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Benefit

INDEX
複合加工機

C200

高能率粗加工
深い切込み

高速動作を実現する
タレットスライド

両主軸に
アプローチする
タレットの最大3箇所
同時加工

Y軸搭載
上下タレットと
豊富な工具本数で
複雑形状に対応

平面プレート型キネマティック
スライドが実現する圧倒的な
加工時間の短縮
複雑部品の高速加工を追求したタレット式複合加工機です。刃物台の軸を重ねずに、

XとZの2軸を平面のプレート型キネマティックスライドに集約。タレットヘッドとスライド

間距離を抑え、コンパクトな空間に3軸動作を実現し、動的性能を高めました。高出力

の両主軸、そして卓越した同時加工能力がサイクルタイムを驚異的に短縮します。
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プレート型キネマティックスライドが
もたらすタレットの優れた動的機能
上下2タレットのXとZの2軸を、平面のプレー
ト型シングルスライドに集約しました。2軸のス
ライド構造と比較し、タレットヘッドとリニアガ
イドの距離を通常の半分の400mmに抑え、約
180kgの質量を軽減することに成功しました。

両主軸の優れた旋削能力で
高速加工を実現
主軸の出力は１秒あたりに削られる切りくずの
量と比例します。6インチクラスの主軸出力が
15kW未満のことが多い中、主軸と背面主軸は
最高出力40kWです。同サイズの国産複合加工
機の主軸と比較し、約3倍の切りくず量を生成す
る旋削能力があります。

対向2主軸
最大旋削長400mm
バー材最大加工径φ42mm(Siemens/Fanuc)
主軸端面間距離675mm
チャックサイズ110mm(4インチ)

高負荷の深い切込みでも
びびり振動を抑制
キネマティックスライドは、切込み深さが大き
い高負荷加工でも、びびり振動を抑制し、工具
寿命を30％向上させます。高耐食ステンレスス
チール鋼(SUS316L)の粗旋削加工で、切込み
量ap=6mmの高能率粗加工を可能とし、快削
鋼では上下のタレットによるオフセット加工で、
片側切り込み2mm(送り速度0.28mm/rev)
が可能です。

主な特長C SERIES

対向2主軸
最大旋削長550mm
バー材最大加工径φ90mm(Siemens)/φ65mm(Fanuc)
主軸端面間距離890mm
チャックサイズ160mm(6インチ)

C200

C100



材料：真鍮
バー材
サイズ：φ24×L43mm
加工時間：45秒（Cシリーズ）
　　　　  160秒（2タレット）
　　　　  280秒（1タレット）

材料：ステンレススチール
バー材
サイズ：φ42×L52mm
加工時間：216秒（Cシリーズ）
　　　　  480秒（2タレット）
　　　　  660秒（1タレット）

卓越した個別制御の同時加工能力で
加工時間を最大1/6に短縮
主軸側だけの加工を担う下部タレットの機械が多い中、イン
デックス社の複合加工機は、背面側でも加工ができるように設
計され、個別制御の３箇所同時加工が可能です。1タレットと2タ
レット仕様の機械と比較し、3タレットのCシリーズの場合、同時
加工を最大限活用し、サイクルタイムを最大1/6に短縮します。

短時間の着脱と再現性に優れるインタフェースで
機械のダウンタイムを削減
インデックス社特許のクイックチェンジ・システムにより、ツールホルダ
はタレットヘッドのW溝基準で、高い再現性をもって位置決めされま
す。 ホルダはたった１本のボルトで固定できるため、僅か30秒ほどで
交換でき、機外でプリセットした刃物の情報を利用し、直ちに生産に移
行できます。

複雑形状に対応するY軸搭載上下タレットと
豊富な回転工具搭載本数
上下の2タレットに標準でY軸を搭載しています。フライス加工に
不可欠なY軸を付加することで、複雑形状への対応力が格段に
向上します。タレットには回転工具14本、3タレットで合計42本
の回転工具に対応し、充実した工具搭載本数が複雑形状の加
工をアシストします。

変種変量生産に柔軟に応えるソフトウェアで
事前にプログラムを最適化
プログラム兼シミュレーションソフトウェアVirtual Machineにより、
機上の操作画面と全く同じ画面を機外のパソコンで再現できます。両
主軸のサイクルタイム平均化、同時加工の追求に加え、干渉チェックで
は透過機能を用いて内部加工も細部にわたり確認可能です。最適化し
たプログラムを直ちに加工機に展開することができ、変種変量生産へ
の柔軟性を高めています。

両主軸の加工を担うY軸搭載下部タレット

主軸と背面主軸

工具ホルダ接触面

タレット

Cシリーズ
両主軸仕様

主軸 背面主軸

出力
[kW]

回転数
[min-1]

出力
[kW]

回転数
[min-1]

C100 29 7,000 19 7,000

C200
32 6,000 32 6,000

40 3,500 40 3,500

材料：アルミ合金
バー材
サイズ：φ39×L60mm
加工時間：64秒（Cシリーズ）
　　　　  300秒（2タレット）
　　　　  420秒（1タレット）
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加工事例

*VDIシャンク規格　　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。

機種 C200
コントローラ SIEMENS S840Dsl FANUC31i-B
最大加工長さ 550mm
バー材最大加工径 65mm 90mm 65mm
チャックサイズ 160mm(6"）
主軸 タイプ 対向2主軸

回転数 6,000min-1 3,500min-1 6,000min-1

出力(100%/40%) 31.5/32kW 29/40kW 20/24kW
トルク(100%/40%) 125/170Nm 142/170Nm 125/170Nm

背面主軸 回転数 6,000min-1 3,500min-1 6,000min-1

出力(100%/40%) 20/24kW 23/31kW 31/32kW
トルク(100%/40%) 135/190Nm 116/155Nm 135/190Nm

刃物台 上部左 移動量 X/Z/Y 110/320/100mm
下部 移動量 X/Z/Y 110/550/100mm
上部右（オプション） 移動量 X 180mm
工具本数/径* 14/φ25mm、又は10/φ30mm

インデックス タレット型複合加工機
C100/200

*バー材から全加工

2022.06

C100
材質：ステンレス鋼
サイズ：φ40×L60mm
加工時間：120秒

C100
材質：真鍮
サイズ：φ29×L85mm
加工時間：155秒*

C100
材質：ステンレス鋼
サイズ：φ27.5×L43mm
加工時間：102秒*

C200
材質：ステンレス鋼
サイズ：φ60.5×L31.5mm
加工時間：184秒

C200
材質：ステンレス鋼
サイズ：φ30×L200mm
加工時間：212秒*

C200
材質：ステンレス鋼
サイズ：φ62×L246mm
加工時間：28分*

*VDIシャンク規格　　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。

機種 C100
コントローラ SIEMENS S840Dsl FANUC31i-B
最大加工長さ 400mm
バー材最大加工径 42mm
チャックサイズ 110mm(4"）
主軸 タイプ 対向2主軸

回転数 7,000min-1

出力(100%/40%) 25/29kW
トルク(100%/40%) 49/65Nm

背面主軸 回転数 7,000min-1

出力(100%/40%) 16/19kW
トルク(100%/40%) 32/43Nm

刃物台 上部左 移動量 X/Z/Y 70/250/70mm
下部 移動量 X/Z/Y 70/400/70mm
上部右（オプション） 移動量 X 125mm
工具本数/径* 14/φ20mm、又は10/φ25mm

仕様
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