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検査・測定技術？ZOLLER社はソリューションを提供

再研削・生産作業の
完璧さを実現

 

測定プログラムは最終的な検査に適用する

ZOLLER »caz«バーチャルな測定システム

ZOLLER社の円筒形状ワーク測定のソリューション

ZOLLER社の端面研削に関するソリューションその他のソリューション
»pomBasic«により、端面研削を検査。CNCガイド型研削盤へのフィーディング作業が行われる場合、重要な
パラメータを快速且つ便利に検査。

 
 

ZOLLER社のラウンディングに関するソリューション
»pomSkpGo«により、微小な研削刃に対する処理を迅速且つ非接触で検査、
測定が可能。

 

»pomDiaCheck«により、円筒研削工具又はブランクの直径(円筒研削)を測定し、
1μmまでの精度を実現させる。

 

納品 工具の生産工具検査の入力 装置のプログラミング 最終検査 船積み

摩耗した工具の引渡：
清掃・整理

工具の検査・生産又は最終的な検査を問わない  
工具の検査・測定に対し、ZOLLER社は完璧なソリューションを提供 
時間と場所を問わず、完璧な工具品質を100%実現

ZOLLER »genius«、»smarTcheck«又
は»pomBasic«シリーズのソリュー
ションにより、真実なデータを収集
させる。»genius«により、研削プロ
グラムの関連データを自動的に測定
でき、さらに、ZOLLERインター
フェースを通じ、それらのデータを
ペーパレスに相応なプログラミング
システムに伝送させる。一方、材料
の損失をできるだけ削減し、工具の
ベストな性能を確保させるために、
»pomBasic«により、研削作業に必
要な研削寸法を測定させる。

工具データをプログラミングソフト
ウェアに伝送。CNCプログラムを
追加したり、新しく生成。ZOLLER 
»caz«バーチャルシステムにより、
ツールの3D形状（.stl形式）があれ
ば、オフィスのPCにインストール
しそのソフト上で3Dツールモデル
を表示、それにより実際の工具を
用いて測定プログラムを作成するよ
うな模擬操作が可能。

インターフェースによるNC
プログラムにより、工具に向け
る汎用型研削盤にて工具を研
削させる。各パラメータが知
られるので、オリジナルなツ
ールパラメータにより、
設定時間を有効的に短くする
ことが。

装置センサーだけにより、
研削刃の位置が測定される。
ZOLLER社の測定技術により
、新しく生産される工具の
品質を確保するだけでなく、装
置の起動時間を短くすること
が可能。

出荷前、ZOLLER »genius«により、
工具に対する100%の検査を行うこ
とができる。
テストレポートに測定値が整理さ
れ、必要な場合、その他のパラメ
ータを補足させる。
当該方法により、精度を検証でき
、クレーム回避とともに、コスト
を削減し、サプライヤーへの評価
を強化させる。

記録される高品質な
工具をタイムリーに
納品させる。

ZOLLER 
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簡単な測定作業から極めて複雑な測定作業まで

各アプリケーションに対し、適当な
測定ソリューションを提供させる

高効率  
高い費用対効果 
ユーザーの要求を特に満たす

ZOLLER社のソリューションにより、プロセスに対する簡単な検査を行え、さらに、すべての
ツールパラメータに対する費用効果が高い全自動的測定を行うことができる。
»pom«シリーズは、ZOLLER社の素晴らしい汎用型測定装置・知能型自動化ソリューションを
含み、入門的・専門的な工具測定に適用する。

 

検査・測定技術？ZOLLER社はソリューションを提供 設定 品質に対する自動的な保証

ZOLLER社は、コンパクトな汎用型工具検査ソリューションを供給させ、
これらのソリューションは作業場の環境に適し、記録を追跡することが
でき、操作の便利性を実現する上、ユーザーのニーズに応じ、工具の
測定・検査に対する実用性が高くなる。

 
 

 

工具管理、研磨車パッケージに対する便利な測定、データ伝送、
最初研削の結果に対する検査は研削盤に対する高効率的な設定の
基本的要素となる。直観的且つ便利的な操作により、  ZOLLER社の
ソリューションは設定時間を一番短くする上、プロセスの安全性
を最大限に確保。

 
 

 
 

自動的な制御、トレーサビリティー、書類記録は測定分野の必要な
要素となる。ZOLLER社の自動化ソリューション・»roboSet«により、
高効率的な品質コントロールを100%実現でき、産業をリードしてい
る。

 

ZOLLER 
工具検査ソリューション



3

 1 2 54 7

6

10 | 11

 

約70年にわたる業界経
ドイツ製  
高品質なブランド品が採用される

革新型技術により、精確性を最大限させる

高精度の代名詞
ZOLLER
ZOLLER社製の工具検査 ・ 測定装置は細部で一番高い品質を
確保させる。革新型技術と操作のこの上ない快適性により、
μm以上の精度を実現させる。事前構造化を特徴付けるデータと素
晴らしい書類記録に恵まれ 、 プロセスの安全性を確保する上 、
ZOLLER社は最大精度を全自動的に実現させる。 一方、 必要な
場合、ZOLLER社は専門的なソリューションを供給できる。

 

 

1_ マルチセンサーの技術
透過光・入射光装置及び専用型センサーにより、画像
処理システムは各工具の輪郭、表面、研削刃の状態、
多くの工具形状を非接触且つ自動に検査させる。

 

2_CCDカメラのセグメントされるLEDリングライト
製品を適当な角度で表示させる。専用型LEDの照明で
工具の輪郭が詳しく示され、さらに、»pilot 3.0«画像
処理ソリューションにより、それを評価させる。

 

5_専門的なソリューション 
各種のチャレンジに対し、ZOLLER社は適当なソリュ
ーションを供給させる。
ホブカッターなどの極めて複雑な螺旋状工具に対し
ても、知能型技術により、全自動的な精度測定を
行える。

 
3_ 自動/制御(CNC)
測定装置の各軸に対する全自動的なCNC制御により、
オプショナルなツールタイプに対する全面的な制御を行うこと
ができ、作業者の操作が要らない。  

4_工具の保持・クランプ
高精度スピンドルにキャリブレーションゲージが配置され、
自動クランプ機能が備えられ、 BT、 HSK、Capto等多くの
シャンクに適用し、ツールを迅速に変換でき、0.001mm
までの変換精度を実現させる。

6_ 自動化  
工具を全自動的に検知したり、検査したりし、最終的検査とレポート化がすべて行われる。

7_画像処理ソフトウェア
測定結果に対する直観的な画像処理を快速に行い、μmまでの精度を実現させる。
完璧な取付作業が行われるCCDカメラ、レンズ、自動制御型LED照明により、研削刃の
明るい画像が供給され、数秒内検査が順調に終了し、μmまでの測定用高精度輪郭が
形成される。

 

ZOLLER 
工具検査ソリューション



12 | 13

100%記録  
特定の工具に向ける測定プログラム 
プロセスの最適化

簡潔さと直観性を特徴付けるソフトウェア

ZOLLERによる測定 
便利性と安全性を実現させる
操作の便利性を特徴付ける工具測定ソリューションのメリットが目立つ。自動化ソリューシ
ョンにより、ボタンを押すだけで、工具に対する信頼的な正しい測定を行え、作業者の操作
が要らない、作業を繰り返すことができる。すべての結果が完全に記録され、さらに、書類
を詳しく記録することができる。
メリット：代価が高いエラーと苦情を避けられ、品質の安定性を確保させ、さらに、コスト
の回収に役立ち、納期を有効的に短くすることができる。

 

腐食又は研削を経た成型工具のターゲットDXFファイルにより、
当該測定プログラムは工具の輪郭をスキャンする上、輪郭の修正を
計算させる。新しい輪郭がDXFフォーマットで出力される。

