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ダイヤモンド工具の
新たなステージを切り開くレーザ加工

Benefit

ROLLOMATIC
レーザ加工機

最適化された
レーザパラメータ

を内蔵

高能率のパスで
加工時間を
短縮

多様な
加工に応える
柔軟性

ロロマティック社は精密工具を製造

する工具研削盤を提供し、自動車、

航空宇宙、金型、医療、エレクトロニ

クスといった幅広い産業を支えてき

ました。これまで培った工具加工の

ノウハウと最適なレーザの融合がダ

イヤモンド工具加工の新たなステー

ジを切り開きます。

LaserSmart 510 femto



超硬

LaserSmart SERIES

加工径　　：φ0.1～85mm
最大加工長：L120 mm
加工材質　：超硬、CBN、各種ダイヤモンド、セラミックス、サファイア等
工具タイプ：シャンク・インサート、又はHSKホルダ

卓越した面粗さ、極小径、PCDソリッド、
セラミックス素材向けハイエンド機

LaserSmart 510 femto

加工径　　：φ0.5～85mm
最大加工長：L120 mm
加工材質　：超硬、CBN・各種ダイヤモンド
工具タイプ：シャンク・インサート、又はHSKホルダ

多様なダイヤモンド工具の加工に応える
スタンダード機

LaserSmart 510 

加工径　　：φ2.0～350mm
最大加工長：L350 mm
加工材質　：超硬、CBN、各種ダイヤモンド
工具タイプ：HSKホルダ

φ350×L350mmのロウ付け工具に対応する
大サイズ向け加工機

LaserSmart 810XL 

PCD
LaserSmart 510 femto

セラミックス CBN



最適化されたレーザを内蔵
加工用ソフトウェアにはロロマティック社が培った最適化されたレーザパラメータが搭載されて
います。超硬付きPCDの加工、刃先Rの鋭角・鈍角な加工、厳しい面粗さが求められるチップブ
レーカのレーザパラメータも組み込まれています。レーザのノウハウ不要で、より簡単に精密なダ
イヤモンド工具を製造できます。

多様なダイヤモンド工具をワンクランプ全加工
工程を分けることなく、ワンクランプでブランクから刃付けの工程まで網羅します。総形工具の
輪郭形状加工、シャープ及び丸ホーニングの刃先加工、チップブレーカ加工、円筒加工、ドリルや
リーマの丸ランドのマージン加工に対応します。

オフセット加工による効率的な切り離し
ワイヤ放電のように、効率的なオフセット加工による切り離し加工ができます。厳密なブランクの
取り代管理が不要となり、取り代の大きいPCDチップの粗加工に効果を発揮します。

オフセット量大

チップブレーカ マージン付き工具

製品形状オフセット量小

主な特長

刃先R0.001mm 刃先R0.02mm 刃先R0.05mm

シャンク・インサートとHSK仕様の選択
LaserSmart 510 femto / 510はシャンク・インサートとHSKホルダの
2種類の仕様から選択ができます。シャンクとインサート仕様は互換性があ
り、ロボットフィンガの交換は僅か数秒で済み、ワークヘッドの交換は約5分
で完了します。LaserSmart 810XLはHSKホルダ仕様のみ対応します。

加工プログラムの自動作成機能
複雑形状のロウ付け工具の加工プログラムをわずか数分で完了
します。DXF形式の刃形状データと3Dの工具データをインポー
トし、数回のマウスクリックで加工及び測定プロービング用の
データを自動作成します。

ダイヤモンド皮膜の高精度微細加工
CVDダイヤモンド皮膜を機内で精密測定し、刃先形状に沿って
皮膜を均一に数ミクロン除去することが可能です。すくい面、逃
げ面等の加工箇所は任意に選択が可能で、コーティングで鈍く
なった刃先を鋭角にすることができます。

刃先R = 20μm 刃先R = 1μm加工前 加工後

複数の機械を一元管理し稼働状況を見える化
設備稼働監視システムのRmonitorは、ロロマティック機をネットワーク上で一元管理し、加工数、サイクル終了時
間の確認、統計データ、機械稼働率、アラーム履歴、加工パラメータ等の生産状況をモニタリングします。実績収集
ソフト接続用Rconnectは、信頼性の高いOPC-UAインターフェースにより、製造管理システムMESや企業基幹シ
ステムERPネットワークへ接続し、ロロマティック機以外の工場設備と合わせた一元管理にも対応します。

