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会社案内

会社名：  クール・テック株式会社 （ COOL TECH LTD. ）
本社所在地： 〒201-0014 東京都狛江市東和泉 2-16-30
TEL：  03-5761-5047（代）
FAX：  03-5761-5048
e-mail： 　　　   info@cooltech.jp
設立：  昭和58年11月9日
代表取締役： 瀧澤  恵介

1. 高pHアルカリイオン水生成装置の製造及び販売
2. 水溶性ミスト供給装置の製造および販売
3. 切削油剤、防錆剤、消泡剤の製造および販売
4. エンジニアリング業務

クール・テックは
金属加工の生産性向上、環境改善を実現する
装置、切削油剤のメーカです。

クール・テックは1983年の創業以来、エンジニア
リング事業を通して、大手メーカをはじめ、主に
建設機械業界の製造ライン生産性向上に貢献し
てまいりました。

しかし経済環境の変化が進む中、建機メーカの生
産工場の海外移転が加速したことを機に、その環
境変化に対応する事が求められました。

そこで、それまでの事業で得た経験や知識をもと
に、金属加工業向けに、生産性向上を目的とした
装置などの開発製造販売をする業態にシフトして
まいりました。

現在では、水溶性ミスト供給装置をはじめ、高pH
アルカリイオン水生成装置、またそれに伴う専用
切削油剤など、切削油に係る問題点の解決を提
案する製品群をラインナップしており、国内外の
多数のお客様にご支持を頂いております。

長年のエンジニアリング事業で培った経験と知識
を活かし、金属加工の生産性向上を実現する製品
開発と、顧客へのコンサルティングを通した販売
で、金属加工業の発展に寄与してまいります。

職場環境の改善（イメージ）

高効率機械加工の実現（イメージ）

会社概要

業務内容

事業内容

Company Brochure

Company name:   COOL TECH LTD.
Head office:    Sky Grande Shiodome 1F, 1-2-1 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-0022, Japan 
Telephone：              +81-3-5777-2091(rep)
FAX：               +81-3-5777-2092
E-mail： 　　　     info@cooltech.jp
Establishment:    November 9, 1983
President of the Company :  Keisuke Takizawa

(1) Manufacturing and sales of High pH alkaline ionized water generators
(2) Manufacture and sales of Water soluble mist coolant supply equipment
(3) Manufacture and sales of cutting fluids, antirust agents and defoaming agents
(4) Engineering work

COOL TECH LTD. is a manufacturer of equipment and 
cutting fluids that help improve productivity and 
the environment in metal processing.

Since our establishment in 1983, through our 
engineering business, 
we have contributed to improving the 
productivity of production lines of major 
manufacturers,
 mainly in the construction machinery industry.

However, with the accelerated relocation of 
construction equipment manufacturers' 
production plants overseas,
 it was necessary to respond to the changing 
environment.

Therefore, based on the experience and 
knowledge gained from the previous business, 
we have shifted to developing, manufacturing 
and selling equipment and other products
 to improve productivity in the metal processing 
industry.

Currently, we have a lineup of products that offer 
solutions to cutting oil problems,
such as Water soluble mist coolant supply 
equipment, High pH alkaline ionized water 
generators, and special cutting fluid agents, 
and we have the support of many customers in 
Japan and abroad.

Improving the work environment (image)

Realization of high-efficiency machining (image)

Company Profile

Business Activities

Business Description
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クール・テックの製品群

・高能率加工
・工具寿命の延長
・難削材の加工容易化
・使用切削油剤の削減
・産業廃棄費用削減
・工作機械の洗浄効果

・高能率加工
・工具寿命の延長
・使用電力費の削減
・使用切削油剤の削減
・産業廃棄費用削減

浸漬試験5日経過後、錆未発生

消泡

・高能率加工
・工具寿命の延長
・切削油品質維持
・防錆性能向上
・消泡性能向上
・コスト削減
・品質向上

アルカリイオン水用クーラント集中管理システム
アルカリイオン水生成機用タンク
アルカリイオン水タンク用架台

期待される機能

消泡剤防錆剤

切削油剤ミスト装置用水溶性切削液

高pHアルカリイオン水
生成装置

1 水溶性ミスト供給装置2

専用切削油剤/防錆剤/消泡剤3

その他オプション品

期待される機能

期待される機能

他社防錆剤 消泡剤なし

クールテック
デフォーマー 
DF-700  滴下

クールテック
アンチラスト
洗浄用 WA-1

Product lineup of COOL TECH

・High-efficiency 
machining
・Extended tool life
・Ease of machining 
difficult-to-machine 
materials
・Reduction of used 
cutting fluid
・Reduction of 
industrial disposal 
costs
・Cleaning effects of 
machine tool

・High-efficiency 
machining
・Extended tool life
・Reduction of power 
costs
・Reduction of used 
cutting fluid
・Reduction of 
industrial disposal 
costs

No rust after 5 days of immersion test

Antifoam

・High-efficiency 
machining
・Extended tool life
・Maintain cutting oil 
quality
・Improvement in 
antirust performance
・Improvement in 
defoaming 
performance
・Cost reduction
・Quality improvement

Centralized coolant management system for alkaline ionized water
Tank for alkaline ionized water generator 
Trestle for alkaline ionized water tanks

Expected Features

Defoaming agentsAntirust agents

Cutting fluid for alkaline ionized waterWater-soluble cutting fluid for misting equipment