ZOLLER »pilot 3.0«ソフトウェアの起動ボタン
を押すだけで、週7日x24時間の稼動を。
ZOLLER自動化提案の詳細について、40ページ
目の内容をご参照ください。

 
 

 
 

ユニークな技術により、スタッフはすべての工具を全自動的に測定
でき、専門的なトレーニングを受ける必要がなく、約52のパラメー
タを測定できる。工具をセットし、ボタンを押すことにより、工具
をクランプさせ、画面に表示される必要なツールタイプにより、
»elephant«を選択する上、全自動型測定ソフトウェアを起動。すべ
ての測定プログラムにより、工具を保存でき、さらに、実況に従い、
調整・記録作業を行い、それを繰り返すことができる。

IN 3968に従い、ホブカッターに対する図形評価を行う。ハブの
直径の同心度/捻じれ、 すくい面の形状/位置偏差、研削刃形状/歯厚
さの偏差、フ ルート方向、 他のパラメータなどが記録され、
品質等級の分類が含まれる。

  
 
 

    ̶配置書類の検査：成型工具に向ける»coCon«概要からツールタイプを選定させる

測定予定のパラメータを選択し、関連機能を起動させる
プログラミング不要

 

測定結果を表示させ、実際データが保管される。
»apus«テストレポートにより、各種の説明を編集することが
できる。

 

    ̶ »roboSet« ‒ 自動化への提案

»elephant«技術に基づく工具測定

    ̶DIN 3968に従い、ホブカッタを完全に評価させる。

ZOLLER »pilot 3.0«ユーザーインターフェース

ZOLLER 
工具検査ソリューション



 

»pomBasicMicro«

汎用型工具の検査に向けるコンパクトなソリューション

»pomBasic« 
»pomBasicMicro« 人間工学に基づいた設計 

コンパクト 
汎用

自動照明制御機能が備えられる

ZOLLER社製の工具検査装置»pomBasic« ・ »pomBasicMicro«により、すべての
ドリル、エンドミルを測定、検査することができ、微小な工具にも対応。
コンパクトな構造で汎用性があり、測定室、加工現場などでも活用可能

直観的に操作できる»pomSoft«ソフト
ウェアにより、多くの測定・評価に関
する測定に活用できる。当該システム
により、角度・距離・摩耗・研削刃の
品質・小さい断面を主に測定できる。
ズーム光学装置付きのビデオマイクロ
スコープシステムにより、工具を明る
く記録することができる上、断面を
調整し、詳しい検査作業を行うことが
できる。

 

汎用型保持具は2-40mmのツールシャン
クの保持に適する。アキシャル・ラジア
ルの測定に向け、 プリズムを± 90°
回転できる。

回転台の軸向き

回転台45°

回転台90°

面取り幅とネジレ角に対する測定

新しい工具のライブイメージに保存された刃先画像を加え、目標を
直接に実輪郭と対比させる。

すべての測定結果を完全に記録、編集。
一方、PDF形式又は検査レポートプリント形式で、希望の言語に
て出力。

 
 

    ̶迅速さと作業性を追及した測定

    ̶ライブイメージにおける「ネライ値-実際値」の対比

    ̶ボタンをワンプッシュで測定

技術スペック X軸の移動範囲 Y軸の移動範囲 光学マイクロ調 測定・クランプが可
能な軸直径Ø

 CCDカメラ 視野

»pomBasic« 190 mm 50 mm 55 mm 0.5 - 50 mm 6.5倍のズームレンズ(カラー) 3 x 2.5 mm -
20 x 16 mm

»pomBasicMicro« 190 mm 50 mm 55 mm 0.5 - 50 mm 12倍のズームレンズ(モノクロ) 0.6 x 5 mm -
7 x 5.8 mm

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。
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切削工具刃先の測定に対するモバイルソリューション

»pomSkpGo«
柔軟性と迅速性 
μmの精度  
非接触式

作業現場での測定で、研究室に劣らない結果を。

技術仕様 Z軸の移動範囲 手動による微調整 手動による調整 径方向解像度 軸方向解像度

300 mm ± 50 mm 200 mm 1.2 µm 0.1 µm»pomSkpGo« | Premium Sensor

体積の測定 点の測定 測定可能な最小ラウンディング 作業距離

1.6 x 1.2 x 1.0 mm³ 1.3 million 3 µm 30 mm

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。

フライス工具と反射板によるZOLLERソリューションは100%現場の環境に適し、
直感的に操作できる。高硬度と軽量性を持つカーボンデザインにより、ハイレベ
ルの精度とモバイルユースを実現。現場に装置を設置できる。

»Z3dCam«の»pomSkpGo«、»pomSoft«ソフト
ウェアが取付けられるノートパソコン。

工具刃先のライブイメージにより、ホーニングの表面にを迅速に
位置合わせをし測定。

測定結果と図形断面の輪郭を同時に表示させ、ツールの切屑と
R輪郭を評価。

多くの形式で工具を表示させる-表面のクボミと表面品質を迅速に
識別し、或いは、輪郭を表示させ、一目瞭然の効果を。

当該機能により、DXFの輪郭に対し「ネライ形状-実輪郭形状」に
対比が行われ、ツール輪郭の寸法が測定される。

 

評価可能なエッジの例示

    ̶ホーニング測定»skp«

    ̶結果と評価     ̶3Dによる詳しい表現

    公称/実測値の対比・寸法の測定     ̶配置メニューにメニュータイプを随時に定義させる

面取り角

ラウンディング

面取り角

シャープエッジ

プロテクティブチャ
ンファー

理想的なR

ダブルチャンフ
ァー

ウォーターフォール

面取り角とR

シャープエッジ

コンビネーション

シャープエッジ

ZOLLER 
工具検査ソリューション

主なメリット：簡易な操作性を実現し、非接触
測定作業を行え、工具を迅速に測定。
作業者は短期のトレーニングを受けるだけで、
高精度測定作業を行える。専用設計の工具の
保持具は操作性が良く、高い解像度センサーのラ
イブイメージの定位により、工具刃先を完璧に
 測定。 
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フライスヘッドの生産・測定と検査ステーション

»pomZenit«

自動  
作業者の違いによる測定誤差無し 
人間工学に基づいた設計

自動型測定プログラムにより、作業量を減らす上、精度を向上。

技術仕様 Z軸の移動距離 Ⅹ軸の移動距離 工具の測定可能な最大直径Ø 工具の最大重量 

»pomZenit« 100 mm 110 mm 200 mm 20 kg

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。

»pomZenit«を作業場の近くに活用でき、測定・検査ステーションにフライス
ヘッドの生産に向け、1つの新しい次元を開く。当該測定装置は人間工学の標準
を満たし、直角のフライスヘッドと端面フライスカッターの品質を自動且つ
高精度に測定でき、作業者の違いによる測定誤差が無い。

 

  
 
 

 

»pomZenit«をツールプリセッタとしての使用
も出来、最終検査装置としての使用も可能。

当該ソフトウェアは、回転式で工具の刃先をすべて測定でき、図形
又はシートで各研削刃の測定値を表示させ、公差範囲と図示による
単一研削刃(黄色いバー)に対する快速な再測定が含まれる。

 
 
 

    ̶  すべてのツールを測定し、»focus 360°i«による
測定結果の図形表示。

入射光に刃先のシングルイメージが全自動的に記録され、それを摩耗
検査に活用。

 

    ̶  »aec«により、刃先の画像を自動的に記録

マシンテーブル»pom«

作業台

ZOLLER 
工具検査ソリューション

自動測定プログラム、高精度測定、
すべてのユーザーが操作可能な
操作性»pomZenit«
当該装置にCNC制御機能が備えら
れ、オートフォーカス作業が自動
的に行われる高精度主軸及び
ZOLLER »pilot 3.0«画像処理システ
ムが取付けられ、それにより、
ねじれと同心度を測定できる上、
ツールの角度とRを測定できる。
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高精度直径測定装置(円筒研削)

