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高い生産性を実現 �������l 
マトリックス機能による 

中国語ハングル語の銘板作成例 

●自動レイアウト機能
現場で一番頻度と数の多い彫刻レイアウトが、直感的に自動的に行えます。上下左右の
余白設定や行間比率設定も容易で、数多くの作業が短時間で実現できます。

●自動連番入力・マトリックス※

●自動リスト入力・マトリックス※

銘板（プレート）毎に、特定の文字枠に彫刻したい文字列を、EXCEL・WordやCSV

（改行区切）・テキストファイル呼出等により、一括入力できます。

●彫刻経路指定　　　●1文字編集

銘板（プレート）毎に、特定の文字枠に彫刻したい規則的な連続番号（差分、桁指定可）を自動一括入力できます。　彫刻順を行単位で設定でき、　文字の大きさや位置を、
番号の前後の文字列や、開始番号、終了番号、ゼロ表示する桁等も指定できます。

問目線∴∴∴∴5　　　（農大けた租　eげか

伽魅寄与　12345　　　賞7醤号　12350

※マトリックスとは、大量に彫刻するダルマ銘板や徽章プレート等を一括して簡単に配置する機能です。

●CAD機能マウスで簡単操作、DXF／EPSデータ呼出・編集可能

マウスでの簡単な二次

元CAD操作で図面（グ
ラフィック）を作成・彫刻

出力できます。DXF／
EPSデータの呼出・編

集も可能で、色グループ

分や彫刻回数条件等も

設定でき、個別の彫刻
設定も可能です。　　「CAD機能」「数値CAD」のパネルサンプル

●ダイヤル目盛・文字入力

中心座標や刻み角度、目盛線の半径や長さ等、数値入力により簡単に正確にダイヤル目盛を作成できます。
目盛上の文字も同時に自動的に配置する事が可能です。

彫刻経路と彫刻時間の短縮を　1文字毎にマウス操作で
実現できます。　　　　　　　　変更できます。

●数値CAD

図形を、キーボードに
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乱用尋魚や

●自動アウトライン変換・ハッチング

スキャナから取り込んだイメージデータから、自動的にアウトライン

データを作成できます。彫刻用のデータとして修正やハッチング
処理も可能、マークやロゴなどが簡単に彫刻できます。
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彫刻ソフト『楽彫7』はさまざまな素材・形状の商品に、顧客様の要望に適った仕上がりを実現します。

現場での高い生産性や誰でも簡単に使える操作性は、継続的な効率の良い作業を可能にします。

3つの要望を実規したソフト
あらゆる素材・形状の商材に彫刻できるため、さまざまを用途を実現できます。
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GRaVC）GRaPH

グラボテック株式会社

・M－20　　　・iS－400

・M－20PEN・lS－900

・M40　　　・iS－700

・lS－200　・iS－6000／7000／8000

レーザー彫刻機

対応OS

彫刻機との接続

画面サイズ

〟SmqKi⑥

株式会社ミマキエンジニアリング

・ME－300STⅡ　　・ME－300

・ME－500STⅡ　　・ME－500

・ME－650STⅡ　　・ME－650

・ME－501

グラボテック株式会社
・LSlOO　・LSlOOEx・LS900・LSlOOO

ローラン峠弄亮一。

・EGX・20　　　・EGX－400

・EGX－300　　・EGX－600

・EGX・350

他CAM2シリーズ

コムネット株式会社
・VenusⅡ・LaserProC180Ⅱ　　他

（2017年4月1日現在）

日本語WindowslO／81／8／7、20GB以上の空き容量　　　　　　　　　　CAD図形入力

パラレル／ゾノアル／USBポート（彫刻機の仕様による）

1024×768ピクセル以上、数値CADは1280×1024ピクセル以上を推奨

文字（枠）編集　　　　　文字高さ、文字間隔、拡大縮小、縦横比率（長保／平体）、縦書き／横書き
（混在可）、移動、酉朔」複写、回転、削除、縦横整列、斜体、アンダーライン、
文字配置（中央／左／右／均等割付）、文学観国指定、文字数カウント、
複数行指定

