Edgebanders | CNC Machining Centers | Vertical Panel Saws | Pressure Beam Saws | Panel Handling

省スペースを極めた高機能CNCマシーン
Complete
CNC Machining in Compact Format

EVOLUTION 7403 | 7405
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PRODUCTIVIT Y AND PRECISION

www.holzher-evolution.com

E V O L U T I O N 74 0 3 | 74 0 5

ユニーク
EVOLUTION
Unique
Versatility
多機能そして高性能

and Performance

ツール最大径φ80mm
Tool diameter up to 80 mm
裏面に回り込むフォーミング
Overleaf
formatting

!Dovetailed
machining

ありつぎ加工

彫刻をしたかのようなエッジ加工
Carving and engraving

4面全外周の完全フォーミング加工が可能
Complete
formatting on all 4 workpiece edges
4mat
EVOLUTION 7405 4mat

EVOLUTION、最小スペースで最高の加工を実現
The technical data for the Evolution series speak for itself:

!
!

Workpieces with height of up to 920 mm and unlimited

加工可能なパネルは最大幅920mm、最大厚み70mm、さらに
length can be processed with the smallest possible space
パネルサポート台を用意すれば長さの制限はありません。

requirements.

加工可能パネル厚み8〜70mm、HOLZ-HERの縦型マシニング
Possible material thicknesses of 8 to 70 mm make the
センターなら扉もカウンタートップもキャビネット全てのパー
ツ加工が可能です。
vertical machining centers from HOLZ-HER all-round

!

machines for producing everything from drawers to body

加工サイクルの短縮と極めて高い加工精度を実現する独自のパ
parts, furniture fronts and rear walls; in short complete
ネルクランプシステム、最大長さ1500mmまでの材料は加工中
machining of all your products.
のクランプの掛け替えが不要です、1回のクランプで全ての加
工が完了する短時間加工を実現します。

!

Short cycling times and extreme precision, because work-

EVOLUTIONシリーズの高度な機械設計と堅牢なマシンフレー
pieces with lengths up to 1,500 mm can be machined
ムは高精度・高品質な加工を保証します。
without reclamping.

The solid design of the EVOLUTION series guarantees you
本カタログの写真にはオプション装備が含まれる場合があります。
Illustrations may contain

optional features.

maximum machining quality.
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■ 省スペースの極み、僅か5㎡足らずの設置スペースで
マシニングセンターとしての高度な機能をフルに活用
center that takes up less than 5 square meters of
することが可能です。

!

幅920mm長さ3200mm重量75kg以下のパネルなら標
■ 準仕様で加工が可能です。さらに3200mmを超える長
Machining of panel material with length up to
3,200 mm, width up to 920 mm and weight of
いパネルもオプションのエクステンションワークサポー
トの装備で加工が可能です。
up to 75 kg without additional extensions. Even
最小パネルサイズは幅70mm
workpieces with dimensions 長さ200mm、小さなパ
up to 200 x 70 mm are
ネルの加工も可能です。
no problem. Fully automatic workpiece thickness
パネル厚みは8mm〜70mmフルオートで対応します。

!

adaptation from 8 to 70 mm – without setting up

anew.
優れた操作性と高機能を実現した強力なソフトウェア
CAMPUS/NC-Hops を標準装備。

■

斬新
Unique.
正確
Precise. Compact.
コンパクト
The EVOLUTION meets
EVOLUTIONが
all challenges
全てを実現

■ 高機能なバキュームクランプが簡単確実に材料をクラ
Intelligent vacuum clamping system is easy
ンプし高精度な加工を実現します。（特許出願中）

!

ドリリングヘッドと溝加工用ソーヘッドを標準装備。
■ Drilling with grooving saw as standard
オプションの6.5kwセラミックベアリング搭載したルー
feature. Powerful milling spindle with ceramic
ターヘッドはよりパワフルな加工を可能にします。

!

bearings – optional on EVOLUTION 7403.

加速性と減速性に優れる強力なダイレクト位置決めデ
■ バイスが極めて高い生産性と加工精度を実現します。
Precision direct drives with exceptionally

high productivity.

