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They are all the structures to the 
upper part and the back side.

型　式
type

項　目
Item

立　型
Vertical

標　準
Standard type

ロングストローク
Long stroke type

オートワークチェンジャー
A.W.C. type

HAL-S104
ターレット4軸タイプ
4 spindle type

HAL-S106
ターレット6軸タイプ
6 spindle type

HAL-S104L
ターレット4軸タイプ
4 spindle type

HAL-S106L
ターレット6軸タイプ
6 spindle type

HAL-S104A
ターレット4軸タイプ
4 spindle type

HAL-S106A
ターレット6軸タイプ
6 spindle type

移動量
Slide stroke

X軸 (mm)
X-axis travel 240 560 240

Y軸 (mm)
Y-axis travel 200 200 150（200）

Z軸 (mm）
Z-axis travel 200 200 200

テーブル
Table

テーブル寸法 (mm)
Table working surface 350×250 350（600）×250 φ600

上面から主軸端面までの距離 (mm)
Distance from table surface to spindle nose face 230～430 230～430 170～370

最大積載質量 (kg)
Table loading capacity 150 150 AWC30×2

主　軸
Spindle

回転速度
(min-1)
Spindle 
speed range

標準仕様S
Standard 100～8,000 100～8,000 100～8,000

高速仕様H
High speed 100～12,000 100～12,000 100～12,000

電動機10分／連続(kW)
Motor 10min/continuous (kW) 0.75 / 0.4 0.75 / 0.4 0.75 / 0.4

送　り
Feed

早送り速度 (m/min)
Rapid (m/min) 30 30 30

切削送り速度 (mm/min)
Cutting feed rate (mm/min) 10～12,000 10～12,000 10～12,000

最小設定単位 (mm)
Min. increment (mm) 0.001 0.001 0.001

精度(1軸）
Accuracy

位置決め (mm)
Positioning (mm)

土0.01（全ストローク）
full stroke

土0.015（全ストローク）
full stroke

土0.01（全ストローク）
full stroke

繰り返し (mm)
Repeatability (mm) 士0.005 士0.006 士0.005

ターレットヘッド
Turret head

スピンドル本数
No. of spindle 4 6 4 6 4 6

割り出し時間 (sec)
Index time (SEC) 0.4 0.4 0.4

シャンク形状
Shank type

BT25（フロントクランプ方式）
Front clamp

BT25（フロントクランプ方式）
Front clamp

BT25（フロントクランプ方式）
Front clamp

工具最大重量 (kg)
Max. Tool weight (kg) 1.2 1.2 1.2

工具最大長さ (mm) ゲージライン
Max. Tool length (mm) 160 160 160

割り出し方法
Index type

オールカム割り出し（油圧不要）
All cam index (Useless Hyd)

オールカム割り出し（油圧不要）
All cam index (Useless Hyd)

オールカム割り出し（油圧不要）
All cam index (Useless Hyd)

工具選択方法
Tool selection

ランダム近廻り
Random access

ランダム近廻り
Random access

ランダム近廻り
Random access

設備動力源
Electric power supply

電源容量
Capacity 5KVA AC200/ 220V 5KVA AC200/ 220V 5KVA AC200/ 220V

機械寸法
Machine dimension

所要面積(mm)
Floor space 750×1,755 1,100×1,755 750×2,100

高さ(mm)
Hight 2,100 2,100 2,100

機械質量
Weight 1,000kg 1,000kg 1,100kg 1,100kg 1,150kg 1,150kg

コラムフィード  COLUMN FEED

①高速主軸回転
標準タイプ8,000 (mm-1)
高速タイプ12,000 (mm-1)
2種類の回転数タイプを用途に応じて選択
High speed spindle
Standard type 100-8000
High speed type 100-12000

②高速タッピング
高速・高精度タッピング加工。
Tapping
High speed highly precise tapping.

③電動自動ドアー（オプション）
業界初の電動自動ドアーを新開発。ドアーの開閉時間1SEC、
ノッキングの無い動作＆メンテナンスフリー。クリーンルーム
工場などにも最適。
An electric automatic door (option)
I develop the industry first electric automatic door newly
and movement without knocking and maintenance free
are most suitable for a clean room for one second
between opening and shutting time of a door.

④自動原点設定機能（オプション）
円の中心やワークの端面などを自動測定・設定が出来る。
Automatic origin point setting function (option)
Setting can measure the canfer of a circle or an end face
of a work piece automatically.