High pH alkaline ionized
 water generator

1 Water soluble mist 
 supply equipment

2

Special cutting fluids, antirust agents and defoaming agents3

Other Options

Expected Features

Expected Features

Antirust agent from 
other companies

No defoamer
agents

Drop 
COOLTECH
DEFOAMER

DF-700

COOLTECH
ANTI-RUST

WA-1  for washing
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クールテックのアルカリイオン水生成装置は、独自の電解技術を用い、高pHのア
ルカリイオン水(pH13.2)を効率よく低コストで製造することができます。環境性能
を高めた仕様となっており、成分は水と食品添加物由来の成分のみ。さらに、廃水
になる酸性水や塩素ガスなどを一切発生しません。
当社製の高pHの水が持つ機能は、生産現場での様々な場面での活用が期待でき
ます。

①廃水なしのエコ設計
②高pH13.2のため、調整・管理・持ち運びしやすい

B-132-LO/B

クールテック製のアルカリイオン水は
pH値が13.2以上に到達します。pH値
が高い水は水分子が細かくなり、界面
張力も小さくなります。その結果、高
い浸透性を示すようになります。

浸透性の高くなった水は研削・切削
加工において、刃先に浸透し高い冷
却効果を与えられるため、生産性の
向上が期待できます。

イメージ

製品概要

高pHアルカリイオン水の特徴

高い浸透性を持つ水は、汚れの隙間
に浸透できるようになります。
またアルカリイオン水が持つマイナ
スイオンが、汚れを包み込み、汚れ
そのものを浮き上がらせ、洗浄効果
が発現します。

アルカリイオンが
界面に浸透し、菌
を物体から剥離し
ます。

アルカリイオン水は、一般的な水と違い、
防錆性能があります。

菌をアルカリイオン
水が包み込みたんぱ
く質を加水分解する
ことで除菌すると言
われています。

①界面浸透・剥離 ②分離・乳化

アルカリイオン水は、高い除菌性能
を示します。
切削液に混ぜることで、切削液の腐敗
防止することができ、腐敗臭もなくな
ることから、労働環境の向上の効果
があります。

アルカリイオン水により鉄系金属表
層に不動態膜を生じるためアルカリ
イオン水では錆びにくくなります。

特徴

浸透性・冷却性

高pHアルカリイオン水生成装置

❶

洗浄力❷

除菌力と消臭効果❸

防錆効果４

クール・テック

＜A社＞

＜B社＞

pH13.2

pH13.1

pH12.5
5倍濃縮

水道水

表面張力が大きいため刃先に浸透しにくい 表面張力が小さいため刃先に浸透

アルカリイオン水

刃先に
クーラントが浸透 高い冷却性を発揮電解水

  pH大 ＝ 界面張力小 ＝ 浸透性大

鉄系金属素材部
不動態膜

O2 O2

マイナスイオンの働きで鹸化が起こり、
汚れ/臭いを分解します。
さらに、物体もマイナスイオンを帯びることで、
汚れ/臭いを浮き上がらせます。

浮き出た汚れを分解しつつ、汚れ同士を分離
（分断/分裂）しながら乳化（分散）していきます。

水

汚れ

臭い

臭い

汚れ

汚れ
界面 界面

物体 物体

COOL TECH's Alkaline ionized water generator uses a unique electrolysis 
technology to produce high pH alkaline ionized water (pH 13.2) efficiently and 
at low cost. The system uses only water and ingredients derived from food 
additives. In addition, it does not produce any acidic water or chlorine gas as 
waste water. The functions of our high pH water can be expected to be used 
in a variety of situations at production sites.

①Eco-friendly design without wastewater
②High pH of 13.2 for easy adjustment, management and transportation

B-132-LO/B

Alkaline ionized water from 
COOLTECH reaches a pH value of 13.2 
or higher, which means that water 
with a higher pH value has finer 
water molecules and a lower 
interfacial tension. As a result, the 
water indicates high permeability. In 
the grinding and cutting process, the 
water with increased permeability 
can penetrate the cutting edge and 
provide a high cooling effect, so that 
the productivity can be expected to 
improve.

Image

Product Overview

Characteristics of High pH alkaline ionized water

Highly permeable water will be 
able to penetrate the crevices of 
the dirt. In addition, the negative 
ions in the alkaline ionized water 
wrap around the dirt and bring it 
up to the surface, resulting in a 
cleaning effect.

Alkaline ions 
penetrate the 
interface and 
detach the 
bacteria from the 
object.

Unlike ordinary water, alkaline ionized 
water has antirust effect.

It is said that the 
alkaline ionized 
water surrounds 
the bacteria 
and hydrolyzes the 
protein to eliminate 
the bacteria.

①Interfacial penetration and exfoliation ②Separation and emulsification

Alkaline ionized water shows high 
sterilization performance.
When mixed with the cutting 
fluid, it prevents rotting of the 
cutting fluid and eliminates decay 
odors, thereby improving the 
working environment.

Alkaline ionized water creates a 
passive film on the ferrous metal 
surface layer, making it difficult to 
rust in alkaline ionized water.

Features

Penetrating and cooling performance

High pH alkaline ionized water generator

❶

Cleaning power❷

Disinfection and deodorizing effect❸

Antirust effect４

COOL TECH

A company

B company

pH13.2

pH13.1

pH12.5
5 times concentrated

tap water

High surface tension makes it difficult to
penetrate the cutting edge.

Low surface tension makes it easy to
penetrate the cutting edge.

Alkaline ionized water

Coolant permeates 
the cutting edge

High cooling
performance

Electrolytic water
High pH = Low interfacial tension 
= High permeability

Ferrous metal materials
Passive film

O2 O2

Negative ions act as saponification and 
decompose dirt and odors.
In addition, the object is also impregnated with 
negative ions, bringing up dirt and odors.

