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NCシミュレーションソフトウェア「ベリカット」を使用すれば、実

際に加工する前に、PC上で部品を切削できます。そのため、機

械部品・治具・工具の破損、または工作機械の事故につながるミ

スも無くすことができます。また、ミスが無くなるだけでなく、

最適化モジュールを使用すれば、サイクルタイムを短縮し、加

工効率を改善できます。さらに、ベリカットは切削モデルを利

用した精確な測定や、インスペクション (検査シートの作成) 

など、多くの便利な機能も提供します。

大事な機械を壊した！
ベリカットさえ入っていれば...

ベリカットへの投資は、単にソフトウェアを購入するという
ことだけではありません。この業界で最も先進的で発展性
のある技術パートナーとチームを組むということなのです。

ベリカットシミュレーション技術を含む我々の製品
は、CGTechのエンジニアによって社内開発されて
います。このため、開発者による迅速な変更や特別な
カスタマイズを可能にしています。 

営業や技術サポートなど、CGTech社員の定着率は
非常に高く、代理店も継続して扱っております。 
これにより、お客様は経験豊富な担当者と長期的な 
ビジネス関係を築けます。

CGTechは1988年の創業以来、創業者が所有し、
経営しており、これまで安定的に堅実な黒字経営を 
続けています。ほぼすべての先進工業国に、 
ベリカットをよく知るユーザーがたくさんいます。

我々は、製造業の会社が直面する多くの課題を見て
きました。我々は、常に世界中で新しい製造方法や 
技術に触れているため、絶えず変化している産業界の
ニーズに素早く対応できます。

世界中の多くの主要な会社から認定されたベンダー
として、CGTechは「ものづくり」の信頼できる 
パートナーであり続けます。 
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ベリカットはモジュール単位でのライセンス
管理となっており、導入への柔軟性がありま
す。必要な機能を必要なモジュール数だけ購
入することができます。
後からライセンスファイルを変更する
だけで、簡単にモジュールを追加
できます。
ベリカットは、標準でフローティ
ング・ライセンスに対応してお
り、ネットワーク上の複数のクラ
イアントで利用できます。

ベリフィケーション

マシンシミュレーション

マルチアクシス

オートディフ™

送り速度の最適化

NCマシンプロービング

CAD/CAM & 各種インターフェイス

モデルエクスポート

実加工前に、プログラムのミスを検出し、 
スクラップや再加工を減らします。 

実加工前に潜在的な問題を検出するために、現場の工作機械と 
まったく同じように、PC上で加工をシミュレーションします。 

多軸動作検証: 4軸以上のシミュレーションに必要です。 
12軸×複数系統のシミュレーションが行えます。

NCプログラムの検査: 設計モデルと比較して削り過ぎや 
削り残しを検出します。

送り速度を自動的に修正し、NCプログラムを改善します。

タッチプローブのシミュレーション: 取得した座標情報を 
変数としてNCマクロで使用できます。

加工中のどの段階でも、NCプログラムから 
CADモデルを作成できます。 

自動リベット装置のプログラミング & シミュレーション。

自動ファイバー積層装置のプログラミング & シミュレーション。 

コンバータ: ベリカットとCAMシステムや 
工具管理システムとをシームレスに統合します。 

あなたを成功へと導く支援を行う、 
CGTechの技術エキスパートが協力します。
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長年にわたり改良を重ねてきた
CGTech独自のアルゴリズムは、高
精度と超高速の両立を実現していま
す。何百MBものNCデータを処理し
ても途中から遅くなることがなく、切
削モデルの回転やズームも高速に表
示できます。

 3軸フライス加工、2軸旋盤  
 割り出し加工
 EDM 放電加工
 複数の工具による同時加工

ベリフィケーションでは一般的なコ
ントローラ機能のほとんどをサポー
トしており、簡単に設定することがで
きます。 
 回転軸の旋回点指定
 工具の先読み補正 
 複数の工具長補正
 固定サイクル 
 変数・サブルーチン・NCマクロ・
ループ・分岐命令

 材料切削部分のズーム・回転・逆
回転・断面
 材料形状のなまざまな個所を測
定

 シミュレーションの録画および
静止画のキャプチャー
 特定アプリケーション用のカ
スタムユーザーインター
フェイス作成
 レビューモードでステッ
プバックし、切削部分を
埋め戻し