1文字編集　　　　　　1文字単位での文字高さ／位置／回転／圧縮率の変更可

円周文字入力　　　　　　円周状に文字を配列（中心座標、半径、角度、外／内向き等を指定）

自動レイアウト機能　　　　自動的にプレート中央位置に文字を配列、行間隔を自動調整（横書き鳴）

自動割付機能　　　　　　文字高さ、行数、上下を右余白を入力するだけで、レイアウトを自動作成

自動連番入力　機能　　自動的に連続した数字を入力
（開始番号、刻み数、0表示桁、前後文字を指定）

ijスト文字入力機能　　　複数枚のプレート上の任意の文字枠に、改行で区切った文字列を順次

流し込み可能。7種類までノストグループ設定可能。MS－DOSテキスト
形式の文字データの読込可能

TrueTypeフォント　　　　文字編集含め使用可能、ハッチング処理可能（ピッチ指定可能）

主な彫刻用書体　　　　　工業用JiS彫刻文字、アイデア書体、標準丸ナール体、513英数字、
543英数字、英数筆記体、明朝輪郭書体、ゴシック輪郭書体、他（一部
オプション有）

フォントエディター　　　　内臓文字データを呼び出し、編集・合成が可能。ユーザー書体（ユーザー

（作字機能）　　　　　　専用のカスタム書体）との併用により、作成した中国漢字等をキーボード
から入力可能

●フォントエディター

日本語の異体字はもちろん、

中国語・ハングル語・特殊記号

等も簡単に作成できます。ユー

ザー書体として登録すれば、

日本語同様にキーボードから

簡単に文字入力できます。

CAD図彩入力編集操作

CAD図形編集機能

CADハッチング

表タイプ数値入力CAD

ダイヤル／目盛線入力

ダイヤル目盛文字入力

自動アウトライン作成

簡易図形枠機能

表示

彫刻機能

マトリックス彫刻

行・文字単位の彫刻

部分彫刻機能

ロングプレート彫刻

近道（順路指定）彫刻

ワンタッチ彫刻

直線、点、連続線、（円弧線を含む）、四角、角R四角、円、円弧、角度円弧、
楕円、破線／一点鎖線（ピッチ指定可能）など

マウスでの任意入力・グノッド入力、キーからの数値入力

移動、拡大縮小、複写、配列複写、削除、回転、回転複写、ミラー（軸座標
指定可能）、ミラー複写、カット、角R変形、色指定によるグループ分、入力点
位置の変更／挿入／削除、ブロック指定、抽出、連続線変換、部品登録、
部品呼出、スナップ機能（オブジェクトスナップ／グノッドスナップ）など

指定領域内のハッチング（1／100ミij単位でのピッチ指定可能）、
ハッチング時に色グループ分け可能、格子ハッチング／島抜きハッチング

点、単線、複数線、四角、R付四角、3点円弧、角度円弧、円を数値座標で入力

ダイヤル／目盛線を簡単に作成
中Ii〉座標、半径、開始／終了角度、角度ピッチ

目盛線長さ、目盛線太さ（カッター径によるハッチング）を入力することにより

自動生成

イメージデータ（2値BMP）から輪郭追跡し、輪郭データを自動作成

図形枠を利用して手軽に枠線（縦／横／枠）や定規線を作成

ズーム機能（ズーム領域を移動可能）、グノッド表示、プレート目盛線表示

彫刻深度、彫刻スピード（XY／Z）、ツール上昇高さ、彫刻回数、モーターの
オン／オフ、彫刻材料の方向（顕下／頭左／頭右）、裏彫り指定、色グループ
別彫刻設定、リスト入力・連番入力による連続一枚彫刻、センターバイス
原点位置設定、他

同サイズのプレートを税別的に複写配列可能、異なるサイズのプレートも
配置可能

1文字／1行毎に彫刻実行のON／OFFの設定が可能

彫刻したい領域をマウスで指定可能

最大1000mmの長尺プレートが彫刻可能
ポイント数の少ない部分を自動的に分割

彫刻順序を1行毎に「左→右」か「右→左」に最鰻経路で設定可能

文字の打ちかえ一画面確認一彫刻機への転送がスムーズに効率よく
彫刻可能

読込可能なファイル形式　DXF、EPS、MS－DOSテキスト形式（リスト入力）、その伯楽彫専用ファイル

出力ファイル形式　　　　DXF（オプション）

ジョブメニュー　　　　　　使用頻度の多いレイアウトファイルを簡単に呼出、上書き登録、新規登録可能

ファイルプレビュー表示　　登録ファイルをマウスでクリックするだけでレイアウトの確認が可能

ソフト・システムの詳細など説明・実演などお気軽に申し付けください。

醍彫刻アイ子●P袖，
大阪府東大阪市荒川3丁目15－22　東京都墨田区東駒形4丁目24－7
本社　TEL（06）6721－7440　　東京支店　TEL（03）3621－8201
工場　FAX（06）6721°7449　　シ］－ルーム　FAX（03）3621－8204
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