経済的な回転が有望。
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スイス製ターンテーブル技術

1974年から
pL LEHMANNは中堅企業であり、40年以上にわたって
ターンテーブルを専門にしています－現在では25か国
で展開しています（本カタログの裏面を参照）。
当社は典型的なスイスの価値観を受け継いでいます。
+ 製品品質
+ 優れた技術
+ イノベーションと柔軟性
+ 長期的で堅実な経営方針
他のカタログ
CNC Rotary Tables – Edition 3
Headquarters

Representatives / Agencies

PETER LEHMANN AG
CH-3552 Bärau
Phone +41 (0)34 409 66 66
Fax
+41 (0)34 409 66 00
pls@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

Europe
– Austria
– Benelux
– Czech Republic (vacant)
– Finland
– France
– Germany
– Hungary (vacant)
– Italy
– Norway
– Poland
– Portugal
– Russia
– Slovenia
– Spain
– Sweden
– Turkey
– UK

CNC Rotary Tables – Edition 3

NEW
America
– Brazil
– Canada
– Mexico
– USA

Africa
– South Africa

Focus
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Backlash-free, high-speed,
with sensors – thanks
to -iBox ready for real
industry 4.0
direct sales partner

Backlash-free, high-speed, with sensors –
thanks to -iBox ready for real industry 4.0

pL Solutions® partner

More information (address, telephone number...) at www.lehmann-rotary-tables.com

value added reseller & partner
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製品とファクト

2

メインカタログ

弊社はあらゆる種類の無駄を避けるために、弊社自身、
弊社組織、リソース、パートナーシップを調整し、リー
ンビジネスシステムで活動しています。その結果、弊社
は環境と貴重な資源の保護に大きく貢献します。当社
は、生産技術における長期的で持続可能かつ革新的な基
準を設定することを目標に掲げました。「短期的には面
白くても、長期的に間違っているものは切り捨てる」と
いう原則に基づいて、謙虚に信頼性高く行動します。
pL LEHMANNのCNCターンテーブル－本物のスイスクオリ
ティ

Main
catalog
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Headquarters

NEW

Asia
– China
– India
– Japan
– Malaysia
– Singapore
– South Korea
– Taiwan
– Thailand
– Vietnam

1974年以来のスイス製ターンテーブル
革新的なCNC回転軸は、標準化されたモジュラーシステ
ムで構成されており、弊社は機械加工製造業界において
小型から中型のワークピースサイズを経済的に生産する
ための国際的な要件を満たすよう努めています。

サービス – ライフサ
イクル

ら

経済的な生産－お客様を支援します。
pL LEHMANNのCNCターンテーブルを装備した工作機械は、例えば自動車産業、航空宇宙産業、時計
産業、医療および歯科技術、また一般適な機械製造および工具製造に必要とされる多種多様なワーク
ピースを加工するための理想的な条件を提供します。
このpL LEHMANNターンテーブルは、通常、マシニングセンタ、研削盤、放電加工機、測定機、彫刻
機、レーザ加工機に組み込まれたCNC制御の回転軸です。
いわゆる「装着ターンテーブル」あるいは「on topターンテーブル」により、安価な標準工作機械
を強力な生産システムへアップグレードすることができます。ユーザーは自身の生産システムを新
しい要求に簡単に合わせながらも、同時に迅速かつコスト効率よく変更に対応できます。真正のlean
production。

内容
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自動車

トラック

Automotive

Automotive

自動車、トラック、建設用機械および
農業用機械
変速機

モーター

操縦

足回り

ブレーキシステム

噴射システム

ステアリングピニオン

ディーゼル用噴射
ポンプ

一般的なCNC機械の断面
クラウンホイール

油圧マニホールド
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製品要求
シリーズおよび量産
単価、リードタイム、可用性は大きな挑戦です。長期間にわたる精度と24時間の運転が
前提となります。必要に応じてユニットを完全に交換することにより、中断時間を最小
限に抑える必要があります。
より一層短かくなる納期のために、アプリケーションエンジニアが目標をしっかり定め
て組み合わせることができる標準コンポーネント（機械、ターンテーブル、クランプ装
置、オートメーション等）が必要となります。これにより、サービスが簡易化され、促
進されます。
様々な機械の多数のアプリケーションが、pL LEHMANN internationalのCNCターンテー
ブルにより毎日過酷な環境で使用されています。

