
PRESI
岩石薄片試料作成プロセス
（透過型電子顕微鏡向け）

岩石からサンプル片を切
り出します。

キューブ状になるまで加
工します。

サンプル接着面を、平坦
になるよう研磨します。



キューブをスライドに
接着します。

サンプルを、観察ある
いは研磨のために任
意の厚さまで前研削し
ます。

サンプルを研削します。 必要に応じて、より精密
な研磨を行います。

非常に脆く、脆弱なサンプル
を取り扱う場合、Presi製
Poly‘Vacを用いて減圧下で含
浸させることも可能です。



信頼性の高い堅牢な切断機です。
岩石サンプルの切り出しに適して
いるMECATOME T260は、最大95 
mm径のサンプルの切断が可能で

す。アクセスが容易なカッティング
テーブルを採用することにより、
様々な状況に対応できる柔軟性と、
セットアップの迅速さを実現。専用
クランプシステムは垂直及び水平
方向の両方でサンプルの保持が
可能です。

幅：680 mm 奥行き825 mm 高さ（カバー閉口時）525 mm  重量 110 kg

・ デュアルカッティングディスク
・ ニューマティックバイス

メカトーム T260



CHARACTERISTICS

カバー

材質 PETG (金属製のヒンジ付）

安全性 切断中、ロックがかかりカバーが開かなくなる仕様

モーター

電力 2,200 W

電源 200-230 V 単相

モーターのコントロール フリクエンシーインバーターを搭載

カッティングホイール

使用可能タイプ レジノイドまたはメタリックの両方に対応

サイズレンジ φ250 mm またはφ300 mm

回転速度域 3,200 rpm ＆ 3,800 rpm ※オプション1,500 rpm - 4,000 rpm

軸径 25.4 mm

コントロール

コントロールインターフェース プッシュボタン

切断

切断方法 マニュアル

テーブルの材質 L字型表面処理鋼板

ホルダー テーブルに水平・垂直に取り付けることが可能

クーラント

ポンプ＆タンク 外付け25Lタンクが付属

ルブリケーションタイプ 循環ポンプ方式

クーラントの供給方法 ホイールカバーに内蔵された2点のポート及び2本のノズルより供給

フィルタリング 洗浄可能なメッシュサイズ100μmのフィルターが付属

安全衛生

内部照明 LEDライト

洗浄方法 クリーニングセット(オプション)

アクセサリー

バイス／ホルダー

51210
Left and right quick clamping vices
高さ 45mm
51213
Left quick clamping vice
高さ 45mm
51214

Right quick clamping vice

高さ 45mm
50613
Kopal ホルダーセット
50616
Kopal ホルダー
51212
Manual X-axis table
その他アクセサリー

51006

専用ベースキャビネット

幅 770mm x 奥行き 880mm x 高さ 855mm
51230
クリーニングセット
51250
回転速度可変ユニット (1,500 rpm - 4,000 rpm) 
51621
クーラントタンク用フィルター3個セット

主な特徴



幅：1150 mm 奥行き780 mm 高さ（カバー閉口時）510 mm  重量 170 kg

アクセサリー
62831
GEOTOME DUAL vacuum system
Piloting by GEOTOME DUAL
Automatic purge
62837

Vaccum holder for cutting 2 
thin sections
30 x 45 mm*
62842

Manual micrometric vacuum holder
for cutting 2 thin sections 30 x 45mm*
Travel: 40 mm
Precision: 0.1mm*
62846
Holding block for manual 
cutting
62832
Ceramic vacuum holder for 
grinding
4 thin sections 30 x 45 mm*
* 特注可能

2つの作業台
適合性：特注サンプルホルダーも可能GEOTOME DUALは二つ作業スペー

スを有します。一方は岩石サンプ
ルの切断、もう一方は薄片の予備
研磨を行うことができます。

ジオトーム デュアル



CHARACTERISTICS

カバー

材質 金属、PETG

安全性 切断中はカバーをロック

モーター

電力 2,200 W

電源 200-230 V 単相

モーターのコントロール フリクエンシーインバーターを搭載

カッティングホイール

使用可能タイプ ダイヤモンド

サイズレンジ
切断：ダイヤモンドディスク φ250 mm
研削：カップホイール φ175 mm

回転速度域 1,000 rpm – 3,000 rpm

軸径 25.4 mm

コントロール

コントロールインターフェース プッシュボタン

パスワード設定 可能

通信プロトコル Modbus

切断

切断方法 マニュアル

動作方式 切断：垂直テーブル上でのマニュアル方式
研削：ミクロメトリックホイールによるマニュアル方式

Y軸可動範囲 カッティングテーブル上：300 mm

X軸可動範囲 研削用サンプルラック：35 mm

Z軸可動範囲 -

カッティングテーブルサイズ 260 x 300 mm

テーブル種類
切断：表面処理ステンレス
矯正：セラミックシート付きアルミサンプルラック

クランプ 各種クランプシステム対応12 mm Tスロット

最大カットサイズ
高さ：50 mm
30 x 45 mm ～26 x 46 mm（ラックサイズによる）

最大矯正サイズ 30 x 45 mm ～ 60 x 90 mm

クーラント

ポンプ＆タンク 外付け60 L

ルブリケーションタイプ 循環ポンプ方式

クーラントの供給方法
切断：グラインダーハウジング
矯正：ルブリケーションノズル

フィルタリング 洗浄可能なメッシュサイズ100μmのフィルターが付属

安全衛生

内部照明 LEDライト

洗浄方法 クリーニングセット(オプション)

