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ベルリン発のカーバイド‐伝統とイノベーションの融合
Carbide from Berlin – tradition and innovation combined
「BERLIN CARBIDE」ブランドでは、お客様のご要
望にお応えする最高品質グレードのカーバイドを
ドイツの首都ベルリンから全世界に直接お届けして
います。

当社は田園地方の光景を一望する歴史的な工場地
域において、地域と建造物の伝統を追い求めてい
ます。そして同時に未来のために取り組み、お客
様のご要望にお応えしているのです。

「G-ELIT Präzisionswerkzeuge GmbH」 の カ ー バ イ
ド部門は、航空宇宙、自動車、エンジニアリング、
家電製品を中心とする分野の用途向けに、多種多
様な超硬質合金グレードを生産しています。

当社は、最先端の高性能半自動押出加工と乾式プ
レスに加え、自在な予備成形を可能にする部門の
力により、回転切削工具用ブランクや特注の形状
など、最も条件の厳しい成形部品やコンポーネント
部品でさえも製作する能力を実現しているのです。

当社がベルリンの大手企業 200 社に名を連ねる企
業として伝統を守ってきた生産工場では、首都の
中心地に勤務する約 400 人の社員によるチームが、
年間約 1,600 トンのカーバイドを生産しています。
当社の生産工場は、バウハウス様式の全面ガラス
張りのファサードを備えており、他に類のない独
特な魅力を醸し出しています。

The brand “BERLIN CARBIDE” delivers the highest
carbide grade quality to meet customer demands
worldwide directly from Germany's capital.
As part of "Gühring KG", the largest German tool
manufacturer, the carbide division of "G-ELIT
Präzisionswerkzeuge GmbH" produces a wide range of cemented carbide grades for applications in
the area of aerospace, automotive, engineering and
consumer electronics, among others.
In our heritage-protected production hall as one
of the 200 largest Berlin companies, we produce in
the middle of the capital with a team of around 400
employees about 1,600 tonnes of carbide per year.
The fully glazed facades in Bauhaus style give our
production facility its own incomparable charm.
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ドイツ連邦の首都ベルリンの当社をぜひご訪問いた
だき、当社の能力を現場で、お客様ご自身の目で
お確かめください。

With a view of the countryside into the historical
factory garden, we pursue on the one hand the
tradition of the terrain and the buildings, but on the
other hand at the same time we stand up for the
future and your demands.
Whether blanks for rotating cutting tools or customised geometries, our state-of-the-art, advanced
and semi-automated extrusion and dry presses,
combined with the flexible preforming department, allow us to create even the most challenging
moulded and component parts.
You are invited to convince yourself of our performance on site and visit us in the federal capital Berlin!
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当社の沿革 | Milestones
ベルリンに初の「G-ELIT」生産施設が
完成。スパイラルドリルと機械の生産
を開始。

建築家Punitzerによる機械工具工場
「Herbert Lindner」の建設（現在の
「G-ELIT」カーバイド生産工場の所
在地）
Construction of the machine
tool factory "Herbert Lindner" by
architect Punitzer (today the location
of the"G-ELIT" carbide production)

1932

Completion of the first "G-ELIT"
production site in Berlin, production
of spiral drills and machines begins

「G-ELIT Präzisionswerkzeug GmbH」
の設立

Foundation of “G-ELIT
Präzisionswerkzeug GmbH”

Founding of the
business unit hard
materials and
development of the
carbide production
at the second"G-ELIT"
manufacturing site
in Berlin

1988 / 89

1965
1964

06

ベルリンの第2
「G-ELIT」製造施設
に硬質材料・カーバイ
ド生産開発事業部門
を設立

1985

身体障害者を対象とした「Mosaik」
保護作業所との協力を開始

Start of the cooperation with
the “Mosaik” sheltered workshops for disabled persons

「BERLIN CARBIDE」
ブランドの導入

カーバイド生産量が
年間100トンに

Introduction of the brand
"BERLIN CARBIDE"

Carbide output
100 tons / year

2016

1994
1990

カーバイド生産開始

Start of the
carbide production

2011

「G-ELIT」がベルリン・インテグレーション
アワードを受賞

"G-ELIT" was awarded
with Berlin integration award

2017

約360人の社員によるカーバイド
生産量が年間1400トンを突破
Carbide output over
1400 tons / year with
about 360 employees