基本のベリフィケーション
では、切削モデルの形状を
測定、検査できます。モデ
ルはどの向きにも、何回で
も切断でき、ソリッドモデ
ルでは見えないドリル穴
の交差部のような領域も
チェックできます。

X-キャリパー™ツール
は、厚さ・体積・深さ・ギャ
ップ・距離・角度・穴径・タ
ップ形状・コーナーR・ス
キャロップの高さ・エッ
ジなどを測定します。2
点間の距離のX・Y・Z成
分の測定もできます。ま
た、同じ高さの平面をハイライト表
示する機能があります。工具干渉
は、切削で材料を除去してしまった
場合でも表示して測定できます。

マシンシミュレーション

マルチアクシス

オートディフ™

送り速度の最適化

NCマシンプロービング

CAD/CAM & 各種インターフェイス

モデルエクスポート

ベリフィケーション

録画および
ャー
ン用のカ
ンター

ステッ
分を

ン
状を
デ
で
デ
穴
も

ル

ま
イライト表
工具干渉
てしまった
できます。

ベリフィケーション



5

ベリカットレビューアーでは、現場作業者・取引先・
顧客・その他スタッフがNC加工プロセスの3Dアニ
メーションを見ることができます。ベリカットレビュ
ーアーは、ライセンスが必要ないスタンドアロンレ
ビューアーで、NCレビューモードのすべての機能
を組み込んでいます。また、iPadのApp版レビュー
アーも提供しており、さらに携帯性が良くなりまし

た。レビューアーは、材料の除去や埋戻し、コマ送り
やコマ戻しができます。通常のベリカットと同じよ
うに、画像の回転・移動・パン & ズームができ、標準
のX-キャリパー機能のすべてを使用して切削材料
を測定できます。ベリカットレビューアーでは「レビ
ュー」ファイルを使用しますが、これは通常のベリカ
ットセッションのどの時点でも作成できます。

ベリカットのシミュレーションによっ
て切削されたモデルから検査シート
を自動生成。時間をかけずに適切な
指示書を作成できます。

ベリカットは、切削モデルの寸法を記
載した検査シートを自動的に
作成します。

これにより、実用的な検査シートを簡
単、かつ効率的に作成する手順を確
立できます。 

検査シートは、シンプルなテンプレー
ト (雛形) を用いて自由にカスタマイ
ズできます。テンプレートの修正は実

際の表示をプレビューウ
ィンドウで確認しながら
行います。切削モデルか
ら検査箇所を指定するこ
とで、素早く簡単に検査
シートを作成できます。 

検査シートでは、形状を

特定し、寸法を抽出します。その後、任
意の操作指示を追加し、測定機器をリ
ストから選択できます。図面の作成で
は、ベリカットの画像に寸法や注記を
追加し、検査シートに取り込めます。
検査シートはすべて、標準のHTML形
式、またはPDF形式で出力できます。

ベリベリベリカッカッカ トレトレビュビューアーアーでーでは、は、は、現場作業
顧客顧客・そその他の他スタスタッフッフがNがNCC加加加工工プ工 ロセ
メーメーメメ ショショショョンをンをンをンを見る見る見る見ることことことことがでががでができききます。ベ
ーアーは、ライセンスが必要ないスタ
ビューアーで、NCレビューモードのす
を組組み込み込んでんでいまいます。す。またまた、iPaPadのA
ア も提供しており さらに携帯性が

載した検査シートを自動的に
作成します。
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械コンポーネント間の干渉とニアミ
スを検出します。コンポーネントの周
りに「干渉を検出する距離」を設定し
てニアミスのチェックができ、リミット
オーバーの検出も可能です。ベリカッ
トのレビューモードでコマ送りやコマ
戻しの工作機械動作さえもシミュレー
ションできます。 

工作機械の構築は、ベリカット内の
簡易モデリング機能を用いる方法と
3D-CADからソリッドモデルを取り込
む方法があります。プロジェクトツリー
機能により、各部品モデルは簡単に操
作できます。  

工作機械の事故が発生すると膨大な
費用がかかります。そして、製造工程
全体を遅らせてしまう可能性があり
ます。しかし、ベリカットならミスの発
生率を大幅に減らすことができ、貴
重な時間を無駄にすることなく、新し
いNCプログラムの検証を行えます。

マシンシミュレーションは、スライド軸・
ヘッド・タレット・回転テーブル・スピンド
ル・ツールチェンジャー・治具・材料・切
削工具、およびその他のユーザー定
義オブジェクトなど、すべての工作機

