
インテリジェントな 
工程の最適化



イノベーションが私たちの未来です。
サーシャ　チグフライ / CEO



未来は既に 
始まっています。

世界のマーケットリーダーとして、私たちは先進技術を持った、 

ターニングセンタやスイスタイプ旋盤用の高精度かつ、 

高いパフォーマンスと長寿命で定評のあるツールホルダを 

製造しています。

私たちの新しい「スマート・テクノロジー」によって、 

これからはお客様個々の工程の最適化と監視をインテリジェント 

に行うことができます。





生産性最大化のための最先端テクノロジー。 

この目的のためにWTOはテクノロジーと品質 

に優れた精密ツールホルダを開発、製造して 

います。

インテリジェンスを駆使することにより、 

工程と生産の生産性が向上します。

革新的な「スマートテクノロジー」を搭載 

したWTO精密ツールホルダにより、オンライン 

での工程モニタリングが可能となります。

「途切れることのない開発  

- 常に一歩先を行く」
Karlheinz Jansen, 技術担当取締役

インテリジェントな 
工程最適化



高度なテクノロジー  
Made in Germany



技術設計から最終製品化に至るまで、高精 

度精密ツールホルダの製造において、私た 

ちに一切の妥協はありません。

最先端の製造技術、高い品質水準、 

製造能力拡張への永続的な投資。

私たちの製品は、世界中どこでも、 

高精度なワークがターニングセンタ 

ーによって高い生産性で加工されて 

いる工場で使用されています。



私たちの従業員は、WTOのためでなく、 

お客様の成功のために仕事をしています。
Christoph Schillinger/WTOアジア担当セールスディレクター



100 %お客様の満足だけに常にフォーカスする企業姿勢は、 

熱意にあふれた従業員がその根底にあります。

WTOは、従業員に個別に最先端の仕事環境を提供し、 

この家族経営の企業で働くことへの高い動機付けを 

確固たるものとしています。

WTOは、高い品質基準を達成するために、大部分において 

有能な従業員に依存しています。

皆様の成功が私たち
のビジネスです。





パーフェクトな組み合わせ：

ERコレットチャックとクイック

チェンジシステムが一台のWTOツール 

ホルダーで使用可能。

2つの独立したテーパー接続により、 

高い振れ精度と安定性が保証されます。

特許取得済みのワンハンドレンチを使用すると、 

迅速かつ安全に工具を交換できます。

ERコレット QuickFlex®ミルアーバー 

・アダプター





インテリジェントなモニタリング機能を備えた新世代の

スマート回転工具ホルダー

– ワイヤレス電子センサー/トランスミッターユニットを内蔵

– Bluetooth標準BLE 4.2による安全なデータ転送

– 速度、温度、振動、稼働時間のモニタリング

– 割り当てられた全ての回転ツールホルダーの明確な状態表示

– 割り当てられたマシンの状態をモニタリング

– 各回転工具ホルダーの完全なデータ履歴

完全なオンライン工程モニタリング

–  すべての関連データは稼働中にリアルタイムで送信されます

–  生産パラメータの永続的なモニタリング

–  稼働時間とサービスメンテナンスまでの残り時間の表示

機械制御装置に内蔵

現在はDMG MORIのCELOSバージョンに

おけるオプションとして利用可能。

モニタリング用 

ソフトウェア

取付要件

ハードウェア:  Bluetooth4.2を搭載した

PC、タブレット

OS:  Windows 10





サンドビックコロマントのクイックチェンジ 

システムにより、ツールのセットアップ時間が 

最短になります。 投資回収率が早くなります。

コロマント・キャプトは、ISO 26623に準拠

して認定されたモジュール式クイックチェンジ 

システムです。1つのシステムで高い剛性 

と高い汎用性を兼ね備えています。

WTOから入手可能な 

ショート・アダプター

コロマント・キャプトインターフェースを備えた

精密回転工具ホルダーの場合、グリッパー溝のない

ショートアダプターを使用すると、より長い 

工具長、さらに高い加工精度、安定性という 

大きな利点が得られます。

世界中で利用可能なターニングセンター用の 

クイックチェンジシステムは、旋削、ドリル、

フライス加工に広く適用できます。

ISO規格、サンドビック・コロマントによる

世界中での販売網による高い安心性。