»pomDiaCheck«
μmの精度  
素早さ 
作業現場の環境に適する

プロセスの順調さに向けるプロセス指向型測定

技術仕様 円筒ワークの直径を測定 最大解像度 レーザー幅 測定範囲 Ø 測定精度 測定速度

»pomDiaCheck« vertical Lmax = 300 mm 0.01 μm 0.1 mm 0.06‒38 mm* ± 0.5 μm (centered) 1,500 HZ

»pomDiaCheck« horizontal Lmax = 300 mm 0.01 μm 0.2 mm 0.75‒78 mm** ± 1 μm (centered) 1,200 HZ

* Z方向の測定範囲減少分
** 直径6mm以下の場合、センター間のクランプが不可能

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。

ZOLLER »pomDiaCheck«により、円柱形部品
にの直径、旋削部品又は円形グラウンドツー
ルに対する快速な測定を高精度に行う。公差
情報が含まれ、測定結果を快速に記録。

ドリル穴、拡孔用工具又は円形グラウンドブランクを測定
させる場合、測定ワークを両センターの間にクランプする
だけで、手動又はCNC駆動で、必要な測定点を選択し、
測定。ボタンを湾プッシュで、同心度を測定も可能。

CNC駆動で»pomD i a C h e c k
«は作動、最先端のレーザー
マイクロメータが付属。

測定結果の図形評価に公差範囲が含まれる

スナップゲージの原理により、数値<1（絶対値）の直径に対する
高精度測定を行う

レーザーマイクロメータにより、現場で非接触測定を行え、マイク
ロの精度を実現する

 

高精度な位置決め：CNC駆動型のベーススピンドルに変換用インタ
ーフェースが配置され、変換の快速さを実現し、さらに、オプショ
ナルなインサート・空気式テールストックに適用し、測定作業を
精確に行える。

    ̶グラフィックなユーザーインターフェース

    ̶高精度のレーザー測定

    ̶光学センサー

    ̶高精度の主軸/テールストック



12V9 14EE1 K700

1A1 1FE1 1R 1V1

2CH 2CH3R 2R 4BT9

6A2 11A2 11M2 11V9

PRF
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工具と砥石測定用にシンプルなソリューション

»smile / pilot 3.0«
 

 

多くの測定プログラムが含まれる

工具測定用にシンプルなソリューション
(費用効果が高い)：ZOLLER »smile«。迅速さ・
信頼性・正しい結果その他、当該装置にソ
フトウェアインターフェースが備えられ、
人間工学設計に基づき、簡易な操作性を実
現。ユーザーの要求に従い、プリセットが
可能となり、操作の迅速さとシンプルさを
さらに向上。

多くの高性能な特徴が見られるばかりでなく、»smile / 
pilot 3.0«はあらゆる測定のニーズを満たす。画像処理
ソリューションは主にモジュール化設計に基づき、多くの
内蔵される測定プログラムは特定条件を満たす上、作業
場の環境に適する。すべての作業者は、FEPA標準に従い
砥石をマイクロレベルで測定でき、さらに、それを記録、
出力可能。

 
 

»pilot 3.0«画像処理ソリューション
装備の»smile«

アキシャル・ラジアルの測定用回転工具の検査

ユーザーインターフェース»pilot 3.0«により、長さ、直径、コーナ
ーR、刃先の角度を自動的に測定。

 

フォーカス作業だけで素早く測定終了。工具長、直径、コーナーR、
刃先の角度、測定範囲をリアルタイムに計算。操作画面上の十字線
を活用し、微調整は不要。

刃先の輪郭・Rが自動的に測定され、公差範囲とアングルセクターの
変化可能な設定に基づき、輪郭全体に対する図形評価を行う。

 

フォトリアリスティックなインプットダイアログに
記録とレポートが含まれる。FEPA標準を満たす砥石
ライブラリ

 
 

    ̶角度とR測定

      刃先の形状と操作画面上の￥十字線を自動的に識別 

    ̶R輪郭»contur«

    ̶砥石測定

技術仕様 Z軸の移動範囲 X軸の移動範囲 工具の直径 Ø スナップゲージの直径 Ø

»smile 400« 400 mm 210 mm 420 mm 100 mm*

»smile 600« 600 mm 210 mm 420 mm 100 mm*

* 「スナップゲージ」又は「工具検査」の選定により、工具の最大直径を320㎜に減少

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。

ZOLLER
工具検査ソリューション 

高い費用効果
人間工学的設計
ユーザーごとの要望に対応
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工具検査用汎用測定装置

»smarTcheck«
高性能
柔軟性　　
モジュール化

 
 

費用効果が高い工具検査

技術仕様 Z軸の移動範囲 Ⅹ軸の移動範囲 工具の最大直径Ø スナップゲージの直径 Ø

»smarTcheck 450« 450/600 mm 175 mm 350 mm 35 mm

»smarTcheck 600« 600/800 mm 320 mm 370/540 mm 80/35 mm

»smarTcheck 800« 600/800/1000 mm 550 mm 1000/1200 mm 80/0 mm

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。

»smarTcheck« は汎用型測定装置として、
性能が高く、 すべての研削工具に対し、
手動・3軸CNCという2つのラインナップ
が含まれる。研削前後、DIN EN ISO 9000
ガイドラインに従い 、 工具の検査を行え
る上、データを記録することが出来る。

 

"»smarTcheck«と入射光に対するスイング式カメラ
により、工具に対するアキシャル・ラジアル検査・
測定・記録を行え、費用効果が極めて高い。
研削前、工具を測定する場合、 生産効率を25%
向上できる。CNC 旋盤により、生産効率を大幅に向
上できる。" 

 
 

スイング式検査用カメラが
»smarTcheck«に配置され、それに
より、各種検査をスムーズに行なう。

 

ステップツール又はダイプレートに対する測定作業を行い、測定さ
れた寸法に従い、2D断面図又は3D(CAD)を自動的に生成させる。

C

入射光と透過光により、工具の輪郭・R・角度・距離・面取り幅・
磨耗その他のパラメータを自動的に測定させる。

任意の工具又はワークの輪郭をスキャンさせ、設定した公差範囲に
基づき、DXF基準輪郭に従い、「ネライ形状」-「実輪郭形状」の輪
郭対比を生成させる。

外形輪郭の図形に対する解析により、同心度を全自動に測定させ、
「ネライ形状-実形状」輪郭の対比、同心度・ズレに対する測定。

CAD機能により、実輪郭を生成する上、寸法を記入できる。

    ̶»sinope«ドローイングジェネレーター

    »metis«工具解析/外観測定     ̶»lasso«の外形輪郭に対する測定/ネライ形状-実輪
郭の対比

    ̶同心度に対する360°の検査/ズレの測定     ̶自動的な寸法記入

ZOLLER
工具検査ソリューション 
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ソリッドツール測定器のロングセラー

»genius 3s«  
»genius 3m« 全自動

素早く高精度に
世界にわたり、900台以上の装置が活用

 
 

最新技術と人間工学設計により、作業効率を向上

技術仕様 Z軸の
移動
範囲

X軸の
移動
範囲

Y軸の
移動
範囲

工具
直径Ø

スナ
ップの
直径Ø

測定可能最大工
具長‐カメラが
上方から見下ろ
す場合

»genius 3s« 600 mm 175 mm ± 50 mm 340 mm 100 mm 500 mm

»genius 3m« 600 mm 175 mm ± 50 mm 340 mm 70 mm 500 mm

ドラフトアング
ルの円周(3D)

 面取り幅の円
周(3D)

チップスペース
/槽深さ(3D)

表面
形状(3D)
 

Ø < 200 mm Ø < 75 mm Ø < 230 mm Ø < 200 mm

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ
関係も対象。

 

工具のフルートエリア(上記参照)、外周側、底刃の各種測定。測定プ
ログラムとパラメータを任意に定義でき、チェックボックスにより、
対象を選択でき、さらに、工具に対する保存作業を行える。