E V O L U T I O N 74 0 3 | 74 0 5

クラス最強の高機能・高性能

Optimum Performance

1

■ 操作性に優れたソフトウェア
Simple programming
19inchカラーモニターと
CAMPUS/NC-Hopsソフトウェア最新バージョンを
Equipped with a 19" monitor
and the newest version of our user-friendly
搭載し優れた操作性を実現しています。CAMPUS aCADemy CADはマクロ
機能やDXFファイルのインポート機能も備えます。

versatile macros.

19"
monitor
19”モニター

2

3

■ フル機能フル装備
Full equipment
標準ヘッドツール構成は、6軸の水平方向のドリルと、X軸及びY軸方向9軸
の合計15軸のドリルヘッドと、精密な溝加工が可能なX軸ソーユニットを装
as 6 horizontal drills and integrated sawing unit for quick and precise
備します。（図-1）
results (Fig. 1). For higher drilling capacities the EVOLUTION series can
さらに生産性向上のためにEVOLUTIONシリーズではドリルヘッド数最大22
軸とソーユニットを装備するXLドリルヘッドがオプションで用意されていま
す。
spindles and grooving saw.
■ 生産性を向上する100％位置決め
100 % Precision – Your advantage!
EVOLUTION
7405 4mat
はパネル表面だけでなくパネルの全外周の加工も
Only the HOLZ-HER
EVOLUTION
7405 4mat offers complete machining
可能で残加工が不要となり生産性向上の強力なアドバンテージとなります。
on all 4 edges of the workpiece as well as the surface. Perfect appear各パーツが完璧にフィットするパーフェクトな仕上がりを実現します。（図-2)

■ 短い加工時間
Shorter machining times
1500mm以下のパネルなら1回のクランプで全ての加工が可能です。
Easy on material and time saving, because workpieces with lengths of up
加工途中のクランプ位置変更が不要で最大35％の加工時間短縮を実現します。
to 1,500 mm can be machined without reclamping. Up to 35 % shorter

machining cycles (Fig. 3).

4

斬新なクランピングデバイス
■ 吸着パッドの自動位置決め。パネルの厚みの影響を受けない自動吸着圧パッ
Unique clamping concept
ドが正確な寸法と最良の仕上がりを実現します。（図-4）

independent of material thickness for optimum results and precise
dimensions (Fig. 4).

多用途
EVOLUTION 7405 4matはオプションで6.5kw HSK搭載ルーター軸の搭載
■ が可能です。さらに
Extremely versatile6ツールチェンジャーを搭載することで加工のバリエー
ションが大きく広がります。（図-5）
With optional tool changing package for 6 tools, including 6.5 kW

4mat is prepared for all
challenges (Fig. 5).

5

自動寸法補正
パネルの実寸法を正確に測定しドリル位置の誤差の補正も自動で行います。
■ 既にエッジ加工を終えたパネルもエッジ端面からの正確な寸法位置にドリリ
Automatic tolerance correction
ングが行える理想的なシステムです。（図-6）
Determination of exact length dimension and automatic correction of

tolerances for dimension-dependent drilling. Ideal as perfect supplement
for high precision drilling, e.g. for workpieces which have already been
作業性をアップする大型ドア
edged (Fig. 6).
大きなシースルードアと窓により加工状況を容易に確認することができます。
またマシンセッテイングも簡単に出来ます。

■ Perfect access

The generous machine door offers a free view of the machining work,

6

本カタログの写真にはオプション装備が含まれる場合があります。
Illustrations
may contain optional features.

CONTROL

CAMPUSソフトウェアが
優れた操作性と高度な機能を実現

The CAMPUS Control –
Clear and Absolutely Convenient

HOLZ-HERはコントロールシステムも機械の重要なパーツと考えています。
EVOLUTIONにはHOLZ-HER独自の統合システムCAMPUS/NC-Hopsソフトウェアパッ
The HOLZ-HER machine control system is an integral part of the machine’s design. The equipケージを標準で装備します。このパッケージは分かりやすく優れた操作性と高度で効率
的な加工を実現します。
the prerequisites for effective machining and convenient operation. Our ECOMODE automatic
ECOMODE（自動待機コントロール）は電力消費を最小限に抑えるためのソフトウェ
controlled minimization of the power consumption.
アでHOLZ-HERのCNCマシン全モデルに装備されています。

ECOMODE
The intelligent energy
HOLZ-HER社のCNCマシン
management for HOLZ-HER
は高機能省エネシステムを
搭載しています

CONTROL

CAMPUSソフトウェア
ユーザーフレンドリーなHOLZ-HER独自のコントロールシステム

CAMPUS – The user-friendly
HOLZ-HER Machine Control System

■ CAMPUS aCADemyは本格的な高機能インポート機能
を持つCAD/CAMソフトウェアです。

■ MTツールマネージャーはマウスによるドラック＆ドロッ
The MT Tool Manager allows clear, graphic
プ操作で簡単にツールのセットアップが行えます。
set-up using “Drag & Drop”.

