
あらゆる工具に対応するツール測定器

venturion

ZOLLER
プリセッティングソリューション
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ZOLLERソリューション―品質・効率・生産性を向上させるために、ユーザーの

生産作業を全面的に最適化。ZOLLER社は測定装置、ハードウェア、ソフトウ

ェア、サービスを各システムのソリューションに統合化し、それにより、ユーザ

ーの持続的な競争力を確保。
 

 

工具測定及び工具に基づく生産組織の分野では、ZOLLER社は世界的なエキスパートとマーケットリー

ダー。７０年以上にわたり、金属製切削工具の測定・検査・管理に対し、各種の革新的なツールプリセ

ッター、測定設備、測定装置、ソフトウェアを開発。  

 

ユーザー・パートナー各社との緊密な連携により、ZOLLER社のドイツ本社工場では、先進的で実践的

な技術を開発し、また、人間工学に基づいた製品設計・開発を行っている。また、ZOLLER社は、同族経

営企業として３代に渡る歴史を継承している。現在、ZOLLER社はDIN EN ISO 9001:2008（品質管理）及び

DIN EN ISO 14001:2004（環境管理）の認証を取得済み、高品質と耐久性を誇る製品は、最高精度と効

率性を生み出す製品を提供している。 

 

世界に広がる支社と代理店は顧客と緊密な管理を維持し、的確なサービスを各市場に対して提供しま

す。当社は、ZOLLERブランドの製品が顧客の要求を満たすとともに、顧客の成功を大いに促進すること

をサポート致します。 

 

ZOLLER家一同 

Alexander Zoller, Christoph Zoller, Eberhard Zoller
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CAD/CAM

在庫

調達

CNCマシン

利益の最大化を実現：ZOLLER »venturion«により、工具を気楽且つ素早く測

定でき、作業者の手動操作が不要。一方、ユーザーはそれを生産作業にお

けるその他のプロセスにリンクすることができ、CAD/CAM（コンピューター支

援設計／コンピューター支援生産）、在庫、調達、マシンなどを含む。それに

より、工具循環を最適化する上、設備性能を全面的に利用させる。

すべての部門は随時にセントラルデータベースにアクセスすることができ、

生産効率を向上することができる。当該データベースにより、正しい工具を

適当な時間と場所に確保できる。

ZOLLER社はソリューションを持つ!

 —検索工具の時間を多く節約できる。

 —データの複製と冗長なデータの記録が要らない。 

 —工具を最適に利用するので、工具の使用寿命を延ばすことができる。

 —工具・生産のコストを削減させる。

 —入力ミスを避ける。

 —工具コストを明らかに削減させる。

 —生産効率を明らかに向上させる。 

 — １年間当たりの利益が上がる。

ZOLLER 
プリセッティングソリューション

正しい工具を適当な時間と場所に活用する

低コストと高効率性を特徴づけ
る測定可能な生産?

CAD/CAM（コンピューター支援設計／コンピューター支援生産）、在庫、調達、装置、当然ながらZOLLER ツールプリ

セッター・測定装置

ZOLLER TMS工具管理ソリューションにより、1つのセントラルデータベースで

生産プロセスにおけるステーションをすべてリンクすることができる。
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計算例示：     １時間当たりのマシンレートは7,500円 | 装置の投資コストは2,000万円

ZOLLER工具管理ソリューションにより、毎年ユーザーは少なくとも250万円を節約させる!

工具コストが2％削減される（基準値は2,000万円） 

生産効率は5％上がる（8時間×200シフト7,500円x5%x1台の装置）

ZOLLER »venturion«により、生産効率を向上させる。 

1年間当たりの節約可能なコスト総額（1台の装置）

4,000 €

+   6,000 €

+ 15,000 €

 = 25,000 €

ZOLLERツールプ

リセッター・測定

器»venturion 450 / 
pilot 3.0« 
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モジュール化されるプレミアムクラス

»venturion« 

ZOLLER »venturion«ツールプリセッター・測定器は特

別な人間工学設計を特徴づけ、最大な柔軟性が目

立つ。»venturion«は顧客の生産プロセスに従い、装

置をカスタマイズし、顧客の個性化要求をすべて満

たす。ユーザーの要求を当社に知らせ、ZOLLER社は

モジュール化されるプレミアムクラスを対応に顧客に

提供させる。

素早く高精度な測定

使い勝手

顧客の要求を満たす

 —    顧客の個性化生産プロセスに向ける最適なアダプ

テーションに対するモジュール化設計

 —  素晴らしいコストパフォーマンス：本当に必要な装置

のみを購入する。 

 —  多く受賞された先鋭的設計により、最大な精確性を

確保する上、人間工学の標準を満たす設計により、

作業プロセスを最適化する。

 —  簡単なユーザーフレンドリー型操作を特徴づけ、従

業員はそれを学びやすい、少ないトレーニングのみ

を求める。

 —  1つ目の加工品の寸法の精確性が見られるので、工

具の最高品質を確保できる。

 —工具の測定・プリセッテイング・検査を経てから、生 

  産時間を短くすることができる。

 —  ZOLLER TMS工具管理ソリューションにより、ほとんど

一般的なCAMシステムと接続することができるので、

生産効率を有効に向上させる。

»venturion 450« »venturion 600« »venturion 800«

仕様 Z軸の長さ X軸の直径* スナップゲージの直径*

»venturion 450« 450 mm / 600 mm / 800 mm 400 mm / 600 mm 100 mm

»venturion 600« 600 mm / 800 mm / 1,000 mm 440 mm / 540 mm 1 / 720 mm 1 200 mm / 100 mm 1 