入射光測定を活用しても、コンフィギュレーションアシスタントに
より、1度測定用ウインドウの寸法を設定し、照明の最適化と位置
決めを行い、その後、データを自動的に保存させる。

ボタンをワンプッシュで、ZOLLER »pilot 3.0«からデータをXML形式
で入出力。

溝形状・チップスペースの非接触スキャニング作業が自動的に行わ
れ、図形でそれを表示。データをDXF/XML形式で出力させ、「ネラ
イ形状-実輪郭形状」対比を行う。

編集可能なテストレポートにより、範囲と説明を任意に修正でき、
さらに、任意のデータ形式で保存。

 

スキャニング、比較で終了！ドリル、エンドミル、フライスカッター
などを問わず、始点と終点をインプットするだけで、スキャニング
作業が自動的に行われ、その後、高精度で実輪郭をネライ形状と対比。

    フォトリアリスティックなインプットダイアログ»fored«

    ̶コンフィギュレーションアシスタント»expert«     ̶XML形式のデータに対する入力・出力

    ̶溝形状・チップスペースのスキャニング     ̶»apus«テストレポート

    ̶総形工具の輪郭測定・検査

"ZOLLER  »genius 3s« は切削工具よう
万能自動工具測定器。»genius 3m«バ
ージョンにより、小径ツールを測定。
5つのCNCガイド軸により、測定プロ
グラムを用いて全自動 ・ 高精度測定
を可能にする。"

 

"工具検査の迅速さ・操作性、最高の精度を
実現し、 作業者による測定誤差を生まない
全自動検査機能により、 業界をリード。
測定結果を詳しく記録でき、 ボタン湾プッ
シュで結果出力。
»genius 3«により、工具の形状把握、 設計等
に貴重な時間を節約でき、再加工、クレーム
等を避け、素晴らしい品質を確保。"

 
 
 

 

フルカバーハウジングが»genius 3s«
に配置、粉塵と外部からの光による
影響を防止。

ZOLLER
工具検査ソリューション 



28 | 29

 

更に上を行くソリッドツール用万能測定器として

»genius 4«
コンパクト
モジュール化
高性能

 
 

最新技術が活用された、人間工学的設計

 

»genius 4« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 100 mm 500 mm

フルートエリア、外周(上記参照)・底刃の測定。チェックボックスに
より、測定プログラムとパラメータを任意に定義でき、さらに、それ
を単独に選択・測定。

 

ライブイメージとナビゲータ付きのバーチャルな操作により、測定
部位への位置決め容易に。

 

非接触式スキャニング作業が自動的に行われた後の工具表面を表示
させ、研削角度又はドラフトアングルの有効的な3D情報を供給させ
る。

取り込まれた実輪郭形状は、自動でネライ形状と比較・評価。 

    ̶インタラクティブなコンフィギュレーションアシスタント»expert«

    ̶»expert«測定メニュー

    ̶»genius«工具解析/チップスペース

    ̶実輪郭形状を自動でトレース

直感的に操作をを行える測
定センサーにより、ホブ・
タップの歯形状測定又はピ
ッチ等を測定。

投影測定用スイングカメラ
がリード角に合わせて旋回
し、ホブ・タップ等の工具
をネジレ直角で測定・検査
を行える。

マイクロセンサーにより、
極小部位（ホーニング等）
を測定可能。

ZOLLER »genius 4«は切削工具用
第4世代の万能測定装置として、
ついに登場

 
 
 

"5本のCNC駆動軸が»genius 4«に配置され、
それにより、  切削工具に対する全自動的
測定作業を確実に行える。
»genius 4«の設計はさらに多くの要求を満
たすことができる。»genius3«で実証され
た機能その他、  新しいプラットフォーム
に汎用型拡張セグメントが含まれる。 一
方、ZOLLER社の新しい設計ルールに従い、
コンパクト型測定装置の外観に。"

 
 

»pilot 3.0«が備えられる»genius 4«  

オプション品

ZOLLER
工具検査ソリューション 

技術仕様 Z軸の
移動
範囲

X軸の
移動
範囲

Y軸の
移動
範囲

工具
直径Ø

スナ
ップの
直径Ø

測定可能最大工
具長‐カメラが
上方から見下ろ
す場合

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ
関係も対象。
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スレッドツール用専用測定装置

»threadCheck«
全自動
ネジレに対応
汎用型

 
 

あらゆる要求を満たす新型ソリューション

技術仕様 Z軸の移動範囲 X軸の移動範囲 Y軸の移動範囲 測定可能な
工具直径Ø

アキシャルの入射光を測
定する工具の最大長さ

測定可能なスナッ
プゲージの直径Ø

スイングカメラ  

»threadCheck« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 500 mm 60 mm ± 30°

オプション：テールストック

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。

スレッドツールに対し、ネジレに
合わせた正確な測定ZOLLER 
»threadCheck«測定装置を活用

" 6軸CNC駆動軸と全自動型スイング式
カメラにより、タップ、ドリル、フライスカッ
ター、総形工具、他の切削工具に対する複
雑な測定を行える。
フルハウジングにより、粉塵及び外部から
の光による影響を防止。 »threadCheck«に
内蔵の» pilot 3.0«による測定プログラムで
すべての測定結果を詳しく記録できる上、
フォトリアリスティックなモジュール化
セレクションを通じ、各種のニーズを満たす
ことができる。"

 
 

 

 
 
 
 

 
 

一般切削工具用万能測定装置
»threadCheck«

 
 

スレッドツールの自動測定により、作業者の違いによる測定誤差を
生まない。

 

リード角に合わせてツールをスキャンし、その状況をディスプレイ
に表示

 スレッドツールの外形輪郭形状をトレースし、それと併せて
ネライ形状輪郭を»lasso«ソフトに表示・形状比較。

全自動測定により、落ち量を迅速に測定。
自動で評価が終了してから、完全な測定結果の記録が生成され、PDF
形式又はプリント形式でテストレポートを出力させる。

 
 

    ̶スレッドツール用測定プログラム

    ̶輪郭を自動的にスキャンし、形状を表示させる     ̶「実形状-ネライ形状」輪郭の対比»lasso«

    ̶外周側の落ち量を測定     ̶結果評価にテストレポートが含まれる

ZOLLER
工具検査ソリューション 
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ワーク及び切削工具の3Dデジタル化ソリューション

»3dCheck«
容易な操作
コンパクト設計
将来に向けて

 
 

プロセス指向の快速な3Dデジタル化

技術仕様 Z軸の移動範囲 X軸の移動範囲 Y軸の移動範囲 測定可能な
工具直径Ø

測定可能なスナッ
プゲージの直径Ø

 センサーの
回転範囲

 ワークの
最大直径Ø

 

»3dCheck« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 60 mm -35° to + 90° 70 mm

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。

»3dCheckは素早く高精度に測定ワー
クを3Dデジタル化し、工具或いはワ
ーク(タービンブレード等)の測定に
新たな提案を行う。

 

高精度CNC軸が配置され、全自動的で3Dセンサ
ーによるスキャニングが行なわれる一方、品質
保証、開発、プロセス指向の快速な3Dモデリン
グにより、座標を測定でき、さらに、リバース
エンジニアリング作業を行うことができる。ユ
ーザーインターフェースにCNC操作、スキャン
プラン、指導表示、評価等の機能が備えられる。

 
 

ZOLLER »3dCheck«により、工具、インプ
ラント、タービンブレード、類似物体の
3Dモデルを快速且つ容易に成形できる。

あらゆる測定ワーク(例えばここではタービンブレード)に対し、比較
結果をカラーで表示。

 ZOLLER »pilot 3.0«ソフトウェアの»lasso«機能により、輪郭に対す
る高精度の記録を行え、ドリルの断面図を成形させる。

 