騒音レベル ＜ 70 db

主な特徴

一般的なφ250 mmのダイヤモンドディスク
の使用が可能。

マニュアル操作により、岩石を任意の厚さ
のサンプルに切断することが可能。薄片化
すればバキュームチャックバイスへの固定
が可能となります。

GEOTOME DUALは同時に4つのサンプルの
研削が可能。

バキュームチャックによって保持され、
φ175 mmのレジノイド、メタル、ビトリファイ
ドボンドのダイヤモンドヘッドカップホイール
を用いて研削します。



岩石サンプル切断用のダイヤモンドワイ
ヤーソーです。ケイ素やガラス類の切断に
も適しております。

低負荷で切断することにより、サンプルの
破損やダメージを防ぎながら切断が可能で
す。

幅：410 mm 奥行き：345 mm 高さ：460 mm  重量：13.8 kg

幅：410 mm 奥行き：345 mm
高さ：460 mm  重量：13.8 kg

幅：450 mm 奥行き：290 mm
高さ：310 mm  重量：11.3 kg

ダイヤモンドワイヤーソー



主な特徴

3500
3500 

PREMIUM
3400

パワーサプライ／コントロール

単相 230 V, 50 - 60 Hz ✓ ✓ ✓

アクセスコード ✓ ✓ ✓

メインケーブル ✓ ✓ ✓

USB端子（5V電源） ✓ ✓ ✓

タッチスクリーン ✓ ✓ ✓

（ワイヤー速度、カット時間測定） ✓ ✓ ✓

遠隔操作用 Wifi ✓ ✓ ✓

タイマー ✓ ✓ ✓

作業範囲

高さ調整（カウンターウェイト位置マーカー） ✓ ✓

追加機能

グラビティ（ワイヤー） ✓ ✓

ウェイトスケール ✓

カット可能深さ

最大深さ（mm） 60 35/52 50

自動停止スライド ✓

サンプルホルダー

スロットテーブル ✓ ✓

ミクロメティックテーブル option ✓ ✓

セラミックプレート5枚付きφ30 mm option ✓ ✓

セラミックプレート5枚付きφ30 mm 90° ✓ ✓ ✓

回転デッキ ✓

潤滑

冷却デバイス ✓ ✓ ✓

●デュアルバイス 12 mm

●ラウンドバイス φ12～32 mm

●ゴニオメーター

●ステレオマイクロスコープ 40倍
（3500 Premium及び3400）

●ダイナモメーター

●サンプルホルダー

●ターニングデッキ

●X-Yテーブル

●マイクロメティックテーブル



幅：605 mm 奥行き：290 mm 高さ：370 mm  重量：33 kg

主な特徴

サンプル数 30×45：20個 60×45：10個

ヒーティングプレート寸法 130 x 500 mm

ブロックウェイト 600 g

加熱力 750 W

最高温度 110 ℃

多言語対応タッチスクリーン ✓

プログラム ✓

タイマー ✓

グラジエントマネジメント ✓

セキュリティアクセス 対応可

パワーサプライ 220 V AC 50 Hz

GEOPRESS は最大20個ものサンプル
を一度に600～1600 g の個別加重で

圧着することが可能です。加熱しな
がらの圧着も可能であり、最大
110℃まで加熱できます。

ジオプレス



幅：520 mm 奥行き：750 mm 高さ：640 mm  重量：75 kg

MECATECH 334 PS は岩石サンプ

ル研磨用にカスタマイズされた自
動研磨装置です。トレイは取り外
しての洗浄が可能で、清潔に保て
ます。専用の個別加重ヘッド
（TI15 PS）は岩石サンプル研磨に

適した加重と速度に設定すること
が可能です。

プラテン及び駆動系部品

専用カバー

スラリーディスペンサー

その他

メカテック 334 PS



主な特徴

プレート径 φ250 mm＆φ300 mm

回転スピード 20-100 rpm

回転方向 正転＆逆転

モーター 900 W

トルク補正 ✓

素早い停止 ✓

優れた加速性 ✓

水きり機構 600 rpm

プレート用照明 ✓

スピンドル ボールベアリング

ベースプレート + 低振動ジョイント ✓

着脱可能ドレンボウル ✓

液跳ね防止フランジ ✓

樹脂製ボディ ✓

剛性のある筐体 ✓

カラータッチパネル TFT LCD 120×90 mm

DISTRITECH 1 スラリー供給ユニット

保守点検・メンテナンス性 ✓

電源 200-220 V, 1 Ph, 50/60 Hz, 8 A

エアー 5-10 bars

水供給口 φ12 mm

水排出口 φ32 mm

エアー接続口 φ10 mm

加圧方式 個別加重

サンプル形状 樹脂包埋及び長方形

回転スピード 20-100 rpm

回転方向 正転＆逆転

モーター 180 W

サンプル枚の加重 0.1-5.0 daN

最大荷重 30 daN

加重調整 電気制御

加減速時に加重低減 ✓

希釈液タンク (200cc) ✓

主な特徴

最大6個のサンプルを保持して、
同時に研磨できるヘッドです。
（サンプル径50mmまで）

ポリシングヘッド TI15 PS



【PRESI 製品お問い合わせ先】 

ケメット・ジャパン株式会社　PRESIラボラトリー 

〒174-0065　東京都板橋区若木1‐8‐23 
TEL：03-6912-3489　FAX：03-6912-3775 

E-mail：info@kemet.jp 
イプロス： http://premium.ipros.jp/kemet 

mailto:info@kemet.jp
http://premium.ipros.jp/kemet