07

カーバイド生産プロセス
Carbide production process
in comparison

直接プレス加工
DIRECT PRESSING

焼結
SINTERING

研削（オプション）
GRINDING (OPTIONAL)

コバルトは約 1380℃で溶融
し、タングステンカーバイド
粒子の間隙に流入します。焼
結 HIP プロセスを利用し、無
孔成形部品を形成します。そ
れにより、製品は最大で 25%
収縮します。

最新の厳しい検査に合格した
カーバイド部品は、当社の貯
蔵施設に保管するか、研削部
門で精密加工を施します。

粉末から未加工品へ：さまざま
な形状のプレス部品に数秒以内
にパンチ穴を開け、型抜きしま
す
（1 分間に最大 10 個）。
From the powder to the green
part: Within seconds punches
and dies press parts of different
geometries into shape – up to
10 pieces per minute.

混合とミリング加工
MIXING & MILLING

モノプレス加工／静水圧プレス加工
MONO-/ISOSTATIC PRESSING

未加工品の機械加工
GREEN MACHINING

当社では水圧と自在金型の 2 つ
の生産方法を利用することにより、
非常に大型の未加工品を生産す
る能力も備えています。

最初に当社独自の配合表に基
づき、タングステンカーバイ
ドとコバルト、ドーピング元
素を混合します。この混合物
にボールミリング加工を数時
間施した後、ふるいにかけ、
吹付け乾燥させることにより、
各種生産技術用の粉末または
顆粒を生成します。
Initially tungsten carbide, cobalt and doping elements are
mixed according to our special recipes. This mixture is then
ballmilled for several hours
and afterwards sieved or spraydried to get powder or granulate for our different production
technologies.

With these two production
methods we are able to
produce even very large green
parts by using water pressure
and flexible dies.

混錬
KNEADING

押出加工
EXTRUDING

乾燥
DRYING

当社の革新的なプレス技術を利
用すれば、可塑化混合物を原料
として、さまざまな内部形状と
外部形状を実現することができ
ます。

混錬装置内で有機添加剤を使
用し、粉末を可塑化して粘土
状の生地を生成し、押出加工
を可能にします。
With the help of organic additives, the powder is plasticised
in our kneaders into a clay-like
dough that can be extruded.
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The cobalt melts at about
1380 °C and flows into the free
spaces between the tungsten
carbide grains. The Sinter-HIP
process results in non-porous
molded parts. The shrinkage
of the products amounts up
to 25 %.

Through our innovative pressing
technology different inner and
outer geometries can be realized
out of the plasticised mixture.

その後、人工気候室と特殊乾
燥炉内において、液体の一部
をゆっくりと除去しなければ
なりません。乾燥時間は、外
径によって決まります。

After passing last rigorous
inspections the carbide parts
are then either stocked in our
warehouse or reﬁned in our
grinding department.

未加工品はチョークのような
粘度を有しているため、焼結
前に複雑な形状の金型に注入
することができます。当社で
は 独 自 の ノ ウ ハ ウ を 活 か し、
さまざまな個別の需要に簡単
に対応することができます。
The chalk-like consistency of
the green parts allows the
insertion of complex geometries even before the sintering. With our know-how,
we can easily implement a
large number of individual
demands.

Subsequently, a part of the
liquids has to be slowly removed in our climate chamber
and special drying furnaces.
The drying time depends on
the outer diameter.
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当社の特注部品
Our customised parts
当社では独自の特殊部品プログラムに加え、ロッド部門に
おいてもカーバイドソリューションを提供しています。当
社の標準部品カタログをご参照いただいた上で、当社まで
お問い合わせください。
当社の優秀な営業チームが、お客様からいただいたご質問
に喜んでお答えいたします。当社では、お客様による回転
対称工具の生産に最適なソリューションをお届けします。

In addition to our special parts program, we also offer
carbide solutions in our rod divison. Take a look at
our standard parts catalog and contact us.
Our competent sales team will gladly
answer your questions – we will deliver
the right solution for your production
of rotationally symmetric tools.
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医薬と健康
Medicine and health
当社のスキルを…
Our skills …