»venturion 800«
600 mm / 800 mm / 1,000 mm / 1,200 mm / 
1,400 mm / 1,600 mm

1,000 mm / 1,200 mm 2 200 mm / 0 mm 2

*選択される相応なオプション（距離測定装置（DME））、入射光カメラ、測定プローブなど）により、測定範囲が変わることがある
1 X軸の直径は540又は720mmとなる場合、スナップゲージの直径は100mm。
2 Ⅹ軸の直径は1200 mmとなる場合、スナップゲージを使う必要がない。

技術な変更の可能性あり。記述される装置はオプション、アクセサリー、各種の制御装置を含む可能性がある。
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ユーザーの要求に基づく操作技術

ZOLLER社は2つのソフトウェアをライ
ンナップ

»venturion«により、ユーザーの要求に基づき、各種の操作技術を用いることができる：最新鋭

のタッチスクリーン技術が»pilot 2 mT«に融合され、インターフェースを個別に配置することがで

きる。一方、»pilot 3.0«により、機能と柔軟性に対する一番高い要求を満たすことができる。

ZOLLER 
プリセッティングソリューション

»pilot 3.0«は、設定、測定、検査から工具管理までの工具測定操作を含む。モジュール化設定により、ユーザーはニー

ズに応じ必要な測定機能をカスタマイズすることができる上、これらの測定機能を最適な形式で生産プロセスに融合さ

せる。»pilot 3.0«は統合的な性能を特徴づけ、便利な操作性が見られる。図形化メニューボタン付きの直観型ユーザー

インターフェースにより、工具定位の便利性を実現し、必要な機能を気楽且つ快速に選択することができる。

複雑な操作プロセスでも、タッチスクリーン機能により、それを直ちに実行することができる。

独特なタッチスクリーン操作技術が新型»pilot 2 mT«に備えられ、それは、ユーザーフ

レンドリー型ツールプリセッター・測定器の重要な革新を意味する。全面的な直観性

を特徴づける最先端のタッチスクリーン機能により、トレーニング費用を有効に削減す

る。ユーザーの個性化カスタマイズ設定により、操作の便利性と快速さをさらに実現

させる。

»pilot 2 mT« »pilot 3.0«

    — 各種のチャレンジに対するモジュール化されるソリューション

    — タッチスクリーン付きのカスタマイズバージョン
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はっきりした構造

直観的操作

カスタマイズ可

»pilot 2 mT«により、周囲の工具における切削刃をすべ

て測定し、切削刃ごとの測定値を表示し、必要な場合、

図形又は表という形式でそれを表示させる。図表に示

される各切削刃に対する二次測定の公差範囲とオプ

ションを含み、上記の図表により、オプショナルなオート

フォーカスに基づく自動的な定位を行う。

  —操作の素速さと操作性を特徴づけ、多くの教育費用が要らない、HMI（ヒュ

ーマン・マシン・インタラクション） 指令により設計を行う。

  —個性化測定プロシージャ及びユーザー指定のメニューナビゲーション

  —   すべての切削工具に対する正確・高精度な設定・測定・検査・管理を行うこ

とができる。

  —   マシンリンクとサードパーティーシステムのインターフェースにより、データ

通信を行う。

ZOLLER 
プリセッティングソリューション
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ソフトウェア»pilot 2 mT« 
タッチスクリーンにより、直観的操作を行うことができる

