ

三次元モデル入力

STL

VDA
CATIA V4

Inventor

Pro/E

※水色は標準、緑色はオプションです。

レーザ用のNCデータを異なるメーカのNCデータに
一瞬で変換します

ネスティング
11

ワンタッチで、板内／板外／回転無しの加工を切り替え可能です。

多数個取りの場合、歩留まりの良いネスティング配置可能です。

1. 操作は、NCデータを入力し、材質・板厚を選択し、
「 変換実行」
を
押すだけです。
2. 材質・板厚ごとに加工条件を登録することができます。
3. 元データのMコードや加工条件には関係なく新しくデータを付加
するので、変換表の作成はほとんど必要ありません。

フォントやBMPデータの輪郭をベクトル変換し
DXFデータとして出力します。
1. 多彩な変換ができます。
（1）
フォントの変換
（2）
BMPデータの変換 [加工モード] 線図・輪郭・線図＋輪郭
[図面モード] 黒い塊の塗潰し・輪郭抽出
2. ベジェ曲線処理を通した直線・円弧変換とベジェ曲線処理をしない直
線・円弧・円変換ができます。
3. ベジェ曲線の修正ができます。
（1）
制御点・エッジ点の移動・
追加・削除ができます。
4. 変換後の図形の移動や回
転反転、大きさの変更ができ
ます。
※NC-Changer、
ベクトル名人は株式会社ネオの製品です。

RemoteMagic
Laser

加工タイプ指定

─CamMagic LA用ラスタ・ベクタ変換オプション─

ApsMagic Ⅲ

─CamMagic LA用NCデータ変換オプション─

ベクトル名人

加工機
CAD/CAM連携

NC-Changer

仕
様
一
覧
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CamMagic LA

─レー ザ 用 生 産 支 援 ソフトウェア ─

自動化システムとリモートサービスとの連携により、
外出先でのスケジュール進捗確認や、
自動化システムの診断サポートを受けることができます。
ダッシュボード機能

リモート診断機能

サービスセンターからの接続、運用診断でお客様をサポート
安心稼働を遠隔でサポート

事務所

パソコン、
スマートフォン、
タブレットで視える
加工スケジュール進捗、加工予想時間、
加工実績などの仕事の視える化に貢献

Lantek Flex3d
Tubes

※スケジューラが接続できる自動化システムは、PCL-eX、SR、RXシリーズ、
SCX-ex、SR、RXシリーズ、30MAです。

CamMagic LA/TL
保守契約

●人と加工機の無駄時間を削減し、無駄なコストを削減！
●人と加工機の適切な負荷調整により、納期遅延を防止！
●加工後に素早く納品が可能！

③リモートサービスとの連携

トラブル

各作業工程を支援

素材置場・加工現場

前段取り
①NCプログラムの準備
②加工スケジュール作成と加工順序の入替
③加工スケジュールに準じた素材の積載

エラー 制御
履歴 ログ

CamMagic
SMOPlus

CAD/CAM

加工作業

指示書

「レーザスマートスケジューラ」
導入による支援

レーザ加工機自動化システム

※自動化システム用のリモートサービスでは、iQ Care Remote4U
の契約と、
リモート接続ボックスが必要となります

NC-Changer

①スケジュール運転
②割込作業
（スケジュール運転変更）
③NCプログラム確認

後段取り

レーザスマートスケジューラ
（パソコン）

レーザスマートスケジューラ
（タブレット）

BANKIN Navigator

製品

①各作業工程での役割

レーザスマート
スケジューラ

事務所

素材置場

レーザスマート
スケジューラ

作業完了の見通しが立ち
納期遅延を防止

加工現場
レーザスマート
スケジューラ

レーザスマート
スケジューラ

完了部品を直ぐに集めることができ、
素早く納品が可能

加工現場

加工現場

まとめ加工情報作成

注文情報登録

画面入力もしくは、
CSV形式のテキストデータから注文情報を登録で まとめ加工情報作成後は、CamMagicLAでネスティングプログラ
きます。
複数の注文情報から、
次にまとめ加工情報の作成を行います。 ムを作成します。
まとめ加工情報作成

レーザスマート
スケジューラ

加工機
CAD/CAM連携

スケジュールに合わせ、
NCプログラムや素材を
準備し待ち時間を削減

後段取り作業

BANKIN
Navigator

事務所

加工作業

レーザスマート
スケジューラ

BANKIN｠Navigatorは作業進捗状況を監視す
ることにより
「現場の見える化」
を推進し、無駄を
排除した生産性の向上が可能です。
さらに、作業負荷、加工機の稼働率やメンテナン
ス時期が管理できるため、場当たり的な生産体
質からの脱却を後押しします。

