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あなたの成功を後押しする力
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あなたの成功を後押しする力
一歩進んだデジタルサービスと先進的な『ADDFORCE 製品群』で、

お客様の競争力向上に貢献していきます。
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GET IT ONGET IT ON

Tungaloy The APP
Get access to all of 

Tungaloy’s digital info and tools!

tungaloy.com/jp

プッシュ通知
バーコードスキャナ

ニュース
プレスリリース
技術情報
動画
オンラインショップ
eカタログ
TungNavi（工具ナビゲータ）
製品
産業別ソリューション
インサート・コンバータ ... など

あらゆる情報にアクセス可能
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AddForceCut

AddInternalCut

MiniV-LockGroove

DuoForceCut

TungFeed-Blade 

AddMultiTurn

AddY-axisTurn

TungTurn-Jet

ISO-EcoTurn

BoreMeister

ModuMiniTurn

TinyMini-Turn

優れた CVD＆ PVD 材種
革新的な CBN

溝入れ

旋　削

材　種
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36

52
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AddDoFeed

DoFeedTri

TungForce-Rec 04

Tung-Tri 04

AddForceBarrel

TungMeister

DoMultiRec

TungGear

DrillMeister

AddMeisterDrill

DeepTriDrill

tungaloy.com/jp

穴あけ

工具管理・
コスト低減システム

転　削

MATRIX
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t9200t9200

400

200

0

t9225t9225

t9235t9235

t9215t9215

t9205t9205

優
れ
た
C
V
D
＆
PV
D

材
種

鋼旋削加工で圧倒的な生産性を
実現する次世代 CVD材種
高速加工から重切削、強断続加工まで、あらゆる
加工形態をカバーする最新CVD材種シリーズ
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GRADES
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tungaloy.com/jp

ステンレス鋼旋削加工で高い信
頼性を発揮する最新 CVD&PVD

材種シリーズ

鋳鉄の高速加工に最適な CVD

材種群

ステンレス鋼旋削加工における幅広い加工形態に
対応できるラインナップ

タンガロイ史上最も厚いコーティングを施し、圧
倒的な耐摩耗性を発揮

切削領域

切
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ah9130ah9130

ah725 ah9130ah9130ah725ah725

耐摩耗性と耐欠損性のバランスが良く、穴あけ加
工でも安定した長寿命を実現

『DrillMeister』用 DMCヘッド

穴あけ加工専用に開発さ
れた最新 PVD材種

切削領域

第一推奨 耐摩耗性
重視
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GRADES

ah3225ah3225 ah7025ah7025
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tungaloy.com/jp

耐摩耗性と耐欠損性を高い次元で両立した最新材
種。耐熱衝撃性に優れた母材の採用で、サーマル
クラックによる突発欠損を防止し、安定した長寿
命を実現 最新のコーティング技術である「ナノスケールの

多層構造AlTiN皮膜」を採用。幅広い被削材に適
用可能な高信頼性材種

『AddDoFeed』用 LNMUインサート 『AddForceCut』用 QGM / QGSインサート

高い信頼性を誇るフライス
加工用最新材種

積層被膜の採用により、
チッピングを抑制。耐摩
耗性に優れた材種で鋼加
工に最適

切削領域 切削領域
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被削材硬度 (HRC)
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bxa20bxa20
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中速度領域の加工で、抜群の
信頼性を誇る

驚異的な耐欠損性を備えた
強断続加工の第一選択材種

焼入れ鋼の連続から強断続加工まで
対応する汎用材種

焼入れ鋼の強断続加工用
コーテッドCBN材種

Wavy Joint

革新的な 
CBN

驚異的な耐摩耗性で、高速加工でも
安定性抜群

焼入れ鋼の連続～弱断続加工に
最適
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GRADES

hphp hshsNew

tungaloy.com/jp

高送り加工に適したチップブレーカ
仕様で、 幅広い切削領域に対応

接合部分を独自の波型形状とすることで、
ろう付け強度が飛躍的に向上。大きな切
込みや高送りによる高能率加工を実現

最適化されたチップブレーカ設計に
より、切れ刃の切削抵抗を軽減し、
長寿命を実現

高い切削条件での
切りくず処理性に優れる

0.8 mmまでの
深切込み加工が可能

焼入れ鋼の精密仕上げ加工に
最適なチップブレーカ

CBNサイズ： CBN の体積を 200% 増加
したことにより放熱性が向上し、刃先温度
が低下
ろう付け部 :接合面積を 160% 増加させた
ことで、ろう付け強度が大幅に向上