5

Automotive

pL LEHMANNによるソリューション

BrotherのEA-510

DMG MilltapのT1-507510

BrotherのEA-510

BrotherのT3-510520

BrotherのT1-507510

ToyodaのT1-520520

適切なワークのクランプ

ロータリートランスファーマシンの
装置－ソース：EROWA

パワーチャックと中央スパナー付き
のターンテーブル－ソース：EROWA

rotoFIXの噴射ポンプ部品－ソー
ス；pL LEHMANN

複数のクランプ装置上の未知の部
品－ソース：pL LEHMANN

特殊な装置上の未知の部品－ソー
ス：pL LEHMANN

特殊な装置上の未知の部品－ソー
ス：pL LEHMANN
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関節とプレート

デンタルインプラント

Medical/De

Medical/Dental

人間／動物のためのインプラント、
手術機器
釘／ねじ

デンタルインプラント

プレート

機器の部品

関節（腰、膝）

脊柱インプラ
ント

デンタル
インプラ
ント

一般的なCNC機械の断面
膝関節イン
プラント

股関節インプラントと
プレートインプラント
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製品要求
効率およびプロセス信頼性
何年か前には、医療技術では5軸マシニングセンタが多数使用されていましたが、一部
の工場では少し前に再考が行われました。大型の5軸加工機ではなく、今日では最大3台
のコンパクトな3軸立形マシニングセンタ（主にpL LEHMANNの4軸または4/5軸搭載）
が 同じ設置面積で生産します。
その結果、直接的な投資コストだけでなく、間接的な投資コストを大幅に削減すること
ができました。つまり生産ホールを拡張することなく生産能力を大幅に増強します。
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Medical/Dental

pL LEHMANNによるソリューション

Fanuc RobodrillのTF-507510 varioX

HasegawaのTF-507510 vario

AlmacのTF-507510 vario spez

Fanuc RobodrillのT1-510520 varioX
OLL

HasegawaのEA-507

KitamuraのTF-507510 vario

適切なワークのクランプ

ソース：RÖHM

バルク材料でのプレートインプラン
ト－ソース：EROWA

ソース：SCHUNK GmbH & Co. KG

Magnum Chuckの膝インプラント－
ソース：System 3R

GPS 120の光学レンズ形式－ソー
ス：System 3R

GPS 120のデンタルインプラント－ソ
ース：System 3R
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Rolex－腕時計

顕微鏡

Watches/M

Watches/Micro Technology
時計、測定機器、アクセサリー

時計のプレート

時計のハウジングと
プレート
測定／検査機器

マイクロメカニクス 部品
時計とアクセサリー用のチェ
ーン部品

ブレスレットの部品

一般的なCNC機械の断面
時計のハウジング

時計のブリッジ
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M

製品要求
革新性とコストのプレッシャー
精密さ、革新性、そして個性が、代々時計を形作ってきました。1970年代に遅れたモ
デルと見なされたものも、今日市場で活況を呈しています。それは機械式腕時計です。
一部は天文学的な価格に達していますが、コスト意識と生産性の向上が同時に存在して
います。
新しい製品、生産方法、機械、そして可能性が常に業界に新たな課題を提示していま
す。余裕があり、長年にわたって非常に高価な生産システムに投資したならば、将来的
に現代的で効率的なソリューションが求められるでしょう。pL LEHMANNのCNCター
ンテーブルを使用した多くのアプリケーションは、これが「過去のもの」ではないこと
を証明しています。
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Watches/Micro
Technology

pL LEHMANNによるソリューション

AweaのTF-507510 fix

AlmacのTF-507510 vario spez

WilleminのTF-510520 vario spez

HaasのTF-507510 varioX

AweaのT1-520520 varioX ORR

AlmacのTF-507510 varioX

適切なワークのクランプ

ソース：RÖHM

ソース：RÖHM

ソース：RÖHM

ソース：EROWA

GPS 70のボード－ソース：System
3R

新製品：時計のプレートのための究極のク
ランプソリューション。ソース：RÖHM
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Airbus A380

ガスタービン

Aerospace

Aerospace/Turbines
飛行機、宇宙航空、タービン
（エネルギーと飛行機）
構造部品と連結部品（

インペラ

例えば取り付け部品）

Blisk

ブレード

足回り

ブレードホイール

タービンブレード

一般的なCNC機械の断面
ブレードホルダセグメント

ブレードセグメント
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製品要求
生産に要求される安全性
安全が第一です。さらに信頼性および品質が不可欠な前提条件です。航空機産業におけ
る製造プロセスがわけもなく長年にわたり開発され、最適化されているのではありませ
ん。
選抜された製造施設は最高の要求を満たさなければなりません。長年にわたり、pL
LEHMANN CNCターンテーブルは、国際的に活躍している産業企業により、例えばエン
ジン製造で使用されます。
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Aerospace/
Turbines

pL LEHMANNによるソリューション

HurcoのT1-510520 fix

BlohmのT1-520520 varioX

MikronのEA-520

BlohmのT1-410420

BlohmのT1-420420

BlohmのEA-410

適切なワークのクランプ

ブレード加工のための保持装置－ソ
ース：EROWA

ターンテーブルでの3D加工シミュレ
ーション－ソース：EROWA

ソース：SCHUNK GmbH & Co. KG

GPS 240のタービンブレード－ソー
ス：pL LEHMANN

GPS 240のタービンブレード－ソー
ス：System 3R

ドラム形状のクランプ－ソー
ス：EROWA
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オートメーション

