




High-Performance

NSKの高速スピンドルを支える３つのテクノロジー
NSK のマシニングセンタ用高機能ビルトインスピンドルは、NSK が誇る「軸受技術」「潤滑技術」「設計技術」を結集し、
高速主軸の常識を覆す、重切削能力・超低騒音・低環境負荷を実現しています。

軸受技術
工作機械用として実績の高いロバストシリーズを内蔵。セラミックボールの採用
により高速・高剛性・高信頼性を実現しました。

低発熱
内部設計の最適化により、低発熱を達成。

耐焼付き特性向上
温度ロバスト性を向上させ、環境温度変化に対応。

セラミックボール
転動体に高精度セラミックボールを使用し、高速・高精度・高剛性。

設計技術
低振動を追及したビルトインモータ方式を採用。
ギヤやカップリングのないダイレクトドライブにより低振動を実現しています。

低振動
加工面品位の向上。工具寿命の延長。

コンパクト
前後の軸受間にモータが内蔵されてい
るので、直結式に比べ軽量・コンパクト。

組立工数の削減
軸とモータが一体なので、スピンドル
とモータとの芯出し、アライメント調
整などが不要です。

メンテナンス性の向上
独自のカートリッジ構造により短時間
で交換可能です。

潤滑技術
グリース補給潤滑でメンテナンスフリー 10000 時間。
微量のグリースを軸受内部へ自動間欠供給する、NSK が独自に開発した環境に
やさしい新潤滑方式です。

長寿命化
外部からの補給によりグリース寿命を
向上。

超低騒音
耳障りなオイルエアの風切り音なし。

省エネ
エア消費量を 70％以上削減、所要空
気量 50NL/min。

環境性向上
オイル消費量ゼロ。大気中へのオイル
飛散防止。

エア消費量70％減
オイル消費量0

All-in-one Unit

充実の周辺機器をオールインワンにユニット化。プラグアンドプレイ感覚でご使用になれます。

高いメンテナンス性
軸部品一体型カートリッジ構造
によりダウンタイムを大幅短縮

ツールクランプユニット
バランスの崩れにくい螺旋皿バネ
ツール有無検出スイッチ付

アンクランプシリンダ
上下限確認スイッチ付

フラッドクーラント＊

ノズル 6 ヶ所
横形マシニングセンタで
威力を発揮

ロータリーユニオン＊

スルークーラント 7 MPa に対応
MQL も可能

適用ツールホルダ
BT40/HSK-A63

万全な切削水浸入対策
ラビリンス、シール間座、エアシール、
フリンガの 4 重構造

＊：オプション

生産リードタイムの削減
●発注〜スピンドル調整完了までの期間を大幅短縮。
●仕掛り部品在庫も削減できます。

メンテナンスコストの抑制
●異なる機械でもスピンドルは工場内で共通化。
●スペアユニット在庫を削減できます。

発　注 部品集め 組　立 調　整 本機搭載

発　注 本機搭載

単　品

ユニット品

オールインワンスピンドルユニット購入のメリット



寸法一覧表

ビルトインモータスピンドル仕様
納入品仕様図等へ記載される番号です。ご発注の際には、この呼び番号でご指示ください。

Specification

スピンドルタイプ	 Ｂ：標準／高速タイプ
	 Ｓ：高剛性・高出力タイプ
	 Ｆ：高速・高出力タイプ

取付寸法	 11：Ｓタイプ
	 12：	Ｌタイプ /高剛性・高出力タイプ /
	 	 高速・高出力タイプ

シール　0：標準シール

検出スイッチ
3：ツール有無・アンクランプシリンダ上下限主軸テーパ／回転数	 0：BT40/15000/12000	 1：BT40/20000

	 3：HSK-A63/15000/12000	 4：HSK-A63/20000/25000

フランジ	 0：標準位置

潤滑形式	 0：グリース封入　1：グリース補給
	 	潤滑形式「０」は下記４パターンのみに対応しております。
	 W-B1100-00＊＊＊＊				W-B1100-03＊＊＊＊
	 W-B1200-00＊＊＊＊				W-B1200-03＊＊＊＊

※	クーラント（オプション）	
0：なし	
1：スルークーラント	
2：フラッドクーラント	
3：スルー・フラッドクーラント

※ 高速 ･ 高出力タイプ（W-F1200）は、クーラント仕様番号「0」「1」のみ対応可能です
　高速 ･ 高出力タイプ（W-F1200）のフラッドクーラント仕様は対応しておりません

名番構成： 4 1 3 3 0000-11BW-

項　目 単　位 Ｓタイプ Ｌタイプ 高剛性・高出力タイプ 高速・高出力タイプ標　準 高　速 標　準 高　速

主な仕様

軸受内径 （ｍｍ） φ７０ φ７０ φ７０ φ７０ φ８０ φ７０
回転数 （ｍⅰｎ-1） 15 000 20 000 15 000 20 000 12 000 25 000

ツールシャンク － ＢＴ４０
ＨＳＫ-Ａ６３ ← ＢＴ４０

ＨＳＫ-Ａ６３ ← ＢＴ４０
ＨＳＫ-Ａ６３ ＨＳＫ-Ａ６３

潤滑方式 － グリース封入 グリース補給 グリース封入 グリース補給 グリース補給 グリース補給
出力（短時間

・反覆／連続） （ｋW） １８．５（１０ｍｉｎ）／
１１ ← ２２（１５ｍｉｎ）

／１８．５ ← ２５（１５ｍｉｎ）
／２２

３０（２５％ED）
／２２

トルク （N） 60 ← 118 ← 156 68

主要寸法

Ｄ１ （ｍｍ） 210 ← 230 ← 230 230
Ｄ２ （ｍｍ） 265 ← 285 ← 285 285
Ｄ３ （ｍｍ） 170 ← 170 ← 190 180
Ｄ４ （ｍｍ） 240 ← 260 ← 260 260
Ｌ （ｍｍ） 670 ← 800 ← 801 670

Ｌ１ （ｍｍ） 235 ← 235 ← 236 140
Ｌ２ （ｍｍ） 190 ← 320 ← 320 270
Ｌ３ （ｍｍ） 110 ← 110 ← 110 125
Ｌ４ （ｍｍ） 135 ← 135 ← 135 135

※モータは「FANUC BUILT-IN SPINDLE MOTOR BiI シリーズ」を使用しております。
　アンプとＮＣ等はお客様にてご準備していただきますようお願い致します。

ビルトインモータ仕様

Sタイプ	15	000	min−1 仕様

Ｌタイプ	15	000	min−1 仕様

高剛性・高出力タイプ

Sタイプ	20	000	min−1 仕様

Ｌタイプ	20	000	min−1 仕様

高速・高出力タイプ