HSチップブレーカ
高送り条件においても良好な切りくず処理
性を実現

HPチップブレーカ
びびりの発生を抑制し、良好な切
りくず処理性を実現

チップブレーカ チップブレーカ

HSチップブレーカHP チップブレーカ
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QGM

QGS

3 点クランプ機構と確実なストッパーで、
高いインサートクランプ剛性を実現

インサート : QGM, QGS
溝幅：CW = 2, 3, 4, 5 mm

最大溝深さ ( 一体型ホルダ ) ：CDX = 33 mm

新設計インサートとクランプ形状により、スムーズな
切りくず流れと、安定した切りくず排出性を実現



GROOVING
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video

tungaloy.com/jp

優れた安定性と
高能率を実現する
深溝・突切り加工用
工具

詳しくはこちら

e-カタログ

ADD 締付けねじを持たないシンプルな
構造のセルフクランプ機構により、
深溝入れ加工においても高い性能を発揮
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ADD 高いクランプ剛性で、優れた取付け
時の繰返し刃先位置精度と安定した溝入れ
加工を実現

独創的な4コーナ仕様
インサートの内径
溝入れ工具

インサート : TCIG10..., TCIG12...

溝幅：CW = 1.5, 2, 2.5, 3 mm

最大溝深さ：CDX = 3 mm

最小加工径：DMIN = ø10.5 mm



GROOVING
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GROOVING

video

tungaloy.com/jp

高いクランプ剛性で
加工時のインサート
の挙動を抑制

内部給油機構を備えインサート近傍か
らクーラントを供給。高い切りくず排
出性を実現

インサートは左右どちらのホルダにも
取付可能

詳しくはこちら

e-カタログ
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ADD 独自のインサートクランプ方式で
高剛性を実現

自動盤用高精度
溝入れ・ねじ切り工具
シリーズ
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GROOVING

video

tungaloy.com/jp

高圧クーラント対応
8, 10, 12 mm角シャンク

直径 ø12 mm以下の
小型部品の溝入れ・
ねじ切り加工に最適

VGP08... , VGP10
溝入れ用
2コーナインサート
CW = 0.33 - 1 mm

VGT10F...
ねじ切り用
2コーナインサート
ピッチ = 0.4 - 2 mm

刃先角 = 55°, 60°

厚いホルダサポートにより
インサートの動きを抑制

刃先位置精度を向上させる
インサートサポート面

切削抵抗

詳しくはこちら

e-カタログ
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DUO CUTFo r c e

6 x 6 mm 7 x 7 mm 8 x 8 mm 10 x 10 mm

独自のクランプ機構採用の
新多機能工具シリーズ

直径 ø12 mm以下の小型部品加工に最適

JVPN**R/L
突切り・溝入れ加工用
2 コーナインサート

CW = 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm

JVFN45R/L
前挽き加工用

2 コーナインサート

JVNR/L
ブランクインサート

6 mmから 10 mm角のシャンク
サイズを設定。新クランプ機構に
より、すべてのシャンクサイズで
同一インサートを使用可能。

シャンクサイズ　6 mm、7 mm角

シャンクサイズ　8 mm、10 mm角
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video

GROOVING

tungaloy.com/jp

ADD 多機能性と広い
適用範囲を持つ、自動盤と
カム式旋盤用工具シリーズ

小型部品の
旋削・溝入れ
加工への
新たな
アプローチ

詳しくはこちら

e-カタログ
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20

高い工具剛性で
多種多様な
加工のできる
溝入れ・突切り用
ホルダ
ADD 高送りによる高能率
加工を実現
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GROOVING

1

2

3

video

tungaloy.com/jp

専用ツールブロックは独自の2面拘束
形状により、高い工具剛性を実現

独自の下あごのサポートが加工中のび
びりを抑え、 優れた仕上げ面と真直性
を実現

新設計の高剛性ホルダ形状により、
圧倒的な安定性と高能率加工を実現！

『TungCut』シリーズのブレードと、
最新の『AddForceCut』のブレードは
ツールブロックの共用が可能 

『TungCut』シリーズのインサートを
使用するブレードも、クランプ剛性が
高く信頼性が抜群

1コーナタイプインサートを使用する
最新の『AddForceCut』のブレードは、
高送りによる高能率加工が可能

インサート : DGM, DGS, SGM, SGS,
DGL, QGM, QGS

最大突切り径：
CUTDIA = ø52, ø82, ø120 mm

詳しくはこちら

e-カタログ
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新発想のインサート形状で、
究極の多機能工具を実現

ADD 1 つのホルダで、前挽き、後挽き、倣い、
端面加工まで、幅広い旋削加工に対応



TURNING
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video

両面仕様 6コーナインサート
6V-TOMG形 (コーナ角 35º)