…お客様の課題に合せて発揮
… adapted to your challenges

› 対称的なニアネットシェイプ
形状

衛生業界
› 高研磨性材料
› 生産率が高く、効率性に優れた
工具の耐用年数

› 耐腐食性・耐摩耗性グレード
›
›

Symmetrical and near-net
shape geometries
Corrosion and wear
resistant grades

Hygiene industry
› Highly abrasive materials
› Efficient tool life at high
output rates
内側を研削したカッティングスリーブ
Cutting sleeve ground inside

精密な先端部
Accurate cutting edges

› 最も細かい寸法まで個別にカス
タマイズしたブランク

歯科業界
› 安定した品質

› 硬度と靱性の組み合わせを最適
化し、優れた耐破損性を実現。

› 最終製品に標準的な仕様を採用
しつつ、市場の潜在力を開拓

›

Dental industry
› Constant quality
› Exploit market potential despite
standard specifications for end
product

›

Individual tailor-made blanks
even in smallest dimensions
High break resistance due
to ideal combination of
hardness and toughness

研削ロッド
Ground rods

あらゆる形状のブランクを成形
Shape blanks in all geometries

整形外科業界
› 高い精度で材料を処理

› 複雑な形状の特注ブランク：
さまざまな形状と材料の組み
合わせも可能

› 安定した耐用年数と供用期間

› グレードの靱性を最適化

›

›
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Customized and complex
blanks, combination of
different shapes and
materials also possible
Optimally matched
toughness of the grade

Orthopedic industry
› High precision in the
handling of materials
› Solid lifetime and service life
ご要望に応じ、あらゆる異型ブランクを成形
Forming blanks in all requested variants

手術器具用ブランク
Blanks for surgical tools
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工具・金型業界
Tool and die industry
当社のスキルを…
Our skills …
›

圧倒的な精度を備えた小型形
状

›

耐摩耗性と曲げ強度を最大限
に強化

›

Small geometries with
convincing precision
Best possible wear resistance
and bending strength

›

…お客様の課題に合わせて発揮
… adapted to your challenges
家電製品
› 製品仕様を標準化し、市場の地
位を確立

最小直径のロッド
Rods in smallest diameters

厳密な公差を実現する直接プレス
Tighttolerances due to direct pressing

› 多種多様な選択と可用性を実現
する各種形状

電気工学
› 最高品質の切削加工とスタンピ
ング品質を安定して維持する工
具の耐用年数の長さ

› 優れた耐腐食性と被覆性
›
›

› 先端部の安定性を最大限に強化

Different geometries in high
variety selection and availability
Excellent corrosion resistance
and coatability
各種グレードと厚さを備えたカーバイドブロック
Carbide blocks in different grades and thicknesses

各種バージョンの特殊部品
Special parts in different versions

› 常に入手可能であり、自在なカ
スタマイズが可能なブランク

›
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Flexibly adaptable and always
available blanks
High demands on fracture
toughness and bending strength

Electrical engineering
› Enormous tool life with
consistently ideal cutting and
stamping quality
› Maximum cutting edge stability

家具業界
› 最適化された効率性

› 破壊靱性と曲げ強度に対する厳
しい要件

›

› 大量生産における信頼性の高い
プロセスとコスト効率性
Consumer electronics
› Establishment in a market with
standardized product specifications
› Process reliability and costeffectiveness in large quantities

›

高速機械における高サイクル数

Furniture industry
› Optimal efficiency
› High number of cycles
in high-speed machines
お客様のご要望に応じたスタンピングブランク
Stamping blanks to your requests

グレードを豊富に取り揃えた研削済スタンプ
Pre-ground stamp in a large grade selection
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食品、飲料、たばこ
Food, beverage and tobacco
当社のスキルを…
Our skills …

…お客様の課題に合わせて発揮
… adapted to your challenges
スパイス業界
› 適正な摩耗防止と長い耐用
期間

› 複雑な大型コンポーネント
› 耐摩耗性・耐摩損性を最適化し
た耐腐食性グレード
›
›

› 最終製品の異物混入を抑制

Complex and large components
Corrosion resistant grades with
optimum wear and abrasion
resistance
壁厚が薄い大直径製品
Large diameters with thin wall thicknesses