解決への提案：
「レーザスマートスケジューラ」導入により、
タイムリーに加工情報を共有

前段取り作業

─ 生 産 支 援 ソフトウェア ─

ベクトル名 人

①製品の取り出し
（スケジュール運転完了後）
②製品の検索
③仕分けの支援

CamMagic TL-Ⅱ

自動化システムの導入効果を上げ、加工機・マンパワーを有効活用。
計画的な生産体制を構築し、御社のコスト削減を進めます。

レーザスマートスケジューラ

CSV形式

配置要求ファイル一覧

作業指示・進捗確認

稼働実績・材料使用状況確認
作業指示／進捗確認

軟鋼：厚板

全体の残時間と完了予定時刻を表示

②部品の形状を見ながら完了部品を探すことができる

13

該当部品がどの棚の
どの場所にあるか
グラフィカルに表示

ステンレス：薄板

スケジュール毎の完了予定時刻を表示

③部品毎に色分けされた形状を見て仕分けることができる

軟鋼：薄板

ネスティング
プログラム生成

稼働実績はCSVデータ形式にて蓄積でき、稼働率の分析に役立
てることができます。
稼働実績

稼働実績
CSV出力例

加工結果は部品毎に
色分けして表示
※対応したCAD/CAMシステム
を使用した場合

仕
様
一
覧
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加工進捗確認
CamMagic LA

材料使用状況画面

RemoteMagic
Laser

①スケジュール毎、全体の加工完了予定
時間/時刻がわかる

ApsMagic Ⅲ

②生産性アップのポイント

板厚、材質および納期情
報からネスティングを行う
「まとめ加工情報ファイル」
作成を簡単に行えます。

※CSVファイルをエクセルで
読み込んで成形しています。

─レー ザ 加 工 機 対 応 連 携 ソフトウェア ─

PC
CamMagic LA
（CAD/CAM）

バックグラウンド処理で
ネスティングとNCデー
タ作成を実行

必要部材名、個数

機

能

外付け
次の各シリーズ
NX、HV、
LV、HVⅡ

1 簡易ネスティング 標準で加工機内蔵

加工機CAD/CAM連携ソフトウェア導入における注意点
※1： 加工機はLAN接続されている必要があります。
連携機能対応 ※2： 連携ネスティングには、CamMagic LA ver.3以降＋
「高速自由ネスティング」
が必要
CAD/CAM
です。連携DXFには、CamMagic LA ver.3以降が必要です。

オプション

－

2 連携ネスティング

オプション

オプション
（1を含む）

必要

3 連携DXF変換

オプション

オプション

必要

オプション

－

4 メール通報

ネスティング結果の
NCプログラム

加工機内蔵
次の各シリーズ
NX-F、RX-F、RX、
eX-F、eX、
SR-F、SR、
HV2-R

オプション

※5

※3： 外付けする加工機CAD/CAM連携ソフトウェアはＬＡＮ接続したパソコンにインストー
ルして使用します。
また、
加工機側に連携機能を有効にする設定作業が必要となります。
※4： パソコン／携帯電話／LANケーブル類などのＨ/Ｗ機器はお客様にてご準備願います。
※5： 加工機に標準で内蔵されているメール通報に対し、
メール送信条件を有効にするため
の拡張オプションとなります。
※6： 加工機と連携するCamMagic LAのパソコンは同一LAN上にある必要があります。

連携ネスティング機能

連携DXF変換機能

─ 工 程 管 理 ソフトウェア ─

多品種小量生産現場向け工程管理ソフトウェア

NC-Changer

加 工 機 上で入 力した D X Fファイルから、L A N 接 続された
急な割り込み作業やプログラム作成作業者が多忙／休暇の場合
加工機に転送
等 、現 場で簡 単 にネスティングプログラムを作 成できます 。 CamMagic LAで自動的にNCプログラムを生成し、
CamMagic LAは設計室と現場の両方のプログラム作成作業を支 して運転サーチします。
援します。

ApsMagic III

CamMagic
SMOPlus

加工機操作画面

生産計画上起こり得る工程負荷のバラツキを平準化し、作業現場に適した作業日程計画の立案をサポートし、計画と実績の管理
が可能です。
また、切断工程は、BANKIN Navigatorと連動して、進捗、在庫管理が行えます。