データセットライブラリにより、データセットを快速に選択でき、
必要に従い、保存されたスキャンプランとターゲットデータを
拡張できる。

 必要となるスキャニング位置で、測定項目・照明調整・測定範囲等
をを１度登録・保存すれば、全自動CNC制御による測定がなされる。

 

̶3D「実形状-理想形状」比較     ̶切断面の「実形状-理想形状」の比較

    ̶データセットライブラリ     測定方案、ナビゲータ、3D評価が一目瞭然 

ZOLLER
工具検査ソリューション 



34 | 35

 

最高レベルの精密工具測定 － 全てのノウハウを結集させて遂に完成された、
超ハイエンド工具検査・測定装置

»titan«
多くのセンサーを配置
振動減衰
洗練された外観

 
 

すべてのソリッド切削工具を対象としたハイエンドなソリ
ューションの最終兵器

技術仕様 Z軸の移動範囲 X軸の移動範囲 Y軸の移動範囲 測定可能な
工具直径Ø  

測定可能なスナッ
プゲージの直径Ø

 アキシャルの入射光を測定する
工具の最大長さ

 

»titan« 600 mm 130/75* mm ± 100 mm 260/150* mm 80 mm 400 mm

* 光学式CNCスイング式カメラはオプション

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。

CNC駆動で3Dセンサーを刃先部分に位置決めし、非接触測定を
行なう。

刃先の処理に関する外形輪郭の評価を行う。スキャンされる刃先の
3D形状を成形し、それを出力させる。 

高精度スピンドル、光学式カメラ、CNCスイング装置、CCDカメラ、
LED照明機能が»titan«に装備。 

  

認証されたFKMゲージは国際関連基準を満たし、測定される寸法
の実際範囲を確定できる。»titan«により、E=1.8+ (L/250 mm) μm
による測定の不確定度を実現させる。

 

 CNCスイング»Z3dCam«センサーにより、複数のRを持つRホーニ
ングを測定。

 

    ̶»expert«モードでの»skp«ホーニング測定

    ̶»skp«グラフィック表示     ̶入射光と透過光の測定

    ̶»titan«の測定能力     ̶Rホーニング

新たな領域へ　ZOLLER »titan«万能工具測定装置はこの上ない柔軟性と高精度を
兼ね備える。

"当測定器は人間工学的設計に基づき、容易な
操作を実現し、切削工具に対して高精度測定の費
用効果と品質に関するメリットが目立つ。5～7
本のCNC駆動軸が配置され、すべての切削工具
を全自動に測定でき、最大精度を実現させる。
機能に外形輪郭測定、作業者の違いによる測定
誤差が生じない、全方位的制御、書類の完全な
記録などが含まれる。
振動減衰用ベースにより、各軸とセンサーの
使用をさらに完全化させ、研削刃の処理に対し、
全自動的な測定を行え、理想的な的な繰り返し
性を確保できる。"

振動減衰用ベース、自動レベルコント
ロール機能、フルハウジング、5～7の
CNC駆動軸、1セットのマルチセンサ・
光学式カメラが»titan«に配置される。

 
 
 

ZOLLER
工具検査ソリューション 
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ホブカッター　全自動測定への提案

»hobCheck«
シンプルな操作
全自動
現場での環境に適応

 
 

ホブカッター用全自動測定器

技術仕様 Z軸の移動範囲 X軸の移動範囲 Y軸の移動範囲 測定可能な工
具直径Ø

測定可能なスナップゲ
ージの直径Ø

 

»hobCheck« 600/800 mm 200 mm ± 40 mm 400 mm 60 mm

センサーによる測定の
最大深さ

 表面を測定する
最大長さ

 スイングカメラ装置 テールストック(オプション)
用許容工具長

 

25 mm 200 mm ± 30° 100‒600/800 mm

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。

»hobCheck«－ホブカッターを
全自動で、測定から結果のレポー
ト化までを効率良く、経済的に
行なう。

 
 

CNC 駆動光学式投影カメラ、  タッチ
プローブ、3Dカメラ等が装備され、歯輪郭、
同心度/振れ   、ピッチ等のパラメータを
測定。 さらに、 200以上のホブカッター
用測定項目を評価でき、品質レベルの評
価とグラフィック記録の全自動化を実現。
一方、»hobCheck«  による磨耗測定も可
能。

スイング式投影カメラにより、
»hobCheck«は螺旋状工具に対
してリード角に合わせて旋回
し、測定・検査を行う。

 

調整可能な測定用ウインドウにより、歯形の各部位を評価。自動
で「理想形状-実輪郭形状」比較を行なう。

 

ホブカッターの測定に向け、必要な測定部位、測定方法を網羅。 測定結果のグラフィック表示はDIN 3968基準の測定を満たし、
表示内容に、各測定項目が公差内に入っているかの判定、どの
品質レベルか等級を判定。

完璧な測定結果の検査表を出力

»aec«機能により、指定された歯の外周をチェックし、磨耗を素早
く見つける上、相応な検査を行え、再研磨の適合性を確保。

 

    ̶歯輪郭「理想形状-実輪郭形状」比較

    ̶ホブカッターの専用測定プログラム「Protuberanz」     ̶DIN 3968に沿う、結果を表示

    ̶テストレポートは公差情報を含めたグラフが表示    ̶»aec«磨耗検査

ZOLLER
工具検査ソリューション 
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精密チップソーの高精度自動測定・検査装置

»sawCheck«
ユニーク
自動
迅速で正確

 
 

高精度と低コストの生産と再研磨

技術仕様 Z軸移動範囲 X軸移動範囲 刃物の測定可能直径Ø "入射光カメラ径Ø" 鋸の幅  

»sawCheck« 450 mm 200 mm 300/800 mm 200 mm 1.5‒8 mm

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。

"精密チップソーの高精度化・低コスト
化への新品・再研磨に向けて、ZOLLER 
»sawCheck«の活用。
チップソーに対する検査の迅速さ・
信頼性・高精度を実現させ、検査表が作
成される。"

"専用保持具によるクランプが行なわれ、
チップソーのボディの振れ自動的に
測定される。その後、歯の測定の際にそ
の振れの分、補正が行われる。
手動操作によるスイングカメラ（‒90°
/0°/+90°旋回）により、歯を検査
(ラジアル/アキシャル)できる。"

 
 
 
 

 
 

鋸歯は入射光と透過光を通じて直径方向で測定し、直接に測定
輪郭を表示する。

»pilot 3.0«で全自動測定プログラムによる測定手順で、交点、距離と
角度などの計算を行なう。

距離と輪郭など、寸法表記を行なう。ここでは、「Thin kerf precisi
on saw」の歯形のことを指す。

    ̶»metis«刃物分析

    ̶「歯形」の測定手順

    ̶寸法表記を含む結果を表示する

側面角と歯幅

先端の幅

円錐度

面取り長さ/角度

コーナーR

歯面の幅

 刃物の形状のすべてのパラメータは透過光或いは
»metis«で測定する：

 

ZOLLER
工具検査ソリューション 

チップソーの水平クランプタイプ
»sawCheck«汎用型クランプシステ
ムにより、ひずみのないクランプ・
測定を行い、さらに、最適化作業
を行う。



1

3

5

2

4
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ツール量産企業の自動化ソリューション

»roboSet«
全自動
耐久性
高精度

 
 

自動で効率的：ZOLLER自動化ソリューション

技術仕様 範囲 位置決め精度 最大ロード 作業エリア パレット数量

»roboSet«

»roboSet«

700 mm ±0.02 mm 5kg　グリッパー除く 1050 x 350 mm 3個

900 mm ±0.03 mm 5kg　グリッパー除く 1050 x 350 mm 3個

随時技術的変更あり。本体に限らず、オプショナル、アクセサリ関係も対象。

»roboSet« 7日ｘ24時間　ユーザーのZOLLER測定器をフル活用
全自動で複雑な測定作業を実行し、100%検査を確保。

»roboSet«は自動パワークランプシステムとZOLLER/pilot3ソフトを搭載するすべて
のZOLLER測定設備にて使用可能。操作が簡単で、起動ボタンを押すだけで自動的
運転を実現できる。
ZOLLER »roboSet«は各フィードプロセスで自動的に機械ロボットのアクセスを修正
し、プロセスの高度安全を確保することができる。ほかに、測定装置との切断で、
最高の測定精度基準を保証できる。