!!

!!
!!
!

import features.

■ Including sequence simulation.
加工行程の連続シミュレーションも標準で装備します。

プログラムの追加と変更、3Dビューと加工シミュレー
■ ション、NC-HopsはZ軸の全域の補完と編集機能を備
In addition to variable programming, 3D views and
えます。

■ Open software architecture allows simple

!!
!!

interpolation and a text editor.

incorporation of existing data and connection to

オープンソフトウェアアーキテクチャーにより既存のデー
ターの利用とデザインやCAD/CAMなど多くのソフト
software.
ウェアとの連携を可能とします。

EasySnapsはパラメーター設定とマクロ機能でプログ
■ “Easy Snaps”, adjustable parameters and wellラム制御を簡素化しより高速な加工を実現します。

conceived macros additionally simplify and speed

ワークセンターは機械の加工エリアを表示します。
■ 加工するパネルに合わせツール及びドリルヘッドやルー
The work center shows the occupancy of the
ターヘッドの動きは加工時間が最短となるよう自動設
machine table. Tools, drilling heads and routes are
定されます。

automatically optimized over the workpiece as a
whole and the machining times are calculated.

Cabinet Control キャビネットコントロール
簡単操作の家具デザインソフトウェア
CabinetControl – Software for

Simple Furniture Designing
■ 高度な家具デザインソフトウェア
■ 2D及び3Dビューで見ることが可能
Design of furniture.
■ 家具デザインの様々な要求にも素早く対応可能
Views can be represented in 2D or 3D.
■ 家具受注のための高度なプレゼンテーション機能
Quick adaptation to individual desires of furniture

buyers.
パネルのカッティングプランの自動作成
■ 画面のボタンをクリックするだけでCNC加工プログラ
Perfect presentation of furniture.
■ ムの自動作成
■ CabinetControlはオプション装備
上位グレードのCabinet
Control EVo.Pro.はデータベー
at the touch of a button.

■ ス、計算、ランニングソーへのデーター転送も可能で
キッチン及びキッチンルームのデザイン作成の理想的な
version also includes a database, calculation, data
ソフトウェア

for kitchen and room planning.
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工場の生産性を向上する
Highly Efficient Production in combination with
Holz-Herのマシン・コンビネーションシステム
Other HOLZ-HER Machines

Programming ➡
– Sawing
– Vertical
Machining
– Edgebanding
プログラム作成
ランニングソー
➡ CNC
CNCマシン
➡ エッジバンダー

4
2
3

1

5

Cabinet
Control
CabinetControl
(1)(1)

高機能CNCマシン(4)
Effective vertical CNC performance (4)

■ マウスのクリック操作でパーツをデザイン
Design component at the click of the mouse.

■ オプションのバーコードスキャナを使用してプログラ

■ カッティングプランとCNCプログラムの自動作成

ムの呼び出し

■ CAMPUSソフトウェアによりマシンを制御
■ ドリル、ルーターのパーフェクトな加工
Perfect drilling and milling results.

Rational and Precision Sawing(2)
(2)
理想的かつ正確なカッテイング
■ Holz-Herはランニングソーとバーチカルソーの
Perfect cutting results with vertical saws as

well as pressure beam saws from HOLZ-HER.
2タイプのカッティングマシンを用意
■ オプティマイゼーション（自動板取ソフト）の利用
Mature optimization software, also for

vertical sawing.
理想の切断サイクル
■ Optimum sawing cycle.
完璧なデーターフロー(3)
Perfect Data Flow (3)

■ データーシートをバーコードでスキャンしプログ
Program information also via data matrix
ラム情報の作成。
barcode.

コンピュータ制御エッジバンダー(5)
Intelligent Edgebanding (5)

■ 機械のセッティングが簡単でかつ最適な仕上がり
■ 接着層の見えないHolz-Her独自のGluJetシステムは
Superior HOLZ-HER Glu Jet nozzle technology
EVAとPUR 2つの接着剤の使用が可能

joint.