流体技術

Mechanics

Mechanics

機械製造／プラント建設、工具／
金型製造、建設および消費財産業
機械部品

エンボスロール

切断工具

油圧／エア部品

精密金型

全ての種類の賃加工

真空ポンプのローター／
ステーター

ハウジング

一般的なCNC機械の断面
ロックシリンダー

軸受けハウジング
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製品要求
中心となるコスト圧力
消費材産業向けの機械製造またはプラント建設、工具または金型製造、建設または機械
のいずれであっても、金属切削製造はどこにおいても核となる分野です。ユーザーは、
変化する要求およびワークピースに対し、非常に柔軟に、速やかに対応しなければなら
ないことがよくあります。
このため、生産機械の評価が特に厳しくなります。表面的には、5軸機械が最良の解決
策であるように見えることもまれではありません。しかし更に詳しく見てみると、ちょ
っと違うこともよくあります。3軸の標準機械は、必要に応じて4軸または4軸/5 軸で完
成されます。
これにより、ユーザーはより柔軟になるだけでなく、さらに幅広いワークピースの範囲
を処理でき、必要なスペースも比較的少なくなり、さらに支払う費用も少なくなりま
す。pL LEHMANNによる多くのソリューションがこれを証明します。
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Mechanics

pL LEHMANNによるソリューション

HaasのTF-507510 varioX

UnitechのEA-520

DMG MilltapのEA-510

JungのEA-507

AweaのT1-510520 varioX

QuaserのT1-520520 varioX

適切なワークのクランプ

ソース：SCHUNK GmbH & Co. KG

ソース：SCHUNK GmbH & Co. KG

LANGの金型－ソース：pL LEHMANN

Macro Chuckの金型－ソー
ス：System 3R

Magnum Chuckの機械部品－ソー
ス：System 3R

複数のクランプ－ソース：EROWA
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製品＆サー

製品＆サービス
AからZまでのサービス

After Sales
+	Service points in
25 countries PTSE

Commissioning
+	Parameter lists

Sales & Post
Sales
+	Specified offers
for each machine

Pre Sales
+	First class
literature

+	Wide range of
work piece
clamping systems

+	Application
drawings 2D

+	Standardized
interfaces

+

3D models

+	Example of
applications
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+	Machine specified
commissioning
instructions
+

User manual

+

Partner Kit

+

On-site support

+	Spare parts
worldwide by
eShop
+	In-field support by
flying doctors

ー

製品範囲の部分
4軸

4+5軸

1

2

EA-510.L

EA-510.OL

3

4

7

TF-510520 TIP2c

9

8

T1-507510 TAP1

10

15
サービス

EA-520.L rotoFIX 中央

EA-520.L rotoFIX 下

T1-510520 TAP2

11

5

EA-510.L longFLEX RST

T1-510520 TOP2

13

T1-507510 TOP1

12

T1-520530 TOP3

14

6

245,868 mm

EA-510.L longFLEX GLA

T1-510520 TGR2

T1-520530 TGR3

CNCターンテーブル
15

17

M2-510.L

T2-510520 TOP2c.2
16

M3-510.L

18

T3-510520 TOP2.3
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本社

特約店 / 代理店

PETER LEHMANN AG
CH-3552 Bärau
電話
+41 (0)34 409 66 66
ファクス +41 (0)34 409 66 00
pls@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

欧州
– ベネルクス
– ドイツ
– フィンランド
– フランス
– イタリア
– ノルウェー
– オーストリア
– ポーランド
– ポルトガル
– ロシア
– スウェーデン
– スロベニア
– スペイン
– トルコ
– チェコ共和国 (空き)
– イギリス
– ハンガリー (空き)

Headquarters

direct sales partner

pL Solutions® partner

その他のデータ (住所、電話番号...) は、www.lehmann-rotary-tables.com

予告なく変更される場合があります／2018年6月版
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アメリカ
– ブラジル
– カナダ
– メキシコ
– 米国

アジア
– 中国
– インド
– 日本
– マレーシア
– シンガポール
– 韓国
– 台湾
– タイ
– ベトナム
アフリカ
– 南アフリカ

value added reseller & partner