The emulsification (dispersion) is carried out by 
breaking up the dirt that has emerged and 
separating it from each other.

Water

stain

stench

stench

stain

stain
interface interface

object object
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能増のため、加工時間短縮
が求められていた。

高pHアルカリイオン水生成装置

切削速度
S230m/min

・切削速度30％増を達成
・寸法精度、面粗度共に
　基準値をクリア

切削速度
S299m/min

生産性向上/コスト削減

油剤使用量削減

導入実績

ワーク名 ギヤハブ
素材 SCM425
業界 建設機械

加工内容 旋盤加工

旋盤加工能率の向上

１６回 砥石寿命３倍

素材 インコネル625
加工内容 研削

難削材の研削加工でツール寿命が問題だった。

難削材の研削加工と工具寿命の延長

採用実績事例（切削液/研削液の希釈水として）

・切削油剤 使用量の大幅削減
・切削油剤 廃棄量の大幅削減
・消防法などの規制を回避

ワーク名
業界 建機
加工内容 ホブ加工

SCM420H

不水溶性→水溶性クーラントへの切換

高い浸透性と冷却性をクーラントに持たせる

熱による刃具、母材の変形などの状態変化を抑制

油剤コスト５０％以上削減

導入実績

基準濃度　　 4～5％
補充油剤濃度 4～5％

基準濃度　　　2 ～ 3％
補充油剤濃度　1～1.5％

ワーク名 シャフト
素材 SCM

加工内容 旋削

水溶性切削液クーラントの場合

補充用油剤の使用量削減

高い浸透性と冷却性をクーラントに持たせる

水溶性クーラントの油剤基準濃度を下げる

アルカリイオン水により、水溶性クーラントの
界面張力が小さくなる

水切れが良くなり、切粉による油剤持ち出しが減る水溶性クーラントに変えても
高い精度の加工を維持

 ５回

ツール寿命（ドレス）までのパス回数

研削歪み量　：3分の１
切り込み量　：1.7倍

精度ＵＰ

効率ＵＰ

研削焼けによる熱軟化も削減

砥石 Φ40×120

工作物

In order to increase the 
performance, it was necessary 
to shorten the processing time.

High pH alkaline ionized water generator

Cutting speed
S230m/min

・Cutting speed increased by 30%.
・Reached the standard for both 
dimensional accuracy and surface 
roughness.

Cutting speed
S299m/min

Productivity improvement/Cost reduction

Reduction of oil consumption

Adoption  results

Workpiece Gearhub
Material SCM425
Industry Construction machinery

Processing details Lathe  processing

Improvement of lathe processing efficiency

１６times

Material Inconel 625
Processing details Grinding

Tool life was a problem in the grinding process 

Grinding hard-to-grind materials and extending tool life

Examples of adoption（as dilution water for cutting and grinding fluids）

Workpiece
Industry Construction equipment

Processing details Hobbing

SCM420H

Insoluble→Switch to water-soluble coolant

High penetration and cooling properties of the coolant

Suppresses changes in the condition of the blade and
base material due to heat

Reducing oil costs by more than 50%.

Adoption  results

Standard concentration 4 to 5%.
Replenishment oil concentration 
4 to 5%.

Standard concentration 2 to 3%.
Replenishment oil concentration 
1 to 1.5%.

Workpiece Shaft
Material SCM

Processing details Lathe turning

In the case of water-soluble cutting fluid coolant

Reduction in the use of refill fluid

High penetration and cooling properties of the coolant

Reduce the standard oil concentration of water-soluble coolant

Alkaline ionized water reduces the interfacial tension of
the water-soluble coolant.

Drainage is improved and the amount of oil carried out 
by grinding dust is reduced.Maintains high machining accuracy 

even when switching to 
water-soluble coolant.

 ５times

Maximum pass count until tool life(dressing)

Grinding distortion:  1/3
Depth of cut:　　　  1.7 

Increased accuracy

Improved efficiency

Reduces thermal softening due to grinding burn

Grindstone Φ40×120

Workpiece

・Significant reduction in usage of cutting fluid
・Substantial reduction in the amount of waste 
of cutting fluid　
・Avoiding Fire Defense Law and other 
regulations

Grindstone life
３ times longer
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切削油剤

腐敗臭で体調不良者が発生。
腐敗臭対策でタンク清掃を年に３回実施していた。

高pHアルカリイオン水生成装置

腐敗臭の発生なし。
タンク清掃は年一回のスラッジ回収のみ。

労働環境の改善　

・様々な洗浄機に適用可能　　　・洗浄液の交換サイクルが1/6以下に

ワーク名 油圧モータケース
素材 FCD450
業界 建設機械

クールテック
カット CO-300

用途：研削/切削用油剤
荷姿：18L/缶
希釈濃度：3-8%

・菌推定値：106個
・臭いあり

・菌推定値：検出なし
・臭いなし

洗浄対象
タンク容量　(L）
毎日の補給量　(L）

以前の洗浄液交換基準

消泡剤

クールテック
デフォーマー DF-700

用途：切削液、洗浄機、
　塗装ブースなどの消泡
荷姿：2L/ボトル
希釈濃度：0.006％

防錆剤

クールテック
アンチラスト
洗浄用 WA-1

用途：洗浄用防錆剤
荷姿：4L/ボトル
希釈濃度：0.3-0.5%

アルカリイオン水用クーラント集中管理システム アルカリイオン水タンク用架台タンク

標準：200L。ご相談ください。

オプション品

切削液の腐敗防止/腐敗臭の改善

部品/備品/ライン洗浄における活用事例

•アルカリイオン水との組み合わせで、浸透
性や冷却性だけでなく、高い潤滑性も得ら
れます。
•ソリブルでありながら、エマルション並
みの潤滑性が得られます。
•鉄系やSUSをはじめ、難削材に特に効果を
発揮します。