 多軸フライス加工、穴加工、旋削、
ミルターン、EDM放電加工
 ミーリング機能付旋盤、旋削機能
付マシニングの複合工作機械

 複数の同期化されたコントローラ
を備える工作機械
 補助アタッチメント、心押台、振れ止め、 
タッチプローブ、パレットチェンジャ
ーなど
 ピックオフ、またはサブスピンドル
への材料の自動搬送
 STEP、STL、IGES、その他

多数の工作機械サンプルとコントロ
ーラファイルのライブラリが含まれ
ています。

マルチアクシス

オートディフ™

送り速度の最適化

NCマシンプロービング

CAD/CAM & 各種インターフェイス

モデルエクスポート

ベリフィケーション

マシンシミュレーション

マシンシミュレーション
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ベリカットには、最も正確な干渉チェ
ック機能があります。パスに沿ってチ
ェックする (ポイントチェック法) ので
はなく、ベリカットはパスに沿って空間
を掃引しながら、パス全体の干渉チェ
ックをします。一般的なシミュレーシ
ョンソフトウェアでは、干渉をチェッ
クする間隔の設定が必要で、その値
を小さくすると処理速度が遅くなり、
逆に大きくすると干渉を見逃してしま
うので、実用性に欠けます。

今日のNC工作機械は複雑なNCプロ
グラムを処理します。ベリカットはNC
プログラマーとNCシミュレーション
および検証ソフトウェアの専門家によ
って設計されました。この専門知識に
よって、ベリカットは多軸機械、複雑な
NCコード、そして高度なプログラミン
グ技術を使用する上で優れたツール
と言えるのです。

ベリカットは、次のような高度な制御
機能をサポートするように設計され
ています

先読み可能な工具経補正
工具先端点制御と工具長補正
工具基準位置のオフセット
豊富な固定サイクルとテーブ
ル角度割り出し
回転軸のピボット点
変数、サブプログラム、マクロ、
及びループ、分岐命令

 治具間で材料を自動的に脱着
面板操作 (主軸上で切刃をスライド)
 複合工作機械のマルチチャンネ
ル制御
 工具軸のIJK命令による多軸動作
 非対称の旋削
 パラレル機構を持つ工作機械 
 多軸ウォータージェット加工

 ギアホブ (歯切り) 加工
 6軸以上を持つロボット
を使用した加工



8

マシンシミュレーション

オートディフ™

送り速度の最適化

NCマシンプロービング

CAD/CAM & 各種インターフェイス

モデルエクスポート

ベリフィケーション

マルチアクシス

マルチアクシス

加工品および機械操作が複雑になる
とミスも増加します。NCプログラム
の精度、加工品の品質、およびオペレ
ーターの安全を成り行きに任せては
いけません。マルチアクシスでは、4
軸以上が同時に動作するシミュレー
ションをサポートします。

1系統12軸を複数系統にわたり同時
に制御するシミュレーションが可能で
す。複合旋盤など、稼働軸数の多い工
作機械には必須の機能です。また、対
向スピンドル、芯押台、振れ止めなど
の動作にも対応しています。

工具が直線に配置された、クシ
刃型ターレットにも対応しています。
従来困難であったスイス型自動旋盤
も、ベリカットでは正確に動作を表現
できます。

マルチアクシスは使用軸をほぼ無制
限に設定でき、あらゆる部品を動作さ
せることができます。例えば、材料の
大きさが異なっていてもバイスが自
動的に閉まり、適正な位置で掴むこと
が可能です。オペレーターは従来の
煩わしい位置設定から開放されます。

CAMシステムのシミュレーションで
は干渉がなかったのに、工作機械に
よる実加工で接触してしまった、こん
な経験はありませんか？これは、工作
機械の軸毎に、同期/非同期の設定
があるからです。この関係を無視し
たシミュレーションは本当のシミュレ
ーションとは言えません。マルチアク
シスは、軸毎にこれらの設定を行え
ます。より実際の工作機械に近い動
作を再現できます。