 

»pilot 3.0«は各種のアプリの需要に応えられ、迅速で簡単。
»roboSet«は完璧に全自動デジタル制御駆動測定設備に適用する。

 

オンライン状態の表示：常に状態を確認可能。

1_ »roboSet / genius«汎用自動化ソリューション
»genius 3«汎用測定設備で選択パラメータを自動的に測定する
自動化ソリューション。

 
 

2_  »roboSet / threadCheck« 
タップでも100%検査を実現可能。

3_  »roboMark«刃物ラベル貼付の自動化ソリューション
測定が完了した後直接にオペレーターの定義するラベル貼付
オプションを実行する。

  
 

4_  »roboClean«ツール洗浄自動化ソリューション
ソリッドツール測定前の全自動洗浄装置

 
 

5_ 自動配分パレット
公差を»pilot 3.0«ソフト上で入力した後、ツールの「理想形状ー
実形状」比較を自動的に実行する。登録した値はパレット管理機能
により保存される

  
 

ZOLLER
工具検査ソリューション 



42 | 43

 

順調な生産プロセスを確保する

ZOLLERテクノロジーでプロ
セスの最適化を実現

 

再研磨作業を行う企業内部門及び刃物メーカーに対
する要求が日増しに厳しくなっている。100%検査、
追跡可能性とプロセスの安全性という要求は徐々に
標準的な要求となっている。

" ZOLLERインターフェースは安定的に運転するベースであり、 且つ
ユーザーの作業効率を高める：工具研削のNCプログラムは同時に、
全自動ZOLLER測定プロセスの測定器用のデータベースを作る。
測定データはインターフェースの状況によって再度プログラミング
システム或いは研削盤に送られる。研削プログラムは即時補正が入力さ
れ、ダウンタイムの最短化を実現する。ユーザーは時間とコストを節
約することができるだけでなく、データ入力と新規加工プログラムの
作成時にミスが出るのを避けることができる。"

 

インターフェースを起動し、ネライ値データを入力
する。

プログラミングと測定実施。

測定結果とデータ再転送

»genius«、»smarTcheck«と»smile«などZOLLER設備は、工具の
ネライ形状／実形状をデータで出力。

 
 

ZOLLERより提供されるインターフェースは、GDX 2.0、
NUMROTO、AncaとMTSなどの、工具研削盤のシステ
ムに対応する。

 , 

  ̶ 研磨プログラムにより、自動的に刃物測定と検査プログラ
ムを生成する

 

  ̶ »coCon«は成形刃物の全自動輪郭校正を実現できる

  ̶ 砥石の全自動測定とデータ転送  

   ̶
ハイレベルな切削工具の設計プログラムに対応

 

  

 ̶テスト報告書を自動的に作成し、検査表を確実に保存、
提出可能に  

»smarTcheck«

»genius«
CAM/CAD

CNC machines

ZOLLER
工具検査ソリューション 
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工具の品質管理を確実に

保証された精度 トレース可能
検証可能
確実に

 

"ZOLLER測定テクノロジーはユーザーの製造精度を保証。
ZOLLER工具測定・検査設備の測定精度は、認定された各種ゲージで検証。正確な校正を行な
い、100%で測定設備の適用性を確保する。結果は、検査表に記録後、追跡可能で、測定信頼
性を確保する。"

 
 

 
 

 1 32 5 6

4

1_ 角度ゲージ
設備の、角度に対する測定精度を検査。

 3_ステップゲージ
直径の精度の検証と検査に使用。

 2_ KFMゲージ
ファイバーセラミック製校正ゲージは、絶対
精度の校正に使い、測定誤差（測定不確実性）
E = 3 + (L/250 mm) μmを測定する。

 4_»pilot 3.0«校正ゲージ
透過光と入射光を利用して画像処理シス
テム»pilot 3.0«を校正。

 
 

5_ Rゲージ
Rの測定精度の検査に使用。

 
 

6_テストバー
ZOLLERスピンドルの平行度と同心度
を検査。

 
 
 

ZOLLER
工具検査ソリューション 
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6_ ランダムにサンプリ
ング（検査表を含む）

 

NUM、MTS、AncaとSchutteなどを通じてプログラミングを行なうノミナルデータを処理する。

新規工具
複雑な総形刃物を記録し、生産或いは修正。

総形刃物

 

1_ データ転送/プログ
ラミング/定義

2_ 刃物製造と測定 3_ 刃物実測データを
再度転送する

4|5_ 修正された実際デ
ータに基づいて量
産を行なう

7_ 完成（検査表含む） 1_ 実際輪郭を記録する 2_ データをプログラミ
ング/設備に転送する

 3_ NCプログラム 4_ 検査 5_ 補正データを転送する

デジタル制御プログラミングシステムは、
NUM、MTS、AncaとSchütteの中で、刃物
に対してプログラミング/定義を行なう

 

デジタル制御研磨盤：生成後最適化
したデジタル制御プログラムで刃物
を研磨する。

 
 

修正済み刃物実際デー
タを転送する

 

デジタル制御データを転送する

測定データ
を»genius«に
転送する

新しい
刃物の測定

 
連続生産を開始

工具の完成 
 

ランダムにサンプリングする 
試作に基づく

ZOLLERテスト検査表作成 

刃物実測データ
を転送する

ZOLLER »genius« | 刃物の自動測定

NCプログラムは、NUM、MTS、Anca
とSchütteの中で、刃物に対してプロ
グラミング/定義を行なう。

 CNC工具研削盤
NCプログラムを転送する

検査

データをプログラミ
ングシステム/設備に
転送する

補正データ
を転送する。

 

CAD（コンピューター補
助設計）図面或いは刃物
サンプル

実際の輪郭を記録する 

ZOLLER »genius« | 刃物自動測定

»coCon«

"刃物研磨のプログラ
ムを研削盤の制御装置
に転送する。
これと同時に、プログ
ラミングシステムから
»genius«に対し、測定
データ書類を転送し、
ZOLLERはこれに基づ
き、全自動測定プログ
ラムを作成する。"

新規工具はCNC工具研
磨盤で研磨し、その後
すぐZOLLER »genius«
で全自動測定を行なう
。ZOLLER側では多く
の時間をかけずにプロ
グラミングを行なう。

刃 物 実 測 デ ー タ は
ZOLLER»genius«から
プログラミングシステ
ムに対し再度転送され
る

最適化された制御プロ
グラムは、刃物実測デ
ータに基づき、設備に
転送され、高精度刃物
実測データで量産を開
始する。

工具の完成。テスト報
告書を含む。

刃物製品を発送する。
ZOLLERテスト報告書
を含む。

ZOLLER »genius«は総
形刃物の輪郭に対し、
全自動高精度のスキャ
ンをし、数千個の座標
点からなる完全な外形
輪郭を形成する。

»genius«は自動的に獲
得した輪郭をスキャン
し、DXF形式で出力す
る。
データをプログラミン
グシステムに転送する
。或いは直接に制御装
置に転送する。"

プログラミングシステ
ムは»genius«より提供
された外形輪郭に基づ
き、研削盤械のために
NCプログラムを作成す
る。

»genius«は自動的に1
個目の、研削された刃
物をスキャンすると同
時に、DXF形式の目標
輪郭に基づき、「理想
形状―実測形状」の比
較を行なう。
»coCon«ソフトで偏差
を転換する。その後、
（新しいアクセスで）
新規算出された補正輪
郭をアウトプットする
。