•低い濃度で防錆力を発揮し、経済的にお使
いいただけます。
•一般的な防錆剤は3-5%の濃度が必要です
が、COO500Bは非鉄で0.3-0.4%、鉄系で
0.4-0.5%の濃度で使用します。
•アルミ、銅、真鍮に加え、鋼や鋳鉄にも使用
できます。

•クーラント液や、洗浄機洗浄水、水洗塗装ブ
ースタンク水などの発泡を消滅抑制する新
開発消泡剤です。 　
•高圧クーラントの消泡にも効果を発揮します。 
•希釈濃度は僅か0.006％で効果が得られる
ため、非常に経済的にお使いいただけます。

アルカリイオン水投入

各工作機械のタンクへ切削液を自動供給する装置です。
各現場単位での管理ではなく、管理を集中化することで、
切削液品質の管理安定化に貢献します。

採用実績事例（洗浄ラインの洗剤として）

製品箱 建機メーカー様向けギヤ 組み立てライン 一般部品洗浄
400 260 260 200

腐敗後 定期交換 1ヵ月 定期交換 1ヵ月 定期交換 1ヵ月

20 5 10 10

定期交換 1ヵ月Ai水補給で洗浄力を維持　　　腐敗しないため、交換タイミング延長
6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月アルカリイオン水導入後の

洗浄液交換基準

Cutting fluid

The foul smell of decay of has made some people 
sick.Tank cleaning was carried out three times a 
year to prevent the foul smell of decay.

High pH alkaline ionized water generator

No occurrence of the foul smell of decay
Tank cleaning is only done once a year for 
sludge collection.

Improving the working environment

・Applicable to various cleaning machines　・Reduces the frequesncy of detergent replacement to less than one-sixth

Application Hydraulic motor case
Material FCD450
Industry Construction machinery

・Estimated number of bacteria
　：106

・Foul smelling

・Estimated number of bacteria
：No detection
・No smell

Object to be cleaned
Tank capacity (L)
Daily supply (L)

Previous frequency of replacement of detergent 

Defoaming agentAntirust agent

Centralized coolant management system for alkaline ionized water Trestle for alkaline ionized water tanksTank

Standard: 200L, please contact us.

Optional items

Prevention of decay of cutting fluid and improvement of decay odor

Application examples for parts, equipment and line cleaning

・In combination with alkaline ionized water, it 
provides not only penetration and cooling 
properties, but also high lubricity.
・It is soluble, yet provides emulsion-like  

lubricity.
・It is especially effective for hard-to-cut 
materials such as iron and SUS.

・It is economical to use because of its antirust 
properties at low concentrations.
・Conventional antirust agents require a concen-
tration of 3 to 5%, while “WA-1” should be used 
at a concentration of 0.3 to 0.4% for non-ferrous 
metals and 0.4 to 0.5% for ferrous metals.
・In addition to aluminum, copper and brass, it can 
be used for steel and cast iron.

・This is a newly developed antifoaming agent that 
eliminates and controls foaming of coolant 
liquid, washing machine cleaning water, and 
water-rinsable paint booth tank water.
・It is also effective in defoaming high-pressure 
coolant. 
・The dilute concentration is only 0.006%, which 
makes it very economical to use.

Alkaline ionized water

This device automatically supplies cutting fluid to the tanks of each 
machine tool. By centralizing management instead of managing each site, 
we contribute to the stabilization of cutting fluid quality management.

Adoption examples（as detergent for cleaning lines）

Product box Gears for construction
machinery manufacturers Assembly line General parts cleaning

400 260 260 200

After decay Periodic replacement
every 1 month

20 5 10 10

Periodic replacement every 1 month, cleaning power
is maintained by replenishment of Ai water.　

Every 6 months Every 6 months Every 6 months Every 6 monthsPrequency of replacement of detergent 
after introduction of alkaline ionized water

Periodic replacement
every 1 month

Periodic replacement
every 1 month

Extended replacement timing because no decay occured.

COOLTECH DEFOAMER 
DF-700

Applications: Defoaming of 
cutting fluids, washing 
machines, painting booths, etc.
Packing Style: 2L/bottle
Dilute concentration: 0.006%.

COOLTECH ANTI-RUST 
WA-1 for washing

Applications: Rust inhibitor 
for cleaning
Packing Style: 4L/bottle
Dilute concentration: 0.3 to 
0.5%

COOLTECH CUT CO-300

Applications: Oil agent for 
grinding and cutting
Packing Style: 18L/pail
Dilute concentration: 3 to 8%
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軟水化　　　
ユニット　　　
200　　　

製品仕様

※タンクの架台は
　ご用意下さい

貯水タンク

項目
型式
電源
消費電力
pH

生成能力
連続稼働可能時間

本体寸法
（フィルターユニットを除く）

重量
電解用添加剤

標準装備品

B132-LO

最大 20 時間 連続運転可能 

W555×D565×H1470㎜

約60㎏

B132-B

5 時間 連続運転

W555×D455×H1520㎜

約50㎏

主仕様

単相100V　　　50 / 60Hz
400W
13.2

5Ｌ /約80分(うち注水時間約5分)

専用添加剤

水抜き用スポイトポンプ
供給水水量調整用バルブ

1Ｌ計量カップ
リトマス試験紙

イメージ

B132-B

B132-LO

タンクおよび架台

特徴

製品外寸図

設置必要面積

高pHアルカリイオン水生成装置

軟水化フィルター
カーボンフィルター
生成水送水ポンプ

電流計

電圧計

操作パネル

添加剤投入口

軟水化ユニット

（生成装置）

（架台）

電流計

電圧計

操作パネル

添加剤投入口 軟水化ユニット

原水タンク

生成タンク

ヒンジ（生成装置）

（架台）

貯水タンク

蓋

満水センサー

ホースニップル

排出ホース

円筒型

貯水タンク

取出しバルブ

生成装置 B132-LO

フ
ィ

ル
タ

ー
4
0
0
型

Water softening 
unit 200

Product Specifications

※You will need to prepare
　a rack for the tank.

