
極上コンディションの機械が低価格で入手するチャンス。
詳しくはHPでご確認ください。

機械名 型式 メーカー 年式 主仕様 写真
価格
（円）

保管
場所

複合加工機
NT-

4250DCG100
0S

森精機 2007

MSX-701Ⅲ(FS-31iA) 工具主軸:Capto
C6/12000rpm ATC40、チップコンベア
S:750*±210*1120 第1主軸:10吋チャック
/4000rpm

- 静岡県

1600mmラジア
ルボール盤

DRA-J1600 オークマ 1974

2006年オーバーホール済
(上下角ネジ新品に交換済み)
主軸ﾃｰﾊﾟｰMT-5/18～1,800(60Hz)/18段
角テーブは無し

- 静岡県

NC自動盤 SE-12B スター精密 1998
Fanuc-21iT

バーフィダー(育良IBF-12A×3M)
- 静岡県

ワイヤー放電加工
機

ＡＱ325Ｌ ソディック 2003
★メーカー稼働確認済★
LN1W、Ｓ:X350 Y250 Z220、T:600×400
最大加工物寸法550×400×220

- 埼玉倉庫

NC旋盤 NL2000MC/500 DMG森精機 2008年

★非常に綺麗な状態です★
MSX-850、8吋中実チャック、ベッド上の振
り:923.8 最大加工サイズ:φ366*510
S(XYZ):260*100*590

- 埼玉倉庫

立形マシニングセ
ンター（HSK-

F63）
V33 牧野フライス 2007年

★極上コンディション、金型向け仕様★
Pro-5、主軸30,000回転、HSK-F63、ATC25本、
切削液コントローラ、ミストコレクタ、スーパーGI4

- 埼玉倉庫

立型マシニングセ
ンター（BT40）

DMC64 Linear 日本DMG 2004

★メーカー稼働確認済★
FS180i、S:640×600×500mm、BT40、プロダク
ションパッケージ、工具⾧測定、主軸熱変位補正、
60Hz仕様

- 埼玉倉庫

NC旋盤
LB300-M
C1000

オークマ 2006

★状態良！剛性とスピードを兼ね備えた人気機種★
OSP-P200L、ベット上の振り:φ530mm、最大加
工径×⾧さ:φ340×1000mm、主軸回
転:4500rpm、刃物台:V型、工具12本

- 埼玉倉庫

NC旋盤 F35-1250 大日金属工業 1999

★芯間が⾧い旋盤をお探しなら★
Fanuc-18iT、加工経:φ350 芯間:1250mm、
S:240×1320mm、チャック15吋、タレッ
ト:V10、主軸2500rpm

290万 茨城県

NC旋盤 LB35Ⅱ C-850 オークマ 1996

★精度の安定性は抜群。サーボアンプ交換済★
OSP-7000L、加工径×芯間：φ450×850㎜、S：
X330 Z920㎜、主軸回転：3200rpm、チャック：
15吋、タレット形式 ：V12

680万 茨城県

レーザー加工機 LC-2415αⅢ NT アマダ 2001
2kW、AMNC-PC、OLC420H2,レーザー出力時
間：564286ｈ

- 神奈川県

精密平面研削盤
GHL－B409NSH

Ⅲ
日立ビアメカニク

ス
2008

★程度良く大きい研削盤をお探しの方に★
チャック作業面：600*400mm、許容積載量：
500kg、テーブル左右：750mm、

- 埼玉倉庫

・お問合せ頂いた際には商談中、売却済となっている場合もございます。・お見積り条件は、倉庫渡し、税別、現状有姿 とさせて頂いております。

・倉庫には機械を積み込む設備がございません。搬出の際は別途ご相談とします。

TEL ： 03-6280-3475 Mail ： info@ncc-m.jp

気になる機械があったらすぐご連絡を。些細な事でも丁寧に回答させて頂きます。



極上コンディションの機械が低価格で入手するチャンス。
詳しくはHPでご確認ください。

機械名 型式 メーカー 年式 主仕様 写真
価格
（円）

保管
場所

電動式射出成形機 Si-280Ⅳ 東洋機械金属 2008

射出装置名: H370B
射出体積: 522 cm3
型厚: 300～750 mm
形締力: 2744 kN
ダイバー間隔: 730×730 mm

- 埼玉倉庫

型彫放電加工機 ROBOFOROM35 シャルミー 2001

★微細加工といえばシャルミー★
T:500×400、S:350×250×300、C軸360°、エロ
ワチャック仕様、加工槽:370×800×550、容量：
160L、レシーバータンク容量400L,フィルタ4本