補正データをプログラ
ミングシステムに転送
し、或いは直接に設備
に転送する。二個目の
刃物は最適化されたプ
ログラムで処理され、
砥石の誤差或いは設備
の技術的な偏差を考慮
した上で研削を行なう
。
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直接に刃物の3Dモデルで測定作業を決定

刃物開発元向けに特別
開発された»caz«

砥石測定に必要となる各パラメータの測定プログラム

砥石測定

1_ プログラミングと分析 1_ 砥石のタイプを選
択する

 2_ 測定 3_ 具体的な制御データに
合わせて出力する

 2_ 測定プログラムを
分析・作成する

 3_  工具量 4|5_ 工具の完成と測定 6_ 検査（検査表含む 

統一されたデータベース
»caz«と»genius«

»pilot 3.0«データベースに転送する

»caz«仮想測定システム

刃物生産

3Dモデルを使って測定プログラムを作成する

3D刃物モデルは
CADから»caz«まで

 

CADモジ
ュール

ZOLLER »genius« | 工具自動測定

検査表

刃物を»genius«に渡す

工具測定

CNC工具研削盤

測定設備で砥石を選択する 

砥石を測定する

適切に制御されたデ
ータの出力

プログラム410でFEPA基準に適合する
各種類の砥石を測定する

砥石パッケージ

CNC工具研削盤

ZOLLER »smile / pilot 3.0« 

1A1 1FE1 1R 1V1

2CH 2CH3R 2R 4BT9

6A2 11A2 11M2 11V9

12V9 14EE1 K700 PRF

CADソフトで形成され
た3Dデータを»caz«に
転送する。実際の工具
を作る前に、3Dモデル
でFEMアプリケーショ
ンで刃物を分析する。

工具の詳細を知る工具
設計者は、»caz«で3D
モデルを利用して測定
プログラムを作成して
シミュレーションする
。データはその直後に
ZOLLERデータベース
に転送される。

3Dモデル或いはNCプ
ログラムに基づき、
CNC工具研削盤で工具
を生産。

2は、»genius«で設定
された公差に基づい
て測定をされ測定・
検査。

刃物は»genius«で測
定・検査後、完成品
となる。

違うタイプの砥石は
ZOLLER »smile«で選
択。セットに登録後
保存する。

入力画面でデータを
入力して確認した後
、測定を始める。Xと
Zの目標位置は自動的
に位置づけて測定す
る。

測定データをネット
ワークでCNC工具研削
盤とプログラミング
システムに出力し、
生産或いはシミュレ
ーションに用いる。
随時測定値を添えて
印刷出力し、記録と
することができる。
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ご満足頂いたお客様の声

ユーザーの成功が良さを物語る

 

AIRBUS
ALSTOM
ALCATEL
ANCA
ANTON HÄRING
AUDI
BARMAG
BMW
BOEING
BOERBOOM
SONDERWERKZEUGE
BOMBARDIIERTRANSPORTATION
BOSCH
BRAUN
BRITISH AERO SPACE
CATERPILLAR
CHIRON
CONBRACO
CONSOLIDATED DIESEL
CONTINENTAL TEVES 
DAF
DAIMLER
DAEWOO
DANFOSS
DASSAULT
MICHAEL DECKEL
DEMAG-SMS
EADS
EMAG
ENGEL
EUROCOPTER GERMANY

FERRARI
FICHTEL & SACHS
FLENDER
FORD
FRAISA
GENERAL ELECTRIC
GENERAL MOTORS
GENEX
GO TOOL 
GP SYSTEM 
GROHE
GRUNDFOS
GÜHRING 
HAERING
HAMESO
HANA TOOLS
HAUNI
HAYES LEMMERZ
HEIDELBERGER DRUCK
HELLER
HONDA
HUFSCHMIED
HYUNDAI
IHYA MAKINA
IKB LEASING
INA
ISCAR
IVECO
JOHN DEERE
K2 MEDICAL
KARAT PRECISION TOOLS

KARCAN KESICI TAKIM
KAVO
KENNAMETAL
KNORR-BREMSE
KOMET
KONGSBERG
KRONES
LASCO
LEITZ
LEUCO 
LIEBHERR
LINDE
LUCAS GIRLING
LUK
MAHLE
MAN B+W DIESEL
MANNESMANN
MAZAK
METABO
METALDYNE
MICHAEL DECKEL
MORI SEIKI
MTU
NEUBER INDUSTRIAL DIAMOND
NEW HOLLAND
NIPPON ABS
NISSAN
NOMOS GLASHÜTTE
PEUGEOT
PIERBURG
PORSCHE

PRATT & WHITNEY
PSA [FRANCE]
REIS 
RENAULT
ROHDE & SCHWARZ 
ROLLS ROYCE 
SAAB SCANIA
SAACKE
SAMSUNG
SANDVIK
SCHÜTTE
SECO
SIEMENS
SMITH & NEPHEW
STARRAGHECKERT
STORK-WÄRTSILÄ
SULZER
TAEGUTEC
TOYOTA
TRUMPF
VOITH
VOLKSWAGEN
VOLLMER
VOLVO
WALTER
WEBB WHEEL
ZF FRIEDRICHSHAFEN                           
ZUMTOBEL
YG-1
AND MANY MORE.

ChristelとRalph Hufschmied，Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH

「測定分野で100%の検査表とトレースの可能性への
需要が日増しに増加している。だから、もっと広い
自動化を実現する必要がある。我々は毎日三交替で
ZOLLER »roboSet«を»genius«とセット使用し、その
終日運転で約30%の時間が節約できる。」

 
 
 

Frank Höhnel、グラスヒュッテ・Nomos Glashütte社のプロジェクトマネージャ

「我々は刃物測定と検査に対してきわめて高い
要求を出している。  ZOLLERの測定器があって助か
った。」

 

Jean Madern、オランダMadern International B.V.の社長

「ZOLLER »genius«により、ミーリングツールで
必要となる全ての項目が測定可能となった。外周側、
底刃、また、テーパーツールの任意の部分での
外径等、素早くシンプルに測定することが出来る。
この測定器を使用するようになり、磨耗の確認も
確実に出来、工具に対する理解と開発への対策が
向上した。」

 

 「我々は工具を»pomBasic«にセットするだけ。位置決め
非常に簡単：自動的に刃先を検出し、高精度で測定、スムーズなプロセス。
完了後、マウスをクリックするだけで簡単に検査表が得られる。

 

Paul Lanzaは営業マン兼オペレーターである。
アメリカ・マサチューセッツ州・バーリントン・ノ
イバーダイヤモンド工業株式会社

 

「全自動で切削工具が測定できる測定設備がほしかっ
たら、ZOLLER »genius«がベストチョイスだ。」

ダイムラーシュトゥットガルトWZI部

ZOLLER
工具検査ソリューション 
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ドイツ
本社 | E. Zoller GmbH & Co. KG | ツールプリセッター・工具測定器  
Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim 
電話：+49 7144 8970-0 | ファックス：+49 7144 8060-807 
post@zoller.info  |  www.zoller.info

いつもユーザーの近くでサービスを。

ドイツ本土  
常に全世界のユーザーをサポート

ZOLLER北部営業所

E. Zoller GmbH & Co. KG | サービスと営業センター 
Wohlenbergstraße 4 c | D-30179 Hannover 
電話：+49 511 676557-0 | ファックス：+49 511 676557-14 
zollernord@zoller-d.com | www.zoller.info

支社  
代理店

ヨーロッパ 代理店

オーストリア
ZOLLER Austria GmbH 
Einstell- und Messgeräte 
Haydnstraße 2 
A-4910 Ried im Innkreis 
Tel:  +43 7752 87725-0 
Fax: +43 7752 87726 
office@zoller-a.at | www.zolller-a.at 

