
三菱電機レーザ加工機 部品販売のご案内

ウインターキャンペーン2021

キャンペーン期間

2021年

2月1日(月)
~2021年

3月31日(水)

純正部品の特別価格は今だけ！

まとめてお安く購入！！

最大 15％ OFF!

・メンテナンス契約ユーザ様15％OFF

・一般ユーザ様5％ OFF!

※ジャバラと同時購入で光路系ミラーもキャンペーン対象。
・メンテナンス契約ユーザ様15％OFF
・一般ユーザ様5％OFF

最大 20％ OFF!

・メンテナンス契約中ユーザ様は
さらに10%OFF

キャンペーン価格の大特価
・メンテナンス契約中ユーザ様は
さらに10%OFF

※対象機種：eX-F､NX-F､SR-F､XL-F､eX(S)､
NX､SR､RX､XL､HV2-R

交換後

キャンペーン価格の大特価
・下取り有で更にお得になります！

・一般ユーザ様も特別価格で
ご提供させていただきます。

ジャバラ 集塵機用フィルタ

加工レンズノズル

交換前

独自の厳しい基準で
受入検査



TEL. 048-710-4397 FAX. 048-710-4398

TEL. 052-719-7980 FAX. 052-719-7956

TEL. 06-6489-0471 FAX. 06-4868-4655

□ 東日本地区 東日本コールセンター

□ 中日本地区 本社コールセンター

□ 西日本地区 西日本コールセンター

ご注文数 枚 下取り 枚 機種 部品コード

お客様

住所

社名

所属 お名前

TEL メールアドレス

◆ 2021年2月1日〜2021年3月31日

当社取り扱いの加工レンズは、独自の厳しい基準で、熱吸収率測定・

透過率測定・曲率確認などの受入検査を実施しております。

『安心してご使用いただける加工レンズ』を提供させていただきます。

◆お客様に安心してご使用いただくために

キャンペーン期間

ご好評につき、本年度もキャンペーンにて加工レンズを特別価格でご提供させていただきます。

是非、この機会にメンテナンス契約のご加入と純正品加工レンズのご購入をよろしくお願い致します。

※メンテナンス契約値引10%との併用はできません。

「加工レンズ」 特別キャンペーン

キャンペーン内容

◆ご用命は、お手数ですが下記お客様担当エリアまでFAXをお願い致します。

メンテナンス契約のお客様は LA110A Φ2”×7.5”が

下取り有で更にお得になります！

一般のお客様も特別価格でご提供させていただきます。

特価！ ※詳しくはお電話にて
ご確認下さい

◆他の加工レンズもご用意させていただいておりますので
合わせてご検討ください。

＜個人情報の扱いに関するお知らせ＞

・当社はお客様の個人情報等を法的義務などの正当な理由がある場合を除き、お客様に明示した収集目的以外では利用しません。個人情報に対し開示、訂正、利用停⽌、利用目的の
通知等を望まれる場合は、下記担当窓口までご連絡をお願い致します。上記に関しご承諾頂ける場合は下記チェック欄に✔をお願い致します。尚、弊社ではキャンペーン情報や、お役
立ち情報のメールマガジンを配信しております。ご希望の方は合わせて下記チェック欄に✔をお願い致します。

個人情報保護について同意致します。 □

メールマガジン(キャンペーン情報)の配信を希望する。 □

＜個人情報の扱いに関するお知らせ＞

2021年1月作成

RG5100-0347-J



TEL. 048-710-4397 FAX. 048-710-4398

TEL. 052-719-7980 FAX. 052-719-7956

TEL. 06-6489-0471 FAX. 06-4868-4655

□ 東日本地区 東日本コールセンター

□ 中日本地区 本社コールセンター

□ 西日本地区 西日本コールセンター

◆ご用命は、お手数ですが下記お客様担当エリアまでFAXをお願い致します。

ジャバラは長期間使用しますと、『穴あき』『伸縮不良』『剥がれ』等が発生します。損傷が進行する
とレーザビーム干渉による故障や駆動軸・光路への粉塵の混入によるトラブルに繋がる場合があります
ので、定期的に交換される事をお勧めいたします。

キャンペーン内容

◆ メンテナンス契約中のお客様

通常価格の 15％ OFF! 

※ジャバラと同時購入で光路系ミラーもキャンペーン
対象となります。

・メンテナンス契約中のお客様15％OFF
・一般のお客様5％OFF

※メンテナンス契約値引10%との併用はできません。

◆ 一般のお客様 5％ OFF!

キャンペーン期間

◆ 2021年2月1日～3月31日

対象商品

ジャバラを長くご使用いただくためのポイント！

◆ジャバラがスムーズに動作しなければ変形してしまいますので定期的な清掃が必要です。

清掃の際はシリコンスプレーの使用をお勧め致します。（部品番号LT820A）

「ジャバラ」特別キャンペーン

ご注文数 個 機種 ジャバラ部位

お客様

住所

社名

所属 お名前(役職) （ ）

TEL メールアドレス

＜個人情報の扱いに関するお知らせ＞

・当社はお客様の個人情報等を法的義務などの正当な理由がある場合を除き、お客様に明示した収集目的以外では利用しません。個人情報に対し開示、訂正、利用停⽌、利用目的の通
知等を望まれる場合は、下記担当窓口までご連絡をお願い致します。上記に関しご承諾頂ける場合は下記チェック欄に✔をお願い致します。尚、弊社ではキャンペーン情報や、お役立
ち情報のメールマガジンを配信しております。ご希望の方は合わせて下記チェック欄に✔をお願い致します。

