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CNC超精密平面及びプロファイル研削盤 

J600

主要データ
J600	‒	多品種少量生産に最適な研削盤

研削範囲300	x	600ｍｍ

最高水準の

•	 プロファイル精度

•	 完璧な鏡面仕上げ

•	 高い汎用性

•	 ド	イツ品質



ブロームユング社の軌跡 

生産性・性能・精度と三拍子そろったブローム社、ユング社独自の平面及びプロファ
イル研削盤。その広範に及ぶアプリケーションへの対応力が世界のユーザを魅了
し、市場で長年にわたり確固たる地位を築く礎です。豊富な導入実績と研究開発へ
の飽くなき追求はユーザのニーズを超えるところまで機械に反映され、その性能を
完全に引き出す充実したカスタマサポート、研削テスト、操作トレーニング、メンテ
ナンス、レトロフィット等が安心を提供します。
2008年、両社統合により生まれたブロームユング社は、アプリケーションの幅をさら
に拡大させ既述三拍子をより厳しい標準に据えました。ものづくりのソリューション
はもとより、個々の特別な仕立てにも応える革新的なメーカとしての挑戦は続きま
す。
ユナイテッドグラインディンググループ傘下、ブルームユング社は、インド、中国、ロ
シア、アメリカを拠点に、世界40か国の販売及びサービス業務を展開させています。
主に開発・製造を担うハンブルグ工場とゲッピンゲンのテクニカルセンタも常にフ
ル稼働しています。
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X、Z軸用手動パルスハンドル▪EasyMode/マニ
ュアルモードによる平面・プランジ研削▪より
短いテーパ構造の砥石アダプタにより振動低
減▪優れたX軸リバース精度▪作業性の良い
加工領域▪ポリゴン・円筒・非円筒研削対応
の回転割出装置

J600
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寸法
• 研削範囲: 300 x 600 mm

ハードウェア 
• 鋳鉄製コアエレメント
• 実証済みクロススライド設計
• 新開発X軸、ハイドロダイナミック構造EasySlideガイドウェイ
• Siemens電気機器、制御装置
•  X/Z軸用手動パルスハンドル
• 両開きスライドドア

仕様
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ソフトウェア
• Siemens 840D solution line
• 工具と金型製造向け特別仕様CNC制御装置
• 簡単操作で高度なプログラム作成
• 高い自由度
• ポリゴン研削
• 15インチモニタ
• EasyMode

超精密平面及びプロファイル研削盤J600は、業界を問わず
単一製品から少量バッチ生産まで広範なアプリケーションに
対応します。特に工具と金型製造分野のニーズへの深い知
見が反映されています。

モジュール式をコンセプトにユーザの要求に応じた最適
な仕様を提供すると同時に、ハイドロダイナミック構造の
EasySlideガイドウェイがもつ振動減衰性、高性能再循環ボ
ールスクリュドライブの加速性能とインフィード速度が高い
生産性を約束します。

使いやすさを提案するドイツ製J600は加工エリアへの両開
きスライドドアに加えて、メンテナンス用のドアがあるため、
作業効率が大きく向上します。

操作性を更に高めるEasyModeは手動パルスハンドルを使
用してセミオート、マニュアル研削が可能です。
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マシンベッド、コラム、サドル、テーブル、砥石ヘッドは鋳鉄製
です。3D CADと有限要素法を導入し機械の剛性と重量の最
適化を図りました。

機械のクロススライドは、砥石ヘッド上の砥石を確実に位置
決めし、且つ、クロススライドガイドとテーブルガイドが研削
負荷を直接吸収するよう綿密に設計されています。
また、3軸すべてに高性能再循環ボールスクリュを取り付け、
電気及び制御系すべてにSiemensを採用しています。