Water storage tank

Item
Product code
Power supply

Power consumption
pH

Generation capacity
Continuous operating time

B132-LO

Up to 20 hours of continuous operation 

W555×D565×H1470㎜

About 60㎏

B132-B

5 hours of continuous operation

W555×D455×H1520㎜

About 50㎏

Main Specifications

Single phase 100V　　　 50 / 60Hz
400W
13.2

5L / about 80 minutes (including 5 minutes for water pouring)

Special additives

Dropper pump for draining
Adjusting valve for the water volume in the supply water

Measuring cup for 1L
Litmus test paper

Image

B132-B

B132-LO

Tank and trestle

Features

Dimensional outline drawing

Installation area required

High pH alkaline ionized water generator

Water softening filter
Carbon filter

Produced water pump

Dimensions
(Excluding the filter unit)

Weight
Electrolytic additives

Standard accessories

Additive feeding point

Control panel

Voltmeter

Ammeter

Water softening filter

(Trestle)

(Generator)

Additive feeding point

Control panel

Voltmeter

Ammeter

Water softening filter

Production tank

Raw water tank

Hinge

Full water sensor

Hose nipple

Discharge hose

Eject valve

Water storage tank

Cover

Generator B132-LO

Fi
lte

r 
4
0
0
 m

od
el

Cylindrical water 

storage tank
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Fig. 13 Experimental set-up for measuring tool temperature. 
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Enlarged view 
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Cutting tool 
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+Z
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Cutting tool
(End mill with 
throw away tip)
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direction

Long
nozzle

Vise
Work
piece

Spindle

+Z

+X
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Fig. 16 Experimental set-up for measuring tool life. Fig. 17 Experimental results for tool life. 
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流れている油　    50 ～ 1500 W/(m2・K) 
流れている水　  250 ～ 5000 W/(m2・K) 

水溶性ミスト冷却　～ 30000 W/(m2・K) 

工具寿命延長を実現

水溶性のミストで、セミドライ加工（MQL)を実現する装置です。
作業能率を大幅に向上させるとともに、油使用量が削減できるため、コスト削減と同時に、労働環境の改善にも寄与します。
幅広い切削加工用の工作機械に適用可能です。

水溶性ミストが、切刃部で高効率の気化冷却を実行します。
これは通常の水や油冷却の数倍～数百倍もの冷却効果を持ちます。

イメージ

製品概要

クール・テック製ミスト装置の4大特徴

特徴

京都議定書の批准ISO14001取得などの影響で、社会的に環境
対策が重要視され、製造現場で使用している切削油剤が製造現
場の環境を悪くしている原因として取り上げられるようになりま
した。それ以来、切削油剤の使用量削減のニーズは一貫して増え
ています。
その問題を解決する手段として開発されたのが、セミドライ加工
（MQL）です。従来の切削液を大量に供給する方法ではなく、切
削液をミスト状で加工点に噴霧することで、従来の切削液の目
的を損なうことなく、油剤のコスト削減や労働環境の改善をする
ことが期待されます。

セミドライ加工（MQL）とは
特徴

水溶性ミスト供給装置

冷却効果
❶

ミスト冷却は高い熱伝達率による刃先温度低下と
工具寿命が得られ、且つワーク全体冷却による

低歪み加工も期待できる

ミスト冷却

ミスト冷却

切粉
ミスト

切削工具

被削材

強制冷却の熱伝達率

刃先温度低下

工具寿命延長

（甲藤好郎の「伝熱概論」（養賢堂））                                                                    （長岡技大・田辺研究室）                                                                    

Flowing oil　    　50 ～ 1500 W/(m2・K) 
Flowing water　  250 ～ 5000 W/(m2・K) 

Water soluble mist cooling 　～ 30000 W/(m2・

Longer tool life

This equipment achieves semi-dry processing (Minimum Quantity Lubrication = MQL) using water soluble mist.
It significantly improves work efficiency and reduces the amount of oil used, which not only reduces costs but also contributes to 
a better working environment.
Applicable to a wide range of machine tools for cutting operations.

The water soluble mist performs highly efficient vaporization cooling at the cutting edge.
This has a cooling effect several times to several hundred times greater than normal 

water or oil cooling.

Image

Product Overview

Four main features of COOL TECH's mist supply equipment

Features

Due to the ratification of the Kyoto Protocol and the acquisition of 
the ISO 14001 certification, environmental measures have become 
more and more important in society, and the cutting fluid used in 
the manufacturing process has been identified as the cause of the 
environmental degradation of the manufacturing site.
Since then, the need to reduce cutting fluid usage has consistently 
increased. The semi-dry process (MQL) was developed as a 
solution to this problem. By spraying the cutting fluid in a mist 
form at the point of processing instead of the traditional method 
of supplying large quantities of cutting fluid, it is expected to 
reduce the cost of oil and improve the working environment 
without compromising the purpose of the traditional cutting fluid.

