
２軸制御平面研削盤
2-axes control surface grinding machine

F-515CNC-FIVE
F-524CNC-FIVE

ユーザー様の声を基に
◦�『低価格でのNC機』との要望をコンセプトに
　設計・開発された廉価版NC研削盤。
◦�従来機通りの使い勝手。
◦�鋳物は国産特殊鋳物を使用。
◦�各摺動面はニッコーこだわりのキサゲ仕上げで、
　一切妥協せず丁寧な仕上がりとなっています。
◦�NC制御ユニットはMITSUBISHI製とFANUC製
の選択が可能。

Based on the users' voice.
◦�The low price edition NC grinding machine 

developed on the concept of request with 
"low-price NC machine".
◦�Usability same as conventional machine.
◦�A iron casting uses a special iron casting 

made in Japan.
◦�NICCO‘S committed to Hand Scraper 

surface finish of the sliding surface.
　�Sliding surface becomes the careful finish 

without compromising entirely.
◦�Select NC unit.(MITSUBISHI type or FANUC 

type)

（写真は一部オプションを含みます）
（Options are included in this picture.)

一体型集中操作盤
Integrated intensive control panel

MITSUBISHI type FANUC type

Select



F-515＆F-524CNC-FIVE　機械仕様　Mechanical Specifications
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単 位 Unit F-515CNC-FIVE F-524CNC-FIVE

C
apacity

能
力
・
容
量

テーブル作業面の大きさ
Table working area mm 450×170 450×200

テーブル移動量（左右）
Max. Table longitudinal movement (Right / Left) mm 520

テーブル移動量（前後）
Max. Table crosswise movement (Back / Forward) mm 180 220

テーブル上面より砥石軸中心までの距離
Spindle-center height from tabletop mm 400 370

加工物最大重量（チャック含む）　
Max. Work weight (Include chuck) kg 80

Table

テ
ー
ブ
ル

テーブルの大きさ
Tabletop dimension mm 600×140 600×200

Ｔ溝（呼び寸法×列数）
T-slot (Nominal width × Number of row) mm×N 12　×　１

左右送り速度(油圧)
Longitudinal (right/left)-feed speed (Hydraulic) m/min 0.1～18

左右ハンドル１回転送り量
Longitudinal (right/left)-feed travel per
revolution of handle

mm 95

前後送り速度
Cross-feed speed mm/min 1～2000

前後ハンドル１回転送り量
Cross-feed travel per revolution of handle mm 0.01／0.1／1.0／5.0

前後ハンドル１目盛送り量
Cross-feed travel per scale of handle mm 0.0001／0.001／0.01／0.05

前後自動最小設定単位
Min.Automatic cross-feed travel mm 0.0001

U
p/D

ow
n m

otion

上
下

上下送り速度
Fast vertical-feed speed mm/min 1～2000

上下ハンドル1回転送り量
Vertical-feed travel per revolution of handle mm 0.01／0.1／1.0

上下ハンドル1目盛送り量
Vertical-feed travel per scale of handle mm 0.0001／0.001／0.01

上下自動最小設定単位
Mｉｎ.Automatic cutting up down-feed setting unit mm 0.0001

Grinding wheel

砥
石

砥石の大きさ（外径×幅×内径）
Wheel size (Outer dia.×Width×Inner dia.) mm 205×6～32×31.75

回転数
Spindle revolution per min rpm 500～3600

M
otor

モ
ー
タ

砥石軸
Grinding spindle KW-P 1.5　－　2 2.2　－　2

油圧ポンプ
Hydraulic pump KW-P 0.75　－　4

前後送り
Table cross-feed KW 0.75

上下送り
Grinding spindle vertical-feed KW 0.75

O
verall dim

ension of 
the m

achine

機
械
の
大
き
さ

機械の高さ
Height mm 2200

正味重量
Net weight kg 1600 1800

所要床面積
Floorspace requirements mm 2210×1600 2210×1650

Ｎ
Ｃ

ＮＣ装置
NC unit － MITSUBISHI

制御軸
Control axis － Y軸(上下)　Ｚ軸(前後)

Ｙ-axis(vertical) Z-axis(cross-wise)

 標準附属品　Standard accessories

ＮＣ装置　ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ　Ｍ７０
ＮＣ unit ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ　Ｍ７０

1式
1Set

電磁チャック電圧調整器及び
自動コントレーター
Magnetic chuck auto regulator and
automatic contorator

1式

1Set

主軸インバーター
Spindle inverter

1式
1Set

独立式上下・前後擬似ハンドル
Independent type vertical/cross-feed
para-handle

1式
1Set

水冷平型電磁チャック　
ピッチ 2+8
Water-cooled Magnetic chuck(Flat type)
Pitch 2+8

1式

1Set

循環冷却装置(セパレータ無)
Circulanr water cooling device
 (Without separator)

1式
1Set

自動補正ドレッサー
Automatic revision dresser

1式
1Set

 特別附属品　Optional accessories

砥石バランシング装置及びマンドレル
Wheel balancing stand and mandrel

1式
1Set

ウィークリータイマー
Weekly timer

1式
1Set

夜間作業終了電源遮断装置
Machine power shut off device for 
night work completion

1式
1Set

湿式吸塵装置
Wet　ｖacuum  device

1式
1Set