タッチスクリーンにより、直観的操作を行うことができる。»pilot 2 mT«は主にツールプリセッ

ターと測定器に必要な基本的機能を統合させる。ポップアップとサブメニューがないはっき

りした構造により、測定装置の制御に関する個性化応用の便利性を実現する。便利な操

作：スライドと選択のみ

»pilot 2 mT«により、ユーザーフレンドリー型ツールプリセッター・測定器の開発分野に業界を再びリードしている。当該技

術がよく使われ、取扱説明書が添付されるので、それを学びやすい、教育費用を節約できるばかりでなく、作業の便利性

を大いに向上させる。カスタマイズされるユーザーインターフェースにより、ユーザーは優先度を定義することができる。

一方、一般的なデータベースへの接続により、統合化データベースに基づき工具管理の高効率性を実現させる。

スライド機能により、指で内容をドロップしたり、ドラッグしたりすることができる。

イメージライブラリから自動的な測定までの切り替えに数秒の時間がかかる。

スライド機能により、工具を選択したり、測定したりする

多段工具の測定は、 

測定結果の図形表示を含む。ユーザーの要求に従い、インターフェースを調整することができる。機能によって、ユーザーの重要度を優先

化し、拡大表示を行う。一方、タッチスクリーン機能に従い、切削刃画像、工具画像又は工具データを重要な

操作エリアに移動し、それに対する拡大表示を行う。ニーズに応じ、修正作業までユーザーは当該設定を保

存する。

優先的インターフェースの設計



ZOLLER 
プリセッティングソリューション

  —手動駆動型・ CNC駆動型ツールプリセッター・測定装置

  —小規模・大規模の生産要求を満たす

  —   各種の切削工具に対するプリセッテイング・測定・検査・管理を快速且つ便

利に行う

  —   マシンリンクとインターフェースにより、データをサードパーティシステムに

伝送させる

  —モジュール化される設定により、最大な柔軟性を実現させる

  —  »pilot 3.0«のソフトウェア拡張機能により、ZOLLERツールプリセッター・測

定装置を工具測定装置に切り替えさせる!

使い勝手

快速な起動

モジュール化される設計
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ソフトウェア»pilot 3.0« 
シンプルな操作性と、オプションソフトによる可能性の広がり

»pilot 3.0«はすべての生産ニーズを満たし、統合的性能があるものの、重要な

特徴は「ユーザーフレンドリー」となる。開始メニューボタンで工具測定プロセス

にアクセスする方式を見つけ、»pilot 3.0«の直感的に操作可能

ソフトウェア »pilot 3.0« は、モジュール化される設定と多種な測定プログラムを融合し、簡潔性、クリア

さ、柔軟性を特徴づけるユーザーインターフェースにより、同類製品での基準性が見られる。ZOLLER TMS

工具管理ソリューションにより、ユーザーは工具を完全な使用寿命周期に管理できる上、関連の生産プ

ロセスを直接にツールプリセッター・測定装置に最適化することができる。

    — 自動的測定モード     — 測定結果を表示する

切削刃形状を自動的に識別し、工具の切削刃をリアルタイムに測定

する。

自動的な公差検査とバーチャルなメンブレンキーボードを含む測定結

果を表示する。

    — 砥石の測定    — モジュールに対する測定・設定・管理

特定な制御に基づく測定される工具データを USBフラッシュドライブ、シ

リアルインターフェース（オンライン）に送信し、或はネットワークにより、

それを直接にCNCマシンに伝送する。

多くの画像を用いた操作・入力画面FEPA標準を満たす砥石測定ライブ

ラリ

    — 様々なデータ出力方式に対応

測定メニューを表示し、測定・設定・管理モジュールにおける工具デー

タの管理を含む。

    — ドキュメンテーションとテストレポート／統計

レポートを保存したり、プリントアウトしたりす

ることができ、それを実証記録、検証証明、資料の追跡に活用させる。



ZOLLER 
プリセッティングソリューション
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追加可能なソフトウェアアプリケーション

»pilot 3.0«

»pilot 3.0«は優れた操作性に関する標準を設定：標準的工具の画像リ

ストから工具種類を選定するだけで、測定又はプリセッテイングの決定

し、測定プロセスを開始。

測定作業が終了してから、詳しい測定結果を完全に示し、測定操作が容

易である為、多くのトレーニング又は予備的知識が不要

ツールマシンごとの工具リスト／設定表をツールマシンごとの装置管理

システムに保存させる。一方、「ワークピース毎のツールプログラム」が

ユーザーのプログラミングシステムに保存されるように、»pilot 3.0«コン

トローラーはユーザーの工具プログラムを保存する。（工具のグループ

化プログラム「セットアップシート機能」）それにより、プロセスを繰り返す

時間を節約でき、競争に対し、業界をリードし続ける。

調節可能型LED照明により、切削刃の表示・検査に対する十分な照明

を確保する。»metis« 工具分析システムにより、工具に対する検査・測

定を透過光又は入射光に行うことができる。»lasso«ソフトウェアにより、

フォームツールをスキャンし、公称値を自動的に対比することができる。

一方、代表的ドキュメンテーション又は証明に向け、検査レポートが自

動的に生成される。

»pilot 3.0«により、工具管理ソリューションの補助的ソフトウェアパッケ

ージに基づき、ユーザーは操作装置を完全に管理することができる。す

べての操作の依拠が見られ、生産の高効率性と作業の安全性を確保。

新しい操作性を体験 オーダーに関する工具リストを編集する 信頼性が高い、コントロールを最適化 組織の最適化による時間とコントロール

測定とプリセッテイング 検査 管理

インテリジェント機能

あらゆる工具に対応

大きな費用対効果

»elephant«技術により、標準的工

具を自動的に測定することができ、

専門的なトレーニングと予備的な

知識が不要。工具の設定・測定に

とって、それは最も便!