What is semi-dry processing (MQL)?
Features

Water soluble mist coolant supply equipment

Cooling effect
❶

Mist cooling provides lower cutting edge 
temperature and longer tool life due to high heat 
transfer coefficient, and can also be expected to 
reduce distortion by cooling the entire workpiece.

Mist cooling

Mist cooling

Grinding dust
Mist

Cutting tool

Workpiece

Heat transfer coefficient of forcible cooling

Cutting edge temperature drop

Longer tool life

(Yoshiro Katto's "Introduction to Heat Transfer" (Yokendo)) (Nagaoka University of Technology, Tanabe Laboratory)
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超微粒子による高い浸透性により、高能率加工を実現

切削油および消費電力などのランニングコストの削減も可能に

労働環境の改善、ISO14001にも適応　　産廃処理・切粉脱クーラント処理不要
•環境にやさしいソリブルタイプの水溶性切削液 ・塩素、硫黄フリー ・防錆、腐食試験合格 ・消防法の危険物対象外 ・特定化学
　物質および指定化学物質に非該当
•有機溶剤中毒予防規制対象外

水溶性ミストが、切刃部で高効率の気化冷却を実行します。
これは通常の水や油冷却の数倍～数百倍もの冷却効果を持ちます。

クールテック製ミスト装置の4大特徴

液体原理の応用で超微粒子化された水溶性ミストが、加工点への浸透度を高めます。
また刃先でのミストの付着性も高く、潤滑性をより発揮して、切削抵抗を低減します。

水溶性ミスト液を採用することで、水溶性クーラントと比較し、
６５％の油剤コスト削減が期待できます。

また、一般的なクーラント供給システムと比べ消費電力も
１４％削減期待でき、コスト削減に寄与します。

切削油剤には専用水溶性ミスト液を採用。
PRTR法の対象となる有害物質を含まず、人と環境に優しい切削油剤を使用します。

噴射された水溶性ミストは、大半が加工熱で蒸発するため、
加工品の洗浄度が向上し、機械への影響もありません。

水溶性ミスト供給装置

潤滑効果
❷

コスト削減効果

❸

高い環境性能

４

潤滑性UP

切削抵抗低減

刃先に浸透

使用量 金額
切削液投入 14L 11,660円
切削液補充 20L 16,660円
クーラントモータ電力 1kW 4,420円
水 340L 70円
切削液交換作業 830円
産業廃棄物処理費用 600円
切粉脱クーラント処理費用 830円

計 35,070円

水溶性クーラント

使用量 金額
クールテック カット CO-300 (原液) 9.6L 98,67円
装置電力 110W 485円
空気電力 750W 3,310円

水 192L 39円

計 13,701円

水溶性ミスト

水溶性クーラントミストのコスト比較シミュレーション（月額）

ランニングコスト約６０％カット

切粉
ミスト

切削工具

被削材

High penetration of super-fine particles realizes highly efficient processing.

Reduces running costs such as cutting oil and electricity consumption

Improving the working environment
and adapting to ISO 14001

・Environmentally friendly soluble water soluble cutting fluid. Chlorine-free and sulfur-free. Antirust and passed corrosion test. Not listed 
in the hazardous materials of the Fire Service Act. Not subject to the specified chemical substances and designated chemical substances.
・Not subject to the Ordinance On Prevention of Organic Solvent Poisoning

Four main features of COOL TECH's mist supply equipment

The water soluble mist, which is super-finished by the application of the liquid 
principle, increases the penetration of the processing point.

Mist adherence at the cutting edge is also high, which provides better lubrication 
and reduces cutting resistance.

The use of water soluble mist fluid can reduce oil costs by 65% compared to water soluble 
coolant.

In addition, a 14% reduction in power consumption can be expected compared to a typical 
coolant supply system, contributing to cost savings.

A special water soluble mist is used as a cutting fluid.
We use a cutting fluid that does not contain toxic substances subject to the PRTR law 

and is friendly to humans and the environment.
Most of the water soluble mist sprayed on the machine is evaporated by the heat of the 
process, which improves the cleanliness of the workpiece and has no effect on the machine.

Water soluble mist coolant supply equipment

Lubrication effect

❷

Cost reduction
effect

❸

High environmental
performance

４

Lubricity increase

Cutting resistance reduction

Penetrate the cutting edge

Used amount Amount of money
Cutting fluid feed 14L ￥11,660
Replenishment of cutting fluid 20L ￥16,660
Coolant motor power 1kW ￥4,420
Water 340L ￥70
Cutting fluid replacement ￥830
Industrial waste disposal costs ￥600
Removal and disposal cost of gringing dust from coolant ￥830

Total ￥35,070

Water soluble coolant

Used amount Amount of money
COOLTECH CUT CO-300 (undiluted) 9.6L ￥98,67
Equipment power 110W ￥485
Air power 750W ￥3,310

Water 192L ￥39

Total ￥13,701

Water soluble mist

Cost comparison simulation of water soluble coolant mist (monthly)

Running costs are cut by about 60%.