PCDソリッドの接合部も滑らかに加工
PCDソリッドのブランク用円筒加工、各種エンドミル・ドリルの全加工に対
応し、PCDと超硬の接合部の滑らかな加工が可能です。標準的なドリルであ
れば、諸元を入力することで、加工用プログラムが自動で作成される機能が
内蔵されています。LaserSmart 510 femto / 510の専用オプションです。

3D
データ

DXF
データ

工具データ
自動作成

加工・測定
データ

自動作成

加工データ
の

エクスポート

インポート

CBNチップ幅3mm 円筒加工＋超硬ネック加工 刃付け加工φ１×L3mm



SmartFluting
ソリッド加工
ブランク用の円筒加工を含む各種
エンドミル・ドリルの全加工に対
応し、標準的なドリルの自動加工
用プログラム作成機能付き。
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機種 LaserSmart 510 femto LaserSmart 510 LaserSmart 810XL

加工サイズ

PCDチップ φ2-85mm φ2-85mm φ2-300mm
PCDソリッド φ0.1-85mm φ0.5-85mm ×
ダイヤモンド皮膜 φ1-5mm φ1-5mm ×
シャンク <φ32×L120mm ×
インサート 内接円<φ31.75mm、<厚さ9.52mm ×
HSK63 A/C/E/F（オプション） <φ85×L120mm <φ300×L350mm

レーザ安全基準 Class 2M （EN/IEC60825-1 2014）

ローダシステム

Fanuc Robot
工具1本あたり最大質量

（着脱時2本保持の場合）
2.5kg

（1.25kg）
15kg
(－)

最大工具長 190mm、220mm(＜φ12)、280mm(マニュアル) 350mm

カセット仕様 最大工具搭載本数 1,000 ×
対象シャンクサイズ φ2.0-32.0mm ×

インサート仕様 最大工具搭載個数 450 ×
対象インサートサイズ 内接円φ6.35-31.75mm、厚さ1.39-9.52mm ×

HSK63仕様 最大工具搭載本数 17 30 x Ø85 又は 7 x Ø300
対象シャンクサイズ <φ85×<L190mm* <φ300mm×<L350mm*

ソフトウェア
機能

SmartProgramGenerator(データ自動作成)** 〇
SmartAblation(チップブレーカ・ネガ加工) 〇
SmartFluting(ソリッド加工) ◎ 〇 ×
SmartSharpening(ダイヤモンド皮膜加工) 〇 ×
インプロセスレーザ計測 × × 〇

加工材質

超硬 ◎ 〇
CBN 〇 〇
各種ダイヤモンド 〇 〇
各種セラミックス 〇 ×

動作環境
設置場所 直射日光避け、ダスト及びオイルミストフリー
温度/湿度 20-26度 / <75％
推奨日較差 ±3度

サイズ及び
ユーティリティ

サイズ（mm） L1,600×D2,360×H2,151 L2,145×D2,650×H2,200
質量（kg） 3,200 8,000
電源 3×200V、5kW 3×400V、10kW
エアー 0.6Mpa、100ℓ/min

*HSK 端面より　** ロウ付け工具対象　　仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ロロマティック ダイヤモンド工具レーザ加工機
LaserSmart 510 femto/LaserSmart 510/810XL

ソフトウェアオプション

寸法（mm）

仕様

Smart Programming Generator
加工プログラム自動作成
DXF・3Dデータをインポートし、
加工プログラムをわずか数分で
自動作成。

SmartSharpening
CVDダイヤモンド皮膜加工
ダイヤモンドコートされた工具を機内測定
し、複雑な刃形状に沿って、皮膜を数ミク
ロン除去する機能。

SmartAblation
チップブレーカ・ネガ加工
３次元形状のチップブレーカ
やネガティブすくい角加工用
パス作成機能。

LaserSmart 810XL * 右側面レーザ光源は除く LaserSmart 510 femto* / 510 

加工・測定データ自動作成工具データインポート