ただちに使用可能な完成品
Finalized ready to use products

たばこ業界
› 摩耗性材料

› ニアネットシェイプブランク
› 硬度と耐摩耗性の相互作用を
最適化
›
›

› 安定した品質の切削加工による
高速製造プロセス。

Near-net shape blanks
Ideal interaction of hardness and wear resistance

Tobacco industry
› Abrasive materials
› Fast manufacturing processes
with constant cutting quality
正確に嵌合するコンポーネント
Accurately matched components

用途に適した表面品質
Surface quality matched to the application

› 正確に嵌合する大容量ブランク

ココア業界
› 不規則な形状の有機材料

› 各種特性をバランス良く組み合
わせたグレード
›
›

› 高耐摩耗性材料を使用し、異
物混入を最小限に抑制

Large-volume,
precision-matched blanks
Grades with a balanced
combination of different
characteristics
大型品の間接成形
Indirect shaping with large dimensions
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Spice industry
› Good wear protection and
long lifespan
› Reduction of contamination
in the final product

精度の高いコンポーネント完成品
Precisely finished components

Cocoa industry
› Irregular organic materials
› Minimization of contamination
by highly wear-resistant
materials
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機械工学
Mechanical engineering
当社のスキルを…
Our skills …

…お客様の課題に合わせて発揮
… adapted to your challenges

› 建設面の要件が厳しい個別の
耐重量コンポーネント

金属建設
› 無限の自由度

› 靱性と耐摩耗性の相互作用を
最適化
›

›

Individual, constructively
demanding and weight-tolerant
components
Ideal interaction between
toughness and wear resistance

› 卓越した汎用性
Metal construction
› Unrestricted flexibility
› Extraordinary versatility

互いに嵌合したスローイングブレード
Throwing blades matched to each other

極端な形状の未加工品
Extreme forms in raw state

› 寸法の精度が高い汎用ブランク

鉱業
› 優れた変動性

› 靱性と耐衝撃性の適正な組み合わ
せ
› Universal and dimensionally
accurate blanks
› Good combination of toughness and impact resistance

› 卓越した多様性
Mining
› Excellent variability
› Impressive diversity

さまざまな長さのスクレーパー
Scrapers in different lengths

› 厳しい公差要件を満たした複雑な
形状の特注ブランク

工具製作
› 精度に対する厳しい要件

› 多様な用途向けの各種グレード

› 極度の複雑性

›

Toolmaking
› Significant demands
on precision
› Enormous complexity

›

Custom blanks with complicated
geometries and tight tolerances
Wide range of grades for a
variety of applications
お客様に特化した最終コンポーネント
Finalized customer-specific component
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あらゆる用途向けの直接プレスコンポーネント
Direct pressed components for every application

適切な形状に成形した未加工の焼結材
Suitable forms in the raw sintered state
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エネルギー
Energy
当社のスキルを…
Our skills …

…お客様の課題に合わせて発揮
… adapted to your challenges

› 精度の高い自在なコンポーネ
ント

風力
› 高機能材料

› 耐熱性と耐腐食性

› イノベーションを原動力と
する未来志向型の業界

›
›

High-precision and
flexible components
High temperature and
corrosion resistance
あらゆる異型品を取り揃えたシリンダ
Cylinders in all variants

フィリグリー研削コンポーネント
Filigree ground components

ソーラー技術

› 高精度の調整を施した大容量
ブランク
›

Wind power
› Sophisticated materials
› Future-oriented and
innovation-driven industry

› 優れた耐摩耗性・耐摩損性
により、異物混入を最小限
に抑制

Large-volume, precisely
tuned blanks

Solar technology
› Minimization of contamination
through wear and high abrasion
ただちに使用可能な研削ローラー
Ready-to-use ground roller

全ての異型品を事前に裁断
Pre-shredder in all variants

› 幅広いグレードの選択肢を備え
た数多くの形状

サイクリング
› 常に高い安定性を維持する
先端部

› 優れた曲げ強度と耐摩耗性、耐
腐食性
›
›
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Numerous geometries with
extensive grade selection
High bending strength
and wear resistance as well
as corrosion resistance