同時
能で
い工
、対
どど

す。
旋盤
表現

作を再現できます。
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マシンシミュレーション

マルチアクシス

送り速度の最適化

NCマシンプロービング

CAD/CAM & 各種インターフェイス

モデルエクスポート

ベリフィケーション

オートディフ™

オートディフ™

製品が実際に加工されるまで、そのプ
ログラムは複数の企業、部門、CAD/
CAMシステム、エンジニア/プログラ
マーを通ってきます。最終的な加工
品が、はたして当初の設計意図を精
確に反映しているでしょうか？・・・・・、難
しい判断です。しかし、オートディフ™
を使用すれば、精確に確認することが
できます。

設計モデルは、ソリッド・サーフェス・ス
キン、または点列データのいずれでも
構いません。あらかじめ材料の内部に
設計モデルを取り込み、シミュレーシ
ョン後に削り過ぎ/削り残しの
チェックができます。

設計モデルは切削モデルと一緒に、セ
ットアップ間の移動もできます。また、
工具が設計モデルと干渉すると、ベ
リカットが削った部分をハイライト表
示し、同時にエラーを記録できます。

比較結果は、切削モデル、または設計
モデルを半透明にして重ねたり、削り

の

オートディフ™による
比較結果の表示 (拡大)

過ぎ/削り残し量によってモデルを色
分け表示したりできます。比較の許
容値テーブルによって、モデル表面
の色を設定できます。許容値毎に重
複しない色で形状を塗り分けるこが
できます。また、ベリカットログの行
をクリックすると、リンクされたNCプ
ログラムの該当行を反転表示します。
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マシンシミュレーション

マルチアクシス

オートディフ™

NCマシンプロービング

CAD/CAM & 各種インターフェイス

モデルエクスポート

ベリフィケーション
送り速度の最適化

送り速度の最適化

ベリカットは切削加工におけるナレッ
ジベース (知識データベース) の役
割を果たしています。シミュレーショ
ンプロセスを通して、切削毎の状況
に対し、最適な送り速度を学習しま
す。また、各切削ブロックで除去され
た材料の体積も精確に把握します。
それらの知識を使用して、各切削ブ
ロックを小さなセグメントに分割しま
す。各セグメントでの切削条件に対
する最良の送り速度が割り当てられ
ます。その後、送り速度が改善された
新しい加工経路が出力されますが、
加工経路自体は変更されません。送
り速度を最適化するために、オプティ
パス®とForce™の2つの独立した
機能が用意されています。

オプティパス®は、標準的な加工法を
使用し、ユーザーの希望する体積除去
率、切屑厚さ、および切削速度に基づ
いて送り速度を設定します。

セットアップウィザードでは、対話型の
設定パネルで簡単に操作が行えます。
設定値の定義は一度行うだけで、すべ
て最適化ライブラリに保存されます。
次回からはライブラリを利用するだけ

でNCプログラムは最適化されます。 

オプティパス®には、セットアップ不
要で最適化ライブラリを作成するた
めの「学習モード」があります。「学習
モード」を使用すると、オペレーター
が簡単な5項目の設定を行うだけで、
最適化ライブラリを作成できます。工
具毎に、オプティパス®が必要な情報
を自動的に検出し、安全な範囲で最
適な設定値を決定します。オペレー
ターは作成されたライブラリを調整
することで、その最適化の効果を高
くすることができます。

Force™は、材料と切削工具の材質
に関連する材料特性と、切削エッジ
のジオメトリとベリカットでシミュレー
ションされた切削条件を使用して、切
削力と工具負荷を予測します。工具負
荷、荷重、主軸動力、およびトルクの潜
在的な問題を解決するために、詳細な
チャートを表示することができます。
その後、ベリカットは荷重、工具負荷、
主軸動力が理想値に収まるよう、自動
的に送り速度を調整します。Force™

は、材料のせん断強度・摩擦・温度の影
響を考慮した独自の材料係数セットを
使用して切削条件を予測します。材料
データは物理的機械加工特性試験か
ら作成され、有限要素理論結果から
の推定に頼りません。

どちらの方法も最適な送り速度を実現
し、サイクルタイムの短縮、加工面の仕
上がり品質の向上、工具摩耗の低減な
どのメリットを実現します。Force™は、
難削材を使用した機械加工、特に5軸
側面切削などの複雑な多軸加工に優
れています。材料素材が特徴付けられ
ると、将来の機械加工作業において、
工具や機械に幅広く活用することがで
きます。オプティパス®は、材料データ
ベースを使用しませんので、一般的な
材料に適していますが、ユーザーの加
工知識が必要となります。切削工具、
材料、工作機械ごとの理想的な切削
条件がわかっている場合に有効です。
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工具鋼