Grinding dust
Mist

Cutting tool

Workpiece

No need for industrial waste disposal 
and gring dust from coolant disposal
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切削条件：
V = 56 m/min
f = 0.2 mm/rev

使用工具 = 超硬オイルホールドリル(φ19.7)
被削材 = 普通鋼SS400

切削条件：
V = 84 m/min
f = 0.2 mm/rev

切削条件：
V = 120 m/min
f = 0.35 mm/rev

加工事例
ドリル加工1

使用工具=超硬オイルホールドリル(φ12.8 X 44mm)
被削材=鋳鉄FCD450

切削条件：
V = 120 m/min
f = 0.3 mm/rev

ドリル加工2

水溶性ミスト供給装置

周速：V = 57 m/min
送り：f = 0.25 mm/rev
深さ：170 mm（切削長／穴径=34D）
加工時間：11秒

被削材：SCM440
モジュール：18mm    
 歯数: 127
使用工具：超硬TAシングルカッター

加工条件：
周速：V = 112 m/min（86 min-1）
送り：f = 1.6 mm/rev

歯切加工

CNC複合旋盤でφ5mmの小径超硬ロングドリルを使用し、
ミスト加工を実施。次の加工条件を達成。

小径深穴ドリル

送り速度 75％増 送り速度 50％増

小径深穴加工もミストで加工可能ホブもミスト装置で加工可能

加工条件：
周速：V = 280 m/min（180 min-1）
送り：f = 0.128 mm/刃

被削材：SCM420
使用工具：超硬チップバイト 加工幅：26mm

加工条件：
周速：V = 110 m/min
送り：f = 0.25 mm/rev

旋盤加工

被削材：SS材
使用工具：超硬フルバックカッター
（カッター径: φ500mm/刃数:20）

フライス加工

重切削もミスト装置で可能 高能率加工を実現

Cutting conditions :
V = 56 m/min
f = 0.2 mm/rev

Used tool ＝ Carbide drill with oil hole(φ19.7)
Workpiece material ＝ Ordinary steel SS400

Cutting conditions :
V = 84 m/min
f = 0.2 mm/rev

Cutting conditions :
V = 120 m/min
f = 0.35 mm/rev

Processing examples
Drilling 1

Used tool ＝ Carbide drill with oil hole (φ12.8 x 44mm)
Workpiece material ＝ Cast iron FCD450

Cutting conditions :
V = 120 m/min
f = 0.3 mm/rev

Drilling 2

Water soluble mist coolant supply equipment

Peripheral speed：V = 57 m/min
Feed speed：f = 0.25 mm/rev
Depth：170 mm (cutting length/hole diameter = 34D)
Processing time：11 seconds

Workpiece material：SCM440
Module：18mm    
No. of teeth：127
Used tool：Carbide TA single cutter

Processing conditions :
Peripheral speed：V = 112 m/min（86 min-1）
Feed speed：f = 1.6 mm/rev

Processing conditions :
Peripheral speed：V = 112 m/min（86 min-1）
Feed speed：f = 1.6 mm/rev

Gear cutting

Mist processing is carried out using a small-diameter carbide 
long drill with a φ5 mm on a  CNC turning center.
The following processing conditions are achieved.

Small diameter deep hole drilling

Feed speed increased by 75%. Feed speed increased by 50%.

Small diameter deep hole drilling can also be machined with mist.The hob can be processed by the misting system.

Processing conditions :
Peripheral speed：V = 280 m/min（180 min-1）
Feed speed：f = 0.128 mm/blade

Workpiece material：SCM420
Used tool : Carbide tip bite Machining width : 26 mm

Processing conditions :
Peripheral speed：V = 110 m/min
Feed speed：f = 0.25 mm/rev

Lathe machining

Workpiece material：SS material
Used tool：Carbide full back cutter
(Cutter diameter: φ500mm/number of blades: 20)

Milling

Heavy cutting can be done with the misting system. Achieves high-efficiency machining
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ホブ盤

縦型MC 横型MC

フライス盤

複合タレット旋盤

M-1（1ポンプ型） M-2（2ポンプ型） M-1s（機上搭載機） S-1s（補充タンク）

M-1（1ポンプ型） M-2（2ポンプ型） M-1s（機上搭載機） S-1s（補充タンク）

Mシリーズ　　　　床設置型 Sシリーズ　　　　機上設置型

専用ミスト液 オイルホールドリルの使用例 工作機械への取付事例

製品タイプ

製品仕様

水溶性ミスト供給装置

特徴

荷姿

＊摺動面油を積極的に分離し、乳化しません。
＊微生物の分離機能に加え、抗菌性原料の配合
　により長期間腐敗しません。 
＊防錆性に優れます。

＊18kg 缶

ミスト加工に重点を置いて開発した油剤です。摺動面油や切屑を
積極的に分離し、液汚れが少なく、防錆性も優れています。

クールミスト100

外
形
寸
法
図

機
械
仕
様

機械の脇に設置し、大容量のミスト（MAX40cc/分）を供給する標準機です。

マルチタレット旋盤など、複数のノズ
ルから別々のタイミングでミストを供
給したい機械や、ホブ盤など、より大量
のミストが必要な場合に対応します。

幅広い工作機械に対応する標準機
小型の機上搭載機とミスト液補充用の床置きタンクで構成される大型機械用ミスト装置です。
大型機械対応の機上搭載機と補充タンク

最も標準的な機種で、シングルタレッ
ト旋盤のタレット給油経路や小型/中
型のマシニングセンターのスピンドル
スルー/サイドスルーでミストを供給
する場合に対応します。

スピンドル上部などの加工点に近い所
に設置して質の良いミストを供給します。

床に設置して、機上に搭載したM-1sに
自動的にミスト液を供給します。

門型MCへの設置例

【M-1とM-2の外形寸法は共通】  ※図はM-2

オイルホール
ホルダー

サイドスルー
ホルダー

センタースルー
ホルダー

ホブ盤

縦型MC 横型MC

フライス盤

複合タレット旋盤

機械寸法： W715×D480×H866
ポンプ形式： 電磁定量ポンプ　1台
 最大吐出量： 40cc/min
 最小吐出量： 0cc/min
 最大吐出圧： 1.0MPa
所要エアー圧力： 通常 0.3～0.7MPa
エアー消費量： 最大 250L/min
クーラント噴霧量： 0～40cc/min
電源： 単相 200V 50/60Hz
タンク容量： 68L
重量（乾燥重量）： 58kg
専用液： クールミスト100、CO-300