› 経済的に優れた耐用年数

最適な状態に調整したブランク
Optimally tuned blanks

幅広い選択肢を備えた高品質グレード
Wide grade selection in high quality

Cycling
› Constant high cutting
edge stability
› Economic lifespan
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工具ブランク
Tool blanks
当社のスキルを…
Our skills …

…お客様の課題に合わせて発揮
… adapted to your challenges

› 自在なニアネットシェイプブラ
ンク

プレス工具ブランク
› 製品の交換を高速で実施

› 優れた靱性と耐摩耗性

› 高い生産率、長い供用期間

›
›

Flexible and near-net
shape blanks
Excellent toughness and
wear resistance

Pressing tool blanks
› Carrying out fast
product changes
› Long service life
with high output
ブランクー高速かつシンプル
Blank – fast and uncomplicated

研削済のプレススタンプブランク
Pre-ground press stamp blanks

› 多様な寸法と洗練された形状

絞りブランク
› 高い機械的負荷と熱負荷

› 硬度と曲げ破壊、靱性の調和を
最適化
›
›

› 連続的な変速
Drawing blanks
› Serious mechanical and
thermal loads
› Continuous speed change

Varying dimensions and
sophisticated shapes
Optimal coordination of
hardness, bending fracture
and toughness
壁厚が薄いブランク
Blank also with thin wall thicknesses

寸法精度が高い大型コンポーネント
Large components with high dimensional accuracy

› 精度の高い形状

スタンプブランク
› 信頼性が高く、製品仕様に正確
に準拠

› 曲げ強度と硬度の組み合わせを
最適化
›
›

› 優れた耐圧性と長い供用期間

Precise geometries
Optimal combination of
bending strength and hardness

用途に完璧に適合したグレード
Grade perfectly matched to the application
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スタンピングパンチ用丸棒
Round rods for stamping punches

Stamp blanks
› Reliable and accurate
compliance with product
specifications
› Enormous pressure resistance
and long service life
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認証を取得した品質
Certified quality
当社では、品質の原点は原材料にあると確信してい
ます。そのため、最も厳しい要件をサプライヤーに
課しています。当社は粉末の調製から焼結カーバイ
ド製品の研削まで、高品質の技術を通じてお客様の
製品を確実に製造いたします。当社の品質管理シス
テムはDIN ISO 9001に基づく認証を取得しており、
また環境保護に対する貢献についてもDIN EN ISO
50001による認証を取得しています。当社はこれら
の認証を道標として、未来志向型の持続可能な生産
を進めています。
We are convinced that quality starts with the raw
material. That is why we place the highest demands
on our suppliers. From powder preparation to grinding of sintered carbide products, we ensure a highquality fabrication of your products. Our quality
management system certified according to DIN ISO
9001 and our contribution to environmental protection
by certification to DIN EN ISO 50001 lead the way
to a future-oriented and sustainable production.

受入品質管理
Incoming quality control

冶金品質管理
Metallurgical quality control

当社では、お客様に最初から最高の品質をお届けし
当社では生産プロセス全体を通じ、各種カーバイド
たいと考えています。そのため、高い評価を獲得し
グレードの磁気特性と物理特性を正しく設定し、微
ている製造業者から原材料を調達しています。当社
細構造を調査することにより、高品質の最終製品を
の検査部門では、物品を受領し次第、ただちに粉末
実現しています
の粒径分布や比表面積、炭素収支を確認しています。
We want to offer you the best quality – right from
the start. Therefore our raw materials are sourced
from reputable manufacturers. As soon as the goods
are received, our laboratory checks the particle size
distribution, the specific surface and the carbon
balance of the powders.
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The proper setting of the magnetic and physical
characteristics as well as the screening of the microstructure of the different carbide grades during
the entire production process ensures high quality
of our end products.