片面仕様 3コーナインサート
3C-TCMT形 (コーナ角 86º)

tungaloy.com/jp

底面に設けた独自の凹凸形
状により、抜群のクランプ
剛性を実現し、あらゆる加
工に対応

切れ刃角を小さくする設計
で、超高送り加工が可能

多方向加工が可能なので、
ばり取りなどの工程にも適
用可能

80度 , 35 度の 2種類の
両面仕様インサートで経済
性に優れる

三角形ポジインサートは刃
先角 86度で、切れ刃強度
が向上

三角形ポジインサートには
ワイパー切れ刃を搭載。高
送りでもうねりを抑えた高
品位な加工面を実現

工具集約によるダウンタイ
ムの削減で生産性を大幅に
向上

両面仕様 6コーナインサート
6C-TOMG形 (コーナ角 80º)

詳しくはこちら

e-カタログ
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y-prismy-prism

主分力方向と工具軸が一致しているので
工具剛性が高く、びびりの少ない安定し
た高能率加工が可能

切りくずは常に下方に落下。切りくずト
ラブルを大幅に改善できる

工具軸の位相によって切れ刃角を任意に
変更。最も効率的な角度で左右どちらへ
でも加工可能

チャック、芯押し台周辺へ、一本の工具
で近接が可能。使用工具を大幅に削減

Y軸

X軸

切削力

革新的なY軸用ホルダ
左右どちらの方向でも、
あらゆる部位の加工に対応
ADD 生産性を大幅に向上

Y-PRISM（Y- プリズム）
インサート底面およびホルダに設けた独
自の凹凸形状を嵌合させることで優れた
クランプ剛性を獲得している。 多方向の
加工に対して、サポート力を強化し、優
れた刃先位置精度を実現
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TURNING

New

video

tungaloy.com/jp

e-カタログ

一本の工具で様々な
旋削加工が可能なの
で、工具集約による
工具コストの大幅な
削減を実現

高能率
後挽き加工

高能率
後挽き加工

高能率
後挽き加工 高能率

後挽き加工

TCMT 形

DCMT 形

片面仕様 3コーナインサート
最大送り速度： 2 mm/rev

片面仕様 2コーナインサート
最大送り速度： 1.2 mm/rev

詳しくはこちら
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26

ADD難削材加工においても、
高能率加工を可能に

高圧クーラントの供給で、
生産性最大化



27

TURNING

video

tungaloy.com/jp

すくい面、および逃げ面側の 2方向か
らクーラントを供給し、確実に切れ刃
を冷却。切りくず処理性も格段に向上

高速加工における切れ刃損傷の進行を
抑え、寿命延長が期待できる

切りくず処理しにくい耐熱合金等で
も、切りくずの分断に大きな効果を
発揮

外径加工用、溝入れ工具、ねじ切りから自動盤用まで、幅広い用途で利用可能

ステンレス鋼および耐熱合金加工にお
いても長寿命化を実現

自動盤用に、ホース接続無しで使える
工具もラインナップ。段取り変えでの
操作性が格段に向上

上部ノズルは微調整が可能で、最適な
ポイントへクーラントを確実に供給で
きる

内部給油仕様の『TungTurn-Jet』により、
様々な加工形態での生産性を大幅に向上

詳しくはこちら

e-カタログ



28

TUNGALOY ADDFORCE  -  FEED the  SPEED!

小さくても
標準サイズインサート
と変わらない性能
ADD 加工能率はそのままで、加工コストの
削減に貢献
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TURNING

55°

45°45°

New

70°70°

80°

New

video

tungaloy.com/jp

CNMG1204...
↓

ISO-EcoTurn
CNMG0904**E

CNMG1204...
↓

ISO-EcoTurn
WNMG0604**E

WNMG0804...
↓

ISO-EcoTurn
WNMG0604**E

GNMG0904タイプ: 既存 CNMG 形の
80 度に対して 70 度のコーナ角　
（どちらのインサートも既存のホルダ
にセットできます）

コーナ角 : 70°
GNMG タイプ

コーナ角 : 45°
FNMG タイプ

FNMG1104タイプ: 既存 DNMG 形の
55 度に対して 45 度のコーナ角
（どちらのインサートも既存のホルダ
にセットできます）

切込み 3 mm以下の切削領域で、標
準サイズインサートと同じ切削性能
を実現

標準サイズインサートと同等の厚み
で、高い耐欠損性を維持

コーナ角 70度のGNMG形と、コー
ナ角 45度の FNMG形インサートを
追加。『ISO-EcoTurn』によるトー
タルツーリングが可能

一般外径、端面、倣いから、内径加
工まであらゆる旋削加工に適用可能

最も一般的なインサート形状、チップブレーカを
揃え、最新のタンガロイ材種を適用

専用カートリッジの装着で、標準サイズインサート用
ホルダに『ISO-EcoTurn』インサートが搭載可能

詳しくはこちら

e-カタログ
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3D 4D 5D 10D9D

シャンク

ヘッド

セレーション

工具突出し長さ

PSCアダプタ（鋼）

PSCアダプタ（超硬）

PSC防振アダプタ（鋼）

鋼シャンク

防振バー

PSC アダプタ（超硬）PSCアダプタ（鋼） 防振バー鋼シャンク

新製品のシャンク、アダ
プタは、既存のボーリン
グヘッドがご使用いただ
けます。
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TURNING