ベクトル名 人

バーコードリーダを使い作業の着手、完了を管理でき、進捗を簡単に確認できます
DXFファイルを
指定

部材と個数を
指定

Lantek Flex3d
Tubes

加工機で操作するだけ
でネスティングしたNC
データを作れて便利！

機能／オプション構成

CamMagic LA/TL
保守契約

離れた場所

加工機の操作画面から、離れた場所にある
CamMagic LA（CAD/CAM）の機能を、
遠隔指令で活用できます。
加工機オペレータが生産現場を離れること
なく、臨機応変にネスティングNCプログラ
ムを作成・加工できるため、作業効率を向
上できます。

CamMagic TL-Ⅱ

Ethernet（LAN）

二次元レーザ加工機

CamMagic LA

加工機 CAD/CAM連携

各工程の進捗を色で表示

レーザスマート
スケジューラ

ネスティング
結果

連携バーコード読出し

簡易ネスティング

バーコード読出し

三次元レーザ加工機の稼働状況監視及び、
アラーム発生時のメール通報が可能です。

加工機の稼動状況を監視し、加工完了／アラーム発生／加工停
止の状態をメールでお知らせします。
メール送信条件（送信時間帯、送信するアラームの選別、
メール送
信先の複数指定等）
の設定ができます。

加工機稼働率の向上

三次元加工機との接続方法

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
●
●

稼働状況を共有することで、異常発生時、対策を早く決定すること
ができます。

三次元加工機に、外部I/O増設のオプション工事と、弊社指定の
LAN-DIO変換器の用意が必要です。
詳細は別途お問い合わせ願い
ます。
●シグナルタワー信号で状態を判断するため、
稼働中のプログラム番号
や、
アラーム発生時のメッセージ種類は取り込めません。
●

※二次元レーザ加工機の対応については、
Remote4Uをお勧めします。

メール通報

Ethernet（LAN）
LAN
ケーブル

三次元加工機

部材展開

RemoteMagic
Laser

メール通報

ネスティングされたプログラムは構成している個々の部材に展開す
ることができ、追加で加工したい各部材の個数を設定できます。

─ 加 工 機 ネットワークソフトウェア ─

現場の機械を常に監視し、お客様の機械稼働率向上と生産のスピードアップを実現

簡易ネスティング

部材展開

RemoteMagic Laser

ApsMagic Ⅲ

ネス ティング の 歩 留 まりは
CAD/CAM連携ネスティングに
比べると悪くなりますが、対応す
るCAD/CAMを用意する必要は
ありません。
また、加工機やネット
ワークドライブからバーコード読
出しも可能です。

バーコード入力

加工機
CAD/CAM連携

注１：加工機内のハードディスク、
ネットワー
クドライブ、連携したCAD/CAMパソ
コンから選択。

部材と個数を設定すると、
ネスティングしたＮＣプログラムを生成し、
加工機に転送して運転サーチします。
ネスティングされているプログラムは部材展開で各部材に展開した
後、追加で加工したい各部材の個数を設定できます。

BANKIN
Navigator

バーコードリーダで加工指示書のバーコードを読み取ると、指定され
た場所注１からＮＣプログラムを加工機の運転エリアに転送して運転
サーチします。

LAN
ケーブル

仕
様
一
覧

DIOケーブル

15

16
ネスティング
プログラム

個々の
部材へ展開

加工状態監視

メール通報設定

個別状態監視

外部I/O増設

LAN ⇔ DIO
変換機

PC
RemoteMagic

三次元加工機用
ソフトウエア

仕様一覧
ハードウェア

Pentium 4 1GHz以上

OS

Windows®7(32bit/64bit)、
Windows®8.1(32bit/64bit)、Windows®10(32bit/64bit)