- 埼玉倉庫

プレスブレーキ ３P-110-25 村田機械 2008
★他を圧倒する繰り返し精度を実現★
能力110t(1100KN)曲げ⾧さ2500,ｸｯｼｮﾝ一式,♯
07KX322110-001

- 埼玉倉庫

油圧プレスブレー
キ

HPB12530AT 東洋工機 2001
NCバックゲージ：TNC-MBMⅡ
加圧能力：125TON、テーブル⾧さ：3100㎜、最
大折り曲げ能力：4.6㎜×3100㎜

- 埼玉倉庫

200Tプレス TPL-200S アマダ 1993
★お買い得★ , リンクプレス , S:175 , 25-45spm ,
DH:290 , Adj:110 , SL:850*630 , B:1450*750 ,
急停止時間175ms ,

- 埼玉倉庫

４軸ＣＮＣ旋盤 WT-250 中村留精密工業 2006

★量産加工のお客様。仕事が増える前に！★
Fanuc-18TiB、ベッド上の振り：250mm、往復台
上の振り：250mm、最大加工径：250mm、最大
加工⾧：555mm、主軸回転4500rpm

- 埼玉倉庫

ＮＣ自動盤 A20-ⅦCL シチズン 2013

★なんと2013年製、コンディション良好です★
CINCOM FS32i Model A、加工径φ20mm、加工
⾧55㎜、主軸回転数：8,000min-1、背面主軸、
主軸割出15度、バーフィーダ―ASR X-20ZC

- 埼玉倉庫

ＮＣ旋盤 FL-42Ⅳ シチズン 2005

★シチズンでも独特の人気がある機種★
CINCOM  M6、最大加工径φ42mm、背面加工機
能、背面主軸割出装置、バーフィーダ
（BOSS542）、チップコンベア

- 埼玉倉庫

ＮＣ旋盤 QT-8Ｎ マザック 1995

★精度が出る！と使い続けるお客様が多い名機★
MAZATROL-T32,最大振り300㎜、最大加工径160
㎜、最大加工⾧285㎜,S:Ｘ100㎜、Ｚ290㎜、主軸
5000回転,刃物台：8角

- 埼玉倉庫

ＮＣ旋盤 CL-15 DMG森精機 1996

MSC-521、６インチチャック、ベット上の振り
470mm、クロススライド上の振り380mm、加工
径250mm、最大加工⾧さ330mm、主軸
6000rpm、12角タレット

- 埼玉倉庫

NC立フライス AN-SRF 静岡鐵工所 1998

★単品少量加工に最適。1台あると便利★
S:750×450×400mm、T:1100×400mm、回転
20～4500rpm、NT40、クイル上下自動送り速度
0.035、0.07、0.14(3段)、ヘッド傾斜無し

- 埼玉倉庫

立マシニング
(BT50)

KCV600-15L OKK 1995
★このサイズでこの価格50番のOKK★ ,
OKK-Neometic(M520) , T:1780*640 , 主軸回転速
度:6000rpm , ATC30本 , S:1530*640+45*640 ,

400万 埼玉倉庫

5軸立形マシニング
センター

MS5B-30 牧野精機 2000

★メーカーによるメンテナンス済★
お手頃価格の5軸加工機です。Fanuc16i-M、同時5
軸、主軸:20000RPM、BT40、S:500×320×370
㎜、A軸、B軸:150、T:φ200㎜、ATC30、AWC付