New

tungaloy.com/jp
詳しくはこちら

幅広いボーリングヘッドを
設定。内径、倣い加工から、
ねじ切りまで対応し、高い
加工品質を実現

振動抑制機構を備えた
深穴ボーリング加工用工具
ADD 高い安定性と精度を実現

L/D = 10 までの長い突出しでの深穴
加工でも、振動抑制機構によりびびり
を抑制

ボーリングヘッドは、高精度なセレー
ション接合で高剛性を維持

内部給油機構により、最大加工深さ
L/D = 10 においても抜群の切りくず
排出性を実現

PSC仕様のホルダも設定。幅広い設備
に搭載可能

専用デバイスにより、迅速、かつ正確
な防振バーのセッティングが可能

e-カタログAddForceCut 
ヘッド
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32

革新的なヘッド交換式
自動盤用工具
ADD旋削加工にさらなる多様性と生産性を
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TURNING

tungaloy.com/jp
詳しくはこちら

円錐受けによる
高精度な接合部

ねじ止め
(埋め込み式 )

ヘッド

シャンク

段取り替えによるダウンタイムを大幅
に削減し、機械効率を最大化

段取り替えによる工具配置の変更も、
ヘッド交換だけで瞬時に完了

独自のカップリング機構により、確実
なヘッドクランプと、優れた刃先位置
精度を両立

ヘッド脱着時の繰り返し位置精度が
5 μm以内

QC12と QC16の 2サイズを設定

内部給油仕様もラインナップ。クーラ
ントを的確に刃先へ供給でき、切りく
ず排出性とインサートの寿命延長に貢
献

Y軸加工用ヘッドの利用で、切りくず
が確実に落下し、巻き付きなどのトラ
ブルを解消

加工能率はそのままで、モジュール化により
ダウンタイムを大幅に削減。

外径旋削、溝入れからねじ切り加工まで幅広く対応

e-カタログ
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34

1

2

3

4

ADD 最小加工径 ø0.6 mm !
高精度、高能率加工を実現

高精度な極小径
ソリッド内径工具

最新のクーラントスリーブは、4つの穴から大量のクーラン
トを刃先近傍へ直接供給。切りくず排出性が飛躍的に向上
し、安定した長寿命を実現。



TURNING

35

video

新たに SH725材種を設定。耐摩耗性と耐チッピング性を両立させ、
より安定した長寿命を実現

刃先交換式工具を拡充。3次元ブレーカ付きインサートで切りくず
処理性を大幅に改善

幅広い被削材の極小径内径加工に対応

豊富な内径加工用工具をラインアップ。 
ボーリング、倣い、面取りから、ねじ切り、
溝入れまで幅広く対応

e-カタログ

tungaloy.com/jp
詳しくはこちら
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高速＆高能率加工を実現する
極小径高送りカッタ

ADD小型部品加工でも高い生産性を発揮
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MILLING

video

tungaloy.com/jp

LNMU02-MM
両面仕様 4コーナ
インサート 
APMX = 0.5 mm

多刃仕様により高能率加工を実現

特殊ねじの採用により、高いインサー
トクランプ剛性を実現
最大 1.2 mm/刃までの高送りに対応

切れ刃に独自のインクリネーションを
持たせ、切りくず排出方向を制御。溝
加工やポケット加工での切りくずトラ
ブルを解消

カッタボディ :
シャンクタイプ : EXN02R...（ショートタイプ）
 EXN02R**L...（ロングタイプ）

DCX = ø8 - ø25 mm

モジュラタイプ : HXN02R...
 DCX = ø8 - ø25 mm

工具径8 mmから対応
幅広い加工領域を誇る小径多刃高送りカッタ

詳しくはこちら

e-カタログ
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ADD６コーナインサートで、
さらなる収益性を追求

高性能で高い経済性を
誇る超高送りカッタ
登場！

WXMU03-MM
両面仕様 6コーナ
インサート 
APMX = 1 mm
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MILLING

video

tungaloy.com/jp

高いランピング性能で、掘り込み加工に最適

有効径が大きく、削り残しが少ない　　

カッタボディ :
ボアタイプ : TXWX03...  DCX = ø40 – ø50 mm

シャンクタイプ : EXWX03...  DCX = ø16 – ø32 mm

モジュラタイプ : HXWX03...  DCX = ø16 – ø32 mm

小さな切込み角で、
長い突出しでもびびり
の少ない安定した
超高能率加工を実現

e-カタログ

詳しくはこちら
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高能率と高剛性の
小径エンドミル
ADD小型の 04サイズ・インサートで
安定と生産性を向上
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MILLING