ディスプレイ

24インチ
（ワイド）以上推奨
画面解像度1280x1024ドット以上

HD

1GB以上（推奨2GB以上）
の空き領域が必要

メモリ

2GB以上推奨

CD/DVDドライブ

CD-Rが読み取り可能なもの

USBポート

USB規格1.1以上

LAN

加工機CADCAM連携機能に必要です。

・パソコン本体、
プリンタ、
プロッタなど、
お客様ご購入の機器に関する問い合わせ・サポートにつきましては、購入元もしく
はメーカにご相談ください。
・64bitOSのパソコンでプロット印刷・テキスト印刷を行う場合は、
プリンタドライバがWOW64bitに対応している必要があ
ります。
対応可否は各プリンタメーカにお問い合わせください。
・パソコンメーカやパソコンショップによっては、故障時用訪問修理サービスなどが用意されていますので、
それらサービス
の加入契約を推奨いたします。
パソコン購入元にご相談ください。
・Windows®に関するお問い合わせ・サポートにつきましても、
購入元にご相談ください。
・パソコンにインストールされているソフトウェアにつきましても、
パソコンメーカ／ソフトウェアメーカにご相談ください。
・同一パソコン上での、CamMagic｠LAとその他のアプリケーションソフトウェアとの切り換えによる運用などは、
ソフトウェ
ア／パソコン動作安定性に支障を来す場合があり、CamMagic｠LAの正常な動作を保証いたしかねます。CamMagic｠
LA占有での使用をお願いいたします。

1ポート占有（プロテクト装置用）

1

入門講習

定期開催セミナー受講（CamMagic LAのみとなります）

2

派遣講習

出張派遣して、
お客様のニーズに則した講習

3

技術者派遣

技術相談等での技術者の出張派遣

4

ソフトウェア
年間サポートサービス

改版サービス
（期間内にリリースされる該当製品のバージョンアップライセンスご提供）
および相談サービス
（電話・FAX・e-mailによる技術相談）

■有償サポート

Coreシリーズ、Pentium® 4、
またはCeleron® 1.5GHz以上

ディスプレイ

24インチ
（ワイド）以上推奨

CamMagic LA、CamMagic TL-Ⅱにおいては、左表の有償サポートサービスを用意して
おります。特に
「ソフトウェア年間サポートサービス」
は、常に最新の状態でソフトウェアをお
使い頂けると共に、専門のサポートチームによる相談サービスを受けることができますの
で、
ご加入をお勧めします。

グラフィックボード

OpenGL用グラフィックボード
NVIDIA Quadroシリーズ

・パソコン本体、
プリンタ、
プロッタなど、
お客様ご購入の機器に関する問い合わせ・サポートにつきましては、購入元もしく
はメーカにご相談ください。
・パソコンメーカやパソコンショップによっては、故障時用訪問修理サービスなどが用意されていますので、
それらサービス
の加入契約を推奨いたします。
パソコン購入元にご相談ください。
®
・Windows に関するお問い合わせ・サポートにつきましても、購入元にご相談ください。
パソコンにインストールされている
ソフトウェアにつきましても、
パソコンメーカ／ソフトウェアメーカにご相談ください。
・同一パソコン上での、CamMagic｠TL-Ⅱとその他のアプリケーションソフトウェアとの切り換えによる運用などは、
ソフト
ウェア／パソコン動作安定性に支障を来す場合があり、CamMagic｠TL-Ⅱの正常な動作を保証いたしかねます。
CamMagic｠TL-Ⅱ占有での使用をお願いいたします。

画面解像度1280×1024ドット以上

HD

10GB以上の空き容量が必要です
（内、
スワップサイズを1GB以上に設定してください）

メモリ

32ビットOS：2GB以上（推奨4GB）
64ビットOS：4GB以上（推奨8GB）

CD/DVDドライブ

DVD-Rが読み取り可能なもの

USBポート

USB規格1.1以上

■オプションソフトウェア
三次元CATIA入力コンバータ
三次元U-GRAPH入力コンバータ
三次元Inventor入力コンバータ
三次元JT入力コンバータ

1ポート占有（プロテクト装置用）

三次元PRO/E入力コンバータ
三次元SolidWorks入力コンバータ
三次元STEP入出力コンバータ

HD
補助記憶装置
LAN

CD、DVD、Blu-rayドライブ
（インストール用）
必須（GigabitLAN推奨）

加工機CAD/CAM連携

バーコードリーダー
読み取りコード

CODE-128（コードセットB）

OS

Windows®7 Home Premium（32/64bit）、
Windows®8 Pro（32bit/64bit）、Windows®8.1 Pro（32bit/64bit）