縦型CNCマシニングセンター
設置スペースは僅か5㎡未満、驚異的な省スペースを実現

Vertical CNC Machining Center – Requires
Less than 5 Square Meters of Floor Space

EVOLUTIONは「7403型」とより高機能な「7405 4mat型」の2タイプ。
さらにオプションの選択で工場の要求に合わせ最適なモデルの選択が可能です。
or the more powerful version – the EVOLUTION 7405 4mat.

!

EVOLUTIONに搭載されたパネルクランプシステムはワンクランプで全加工を完了し
The EVOLUTION series from HOLZ-HER ensures convincingly short processます。クランプの掛け替えの必要がなく最短での加工サイクルは極めて高い生産性を
ing cycles. The clamping system (patent pending) is gentle on material
実現します。（特許出願中）

!

while guaranteeing precision milling and drilling.

豊富なオプション及びシステムがさまざな加工を可能とします。
さらにEVOLUTION
7405 4matには6kwHSKシャンク軸
と 6ツールチェンジャーの
Moreover the EVOLUTION
7405 4mat with optional performance
package,
搭載が可能です。

!

tool changer for six tools, and powerful 6.5 kW HSK spindle, is equipped to
meet all challenges.

EVOLUTIONは生産性の向上と豊富な加工バリエーションで工場の創造性を広げます。

The EVOLUTION provides unlimited latitude for your creativity.

C O M P L E T E M A C H I N I N G – C O N V I N C I N G LY G O O D

■ 全外周加工可能とするクランプシステム
Complete machining on all 4 sides in one clamping
EVOLUTIN 7405 4mat は1回のクランプで全外周を加工
operation
します。簡単な操作で下面の位置決めを行うだけで後は機
with the EVOLUTION 7405 4mat (Fig. 1). Simply adjust
械が自動的に設定を行います。（写真1）

the bottom jointing dimension – the machine does
everything else automatically.
圧倒的な生産性
■ 高精度で高品質な加工そして最短の加工サイクルを実現し
Significantly shorter machining times
ます。（写真2）
while maintaining maximum precision and machining

1

quality (Fig. 2).
驚きの省スペース
■ 幅920mm
Generous machining
dimensions
長さ3200mmまでのパネルは補助サポート無
Height up to 920 mm and length up to 3,200 mm
しで加工が可能です、極めて小さな設置スペースで大きな
パネルの加工が可能です。

saving and compact.
パネル厚み8mm〜70mm
■ キャビネットの扉、前面パネル､側面パネル、棚板、さら
Fully automatic thickness adaptation for
workpieces from 8 to 70 mm
にカウンタートップの加工も可能です。
またジョイント加工を行うことで超ロングカウンターの
Ideal for rear walls, sides, fronts and even kitchen
製作も可能です。
counter tops. These can be processed in any length

2

in workshops with appropriate space and safety
intervals (Fig. 3).
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Completely Integrated – from Design
家具のための統合ソフトウェア
to Simulation to Finished Furniture
デザインから完成品のシミュレーション
■ CAMPUS/NC-Hopsソフトウェアを使えば個々のパーツのプログラムの
Regardless of whether you program single pieces using our com作成、さらに家具のデザインから加工のプログラムを作成することも可能
です。EVOLUTIONは家具製作のための統合ソフトウェアを装備します。
furniture design programs with post processing – the EVOLUTION

offers a complete solution for perfectly dimensioned furniture.
オプションのCabinetControlならCNCプログラミングの作成はマウスを
■ クリックするだけです。

高機能なシミュレーションシステムにより実加工前に全ての機械の動きと
■ The integrated simulation software allows the program sequence to
加工状態をチェックすることができます。

process.
CAMPUS/NC-Hopsは全ての加工工程が安全に作動することを保証する
■ ツール最適化機能を装備します。

perfect machining sequence.