フランス
ZOLLER S. à. r. l. 
11, rue du Tanin 
F-67380 Lingolsheim 
Tel:  +33 3 8878 5959 
Fax: +33 3 8878 0004 
info@zoller.fr | www.zoller.fr

スペイン＋ポルトガル
ZOLLER Ibérica S.L. 
Balmes 186 2º 1ª 
E-08006 Barcelona 
Tel:  +34 932 156 702 
Fax: +34 935 198 014 
correo@zoller.info | www.zoller.info

ロシア
LLC ZOLLER Russia 
Chaussee Entuziastov, 
56 build.32 
RU-111123 Moscow, Russia 
Tel:  +7 495 22140-58 
Fax: +7 495 22140-91 
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

海外

アメリカ
ZOLLER Inc. 
North America Regional Headquarter 
3753 Plaza Drive 
USA-48108 Ann Arbor, MI 
Tel:  +1 734 332 4851 
Fax: +1 734 332 4852 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific 
3882 Del Amo Blvd., Suite 603 
USA-90503 Torrance, CA 
Tel: +1 424 247 0180 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

カナダ
ZOLLERカナダ  
5659 McAdam Road, Unit A2
CAN-L4Z 1N9 Mississauga, ON
電話：+1 905 712 0100
ファックス：+1 905 712 1623
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

 
 

 

メキシコ
ZOLLER Mexico 
Calle 53, LT-24, C-21 
Bosques de la Hacienda 
MEX-C.P. 54715 Cuautitlan Izcalli 
Estado de México 
Tel:  +52 55 5817 4654 
Fax: +52 55 5817 4565 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

インド
ZOLLER India Private Ltd. 
Plot No. RM 104, ‚G‘ Block 
Sanjeevani Complex, Shahu Nagar, 
Near KSB Chowk, Chinchwad, 
Pune 411019 Maharashtra, India 
Tel:  +91 20 2749 6118 
Fax: +91 20 2749 6114 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

中国
ZOLLER Shanghai, Ltd. 
Asia Pacific Regional Headquarter 
No. 1588 ZhuanXing Road 
Xin Zhuang Industry Park 
Min Hang District 
RC-201108 Shanghai 
Tel:  +86 21 3407 3978 
Fax: +86 21 6442 2622 
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

香港
ZOLLER Asia Pacific, Ltd. 
10A Seapower Industrial Centre 
177 Hoi Bun Road, Kwun Tong 
RC-Kowloon, Hong Kong 
Tel:  +86 21 3407 3978 
Fax: +86 21 6442 2622 
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

日本
ZOLLER Japan K. K. 
5-14, Kawagisi-Cho,  
Suita-Shi 
JP-564-0037 Osaka, Japan 
Tel:  +06 6170 2355  
Fax: +06 6381 1310  
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

タイ
ZOLLER Singapore Pte. Ltd. 
65/26 Moo 4 Don Hua Roh 
Muangchonburi Chonburi 
TH-20000 Thailand 
Tel:  +66 38149756 
Fax: +66 38149757 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

インドネシア
ZOLLER Singapore Pte. Ltd 
(Indonesia Representative Office) 
Alam Sutera Town Centre Block 10 C No. 15, 
Jl. Boulevard Alam Sutera 
ID-Serpong ‒ Tangerang 15325, Indonesia 
Tel:  +62 29211 445 
Fax: +62 29211 445 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

UNITED KINGDOM 
ZOLLER UK Ltd. 
Faraday House, Tomlinson Business Park,  
Woodyard Lane 
GB-DE65 5DJ Foston, Derbyshire 
Tel:  +44 1283 585933 
Fax: +44 1283 585181 
info@zoller-uk.com | www.zoller-uk.com

ベラルーシ、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、
チェコ共和国、デンマーク、エストニア、
フィンランド、ハンガリー、アイルランド、
イスラエル、イタリア、ラトビア、リトアニア、
オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、
スロバキア、スロベニア、南チロル、スウェーデン、
スイス、トルコ、ウクライナ、英国、アルゼンチン、
ブラジル、チリ、コロンビア、ペルー、南アフリカ、
オーストラリア、韓国、パキスタン、台湾、ベトナム
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ZOLLER  
工具検査ソリューション

ビジネスソリューション―A-Zアルファベット順 

サービス
ZOLLERは品質、アフターサービスを提供し、購入いただいたツールプリセッター及び測定
器に対し、更なるレベルアップの提案、メンテナンスを提供する。ZOLLERメンテナンスチ
ームは、専門的な訓練を受けた技術者からなり、 お客様のコストダウン、生産性アップに
貢献します。

効率的なZOLLERホットラインは、操作に関する質問への回答、
トラブルへの臨時対応等他、あらゆるご要望に対応。

ZOLLERは全世界のユーザーのためにサポートとサービスを提供。まず予防的なメンテナンスで、設備の使用寿命を延ばし、
精度と信頼度を高めるよう図る。そのサービスとは、品質認証、校正サービスと目的に合ったトレーニングを含む。これら
のサービスは、ハードウェアとソフトウェアが始終正常な運転状態にあることを確保することを目的とする。訓練を受けた
ZOLLERサービススタッフは測定器の据付とメンテナンス作業に精通している。

電話：+06 6170 2355

  ̶各種トレーニングを提供
メンテナンスに関するの契約
ISO 9000規格に基づき検査を行ない、且つ検定証書を発行
測定設備の能力テスト
 設備校正
事故予防条例証明
ソフト更新とハードのアップグレード
ハードウェアの更新と改造

  ̶ 
  ̶
  ̶ 
  ̶  
  ̶
  ̶
  ̶ 

    ̶ZOLLERサービス概略：



製品概略

すべての応用状況の経済的なソ
リューションに適用する

 

"別途説明がある場合を除き、ツールプリセッター
及び工具測定器に、ZOLLER »pilot 3.0«ソフトウェアが
搭載される。
»pom«シリーズ製品にはZOLLER »pomSoft«ソフト
ウェアが搭載される。"

 
 BRONZE

工具管理システムの入門用
ソフトパッケージ

»venturion 450«
立型全自動ツールプリセッターの決定版
且つ測定器として

»gemini 2«
クランクシャフト用カッター専用
測定器

»powerShrink«
焼きバメ装置　  

»smile / pilot 3.0«
V立型ツールプリセッターのステップ
アップ機として

»tribos«
TRIBOSクランプシステム付属のツール
プリセッター

»reamCheck«
径調整工具（特にリーマー）用接触式
測定専用測定器

»smile / pilot 2 mT«
シンプルなタッチパネル操作技術を取り
入れた立型ツールプリセッター  

»redomatic«
焼きバメ装置を搭載した全自動ツール
プリセッター

 

»aralon CNC«
ピンミラー専用測定器自動タイプ

»smile / pilot 2.0«
立型プリセッターのベーシックモデル

»hyperion 500/700«
横型ツールプリセッター。旋盤工具
用に適する。

»aralonBasic«
ピンミラー専用測定器



 
 
 

ビジネスソリューション
A-Zアルファベット順

品質、効率と生産性を上げるために、ZOLLERはハードウェア、ソフトウェアとサービスを
各システムソリューションに取り入れている。工具測定技術分野のリーディングカンパニ
ーとして、ZOLLER社は、独自の専門知識を持ち、ユーザーの発展に寄与する。また同族経
営による統一された経営方針が製品レベルを向上し、ユーザーの成功に寄与する。
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プリセッティングソリューション ソフトウェアソリューション
ツールプリセッター・測定器 工具管理

工具検査ソリューション
検査と測定

ソリューション
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Tel :   +06 - 6318 - 1910 Fax :  +06 - 6318 - 1911
info@zoller-jp.comwww.zoller-jp.com

5-11, Higashiotabi-cho, Suita-shi

 www.zoller-jp.com
ZOLLER Japan 株式会社 ZOLLER Japan KK

564-0033大阪府吹田市東御旅町5番11号 Osaka, 564-0033, Japan|
|
|
|