ソリッドエンドミルとの
最適な代替品

高剛性クランプを誇るV形
状インサートで加工中の
インサートの動きを抑制

カッタボディ :  
シャンクタイプ :
EPAV04
DC = ø6 – ø16 mm

最小工具径６mm
まで標準設定

AVMT04-MM
片面仕様 2コーナ
インサート 
APMX = 4 mm

tungaloy.com/jp
詳しくはこちら

e-カタログ
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ADD  最適化された
さらい刃形状により、

優れた加工面品位を達成

高い剛性と
信頼性を誇る
小径直角

肩削りカッタ
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MILLING

tungaloy.com/jp

インサートの小型化で、大きな芯厚を確保。
非常に高い工具剛性を実現

多刃仕様により高能率加工を実現

カッタボディ :
シャンクタイプ
EPA04R...（ショートタイプ）
DC = ø8 - ø25 mm

EPA04R**L（ロングタイプ）
DC = ø10 - ø25 mm

工具径8 mm以上に
対応
高能率直角肩削りカッタ

詳しくはこちら

e-カタログ

TOMT04-MM
片面仕様 3コーナ
インサート 
APMX = 3.5 mm
ノーズ R = 0.4, 0.8 mm
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ADD 大きな Rの切れ刃と多刃仕様ボディで
高能率加工を実現

バレル刃形インサートが
高能率倣い加工を
実現
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MILLING

PRFRAD = 30 mm PRFRAD = 20 mm

PRFA = 16° PRFA = 21.5°

tungaloy.com/jp

加工面品位を
向上させる
大きな R

大きなピッチでカスプ高さを
小さくする高能率加工用
インサート

より大きな傾斜角に対応する
汎用性の高いインサート  

ZNHU1003R30…
両面仕様 2コーナインサート

ZNHU1003R20…
両面仕様 2コーナインサート

カッタボディ :
モジュラタイプ : HFZN10...

DCX = ø16 – ø40 mm

R = 10 mm のボールエンドミルと比較して、
加工面品位（カスプ高さ）を下げることなく

パス数を 40％削減。

ダブテイル構造を採用した拘束面による
優れたクランプ剛性

詳しくはこちら

e-カタログ
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13,000通り以上の
組み合わせ

ADD豊富なヘッドのラインナップにより、
あらゆる加工形態で高い生産性を実現

スクエア、ボール、高送り、溝加工から、
面取り、穴あけまで、幅広い加工形態に
対応するヘッドを豊富にラインナップ

シャンク径、長さ、材質など、シャンク
も幅広く設定。最適ツーリングの選定が
可能

シンプル＆高精度な接続機構で、高い刃先
位置再現性を実現。さらに工具交換時間を

劇的に短縮
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MILLING

tungaloy.com/jp

VFM形
（平面加工用ヘッド）

DC = ø12 -ø25 mm

VEH形
長刃長タイプ

（スクエアエンド
ミルヘッド）

DC = ø8 - ø32 mm

VBO / VBN形
（三次元曲面仕上げ
加工用バレルヘッド）

DC = ø8 - ø16 mm
詳しくはこちら

e-カタログ
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汎用性と
高能率を
兼ね備えたカッタ
ADD 一つの工具で肩削りから
穴あけ加工まで
究極の多機能カッタ
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MILLING

R R R

LXMU-MM

video

2

1

1

2

tungaloy.com/jp

平面 肩削り 溝 側面 斜め送り 倣い 突き 穴繰広げ 穴あけ 座繰り彫込み

新開発専用インサートは
4コーナ仕様で経済性も抜群。
中心刃を備えドリル加工も可能。
高い汎用性を誇る多機能工具。

08 サイズ
APMX : 7 mm

工具径 : ø16 - ø17 mm

10 サイズ
APMX : 9 mm

工具径 : ø20 - ø21 mm

12 サイズ
APMX : 11 mm

工具径 : ø25 - ø26 mm

外周刃：2 コーナ

中心刃：2 コーナ

対応可能な加工形態

中心刃 2 コーナ、外周刃 2 コーナを 1 つの
インサートに集約。
経済性の高い 4 コーナ仕様インサート！

カッタボディ :
シャンクタイプ : EVLX08/10/12... ( ショートタイプ )：DC = ø16 - ø25 mm
 EVLX08/10/12**L ( ロングタイプ )：DC = ø16 - ø26 mm
モジュラタイプ : HVLX08/10/12...：DC = ø16 - ø25 mm

e-カタログ

肩削り
（R付き）

溝
（R付き）

詳しくはこちら
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タンガロイ
ギア加工用工具
ADD 幅広いギアミーリングに
対応する製品群
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MILLING

tungaloy.com/jp

荒用（内・外径ギア）：
4 コーナ、モジュール 6 - 36
仕上げ用（内径ギア）：
2 コーナ、モジュール 6 - 22
仕上げ用（内径ギア）：
４コーナ、モジュール 6 - 18
仕上げ用（外径ギア）：
２コーナ、モジュール 6 - 22
仕上げ用（外径ギア）：
４コーナ、モジュール 6 - 18