製造・生産



ZOLLERは高精度な構成パーツ使用により、高い信頼性を確保

»venturion«デバイスベース

»venturion«により、ユーザーは高精度と信頼性に恵まれる：装置は特殊な特殊

合金に基づくコンパクト型・熱的最適化設計を特徴付け、頑丈さと耐久性に優れ、

それは特に作業場の環境に適する。当該ベースに世界トップの補助的部品が配

置される。これらの部品があるので、»venturion«マシンベースの高品質を実現

し、ZOLLERブランドのツールプリセッター・測定器の品質と比べても遜色しない。

2__メンテナンスユニット

ツールプリセッター・測定器のテーブル横に圧縮空気供給の調整

装置を配備。

3__メンテナンスユニット 

ツールプリセッター・測定器のテーブル横に圧縮空気供給の調整

装置を配備。

4__THKリニアボールベアリングガイド装置 

スライド調整は極めて便利であり、スリップスティックの影響がな

い。 総計5基のガイド装置が設けられ、ガイド装置ごとに2台のトラ

ック車が配置され、それにより、幾何精度、安定性、長い使用寿命

を確保させる。

 

1_ _ 工具保持具

世界における工具（BT、HSK、Capto、 KM、VDIその他の工具）に対し、ZOLLER社は適当な工具保持具を提供。

a_ _ BT 10 - 60

b_ _ HSK 25 - HSK 160

c_ _ Capto C3 - C10 

d_ _ KM 32 - KM 100

e_ _ VDI 16 - VDI 60  

f_ _ 専用ハイドロチャックD32／d3～d25mmのストレートコレットにより、

    各シャンクサイズの切削工具を保持

5__Bosch/Festo空気圧装置

世界トップの空気圧装置により、すべての電動性能の信頼性と安全性

を確保。

6__Heidenhain測定装置

当該測定装置により、リニア・回転軸における超精密な定位を行うこと

ができる。

7__CCDカメラとJena社製レンズ搭載のZOLLER LEDカメラ

工具刃先検査用のリングライト付きカメラ

高精度を長期間確保

最低限のメンテナンス要求

長寿命

ZOLLER »ace«パワークランプ主軸

BTテーパーに対しては、プルボルトを引き込み、HSK・Capto・KMなど

に対し、アダプターに付属のプルボルトを引き込み。

a b c d e f

  — ブランド品を使用し、品質を向上させる。

  —  トップ品質は使用寿命を延ばかりでなく、工具

コストを削減させる。

  —  工具コストの低減により、利益を増やせる。

  — 収入の増加により、就業を確保させる。

ZOLLER 
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優れた操作性

学びやすい

オペレーターのニーズを満たす

常にユーザーフレンドリーに

»venturion«人間工学設計

コンパクト、安定性、ハイテクという3つの言葉は、ZOLLER 社のモジュール化される設

計»venturion«に対する最適な表現。多くの人間工学標準を満たすインテリジェント設計

の詳しいソリューションにより、操作性と安定性を特徴づける現場オペレータに提供。

実機のご確認は本社までご連絡ください。百聞は一見にしかず！

1__調節可能型制御装置

ローラーフットにより、主軸と工具を柔軟に定位し、作業を行う場合、座り姿勢で高

度を調整させる。一方、モニター、キーボード、マウスその他の小さい部品（1台のラ

ベルプリンター・リストプリンターが含まれる）を放置する十分な空間がある。－各種

の装置を適当な位置に取り付ける。

3__多機能的操作

キーボードとマウスに基づき、タッチスクリーンにより、各機能を実行したり、確認したりする―人間工学の標

準を満たし、快速さと高効率性を特徴付ける。

4__引出型コントローラー

PC、電子システム、空気圧装置を引出方式で取付、補修・メンテナンスサービスを行う場合の最適なアクセス

ビリティを実現させる。

5__高精度主軸を180°様々な方角から操作できる

側面を問わず、工具に対するプリセッテイング・測定・検査を行うことができる。座った姿勢で作業を行う場合、

十分なスペースを確保（»venturion 600«及び»venturion 800«）。

6__現場向けメンブレンキーボード

工具保持具の主軸の電動機能の素早く且つ容易な

作業を実現させる。

7__»cockpit«  
モニター、キーボード、マウス、ラベル・リストプリン

ター、アクセサリーその他の装置に対し素晴らしい

貯蔵スペースを提供させる。空間、作業状況、ロー

カル条件に従い、すべての品物を柔軟に定位する

ことができる。

2__片手型コントロールハンドル

Z軸とX軸の方向にスライドを快速且つ同期に調整

させる。

ZOLLER 
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最大な柔軟性

モジュール化されるシステム

»venturion«ツールプリセッター・測定器のモジュール化される設定により、顧

客の生産プロセスにカスタマイズされる各ツールプリセッター・測定装置を組

立てることができる。数種のモジュールを簡単に選択する上、カスタマイズされ

る»venturion«を完璧にプロセスチェーンに統合させる。

切削工具に対し、すべての基本的測定・プリ

セッテイング機能を提供し、正しい測定結果

を素早く出力、作業者の操作を減らし、効率

的に作業を行わせる。画像を多用した操作・

入力画面、切削刃に対する自動認識、自動

基準出し、測定装置の性能に対する検証な

どの機能をデフォルトで»venturion«に配置。

一方、ユーザーは関連のモジュールを追加

することができる。使用前、購入された工具

を検査する場合、「工具検査」モジュールによ

り、»venturion«をアップグレードする。リーマ

をプリセットする場合、「テールストックと測定

プローブ」モジュールを選択する。工具の測

定・シュリンクを行う場合、»redomatic«の選

択を推奨する。貴社のニーズを当社に知らせ

るだけで、貴社の生産プロセスに向ける完璧

な»venturion«を設計させる。

個々の工具の測定に柔軟に対応

操作技術との完璧な統合

ZOLLER社は常に業界をリード

  —  »redomatic«モジュールにより、マルチスピンドルに対するプロセッ

シングを行う。

  —  TRIBOSモジュールにより、シャンクTRIBOS工具を快速且つ正確にク

ランプする。

  —  センサーモジュールにより、微調整型切削刃に対する接触式測定

をオプショナルに行う。

  —テールストックモジュールにより、非固定方式で各点の間の長い工

具を片側にクランプし、1300までの長さに適用する。

  —  芯高測定モジュールと工具検査モジュールにより、工具の使用寿

命を延ばす。

  —  工具検査モジュールにより、各工具の品質を信頼的に記録する。

ZOLLER 
プリセッティングソリューション

22 | 23



径方向の測定 軸方向の測定

ZOLLER 
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絶対的な正確性と完全なドキュメンテーションを実現させる

工具検査モジュール

工具の使用寿命を延ばす

芯高測定モジュール

厳しい公差管理の下、高精度な測定により、再研磨、購入される工具

の品質を管理ルし、それを通じ、製品の品質を改善させる。不良品と

マシンダウンタイムを減らし、さらに、プロセスの信頼性に対する要求

を満たす。

正確な設定を経てからの芯高測定により、工具の使用寿命を

延ばす上、工具コストを削減させ、さらに、設定時間を節約で

き、不良品の出現を避け、加工品の品質を改善させる。

工具検査モジュールにより、各種の工具の形状を透

過光・入射光に測定できる上、切削刃を50倍拡大し、

関連検査を行うことができる。素早さ、高精度、汎用

性、効率性を発揮。テストレポートが自動的に出力さ

れるので、すべての測定結果に対するドキュメンテー

ションがあり、全面性と信頼性が目立ち、それにより、

ユーザーは有効に顧客からのクレームに対応可。

芯高測定 (CHM)モジュールにより、芯高カメラが安定

的に光学部品のベースに統合される。 CNC実行に対

し、それが自動的に透過光軸の作業距離（フォーカス

距離）に設定される。複雑な切削形状に対しても、マル

チLEDセグメントは工具の切削刃に対するハイコントラ

ストイメージを生成し、»inScreen«ソフトウェアの機能

により、工具の切削刃に対する直観的測定・プリセッ

テイングを行うことができる。

»smarTcheck«：工具を透過光・入射光に検査する場

合、スイング式入射光カメラと»metis«ソフトウェアの機

能が必要であり、軸方向、径方向、芯高等の検査が行

われる。

追加CCDカメラ、リング式LED照明、»inScreen«ソフト

ウェアにより、芯高に対する非接触式測定・設定を

行うことができる。
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マルチスピンドルのプロセッシングの最大精度を実現