従来の浅切り込みや小さなステップオーバーで高速に工具を送る方法では、加
工時間の短縮は困難です。高速な送りでより多く切削すれば効率は上がります
が、場所によっては突然工具に負荷がかかって破損したり、工作機械の能力を
超えたりする場合もあるでしょう。切削個所によって切削体積が突然増加して
も、切削負荷や切屑の厚さを一定に保つので、工具や工作機械の破損を防止し
ながら効率的な加工を行うことができるのです。

ベリカットは切削条件に基づいて最適
な送り速度を選択します。切削工具が
より困難な状況に遭遇すると、送り速
度が減少されます。条件が改善される
と、それに応じて送り速度も増加しま
す。オプティパス®は、切削条件を決
定するために体積除去率と切屑厚さ
を使用し、それらの条件にユーザーの
送り速度設定を適用します。Force™
は、物理的に特徴付けられた材料デー
タと切削エッジジオメトリを使用して、
与えられた切削条件での切削力と工
具負荷を予測します。次に、切削工具、
主軸動力、および切屑厚さに対し、希
望する切削力を維持するために、最
大の信頼できる送り速度を計算しま
す。どちらのモジュールも、加工経路
の軌道を変更することなく、必要に応
じて改善された送り速度を自動的に
計算して挿入します。
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NCマシンプロービングはプローブを
破壊したり、工作機械が干渉したりす
ることを未然に防ぎます。

NCマシンプロービングの機能を使用
すれば、もうプロービングの処理に頭

を悩ませる必要はありません。NCマ
シンプロービングを使用し、NCプロ
グラムを完全にシミュレーションする
ことで、プローブ、およびプローブ先
端を破損から守ります。 

マシンシミュレーション

マルチアクシス

オートディフ™

送り速度の最適化

CAD/CAM & 各種インターフェイス

モデルエクスポート

ベリフィケーション
NCマシンプロービング

NCマシンプロービング

ベリカットを使用して、NCプログラムか
らCADモデルを作成できます。モデルに
は、穴・フィレット・コーナーR・ポケット形状
の床壁といった部分が、工作機械で切削
した、そのままの状態で出力されます。

 加工プロセスのどの段階でも
CADモデルを出力
 STLを標準サポート
 IGESでの出力
 オプションのモデルイ
ンターフェイスを
使用し、CATIA 
V5・CATIA V4
・ACISでの出力

マシンシミュレーション

マルチアクシス

オートディフ™

送り速度の最適化

NCマシンプロービング

CAD/CAM & 各種インターフェイス

ベリフィケーション

モデルエクスポート

モデルエクスポート
のどの段階でも
出力
ポート

ルイ

CAD
システム

CAM
システム

ベリカット
モデル

エクスポート
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動リベット装置のプログラミングシステ
ムからNCプログラムをシミュレーショ
ンします。

航空機の高価な機体アセンブリでのリ
ベッターのミスは、高額なコストとなり
ます。これを避けるために、どのくらい
の時間を費やしますか？ 

工作機械上で実行されるのと同じNC
プログラムコードを使用し、自動リベッ
ト装置を視覚的にシミュレーションしま
す。シミュレーションはプログラミング
とは無関係で、VDAFはあらゆるNC自

CAD/CAM & 各種インターフェイス

モデルエクスポート

航空産業用途

コンポジット プログラミング

コンポジット シミュレーション

リベッター

リベッター

CAD/CAM & 各種インターフェイス

モデルエクスポート

航空産業用途

リベッター

コンポジット プログラミング

コンポジット シミュレーション

コンポジット アプリケーション

フォームに積層された材料は測定可
能で、NCプログラムが製造の基準と
要件に従っているかどうかを確認で
きます。シミュレーション結果と情報
をまとめたレポートは、自動的に作成
されます。