機械寸法： W715×D470×H1300
ポンプ形式： 揚水うず巻ポンプ
 揚程： 12.5m
 モーター： 0.25Kw
電源： 三相 200V 50/60Hz
タンク容量： 68L
重量（乾燥重量）： 47kg

機械寸法： W715×D480×H866
ポンプ形式： 電磁定量ポンプ　2台
 最大吐出量： 40cc/min
 最小吐出量： 0cc/min
 最大吐出圧： 1.0MPa
所要エアー圧力： 通常 0.3～0.7MPa
エアー消費量： 最大 250L/min　×2
クーラント噴霧量： 0～40cc/min　×2
電源： 単相 200V 50/60Hz
タンク容量： 68L
重量（乾燥重量）： 63kg
専用液： クールミスト100、CO-300

機械寸法： W300×D221×H514
ポンプ形式： 電磁定量ポンプ　1台
 最大吐出量： 40cc/min
 最小吐出量： 0cc/min
 最大吐出圧： 1.0MPa
所要エアー圧力： 通常 0.3～0.7MPa
エアー消費量： 最大 250L/min
クーラント噴霧量： 0～40cc/min
電源： 単相 200V 50/60Hz
タンク容量： 5L
重量（乾燥重量）： 15kg
専用液： クールミスト100、CO-300

ブロック

Packing style

M-1 (1-pump type) M-2 (2-pump type) M-1s (on-board unit) S-1s (refill tank)

M-1 (1-pump type) M-2 (2-pump type) M-1s (on-board unit) S-1s (refill tank)

M series       Floor-mounted model S series       On-board model

Special mist fluid Usage example of drill with oil hole Example of installation on a machine tool

Product Type

Product specifications

Water soluble mist coolant supply equipment

Features ・It actively separates the oil on sliding surfaces and does not 
emulsify.
・In addition to the microorganism separation function, the 
combination of antibacterial materials keeps the product from 
being putrid for a long time. 
・Excellent antirust properties.

This is an oil agent developed with an emphasis on mist processing.
It actively separates oil and swarf from sliding surfaces, minimizes liquid contami-
nation, and provides excellent rust protection.

Coolmist 100

This is a standard machine that is installed at the side of the machine to 
provide a large volume of mist (max. 40cc/min).

I t  i s  su i tab le  fo r  mach ines  such  as  
multi-turret lathes that require the supply 
of mist from multiple nozzles at different 
times, and hobbing machines that require 
a larger amount of mist.

Standard machine for a wide range of machine tools
This misting system for large machines consists of a small on-board unit and a floor-mounted 
tank for replenishing the mist.

On-board machine and replenishment tank for large machines

Installed at the top of the spindle and other 
locations close to the processing point to 
provide a high quality mist.

The tank is installed on the floor and 
automatically supplies misting liquid to 
the M-1s mounted on the machine.

Example of installation in 
a double column type MC

【External dimensions of M-1 and M-2 are the same】　※The figure shows M-2

Oil hole holder

Side-through
holder

Center through
holder

Block

This is the most standard model, for turret 
oiling channel on single-turret lathes and 
for spindle-through/side-through misting 
on small/medium machining centres.

Hobbing machineHobbing machine

Horizontal MCHorizontal MC

Turret LatheTurret Lathe

Milling machineMilling machine

Vertical MCVertical MC

・18kg/pail
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Machine dimensions: W715×D480×H866
Pump type: 
　　　　　　Electromagnetic metering pump 1 unit
　　　　　　Maximum discharge volume: 40cc/min
　　　　　　Minimum discharge volume: 0cc/min
　　　　　　Maximum discharge pressure： 1.0MPa
Required air pressure: Normally 0.3 to 0.7 MPa
Air consumption: 250 L/min max.
Coolant spray volume: 0-40cc/min
Power supply: single phase 200V 50/60Hz
Tank capacity: 68L
Weight (dry weight): 58kg
Special fluid: Cool mist 100,CO-300

Machine dimensions: W715×D480×H866
Pump type: 
　　　　　　Electromagnetic metering pump 2 unit
　　　　　　Maximum discharge volume: 40cc/min
　　　　　　Minimum discharge volume: 0cc/min
　　　　　　Maximum discharge pressure： 1.0MPa
Required air pressure: Normally 0.3 to 0.7 MPa
Air consumption: up to 250 L/min x 2
Coolant spray volume: 0-40cc/min x 2
Power supply: single phase 200V 50/60Hz
Tank capacity: 68L
Weight (dry weight): 63kg
Special fluid: Cool mist 100,CO-300

Machine dimensions: W300×D221×H514
Pump type: 
　　　　　　Electromagnetic metering pump 1 unit
　　　　　　Maximum discharge volume: 40cc/min
　　　　　　Minimum discharge volume: 0cc/min
　　　　　　Maximum discharge pressure： 1.0MPa
Required air pressure: Normally 0.3 to 0.7 MPa
Air consumption: up to 250 L/min
Coolant spray volume: 0-40cc/min
Power supply: single phase 200V 50/60Hz
Tank capacity: 5L
Weight (dry weight): 15kg
Special fluid: Cool mist 100,CO-300

Machine dimensions: W715 x D470 x H1300
Pump type: Pumping spiral pump
 Lifting height : 12.5m
 Motor: 0.25Kw
Power supply: three-phase 200V 50/60Hz
Tank capacity: 68L
Weight (dry weight): 47kg
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