
レーザー彫刻システムのパイオニア／エピログレーザー



　●加工中のスピード、パワーの表示
　●赤色ドットポインターのON/OFF
　●フォーカス設定（テーブル昇降）

　●メモリー内のジョブ表示/選択
　●ジョブのスピード、パワー、加工時間の表示

　●JoyStickを搭載
　●タッチパネルを採用

上記 mini/HELIX の機能に加え、、、

●伝送中の減衰が低減され、伝送距離の長短の影響が抑制され、加
工エリア全域でほぼ均一の出力が得られます（機種により異なります）

●ビームはヘッド部で再集光されるので、より真円に近くビーム径も小さく
なりますので、精緻で強力な安定加工が可能です

●加工対象物に対して、垂直なビーム照射が可能となりますので、より
真っ直ぐで良好なカット断面を得られます

　EPILOGのレーザーは、24インチ以上の加工エリアの全
機種に、「ビームエキスパンダー」と「コリメータ」を標準装備
していますので、加工エリアの大半のエリアで出力の減衰を
抑えた高品質なレーザービームを照射可能です。
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EPILOG LASER 本体仕様一覧

 ZING16  ZING24  Legend MINI24  Legend HELIX24
 30/40  30/40/50/60  30/40/50/60  30/40/50/60/80

 406 x 305  610 x 305  610 x 305  610 x 457

 114  197  203  279

 軸駆動 制御 

 レーザー 出力（W）  30/40  30/40/50/60  30/40/50/60  30/40/50/60/80

 装備  標準共通 

個別 

オプション 
 - - -

 本体構造 筐体 

 730 x 562 x 298  965 x 692 x 381  876 x 660 x 406  927 x 813 x 1011

 43  64  41 (55)  82

エキスパートモデル
（Legend）

機種 ＼ 項目

エントリーモデル
 (ZING)

 最大エリア(mm)
 最大材料厚(mm)
 加工モード

 メモリー
 オープンループ方式

エンコーダ  - - -

 解像度  100 - 1000 dpi

 インタフェース
 ドライバ

モーター  ステッピングモーター（マイクロ/ハイスピード）

X軸ベアリング  シールドローラーベアリング

 DCサーボモータ

 ステンレス製ボールリテーナ

ベルト  B-Styleケプラー

方式 (CO2) 
標準レンズ 

 アドバンスドB-Styleケプラー (倍幅高精度)

 Co2（Rf励起炭酸ガスレーザー）、空冷、Waveguideメタルシールド

 2インチ

 ビーム拡散減衰補正、フロントアクセスドア

 レンズ(1.5/4.0インチ)

 ロータリーアタッチメント

 原点設定、赤色ポインタ、テーブル昇降、エアカーテン

 - - -
 ビーム拡散減衰補正、

 フロントアクセスドア

オートフォーカス、原点設定、赤色ポインタ、テーブル昇降、アシストエア、 フロ

ントアクセスドア、ベクターハニカムテーブル

 クローズドループ方式（エンコーダによる位置監視）

 リニアエンコーダ

 電源
 安全機能

 AC単相 100 - 240 V、 50/60Hz、最大９A(出力60Wまで)、最大15A（出力80W以上）

 FDA規格Class2R(USA)、JIS Class1 準拠、インターロック（トップドア／フロントドア）

排気口(mm) 
排気量(推奨) 

 サイズ(WDH/mm)
 重量(kg)

 102 (ｘ１)

 400CFM (11m3/min)

 グリッドテーブル

 デスクトップ (スタンド無し)  デスクトップ (スタンドオプション)

 ラスター / ベクター / 混在　 （ 特殊加工 :  ３D / スタンプ ）

 75 - 1200 dpi

 LAN / USB

 Windows 7 / 8 / 10

 64MB (循環バッファ)

Fiber

 FiberMark S2
CO2  50/60/80/120  (DUAL)50/60/80  50/60/80/120  (DUAL)50/60/80  30

 610 x 305

 203

 ラスター / ベクター / 混在

 75 - 1200 dpi

 - - -

 LAN / USB

 Windows 7 / 8 / 10

 64MB (循環バッファ)

 軸駆動 制御  クローズドループ方式

 リニアエンコーダ

 DCサーボモータ

 ステンレス製ボールリテーナ

 アドバンスドB-Styleケプラー

 レーザー (CO2) W  50/60/80/120  50/60/80  50/60/80/120  50/60/80  - - -

方式  - - -

 - - -  30/50  - - -  30/50  30

 Ytterbium Fiber、空冷

 ３インチ

 装備 標準共通 「MINI 24」に準じる

※ハニカムテーブルは無し

オプション フロアスタンド、ロータリー

 本体構造 筐体  102

 400CFM (11m3/min)

 876 x 622 x 406

 55

 単相100-240V (15A)

 安全機能  FDA規格Class2R(USA)、JIS Class1 準拠、インターロック（トップドア／フロントドア）
「MINI 24」に準じる

 電源

 原点設定、赤色ポインタ、LED照明、テーブル(昇降/自動焦点)、トップ＆フロントアクセス、

 ビーム拡散減衰補正、温度／衝突センサー、液晶タッチパネル、

 SAFEGUARD™ 機能、IRIS™ Camera Positioning機能

 102 (ｘ2)  102 (ｘ3)