荒用ホブ（外径ギア）：
4 コーナ、モジュール 6 - 20
仕上げ用ホブ（外径ギア）：
4 コーナ、モジュール 6 - 20
荒用ホブ（外径ギア）：
1 コーナ、モジュール 4 - 8
仕上げ用ホブ（外径ギア）：
1 コーナ、モジュール 4 - 8

仕上げ用ヘッド（TungGearGash）：
モジュール 0.8 - 3
仕上げ用ヘッド（TungGearShape）：
モジュール 0.4 - 2.1
仕上げ用ヘッド（TungGearSkive）：
モジュール 0.4 - 2.1

仕上げ用シェーパー
（内径ギア）：
２コーナ、
モジュール 3 - 18

仕上げ用
スカイビングカッタ
（内・外径ギア）：
２コーナ、
モジュール 3 - 12

クーラント穴付き荒加工用
ギャッシュミル

クーラント穴付き仕上げ用
ギャッシュミル
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52

穴あけ加工を
効率化
ADD 穴あけ加工で高い生産性
を追求
高い加工性能と圧倒的な工具
寿命を実現するヘッド交換式
ドリル
シンプルかつ高精度なヘッド交換が可能
機械のダウンタイムを大幅削減

再研削が不要なため、工具管理コストを大幅に削減

豊富なシャンクのラインアップで、最適な一本を選択可能。
安定した高能率加工を実現

ドリルボディ : 
TID-F形　フラットコッタ付きフランジシャンク
L/D = 1.5, 3, 5, 8

TID-R形　円筒シャンク 
L/D = 2, 3.5, 6, 8, 12

TIDC形　面取りホルダ用シャンク  
L/D = 3, 5  

TIDCF形面取り用ホルダと組合わせて使用

TIDCF形　面取り用ホルダ 
30度、45度、60度の 3種類の面取り用インサートが使用可能
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DRILLING

video

tungaloy.com/jp

様々な穴あけ加工に対応するドリルヘッドシリーズ

DC = 
ø6 - ø25.9 mm

ダブルマージンおよび
クイックセンタリング
形状を有する高精度
加工用ヘッド

DC = 
ø6 - ø25.9 mm

汎用性の高い
第一推奨ヘッド

DC = 
ø6 - ø25.9 mm

高い刃先強度を有する
汎用ヘッド

DC = 
ø6 - ø25.9 mm

フラット形状を有する
座繰り穴加工用ヘッド

DC = 
ø10 - ø19.5 mm

シャープエッジを有する
非鉄金属加工用ヘッド

詳しくはこちら

e-カタログ

DMC形 DMF形 DMH形 DMN形DMP形
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内部給油機構を備え、優
れた切りくず排出性と安
定した長寿命を実現

 ADD小径穴あけ加工において
抜群の性能を発揮

世界最小径の
ヘッド交換式ドリル



55

DRILLING

video

tungaloy.com/jp

専用クランプキーにより、
迅速・確実なヘッド交換が可能

ソリッドドリルと
同等以上の穴径精度

ドリルボディ : 
TID-R形 円筒シャンク

L/D = 3, 5

DC = 
ø4 - ø5.9 mm
汎用性の高い
第一推奨ヘッド

DC = 
ø4 - ø5.9 mm

クイックセンタリング形状
を有する高精度加工用

ヘッド

DMP形 DMC形

詳しくはこちら

e-カタログ
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刃先交換式
ガンドリルで
高能率小径
深穴加工を実現
ADD 新ZSGTインサートが
小径深穴加工を可能にする

ø10 mmの刃先交換式
ガンドリルを実現
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DRILLING

ZSGT LOGT TOHT FBM...-I/C/ 
FBH

DC: 14.68 - 24 mm
OAL: 1652 - 1833.4 mm

DC: 12 - 30 mm
OAL: 801.8 - 1652.9 mm

DC: 10 - 40 mm
L/D: 8, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45

MCTR

DC: 14 - 28 mm, L/D: 25

TRLG

tungaloy.com/jp

革新的な刃先交換式ガンドリルシリーズ
ガンドリルマシン、汎用機を問わず

工具径ø10 - ø40 mmの深穴加工に対応

ドリル径 :
ø10 - ø11.8 mm

1 コーナ仕様
チップスプリッタ付き

ドリル径 :
ø11.81 - 

ø13.99 mm
2 コーナ仕様

チップスプリッタ付き

ドリル径 :
ø14 - ø28 mm
3 コーナ仕様

チップスプリッタ付き

ドリル径 :
ø28.01 - ø40 mm

2 コーナ仕様

TRLGCHTRLGCH（クロス穴用）

M
C
TR
 - 
加
工
深
さ
 (m
m
)