焼きバメモジュール

シャンクTRIBOS工具をプリセットする場合の最大精確性を確保

TRIBOSモジュール

誘導型シュリンクフィッティングシステムと統合し、 »venturion« により、高速作動とフィードの場合、熱

収縮・クランピング技術を利用し、工具の最大精度を確保。プリセッテイング・熱収縮・クランピングが

行われる場合、多くの時間を節約できる。チャックの保護、知能化・自動化プロセスと信頼的な操作指

導により、作業者をサポートする。

TRIBOSモジュールを汎用型»venturion«に取り付けてから、シャンクTRIBOS伸

縮チャックに対するプリセッテイング・クランピング・測定を行うことができる。一

般的に各種の金属製切削刃に実用されるその他、当該コンビネーションは非

常にシャンクTRIBOS技術のユーザーに適する。

誘導型熱収縮システムと統合し、»venturion«は統合型 

»redomatic«のプリセッテイング・測定・焼きバメシステムに

なる。特許を受けた自動工具突き出し制動システム»asza«

により、±10μmの公差範囲に工具に対する熱収縮・ク

ランピングを公称寸法に行う。熱収縮ガイダンスシステ

ム»s.l.s.«及び特許を受けたヒューム排出機*は完全なプロ

セスの重要な構成部分である。熱収縮の長さ、工具クラン

ピング、冷却液輸送管の性能*などのシステムに関するパ

ラメータに対する自動的監視により、信頼性と正確性を特

徴付ける収縮を確保させる。図形可視化の操作説明によ

り、操作方法についてユーザーを指導し、プロセスの信頼

性を確保させる。

*オプション

自動工具突き出し制動システム»asza«とともに、

公称寸法の精確な設定にシャンクTRIBOS技術が

活用される。リニアユニットに沿い、TRIBOSクラン

ピング装置が移動し、それが自動的に工具クラ

ンピング装置にガイドされる。クランピング／リリ

ーシングプロセスが終了してから、TRIBOSクラン

ピング装置が自動的に初期位置に戻す。シャン

ククランプエリアの校正に向けるTRIBOS圧力制

御・検索機能が自動的に実行される。安全操作

により、チャックを保護し、高圧による損傷を避

け、ユーザーの操作便利性を向上させる。

»redomatic«：誘導型シュリンクフィッティングシステ

ムに自動工具突き出し制動システム»asza«、熱収

縮ガイダンス装置»s.l.s.«、ヒューム排出機が配置

される。

»tribos«：シャンクTRIBOSクランピングシステムに自

動工具突き出し制動システム»asza«が配置される。
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長いリーマをクランプし、微細加工に向ける工具をプリセットする