- 埼玉倉庫

・お問合せ頂いた際には商談中、売却済となっている場合もございます。・お見積り条件は、倉庫渡し、税別、現状有姿 とさせて頂いております。

・倉庫には機械を積み込む設備がございません。搬出の際は別途ご相談とします。

TEL ： 03-6280-3475 Mail ： info@ncc-m.jp

気になる機械があったらすぐご連絡を。些細な事でも丁寧に回答させて頂きます。



極上コンディションの機械が低価格で入手するチャンス。
詳しくはHPでご確認ください。

機械名 型式 メーカー 年式 主仕様 写真
価格
（円）

保管
場所

4尺汎用旋盤 LA-55A ワシノ 1976 ★汎用旋盤の名機ワシノ！★ 写真 24万 埼玉倉庫

インバータースク
リューコンプレッ

サー
ZV08AS-R 三井精機 2007年

★メーカーサービスによるメンテ実施済★
出力7.5kw、吐出圧力：0.7Mpa、吐出量：1.2
m3/min

30万 埼玉倉庫

NCボール盤 SB-200 キラ 新古品

★ボール盤作業を自動化できます。新品未使用★
ドリリング：φ1～16㎜（S45C）、タッピング：
M6～16（S45C)＊別途オプション要。ストロー
ク：Z200㎜、T:：400×380㎜、最大積載量：100
㎏、

- 埼玉倉庫

ミニベンダー MBF-1540β 富士機工 2008
圧力能力：15t、ストローク：75mm、フレーム
ギャップ：110mm、上昇速度：19.8mm/sec 下降
速度：42.8mm/sec、

- 埼玉倉庫

NC櫛刃型旋盤 ＬＧ-6 テクノワシノ 1997

Fanuc-0TC 4000rpm(無段)
ベット上の振り:400 往復台上の振り:275
芯間:300 主軸貫通径:40
チャックコレット式

- 静岡県

NC立旋盤 VTM-100 オークマ 2009

制御装置:FANUC-L ﾃｰﾌﾞﾙ回転数:4～416(低
速)/13～1250(高速) M軸回転数:50～1000(低
速)/100～4500(高速) S:650(X)×840(Z)
最大加工径:φ1000 最大加工⾧:840
最大ﾜｰｸ積載質量:800kg ATC:36本

- 静岡県

200Ｔプレス
NC1-

2000(1NL)E
アイダ 2004

S:160
35-70spm
DH:410
BL:1410*680
SL:880*650

- 静岡県

200Tプレス NCS-200(2) アイダ 1998

ダブルクランク
S:250 25-45spm
DH:500 BL:2150*840 SL:1850*650
Adj:110 ベローズ式ダイクションNCYD-20-1(2
パット2シリンダー)  ダイリフター&ダイローラー

- 静岡県

850t射出成型機 IS850FA2-81A 東芝機械 1993

スクリュー径φ105
射出容量4320L
 
金型温調機付

- 静岡県

100Tプレス IST100W 伊藤工業 1997
★オーバーホール済。自信を持っておすすめします
★ S:50、80～300spm、DH:270、B:1500×
800×155

- 埼玉県

・お問合せ頂いた際には商談中、売却済となっている場合もございます。・お見積り条件は、倉庫渡し、税別、現状有姿 とさせて頂いております。

・倉庫には機械を積み込む設備がございません。搬出の際は別途ご相談とします。

TEL ： 03-6280-3475 Mail ： info@ncc-m.jp

【保管倉庫のご案内】

写真

倉庫は常駐ではございません。機械下見の際は事前にご予約お願いします。

気になる機械があったらすぐご連絡を。些細な事でも丁寧に回答させて頂きます。

■埼玉倉庫

住所：埼玉県川口市東川口6-23-13

電車：JR武蔵野線 東川口駅より徒歩10分

■坂出倉庫

住所：香川県坂出市西大浜北4-23-13

電車：予讃線 坂出駅よりタクシーで10分



 ■ 機械の買取も強化中です。御社まで引取に伺いますので安心してご依頼下さい。


