
Cutting Series

ガス切断機
プラズマ切断機
レーザ切断機
ウォータージェット切断機
ガス開先切断ロボット
アイトレーサー切断機
自動プログラミングシステム
切断機関連オプション
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取扱販売店

•本カタログに記載の仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
•本カタログの記載内容は2019年2月現在のものです。
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ガス・切断・溶接の
トータルシステムサプライヤー

造船、建築、産業機械から
医療、食品、レジャー分野まで。

　

当社の主要需要先は造船、橋梁、鉄骨、建築、建設機械、産業機械などの業界

ですが、自動車や電機製品など消費財メーカーにおいても当社製品は活用

され、またガス技術は半導体や医療、食品、レジャーといったあらゆる分野で

活かされています。
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ガスおよびガス関連機器

切断・
溶接機器

溶材商品

「切断・溶接機器」部門では、長年培われた熱切

断のトップメーカーとしての優れた技術を活か

し、手持ち吹管からポータブル切断機、CNC切

断機まで、多岐にわたる切断機を製造販売して

います。また、切断機の運用に欠かせない火口や

圧力調整器、切断の後工程となる溶接にまつわる

溶接関連機器、関連ソフトウェアまで豊富にライン

ナップし、切断・溶接のあらゆるニーズにお応えします。

KOIKEは、1918年（大正7年）の創業以来、「ガスエネルギー」を利用した工作機械のオピニオン

リーダーとして、基幹産業発展の一翼を担って参りました。その間、時代の進歩とともに、他に先

駆けて「プラズマ」「レーザ」を利用した切断機を開発し、CNCによる高度な自動システムを製

品化して参りました。現在では「ガス・切断・溶接から関連機材まで」をコンセプトに、お客様の

あらゆるご要望にお応えする一貫体制を確立しております。お陰様で2018年には創業

100周年を迎えたKOIKE。次の100年を視野に、世界市場を見据えたグローバルな展開

へと着実に歩みを進めています。

JAPAN
KOREACHINA

INDIA

FRANCE GERMANY
NETHERLANDS

ITALY
USA

BRAZIL



性能比較表

ピクト一覧

C
N
C

最大有効切断巾（m）

最大有効切断長（m）

最大早送り速度（m/min）

FANUC Series 0i

FANUC Series 31i

Siemens

KATANA-CX

FANUC 
2kW/4kW/6kW

TRUMPH 6kW

IPG 2kW/5kW

  FANUC 3kW

FANUC6kW

開先

インクジェットマーカー

ドットマーカー（印字/ライン）

溶射マーキング装置
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発
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シ
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このページに記載の表は基本スペックを表したものです。
詳細については随時ご相談ください。

※H35＝アルゴン65%＋水素35%の混合ガスです。 ※F5＝窒素95%＋水素5%の混合ガスです。

プラズマユニット
定格電流（A）

定格入力（kVA）

軟鋼/酸素（板厚/mm）

ステンレス（板厚/mm）

ステンレス/水（板厚/mm）

アルミ（板厚/mm）

アルミ/水（板厚/mm）

開先

自動ガス設定

手動ガス設定

使用ガス圧（MPa）
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水素

Ｈ35

Ｆ5

ハンドトーチ

ポータブル切断機搭載

ロボット

200

40

25

－

－

－

－

－

－

○

0.9

○

○

○

○

－

○

○

△

○

280

73

－

50

30

30

30

○

○

－

0.9

－

○

○

○

－

○

－

△

△

440

127

－

100

70

70

50

○

○

－

0.9

－

○

○

○

－

○

－

△

△

600

220

－

150

70

100

50

○

○

－

0.9

－

○

○

○

－

○

－

△

△

800

250

－

150

75

－

－

－

－

○

0.9

－

○

○

－

○

－

－

－

－

150

32

－

60

－

40

－

△

－

○

0.5

－

○

○

○

－

－

○

○

△

250

100

－

90

－

70

－

△

－

○

0.5

－

○

○

○

－

－

－

○

△

500

190

－

150

－

120

－

－

－

○

0.5

－

○

○

○

－

－

－

○

△

ガス種（軟鋼）

ガス種
（ステンレス
  / アルミ）
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プラズマ切断機
プラズマ切断機、
またはプラズマ切断機器

ガス切断機
ガス切断機

ウォータージェット切断機
ウォータージェット切断機

ポータブル切断機
ポータブル切断機

開先切断
開先ブロック搭載可、
または開先可能機器

レーザ切断機
レーザ切断機

ロボット
ロボット切断機

CNC
CNC制御、またはCNC、CNC搭載可

低価格
低価格モデル

可動範囲／Wide
最大有効切断幅が6500mmを超えるモデル

可動範囲／Medium
最大有効切断幅が6500mmまでのモデル

可動範囲／Narrow
最大有効切断幅が2500mmまでのモデル

定盤一体型
定盤・走行レール一体型の
切断機

ドリル
ドリル装置、またはドリル装置搭載可

新製品

マーキング装置
マーキング装置、マーキング装置搭載可、
またはマーキング可能機器

正背式
切断機の背面にツール搭載可
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用途にあわせて最適な機種をお選びください。

ガス・プラズマ切断機
最大有効切断巾（m）

最大有効切断長（m）

最大早送り速度（m/min）

FANUC Series 0i

FANUC Series 31i

FANUC Series 30i

KATANA-CX

D430

ガストーチ

SUPER-400PROII/SUPER-300PROIIα

XPR-300

KOIKE SUPER PLASMA
HiFocus Series

エアプラズマ

マスフロー

厚板切断対応

開先ブロック

正背式

3Dリンク（プラズマ開先）

2トーチY開先

集塵システム

集塵機の機上搭載

インクジェットマーカー

ドットマーカー（印字/ライン）

溶射マ－キング装置

ペンマーキング装置

センターミスト式ドリルユニット

エア駆動式ドリルユニット
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※TECHNOGRAPHでの正背式、及びセンターミスト式ドリルユニット搭載は、レールスパンに制限があります。
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ガス・プラズマ兼用機 プラズマ専用機

ガス切断機
最大有効切断巾（m）

最大有効切断長（m）

最大早送り速度（m/min）

FANUC Series

D430

ガストーチ

エアプラズマ

ガス/プラズマ兼用
（エアプラズマ含む）

マスフロー

厚物切断対応

開先ブロック

正背式

溶射マーキング装置

ペンマーキング装置
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UNITEX
ガス・プラズマ切断機のフラッグシップモデル

ガス切断、プラズマ切断の専用機として、または兼用機として幅広くご使用頂ける、
最も多彩なオプションを取り揃えたKOIKEの最上級機種です。

Overview

Feature

●あらゆるオプション・搭載ツールに対応する唯一無二のカスタムマシン。

●12mまでのレールスパンに対応できる最も堅牢な機体構造。

●集塵機の機上搭搭載で、長いエリアでも高い集塵能力を発揮。

●稼働率の高いヘビーユーザー向け。

●ガス開先ブロック最大4式、3Dリンク最大2式搭載可能。

UNITEXは、詳細且つ多様なユーザーニーズにお応えできる、FANUCのCNCを
搭載した高精度・多機能なCNC切断機です。3Dリンク（プラズマ開先装置）やガス
開先装置、NCドリル、インクジェットマーカー、ドットマーカー、ショットブラストなど、
あらゆるオプションを取り付
けることができます。また、
集塵機の機上搭載や、造船
所等で加工を要する特大サ
イズの鋼板、これらの2枚同
時切断に必要な10mを超え
るレールスパンに対応できる
強靭な切断機です。

UNITEX主仕様  
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機体構造  門型・両輪駆動

駆動方法  ラック＆ピニオン

レールスパン  4500～12000mm（500mm刻み）

レール全長  4800×Nmm

有効切断幅  レールスパン－900mm

有効切断長  レール長－3500mm

レール重量  37kg/m
  （レールスパン9m以上は50kg/m）

最大切断速度  10000mm/min

最大マーキング速度 36000mm/min

最大早送り速度
 縦 54000mm/min

 横 36000mm/min

トーチ上下速度  20000mm/min

入力電源  三相 200/220V 50/60Hz

CNC  FANUC Series 31i / FANUC Series 30i 
  / FANUC Series 0i

トーチ連結方式  スチールベルト/角バー

最大ガストーチ数
  スチールベルト：12本

  角バー：20本

切断可能板厚（ガス） 6～250mm/～50mm（20本同時）

搭載プラズマユニット SUPER-400ProⅡ / HPR-260XD 
  / HiFocus Series
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LASERTEX
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PNC-12 EXTREME
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べベルマスター

KOIKEJET

KPPS（ABGRAPH）

固定式マーキング専用機

搭載式マーキング専用機

ADS

SUPER-400ProⅡ/SUPER300ProⅡα

XPR-300

KOIKE SUPER PLASMA 
HiFocus Series

切断定盤・集塵機・付帯設備

TT-LINK

KATANA

3D-LINK

インクジェットマーカー

センターミスト式ドリルユニット

KAP8030N Ver.5

残材ナビゲーションシステム

TPS

機能／オプション一覧



Overview

Feature

●ガス・プラズマ・ウォータージェットに加え、
　ドリル・印字装置に対応できる万能機。

●キャリッジ操作盤と操作ステップを
　標準装備した使い易い機体。

●KOIKEオリジナルCNC「KATANA」の
　搭載可能。

●プラズマ水没切断にも対応。

高剛性フレームと大出力サーボモーターの組合せで、
高速且つ高精度な切断を実現します。需要の多い
3Dリンク、インクジェットマーカー、ドリルユニットの
搭載や、板厚250mmまでのガス切断が可能な上位
機種にも負けないスペックを誇るKOIKEのスタン
ダード機種です。