テールストック・測定プローブモ
ジュール

リーマと仕上げボーリングツールに向ける全自動測定モジュールに最先

端のZOLLER »pilot 3.0«ソフトウェアとオプション電子式測定プローブが備

えられる。品質、素早さ、操作性をさらに向上させる―最高な体験！

テールストック装置により、»venturion«を拡張し、

工具を2点の間に固定し、さらに／或は、電子式測

定プローブにより、接触式測定を実現させる。

現在、オーバーサイズ寸法に従い、リーマが含ま

れるマシニングツールを全自動的に測定すること

ができる―快速さ、再現性のハイレベル、作業者

の操作が要らない。ZOLLER片手型グリップがテー

ルストックに取り付けられ、それにより、テールセン

タを便利に定位することができる。

»reamCheck«：テールストック装置、電子式測

定プローブと測定プログラム、スナップゲージ原

則とオーバーサイズ原則と／又はガイドパッド

がない工具に基づく工具設定、

»pilot 3.0«における多くの測定プログラムにフォートリアリスティック型イ

ンプットダイアログが備えられ、操作の便利性と公称寸法規格の信頼性

を特徴付ける。

»pilot 3.0«におけるアナログダイアルゲージにおより、フェースフライ

スの切削刃に対する接触式プリセッテイングを行うことができ、ミクロ

ンまでの精度を実現させる。

スナップゲージ・オーバーサイズ原則により、多くのリーマに対する測

定・プリセッテイングを行い、ミクロンまでの精度を実現させ、ガイドパッ

ドが要らない。

ガイドパッドに関しては、ダブルプローブにより、周囲の切削刃に対する

ラジアル向きのプリセッテイングを行い、さらに、2つの測定点（テーパ

ー）をプリセットする。

    — 測定プログラムを選択する     — 工具の切削刃に対する接触式プリセッテイング

    —リーマに向けるフォートリアリスティック型インプットダイアログ     — 接触式CNC測定

水平位置の測定プローブ“mono”により、オーバーサ

イズ原則に基づき、リーマをプリセットする。

水平位置の測定プローブ“duo”により、オーバーサイズ原則

に基づき、直径とテーパリングをプリセットしたり、測定した

りする。

フライスヘッド又はCAPフライスに振れ又は同心度に

対する快速な CNC測定を行う。



手動による軸調整 

ZOLLER片手型コントロールハンドルにより、X軸と

Z軸を手動で素早くに移動可能。

手動による微調整

Z軸とX軸の手動微調整用ハンドホイールを工具

検査モジュールに使用。

CNC制御装置

作業者の操作が要らないCNC駆動軸の駆動によ

り、全自動測定作業が可能。

»pilot 2 mT«

先端性と直観性が特徴のタッチスクリーン技術に

より、直観的な操作を行うことができ、カスタマイ

ズ可能な設定機能が備えられる。

»pilot 3.0«

コントローラーはハイレベルで複雑な工具の測

定も可能にする»pilot 3.0«のモジュール化設計

が見られ、ニーズに従い拡張作業を行うことがで

き、統合的性能の特徴があるものの、ユーザー

フレンドリー。

スイングカメラによる工具の検査（

オプション）

工具切削刃を50倍拡大してから、輪郭に

対する軸方向・径方向の検査・テストを行

い、R・角度・距離・磨耗などのパラメータ

を検査。

芯高を測定する装置（オプション）

ターニングツールの芯高を測定し、或は芯

高の上側又は下側に対する適当な設定を

通じ、最適な屑排出効果を収める。

スナップゲージ（標準）

スナップゲージ（挟み込み）測定により、各

種工具の直径を測定させる。

切削刃検査（標準）

工具切削刃を40倍に拡大し、入射光に磨

耗とチッピングなどを検査。»aec«ソフトウ

ェアにより、多段工具に対する全自動検査

を行う。

軸駆動標準

コントローラーバージョン

ZOLLER 
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測定プローブ（オプション）

同心度又は振れに対する素早い接触式

測定を行い、或は調整式工具のプリセッテ

イングを行う。

CNC旋回デバイス（オプション）

ヘリカル形状の工具に対する最適な測定

すべてのオプションを個別に選択可 

アクセサリー及びオプション

測定方法
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軸駆動のオプション

»venturion 600 / pilot 3.0« – 切削刃検査



高精度主軸BT50/バキュームクランピング

高精度主軸BT50、同心度0.002mm、バキュームクランピ

ング装置、スピンドルブレーキ、4x90°ロッキング装置

ユニバーサル高精度主軸

同心度0.002mm、パワークランピング、クイックチェンジ式アダプタ