TR
LG
 - 
全
長
 (m
m
)

特殊品対応

MCTRCH（クロス穴用）

ドリル径 : DC (mm)

詳しくはこちら

e-カタログ
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Tool Port

Matrix Maxi

Matrix DLS

Matrix Mini

コスト改善の一歩目は、
MATRIXから。
工具のデジタル管理と使用量分析、自動発注で、時間と
工具コストを低減

・ワーク別、ライン別、設備別に使用履歴を確認。異常な工具使用量
の原因究明が可能
・過去の使用量から、適切な在庫設定数を自動計算。それを下回ると、
発注アラームを配信。必要以上の発注もなく在庫過多も防げる
・工具の整理整頓はもちろん、工具の取出し間違えも防げ、効率よく
作業ができる
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SAVE TIME & MONEY

tungaloy.com/jp
詳しくはこちら
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カーボンニュートラルへ
私たちタンガロイが行っていること

環境保全への取り組み
三つの柱
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供給している
製品について

廃棄量を
減らすために

工具使用時の
電力量を削減

高能率加工によって
加工時間を短縮し、
電気の使用量を
減らすことが可能

お客様が廃棄される
超硬工具の量を
大幅に削減

インサート自体を
小さくすることで、
製造時に排出される

CO2 を削減

このページは、Flaticon.com提供の画像データを使用しています。
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国内製造拠点 国内販売拠点

本社
〒 970-1144
福島県いわき市好間工業団地 11-1
☎ 0246(36)8501 Fax. 0246(36)8542
www.tungaloy.co.jp

いわき工場
〒 970-1144
福島県いわき市好間工業団地 11-1
☎ 0246(36)8501 FAX 0246(36)8542
製造製品 : 切削工具

名古屋工場
〒 470-0124
愛知県日進市浅田町茶園 77-1
☎ 052(805)6021 FAX 052(805)6082
製造製品 : 切削工具

九州工場
〒 839-0801
福岡県久留米市宮ノ陣 3-7-57
☎ 0942(37)1173 FAX 0942(37)1299
製造製品 : PCBN
  PCD工具

ユニタック事業本部
☎ 0942(90)5077 FAX 0942(90)5084
製造製品 : 深穴工具

韮崎工場
製品事業本部
〒 407-0036
山梨県韮崎市大草町上條東割 114
☎ 0551(23)0820 FAX 0551(23)0846

摩擦材料販売グループ
☎ 0551(23)0822 FAX 0551(23)0846

製造製品 : 切削工具
  摩擦材料 (TungFric)
  耐摩耗工具
  土木建設用工具

営業本部
〒 970-1144
福島県いわき市好間工業団地 11-1
☎ 0246(36)8520 FAX 0246(36)8538

東部支店
東京営業所
〒 222-0033 
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-7-9 
友泉新横浜一丁目ビル
☎ 045(470)8195 FAX 045(470)8562

新潟営業所
〒 950-0950
新潟県新潟市中央区鳥屋野南 3-10-26
ウェルズ 21とやのみなみB-3
☎ 025(281)1121 FAX 025(281)1123

富士営業所
〒 416-0952 
静岡県富士市青葉町 542 瀬尾ビル 2階
☎ 0545(60)6311 FAX 0545(60)6313

高崎営業所
〒 370-0849
群馬県高崎市八島町 1 7 イシイビル 6階
☎ 027(327)5597 FAX 027(323)8719

東北営業所
〒 983-0045
宮城県仙台市宮城野区宮城野 1-12-15
松栄宮城野ビル
☎ 022(297)1911 FAX 022(293)0272

いわき営業所
〒 970-1144 
福島県いわき市好間工業団地 11-1
☎ 0246(36)8155 FAX 0246(36)8156

長野営業所
〒 386-0014
長野県上田市材木町 2-9-4 
産業振興ビル 3階 A
☎ 0268(26)3870 FAX 0268(26)3872

中部支店
名古屋営業所
〒 470-0124
愛知県日進市浅田町茶園 77-1
☎ 052(805)6012 FAX 052(805)6025

三河営業所
〒 446-0056
愛知県安城市三河安城町 1-9-2 
第 2東祥ビル 2階
☎ 0566(73)9110 FAX 0566(73)9355 

金沢営業所
〒 920-0856
石川県金沢市昭和町 16-1 （ヴィサージュ）
☎ 076(222)2727 FAX 076(222)2730

浜松営業所
〒 435-0013 
静岡県浜松市東区天竜川町 1036
グリーンビル
☎ 053(422)6266 FAX 053(422)6264

トヨタ営業所
〒 470-0124
愛知県日進市浅田町茶園 77-1
☎ 052(805)6011 FAX 052(805)6083

西部支店
大阪営業所
〒 559-0034 
大阪市住之江区南港北 2-1-10
ATCビルO’s 棟北館６階
☎ 06(7668)4501 FAX 06(7668)4519