特長

• 研削範囲300 x 600 mm
• 両開きスライドドアが果たす加工エリアへの 

最適なアクセス性
• 作業効率をアップするメンテナンス用ドア
• X/Z軸用手動パルスハンドル
• ポリゴン研削用回転割出装置

構造原理
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精密研削の要となる振動減衰性と平滑性を生むキサゲ仕上
げX軸ガイドウェイと新技術EasySlideコーティングを施したテ
ーブルベースのガイド。
側面ガイドとテーブルベースの耐摩コーティング処理が、比類
なき面粗度で魅せる最高品質の製品を作り上げます。

 ガイドウェイサポート
 側面テーブルガイド固定側（EasySlideコーティング）
 側面テーブルガイド可動側（EasySlideコーティング）
 テーブル（Slideコーティング)

新技術EasySlideコーティング

特長
•	 高耐摩EasySlideガイドウェイ
•	 外付けプレロード側面ガイド
•	 荷重と平面ガイドの影響分離
•	 平滑性と精度の向上
•	 格段の表面仕上げ
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CNCコントロール	―	工具・金型業界のニーズに対応 

特長
•	 	15インチモニタ
•	 容易なプログラミング機能
•	 機械とパラメータのシンプルなセットアップ、	
ポータブルコントロールユニット装備

•	 画像による研削、ドレスサイクルの選択
•	 生産性を上げる実用型ソフトウェア
•	 優れた汎用性
•	 加工の幅を広げる多彩なパラメータオプション
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J600のコントロールは、実証済みSiemens 
840D solution lineとプログラムサイクル
を組み合わせ、特に工具・金型産業向け
にJUNGが開発しました。
様々な研削課題を効率よく柔軟に解決
する強力なサポータ。レシプロ研削プロ
グラムをはじめとして、その他必要とさ
れる機能が内蔵されているため、各種
アプリケーションに応じたプログラムを
簡単且つ迅速に作成することが出来ま
す。

グラフィックガイド付き対話式メニュは
加工に伴うプログラムと位置決め、ロー
ディング、砥石の変更またはドレッシング
位置への移動等、段取りに伴うメニュに
より、効果的な操作が可能になります。
必要に応じて、機械の稼働中でも従来
の研削プログラムモードに簡単に切
替、USBインターフェースを利用してのプ
ログラムデータの出入力も可能です。
途中の検査時など、加工プロセスを中
断させた場合でも、そのプログラムはプ

ロセスの最後の状態に戻ります。操作に
は、キーボード、マウス、或いはポータブ
ルコントロールユニットを使います。
例えば部品の検査時、加工プロセスをい
つでも中断させることができ、その際、機
械は自動的にエンドストップまで後退し
ます。
キーボード、マウスまたはポータブルコン
トロールユニットを介して操作されます。

ドレス工具の選択 ドレスパラメータ設定画面(PA37K)

GripsProfile
•  13種の輪郭形状
•  dxfファイルのインポート
• 輪郭プログラムの作成
• シミュレーション

オプション研削サイクル
• 輪郭ドレッシング
•  CDドレッシング
•  ACコントロールクリープフィード 
• 粗加工
• プランジ研削
• 輪郭研削Z/Y X/Y
• Z軸クロス位置決め
• フェース研削
• パンチ研削

オプションプログラム
• 暖機運転/切断プログラム
• プログラムリンク
• GripsProfile
• GripsProfile用CADモジュール
• GripsProfileライト
• ツールマネジメント

生産性を上げる拡張機能ソフトウェア

専用プログラムーマルチプランジ研削
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ポリゴン加工ソフトウェア

加工時間の短縮
ポリゴン加工用新規ソフトウェアは、一度のクランプで360度
の輪郭形状を網羅する機能を備えています。このためJ600は
回転割出テーブルを搭載可能です（オプション：テールストッ
ク）。

外径円筒研削・非円筒研削
外径輪郭に直線・円弧要素の形状があるものに対し、ポリゴ
ン加工による外径円筒及び異形に完璧な精度と面粗度を発
揮します。

最高の自由度と豊富なアプリケーション
加工のセットアップは簡単明瞭：ワークの二次元輪郭をCAD
で作成しプログラムにインポート。他のステップはすべて自動
で行われます。プログラムがデータを三次元に変換するため、
プログラミングの知識は不要です。パラメータだけ選択してく
ださい。
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J600 アプリケーション
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ドレッシングアタッチメント
最高の柔軟性がもたらす生産効率