ー、アダプター交換精度0.001mm。

オートフォーカス 

主軸（C軸）のCNC制御装置により、工具の切削刃に対す

る自動フォーカシングを行う。多段式切削工具に対するフ

ォーカシング・自動測定を行い、作業者の操作を軽減。

回転エンコーダが備えられる第3の軸

主軸を全自動的にC軸の公称角度と又は評価位置に定

位し、それにより、リード角、ピッチ又は振れなどを測定

する。

»asza«調節装置

CNC駆動型調節装置により、ストップピン又は調節用スク

リューの使用に基づき、工具の長さを設定する。

読込ステーション»MSLE«

プルスタッドボルトに取り付けられた

チップ、或いはツールホルダーのサイ

ドに取り付けられたチップを書込み・

読取りする。

「ネットワーク」によるデータ

通信

ボタンを押すことにより、»venturion«
からデータを直接にCNCマシンに伝送

させ、素早さと優れた操作性実現。

自動ツールID読取り・書込み

機能

工具のIDチップをドライビングスロット

に読込み・書込みを行う。

工具識別»MSLZ«

手動型リーダーにより、手動で工具

のIDチップを工具の読み込み・書き込

みを行う。

»ace«高精度主軸

同心度0.002mm、パワークランピング、クイックチェンジ式

でBT、HSK、Capto、KM各工具に対応。

ラベルにプリントアウトを行

う»ZidCode«

Balluff社とZOLLER社に開発された新

しいツールID技術：データをラベルに

プリントし、ミスが発生しない、素早さ

と効率性を実現。QRコードを装置にス

キャンする。
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すべてのオプションを個別に選択可能 

アクセサリー及びオプション

主軸オプション及びアクセサリー データ転送のオプション
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»venturion 600 / pilot 3.0« – Rの測定



アダプタ用トレー及びアクセサリ用トレー

アダプタ、各種アクセサリ用トレー、柔軟的な取

付、1列、2列又は3列のバージョンをラインナッ

プ。

アダプター用カート

アダプタをツールプリセッター・測定器の横にセッ

トし、安全な輸送を確保。

カラーレーザープリンター

測定結果、図形画像（切削クボミ）又はテーブル

をプリントアウトする。形式：DIN A4 

USBカメラ

工具画像の撮影に活用され、画像を直接にデー

タベースに保存できる上、それを工具に割り当て

ることができる。

ラベル

QRコード、測定結果などの違うパラメータに対す

るラベルプリンティングを行う。

17‘‘TFTカラーサブディスプレ

ー»satellit«

主軸の後方、工業用（タッチスクリーンな

し）17“ TFTディスプレーにより、切削刃の画

像に対する人間工学による最適化を直接

且つ補助に表示し、作業をサポート。

»venturion«シリーズの最大的モデルによ

り、 1,600 mmまでの長さと1,200 mmまで

の直径を有する工具を測定できる。

熱転写式ラベルプリンター

測定結果（数値）又はQRコードをラベルにプリント

アウトする。

すべてのオプションを個別に選択可能 

アクセサリー及びオプション

ハードウェアオプション

ZOLLER »venturion 800« 
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»venturion 600 / pilot 3.0« – 点と角度に対する測定



デバイスバージョン »venturion 450« »venturion 600« »venturion 800«

Z軸長さ 450/600/800 mm 600/800/1,000 mm 600/800/1,000/1,200/1,400/1,600 mm
X軸直径 400/600 mm 440/540/720 mm 1,000/1,200 mm
スナップゲージ直径 100 mm 200/100 mm 200/0 mm
軸の操作

手動   

電子制御による高精度位置決め（工具刃先に合わせた十字線）   

手動による無段階微調整    *)

X軸とZ軸のCNC制御装置   

精度

再現性 ± 2 µm ± 2 µm ± 2 µm
表示精度 1 µm 1 µm 1 µm
工具主軸の保持具

高精度主軸BT50/バキュームクランピング   

汎用型主軸／電動   

スピンドルブレーキ   

スピンドルロッキングデバイス4x90°   

オートフォーカス（回転軸）   

同心度2μm 2 µm 2 µm 2 µm
芯高測定する装置

芯高カメラ   

工具検査

スイングカメラ   

Z軸工具突き出し調整 1)

