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アルミニウムは、金属材料の世界トップ市場
において二番目に重要な材料として確立さ
れてきました。私たちの日常生活をアルミニ
ウムなしに想像することは、ほとんど不可能
です。

GEORGの技術者たちは、非常に早い段階
で柔軟性と汎用性に富むこの材料に強い情
熱を持って取り組みはじめ、数多くの経験を
培ってきました。高度コイル加工ならびに高
度機械加工のための弊社の特殊機器および
プラントソリューションは、世界市場におい
て定評のあるアルミニウム利用業者に長年
にわたって愛顧されています。

弊社製品の特長は、表面を保護しながら最
高精度の処理を行なう速度と高い効率性に
あります。弊社は、独自のライフサイクル品
質管理により、ユーザーの付加価値創造プ

ロセスをアドバイスおよびサポートし、シス
テムがその全寿命を通じてつねに最適な状
態で使用できるように配慮しています。

ユーザーにとっての利点：GEORGを採用す
れば、アルミニウムのコイル加工およびワー
ク加工における個々の問題に対して、技術
的創造性とコスト効率を両立した優れたソ
リューションを提供する、信頼できるパート
ナーを得ることができます。

このことは、競争上の優位性や市場シェア
を保証するばかりではなく、安全性をも約束
してくれます。

Aluminum has established itself as the second 
most important material at the top of the world 
market for metallic materials. It is almost impos-
sible to imagine our everyday life without it.

The GEORG engineers were very passionate 
about this flexible and versatile material at a 
very early stage and have gained a lot of experi-
ence. For many years, our specific machine and 
plant solutions for sophisticated coil processing 
as well as sophisticated mechanical processing 
have been successfully used by renowned alu-
minum customers on the world market.

Our products are characterized by highest preci-
sion and processing speed with surface protec-

tion and high efficiency at the same time. With 
our Life Cycle Quality Management, we advise 
and support your added value process and en-
sure that the system is always optimally used 
throughout the entire operating life.

The advantage for you: With GEORG you will re-
ceive an experienced and reliable partner, who 
will provide technologically creative and cost ef-
fective solutions for your individual problems in 
coil and workpiece machining of aluminum.

This not only ensures competitive advantages 
and market shares, but also a peaceful sleep.

コイル処理および
機械加工に
おける専門性

Experts in Coil  
Processing and  
Mechanical  
Machining

スリッティングライン
Slitting lines

AIへの愛
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長所

Your Benefits

 > 工具セットアップ時間の短縮化と生産速
度の高速化による高出力／高処理能力、
流量

 > 精密カッター軸受を採用した、高水準の
裁断精度

 > カッター軸の偏差を最小化したことによ
る、バリの少ない裁断と裁断回数の向上

 > 可動式制動ユニットによる、コイル径拡
大時の高い巻付け精度

 > 制動プロセスを材料表面に適用すること
によって可能になった、車両外装部品や
被膜ストリップ等の過敏な表面に対する
繊細な処理技術

 > 最新の回生システムおよび高効率の駆動
装置による消費電力の最小化

 > 500 N/mm2を超える引張強度、 
400 N/mm2までの降伏限度

 > 特許取得済みCNC分離独立システム

 > High output/throughput and flow rates 
by rigorous minimization of tooling times 
and high production speeds

 > High level of cutting accuracy by means 
of high precision knife shaft bearings

 > Burr less cuts and high number of cuts 
with minimum deflection of the cutter 
shaft

 > High winding accuracy with increasing 
coil diameter by moveable braking unit

 > Very gentle treatment of highly sensitive 
surfaces such as surfaces for vehicle 
parts, coated strips by means of braking 
processes adapted to the material sur-
face

 > Minimum power consumption by modern 
regenerative systems and by using drives 
of special efficiency grades

 > Tensile strengths more than 500 N/mm2 
and yield limits up to 400 N/mm2

 > Patented CNC separating system

概要
コイル重量
30,000 kg以下
Coil weight
up to 30,000 kg

ストリップ幅
2,800 mm以下
Strip width
up to 2,800 mm

材料厚範囲
0.08 mm～ 
12.0 mm
Line thickness range
0.08 mm – 12.0 mm

ライン速度、スリ
ット
コイル生産数
600 m/min超
80スリット以下
Line speed; Produc-
tion of slit coils
more than 600 m/min 
up to 80 slits
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シャーライン
Cut-to-length lines

ロール研削盤
Roll grinding machines

長所 長所

Your Benefits

Your Benefits

 > 工具セットアップ時間の短縮化と生産速
度の高速化による高出力／高処理能力、
流量

 > 「四重式」および「六重式」設計における
GEORGレベラーの適用によって得られ
る、シートの完全な均一性

 > レベラー内のバックアップロール列への
アプローチによる、縁皺や中弛みの除去
効果

 > シートの精密な裁断精度および角精度

 > バリを最小化するエッジトリミング加工
とシャー裁断

 > 個別式スタックシステムの使用による高
いスタッキング精度

 > 特別な輸送・スタッキング手法によって可
能になった、自動車産業で必要とされる
表面（車両外装部品）等の過敏な表面に
対する繊細な処理技術

 > 500 N/mm2を超える引張強度、 
400 N/mm2までの降伏限度

 > 高精度かつ高出力の研削が、GEORGロ
ール研削盤の特長です。

 > 弊社機器は、上記の特長をもって、各ロ
ール加工施設における信頼できるパート
ナーになります。

 > 固定主軸を備えた可動式ヘッドストック
が、耐久性の強化ならびにセットアップ工
程中の作業安全性の向上を実現します。

 > 研削工程を最適な方法でサポートする堅
牢なマシンベッドが、高精度かつ高出力
の研削を実現します。

 > High output/throughput and flow rates 
by rigorous minimization of tooling times 
and high productions speeds