読み取り幅
読み取り長さ

175mm（分解能0.5mm時）
250mm以上

ディスプレイ

1280×1024以上

最小分解能

0.127mm以上

HD

PCS値

0.45以上

メモリ

1GB以上の空き容量が必要
1GB以上

光源

赤色半導体レーザー
（650±10nm）
（光源が拡散しないタイプ）

CD/DVDドライブ

CD-Rが読み取り可能なもの

インタフェース

USB1.1以上

USBポート

USB規格1.1以上 1ポート占有（プロテクト装置用）

入力電圧

DC5.0V±0.5

LAN

必須

ApsMagic Ⅲ

下記仕様を満たすパソコン、周辺装置などのハードウェアを、
お客様にてご準備いただきます。

ソフトウェアオプション名

備

無線バーコードリーダS/W

CPU

Intel® Coreシリーズ、Intel® Xeon®シリーズ、Intel® Cerelon®シリーズ、
Intel® Pentium® 4.3GHｚ 以上

OS（32bit）

Windows Server 2008
Windows® Server 2003 Release2
Windows®8 Pro、Windows®8.1 Pro
Windows®7 Professional
®

2.8GB以上の空き容量が必要

メモリ

2GB以上

メモリ

2GB以上（4GB以上推奨）

CD/DVDドライブ

DVD-Rが読み取り可能なもの

メモリ

4GB以上

CD/DVDドライブ

DVD-Rが読み取り可能なもの

下記仕様を満たすパソコン、周辺装置などのハードウェアを、
お客様にてご準備いただきます。

CPU

Pentium® 4 3GHz以上
Pentium® Dual-Core E2180以上（2GHz以上）
Core2Duo E4600以上（2.4GHz以上）

OS

Windows® Server 2003 Release2
（32bit）
Windows®8 Pro（32bit/64bit）
Windows®8.1 Pro
（32bit/64bit）
Windows®7 Professional（32bit/64bit）

ディスプレイ

24インチ
（ワイド）以上推奨（1280×1024以上に対応）

HD
メモリ

１GB以上の空き容量が必要
2GB以上

CD/DVDドライブ

CD-Rが読み込み可能なもの

USBポート

USB規格1.1以上 1ポート占有（プロテクト装置用）

LAN

必須（GigabitLAN推奨）

・上記以外のOSでは、
動作保証いたしません。
・お客様が新しいパソコンに置き換えるなどして、上記以外のOS（将来発売されるバージョン）
を用意されて
も動作の保証はいたしかねますので、
その様な場合はそれまでの同じバージョンのOSをご用意願います。
・本ソフトウェア
（BANKIN Navigator）
をご購入後、上記以外のOS（最新OSなど）
に対応させたい場合は
そのOSの対応版が発売されたときに再びご購入願います。

注意事項

①パソコン本体、
プリンタ、LAN用機器、OS、Microsoft EXCELなどお客様がご購入の機器やソフトウェアに関するお問合せ、
サポートにつきましては、購入元
もしくはメーカにご相談ください。
パソコンにインストールされているソフトウェアにつきましても、購入元、
パソコンメーカ、
ソフトウェアメーカにご相談ください。
②業務用としてパソコンをご使用される場合、
パソコン故障による業務中断は大きな被害になります。
パソコンメーカやパソコンショップによっては、故
障時用訪問修理サービスなどが用意されていますので、
それらのサービスの加入契約を推奨いたします。
パソコン購入元にご相談ください。
③本ソフトウェア
（BANKIN Navigator）
を運用するパソコンは、動作の安定保持のため専用パソコンでのご使用をお願いします。
④パソコンには必要に応じて粉塵対策、無停電装置（UPS）
を施してください。

特記事項〈対象加工機とネットワーク関連H/W〉
●対象加工機

・三菱レーザ加工機 LVシリーズ（一部対応できない機械があります）
・三菱レーザ加工機 HVシリーズ
（一部対応できない機械があります）
・三菱レーザ加工機 HVⅡ、HV2-Rシリーズ

・三菱レーザ加工機 NXシリーズ
・三菱レーザ加工機 eXシリーズ

※ストッカーシステムのスケジュール機能は、NXシリーズ、HVⅡシリーズ、eXシリーズが対象となります。
上記対象加工機の場合でも、本ソフトウェアと通信を可能にするH/W（ネットワーク接続ユニット、LANカード）
が必要となる場合があります。
（下記、
ネットワーク関連H/Wを参照）
●ネッ
トワーク関連H/W

LVシリーズ

HVシリーズ

HVⅡ、HV2-Rシリーズ

NXシリーズ

eXシリーズ

ネットワーク接続ユニット

オプション注１)

標準装備

標準装備

標準装備

標準装備

LANカード注2)