TECHNOGRAPH
あらゆる業種で最高性能を発揮できるKOIKEのスタンダード

ガス切断、プラズマ切断の専用機として、または兼用機として幅広くご使用頂け、
需要の多い主力オプションに対応できる、市場で最も幅広く活躍する切断機です。

ECONOGRAPH
薄板から厚板までこなすオールラウンドマシーン

08 09

TECHNOGRAPH主仕様 
 

ECONOGRAPH主仕様 
 機体構造 門型・両輪駆動

駆動方法 ラック＆ピニオン

レールスパン 2500～5000mm（500mm刻み）

レール全長 4800×Nmm

有効切断幅 レールスパン－900mm

有効切断長 レール長－1750mm

レール重量 37kg/m

最大切断速度 10000mm/min

最大マーキング速度 15000mm/min

最大早送り速度 15000mm/min

入力電源 単相100/110V 50/60Hz 
 or 三相200/220V 50/60Hz

CNC KATANA-CX

トーチ連結方式 スチールベルト

最大ガストーチ数 6本（プラズマ搭載時5本）

切断可能板厚（ガス） 6～250mm/～50mm（6本同時）

搭載プラズマユニット SUPER400ProⅡ/ SUPER-300ProⅡα/XPR-300                                               / エアプラズマ

ガス切断、プラズマ切断の専用機として、または兼用機としてお使い頂ける本格CNC切断機です。
薄板から厚板までこなす汎用性とコストパフォーマンスを両立させたモデルです。

Overview

Feature

●低価格ながらCNC制御と両輪駆動を採用。

●最大ガストーチ数6組。

●最大レールスパン5m。

●張り出しの無いトーチ連結方式（スチールベルト）。

●剛性の高い37kgレールを採用。

●切断に特化し使い易さを追求した
　KOIKEオリジナルCNC「KATANA」搭載。

シンプルな機体構造ながら、ガストーチは最大6本、プラズマユニット
は業界最高クラスの出力を誇る酸素プラズマ「SUPER-400ProⅡ」
を搭載可能で、厚板切断にも耐え得る強度を持っています。また
「XPR-300」 を選択すれば、軟鋼・ステンレス共に高次元の切断品
質を実現します。軽快なフットワークを活かし、薄板も高精度に切断す
る事のできる汎用性の高い切断機です。

機体構造  門型・両側駆動

駆動方法  ラック＆ピニオン

レールスパン  3000～6500mm（500mm刻み）

レール全長  4800×Nmm

有効切断幅  レールスパン－900mm

有効切断長  レール長－2500mm

レール重量  37kg/m

最大切断速度  10000mm/min

最大マーキング速度 24000mm/min

最大早送り速度
 縦 24000mm/min

 横 34000mm/min

トーチ上下速度  20000mm/min

入力電源  三相 200/220V 50/60Hz

CNC  FANUC Series 31 / FANUC Series 30i / FANUC Series 0i / KATANA-CX

トーチ連結方式  スチールベルト/角バー

最大ガストーチ数
  スチールベルト：8本

  角バー：20本

切断可能板厚（ガス） 6～250mm/～50mm（10本同時）

搭載プラズマユニット SUPER-400ProⅡ / SUPER-300ProⅡα/XPR-300 / HiFocus Series

 



 

NANOGRAPH
アイトレーサーに代わるCNCガス切断機

NANOGRAPH主仕様
 機体構造 門型・片側駆動

駆動方法 ラック＆ピニオン

レールスパン 2500～4000mm（500mm刻み）

レール全長 4800×Nmm

有効切断幅 レールスパン－900mm

有効切断長 レール長－2500mm

レール重量 37kg/m

最大切断速度 10000mm/min

最大マーキング速度 10000mm/min

最大早送り速度 10000mm/min

入力電源 三相 200/220V 50/60Hz

CNC KATANA-CX

トーチ連結方式 スチールベルト

最大ガストーチ数 6本（プラズマ搭載時5本）

切断可能板厚（ガス） 6～100mm/～50mm（6本同時）

搭載プラズマユニット エアプラズマ

NCプログラムを利用してガス切断を行う事を目的とし、
アイトレーサーに代わる切断機として登場した、ガス専用CNC切断機です。

Overview

Feature

●片輪駆動でメンテナンス性に優れた機体。

●最大ガストーチ数6組。　

●エアプラズマ・パウダーマーキング搭載オプションを用意。

●張り出しの無いトーチ連結方式（スチールベルト）。

●剛性の高い37kgレールを採用。

門型構造とする事で、
従来のアイトレーサーと
比較し高速化を実現し
ています。本格的なCNC
「KATANA」を搭載し、
高精度な切断と様々な
制御が可能です。片輪駆
動のコストパフォーマン
スに優れたシンプルな
CNC切断機です。

INTEGRAPH
パッケージ型プラズマ専用機
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INTEGRAPHⅡ主仕様 

機体構造  門型・両輪駆動

駆動方法  ラック＆ピニオン

 5×20仕様 1600×6200mm

有効切断範囲 5×40仕様 1600×12400mm
（W×L） 8×20仕様 2500×6200mm

 8×40仕様 2500×12400mm

レール重量  37kg/m

最大切断速度  10000mm/min

最大マーキング速度 15000mm/min

最大早送り速度  15000mm/min

入力電源  三相 200/220V 50/60Hz

CNC  FANUC Series 0i / FANUC Series 31i / KATANA-CX

搭載プラズマユニット SUPER-400ProⅡ/ SUPER-300ProⅡα/ XPR-300
  / HiFocus 280i neo

INTEGRAPH Ⅱは、プラズマ切断に特化し、
切断機、切断定盤、レール、集塵システムをパッケージ化した切断システムです。

Feature

●プラズマ切断に特化した低重心・軽量設計。

●5×20、5×40、8×20、8×40サイズをラインナップ。

●プラズマ水没切断にも対応できる構造。

●残材ナビゲーションシステムとの連動が可能。

●最も効率の良いヒューム回収装置（ベルトダクト集塵）。

Overview

パッケージ化されたシステムなので、どなたでも簡単に導入する
事ができます。プラズマユニットは「SUPERシリーズ」 「ＸPRシ
リーズ」 「HiFocusシリーズ」から選択する事ができ、ご要望に
応じて最適な切断品質をお届けします。また、ベルトダクト集塵
システムを採用する事により、長いエリアにおいても最大の集
塵効果を得る事ができます。



INTEGRAPH GLOBAL
オールインワンプラズマ専用機

13

INTEGRAPH GLOBAL主仕様 

機体構造 門型・両輪駆動

駆動方法 ラック＆ピニオン

有効切断範囲（W×L） 1550×3100mm

レール重量 22kg/m

最大切断速度 10000mm/min

最大マーキング速度 15000mm/min

最大早送り速度 30000mm/min

入力電源 三相 200/220V 50/60Hz

CNC KATANA-CX

搭載プラズマユニット HiFocus 280i neo / XPR-300

INTEGRAPH GLOBALは、定盤一体型のプラズマ切断専用システムです。

Overview Feature

●無駄なスペースを省いたコンパクト設計。

●切断定盤一体型の為、据付、移設が短期間で簡単。

●ノロ、スクラップ回収を容易にする専用引出し付き定盤。

●溶射マーキング装置搭載可。

切断定盤と走行レールを一体化させ、無駄なスペースを省きました。
限られたスペースで最大限の生産効率を発揮するコンパクトなプラ
ズマ切断システムです。KOIKEオリジナルCNC「KATANA」は、タッ
チパネル式で視認性が良く、どなたでも直感的な操作が可能です。
また、切断機の走行に合わせダンパーが開閉する事で最大の集塵効
果を得る事ができます。

LASERTEX
斬新なデザイン！発振器キャリッジ搭載式CO2レーザ切断機
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LASERTEX主仕様 
 型式  LASERTEX-XX20Z LASERTEX-XX40ZⅡ LASERTEX-XX60ZⅡ

発振器  FANUC C2000i FANUC C4000i FANUC C6000i

定格出力  2000W 4000W 6000W

レーザの種類   炭酸ガスレーザ  

構造   発振器キャリッジ搭載式/ΣBOX  

CNC   FANUC Series 31i  

レールスパン   4500～6500mm（500mm刻み）
   ※特殊オプションで8500mmまで延長可  

レール長   4800×Nmm（MAX.50000mm）  

有効切断幅   レールスパン－1000mm  

有効切断長(mm) レール長－3000 レール長－3000 レール長－4000

最大切断速度   10000mm/min  

最大早送り速度   24000mm/min  

最大トーチ上下速度  手動送り時：3000mm/min
   自動運転時：20000mm/min  

切断可能板厚
 軟鋼 3.2～16mm 3.2～22mm 3.2～25mm

 ステンレス 1.5～8mm 1.5～12mm 1.5～25mm

発振器をキャリッジに搭載したKOIKEオリジナルのCO2レーザ切断機です。LASERTEXなら光路長一定装置を
使用しなくても光路長を一定に保ち、抜群に安定したビーム伝送と切断品質を得ることができます。

Overview Feature

●Σボックスなら外部光軸調整の時間を短縮。

●Σボックスならよりワイドなスパンに対応。

●発振器搭載式なら万一の光軸ズレにも安心。

●トーチ上下速度は20m/minに向上。

●フロッグ制御の最適化により生産性が向上。

●用途に合わせた3種類のピアシング方法を用意。

切断に最適な光路長を得る為のΣボックスと発振器をキャ
リッジに搭載した独自の構造により、抜群に安定した光軸
と切断性能を得る事ができます。
　特許技術のΣボックスは、強固なボックス内に光路上の光
学部品が固定されている事から構造物のタワミなどの影
響を受けにくく、クリーンエアーにより加圧することができ
光学部品が汚れにくい構造なので、光軸が安定するだけ
でなく、長期間クリーンな内部環境をを維持しパワーロス
を抑制します。
　切断終了後、トーチ上昇しながら空送りを開始し、次のピ
アシングポイント到達前から下降を開始する事で、移動に
要する時間を短縮しています（フロッグ制御）。移動距離に
応じて最適な位置で上昇・下降するよう改良を加え、ノズ
ル・トーチが鋼板に接触するリスクを軽減しました。また、
シーケンスの改良により、更にピアシング動作が速くなり、
穴加工の多い部材や小物部材の生産性向上に貢献します。

SS400
19mm

SUS304
16mm
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FIBERGRAPH
厚板用ファイバーレーザのパイオニア

フルモデルチェンジにより外見だけでなく数々の新機能を搭載し、切断性能も向上させたスタンダードな
門型ファイバーレーザ切断機です。ファイバーレーザ技術の誕生以来、ＫＯＩＫＥは厚板ファイバーレーザの
切断市場をリードし続けています。