ダイヤモンドホルダ
交換式インサート(90, 150, 300 mm) 
外周及びフェースドレッシング、キャリブ
レーションの効率化

格納式ドレッサ
外周、側面、プロファイルドレッシング
エア駆動の旋回格納式で研削プロセス
中の砥石や砥石カバとの干渉を抑制

ドレッシングアタッチメント PA-T130
CNC制御による機械(Y/Z)軸と旋回軸
の同期制御ドレッサ
スタンド、プローブ、キャリブレーション
ボール付電子測定装置

テーブル取り付け式ドレッサPA-TLR28
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砥石ヘッド搭載型ドレッサ PA-K37

CNC4軸制御

精度
• 高精度ダイレクトドライブ分解能

0.1µm 

機能	
GripsProfileソフトウェアによるプログラ
ミング 
• ワークピースのプロファイル作成
• 干渉チェック
• CAD/CAM

柔軟性	
• 6xシングルポイントドレッサ、又は 

ディスクドレッサ
• クイックチェンジ型ツールホルダ

生産性
• 加工中の連続砥石成形 

性能
• ドレッサの自動セットアップと機上

測定
• ツールマネジメント

安全性
• オーバーヘッド搭載の為、加工エリ

アでのワークホルダ・治具との干渉
回避 

コスト削減
• ドレッサの長期使用
• 高精度無人運転



ブロームユングは、効率、精度ともにユーザのニーズ
を満足させる平面プロファイル研削盤を提供します。
機械の立ち上げからレトロフィット、その任務を全う
するまで、ユーザファーストでサポートすべく、世界各
国にサービス拠点を配しています。

• 迅速且つ丁寧なサポート
• 生産性向上
• 信頼と透明性の確立
• 適切なソリューション

ユーザファースト

ガイダンス
トレーニング
生産サポート

サービス
アフターサービス
相談
ヘルプライン
リモートサービス

修理
オーバーホール
オーバーホール済機械販売

立ち上げ
試運転
保証期間延長

保守
メンテナンス
検査

部品
スペアパーツ
交換品
付属品

レトロフィット
改修
レトロフィット
機械下取り
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技術データ

J600

研削領域 mm 300 x 600

マグネットチャック寸法 mm 300 x 600

テーブルクランプ領域 mm 300 x 1,000

テーブル上面と研削軸中心との距離　 　 mm 130…580

テーブル最大積載重量　　 kg 400

テーブル高さ（床面から) mm 925

X軸： ストローク mm 700

 送り速度 mm/min 30…50,000 

Y軸： ストローク mm 450

                 送り速度 mm/min 4…3,750

Z軸： ストローク mm 345

                 送り速度 mm/min 4…4,000

主軸ドライブACサーボモータ kW/min-1 8.5/1,500

最高速度 1/min 5,000

研削砥石（外径ｘ幅ｘ内径) mm 150...300 x 14...50 x 76.2

機械寸法：        幅　 mm 3,360

                           奥行 （電気キャビネット込、操作パネルは含みません） mm 2,410

                           高さ mm 2,500

本体重量（電気キャビネット含む） kg 4,500

レシプロ研削機能 15 mmストローク時330往復/min
技術データは予告なく変更される場合がございます 。

Z

Y
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Blohm Jung GmbH

Location Hamburg
Kurt-A.-Körber-Chaussee 63-71
21033 Hamburg
Germany
Phone +49 40 33461 2000 
Fax +49 40 33461 2001
sales-hh@blohmjung.com

Location Göppingen
Jahnstraße 80-82
73037 Göppingen
Germany
Phone +49 7161 612 0
Fax +49 7161 612 170
sales-gp@blohmjung.com

www.blohmjung.com
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