
THI-12R
THREAD ROLLING MACHINE 汎用性が高い、高性能オールラウンド、

強力型ローリングマシンです。
A versatile, all-round rolling machine that
 offers both high-performance and power.

Spreading the possibilities of

 “manufacturing” with “rolling” technology
「転造」で広げる「モノづくり」の可能性。

特　長　Features

PRODUCTS OF SANMEI WORKS CO.,LTD.

特殊ブランク加工や、フォームローリングなどに最適
Ideal for form rolling and processing special workpieces.

お客様の要望に応じて、さまざまな仕様に対応可能（オプションで水平タイプも用意）
Offers flexible specifications to meet specific user needs (an optional horizontal type is also available).

熱処理後のねじ転造にも対応
Also accommodates post heat treatment thread rolling.

この写真はオプション搭載機です。
Machine in photo has optional equipment installed.
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THREAD ROLLING MACHINETHI-12R

三明製作所のスレッドローリングマシンは、独自の転造技術と高い信頼性で、 
「モノづくり」産業の発展と技術の進歩に貢献します。

The Sanmei Works thread rolling machine’s unique rolling technology and high reliability 
contribute to the development of a “manufacturing” industry and the advance of technology.

特殊ブランク加工や、フォームローリングなどに最適 

●�右写真のように溝入れや特殊円筒形状のパーツの転造加工を行うことができます。

熱処理後のねじ転造にも対応 

●�シンプルな構造で高剛性。操作性もよくパワフルな転造を実現します。

お客様の要望に応じて、さまざまな仕様に対応可能 
（オプションで水平タイプも用意）
●�ゼブラスライドやダイヤルゲージなど、多彩なオプションをご用意しました。
オプションと組み合わせて使用することにより、さらに作業効率・精度が向上します。

Ideal for form rolling and processing special workpieces.
•  Easily produces grooved and special cylindrical parts such as those shown at right.

Also accommodates post heat treatment thread rolling.
•  Built with a simple, highly rigid design to enable easy and powerful rolling 

applications.

Offers flexible specifications to meet specific user needs  
(an optional horizontal type is also available).
•  Comes with a wealth of options such as a zebra slide and a dial gauge, etc. Users 

can choose the option combinations which best suit their needs, thereby enhancing 
work efficiency and accuracy.

作業性向上作業性向上
Improved workabilityImproved workability

精度向上精度向上
Improved performanceImproved performance

作業性向上作業性向上
Improved workabilityImproved workability

ゼブラスライド（Zebra�slide）
高い硬度により、メンテナンス回数が減り、
保守費用の低減が可能です。また長期に渡り
高い機械精度を実現しました。

The Zebra slide's extremely hard 
material reduces maintenance man-
hours and costs, and ensures long-term 
accuracy.

ダイヤルゲージ（Dial�gauge）
ダイブロックの調整を数値化し、作業を容易
にすることが可能。

Allows die block adjustments to be 
expressed numerically, thus simplifying 
operation.