豊富な納入実績とその経験から得た知見をフィードバックし改良を加えた
新型FIBERGRAPHは更に使い勝手と切断性能が飛躍的に向上しました。
フラッグシップはFIBERTEXに譲りましたが上位機種譲りの跳ね上げ式カバーや
ＧＣ・ミスト機能を標準装備し、発振器別置型のファイバーレーザ切断機のスタンダード機種
として生まれ変わりました。数々のテクノロジーにより切断品質はＣＯ２レーザに迫り、切断
最大板厚はＣＯ２レーザを超えます。KOIKE独自の安全基準により設置エリアに囲いを設け
なくても十分な安全を確保しています。

FIBERGRAPH主仕様 

    型式  FIBERGRAPH-20 FIBERGRAPH-30          FIBERGRAPH-50       FIBERGRAPH-60      

    発振器  YLS-2000 FF3000i-A                      YLS-5000                  FF6000i-A

    定格出力 2000W 3000W                             5000W                     6000W

　切断可能  軟鋼 3.2～19mm 3.2～22mm                   3.2～32mm             3.2～36mm
    板厚    ステンレス 1.5～8mm 1.5～12mm                   1.5～28mm             1.5～30mm

レーザの種類                       ファイバーレーザ 

構造                          門型・発振器別置式 

CNC                         FANUC Series 31i

レールスパン                              3500～6500mm（500mm刻み）

レール長                             4800×Nmm（MAX.30000mm）

有効切断幅                                 レールスパン－1000mm

有効切断長                        レール長－4000mm

最大早送り速度                                   24000mm/min（高速仕様：36000mm/min）

最大トーチ上下速度               手動送り時：3000mm/min
                  自動運転時：20000mm/min

Feature

●発振器はIPG製2kW,5kWまたは

　FANUC製3kW,6kWをご用意。

●発振器搭載により有効切断長が拡大。

●跳ね上げ式前面カバーによりメンテナンス性

   が向上。

●プッシュエアー、排気ファンによりカバー内の

　ヒュームを排出。

●ＧＣ機能、ミスト切断等最新の切断ツールを

  標準搭載。

●各種モニタリングシステムによる別置型操作

   盤で安全性向上。

●IoT対応の多機能CNCを標準搭載。

Overview

FIBERTEX
ファイバーレーザ切断機のフラッグシップモデル

発振器の制約から解放された自由な設置レイアウトを構築できます。
開先切断ユニットを始め多彩なオプションが搭載可能なファイバーレーザ切断機の最上位機種です。

Overview
FIBERTEXは、定尺ハウジングタイプでは対応できない厚板・大板の切断に特化しています。機体構造を強化し、ファイバーレーザ発振器とチラーを機上
へ搭載することで、ファイバーケーブルと冷却ホースで制限されていたレール長の制約から解放され長尺材への対応を可能にしました。また、堅牢な機体
構造の恩恵でＴＴ-LINK（ファイバーレーザ開先装置）、インクジェットマーカー、ドットマーカーなど多彩なオプションを取付けることができます。ユーザー
ニーズにお応えできるFANUCの高精度・多機能なCNCを搭載し、KOIKEオリジナルIoT「Konnection」への接続に対応できます。

Feature

●発振器はIPG製2kW,5kWまたは

　FANUC製3kW,6kWをご用意。

●発振器搭載により有効切断長が拡大。

●開先切断ユニットを搭載可能。

●跳ね上げ式前面カバーによりメンテナンス性が

   向上。

●プッシュエアー、排気ファンによりカバー内の

　ヒュームを排出。

●ＧＣ機能、ミスト切断等最新の切断ツールを

   標準搭載。

●各種モニタリングシステムによる別置型操作盤

   で安全性向上。

●IoT対応の多機能CNCを標準搭載。

FIBERTEX主仕様 

    型式  FIBERTEX-20 FIBERTEX-30                FIBERTEX-50             FIBERTEX-60      

    発振器  YLS-2000 FF3000i-A                      YLS-5000                  FF6000i-A

    定格出力 2000W 3000W                             5000W                     6000W

   切断可能  軟鋼 3.2～19mm 3.2～22mm                   3.2～32mm             3.2～36mm
   板厚  ステンレス 1.5～8mm 1.5～12mm                   1.5～28mm             1.5～30mm

レーザの種類                       ファイバーレーザ 

構造                          門型・発振器搭載式 

CNC                         FANUC Series 31i

レールスパン                              3500～  mm（500mm刻み）

レール長                             4800×Nmm（MAX.∞mm）

有効切断幅                                 レールスパン－1000mm

有効切断長                        レール長－4000mm

最大早送り速度                                   24000mm/min（高速仕様：36000mm/min）

最大トーチ上下速度               手動送り時：3000mm/min
                  自動運転時：20000mm/min
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FIBERTEC
中厚板用高効率ファイバーレーザ

ラック＆ピニオン駆動で加速度1Gを実現した、定尺ハウジングタイプの中厚板用ファイバーレーザ切断機です。
最大早送り速度は100m/minと、従来のレーザ切断機より生産効率が飛躍的に向上します。

Feature

●発振器はIPG製2kW,5kWまたは

　FANUC製3kW,6kWをご用意。

●ピアシング時間はCO2比約1/2。

●発振器及びチラーユニットの消費電力は
　CO2比約1/3。

●ランニングコストはCO2比約1/2。

●経時変化が少なく頻繁な諸元調整が不要。

●保護ガラスを装着し、
　集光レンズへのダメージを低減。

●引出し式ノロ取りバケットを標準装備。

●製品取出し用定盤下コンベヤをオプション装備。

●ストッカー連動システムへの拡張で更に
　生産性向上。

FIBERGRAPHのメリットを継承しつつ、100m/minでの高速移動を可能
にし、生産効率を更に追求しました。剛性の高いフレームと高出力サーボの
組合せにより最大1Gの加減速でコーナを処理し、輪郭精度を高め微細加
工なしでシャープなコーナー切断を可能にします。また、ラック＆ピニオンで
高速化を図る事で、リニアドライブ方式に比べイニシャルコストと電気消費
量を抑えています。
　
機能的でコンパクトなハウジングタイプなので、限られたスペースへの設置
が可能です。定尺中厚板のレーザ切断をFIBERTECが一手に引き受けます。
また、パレットチェンジャーを標準装備し、ストッカーオプションとの連動で更
に生産性を高めます。

ストッカー

機体正面

Overview

FIBERTEC主仕様 

型式 　　　　FIBERTEC-20　    FIBERTEC-30  　  FIBERTEC-50　  FIBERTEC-60

発振器                     YLS-2000              FF3000i-A            YLS-5000             FF6000i-A

定格出力                        2000W                  3000W                  5000W                 6000W

レーザの種類   ファイバーレーザ 

構造   門型・定尺ハウジング 

CNC   FANUC Series 31i  

有効切断エリア（Ｗ×Ｌ）  1550×3080mm     

最大早送り速度   100000mm/min

最大トーチ上下速度  手動送り時：3000mm/min
   自動運転時：20000mm/min

切断可能      軟鋼                      3.2～19mm          3.2～22mm　　3.2～32m           3.2～36mm

板厚              ステンレス           1.5～8mm            1.5～12mm         1.5～28mm       1.5～30mm

パレットチェンジャー  
20000mm/min移動速度

AUTOGRAPH /UNIGRAPH
KOIKEの伝統を引き継ぐアイトレーサーガス切断機

図面または型紙を図面台に置き、簡単なスイッチ操作だけで、あとはトレーサーが図線を検出して、
X・Yの2軸同時制御により、図面通り正確な型切断を行います。

●センタートレース・エッジトレース両用。

●門型構造のLDタイプなら、
　ガストーチ最大20本搭載可。

●パターンやNCプログラムによる切断等、
　CNC機能をオプション化。

●自動繰り返し切断のCNC機能で更に便利に。

Overview

Feature

KOIKEのアイトレーサー切断機は、あらゆるニー
ズにお応えできるように、機体構造から搭載装置
に至るまで、きめ細かく分類・構成されています。
高精度アイトレーサーヘッドによる型切断機として、
または「KATANA」を搭載する事で、簡易CNC切
断機としてご使用頂けます。

AUTOGRAPH/UNIGRAPH主仕様

 1500 2000

 手動メカニカル 電磁クラッチ

 ○（一括） ○（個別）

 ○ 標準

 ○ 標準

基
本
仕
様

選
択
オ
プ
シ
ョ
ン

追
加
オ
プ
シ
ョ
ン

 15/15 15/18 15/20 15/15 15/18 15/20 20/20 20/25 25/30 25/33 10/40 15/45 20/50

 1500 1800 2000 1500 1800 2000 2000 2500 3000 3300 4000 4500 5000

名称 AUTOGRAPH UNIGRAPH

構造  片梁　　　　　　　　　　　　　　   門型
有効トレース幅（mm） 1500 　　　　2000  2500 1000 1500 2000
有効トレース長（mm)
有効切断幅（mm）
有効切断長（mm）
標準レール長（mm）    
走行速度
入力電源
クラッチ
トレーサー
ガストーチ数 4本（最大6本） 　　　　　　 6本（最大10本）   10本（最大20本）
切断可能板厚
切断酸素電磁弁
トーチ長さ変更     
クイックトーチ     
レール延長    
勝手変更（標準右）
トーチ選択Ⅰ   
トーチ選択Ⅱ      
自動点火装置
散水装置
簡易型トーチ電動上下装置 最大4式 　　　　最大6式  最大10式  最大20式
トーチ電動上下装置 最大2式  　　　　最大6式   最大20式
切断酸素ブロー電磁弁  
Hi-Low予熱装置
ツイントーチ
CNC
プラズマ切断
極間電圧倣い
スクラップトーチ

型式
 AG‐1500CS AG‐1500CSR AG‐2000CS UG‐LC UG-LD

 3000 レール長－1300  レール長－2000 レール長－3100
 4000 6000  　　　　　　　　　　　9000
  100～1600mm/min　　　　  　　　　　　　　　　　　200～3000mm/min
 　　　　 切断機本体：　三相 100/110V 50/60Hz　サーボモータ：　三相 200/220V 50/60Hz

   KC-80

   5～250mm

   ○
   ○
 1mピッチで8mまで   3mピッチ
   ○

   ○
   ○
   ○

  ○  　　　　　　　　　　　　　　　　標準

   ○
           D430 / KATANA-CX                                                       　　　　　　　　　　       KATANA-CX 
   ○
   ○（IHS無し）
   ○
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FLAME PLANER
多本ガストーチ直線切断機