お客様手配

お客様手配

標準装備

標準装備

標準装備

LANケーブル

お客様手配

お客様手配

お客様手配

お客様手配

お客様手配

注１）LVシリーズ加工機は
“ネットワーク接続ユニット”
をオプションとしています。
最寄の代理店にお問合せ願います。
注2）LVカードは最寄の代理店にお問合せ願います。

LAN

必須

必要ソフトウェア

Microsoft®Excel 2010

Intel®Pentium®4 3GHz以上

OS（32bit）

Windows®8 Pro、Windows®8.1 Pro
Windows®7 Professional

ディスプレイ

1280×1024ドット以上 256色以上

HD

500MB以上の空き容量が必要

メモリ

2GB以上

CD/DVDドライブ

DVD-Rが読み込み可能なもの

LAN

必須

必要ソフトウェア

Microsoft®Excel 2010

RemoteMagic Laser

Oracle 11g Database Standard Edition
Release2（11.2.0.4以降）

Windows® Server 2008
Windows® Server 2003 Release2
Windows® Server 2003
（32bit）
Windows®8.1 Pro
Windows®8 Pro
Windows®7 Professional

x64
（64bit）

〈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）〉
CPU

OS

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。

Windows® Server 2012 Release2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 Release2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003 Release2
Windows® Server 2003
Windows®8.1 Pro
Windows®8 Pro
Windows®7 Professional

・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。
・Oracle 11g R2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。

ネットワーク環境
（サーバー／クライアントで使用する場合のみ）

・サーバーとクライアントが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、
サーバーに正常アクセスができることを確認してください。

下記仕様を満たすパソコン、周辺装置などのハードウェアを、
お客様にてご準備いただきます。

ハードウェア〈監視パック
（サーバー）／DNCパック〉

ネットワーク環境

〈監視パック
（クライアント）〉
CPU

Pentium®Ⅲ、
またはCeleron® 1.5GHz以上

OS（32bit）

Windows®8 Pro
Windows®8.1 Pro
Windows®7 Professional

ディスプレイ

17インチ以上推奨（1280×1024以上に対応）

HD

1GBの空き容量が必要

1GBの空き容量が必要

メモリ

1GB以上（2GB以上推奨）

メモリ

1GB以上（2GB以上推奨）

CD/DVDドライブ

CD-Rが読み込み可能なもの

CD/DVDドライブ

CD-Rが読み込み可能なもの

USBポート

USB規格1.1以上

USBポート

USB規格1.1以上

LAN

必須

LAN

必須

ブラウザ

IE6/IE7/IE8/IE9

CPU

Pentium® 4、
またはCeleron® 1.5GHz以上

OS（32bit）

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

ディスプレイ

17インチ以上推奨（1280×1024以上に対応）

HD

1ポート占有（プロテクト装置用）

・サーバーとクライアントがLAN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を確認してください。
・LAN接続のプロトコルはTCP/IPのみ使用可能です。
・メールサーバー認証として、SMTP認証とPOP before
SMTP認証に対応しています。
それ以外は対応しており
ません。
・メール通報機能はMicrosoft Exchange Serverに対応
しておりません。
・メール通報機能はＳＳＬに対応しておりません。

1ポート占有（プロテクト装置用）

●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。 ●Intel®、Core®、Cerelon®、Xenon®およびPentium®は、
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。 ●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。 ●Lantek Flex3d TubesはLantek Sheet Metal Solutionsの
製品です。 ●その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

RemoteMagic
Laser

ハードウェア

※上記のものは、
すべてソフトウェアオプションです。
接続機器等は、
お客様にてご準備いただきます。

USB規格1.1以上
1ポート占有（プロテクト装置用）

考

ApsMagic Ⅲ

5GB以上の空き容量

Data Exchange Pack 1 (Pro/E, Inventor, CATIA V4, VDA)
Data Exchange Pack 2 (Parasolid, Solid Works, NX)
Data Exchange CATIA V5 (CATIA V5)

DVD-Rが読み込み可能なもの

備

下記動作環境を参照願います。

加工機
CAD/CAM連携

HD

■オプションソフトウェア

CD/DVDドライブ
インタフェース

ソフトウェアオプション名
旧ApsMagicのバージョンアップ

BANKIN
Navigator

1280×1024ドット以上 256色以上

HD

・ご利用になるPCのグラフィックカードの動作確認を弊社より提供いたします
「グラフィックス・システム診断用ツール」
にて
実施いただくことをお願いいたします。

2

〈データベース環境（サーバー／クライアント）〉

動作環境〈サーバー環境（工程設計を行うマシンの場合）〉

下記仕様を満たすパソコン、周辺装置などのハードウェアを、
お客様にてご準備いただきます。

No.