自動ファイバー積層装置のための、専
用機械に依存しないプログラミング 
(VCP) とシミュレーション (VCS)の
ソフトウェアです。 

VCPは、CADからのサーフェスモデ
ルと積層型の境界情報を読み込み、
オペレーターが指定する製造の基準
と要件に従って、積層型に材料を積

層します。積層パスは統合されて特別
な積層シーケンスとなり、自動積層装
置用のNCプログラムを出力します。 

VCSは、CADモデルを読み込
み、VCPからのNCプログラム、また
は他の複合材積層パス生成ソフトウ
ェアからのNCプログラムを読み込
んで、仮想機械上でシミュレーション
します。材料は、シミュレーション環
境でのNCプログラムに従って、積層
されていきます。シミュレーションで
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計モデルの形状は正しい向きで自動
的にベリカットに渡ります。ベリカット
はCAMシステムとは独立したライセ
ンス管理をしているため、NCプログ
ラムをシミュレーションして最適化し
ている間、並行してCAMシステムで
作業を続けられます。また、ベリフィケ
ーションの機能で、CAMシステムから
のCLデータも検証できます。

このインターフェイスにより、NCプ
ログラムの検証と最適化、工作機械
のシミュレーションがより簡単で効
率的なプロセスになります。インター
フェイスの多くは、個々のオペレーシ
ョン、グループ化されたオペレーショ
ン、あるいはすべてのNCプログラム
を検証します。NCプログラム・工具・
工作機械とコントローラ情報、その
他のシミュレーションに必要なパラメ
ータとともに、すべての材料・治具・設

マシンシミュレーション

マルチアクシス

オートディフ™

送り速度の最適化

NCマシンプロービング

モデルエクスポート

ベリフィケーション

CAD/CAM & 各種インターフェイス

CAD/CAM & 各種インターフェイス

NX

は、工具管理システムから工具リストを抽出し、ベリカットの工具アセンブリを作成します。

を使用すると、指定したモデルファ
イルフォーマットをベリカットで読込
み、それらを材料・治具・設計モデル・
ツールホルダー・工作機械モデルとし
て使用できます。モデルエクスポート
と一緒に使用すると、ベリカットの切

削モデルをそれらのフォーマットで
出力できます。これらのモジュール
では、そのフォーマットの読み書きに
必要なCAD/CAMシステムが必要
ありません。オプションのモデルイン
ターフェイスでは、ACIS・CATIA V4
・CATIA V5を取り扱いできます。

ベリカットで扱える標準的なフォー
マットは、STEP・STL・IGES・VDA-
FS・DXF・NX (NX インターフェイス
付) です。
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トレーニング & サービス

CGTechの実践的なトレーニングにより、ベリカットの可
能性を最大限に引き出すための知識とスキルが得られま
す。これらのコースは、NCプログラマーや工作機械オペレ
ータに適しています。コースを修了すると、ベリカットをさ
らにご活用いただけるようになります。

カスタマイズコースは、経験豊富なベリカットユーザーで、
ベリカットに関する実務知識をお持ちの方を対象としてい
ます。このコースは、既存の知識をベースに社内のすべて
のユーザーが利用できるベリカット カスタマイズファイル
を作成するためのテクニックを習得します。

オプティパス®コースは、経験豊富なベリカットユーザー
で、ベリカットに関する実務知識をお持ちの方を対象とし
ています。オプティパス®の加工条件データベースへの
登録方法から、NCプログラムを最適化するための操作
を学習します。

カスタマイズコースは、経験豊富なベリカットユーザ
ーで、ベリカットに関する実務知識をお持ちの方を対
象としています。オプション機能の学習： ＥＤＭダイシ

ンキング、ＮＣマシンプロービング、インスペクション、
モデルエクスポートなどの操作について学習します。  

その他のサービス:

お客様毎の操作説明書に沿って、ベリカットの操作を指
導します。(お客様の実機のカスタマイズは含みません。) 
運用内容は事前に打ち合わせをし、当日は操作指導のみ
を行います。
初期のベリカットプロジェクトでの作業中に、ベリカット
のエキスパートからアドバイスを受けることで、誤った
操作や混乱がなくなり、ROIを加速するキーとなります。 
※ROI = 投資額に対して、どれだけ利益を生み出せるかの比率。

ベリカットを最大限に活用していますか？ベリカットのエ
キスパートがお客様に訪問し、ベリカットの技術支援を行
います。現行のオペレーションの潜在的なリスクと、より
良い結果を得るための操作をレクチャーします。お客様
の使用されている工作機械のカスタマイズにつきまして
は、別途相談となります。

その他、お客様に訪問して行う、ベリカットのオンサイトトレ
ーニングや技術コンサルティングなど、お客様のご要望に
合わせた個別のトレーニングも行っております。詳しくは
弊社ホームページ (http://vericut.jp/) をご覧いただく
か、お電話にてお問い合わせください。 
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