ツールシャンク内を通した内部クーラント供給機能を備えた

新世代のシャンクおよびブレードツールホルダー：工具のセ

ットアップ時間を短縮し、切削工具の寿命と切削送り速度を

向上させます。

精密固定ツールホルダ

WTOの精密固定ツールホルダーは、各ターニ

ングセンターごとに個別に設計され、最高の

精度で製造されているため、機械の加工能力

を余すことなく活用できます。

最高の生産性のための 

内部クーラント供給





Y軸を備えたターニングセンターで使用可能 

なツールを増やすことができる、WTOの複数軸 

ツールホルダー。

利用可能な切削工具を増やすことにより、 

機械のセットアップを変更することなく、 

より複雑で広汎なワークの生産が可能に 

なります。

複数軸ツールホルダ





0〜195°の範囲内で無制限に角度を

変えられるスピンドル

±0.1°の正確な角度調整のた

めの微調整機能

正確な角度調整のための 

スケールとバーニア

角度方向の位置固定

最大80barの内部スルークーラント

供給

さまざまなギア比と最大80 bar / 1160 PSIの高圧内部スルー 

クーラントによって、穴あけおよびフライス加工サイクルを 

より高い機械の生産性のために最適化できます。

調整式アングルユニット

WTOの高精度調整式アングルドリルミリングユニット

は、CNCターニングセンターにおけるあらゆる角度で 

の完品加工を可能にします。





180度回転させることにより、内径および外径ブローチ加工 

が同じインサートホルダーで可能。

1  
Z軸方向に切刃を 

配置します。

2 
刃具がワークに 

切り込みます。

4  
切刃を持ち上げる動き 

によって切刃の摩耗 

や破損を防ぎます。

3  
刃具がワークから 

引き上げられます。

ブローチユニット
WTOの自動ブローチユニットは、毎分最大1,000回の 

ストローク数で、位相のあるキー溝とスプラインを10 mmの溝幅 

で経済的に加工します。 

min. 1,5 max. 32

min. 1,5 max. 32





さまざまなサイズの交換可能な 

フライスアーバ

取り外し可能なカウンターサポートと完全 

なミーリングアーバの引き出しによる簡単な

切削工具交換

スケールとバーニアで最大±30°の 

スケールスイング角での調整が可能

ホブ加工ユニット
CNCターニングセンターを使用した、

生産性の高いギア加工。 

WTOのホブ加工ユニットは、高い剛性 

と振れ精度を提供します。 さまざま 

な切削工具用の交換可能なミーリング 

アーバによる高い汎用性。

ISO 1328-8 、AGMA 8に準拠した歯車

品質の加工に使用可能





生産性の高いギア加工：CNCターニングセンターでの 

内径および外径スプラインのスカイビング。

WTOパワースカイビングユニットは、高い剛性と振れ 

精度を提供します。 ハイドロチャックスピンドルにより、

正確で迅速な切削工具交換が可能になります。

パワースカイビングユニット

ツールクランプ径 Ø16（Ø20（
内部クーラント供給（オプション）

振れを最小限に抑える 

ハイドロチャック

外部給油

角度方向の位置固定

最大角度調整±45°
副尺付き

円筒シャンク

DIN1835A

高精度の角度調整

用サインバー





nanoFlex®

パーフェクトな組み合わせ：ERコレットチャック

とモジュラー式クイックチェンジシステムが 

1本のツールホルダーに集約。

ERコレットを用いた 

通常のツールクランプ
nanoFlex®アダプターを使用 

したクイックチェンジ。

スイスタイプターニング 

センター用に幅広い製品群を

ご用意

標準タイプに加えて、スイスタイプターニングセンター 

の生産性を高めるために、お客様個別の特定 

アプリケーション向けのツールホルダーを提供しています。

スレッドワーリングユニット、ホブ加工ユニット、角度調整可能なドリル/ミーリングユニット、高速ドリル/ミーリング 

ユニット、最大200 bar / 2900 PSIのクーラント圧を使用する深穴加工、およびメタルソーユニット。



 mini
手頃な価格で最大75,000 RPMもの革新的高回転速度

加工を実現。 用途：フライス加工、穴あけ、研削、

面取り、マーキング。



最大回転数  75,000rpm
対応ツールシャ 

ンク径  3 mm, 4 mm, 6 mm
駆動方式  クーラント、オイル、エア

クーラント圧   CoolSpeed® mini (EX)用で 