考

別途無線バーコードリーダが必要です。

ディスプレイ

画面解像度1024×768ドット以上

※推奨機： 株式会社ウェルキャット
USBレーザーリーダー Stream7R-USB

・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、
メール通報は、
対応しておりません。
・ネットワークを使用しますので、
防疫対策が別途必要です。

4GB以上の空き容量が必要です

24インチ
（ワイド）以上推奨

下記仕様を満たすパソコン、周辺装置などのハードウェアを、
お客様にてご準備いただきます。

Pentium® 4 1.5GHz以上、Celeron® 1.5GHz以上、Core2Duo 2.2GHz以上

24インチ
（ワイド）以上推奨

OS

必須（GigabitLAN推奨）
または 無線LAN
（802.11 a/b/g/n/ac）

・ストッカスケジューラ用パソコン、
ＣＡＤ／ＣＡＭパソコン、
レーザ加工機、
ストッカコントローラはＬＡＮ接続され、
ネットワーク設定
された状態で使用します。
・
ドメイン環境では加工機との接続ができません。
加工機とお名非ワークグループでソフトウェアを運用します。
・ＬＡＮ接続のプロトコルはＴＣＰ/Ｉ
Ｐのみ使用可能です。
・本ソフトウェアの利用が承諾されるよう、
パソコンのファイアウォール設定が必要となります。

CPU

HD

ディスプレイ

USB、CD、DVD、Blu-rayドライブ
（インストール用）

現場（タブレットの場合）

ネットワーク環境

ハードウェア

ディスプレイ

Windows®7（64bit）、
Windows®8（8.1含む 64bit）、Windows®10（64bit）

USB ２ボタン以上 または タッチペン

Windows®７４GB以上、Windows®８.１４GB以上、Windows®10 4GB以上
1GB以上の空き容量が必要

Core i5/i7またはAMD PhenomⅡ X4（推奨）

BANKIN Navigator
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メインメモリ

以上推奨

Windows®7（32bit/64bit）、
Windows®8（32bit/64bit）、Windows®8.1（32bit/64bit）

Pentium® 4 2.0GHz、
または Athlon® 2000+ 以上、64-bit（x64）
プロセッサー

USB日本語キーボード
または ソフトキーボード

PS/2 または USB ２ボタン以上

Windows®7 Professional 以上（32/64bit（WOW64））以上 日本語
Windows®8.1 Pro 以上（32/64bit（WOW64））以上 日本語
Windows®10 Pro 以上（32/64bit）以上 日本語

1

・パソコン本体、
プリンタ、
プロッタなど、
お客様ご購入の機器に関する問い合わせ・サポートにつきましては、購入元もしく
はメーカにご相談ください。
・パソコンメーカやパソコンショップによっては、故障時用訪問修理サービスなどが用意されていますので、
それらサービス
の加入契約を推奨いたします。
パソコン購入元にご相談ください。
®
購入元にご相談ください。
・Windows に関するお問い合わせ・サポートにつきましても、
・パソコンにインストールされているソフトウェアにつきましても、
パソコンメーカ／ソフトウェアメーカにご相談ください。

CPU

PS/2 または USB日本語キーボード

マウス

OS

OS

ハードウェア

USB規格1.1以上

Intel® Core™ m3、i5、i7

CPU

CamMagic SMOPlus

USB
キーボード

CPU

No.

下記仕様を満たすパソコン、周辺装置などのハードウェアを、
お客様にてご準備いただきます。

画面解像度1280×1024ドット以上

１７型以上推奨（解像度：1024×768以上）１０型以上推奨（解像度：1024×768以上）

レーザスマート
スケジューラ

ハードウェア

ディスプレイ

ソフトウェアオプション構成

※上記のものは、
すべてソフトウェアオプションです。

Lantek Flex3d Tubes

クライアント

ベクトル名 人

OS

Windows®7(32bit/64bit)、
Windows®8.1(32bit/64bit)、Windows®10(32bit/64bit)

