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テクニカル データ

オプション機能

標準搭載

機械名 PRO-MASTER 7125

X軸、Ｙ軸方向
ルーティング範囲

Ｘ軸 = 3,620 / 5,420mm
Ｙ軸= 1,350 mm

Z軸ストローク Ｚ軸 = 565 mm

最大加工材料高さ Ｚ軸 = 210 mm

カッターユニット

12 kW  (セラミックベアリング) 
1,000 ‒ 24,000 rpm

17 kW (プロトルクテクノロジー) 
1,000 ‒ 24,000 rpm

ベクター軸速度 131 m/min.

保護装置 3分割セーフティマット

材料サポート

６コンソール(16個のストッパー付き)

４フィーディングサポート

位置決めレーザーポインター

ドリリングヘッド

1.7 kW, 16 スピンドル  ※ 垂直10本/水平6本
X軸方向溝切り用鋸ユニット搭載

3 kW, 24 スピンドル  ※ 垂直18本/水平6本
X軸方向溝切り用鋸ユニット搭載

材料固定

100 m³/h 空冷バキュームポンプ 

140/250m3/h 空冷バキュームポンプ

ツールチェンジャー

18連ディスク回転式ツールチェンジャー

14連ピックアップ式ツールチェンジャー 
(ツールカバー付き)

40/50/60連ツールチェンジャー

ソフトウエア

CAMPUSソフトウエアパッケージ
CAD/CAM モジュール(機械用/事務所用)
3Dシミュレーションモジュール
キャビネットコントロールベース

CURVE-3D 高性能パッケージ

PRO-MASTER 7125

機械寸法 315K 495K

全長 A (mm) 6712 8512

重量 (kg) 4600 6500

PRO-MASTER 7125

機械寸法 315K 495K

全長 A (mm) 7138 8938

全長 B (mm) 7720 9510

重量(kg) 4600 6500

機械の右手にスイッチキャビネットを配置
(スタンダード・バージョン)

機械の左手にスイッチキャビネットを配置
(ショート・バージョン)

セーフティマット常時ON

ドア オープン時*   
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日本輸入元

〒 633-0065　  奈良県桜井市吉備588番地 1
TEL 0744-43-2020　　　   FAX 0744-43-2024
www.fuso-ltd.co.jp             info@fuso-ltd.co.jp

※ カッターの半径除く

※ 高さ125mmのバキュームパッド上面から

PRODUCT I V I T Y  AND  PREC I S ION

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

進化の証 - 万能の５軸制御マシニングセンター

PRO-MASTER 7125

( 日本輸入元 )

〒 633-0065　奈良県桜井市吉備 588 番地の 1
 TEL 0744-43-2020     FAX 0744-43-2024
 www.fuso-ltd.co.jp     info@fuso-ltd.co.jp



すべてが機能的な  
５軸制御マシニングセンター

PRO-MASTER 7125

掲載の写真は一部オプション機能を搭載しています。

Pro-Master7125は、あなたの望む木材加工や、
プラスチック加工のあらゆる分野において 
無限の可能性を広げることでしょう。 
マニュアル、X軸ムーブテーブル、完全自動 
バリオテーブルにより５軸の様々な可能性を
最大限に引き出します。

 ダイナミックな動きと優れた加工制御による
完璧な仕上がり。
高い性能と効率性が驚異的な加工速度を

重切削の加工もおまかせください。      
オプションの17kwのモーターと独自の
 プロトルク機能により５軸ヘッドは絶えず
力強くしかも、高精度で作動します。

 焼き入れされ完全にカバーされたリニアガイドは
全ての制御軸の精度を保証します。
 

最上級の５軸パワー

最上級の性能と効率性 

圧倒的に機能的な
５軸制御

 

 ５軸ユニット(自在継ぎ手搭載)  
ユニットは両端のセラミックベアリングによる立体設計。
Ｚ軸方向のストロークは565mmありカッターユニットは万能の          
順応性を発揮します。
吸着パッドの上から210mmの有効な高さは様々な可能性を広げ
プログラム制御されたフードは確実に粉塵を取り除きます。

 ドリリングヘッド
スタンダードモデルは、16本のスピンドルを搭載しています。
さらにオプションで24本のスピンドルを搭載出来ます。
穴開け、溝切りどちらの機能も備えています。

 マシニングテーブル
コンソールテーブルは前後の停止機能と、フィーディングサポート機能
により正確で安定した動作を実現します。
手動または自動の位置決めは全てのアプリケーションで利用可能です。

 オープンなシステム連携 
全てのメニューからCAD/CAMが簡単に連携出来ます。
オプションの「Curve-3D」は最高のパッケージソフトで
最上級のカッティングと、最大限の機械の能力を引き出し
滑らかな曲線による最高級の3Ｄ形状を生み出します。

 キャビネットコントロールベース 
家具をデザインし、わずか2～3回のマウスクリック操作で
完璧なCNCプログラムが完成します。

 キャンパスパッケージ 
高品質で操作性に優れたCNCソフトウエアです。
マシンライセンスとオフィスライセンスがあり、
オフィスでもCNCプログラムの作成が可能です。

実現します。

5軸ユニット

ドリリングヘッド

マシニングテーブル

オープンなシステムの連携

集約されたCAD機能と、幅広い用途のマクロ機能により
短時間に目的のプログラムの作成が可能です。

軸ユニットと連動してカバーが移動