⑤工具長設定機能（オプション）
工具（刃物）を主軸につけたまま、刃物長を自動測定・設定
が出来る。
A tool length setting function (option)
Setting can measure length automatically with having
attached a tool to spindle.

⑥ツーリングロックレバー標準装備
主軸のツーリングの取り付け、取り外しを容易にするスピン
ドルロックレバーを搭載。
A tooling lock lever is supplied.
It is easy to put on and take off a tool.

■加工能力（ツール、切削条件により変動します）
Machining Capacity
(subject to tools and cutting conditions)

加工
Operation

回転数 仕様
Spindle spec ADC FC25 S45C

ドリリング
Drilling

8,000rpm φ12 φ10 φ8

12,000rpm φ10 φ8 φ6

タッピング
Tapping

8,000rpm M10 M8 M6

12,000rpm M8 M6 M5

機械本体仕様 Specifications of machine

■型式選定表　Select of model

無記入標準ストローク
No mark standard stroke

L ロングストローク
Long stroke type

A オートワークチェンジャーAWC付
Auto work changer

HAL ー S    10   4
基本型式
Model

スーパー
Super

割り切りシリーズ
“WARIKIRI” series

スピンドル本数
No. of spindle

4本・6本

ワイドバリエーション  Wide variation

They are all the structures to the 
upper part and the back side.

CNCオペレータパネルを完全分離形とし、データ入力時は手元で入力、
モニタリング時は上側へ配置、生産稼動時は取り外しも可能。
また複数台の使用時にも1台のオペレータパネルで兼用でき、使い易さとコストパフオーマンスを
徹底的に追求。
Originally Creative  With separated completely, CNC operation panel can be properly arranged on the top 
of machine for the monitoring time after input the data and a large number of machines attached can be 
controlled only the single of CNC operation panel, moreover for the process of mass production it can be 
removed outside the machine. It is worth for its cost performance reduction.

CNCオペレートパネル、操作盤、電装品、サーボモーター、ボールネジ、リニアガイド
ケーブル類も全て、加工テーブル面よりはるか上側へそして後方へ配置。
基本構造的に耐水、耐油、耐切り粉性が優れている。
Component parts  Prevented the influence of water, oil, or a chip, are the purposes of the 
improvement in durability of a machine, and the improvement in workability, and arrange it at the upper 
part and the rear far from the table.

機巾750mm、2台並べても1500mm! 完全密着レイアウト可能。
Limited space  A perfection coherence layout is possible. It can be useful for its handling. 
The limited space, 2 machines attached are only 1500 mm wide.

世界最速。ノンリフト＆オールカムターレットヘッドはテーパークラッチを採用。
ツールTOツール0.4秒　チップTOチップ0.9秒
High speed  The fastest in the world, the turret head (non-lift & all cam system) adopts taper 
clutch only 0.4 seconds for tool to tool and 0.9 seconds for chip to chip.

ランニングコストにも注目し消費電力を押えた省エネ設計。
従来機の1/2～1/3以内。油圧不要。
Energy saving  With the energy saving design for electric power supply, the operating 
cost of machine can be reduced about 1/2 to 1/3. Oil pressure supply are not necessary.

2台購入してもおよそ1台分の価格。
シンプル設計、部品点数の大幅低減などにより、低価格化を実現。
Lower price  With the saving design for decrement of the part, it can be saved for its 
price. Only purchase 2 machines, the price is the same as 1 machine purchase.

They are all the structures to the 
upper part and the back side.

コラムフィード  COLUMN FEED

完全密着レイアウト例
Example perfection coherence layout

データ手元入力時
Setting position of data input

モニター位置セット時
Setting position of monitor

①高速主軸回転
標準タイプ8,000 (mm-1)
高速タイプ12,000 (mm-1)
2種類の回転数タイプを用途に応じて選択
High speed spindle
Standard type 100-8000
High speed type 100-12000

②高速タッピング
高速・高精度タッピング加工。
Tapping
High speed highly precise tapping.

③電動自動ドアー（オプション）
業界初の電動自動ドアーを新開発。ドアーの開閉時間1SEC、
ノッキングの無い動作＆メンテナンスフリー。クリーンルーム
工場などにも最適。
An electric automatic door (option)
I develop the industry first electric automatic door newly
and movement without knocking and maintenance free
are most suitable for a clean room for one second
between opening and shutting time of a door.

④自動原点設定機能（オプション）
円の中心やワークの端面などを自動測定・設定が出来る。
Automatic origin point setting function (option)
Setting can measure the canfer of a circle or an end face
of a work piece automatically.