形状品質管理
Geometrical quality control
形状品質保証の一環として、革新的な測定方法と高
解像度カメラシステムを利用し、各種の形状値（外
径、ピッチ、冷却チャネル直径、ピッチオフセット
など）を管理しています。
As part of geometric quality assurance, innovative
measurement techniques and high-resolution camera systems are used to control the various geometric
values (for example, outer diameter, pitch, cooling
channel diameter, pitch offset, etc.).
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性能解析
Performance analysis
お客様の用途に合わせたコンポーネントについて、
ターゲットを絞った分析を実施することにより、用
途に関する推奨事項の策定や材料開発に使用する貴
重なデータを得ることができます。当社はサービス
業者として、お客様の目的に合わせ、特定のコンポ
ーネントの分析を実施します。
当社では、以下のサービスを提供しています。
● 摩耗した工具やコンポーネントの電子顕微鏡分
析。
● 新たな工具の表面品質分析。
●

ワークピースや材料の化学分析。

The targeted analysis of components for your application provides us with valuable data that we use
for the material-development or to create application
recommendations. We are at your disposal as a service
provider for analysis of your particular components.
We offer:
•	Electron microscope analysis of worn tools and
components
• Analysis of the surface quality of new tools
• Chemical analysis of workpieces and materials

材料開発

プロセス開発
Process development

Material development
新たな機械加工業務や、利用可能な原材料の開発を
進めるためには、当社のカーバイド製品範囲を絶
えず更新する必要があります。そのため、既存のカ
ーバイドグレードを最適化し、まったく新たなグレ
ードを開発します。また当社カーバイド製品の用途
から得られたフィードバックと提案をベースとして、
上記の開発業務や独自の研究プロジェクト、さらに
はベルリン工科大学やフラウンホーファー研究所
「IKB」（ドレスデン）などの研究機関との協力業務
を実施しています。当社は常に最新技術を活用しつ
つ、最先端を行く企業なのです。

26

New machining tasks on the one hand and the
development of the available raw materials on
the other hand require a constant updating of our
carbide range. Existing carbide grades are optimized
and entirely new ones developed. Feedback and
suggestions from the application of our carbide
products are the base for this development work,
its own research projects and our cooperation with
research institutions such as the Technical University
of Berlin and the Fraunhofer Institute “IKB” in Dresden.
We are always up to date and state of the art.

お客様に最高のサービスと最高の品質をリーズナブ
ルな価格でお届けするという目標を達成する上で、
特にその原点となるのがプロセス開発です。製造プ
ロセスを継続的に改善することにより、これからも
可能な限り最適な価格性能比と短い納期を実現し、
高品質の製品をお客様に確実にお届けします。

The aspiration to provide our customers with best
service, highest quality at a reasonable price results in particular from our methods development.
The constant improvement of our manufacturing
process ensures that you get the current and future
quality products at the best possible price-performance ratio and short delivery times.
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超硬グレード仕様 | Grade Specifications
グレード
Grade

分類

Co

抗折力

平均粒径

WC（ドーピ
ング含む）

密度

硬度HV30

破壊靱性K IC

WC incl.
doping

Density

Hardness
HV30

Fracture
toughness KIC

%

%

g / cm3

kg/mm2

MPa · m½

N/mm2

µm

Classification

Transverse rup- Average grain
ture strength
size

DG550K

G50-G60

27.0

73.0

12.95

870

*

3000

2.50

DG400K

G40

20.0

80.0

13.55

1020

*

3100

2.50

DB550K

G30

15.0

85.0

14.00

1050

*

2800

8.00

DG300K

G30

15.0

85.0

14.00

1170

*

3000

2.50

DG200K

G20

11.0

89.0

14.40

1310

14.5

2900

2.50

DG151F

G20-G30

11.0

89.0

14.45

1400

12.8

3500

1.20

DK600UF

>K40

15.0

85.0

13.80

1430

12.3

4100

0.50

DG100K

G10

7.0

93.0

14.85

1460

10.6

2700

2.50

DK405

K20

10.0

90.0

14.40

1510

12.0

3600

0.90

DK120

K15-K20

6.0

94.0

14.95

1620

9.9

3200

1.20

DK460UF

K20-K40

10.0

90.0

14.45

1620

10.6

4100

0.60

DK500UF

K20-K30

12.0

88.0

14.05

1690

10.4

4200

0.50

DK120UF

K10

7.0

93.0

14.70

1850

9.6

3500

0.70

DK050UF

K05-K10

6.0

94.0

14.80

1930

8.1

3200

0.50

* Shetty による試験方法では測定不可。 | not measureable with testing method according Shetty.
記号の末尾が K のグレードは耐腐食性。 | Grades marked with a K-ending are corrosion resistant.

特徴的なカーバイド機能との相互作用 |
Interaction of characteristic carbide features
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