Z/X方向／回転方向   

工具の IDチップによる識別

手動による工具識別»MSLZ«   

手動型読込み／書込みステーション»MSLE«   

工具に対する自動識別   

電子システム

»cockpit« ＋モニター»pilot 2 mT«タッチ操作 17“ 17“ 17“
»cockpit« ＋モニター»pilot 3.0«/キーボード及びタッチス

クリーン

23 “ 23 “ 23 “

切削刃の検査／拡大 /50 /50 /50
ネットワークによる接続RJ45   

フォーマットジェネレータとアウトプットフォーマットライブラリ

に基づくデータ出力

  

測定プログラム―標準   

測定プログラム―オプション 1)   

ZOLLER TMS総合的工具管理ソリューション   

アクセサリー

保管用トレー　１列／２列／３列   

アダプター用カート   

BT/HSK/VDI用アダプター   

ハイチェア   

エアー圧調整装置   

熱転写ラベルプリンター   

カラーレーザープリンター   

 – 標準装備                   – 利用可能なオプション

*) Z 1200 mmまで

   1) »pilot 3.0 «とともに利用が可能

ZOLLER 
プリセッティングソリューション
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ZOLLER »venturion«一覧

技術データ-

ビジネスソリューション―A～Z

サービス
ZOLLER社にとって、アフターサービスは高品質に欠かせない部分となる。ユーザー様でお持ちのツ

ールプリセッター・測定器に対し、ZOLLER社は個別提案と高品質なメンテナンスを提供。ZOLLER社

内の特別なトレーニングを受けた技術者を有するZOLLERサービスチームは随時に顧客をサポート

する。一方、ユーザーのダウンタイムを短くする上、優れたサービスを提供。

ZOLLERホットラインにより、ユーザーのアプリケーションとサービスに

関する問題を解決。ご電話ください：

ZOLLER社は特別なサポートとサービスをグローバルに提供。まずメンテナンスにより、使用寿命を延ばす上、高精度と信頼性を確

保し、さらに、品質保証、校正サービス、対応のトレーニングにより、ハードウェア・ソフトウェアの品質を保つ。社内教育を受講した

ZOLLERサービススタッフによる設置・メンテナンス等を随時提供。

電話番号　06-6170-2355

  —多くの応用分野に対するトレーニング・課程

  —  契約に基づく全面的サービス・メンテナンス

  — ISO 9000校正証明

  —測定装置の作業性能に対するテスト

  —   装置の校正

  —  交換パーツの在庫完備

  —  ソフトウェア・ハードウェアの更新

  —機械・光学・電子部品の修理・改造

    — ZOLLERサービスの一覧：



38 | 39

ドイツ

本社  |  E. Zoller GmbH & Co. KG  |  Tool presetter and measuring machines 
Gottlieb-Daimler-Straße 19  |  D-74385 Pleidelsheim 
Tel: +49 7144 8970-0  |  Fax: +49 7144 8060-807 
post@zoller.info  |  www.zoller.info

サービスを随時に提供

ドイツから世界中に向けて技術・サ
ービスを提供

日本

ZOLLER Japan株式会社  

大阪府吹田市川岸町

5－14 

Tel: 06－6170－2355 | Fax: 06－6381－1310 

info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

名古屋営業所 | 愛知県名古屋市名東区

上菅2－215

横浜営業所 | 神奈川県横浜市神奈川区

三枚町108-7 山王森タウンビル 104 

支社 

代理店

欧州 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

米国
ZOLLER Inc. 
North America 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 Canada 
5659 McAdam Road, Unit A2 
CAN-L4Z 1N9 Mississauga, ON 
Tel:  +1 905 712 0100 
Fax: +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

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

Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Israel, 
Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Southern Tyrol, Sweden, 
Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, 
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Peru, South Africa, 
Australia, Korea, Pakistan, Taiwan, Vietnam
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ソリューション
プリセッテイングソリューション

プリセッテイング＆測定

検査ソリューション

検査＆測定

ビジネスソリューション

アルファベット順に配列

ソフトウェアソリューション

工具管理

www.zoller.info

E. Zoller GmbH & Co. KG  |  Tool presetter and measuring machines 

Gottlieb-Daimler-Straße 19  |  D-74385 Pleidelsheim 

Tel: +49 7144 8970-0  |  Fax: +49 7144 8060-807 

post@zoller.info 

ZOLLERソリューションにより、ユーザーの生産作業を全面的に最適化させる。ZOLLER社

は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを各システムのソリューションに統合し、それによ

り、品質、効率性、生産性を向上させる。工具測定技術に関する業界をリードする業者とし

て、専門的知識に基づき、ZOLLER社はサービスを多くの顧客に提供させる。家族企業とし

て、ZOLLERは持続的競争優位性をユーザーに与えることを承諾し、顧客の成功を大いに推

進させる。