 > Perfect evenness of sheets by application 
of GEORG levelers in “four-high” and “six-
high” design

 > Elimination of edge waves and center 
buckles by approaching rows of back-up 
rolls in the levelling machine

 > Exact cutting accuracy and angularity of 
sheets

 > Cutting with minimum burr by the 
edge-trimming shear and the cut-to-
length shear

 > High stacking accuracy by using individu-
al stacking systems

 > Gentle treatment of high-sensitive sur-
faces such as surface for the automotive 
industry by special transport and stack-
ing methods

 > Tensile strengths more than 500 N/mm2 
and yield limits up to 400 N/mm2

 > High precision and grinding power are the 
characteristic features of the GEORG roll 
grinding machines

 > Due to these advantages our machines 
are a reliable partner in your roll shop

 > Moveable head stock with stationary 
main axis leads to increased durability as 

well as high handling safety during the 
set-up process

 > Rigid machine bed for optimal workpiece 
support during the grinding process leads 
to high grinding power and high accuracy

概要 概要
コイル重量
30,000 kg以下
Coil weight
up to 30,000 kg

ストリップ幅
2,800 mm以下
Strip width
up to 2,800 mm

材料厚範囲
0.1 mm～15 mm
Line thickness range
0.1 mm – 15 mm

ライン速度
100 m/min以下
Line speed
up to 100 m/min

ワーク重量
50 kg～300 t
Workpiece weight
50 kg – 300 t

ロール径
50 mm～ 
2,500 mm
Roll diameter
50 mm – 2,500 mm

ロール長
250 mm～ 
10,000 mm
Roll length
250 mm –  
10,000 mm

機種
あらゆる用途に対
応する
5種類の機器サイズ

Machine types
5 different machine 
sizes for all  
applications
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ポータル型ミーリング機械
Portal Type Milling Machines

弊社のサービスは、立案および相談から、生
産モニタリング、戦略的メンテナンス、トラブル
シューティング、総合的講習コンセプトに至る
まで幅広く対応しています。

世界中のどこででも弊社のサービスを利用す
ることができます。ユーザー様のご要望に十
全に応えられるように、各提案を準備してお
待ちしております。

Our services range from planning and consult-
ing to production monitoring, strategic main-
tenance, troubleshooting and comprehensive 
training concepts.

We are at your disposal worldwide. In order to 
meet your specific requirements at its best, we 
will gladly prepare an individual offer.

GEORG保全システム
ライフサイクル品質管理

安全性と収益性の
向上に役立つサー
ビス

Service for more 
safety and return

広範囲にわたるサ
ポート体制

Your Benefits

 > 無段階に調節できる広範な回転速度範
囲をもつ加工用スピンドルを装備した堅
牢な機械設計です。

 > 精巧なアルミニウムプレートおよびスラブ
の生産に適しています。

 > 最適化されたGEORGガイドシステム
が、GEORGミーリング機械の最大限に
可能な長寿命精度を保証します。

 > 機械およびコンポーネントは、ユーザー
の機械加工要件を最適に満たすことがで
きるように技術的に設計されています。

 > 弊社は、新型機器の他に、最新の
GEORGコンポーネントで既存装置を最
新化することも提案しています。

 > 弊社は、機械制御システム、プログラミン
グ、ツーリングを含む包括的な機械加工
テクノロジーを提供しています。

 > Rigid machine design with wide, infinitely  
variable speed range of the working 
spindle

 > For High Precision Aluminum Plate and 
Slab Production

 > Optimized GEORG guiding system ensures 
the highest possible long life accuracy of 
GEORG milling machines

 > Design of machine and components engi-
neered to optimally meet your machining 
requirements

 > Besides new machines we also offer 
modernization of existing equipment with 
latest GEORG components

 > We supply the complete machining tech-
nology including machine control system, 
programming and tooling

テーブルサイズ
最大3,000 × 
25,000 mm
Table size
max. 3,000 ×  
25,000 mm

フライスカッター径
1,500～3,200 mm
Milling cutter  
diameter
1,500 mm –  
3,200 mm

送り速度
最大60 m/min
Feed rate
max. 60 m/min

長所概要

GEORGアップデート
戦略的サービス

GEORGファイナンス
融資とリース

GEORGナレッジ
講習と相談

GEORGディアローグ
サービス窓口

GEORGサポート
現地サービス

GEORGケア
保守契約



georg.com

Heinrich Georg GmbH
機械製造

Langenauer Straße 12
57223 Kreuztal, Germany

Phone +49 2732 779-0
Fax  +49 2732 779-340

Email info@georg.com
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