⑤工具長設定機能（オプション）
工具（刃物）を主軸につけたまま、刃物長を自動測定・設定
が出来る。
A tool length setting function (option)
Setting can measure length automatically with having
attached a tool to spindle.

⑥ツーリングロックレバー標準装備
主軸のツーリングの取り付け、取り外しを容易にするスピン
ドルロックレバーを搭載。
A tooling lock lever is supplied.
It is easy to put on and take off a tool.

2,250mm（3台） 1,500mm（2台） 750mm（1台）

ワイドバリエーション  Wide variation

X軸ストローク 560mm X axis stroke 560mm

● ワーク複数個取り、長尺物等に便利なX軸ロング 
ストロークタイプ。

●価格も機能も標準タイプのDNAを全て継承。

●  It is convenient for work piece multiple pieces processing and 
processing of a long work piece.

●  Both a price and function succeed to all DNA of a standard 
type.

180°ターンテーブル付 180° turn table

● 機内で加工中に手前でワークの脱着を行い、加工完了と 
同時にテーブルが180°旋回して連続加工が出来る。

● 180°割り出しはカービックカップリング方式で 
高速 (3.0SEC)、高精度。
●ローダー、ロボット等による全自動化が容易。
●治具への接近性が良く、作業能率が良い。

●  An automatic work changer(A.W.C) 
There is putting on and taking-off of work piece in 
processing.

●  The curvic coupling system realize the high speed (for 3.0 
seconds) and the high accuracy in 180° index.

● It is easy to do automation by loader, robots, etc.
● Approach nature to JIG FIXTURE is good and work is efficient.

■ロングストロークタイプ　HAL-S104(6)L
 Long stroke type

■オートワークチェンジャー(AWC)タイプ　 HAL-S104(6)A
 Auto work changer type



※本機の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。The appearance of this machine and specifications are sometimes changed without notice.

立型（標準） HAL-S104（6）

立型（ロングストローク） HAL-S104（6）L

立型（AWC） HAL-S104（6）A
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オプション

■オプション
・クーラントユニット：250W70L
◎クーラントユニット・チップコンベア付：
 250W150L
・クーラント用SOLバルブ
・エアーオイルミストスプレー装置
・自動ドアー
・エリアセンサー
・ハイコラム 50mm , 100mm
・自動給油装置（グリス仕様）
・3点式シグナルタワー
・手元起動スイッチ
・エ具破損検知
◎横型NCインデックス
◎ NCチルト付インデックス
・ワーク自動原点設定用タッチセンサー
・エ具長設定装置
・指定塗装色（ベース除く）
◎外部インターフェース（ロボット等）
・機内照明（24V）
◎マルチカウンター
・手元歩行スイッチ
・治具クランプ／アンクランプ機能
・着座確認装置
・エアーパージ装置
・サブテーブル
・天井カバー
・増設 I / Oボード
（◎印は増設 I / Oボードが必要です）

Option

■Option
・Coolant unit : 250W 70L
◎Coolant unit with chip conveyor : 250W 150L
・SOL valve for coolant
・Air oil mist spray
・Automatic door
・Area sensor
・High column 50mm , 100mm
・Auto Lub.Unit (Grease type)
・3color signal tower
・Hand start switch
・Tool damage sensor
◎Horizontal NC indexing table
◎NC tilting table
・Auto origin point sensor for workpiece
・Tool long measuring device
・Special color (Exclude Base)
◎External interface (Robot etc.)
・Machine lighting equipment (24V)
◎Multi counter
・Nagara switch
・Jig fixture clamp/unclamp function
・Stick sensor
・Air purge device
・Sub table
・Top cover
・Additional I / O board
(◎mark Additional I / O board is necessary)

■機械塗装色（標準色）／日塗工NO.YN-90（マンセルN9.0）



CNC装置仕様概要 CNC equipments specifications

■制御装置　CNC M80W
■軸制御
・制御軸：3軸
・同時制御軸数：3軸
■運転モード /運転操作
・自動運転
・MDI運転
・前面SDカード運転
・前面USBメモリ運転
■補間機能
・位置決め：G00
・直線補間：G01
・円弧補間：G02/G03
・スキップ機能：G31
・ドウエル：G04
・イグザクトストップチェック：G09
・イグザクトストップモード：G61
・リファレンス点復帰：G28/G29
・リファレンス点復帰チェック：G27
・第2・3・4リファレンス点復帰
・ヘリカル補間
■送り機能
・同期タッピング
・切削送り速度クランプ
・自動加減速
・毎分送り：G94
・ 切削送り速度オーバーライド： 