EQUIPMENT

機械仕様
Equipment
Overview
Machine

EVOLUTION 7403

EVOLUTION 7403
EVOLUTION
7405 4mat
EVOLUTION 7405
4mat

最大：3200mm長 920mm幅 70mm厚（補助サポートなし）
Machining dimensions
in mm
加工可能パネルサイズ
最小：200mm長
8mm厚
Max.:
3,200 x 920 x 70 (without additional support)
3,200 x 92070mm幅
x 70 (without
additional support)
Min.:
200 x 70 x 8エッジルーター加工1500mm（カッターのマイナス半径）
200 x 70 x 8
1クランプでの加工長さ
完全な加工は1300mm

Max. machining in
1,500 mm edge routing (minus radius of cutter) 15軸（垂直9軸、水平6軸）
1,500 mm edge routing (minus radius of cutter)
ボーリングヘッド
X direction without
X方向ソーユニット装備
1,300 mm for complete machining
1,300 mm for complete machining
reclamping
19軸（垂直13軸、水平6軸）
XLボーリングヘッド
X方向ソーユニット装備
15 Spindles (9 V | 6 H), incl. sawing unit
15 Spindles (9 V | 6 H), incl. sawing unit
Drilling head
for grooving in X-direction
for grooving in X-direction
Y方向複式ドリル軸
XL専用増設軸

19 Spindles (13 V | 6 H), incl. sawing unit ダブルパワー（ヒンジ穴用）垂直軸
19 Spindles (13 V | 6 H), incl. sawing unit
for grooving in X-direction
for grooving in X-direction
XL-Drilling head
ルーターヘッド

5.6kw(1000〜18000rpm）
5.6kw(1000〜18000rpm）
Duplex drilling spindle in Y-direction
Duplex drilling spindle in Y-direction
6,5kwHSKシャンク
Vertical adapter with
doubled power
(1000〜18000rpm）

Vertical adapter with doubled powerツールチェンジャー

Cutter Unit
ツール径

5.6 kW, with clamp
1,000 – 18,000 rpm

X

Max. tool dimensions
ベクタースピード

Dia. 80 mm, length 80 mm

Vector speed

外形φ80mm、 長さ80mm
6.5 kW, HSK chuck, 1,000 – 18.000 rpm

X

Tool Changer 位置決めストップ

Run-in linear stop

5.6 kW, with
clamp
6ツールチェンジャー
1,000 – 18,000 rpm

-

安全基準

Fixed

パネルサポート

68 m/min.

Safety equipment

CE compliant

パネルクランプ
Workpiece support

固定

全周加工用高さ調整機能
6-fold linear
changer

Dia. 80 mm, length 80 mm
68m/min
Height adjustable for 4-sided edge routing
CE基準準拠
and profiling
ローラー台2停止装置付
68 m/min.

CE compliant
自動位置決めバキュームクランプ

Solid rollways incl. 2 stops
3
ECO-Vac 8m /hバキュームポンプ
Automatically positioning vacuum system
Automatically positioning vacuum system
Workpiece clamping
CAMPUS/NC-Hops
ソフトウェア
aCADemyCAD/CAMライセンス付
ECO-Vac 8 m³/h vacuum pump
ECO-Vac 8 m³/h vacuum pump
オプション
Software

Standard
Optional
X

not possible

Solid rollways incl. 2 stops

CAMPUS / NC-HOPS incl. aCADemy CAD/CAM
Machine license module

CAMPUS / NC-HOPS incl. aCADemy CAD/CAM
Machine license module

T E CH N I C A L DATA

3,675 mm

2,350 mm

1,660 mm
2,070 mm

EVOLUTION 7403
Machine dimensions
Overall length (mm)
全長
Overall height (mm)
全高
Overall depth (mm)
奥行き
Weight (kg)
重量
Evacuation (mm)
集塵口

EVOLUTIO 7403
3,675
3675 mm
2,350
2350 mm
1,660
1660 mm
2,500
2500 kg
1 x dia. 120 + 1 x dia. 140
φ120
1、φ140
Optional:
+ 1 x dia. 1
120
（オプションφ120 1）

EVOLUTION 7405 4mat

EVOLUTIN 7405 4mat
3,675
3675 mm
2,350
2350 mm
1,660
1660 mm
2,500
2500 kg
2 x dia. 120 + 1 x dia. 140
φ120 2、φ140 1

ECOMODE
HOLZ-HER社のCNCマシン
The intelligent energy
は高機能省エネシステムを
management for HOLZ-HER
搭載しています
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working machines are subject to constant development and are therefore
not binding. Some of the machines shown also contain special equipment not
included as a standard feature. For clarity, some of the machines are shown
without protective hood.
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