京都営業所
〒 600-8357
京都府京都市下京区柿本町 579
五条堀川ビル
☎ 075(371)6110 FAX 075(371)6777

神戸営業所
〒 673-0892
兵庫県明石市本町 2-1-26
ニッセイ明石ビル
☎ 078(911)9901 FAX 078(911)9898

岡山営業所
〒 700-0971
岡山県岡山市北区野田 3-13-39
野田センタービル
☎ 086(245)2915 FAX 086(245)2912

広島営業所
〒 730-0051
広島県広島市中区大手町 2-11-2
グランドビル大手町
☎ 082(541)0541 FAX 082(541)0540

福岡営業所
〒 839-0801
福岡県久留米市宮ノ陣 3-7-57
☎ 0942(37)1326 FAX 0942(37)1346

製品事業本部
耐摩土木部販売グループ
〒 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-7-9 
友泉新横浜一丁目ビル
☎ 045(470)8465 FAX 045(470)8645

ユニタック事業本部
国内営業所
〒 673-0892
兵庫県明石市本町 2-1-26
ニッセイ明石ビル
☎ 078(911)9901 FAX 078(911)9898
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マーケティング拠点

海外生産拠点

海外販売拠点

海外販売代理店

TUNGALOY 
Marketing Network & Production Facilities
マーケティングネットワークと生産拠点

Tungaloy America, Inc.
www.tungalo.com/us

Tungaloy Canada
www.tungaloy.com/ca

Tungaloy de Mexico S.A.
www.tungaloy.com/mx

Tungaloy do Brasil Comércio 
de Ferramentas de Corte Ltda.
www.tungaloy.com/br

Tungaloy Germany GmbH
www.tungaloy.com/de

Tungaloy Italia S.r.I.
www.tungaloy.com/it

Tungaloy France S.A.S.
www.tungaloy.com/fr

Tungaloy Benelux b.v.
www.tungaloy.com/nl

Tungaloy U.K. Ltd
www.tungaloy.com/uk

Tungaloy Ibérica S.L.
www.tungaloy.com/es

Tungaloy Scandinavia AB
www.tungaloy.com/se

Tungaloy Czech s.r.o
www.tungaloy.com/cz

Tungaloy Polska Sp. z o.o.
www.tungaloy.com/pl

Tungaloy Hungary Kft
www.tungaloy.com/hu

Tungaloy Croatia
www.tungaloy.com/hr

Tungaloy Rus, LLC
www.tungaloy.com/ru

Tungaloy Turkey
www.tungaloy.com/tr 

Tungaloy Cutting Tool 
(Shanghai) Co.,Ltd.
www.tungaloy.com/cn

Tungaloy Cutting Tools 
(Taiwan) Co.,Ltd.
www.tungaloy.com/tw 

Tungaloy Cutting Tool 
(Thailand) Co.,Ltd.
www.tungaloy.com/th

Tungaloy Singapore
(Pte.), Ltd.
www.tungaloy.com/sg

Tungaloy Vietnam
www.tungaloy.com/sg

Tungaloy India Pvt. Ltd.
www.tungaloy.com/in

Tungaloy Korea Co., Ltd
www.tungaloy.com/kr

Tungaloy Malaysia Sdn Bhd
www.tungaloy.com/my

PT. Tungaloy Indonesia
www.tungaloy.com/id

Tungaloy Australia Pty Ltd
www.tungaloy.com/au

Star Tooling CC  
www.startooling.co.za

Alfi ta Co.,ltd 
www.mtool.by

S.C.Plastteh SRL
www.tungaloy.ro

IMC 大連
製造製品 : 切削工具

IMC タイ
製造製品 : 特殊工具
   穴あけ工具
   リーマ

フランス
製造製品 : 穴あけ工具

イタリア
製造製品 : ハイス穴加工工具   
   ダイヤモンド工具

スイス
製造製品 : 特殊 CBNインサート
   特殊溝入れ工具

マーケティング本部
〒 970-1144
福島県いわき市好間工業団地 11-1
☎ 0246(36)8504 FAX 0246(36)8540

技術本部
〒 970-1144
福島県いわき市好間工業団地 11-1
☎ 0246(36)8512 FAX 0246(36)8544

ユニタック事業本部
〒 839-0801
福岡県久留米市宮ノ陣 3-7-57
☎ 0942(90)5077 FAX 0942(90)5084

マーケティング拠点

海外生産拠点

海外販売拠点

海外販売代理店



11-1 Yoshima Kogyodanchi
Iwaki  970-1144 Japan

tungaloy.com/jp

製品のお問い合わせは

Sep. 2022 (TJ)