0～150%
・早送りオーバーライド：F1/25/50/100
■プログラム入力
・オプショナルブロックスキップ
・ アブソリュート、 
インクレメンタル指令：G90/G91
・プログラム番号：08桁
・シーケンス番号：N6桁
・小数点入力
・プログラマブルデータ入力：G10
・平面選択：G17/G18/G19
・座標系設定：G92
・サブプログラム呼び出し
・ワーク座標系：G54～G59
・拡張ワーク座標系： G54.1
 P1～P48（48組）
・固定サイクル： G73/G74/G76
 G80～G89/G98
・円弧半径R指定
・座標回転：G68/G69
・変数指令700組
・ユーザーマクロ
■補助機能 /主軸機能
・1ブロック3M機能
・主軸機能：S5桁バイナリ出力

■工具機能 /工具補正機能
・工具補正組数：400組
・工具長補正：G43/G44/G49
・工具径補正：G38～G42
■編集操作
・テープ記憶長：1280m（500KB）
・登録プログラム個数：1000個
・バックグランド編集機能付
■設定 /表示機能
・表示：8.4型カラー表示
・状態表示・現在位置表示
・プログラム表示・パラメーター設定表示
・アラーム表示
・アラーム履歴表示
・時計機能
・ 表示言語・日本語他15ヶ国語表示・
データ保護
■データ入力・出力
・USBメモリ I/F
・SDカード I/F

■Control device CNC M80W
■Control axis
・Control axis：3 axis
・No. of simultaneous control axis : 3 axis
■Operation mode
・Automatic operation
・MDI operation
・SD and operation (front side)
・USB memory operation (front side)
■ Interpolation function
・Positioning : G00
・Linear interpolation :G01
・Circular interpolation : G02/G03
・Skip function : G31
・Dwell : G04
・Exact stop check : G09
・Exact stop mode : G61
・Reference point returnG28/G29
・Reference point return check : G27
・2nd/3rd/4th reference point return
・Helical interpolation
■Feed function
・Synchronous tapping
・Cutting feed rate clamp
・Automatic acceleration / deceleration
・Feed per-minute : G94
・Cutting feed rate override : 0～150%
・Rapid traverse override : F1/25/50/100
■Program input
・Optional block skip : 1
・ Absolute incremental command : G90/G91
・Program number : 08digit
・Sequence number : N6digit
・Decimal point input
・Programmable date input : G10
・Plane selection : G17/G18/G19
・Coordinate system setting : G92
・Sub-program call
・Work coordinate system G54～G59
・ Work coordinate system selection 

48sets expanded : G54.1
・Canned cycles :  G73/G74/G76 

G80～G89/G98
・Circular rediusR specification
・Coordinate rotation : G68/G69
・Number of variable command700sets
・User macro
■Miscellaneous function / Spindle function
・1block 3M function
・Spindle function : S5digit binary output

■Tool function / Tool compensation
・Number of tool offset pairs : 400pairs
・Tool length compensation : G43/G44/G49
・Cutter compensation : G38～G42
■Editing operation
・Program storage capacity : 1280m (500KB)
・Registered programs : 1000
・Background editing function
■Setting / Display
・Display : 8.4” color LCD
・Current position display
・ Program display
・Parameter setting display
・Alarm display
・Alarm history display
・Clock function
・ Language display : Japanese and 15 other 

languages display
・Data protection key
■Data input-output
・USB I/F
・SD card  I/F

本製品は、外国為替及び外国貿易管理法に基づく戦略物資等に該当する場合があります。従って、該当品を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要となります。
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http://www.first-giken.co.jp　　webmaster@first-giken.co.jp

関 西 営 業 所 TEL.0791-49-3431  FAX.0791-49-3060

関 東 営 業 所 TEL.048-620-2050  

FIRST GIKEN (THAILAND)CO.,LTD.
TEL.662-381-9788  FAX.662-381-9790

FIRST ES CO.,LTD. (Engineering Service)
TEL.084-954-3511  FAX.084-954-3730

本 社 〒721-0957 広島県福山市箕島町南丘6570-1
TEL.084-954-3511㈹  FAX.084-954-3730

Head Office 6570-1 Minamigaoka, Minoshima-cho, Fukuyama-shi,
Hiroshima-ken, 721-0957 Japan.
TEL.084-954-3511  FAX.084-954-3730

株式会社ファーストES（エンジニアリングサービス）
TEL.084-954-3511 FAX.084-954-3730
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