個人情報保護について同意致します。 □

メールマガジン(キャンペーン情報)の配信を希望する。 □

＜個人情報の扱いに関するお知らせ＞

2021年1月作成

RG5100-0235-M



TEL. 048-710-4397 FAX. 048-710-4398

TEL. 052-719-7980 FAX. 052-719-7956

TEL. 06-6489-0471 FAX. 06-4868-4655

□ 東日本地区 東日本コールセンター

□ 中日本地区 本社コールセンター

□ 西日本地区 西日本コールセンター

ご注文数 本 機種 部品コード

お客様

住所

社名

所属 お名前

TEL メールアドレス

フィルターの目詰まりや破損により集塵機の能力が低下していると、切断時に発生する粉塵が収集でき
ず、加工機駆動部分の早期磨耗や作業環境の悪化が懸念されます。フィルターは定期交換が必要です。
今年も集塵機用フィルターキャンペーンを期間限定の特別価格にてご提供させていただきますので、ぜ

ひ、この機会にご用命ください。

適用機種 部品コード
通常価格
（単価）

キャンペーン価
格（単価）

使用本数

E50v･E52v LR138A 8

E60v･E62v･E70v LER35A 20

FCN-45 LT491A 6

FCN-60 LT491A 9

FCN-75 LT491A 12

◆上図機種はE62v2となります。本体形状は機種により異なります。

◆ご注文は各機種の使用本数単位でお願い致します。

◆メンテナンス契約中のユーザ様はさらに

10％値引きとなります。

キャンペーン期間

キャンペーン内容

通常価格の 最大20％ OFF! 

◆ 2021年2月1日～3月31日

対象商品及び対象機種

◆交換周期は1年及び運転3000Hrとなります。

目詰まりしていないか一度ご確認下さい。
交換後交換前

●ご用命は、お手数ですが下記お客様担当エリアまでFAXをお願い致します。

最大
20%OFF!!
詳しくはお電話にて
ご確認下さい

＜個人情報の扱いに関するお知らせ＞

・当社はお客様の個人情報等を法的義務などの正当な理由がある場合を除き、お客様に明示した収集目的以外では利用しません。個人情報に対し開示、訂正、利用停⽌、利用目的の
通知等を望まれる場合は、下記担当窓口までご連絡をお願い致します。上記に関しご承諾頂ける場合は下記チェック欄に✔をお願い致します。尚、弊社ではキャンペーン情報や、お
役立ち情報のメールマガジンを配信しております。ご希望の方は合わせて下記チェック欄に✔をお願い致します。

個人情報保護について同意致します。 □

メールマガジン(キャンペーン情報)の配信を希望する。 □

＜個人情報の扱いに関するお知らせ＞

2021年1月作成

RG5100-0085-N

「集塵機用フィルタ」 特別キャンペーン



TEL. 048-710-4397 FAX. 048-710-4398

TEL. 052-719-7980 FAX. 052-719-7956

TEL. 06-6489-0471 FAX. 06-4868-4655

□ 東日本地区 東日本コールセンター

□ 中日本地区 本社コールセンター

□ 西日本地区 西日本コールセンター

2021年1月作成

RG5100-0352-I

お客様

住所

社名

所属 お名前

TEL メールアドレス

2021年2月1日〜2021年3月31日

ご用命は、お手数ですが下記お客様担当エリアまでFAXをお願い致します。

対象商品及び対象機種

ご好評につき、本年度もキャンペーンにてノズルを特別価格でご提供させていただきます。

是非この機会に純正品ノズルのご購入をお願い致します。メンテナンス契約中のお客様はさらに値引きに

なりますので、メンテナンス契約ご加入のご検討もよろしくお願い致します。

キャンペーン期間

対象機種：eX-F､NX-F､SR-F､XL-F､eX(S)､NX､SR､RX､XL､HV2-R

ノズル取付ワンタッチタイプ

サイズ 部品コード キャンペーン価格 注文数

φ1.0 LX531A

φ1.2 LX532A

φ1.4 LX533A

φ1.7 LBC79A

φ2.5 LBC80A

φ3.0 LBC81A

φ3.5 LBC82A

部品コード 注文数

LX717AOリング（5個入り）

部品名

※上記ノズルのご使用にはOリングが必要となります。

※ノズルは1種に対して5個でロット割引となります。

※メンテナンス契約中のユーザ様はさらに10%値引となります。

特価
詳しくは
お電話にて
ご確認
下さい

ノズルチェンジャータイプ

サイズ 部品コード キャンペーン価格 注文数

φ1.0 LT098A

φ1.2 LT099A

φ1.4 LX699A

φ1.7 LBH57A

φ2.5 LBH58A

φ3.0 LBH59A

φ3.5 LBH60A

特価
詳しくは
お電話にて
ご確認
下さい

＜個人情報の扱いに関するお知らせ＞

・当社はお客様の個人情報等を法的義務などの正当な理由がある場合を除き、お客様に明示した収集目的以外では利用しません。個人情報に対し開示、訂正、利用停⽌、利用目
的の通知等を望まれる場合は、下記担当窓口までご連絡をお願い致します。上記に関しご承諾頂ける場合は下記チェック欄に✔をお願い致します。尚、弊社ではキャンペーン情報
や、お役立ち情報のメールマガジンを配信しております。ご希望の方は合わせて下記チェック欄に✔をお願い致します。

個人情報保護について同意致します。 □

メールマガジン(キャンペーン情報)の配信を希望する。 □

＜個人情報の扱いに関するお知らせ＞

「ノズル」 特別キャンペーン