事務所・現場（ディスクトップの場合）

（外付けする加工機CAD/CAM連携に関連するパソコン、周辺装置です。
）

下記仕様を満たすパソコン、周辺装置などのハードウェアを、
お客様にてご準備いただきます。

CPU

設置場所

NC-Changer

ハードウェア

※上記のものは、
すべてソフトウェアオプションです。
接続機器等は、
お客様にてご準備いただきます。

タブレット推奨機種：Microsoft® Surface Pro 4

現場（タブレットの場合）

CamMagic
SMOPlus

CamMagic TL-Ⅱ

NC-Changer
（
「株式会社ネオ」
社製品）
ベクトル名人
（
「株式会社ネオ」
社製品）
F-CUT用NC出力
AutoCAD図面入力変換

NCリンク
（M300）
用ソフトウェア
NCリンク
（M2）
用ソフトウェア
三菱仕様紙テープ リーダ／パンチャ用ソフトウェア
回転テーブルデータ変換ソフトウェア

内容等

事務所・現場（ディスクトップの場合）
設置場所
サーバ／クライアント サーバ／クライアント

Lantek Flex3d
Tubes

有償サポート名

■オプションソフトウェア

ハードウェア

CamMagic LA/TL
保守契約

CPU

No.

レーザスマートスケジューラ

下記仕様を満たすパソコン、周辺装置などのハードウェアを、
お客様にてご準備いただきます。

®

CamMagic TL-Ⅱ

CamMagic LA

CamMagic LA

二次元加工機用
ソフトウエア

仕
様
一
覧
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三菱電機レーザ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。

安全に関する ●正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に
必ず
「取扱説明書」
をよくお読みください。
ご注意

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。

オプションで各種安全機能をご用意しております。
詳しくは弊社および弊社代理店にご相談ください。
本品のうち、
外為法に定める規制品（貨物・技術）
を輸出する場合は、
経済産業大臣
の許可が必要です。
When exporting any of the products or related technologies described in
this catalogue, you must obtain an export license if it is subject to
Japanese Export Control Law.

CAD/CAM製品の詳細技術事項等の
お問合せは下記へどうぞ

レーザシステム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

三菱電機メカトロニクス
エンジニアリング株式会社 SI事業部

〒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

三菱電機株式会社
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）710-5621

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）4868-8654

〒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）723-8437

お問い合せは下記へどうぞ
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

中国支社

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

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）565-3260

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

北陸支社

〒920-0031
金沢市広岡3-1-1
（金沢パークビル4Ｆ）
TEL:（076）233-5538

九州支社

〒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
名古屋製作所レーザ製造部
加工技術課

〒461-8670
名古屋市東区矢田南5-1-14
TEL:（052）712-2324

東日本メカトロソリューションセンター

西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

〒660-0807
尼崎市長洲西通1-26-1

TEL:（048）710-5750

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）710-4397

新潟サービスセンター

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）710-4397

東海サービスセンター

アフターサービスのお問い合せは下記へどうぞ

関東サービスセンター

〒336-0027
埼玉県さいたま市南区沼影1-18-6

南関東サービスセンター

〒194-0005
東京都町田市南町田4-15-1

長野サービスセンター

〒399-0006
長野県松本市野溝西2-9-62

TEL:（048）710-4397

TEL:（042）795-8599

TEL:（042）795-8599

中部サービスセンター

静岡サービスセンター

金沢サービスセンター

〒920-0365
石川県金沢市神野町西376-1

〒950-1101
新潟県新潟市西区
山田字中道下の中374-1
TEL:（048）710-4397

〒446-0056
愛知県安城市三河安城町2-19-15
TEL:（052）719-7980

TEL:（052）719-7980

TEL:（052）719-7980

TEL:（076）269-2560

関西サービスセンター

岡山サービスセンター

広島サービスセンター

九州サービスセンター

熊本サービスセンター

〒485-0829
愛知県小牧市小牧原3-205

〒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

〒710-0803
岡山県倉敷市中島1208-4

〒731-5106
広島県広島市佐伯区利松1-12-36

〒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）6489-0471

TEL:（082）927-6365

TEL:（082）927-6365

TEL:（092）671-9924

TEL:（092）671-9924

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

東北支店

〒980-0011
仙台市青葉区上杉1-17-7
（仙台上杉ビル）
TEL:（022）216-4686

中部支店

〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-20-9
（三晃社ビル5Ｆ）
TEL:（052）968-3413

関西支店

〒530-0001
大阪市北区梅田1-8-17
（大阪第一生命ビル4F）
TEL:（06）6345-1800

九州支店

〒810-0001
福岡市中央区天神2-12-1
（天神ビル4F）
TEL:（092）721-2325

〒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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