10-60 bar (145-870 PSI)  
エアー圧   CoolSpeed® mini Air 用で3-7 bar  

(44-101 PSI) 

回
転

速
度

mini (EX) mini Air

回転速度/エアー圧

エアー圧

回
転

速
度

回転速度/クーラント圧

クーラント圧

稼働エリア

CoolSpeed® mini CoolSpeed® mini Air

CoolSpeed® mini (EX) 

CoolSpeed® mini 90 CoolSpeed® mini Air 90

セット

(ベアリング2個、タービン1個)

組立用治具



オーストラリア

Dimac Tooling Ltd.
sales@dimac.com.au

ベラルーシ

LLC „PMI Engineering“
tool@pmi.by

ブラジル

TF2
tfdois@tfdois.com.br

中国

Shanghai Gangde
wtocando@yahoo.com  

デンマーク

Tool-part
cj@tool-part.dk 

フィンランド

Suomen Terätuonti Oy
myynti@stt.as

フランス

Philippe Tagliafero
pta@wto.de 

イギリス

Cutwel Ltd.
sales@cutwel.net 

インド

Ulhas Patil
u.patil@wto-asia.com

イスラエル

E.Y.A.R. Ltd.
boris@eyar.co.il

イタリア

Prymark srl
commerciale@prymark.it

日本

NK Works Co. Ltd.
k_samba@nk-works.co.jp 

カナダ

Mittmann Industrial Inc.
info@mittmann.com 

韓国

WTO Office Korea
is.chon@wto-korea.com

メキシコ

Workholding Engineering De México
info@wem.com.mx

オランダ

Toologic BeNeLux B.V.
info@toologic-benelux.nl   

ノルウェー

Helge Karlsen Verktøy og Maskin AS
hkvm@hkvm.no

ポーランド

ARCO Andrzej Rudenko
info@arcotools.pl

ルーマニア

SC Elif Trading SRL
bulent.ozkan@eliftrading.com

ロシア

WTO Office Russia
office@wto-russia.com

スウェーデン

Komet Scandinavia AB
scandinavia@kometgroup.com

スイス

Utilis AG
info@utilis.com

スロバキア

ALBA precision s.r.o.
albaprecision@albaprecision.sk 

スペイン

ITALMATIC, S.A.
italmatic@italmatic.es

台湾

Kaiko Co., Ltd.
info@kaiko.com.tw 

トルコ

MYK CNC MAKINA SAN. VE
huseyin.tatlidil@mykcnc.com.tr

チェコ

ALBA precision, spol. s.r.o.
info@albaprecision.cz

ウクライナ

„LLC“ SPA Stankopromimport
info@phoenix-ua.com

ドイツ本社

WTO GmbH
Auf der oberen Au 45
77797 Ohlsbach
Deutschland

アメリカ現地法人

WTO USA
13900-F
South Lakes Drive
Charlotte, NC 28273
USA

アジア地区現地法人

WTO Asia
Room 109-110, Building 2
No. 228 Banting Road
Jiuting Town, 
Songjiang District
201615 Shanghai
China

WTO の世界拠点

私たちのディストリビューション・パートナー。WTOの優位な製品を手近に。
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アメリカ

WTO Inc.
www.wto-usa.com

ドイツ

WTO GmbH
www.wto.de 中国

WTO Asia
www.wto-asia.com