 800CFM (22m3/min)

 1387 x 869 x 1067  1794 x 1304 x 1086

 AC単相自動SW 100-240V（50/60Hz）,15A  AC単相自動SW 240V（50/60Hz）,10A

排気量(推奨) 
 サイズ(WDH/mm)
 重量(kg)  182  227

 ベクターグリッドテーブル、スラットテーブル、ロータリーアタッチメント(リム/3jaw)

 高剛性仕様(スタンド一体型)

排気口(mm) 

 Co2（Rf励起炭酸ガスレーザー）、空冷、Waveguideメタルシールド

(FIBER) W 
方式  Ytterbium Fiber（ｲｯﾄﾘｳﾑﾌｧｲﾊ-）、空冷

標準レンズ  2インチ、 ３インチ (Dual 及び Fiber時)

モーター  High-SPEED DCサーボモータ (ブラシレス)

X軸ベアリング  ステンレス製ボールリテーナ（Tefronコート、自己潤滑）（ダブルブロック）

ベルト  ケプラーベルト（ Advanced B-style W-wide ）

エンコーダ  ロータリーエンコーダ

 解像度  75 - 1200 dpi

 彫刻速度/加速度 165 IPS / 5G

 インタフェース  USB / LAN(有線/無線)

 ドライバ  Windows 7 / 8 / 10

 メモリー １GB (循環バッファ)

 クローズドループ方式（エンコーダによる位置監視）

 加工モード  ラスター / ベクター / 混在　 （ 特殊加工 :  ３D / スタンプ ）

機種 ＼ 項目

プロモデル
 (Fusion)

 Fusion Pro 32  Fusion Pro 48

 最大エリア(mm)  812 x 508  1219 x 914

 最大材料厚(mm)  311



※本仕様は、2020年7月現在のものであり、機能及び仕様は予告なく変更される場合があります。

弊社のご案内

　弊社、テクノロジックはNC加工用CAD/CAMシステムの開発
と、各種CNC加工機を組み合わせた「NC加工システム」の販売か
らサポートまでを一貫してご提供させて頂いており、彫刻関連の機
材を扱う専門会社として30年を超える実績を有しております。
　その彫刻システムの一環として、レーザー彫刻彫刻システムにつ
いても、EPILOG社レーザー彫刻機の輸入販売元として、販売から
ご導入後の各種サポートまでを一貫して対応できる体制で取り組ん
でおります。
　また、弊社は商社にはない広範な加工知識を有しており、レー
ザー彫刻だけでは無く、彫刻加工全般の専門会社ならではの視点
で、より高度なソリューションをご提案させて頂いております。

輸入販売元　　mail : epilog@tecnologic.jp

　米国Epilog社は30年以上の歴史を持つ小型レーザー彫刻シス
テムののリーディングカンパニーです。
　CorelDRAWからのダイレクト出力、ロータリーアタッチメ
ントの製作、大型テーブルの製品化、空冷100Wクラスの高出
力レーザーシステムの開発/製造など、常にユーザーサイドに
立った視点で開発を続けており、更なる作業の効率化と収益性
の向上を支援しています。
　本製品のパンフレットをご覧になり、Epilog社のレーザーシ
ステムが長期間に渡って選ばれ続けている理由をぜひお確かめ
ください。

お問い合わせは.....

 サポートサービスについて

　システム運用をサポートするプログラムとして各種サービスをご用意しております。また「EASYメンテナンス」の設計思想で開発
されている製品ですが、より安心して運用して頂けるように万が一をサポートする保守サービス契約もご用意しております。

（ 導入サポート ）有償、エリア毎
　　　　システムご導入時の運送/搬入/設置から操作講習までの各種サポートをセットアッププランとしてご提供しています。
             初めてのレーザーシステムも安心してご導入頂けます

（ 運用サポート/障害サポート ）無償/有償
　　　　システムの運用方法から、障害復旧までの各種サポートサービスをご提供しています。
             オンライン（遠隔）による対応は基本サポートとして原則無償でご提供。オンラインでの対応が困難な場合等は、オンサイト
             （出張）により有償でスポット対応によるサービスをご提供しています

（ プレミアムサポート ）年間契約、有償
　　　　無償でご提供している基本サポートに、有償のプレミアムサポートサービスを付加する年間契約の保守サービスです。
             オンサイト（出張）対応時に必要となる技術作業料の無償化や障害復旧サービスの優先対応などのプミアムサポートサービス
             をご提供しています。また、万が一の場合には、代替え機レンタルサービス（有償）もご用意

（ プレミアムサポートPLUS ）年間契約、有償
　　　　プレミアムサポート契約に障害復旧時に必要となる部品費用も無償となる保証を付加する年間契約の保守サービスです
             （発振管の故障や、光学系の部品を始め、全ての部品が対象となります。但し、消耗や使用上の瑕疵によるものは対象外）

　※サポートサービスについては、別紙「サポートサービスのご案内」にて詳細をご案内しております。