FLAME PLANERは、多数のガス垂直切断トーチを装備し、
直線を同時切断する事で平鋼を切り出す為のガス切断機です。

●最小トーチ間隔55mm。

●最大ガストーチ数40本。

●ガス開先トーチブロック最大4式搭載可能。

門型構造ならレールスパンを任意に設定できる利点から、
小スパンから大スパンまで500mm間隔で選択でき、切
断トーチは最大40本まで装備可能です。
　
垂直切断の他、開先ブロックを搭載する事でV・Y・X・K
の開先形状をワンパスで切断する事ができます。先行捨
て切りトーチや加熱火口をブロックに組み込んであり、
サーピン切断にも対応可能です。
　
また、鋼板の前後を切断する為の自動横切り機能の追加や、
正背式とし、正面に垂直切断トーチを複数持たせ背面に開
先ブロックを持たせる等、様々なカスタマイズが可能です。

FLAME PLANER主仕様
  
 
機体構造  門型・片側駆動

駆動方法  ラック＆ピニオン

レールスパン  4000～12000mm（500mm刻み）

レール全長  4800×Nmm

有効切断幅  レールスパン－1000mm

有効切断長

 レールスパン4000～5500mm レール長－3400mm

 レールスパン6000～9000mm レール長－4200mm

 レールスパン9500～12000mm レール長－5200mm

レール重量  37kg/m or 50kg/m

最大切断速度  1200mm/min

最大ガストーチ数
 垂直トーチ 40本

 開先ブロック 4組

最小トーチ間隔
 垂直トーチ（前後装置無し） 55mm

 開先ブロック 550mm

切断可能板厚  5～250mm

クラッチ  電磁クラッチ

Overview Feature

PNC12 EXTREME
100V電源だけですぐに使えるCNC機能 ！

●ガス仕様とエアプラズマ仕様をラインナップ。

●47種類の多彩なパターン形状を内蔵。

●PNC専用CAD/CAMソフト
　「PNC-CAM」付属で複雑な形状に対応。

●プラズマ仕様ならオプション追加により
　イニシャル＆切断中の高さ倣いが可能。
　

PNC-12

専用定盤

7インチLCDを装備し表示
はグラフィカルでわかり易く、
キーパッドでの簡単な操作
を実現したCNC制御装置
を搭載しています。47種の
パターンを内蔵し単体でも
様々な形状切断が可能で、
ミラー反転・回転・空送り・逆
行・スタート点戻りなど、小型
でも上位機種と変わらない
機能を搭載しています。

Overview

Feature

PNC-12 EXTREME主仕様
 
 
型式

タイプ

駆動方法                                                                 ラック＆ピニオン

有効切断幅

有効切断長

最大切断速度                                                                2000mm/min

最大早送り速度

入力電源                                                             単相100/110V 50/60Hz

CNC                                                                                     D420

トーチ数 

切断可能板厚（ガス）                                                    6～30mm

プラズマユニット                     Panasonic YP-080PF3/ダイヘン D8000/Powermax 85

オプション  

                                  1000                                 1250                               1500 

                                1000mm                        1250mm                       1500mm 

                                1500mm                        2500mm                       3000mm 

                                                                     1本
                                                                                                   （ガスorプラズマ）

                                                        PNC-12 EXTREME

  

 

 

                                                                 3000mm/min 

                                                    IHCユニット、簡易ガストーチ

                      ※IHCユニット＝Initial Height Controlユニット、初期高さ倣い装置を指します。

コンパクトなボディにCNC制御装置を搭載した、ポータブル感覚で手軽に使えるCNC切断機です。



PNC-PIPE
切断作業を手軽に自動化！ パイプ・プレート兼用切断機

ポータブルCNC切断機PNC-12にパイプ切断機能を追加したモデルです。
シンプルな機械構成と操作性はそのままにプレート切断だけでなくパイプ切断でも手軽に使えるCNC切断機です。

KADTEX
ダクト切断機の決定版 ！

KADTEXは、ダクト業界の自動化に取り組んだ国内初のメーカーであるKOIKEが、
経験とノウハウを詰め込んだ歴史あるダクト専用プラズマ切断機です。

●シャープな切れ味のエアプラズマユニット。

●ペンマーキング装置搭載可。

●材料のハンドリングを容易にするフィードローラー標準装備。

●ダクト専用ソフトウェア「DUCTCAM」 をオプション装備。

20 21

KADTEX-WIN主仕様

  
 

構造  門型・片輪駆動

駆動方式
 縦 ラック＆ピニオン

 横 タイミングベルト

有効切断範囲

  1830×3660mm（標準）

  1830×5460mm

  1830×7260mm

最大切断速度  15000mm/min

最大マーキング速度 25000mm/min

最大早送り速度  45000mm/min

CNC  D430

プラズマ定格電流  60A/80A

切断可能板厚
 亜鉛鉄板 0.5～1.6mm

 軟鋼 2.3～3.2mm

切断形状と寸法を入力するだけの内蔵パターン
と簡単な操作のCAD/CAMソフトで切断データ
に展開できます。
手切りパイプ切断で生じる煩雑な工程を省略し、
手間のかかる仕上げ工程も大幅に削減できます。
シンプルなボタン操作で
プレート切断とパイプ
切断を切り替えることで、
切断工程の効率化や
内作化による納期短縮に
貢献します。

Overview

Feature

PNC-PIPE主仕様
 
 
切断対象 　　　　　　プレートおよびパイプ切断 切換式

最大切断速度 　　　　　2000mm/min

最大送り速度 　　　　　6000mm/min

最大切断パイプ長 　　　　　　3000mm

切断対応パイプ径 　　　　　　Φ40 ～ 260mm

切断可能パイプ肉厚 　　　　　　3 ～ 16mm

最大搭載パイプ重量 　　　　　　400kg

対応パイプ誤差 　　　　　　真円度・曲がり共に２%以下

有効プレート切断幅※ 　　　　　　1500mm

有効プレート切断長※ 　　　　　　3000mm

チャック形式 　　　　　　集塵機構付き中空3爪チャック

パイプ保持方式 　　　　　　パイプサポート2組

制御軸数 　　　　　2軸

トーチ数 　　　　　1本

プラズマ極間倣い装置（IHCユニット） 　　　　　標準搭載

プレート用CAD/CAMソフト 　　　　　標準付属(PNC-CAM)

パイプ用CAMソフト                   　　標準付属(FAST-CAM製 FAST-PIPE BASIC 10モジュール)

本体外形寸法 　　　　　　　3950mm×2620mm×1230mm

入力電源 　　　　　　単相 AC100V 50/60Hz 0.6kVA
※別途切断定盤が必要です。

Overview

ダクト部品から薄板板金の切断まで網羅する、エアプラズマ搭載CNC
切断機です。タッチパネルグラフィックディスプレイを採用し操作性を向
上させ、CPUの性能アップにより快適な動作性を実現しています。
　
標準機の1830×3660mmに加え、1830×5460mm、1830×7260mm
の長尺サイズにも対応でき
ます。フィードローラーが
定盤内外に設けられてい
るので、アンコイラー・レベ
ラーラインと連結させ、材
料の搬入から切断までス
ムーズに1人で簡単に操
業する事ができます。●プレート切断に加えパイプ切断も可能な兼用

　モデル。
●パターン形状はプレート切断用に47種類、
　パイプ切断用に3種類を内蔵。
●プレート切断とパイプ切断にそれぞれ対応し
　たPNC-PIPE専用CAD/CAMソフトが付
　属され煩雑な形状に対応。
●プラズマ極間倣い装置を標準装備。
　プラズマ切断に対応した各種オプションを
　ご用意。
●お客様のご要望、レイアウトに対応可能。

Feature



Overview Feature

6軸多関節ロボットにより円弧を含む形状でも高品質な開先
切断が可能です。本システムではKOIKEオリジナルの2次元
CAD/CAMソフト「KAP」を採用し、部品データからロボット
プログラムを作成することが可能です。KAPとの連携により、
CNC切断機に近い運用性を実現すると共に、従来のロボット
運用で課題となっていたティーチング作業による生産効率の
低下を解消しました。

べベルマスター
ガス開先加工の新提案

ベベルマスターは型切鋼板の開先加工に特化した、
ガス開先切断の省力化・高品質化を実現するロボットシステムです。

タイプ

ロボット型式 Panasonic TL-1800

タッチセンサー センシングプローブ式

動作軸数 

有効切断範囲

最大切断可能板厚 50mm（50mm以上の厚板に関してはご相談ください。）

最大開先角度 表裏45°

切断用燃料ガス LPG or スーパーカットH（水素混合ガス）

Hi/Low切替 ○

 6軸 7軸

べベルマスター主仕様 
 

●6軸多関節ロボットの採用により、
　曲面開先の高品質化・自動化が可能。

●ロボットでありながら自動プログラミングが可能で、
　多品種生産に最適。

●ワークの形状に合わせた治具が不要なピン定盤方式を採用。

●タッチセンサーを搭載し、ワーク設置時の位置ずれを補正。

●走行スライダーや天吊方式により
　加工ワークサイズの大型化にも対応。

KOIKEJET
あらゆる素材の切断に

KOIKEJETが変わりゆく切断市場のニーズにお応えします。
難削材から新素材まで、高精度・高品質に切断するウォータージェット切断機です。
熱影響が無く、溶断には真似できない切断品質と付加価値を提供します。

KOIKEJETなら、高出力ポンプの採用により従来の一般的なウォータ
ジェットの能力と比較し飛躍的に生産性が向上します。また、当社が溶断
で培った技術を反映させ、お客様のご要望に応じてロングレール・ワイド
スパンにも対応し、専用の切断定盤、作業用歩廊から排水処理装置まで、
お客様の作業性向上に徹底的に拘ったシステムを提案します。
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型式 KOIKEJET44 KOIKEJET66 KOIKEJET610 KOIKEJET612 KOIKEJET TG

構造

駆動方式

有効切断長 1270mm 1880mm 3099mm 3708mm MAX. 17000mm

有効切断幅 1270mm  1880mm  MAX. 4500mm

Z軸ストローク

位置決め精度

繰返し精度

早送り速度

最大切断速度

CNC

 カンチレバー  門型・両輪駆動

 ボールスクリュー  ラック＆ピニオン

 200mm  MAX. 250mm

 ±0.2mm  ≦±0.5mm/6m

 ±0.1mm  ≦±0.5mm

 12700mm/min  18000mm/min

 7620mm/min  6000mm/min

 BURNY XL  FANUC Series 31i

KOIKEJET主仕様

  
 

Overview

●切断速度は従来型ポンプと比較し30～50％UP。

●小径ノズルがアブレイシブ使用量とランニングコストを
　削減。

●スぺア増圧器がトラブル時の生産中断を回避。

●万一のノズル詰まりを検知し、無監視時のリスクを軽減。

●工具摩耗補正、スケジュール運転などの機能により
　自動化を促進。

●研磨材除去装置が、研磨材回収・清掃作業による
　負担を軽減。

Feature

 固定式 地上走行式 天吊走行式

　 1000×1000mm 1000×4000mm 2000×6000mm

地上走行式

天吊走行式 SUS304-30mm



Overview

ABGRAPHは形鋼加工専用・5軸同時制御のCNC切断機で、
KPPSの切断ロボットに代え組込む事ができます。

KOIKEの形鋼ロボット加工ライン

Koike Profile Production Systemは、
造船所を主とした製造現場で用いられる形鋼を切断
およびマーキングする為の形鋼専用加工ラインです。

KPPS
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材料の搬入からロボットによるマーキングと切断、搬出まで、コンベヤ・ピッ
キング装置・形鋼送り用台車等との組み合わせにより自動化を追求し、生
産性向上に貢献するシステムです。お客様の加工現場の状況とご要望に
合せてカスタマイズし最適な生産ラインをご提案します。

ADS主仕様

ABGRAPH

Feature

●400A酸素プラズマ搭載で高品質切断を実現。

●ティーチングは不要。CNC切断機の形状データ流用し
　ロボットデータ作成が可能。

●切断ロボットの位置を固定する事でヒューム拡散を抑制。

●フリーエッジ切断が可能で、グラインダー処理工程を削減。

●火炎調整不要のドットマーカーを採用しマーキング品質を均一化。

切断ロボット

マーキングロボット

Feature

固定式マーキング専用機

KOIKE Auto Marking System（KAMS）はお客様の業務形態に合わせて多様な機種をラインナップして
おります。
固定式KAMSは、鋼板の搬送ラインに設置し搬送速度に合わせ印字（文字マーキング）する印字専用機です。

●鋼板の搬送ラインに設置するだけで印字が可能。

●走行レールが必要なく省スペース。

●搬送中に印字ができるので生産性向上に貢献。

●鋼板への情報記入量が格段にＵＰ。

●インクジェットマーカーならば両面印字が可能。

Overview
用途に合わせてドットマーカーとインクジェットマーカ―の選択が可能です。
ドットマーカーは、マーカーヘッドをマトリックスに多数配置してインクを点で噴射し、
点のつながりで文字を表現します。大きな文字サイズへの対応と発色の良い印字が特長で
す。インクジェットマーカ―は、ひとつのマーカーヘッドを高速で往復させ鋼板に高精細で
プリントします。
文字数の多い小さい文字だけではなく、複雑な記号など鋼板への情報記入量が飛躍的に
向上します。
細い線もプリントできますので、ラインマーキングにも対応する事ができます。
また裏面用のマーカーヘッドを設置すると鋼板の表面と裏面を同時に印字する両面印字に
も対応できます。

印字サンプル（黒色）

印字サンプル（白色）

KAMS



26 27

Overview

Feature

豊富な切断条件と、CNC切断機と連動した自動設定機能により、使い勝手に優れ、用
途に応じた様々な切断が可能なプラズマユニットです。使用ガス圧力は、調整圧で
0.5～0.7MPaと、一般的な配管で供給可能です。
　
新開発の消耗品と、新技術のジェットピアス機能で、ピアシングの安定性が向上しま
した。トーチ先端のオリフィスから高圧ガスを噴射し、ピアシング中に吹き上げる上ノ
ロを吹き飛ばします。（特許第3751728号の技術）

SUPER-400Pro　/SUPER-300Pro   α      
世界最高水準の酸素プラズマ

世界で初めて酸素プラズマを製品化したKOIKEが開発した最新のオリジナルプラズマユニットです。
長年のプラズマ切断ノウハウと最先端の技術を融合し、SUPERシリーズは進化し続けています。

●切断条件自動設定システム。

●耐磁気吹き性能の向上。

●消耗品の長寿命化。

●薄板から厚板までの高品質切断。

●ピアシング性能の向上。

●小円切断性能の向上。

●軟鋼・ステンレスの開先切断。

●脱着工具不要の消耗品構造。

SUPER-400ProⅡ/ SUPER-300ProⅡα 主仕様   
 名称                         SUPER-400ProⅡ                  SUPER-300ProⅡα

電源型式                                KP-4055                          KP-3055

入力電源              三相 200/220V  50/60Hz    or    三相 380/400/440V  50/60Hz 

定格入力                                119kVA                            89kVA

定格電流                                    400A                              300A

プラズマガス                                                                 O2 (軟鋼）、　N2 (ステンレス)

シールドガス                                              　      O2/Air (軟鋼）、　Ｈ35 (ステンレス）

ピアシング板厚                                 Max. 50mm                       Max. 40mm

切断可能板厚（分断）                                   80mm

切断形状                       I-CUT、 V-CUT、 Y-CUT                           I-CUT

SS400-40mm SUS304-16mm

SUPER-300ProⅡα

オモテ面 ウラ面

板厚：9mm
Φ9mm切断

SUPER-300ProⅡα
機体構造 門型・両輪駆動

駆動方法 ラック＆ピニオン

レールスパン 4000～6500mm（500mm刻み）

レール全長 4800×Nmm

レール重量 37kg/m

最大マーキング速度 48000mm/min

入力電源 三相 200/220V  50/60Hz

印字可能文字（PJ-1B） 英数字 / カタカナ / 記号（27種）

最大文字サイズ（幅×高）  48×72mm（PJ-1B-0型搭載時）

印字可能表面処理 黒皮 / ジンクリッチプライマー / ウォッシュプライマ―

●マーキング兼用切断機に比べ、稼働率が大幅に向上。
●軽量なマーキング専用機なら高速移動が可能で
　生産性向上に貢献。
●オペレータによる中腰作業および誤記・誤読を解消。
●最大48×36mmサイズの印字が可能。（PJ-1B-0型）

Feature

Overview

溶射マーキング装置、またはドットマーカー、インク
ジェットマーカーを搭載しマーキングに専念させる事で、
マーキングと切断兼用機を複数台設備するよりも稼働
率が高く、工場全体の生産性が向上します。
また、ドットマーカー、インクジェットマーカーを搭載す
ればマーキング(ラインマーキング)だけではなく、鋼板
に文字や図形を印字(文字マーキング)する事もできま
す。

搭載式マーキング専用機

搭載式ＫＡＭＳは、ラインマーキング作業の多い
ユーザー向けに作られたマーキング専用機で
す。

ピアシング孔加工専用機

Auto.Drilling Systemは、切断に必要となる
ピアシング孔を明ける事に特化したCNCドリル
加工機です。

KAMS

ADS

KAMS主仕様

機体構造  門型・片輪駆動

駆動方法  ラック＆ピニオン

レールスパン 4000～6500mm（500mm刻み）

レール全長  4800×Nmm

レール重量  37kg/m

最大早送り速度 12000mm/min

入力電源  三相 200/220V 50/60Hz

最大加工板厚 200mm（軟鋼）

孔径  10mm

加工時間
 板厚100mm 約50秒

 板厚150mm 約70秒

ADS主仕様

※記載範囲外の仕様につきましてもお問合せください。
※加工時間はセンターミスト式ドリルユニット搭載時の目安時間です。

●ドリル兼用切断機に比べ、切断稼働率が大幅に向上。
●専用機なら構造がよりシンプルで、取扱いが容易。
●板厚最大600mmに対応する機体とドリルユニットをオプション化。
●ドリル専用定盤との組み合わせで、ドリルの耐久性・加工品質が安定。

Feature

Overview

ガスやプラズマによるピアシングをドリル加工に置き換えるで事で、ピアシン
グの失敗を防ぎ、切断完了までの総加工時間を短縮します。また、熟練の技術
を要するガスによる厚板ピアシング工程が簡易化され、消耗品のノズルや火口
の長寿命化にも繋がります。
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KOIKE SUPER PLASMA HiFocus Series主仕様

電
源

ト
ー
チ

電源型式  HiFocus 280i neo HiFocus 440i neo HiFocus 600i neo

入力電源  

定格入力  67kVA 127kVA 180kVA

定格電流  280A 440A 600A

電流調整範囲  10～280A 10～440A 10～600A

使用率

プラズマガス

シールドガス

使用圧力

外径寸法（W×L×H）

切断可能板厚 ドライ 2.3～50mm 6～100mm 6～150mm
（ステンレス） 水没 10～30mm 10～70mm 10～70mm

トーチ型式

最大使用電流

使用率  

冷却方式 

トーチリード長

外形寸法

 三相400/440V  50/60Hz
 三相200/220V  50/60Hz（280iと440iのみ）

 100%

 Ar/H2/F5（N295%+H25%）

 N2

 0.9～0.99MPa

 100%

 水冷（循環式）

 1.5m

 φ57×450mm

 680×1030×1450mm  680×1030×1450mm
   ×2式

 PerCut 450M  PerCut 611

 440A  600A

KOIKE SUPER PLASMA 
HiFocus Series

ステンレス切断のニュースタンダード

HiFocus Seriesで得られるステンレスの切断品質は、
これまでのプラズマ切断に類を見ない程、圧倒的に優れています。
HiFocusシリーズがプラズマによるステンレス切断の常識を覆します。

ステンレスの圧倒的な高品質切断を実現するプラズマユニット
です。用途に応じて気中または水没切断が可能で、いずれも優れ
た品質と特長を有しています。水没切断はウォーターインジェク
ションプラズマの代替としてもご使用頂けます。280A・440A・
600Aの3機種をライン
アップし、600Aでは最
大板厚150mmのステ
ンレスを切断可能です。
また、アルミも高品質に
切断する事ができます。

Overview

●小径ノズルと最適な冷却構造が高いコーナー精度と
　垂直性を実現。

●水没でステンレス板厚19mmまでを銀面切断。

●同じトーチユニットで気中・水没の切替可能。

●600Aならステンレス最大板厚150mmを切断。

●ワンタッチ脱着のトーチヘッド。

Feature

SUS304-16mm

SUS304-100mm

AL5052-20mm

型式                                                              XPR-300

電源型式                                                                  Core / OptiMix

入力電源                                             三相 200/220V 50/60Hz or 380/440/440V 50/60Hz

定格入力                                                                75kVA

定格電流                                              　                300A

プラズマガス                                                 軟鋼： O2 、　Ｎ2 　  ステンレス※： F5、 Ｈ2 / N2 / Ar  

シールドガス  　　　　　　　　　　                    軟鋼： O2  / Air    ステンレス※： N2  

ピアシング板厚
 　　　　　　　 　　　　　　軟鋼：Max.50mm (Core仕様：45mm)、

 　　　　　　　 　　　　　　　　　ステンレス※：Max.38mm

切断板厚(分離)                                                            軟鋼： 80mm、　ステンレス※： 75mm

切断形状  　　　　　　　　                                    I-CUT　
※ ステンレスMixガス諸元は、OptiMix仕様のみ

XPR-300主仕様

オールラウンドプラズマ

XPR-300は、Hypertherm社独自の次世代マシンプラズマ切断テクノロジーシステムを搭載した
最新型プラズマユニットで、プラズマ切断の可能性を広げます。

Overview

●進化した高品質切断。　̶ X-Definition

●切断速度の高速化と消耗品寿命の向上で

　運用コストを削減。

●新設計と新機能で使いやすさと信頼性が向上。

●チラーユニット内蔵型。

Feature

ＸＰＲ-300は新設計されたハードウェアと流体・電気
制御などのソフトウェアを最適化させ、総合的にコン
トロールするX-Definition™ テクノロジーで、
軟鋼、ステンレス、アルミ切断の更なる高品質化と
高速化を実現しました。消耗品の高寿命化と相まっ
て生産性を大幅に改善し運用コストを削減すると
同時に確かな信頼性を確保しました。

XPR-300

SS400-16mm

SUS304-19mm
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切断エリア、吸引ダクト長により最適
な集塵機をご提案します。あらゆるシ
ステム構成に対し充分な集塵能力を
まかなう為、風量の異なる機種を豊富
にラインナップしています。

型式 風量 出力
FXIII-75PG 40m3/min 7.5kW
FXⅢ-110PSG 60m3/min  11kW
FXⅢ-110PSNL 80m3/min 7.5kW
NCF-46PR 100m3/min 11kW

集塵機の粉塵排出口に取
り付ける、粉塵を圧縮・固化・
減容する装置です。粉塵排
出時の飛散を防止し作業環
境を改善するだけでなく、
粉塵の回収頻度を下げ、減
容の効果により廃棄費用を
削減します。

ベルトダクト
切断機と連動する吸引フードが切断
中のエリアを常時ピンポイントで集塵
します。吸引フードと吸引ダクトはベル
トにより連結・密閉されています。

プッシュファン
切断機に、ヒュームを集塵
ダクトに送り込む為のファ
ンを取付けます。

ベルトダクト集塵方式に組み合わせるドライプラズマ
切断専用の切断定盤です。適切な水位を保つ事により
集塵機の吸引空間を最適化し、最高の集塵能力を発
揮する為に欠かせないアイテムです。

切断定盤・集塵機・付帯設備

プラズマの水没切断やウォーターインジェクション切断
の為に作られた水位上下可能な切断定盤です。ドライ切
断にも適用可能で、適切な水位にて切断する事により
ヒュームは水に溶け込み集塵機を必要としません。また、
スラグ自動回収装置（パイプコンベヤ）用の構造や、水を
キレイに保つ為の様々な装置との組み合わせが可能で、
お客様の使い勝手向上と工程の自動化に貢献します。

水位調整式切断定盤の内部に傾
斜構造を設け、中央の底に向かっ
て沈殿するスラグを回収プレート
により自動でかき出し定盤の外に
排出します。スラグ回収・定盤清掃
の手間を大幅に削減します。

自動で定盤内の水を循環させ、経由する
浄化槽に浮遊物・汚泥を沈殿させた後、
定盤に水を戻す事で定盤水の汚れを低
減します。

定盤の水面に浮遊するヒュームや汚
泥の粒子をエアと水流により集めて
専用ポンプにて回収する装置です。
この粒子は乾いた鋼板に付着すると
取れにくく水洗い程度ではなかか落
ちません。この浮遊粉塵を効率良く
回収する為の装置です。

集塵機

ダストプレス

水張り式切断定盤

水位調整式切断定盤

パイプコンベヤ

循環式水浄化槽

浮遊粉塵回収装置

ドライプラズマ

水プラズマ

集塵機能力一覧



無負荷回転速度(50/60Hz) 150～1010rpm

孔径  10mm

最大孔開け可能板厚 200mm

ストローク  300mm

主軸モータ  1.6DCブラシレスモータ

送り軸モータ 2.7ACサーボモータ

推力  7760N

最大早送り速度 300mm/sec

最大切削送り速度 16.7mm/sec

加工対象材  軟鋼(SS400)

加工時間

 板厚50mm 30sec

 板厚100mm 50sec

 板厚150mm 70sec

給油方式  セミドライ/MQL

給油量  4-30ml/h

 

センターミスト式ドリルユニット主仕様

最高印字速度 20m/min

選択可能色 白 / 黒 / 青 / 緑 / 黄 / 赤

線種 実線 / 破線 / 一点破線 / 二点破線

線幅 約0.4mm

印字可能文字 英数字 / カタカナ / ひらがな / 漢字 / 記号

字体 ゴシック調 / 明朝調

最大文字サイズ（幅×高） 約40×24mm（文字・文字種により異なる）

インクジェットマーカー主仕様

●加工能力向上による孔明け時間短縮。
●孔からの切込みが容易で、熟練作業者が不要。
●熱歪みの減少による切断精度の向上。
●ピアシング予熱不要でガス消費量を削減。
●上ノロ回避とピアシング孔の小径化による歩留りの向上。
●吹き上がりによる切断不良を低減。
●夜間稼働による生産性向上。
●廃油削減による環境負荷低減。

Feature

最大傾斜角度 45°

角度設定速度 100deg/秒

旋回速度 60rpm

最大トーチ上下速度 20m/min

3D-LINK主仕様

センターミスト式ドリルユニット
圧倒的な加工スピードを実現

センターミスト式ドリルユニットは、鋼板の孔明け加工を高速かつ自動で行う装置です。
軟鋼は最大板厚200mmの貫通能力を持ち、ガスやプラズマによるピアシングを
ドリル加工におきかえる事で、お客様の生産性・歩留り・作業性向上に寄与します。
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Overview

油穴付き超硬ドリルの先端から切削油をミスト状に噴
霧し、加工点に極少量を供給する事で、高い加工能力
を得ることができます。軟鋼・板厚150mmの孔明け
時間が従来の約1/5に短縮
されます（当社比）。
また、切削油は植物由来で
噴霧量は5cc/hr程度と、環
境に優しく回収が容易です。
　

インクジェットマーカー
印字・マーキングを高速・正確・鮮明に ！

インクジェットマーカーは、1つの穴から噴射するインク粒子を偏向
させて鋼板に付着させる事により文字や線を書く為の装置です。

Overview

インクジェットマーカーなら最高速度
20m/minの速さで、英数字・カタカ
ナ・ひらがな・記号・漢字などの文字
に加え、4種類の線を正確・鮮明に書
くことができます。色は白・黒・青・
緑・黄・赤の6色から選択頂けます。

※加工時間は目安値となります。
※MQLはMinimum Quantity Lubricationの略称であり、
　極少量給油を意味します。

●わかり易いアイコンとタッチパネルが直感的な操作を実現。
●最少のステップで目的の操作ができる無駄のない構成。
●切断に必要な機能を豊富に盛り込んだ最新鋭のCNC。
●板厚・材質・定盤の種類により切断エリアの区分けが可能。
●64種類のパターン形状を内蔵。

Feature

Overview

わかり易いアイコンを採用し必要なメニューだけ表示させる事
で、視覚的に理解し易く直感的な操作が可能な新しい感覚の
CNCです。CNC操作に不慣れな方から熟練者まで容易に扱う
事ができ、当社切断機の実力をフルに引き出す事のできる唯一
無二のCNCです。

●サーボをリンクの上部に配し、熱や接触による破損を防止。
●水切り、度切り、小径ループ、Y開先等、複雑な切断が可能。
●切断品質低下を招くオフセット動作が不要で、スピーディな加工が可能。
●マグネット式脱着トーチホルダを採用し、復旧が早く精度維持が容易。
●トーチブロックを保護する衝突検出機構を標準装備。
●600台を超える豊富な実績。

Feature

Overview

一点指向のメカ構造を持つ3D-LINKならオフセット動作が不要
です。複雑な切断動作を可能にし、オフセット動作により生じる
ズレやキズを回避し、より優れた切断品質を提供します。また、軽
量化を図る事により角度設定や姿勢制御の速度が向上し、姿勢
変更の際に生じる切断品質の低下を抑制しています。複雑な動
作と高品質切断を両立した市場で最も優れたプラズマ開先トー
チブロックです。

切断に特化し直感的な操作を可能にした次世代CNC！

長年蓄積した鎔断のノウハウを盛り込み開発した
KOIKEオリジナルCNCです。

プラズマ開先トーチブロック

プログラム指令により開先角度を自動設定する
プラズマ開先切断用のトーチブロックです。

KATANA

3D-LINK

Feature
●火炎を使用しない為、無監視運転の安全性が向上。
●鋼板への情報記入量が格段に増加し、トレーサビリティ（材料管理）が向上。
●手書きによる作業工数削減。
●手書きによる誤記・誤認識を解消。
●オペレーターの手書き中腰作業を解消。



残材ナビゲーションシステム
歩留り向上と残材一括処理を一挙に実現！

残材ナビゲーションシステムは、複数の残材をカメラで撮影し形状をデータ化するシステムです。カメラで認識した
形状をKOIKEの自動プログラミングシステムKAP8030Nに取り込み、板取、NCデータ作成を可能にします。

Overview

TPS
お客様の夢を実現します

Transformer Production Systemは、
従来の方式にとらわれない自由な発想で、
お客様のご要望に合せて構築するカスタマイズシステムです。
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KAP8030N Ver.5機能一覧

自由部品形状作成

DXF・DWG変換

基本図形パターン（55種類）

自動寸法表示

自動ネスティング

歩留まり表示

必要最小母材割出

csvデータ出力

自動シーケンス

共通線切断

切込み・切逃げパターン作成

多数本トーチ切断経路作成

切断経路干渉チェック機能

残材管理機能

 NCデータ転送機能

KAP8030N Ver.5
切断に特化した自動プログラミングシステム！

KOIKEのガス・プラズマ・レーザ切断の豊富な経験を基に、切断の
ノウハウを注入し自社開発した自動プログラミングシステムです。

ピアシングによる切断開始から、製品精度を向上させるためのコーナー処理、
開先・水切りなどの特殊切断等、お客様のノウハウを簡単に反映できるように
構成されています。また、生産管理・稼働管理・鋼材管理などのシステムと連動
も可能です。
　生産管理　納期・客先・切断機種別に切断する製品を管理し、切断後は、客先・
機種・重量・切断長等で実績を集計し帳票・csvファイルに出力します。
　稼動管理　切断・マーキング・早送り時間等の稼動状況を切断機から収集し、
csvファイルに出力します。
　鋼材管理　素材・残材の在庫状況・形状を管理して、常に最適な歩留まりの材
料から切断を行えるようにします。素材→残材→スクラップまで一貫した管理が
可能です。

●切断機の加工性能を最大限引き出すシステム。
●得意先ニーズに応じたきめ細かい切断を実現。
●開先などの特殊切断に対応。
●切断機と連動した切断スケジュール管理・実績管理が可能。
●トレーサビリティ確立の為の多様な拡張機能に対応。

Overview

●ナビゲーションシステムによる残材の有効活用、歩留り向上。

●生産管理システムによるトレーサビリティ確立、在庫の明確化。

●複数の切断機と搬送ライン、ストッカーの連動による生産効率の向上。

●クリーンかつ安全な作業環境の実現。

●工程の一括管理が納期の平準化、短納期化に貢献。

Feature

KOIKEの誇る切断機、各種オプション、搬送装置、ストッカー、生産管理システ
ムを含むソフトウェアを組合わせることにより、お客様の目指す生産スタイルと、
スペース、御予算に合わせてオリジナルの工場（生産ライン）を構築します。

Feature

Feature

●画像を座標値化し、複数の残材をCNC切断機で一括処理。

●残材形状と位置を正確に認識し、製品のネスティングを最適化。

●歩留り向上による利益拡大、処理時間の大幅短縮を実現。

●ストッカーおよび搬送ラインとの組み合わせで、究極の生産効率を追求。

●生産管理システムとの連動により、残材から切断した製品の追跡・管理も可能に。



フロッグ制御
切断終了後、トーチ上昇しながら空送りを開始し、次のピアシン
グポイント到達前から下降を開始する機能です。

AI 輪郭制御機能
レーザマーキング、先行先焼において、プログラム上の任意の
範囲に指令する事で、高精度加工を行うAI輪郭制御を行います。

スキップ機能
切断中のタッチアラーム時に次のピアシング点へ自動的にドラ
イ運転で移動させる機能です。操作盤上の選択スイッチにより
有効/無効を選択する事ができます。

リトライ機能
自動運転中に切断アラームが発生した場合、発生場所から自動
復帰させる機能です。切断アラームが連続して発生した場合は、
スキップ機能により次の切断開始点へスキップさせることも可
能です。

レーザマーキング
酸素アシストガスまたは窒素アシストガスにより、鋼板上にレー
ザビームで鮮明なケガキ線を書く事ができます。

SUS窒素切断
窒素アシストガスにより、ステンレス鋼を高品質に切断します。

レーザＳＵＳ酸素切断
アシストガスに酸素を用いステンレス鋼を切断
します

スパイクピアシング
スパイクピアシングは、酸化反応を制御しながら高出力パルス
レーザを照射し、小さな穴を短時間で開ける、KOIKE独自の優れ
た軟鋼用ピアシング機能です。

HSQピアシング
焦点、ノズル高さ、インナーアシストガス圧を最適化する事で、よ
り小さな穴を開ける為のピアシング機能です。板厚22mmまで
の軟鋼用です。

バーニング検出
切断を監視するセンサーです。高速切断（CW切断の時）には使
用できません。操作盤の「バーニングセンサー有効」スイッチが
選択されている時にバーニングアラームが有効となります。
（検出板厚：SS400/SUS304 MAX.16mm、CO2レーザのみ
可）

スケジュール加工選択
切断、レーザマーキング、先焼き、印字等、スケジュール運転設定
時や設定後に実行有無の選択ができます。

先行焼却
先行焼却用の加工条件をご用意します。塗装された鋼板の塗装
膜や表面状態の悪い鋼板の切断性能を高める為、前もって切断
経路の表面を焼却する機能です。

切換器付CCD・ITVカメラ/モニタ機体内用
機体背面180°の範囲を専用モニタで映像確認でき安全性が向
上します。

プッシュエア/排気ファン(FIBERLASERのみ）
切断機に、ヒュームを排気ファンに送り込むためのエア吐出用ノ
ズルとヒュームを機体外に排気するファンを取付けます。

ＤＶＲ機能
専用のレコーダにCCD/ITVカメラの映像を録画できます。確認
したい時間の映像を確認できます。

ファイバーレーザ専用定盤
ファイバーレーザの反射光を独自に測定しレーザ管理区域等の
設定し安全に最大限考慮した定盤を提供します。

座標回転機能
ガストーチの火口先端やレーザスポット合わせにて､鋼板の
2ヶ所の端部を入力させることにより、NC装置がレールに対
する鋼板の傾きを計算します｡計算結果によりプログラムで
指令される形状を回転することができます。

軸呼称変更
軸呼称（±X/Y）を変更します。

オプショナルブロックスキップ
操作盤のオプショナルスキップスイッチONにより、プログラム
中のスラッシュコード“/”または“/1”を先頭に含むブロックを
無視する事ができます。

スケジュール運転機能
定盤上に最大20枚までの鋼板を置き、各鋼板の位置及び長
手レールに対する角度をNC装置に記憶させておくことにより、
自動的に順次連続して切断等の部材加工処理を行うことがで
きます。

ミラーイメージ機能
ミラーイメージ機能が有効な時、プログラム指令に対し横軸
の動きが反対になります。

マニュアルアブソリュート
アブソリュート指令の場合、手動運転による移動量をCNCが
扱う座標値に加算するかしないかを選択する機能です。

KFCNC稼動集計機能
本機能は切断酸素、予熱、マーキングパウダー、プラズマアー
ク、マーキング予熱等の信号を検出し、稼動時間を計測しネッ
トワークを通して上位コンピュータに集計データとして送りま
す。また画面操作により上記信号の状態をCNC画面上に表示
します。

パターン入力機能
NC内蔵のパターン形状により切断することが出来ます。

溶射マーキング装置（白）
亜鉛パウダー使用による白色溶射ラインマーキング装置です。
線幅は、定常走行時で1.2mm以内となります。

溶射マーキング装置（青・赤・黄）
顔料を含むガラス粒子を溶着させるラインマーキング装置です。
青・赤・黄の3色から選択頂けます。

ペンマーキング装置
マジックペンによるラインマーキング装置です。

インクジェットマーカー
インクジェットプリンタを使用した、線幅約0.5mmの罫書き線
と異なるサイズの様々な文字を最高20m/minの速度で鮮明
に書く事のできる装置です。マーキング色は、白・黒・青・緑・
黄・赤の6色から選択できます。

ドット印字マーカー
ペイントを吐出する複数の穴をON/OFF制御する事で文字
を形成するドット印字装置です。

ドットラインマーカー
線幅約1mmのドットラインが書けます。WBタイプなら青/白
の2色切換えが可能です。

パレットチェンジャー
パレットチェンジャーがあれば、切断終了後、待機パレットを切
断ステージに送り込み、即座に次の切断に移る事ができます。
ナビゲーションカメラと組み合わせたり、ストッカーと連動さ
せる事で更に自動化を促進し、切断機の稼働率を最大限高め
る事ができます。

ストッカー
鋼板や残材を配置したパレットを収納する階層式の棚です。
パレットチェンジャーと組み合わせ、随時切断ステージにパ
レットを送り込み、多数の鋼板の切断工程を自動化及びスケ
ジュール化する事が可能です。

ハウジング
遮光・防音・防塵など、作業環境向上を目的とした切断エリアを
覆う為のハウジングです。お客様のご要望と対象機により、最
適な構造をご提案します。

ECO BOX
集塵機にECO BOXを取り付ければ、プラズマメインアーク
ON時に集塵機が起動し、メインアークOFF時には少エネ運
転に切り替わり、消費電力を削減します。

ベルトタクト集塵
切断機と連動する吸引フードが切断中のエリアを常時ピンポ
イントで集塵します。吸引フードと吸引ダクトはベルトにより連
結・密閉されています。定盤内は一定の水位保ち最適な吸引
空間とする事で、広く長い切断エリアでも最高の集塵能力を
発揮する集塵方式です。

ダンパー集塵
ドライ定盤の側壁に設けられた複数のヒューム吸引口が切断
中のエリアに合わせて開閉し、常時高い集塵能力を発揮する
集塵方式です。

プッシュファン
切断機に、ヒュームを集塵ダクトに送り込む為のファンを取付
けます。

プッシュエア
切断機に、ヒュームを集塵ダクトに送り込む為のエア吐出用ノ
ズルを取付けます。

エアコンプレッサ
必要流量に合わせ機種を選定します。

昇圧機
SUS窒素切断において厚板領域を切断する場合、
高圧ガスを使用します。 ガス昇圧用の装置です。

Ｋｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
稼働状況・実績、保守等が事務所PCで管理できます。

テレコムシステム
アラーム等発生した際、指定の連絡先へ電話回線を用いて通
報します。電話回線はお客様の所掌となります。

自動プログラミングシステム
KAP8030N
KOIKEのガス・プラズマ・レーザ切断の豊富な経験を基に、切
断のノウハウを注入し自社開発した自動プログラミングシス
テムです。

ＴＰＳ
Transformer Production System
ストッカー、パレットチェンジャー、搬送装置等を自由に組み合
わせたシステムを提案します。
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スクラップ切断器
切断機の機上配管にガス取出口を設け、スキルカット250等
の手切りトーチを装備します。

清掃用エアガン
切断機上に清掃用エアガン及びハンガーを設けます。

多点式リモートコントローラー
無線電波を利用して、JOG送り、トーチ上下、スタート、ストッ
プ、逆行等の遠隔操作行うことができるリモコンを設けます。

照明灯
200Wのアイランプを2灯、架構下部に取り付けます。

寒冷地仕様
操作盤及び制御盤にヒーターを搭載します。

機体間衝突防止機能（前側・後側）
同一レール上に他機と乗り入れる場合､相互衝突防止の為の
センサーを取り付けます｡本センサーが作動すると､機体は停
止します｡

レールエアブロー
レール上に積もった塵埃・鉄粉等をローラーの前後でエアに
て吹き飛ばす装置です。

レールエアブロー電磁弁
電磁弁制御により長手駆動装置と連動してエアを噴出します。

レールワイパーブラシ
レール上面の粉塵等をモータで回転するブラシにより除去す
るものです。機体が長手方向に動かない場合は、モータは回
転しません。

点滅警告灯
3段式のLED灯にて、アラーム（赤）、電源投入（黄色）、自動運
転中（緑）を表示します。

光電管式安全装置
機体正面および背面に光電管式安全装置を各1組取り付けま
す。光電管が遮光されるとアラームとなり機体は一時停止しま
す。

ワイヤー式侵入防止装置
機体正面及び背面にワイヤー式安全装置を各1組取り付けま
す｡ワイヤーが引っ張られると、アラームとなり機体は一時停
止し、ブザー警報します。

テープスイッチ
機体前後の最突出隅部にテープ式タッチスイッチを取り付け
ます。本スイッチが押された場合、機体は非常停止し、ブザー
警報します。

機体流体遮断弁
機体上に流体電磁弁を設置し、NCアラーム及び圧力低下時、
電磁弁を閉じて流体を止めます。

稼働時間計
操作盤に切断酸素の使用時間を表示できる計器を設けます。

リモコン操作盤
簡易的な操作をリモコンで実行できます。

ライトカーテン
機体正面および背面にライトカーテンを各１組取り付けます。
ライトカーテンが遮光されるとアラームとなり、
機体は一時停止します。やむを得ず作業エリア内に入る場合
には、正面側のみ一時的に無効にすることが可能です。

長手ピニオンブラシ
長手駆動装置のピニオン歯車をモータで回転するブラシによ
り清掃するものです。長手駆動装置と連動します。

ＫＡＰＣＮＣ機能
KAPシステムをCNC上にインストールが可能です。

厚物切断対応
厚物切断における防熱対策として下記のユニットを変更します。
・機体サドルを高サドルタイプとします。
・架構下面・サドル側面・操作盤側面に防熱板を取付けます。
・軸流ファンを架構下面と防熱板の間に取り付けます。
・ガス操作盤を大流量型に、機上配管をループ型に変更します。
・分配ホースを耐熱ホースとします。

厚板ピアシング
切断開始時の切断酸素の噴出圧力とトーチ高さを自動調整・最
適化する事により、通常25mmまでの孔空け能力に対し、最大
100mmまでの孔空けを安全かつ確実に行う事ができるように
なります。

クイックトーチ
ワンタッチで火口の交換を可能にしたトーチです。標準トーチと
FP-Cトーチが対応しています。

Hi-Low調整器
標準型のガス調整器ユニットに、ピアシング時の予熱時間を短
縮するHigh-Low切換え機能が付加されたものです。

電動上下装置(HDH)
プログラム指令または操作盤スイッチにより、トーチの上昇、下降
操作が可能です。上下ストロークは100mmです。上下速度は
870mm/min(60Hzの場合)または720mm/min(50Hzの場
合)です。

トーチ前後調整装置
鋼板の端面に火口を合わせる時にトーチを前後にハンドルで調
整することができます。前後調整ストロークは50mmです。角
バータイプの場合、トーチ最小間隔は125mmとなります。

散水装置(リング式)
切断酸素と連動して散水用電磁弁が開閉し、切断中、火口の周
りに散水し鋼板の冷却を行います。

自動点火装置
プログラム指令または操作盤のスイッチにより切断トーチ及び
マーキングトーチを自動着火させる装置です。ガスの種類に
よって使用する自動点火装置の形式が変わりますので、ガスの
種類の確認が必要です。

キャパシタンスセンサー
静電容量方式による鋼板表面の検知センサーで、電動上下装置
に取り付け、火口と鋼板間の距離を一定に保つ装置です。

角バー
キャリッジに取付けられた角バーは、トーチユニットを多数保持
でき、左右に移行させる為のガイドとなるトーチ連結方式です。

スチールベルト
横ストローク方向に回転するスチールベルトに複数のトーチユ
ニットをクランプし、クランプする方向により同形切断、対称切
断が可能なトーチ連結方式です。

トーチ選択Ⅰ
操作盤上の選択スイッチにより､切断酸素、電動上下装置の動
作を規制します｡選択されたトーチのみ､これらの動作を行なえ
ます｡

トーチ選択Ⅱ
操作盤上の選択スイッチにより､予熱酸素、予熱ガス、点火、散
水の動作を規制します。選択されたトーチのみ､これらの動作を
行なえます。

標準トーチ（300L/400L/500L）
板厚150mmまでのチップミキシングガス切断トーチです。
切断板厚と機体構造に応じて300mm/400mm/500mmの
異なる長さをラインナップしています。

FP-Cトーチ
板厚250mmまで切断可能なチップミキシングガス切断トーチ
です。

6023トーチ
板厚350mmまで切断可能なチップミキシングガス切断トーチ
です。

EPOCH 300
板厚300mmまで切断可能なアウトミキシングガス切断トーチ
板厚300です。耐熱性、逆火性に優れています。

EPOCH 600
板厚600mmまで切断可能なアウトミキシングガス切断トーチ
です。耐熱性、逆火性に優れています。

トーチリリース機構（マグネット式）
プラズマトーチが鋼板等に衝突するなどしてトーチホルダーか
らはずれた事を検知し機体を停止させる機能です。

プラズマ電極寿命予知装置
プラズマ切断の時間およびピアシング回数を積算計測して、電
極の残寿命を%（パーセント）表示します。

プラズマ電極寿命検知装置（Dr.ElecⅤ）
プラズマ電極の破壊・使用状況をモニタし検知する機能です。

初期高さ設定装置（IHS）
トーチまたは専用プローブが鋼板に接触する事により、初期高
さ設定を行います。（トーチ接触式/エアシリンダ式）

スパッタ付着防止剤噴霧装置
小円、小物などを切断する時に問題となるピアシング時のス
パッタの付着を防止する為、ピアシング前に鋼板上のピアシン
グ位置周辺へスパッタ付着防止剤を噴霧する装置です。

プラズマアーク遮光カーテン
プラズマトーチ周辺に遮光カーテンを設け、外部にプラズマ切
断時のアークが漏れるのを防止します。

プラズママーキング
プラズマアークにより鋼板上にケガキ線を書く事ができます。

機能／オプション一覧

汎用 ガス切断 ガス切断トーチ

プラズマ

レーザ C N C 切断定盤・集塵機・付帯設備

マーキング
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本社 〒130-0012 東京都墨田区太平2-10-10
                               ユナイトビル錦糸町　（☎03-3624-3111）
東京支店（☎03-3685-1333） 大阪支店（☎06-6933-5661） 
名古屋支店（☎052-872-2811） 中国支店（☎0848-40-0380）
九州支店（☎093-561-7686） 城北支店（☎048-222-5121） 
千葉支店（☎0436-41-1311） 京浜支店（☎045-345-8341）
北関東支店（☎0270-32-2060） 札幌営業所（☎011-822-2901） 
東北営業所（☎022-259-4725） 茨城営業所（☎0294-33-9606）
宇都宮営業所（☎0296-54-6961） 総武営業所（☎047-491-4561）
東関東営業所（☎0478-78-4311） 埼玉営業所（☎049-224-9051） 
西関東営業所（☎042-777-1710） 長野営業所（☎0263-25-0820） 
静岡営業所（☎054-282-0156） 神戸営業所（☎0794-54-3321）
広島営業所（☎082-293-1133） 四国営業所（☎0877-46-0555） 
長崎営業所（☎095-824-8993） 熊本出張所（☎0968-65-7001）

KOIKEの他シリーズもご用命ください。詳細はカタログやWEBでご案内しています。 お客様の切断機の安定稼働を、
万全のサポート体制で
バックアップします。

溶接機
溶接治具
溶接台車

Welding Series 溶接シリーズ 

吹管
火口
調整器
安全器・継手

www.koike-japan.com
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小池酸素工業製品の据え付け工事、アフターサービス、定期点検、
機械整備等の保守サービスは株式会社コイケテックにて承ります。
国内に構える7か所の事業所と各地のサービスネットワークを通
じて、全国のお客様を迅速・的確にサポートします。

東京事業所（☎043-226-5558） 名古屋事業所（☎052-872-2811）
大阪事業所（☎06-6931-7241） 四国事業所（☎0877-46-0600） 
中国事業所（☎0848-40-0380） 九州事業所（☎093-583-1288）
長崎事業所（☎0958-24-8992）

TOKYO

KITAKANTO

CHIBA

JOHOKU

NAGOYA

OSAKACHUGOKU

支店
営業所
コイケテック

KYUSHU
KEIHIN

営業サポート

メンテナンスサポート

技術サポート

Portable Cutting Machines ポータブル切断機

Gas Apparatus ガス機器

自動直線切断機
半自動万能トーチ
半自動切断機
自動型切断機
自動円切断機
パイプ切断機
特殊機

KOIKEテクノセンター
〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台1-9-3  
グローバル販売部（☎043-239-2140）


